令和2年度 チャレンジ応援資金【金融機関提案型】メニュー一覧
カテゴリー別
16金融機関43メニュー（令和2年4月1日現在）
※業態別・50音順

金融機関名

資

金

名

融 資 対 象

融資限度額

融資利率
(金利を軽減)

融資期間

■成長企業支援（頑張る中小企業応援）

りそな銀行

関西みらい銀行

紀陽銀行

南都銀行

りそな『エコビジョン・ダイバーシ
ティ・カンパニー』融資制度

関西みらい「成長支援」融資

頑張る企業応援融資
（紀陽事業性評価融資）

がんばる企業応援融資

発展・成長に向けての事業計画を有するとともに、環境配慮への取組
みにも積極的な中小企業者又は障がい者雇用や就労支援の取組み
や男女共同参画の推進に積極的な中小企業者（法人に限る）

【信用保証付】
２億８，０００万円
（うち無担保8,000万円）

金融機関所定金利

【信用保証なし】
１０億円(保証付分含む)

大阪府で事業を営んでおり、成長に向けた事業計画を有している中小
企業者
【信用保証付】
２億８，０００万円
（うち無担保8,000万円）
※①「大阪府障がい者サポートカンパニー優良企業登録企業」、②
「『大阪ものづくり優良企業賞』受賞企業」、③「『大阪製ブランド』認証 【信用保証なし】
企業」に該当する方は、それぞれ金融機関所定金利より0.1％優遇（最 １０億円(保証付分含む)
大で0.3%優遇）

金融機関所定金利

年商1億円以上の法人及び個人事業主で、当行と事業内容や経営課 【信用保証なし】
題等を共有し、継続的なサポート等を受けることができる中小企業者
１０億円

金融機関所定金利

当行の府内営業エリアに営業基盤を置き、現に事業拡大等を内容と
する事業計画を有する中小企業者

【信用保証付】
２億８，０００万円
（うち無担保8,000万円）
【信用保証なし】
１０億円(保証付分含む)

【信用保証付・なし】
運転（有担保・無担保） ７年以内
設備（有担保・無担保） ７年以内

【信用保証付】
運転（有担保・無担保）
６ヵ月以上７年以内
設備（有担保）６ヵ月以上２０年以内
〃 （無担保）６ヵ月以上１０年以内
【信用保証なし】
運転（有担保・無担保）６ヵ月以上７年以内
設備（有担保・無担保）６ヵ月以上２０年以内
〔いずれも据置期間１２ヵ月以内〕
【信用保証なし】
運転（有担保・無担保）２年以上１０年以内
設備（有担保・無担保）２年以上１０年以内
【信用保証付】
運転（有担保・無担保） ７年以内
設備（有担保） １０年以内
〃 （無担保） ７年以内

金融機関所定金利

【信用保証なし】
運転（有担保・無担保） ７年以内
設備（有担保・無担保） １０年以内
〔いずれも据置１２ヵ月以内〕
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金融機関名

資

金

名

融 資 対 象

融資限度額

融資利率
(金利を軽減)

融資期間

金融機関所定金利

大阪信用金庫

大阪シティ
信用金庫

事業性評価対応融資

大阪シティ成長性強化支援資金

経済産業省の企業健康診断ツール「ローカルベンチマーク」で事業性 【信用保証なし】
が評価できる中小企業事業者
３億円

成長分野での技術開発や新事業開始を目指す中小企業者

【信用保証付】
２億８，０００万円
（うち無担保8,000万円）
【信用保証なし】
２億円

（注）ただし、当初融
資金額5,000万円以 【信用保証なし】
上の設備資金につい 運転（有担保・無担保） １０年以内
ては、融資内容に
設備（有担保・無担保） ２５年以内
よって実行時に所定
の手数料（実行額の
〔いずれも据置６ヵ月以内〕
0.5%（税別））が別途
必要になる場合があ
ります。
【信用保証付】
運転（有担保・無担保） ７年以内
設備（有担保） １５年以内
〃 （無担保） ７年以内
金融機関所定金利 【信用保証なし】
運転（有担保・無担保） ７年以内
設備（有担保・無担保） ２０年以内
〔いずれも据置１２ヵ月以内〕

商工新成長サポートローン

金融機関とともに将来展望のある事業計画が策定でき、金融機関の
継続的なサポート（事業計画に基づき共に解決を行う）を受けることが
出来る中小企業者

【信用保証付】
２億８，０００万円
（うち無担保8,000万円）
【信用保証なし】
１０億円(保証付分含む)

【信用保証付】
運転（有担保・無担保） ７年以内
設備（有担保） １０年以内
〃 （無担保） ７年以内
※土地・建物購入資金は20年以内
（有担保）
金融機関所定金利
【信用保証なし】
運転（有担保・無担保） １０年以内
設備（有担保） ２０年以内
〃 （無担保） １０年以内
〔いずれも据置１２ヵ月以内〕

大阪商工
信用金庫

商工SDGsサポートローン

SDGsの取り組みに関する事業計画書を策定し、その実行に取り組む
【信用保証なし】
方で、計画に記載した目標の達成状況を自己評価し、金融機関に対
１０億円
し報告（融資後3年間・年1回）することが可能な中小事業者

金融機関所定金利

運転（有担保・無担保） １０年以内
設備（有担保） ２０年以内
〃 （無担保） １０年以内
〔いずれも据置１２ヵ月以内〕
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金融機関名

京都中央
信用金庫

資

金

名

ちゅうしん大阪いきいき
プログラム

融 資 対 象

融資限度額
【信用保証付】
２億円
（うち無担保8,000万円）

成長分野において、事業を営む中小企業者

【信用保証なし】
２億円(保証付分含む)

融資利率
(金利を軽減)

融資期間

【信用保証付】
運転（有担保・無担保）７年以内
設備（有担保・無担保）７年以内
【信用保証なし】
金融機関所定金利
運転（有担保・無担保） ７年以内
設備（有担保・無担保） ２０年以内
〔いずれも据置なし〕

きのくに
信用金庫

きのくにチャレンジ企業
応援融資

成長分野（医療・介護・再生エネルギーに関連する産業等）において
事業を営む中小企業者
金融機関とともに将来の事業計画を策定し、その成長性や新規性に
期待ができる中小企業者

【信用保証付】
２億円
（うち無担保8,000万円）

【信用保証付】
運転（有担保）
〃 （無担保）
金融機関所定金利 設備（有担保）
〃 （無担保）

７年以内
５年以内
２０年以内
７年以内

〔いずれも据置１２ヵ月以内〕

■海外展開支援
大阪府下で事業を営む、事業の海外展開を検討する中小事業者で、
以下のいずれかに該当する企業

りそな銀行

大阪信用金庫

【信用保証付】
２億８，０００万円
（1）大阪府商工労働部が主催する、海外進出を検討する企業向けセ
（うち無担保8,000万円）
りそな「海外進出支援」融資制度 ミナーに参加した企業
（2）国際ビジネスサポートセンター（大阪産業局）において、事業の海
【信用保証なし】
外展開に対する相談を実施している企業
１０億円（保証付を含む）
（3）金融機関が定める「海外展開に向けた取組内容」に繋がるものと
当行が認めた企業

海外取引事業者応援融資

金融機関が定める、海外事業展開を計画または実施しているなどの
事業者

【信用保証なし】
運転資金：５，０００万円
設備資金：１億円

金融機関所定金利

【信用保証付・なし】
運転（有担保・無担保） ６ヵ月以上７年以内
設備（有担保・無担保） ６ヵ月以上７年以内

【信用保証なし】
運転 １０年以内
金融機関所定金利 設備 １５年以内
〔いずれも据置６ヵ月以内〕

大阪シティ
信用金庫

大阪シティ 海外展開支援資金

【信用保証付】
２億８，０００万円
海外への直接投資、海外企業への生産委託、海外販路拡大など海外
（うち無担保8,000万円）
事業展開を行おうとする中小企業者
【信用保証なし】
２億円

【信用保証付】
運転（有担保・無担保） ７年以内
設備（有担保） １５年以内
〃 （無担保） ７年以内
金融機関所定金利

【信用保証なし】
運転（有担保・無担保） ７年以内
設備（有担保・無担保） ２０年以内
〔いずれも据置１２ヵ月以内〕
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金融機関名

資

金

名

融 資 対 象

融資限度額

融資利率
(金利を軽減)

融資期間

■販路開拓支援

京都銀行

ビジネスチャンス拡大融資

【信用保証付】
２億円
（うち無担保8,000万円）

新事業展開や事業拡大を目指す中小企業者

【信用保証なし】
２億円(保証付分含む)

【信用保証付・なし】
運転（有担保・無担保） ７年以内
設備（有担保) １０年以内
金融機関所定金利
〃 （無担保） ７年以内
〔いずれも据置６ヵ月以内〕

■開業者支援
永和信用金庫

パワフルサポート・エンジェル
【Ⅰ型・Ⅱ型】

地域の活性化につながる事業を新たに開始される方（Ⅰ型）、もしくは 【信用保証なし】
創業後7年以内の事業者（Ⅱ型）で、当金庫所定の要件を満たされる
運転資金：５００万円
方。
設備資金：１，０００万円

【信用保証なし】
運転（有担保・無担保） ７年以内
金融機関所定金利 設備（有担保・無担保） ７年以内
〔いずれも据置２４ヵ月以内〕

北おおさか信用金庫 北おおさかスタートローン

これから事業を開始する方、または開業後２年以内の中小企業者

【信用保証なし】
５００万円

【信用保証なし】
運転（有担保・無担保） ５年以内
金融機関所定金利 設備（有担保・無担保） ７年以内
〔いずれも据置６ヵ月以内〕
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金融機関名

資

金

融 資 対 象

名

融資限度額

融資利率
(金利を軽減)

融資期間

■小規模企業者支援
金融機関所定金利

大阪信用金庫

大阪応援融資

北おおさか信用金庫 地域いきいきローン

商工会議所、大阪経営力アッププロジェクト等で経営相談を行い、アド
バイスに沿って真剣に取り組もうとしている中小企業者

【信用保証付・なし】
無担保 ３，０００万円
有担保 １億円

営業エリア内の小規模企業者

【信用保証なし】
５００万円

（注）ただし、当初融 【信用保証付・なし】
資金額5,000万円以
運転（有担保）１０年以内
上の設備資金につい
〃 （無担保） ７年以内
ては、融資内容に
設備（有担保）１０年以内
よって実行時に所定
〃 （無担保） ７年以内
の手数料（実行額の
0.5%（税別））が別途
〔いずれも据置６ヵ月以内〕
必要になる場合があ
ります。

金融機関所定金利

【信用保証なし】
運転（有担保・無担保） ３年以内
設備（有担保・無担保） ５年以内

■ものづくり企業支援
製造業を営む中小企業者
池田泉州銀行

ものづくり応援ローン

※「元気なモノ作り中小企業３００社」選定企業、「大阪ものづくり優良企業
賞」受賞企業、「おおさかエコテック」選定企業、「大阪府ものづくりイノベー
ション支援プロジェクト」認定企業の場合、金融機関所定金利より年0.10％
優遇

製造業を営む中小企業者のうち、技術力を有する事業者
関西みらい銀行

関西みらい「ものづくり」企業
応援融資

【信用保証付】
２億８，０００万円
（うち無担保8,000万円）

【信用保証付・なし】
運転(有担保・無担保) ７年以内
設備(有担保) １０年以内
金融機関所定金利
〃 (無担保) ７年以内

【信用保証なし】
１０億円

【信用保証付】
２億８，０００万円
（うち無担保8,000万円）

※①「大阪府障がい者サポートカンパニー優良企業登録企業」、②
「『大阪ものづくり優良企業賞』受賞企業」、③「『大阪製ブランド』認証
企業」に該当する方は、それぞれ金融機関所定金利より0.1％優遇（最 【信用保証なし】
大で0.3%優遇）
１０億円(保証付分含む)

〔いずれも据置１２ヵ月以内〕
【信用保証付】
運転（有担保・無担保） ６ヵ月以上７年以内
設備（有担保）６ヵ月以上１０年以内
〃 （無担保）６ヵ月以上７年以内
金融機関所定金利

【信用保証なし】
運転（有担保・無担保）６ヵ月以上７年以内
設備（有担保・無担保）６ヵ月以上１０年以内
〔いずれも、設備据置１２ヵ月以内〕
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金融機関名

資

金

名

融 資 対 象

融資限度額

融資利率
(金利を軽減)

融資期間

■地域医療・介護企業支援
【信用保証付】
運転（有担保）
〃（無担保）
設備（有担保）
〃（無担保）

【信用保証付】
８，０００万円
地域医療応援融資

適正な事業計画に基づき、開業・設備更新を行なう開業医

１０年以内
７年以内
１０年以内
７年以内

金融機関所定金利
【信用保証なし】
１０億円(保証付分含む)

徳島大正銀行

【信用保証なし】
運転（有担保） ２０年以内
設備（有担保） ２０年以内
〔いずれも据置１２ヵ月以内〕

高齢者向け事業開業支援資金

大阪府内において、高齢者向け施設を設置・運営する中小企業者

【信用保証なし】
５億５，０００万円
（うち無担保5,000万円）

【信用保証なし】
運転（有担保・無担保） ７年以内
金融機関所定金利 設備（有担保・無担保） ２５年以内
〔いずれも据置１２ヵ月以内〕

永和信用金庫

ハートフル・アシスト

創業後２年を経過し、かつ１２ヵ月決算を２期以上済まされた方で、介 【信用保証なし】
護・医療・障がい福祉・高齢者福祉・児童福祉を事業として行っている 運転資金：１，０００万円
方
設備資金：２，０００万円

【信用保証なし】
運転（有担保・無担保） ５年以内
金融機関所定金利 設備（有担保・無担保） １０年以内
〔いずれも据置６ヵ月以内〕

大阪信用金庫

介護ビジネス応援融資

介護ビジネス事業者を営む中小企業者（許認可取得事業者に限る）

【信用保証付・なし】
無担保 ３，０００万円
有担保 １億円

【信用保証付・なし】
運転（有担保） １０年以内
〃 （無担保） ７年以内
金融機関所定金利 設備（有担保） １０年以内
〃 （無担保） ７年以内
〔いずれも据置６ヵ月以内〕
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金融機関名

資

金

名

商工医療サポートローン

融 資 対 象

融資限度額

【信用保証付】
２億８，０００万円
地域医療を担う医療・保険衛生業（健保適用の医業・歯科医業・助産
（うち無担保8,000万円）
所・療術）
【信用保証なし】
１０億円(保証付分含む)

融資利率
(金利を軽減)

融資期間
【信用保証付】
運転（有担保・無担保）７年以内
設備（有担保） １０年以内
〃 （無担保） ７年以内
※土地・建物購入資金等は
２０年以内（有担保)

金融機関所定金利
【信用保証なし】
運転（有担保・無担保） １０年以内
設備（有担保) ２０年以内
〃 （無担保） １０年以内
〔いずれも据置１２ヵ月以内〕

大阪商工信用金庫

商工介護サポートローン

介護関連事業者・福祉介護関連事業者（許認可取得事業者に限る）

【信用保証付】
２億８，０００万円
（うち無担保8,000万円）
【信用保証なし】
１０億円(保証付分含む)

【信用保証付】
運転（有担保・無担保）７年以内
設備（有担保） １０年以内
〃 （無担保） ７年以内
※土地・建物購入資金等は
２０年以内(有担保)
金融機関所定金利 【信用保証なし】
運転（有担保・無担保） １０年以内
設備（有担保） ２０年以内
〃 （無担保） １０年以内
※介護施設新築資金は
２５年以内（有担保）
〔いずれも据置１２ヵ月以内〕

枚方信用金庫

医療ビジネス応援資金
メディカルフレッチェ

営業エリア内にて地域医療を担う中小企業医療事業者

【信用保証付】
２億８，０００万円
（うち無担保8,000万円）
【信用保証なし】
１０億円(保証付分含む)

【信用保証付】
運転（有担保・無担保） ５年以内
設備（有担保） １０年以内
〃 （無担保） ７年以内
金融機関所定金利

【信用保証なし】
運転（有担保・無担保） ５年以内
設備（有担保）２５年以内（※）
〃 （無担保） ７年以内
※運用建物の耐用年数以内
〔いずれも据置６ヵ月以内〕
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金融機関名

枚方信用金庫

資

金

名

介護ビジネス応援資金
介護フレッチェ

融 資 対 象

融資限度額

営業エリア内にて介護事業を行う事業者（許認可取得事業者に限る）

【信用保証付】
２億８，０００万円
（うち無担保8,000万円）

融資利率
(金利を軽減)

融資期間
【信用保証付】
運転（有担保・無担保） ５年以内
設備（有担保） １０年以内
〃 （無担保） ７年以内

金融機関所定金利

【信用保証なし】
５億円(保証付分含む)

【信用保証なし】
運転（有担保・無担保） ５年以内
設備（有担保）２５年以内（※）
〃 （無担保） ７年以内
※運用建物の耐用年数以内
〔いずれも据置６ヵ月以内〕

のぞみ信用組合

＜のぞみ＞の
介護ビジネスローン

介護関連事業を営んでいる、または新たに営もうとする方
（許認可取得事業者に限る）

【信用保証付】
２億円
（うち無担保8,000万円）
【信用保証なし】
１０億円(保証付分含む)

【信用保証付・なし】
運転（有担保・無担保） ７年以内
設備 (有担保) ２０年以内
〃 (無担保) ７年以内
金融機関所定金利
※【保証なし】の設備(有担保）は耐用年数の
範囲内
〔いずれも据置６ヵ月以内〕
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金融機関名

資

金

融 資 対 象

名

融資限度額

融資利率
(金利を軽減)

融資期間

■地域活性化支援
【信用保証付】
運転（有担保・無担保） ７年以内
設備（有担保） ２０年以内
〃 （無担保） ７年以内

【信用保証付】
２億８，０００円
（うち無担保8,000万円）

徳島大正銀行

地域活性化資金

大阪府内において事業を営む、業歴が３年以上の中小企業者で、地
域経済の活性につながる事業計画（販路開拓、新規出店、新商品・新
サービスの提供 等）をお持ちの方
【信用保証なし】
５億８，０００万円
（うち無担保8,000万円）

金融機関所定金利 【信用保証なし】
運転（有担保・無担保） ７年以内
設備（有担保） ２５年以内
〃 （無担保） ５年以内
〔いずれも据置１２ヵ月以内〕
金融機関所定金利

大阪信用金庫

インバウンド事業応援融資

大阪シティ地方創生・
大阪シティ信用金庫 インバウンド誘致・
地域活性化資金

インバウンドに対応するために事業資金を必要としている中小企業事 【信用保証なし】
業者
１０億円

【信用保証付】
地域経済とかかわりのある事業で地域の活性化を図る中小企業者
（例 地域医療を担う医療事業者、空き店舗活用・商店街事業者、地方 ２億８，０００万円
（うち無担保8,000万円）
創生やインバウンド誘致に関連する事業者等）

（注）ただし、当初融資金額
5,000万円以上の設備資金
については、融資内容に
よって実行時に所定の手
数料（実行額の0.5%（税
別））が別途必要になる場
合があります。

【信用保証なし】
運転（有担保・無担保） １０年以内
設備（有担保・無担保） ２５年以内
〔いずれも据置６ヵ月以内〕
【信用保証付】
運転（有担保・無担保） ７年以内
設備（有担保）１５年以内
〃 （無担保） ７年以内

金融機関所定金利

※インバウンド誘致に関する事業を行う事業所については金融機関所定金 【信用保証なし】
利より0.2%優遇
１０億円（保証付分含む）

【信用保証なし】
運転（有担保・無担保） ７年以内
設備（有担保・無担保）２０年以内
〔いずれも据置１２ヵ月以内〕

■建設・不動産関連企業支援

徳島大正銀行

街づくり応援融資

【信用保証付】
２億８，０００万円
（うち無担保8,000万円）

宅建業を営む中小企業者

【信用保証なし】
１億円

【信用保証付】
運転（有担保・無担保） ７年以内
設備（有担保・無担保） ７年以内

金融機関所定金利

【信用保証なし】
運転・設備（無担保） ３年以内（※）
※ただし、戸建住宅の建築資金〈分譲用地購入資金
として当行貸出現場に限る〉及び分譲用地購入資金
については融資期間１年。）

〔いずれも据置なし〕
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金融機関名

資

金

融 資 対 象

名

融資限度額

融資利率
(金利を軽減)

融資期間

■設備投資応援
りそな銀行

りそな『設備投資応援』
融資制度

【信用保証なし】
１０億円

金融機関所定金利

【信用保証なし】
設備 ２０年以内

※「働き方改革」に資する資金（事業活動に必要な設備投資）の場合、
金融機関所定金利より年0.05％優遇
【信用保証なし】
※ＩＴ・Ｉｏｔ関連機器もしくは3次元積層技術関連機器（3Ｄプリンター等） １０億円
を導入する場合、金融機関所定金利より年0.10％優遇

金融機関所定金利

【信用保証なし】
設備 ２０年以内〔据置１２ヵ月以内〕

大阪府内で事業を営み、設備投資を行う中小企業者
設備投資を行う中小企業者

池田泉州銀行

設備投資応援ローン

（金利優遇幅：最大年0.15％優遇）
大阪府内で事業を営み、設備投資を行う中小企業者

【信用保証なし】
１０億円

関西みらい銀行

関西みらい設備投資応援融資

金融機関所定金利
（注）ただし、「分割実
行型」の場合は、融
※①「大阪府障がい者サポートカンパニー優良企業登録企業」、②
（注）金融機関所定の条件を 資枠の総額に対して
「『大阪ものづくり優良企業賞』受賞企業」、③「『大阪製ブランド』認証
満たす方は、設備投資の支 1.00％（税別）以下の
企業」に該当する方は、それぞれ金融機関所定金利より0.1％優遇（最
払いに応じ分割して融資を受 手数料が別途必要
大で0.3%優遇）
けることが可能（分割実行型） ※上限は適用金利

紀陽銀行

紀陽頑張る医療応援融資

開業・設備投資等を行なう医師・歯科医師

【信用保証なし】
２億円

金融機関所定金利

【信用保証なし】
設備６ヵ月以上２０年以内
〔据置１２ヵ月以内〕
※ただし、「分割実行型」の場合は、全ての融
資が実行されてからの期間です（据置期間な
し）
【信用保証なし】
設備 ２０年以内〔据置１２ヵ月以内〕

金融機関所定金利
（注）ただし、当初融
資金額5,000万円以
上の設備資金につい
【信用保証なし】
ては、融資内容に
設備 １５年以内〔据置６ヵ月以内〕
よって実行時に所定
の手数料（実行額の
0.5%（税別））が別途
必要になる場合があ
ります。

設備投資により更なる事業の発展をめざす中小企業者

【信用保証なし】
１億円

大阪シティ信用金庫 大阪シティ設備投資応援資金

設備投資により業績向上を図ろうとする中小企業者

【信用保証なし】
２億円

金融機関所定金利

【信用保証なし】
設備 ２０年以内〔据置１２ヵ月以内〕

大阪商工信用金庫

設備投資を行なう中小企業者

【信用保証なし】
１０億円

金融機関所定金利

【信用保証なし】
設備 ２０年以内〔据置１２ヵ月以内〕

大阪信用金庫

設備投資応援融資

商工設備サポートローン
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金融機関名

資

金

融 資 対 象

名

融資限度額

融資利率
(金利を軽減)

融資期間

■第4次産業革命設備応援
関西みらい銀行

関西みらいＩｏＴ導入支援融資

・ＩｏＴ導入や3次元積層技術関連機器を導入する中小企業
・「ものづくり補助金（企業間データ活用型）」を利用している企業

【信用保証なし】
１，０００万円

金融機関所定金利

【信用保証なし】
設備 ６ヵ月以上１０年以内
〔据置１２ヵ月以内〕

【信用保証なし】
１，０００万円

金融機関所定金利

【信用保証なし】
設備 １５年以内〔据置６ヵ月以内〕

【信用保証なし】
５，０００万円

金融機関所定金利

【信用保証なし】
設備 １０年以内〔据置６ヵ月以内〕

※当融資ご利用の場合は、金融機関所定金利より優遇
導入設備が事業計画で「生産技術の高度化」に繋がるものと確認で
き、下記①から③のいずれかの条件を満たす中小事業者。
大阪信用金庫

イノベーション設備応援融資

①３Ｄプリンター、３ＤＣＡＤ・ＣＡＭを導入する企業
②ＩｏＴ推進ラボのＩｏＴ診断受診企業
③その他、生産設備の高度化に関連する設備を導入する企業
※当融資ご利用の場合は、金庫既存「設備投資応援融資」金利より
優遇
下記①から④の設備を導入・活用により生産技術の高度化を図ろうと
する中小企業者

大阪シティ
信用金庫

大阪シティ生産技術高度化設備
応援資金

①３ＤCAD・３DCAM・３Dプリンター
②大阪府の「ＩｏＴ推進ラボ事業」におけるＩｏＴ診断結果に基づき導入
する設備
③国の「モノづくり・商業・サービス運営力向上支援事業」の企業間
データ活用型を用いて導入する設備
④生産ラインに設置する産業用ロボット
※当融資ご利用の場合は、金融機関所定金利より０．２％優遇

※上記は、各融資メニューの概要です。詳細は各金融機関にお問合せください。
※信用保証付融資の場合は、別途、大阪信用保証協会の定める信用保証料が必要となります。
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