
受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

28120043 兵庫県 株式会社Wave Technology
二次電池の充電性能を最大限引き出す急速・劣化抑制充電器（スマート充電器）
の開発

28120044 兵庫県 松村石油化成株式会社 放射線選択感応着色シートの開発

28120045 兵庫県 株式会社三和製作所 5軸加工機導入による工程短縮、生産性向上計画

28120046 兵庫県 株式会社ミタチ 各種、危険体感シュミレータの開発

28120050 兵庫県 関西鉄工株式会社
植物由来の機能性成分生成に利用するストレス負荷型装置の組み込みソフトと
高効率粉末化検証の設備投資

28120056 兵庫県 有限会社佐野商店 合わせガラスのプラスチック中間膜リサイクル事業

28120057 兵庫県 ウエムラ技研株式会社
ＤＭＬＳ法導入のための樹脂用３Ｄプリンタによる研究開発（航空用燃料ﾉｽﾞﾙ試
作品の開発期間の短縮化及び競争力強化）

28120058 兵庫県 上村航機株式会社 3次元CAD/CAMを用いた3次元曲面形状精密加工（航空機部品）の競争力強化

28120059 兵庫県 ユタカ産業株式会社 CFRP（炭素繊維強化樹脂）の切削加工の研究開発および新市場への参入

28120061 兵庫県 株式会社梶原鉄工所 大型スクリューねじ内製化の為の設備導入計画

28120063 兵庫県 フルヤ工業株式会社 多品種プラスチック成形品の複数不良項目検査装置の開発

28120068 兵庫県 セイコー化工機株式会社 高清浄性を実現する磁気浮上ケミカルポンプの開発

28120069 兵庫県 美岡工業株式会社 航空宇宙産業への進出

28120070 兵庫県 フクシン金属工業株式会社 ロボット2号機の改造による生産効率の向上
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28120071 兵庫県 フコクインダストリー株式会社 鉛電池の寿命監視機能付き高速充電器および電池再生装置の開発試作

28120072 兵庫県 大河内金属株式会社 航空宇宙防衛用アルミ・チタン切断加工品の小口化、短納期化

28120074 兵庫県 株式会社ニッシン 高精細基板向け環境配慮型高速アッシング装置の試作開発

28120080 兵庫県 株式会社前田精密製作所 精密加工技術と革新的減速方式による新型動力伝達機構の商品化

28120084 兵庫県 ニシガキ工業株式会社 高精度・低価格型大径ドリル用研磨機の試作開発

28120088 兵庫県 福伸電機株式会社 安全機能を向上させたハンドル形電動車いすの開発および量産化

28120091 兵庫県 株式会社ユイ
ＣＡＤ、ＣＡＭシステムの導入による企画提案型企業への転換と小口化・短納期
化の実現

28120092 兵庫県 株式会社中橋製作所 プレカット用角のみに於ける品質の向上と安定供給力の強化

28120097 兵庫県 オリエンタル鍍金株式会社 生産性向上及び低コスト化を実現する硬質銀めっきの連続生産技術の開発

28120101 兵庫県 株式会社ナカイ 高品質・低コスト・短納期を実現する為の大型ＮＣ加工機の導入

28120102 兵庫県 足立織物株式会社 新型真空圧縮パック機の導入による生産性および製品品質の向上計画

28120103 兵庫県 株式会社共立合金製作所 ナノカーボン複合材を用いた高強度超合金の開発および実用化

28120104 兵庫県 エフ・シー・アール・アンドバイオ株式会社 理化学試料保存容器の蓋となるアルミエアーシールの試作開発

28120107 兵庫県 米田工機株式会社 過熱水蒸気食品加工システムの立体スライドコンベアーへの適用開発

28120109 兵庫県 井上ヒーター株式会社 熱効率を大幅に向上させる新型フィンの試作開発と実証テスト

28120110 兵庫県 白光株式会社 環境配慮型はんだ吸い取りノズル及びこてチップの開発および量産化

28120113 兵庫県 マーテック株式会社 リフティング　マグネットの開発



28120114 兵庫県 神戸バイオロボティクス株式会社 欧米向け理化学試料の保管容器の試作開発

28120117 兵庫県 六甲電子株式会社 SiCウェハの研削・研磨・洗浄一貫加工体制の確立

28120119 兵庫県 株式会社武内製作所 スマートフォン向け曲面ガラス成形装置の試作開発

28120124 兵庫県 株式会社ヤマシタワークス 自動車産業向け金型及び製薬産業向け金型の多品種小ロット生産の効率化

28120128 兵庫県 マルカン酢株式会社 酢酸菌代謝デザイン技術を用いた新機能性食酢の開発

28120129 兵庫県 株式会社エスジーユー
授産施設や作業所と連携したＬＥＤ自発光式縁石鋲等の製品開発と販売システ
ムの構築

28120130 兵庫県 関西釦株式会社 新たなファッションの楽しみ方を提供する為のニューコンセプトボタンの開発・製造

28120132 兵庫県 サン工業株式会社
スマホ・タブレット向けタッチパネル用平坦化処理加飾保護カバーの量産技術の
開発

28120134 兵庫県 有限会社セルビス 炊飯・蒸らし設備強化事業

28120135 兵庫県 株式会社中央鉄工所 真空容器製作技術の高度化と関連装置の整備による生産体制の構築

28120136 兵庫県 株式会社ホリホック ヒールホールドソックス（当該商品の仮名称）の実用化

28120137 兵庫県 新日本溶業株式会社
建機部品生産における、多様化する顧客ニーズ(多品種少量生産・短納期化・品
質安定化・生産性向上、など)に対応するために新ロボットシステムを導入

28120138 兵庫県 株式会社二川工業製作所
品質向上・コスト削減による競争力強化を目的としたアーム型三次元測定機導入
計画

28120140 兵庫県 日本ワヰコ株式会社 アルミ合金製コネクティングロッドに対するカチ割り(破断分割)工法の開発

28120141 兵庫県 株式会社ヒロオカ 新規性のある形状の自転車ハンドルカバー開発でニッチ市場に販路開拓

28120142 兵庫県 株式会社ヒューズ・テクノネット 大比表面積活性炭の大量生産技術の確立

28120143 兵庫県 新興金型工業株式会社 最新CAD/CAMの導入によるタイヤ金型製造工程の一新



28120144 兵庫県 太陽鉱工株式会社 バナジウム系水素精製モジュールの試作

28120148 兵庫県 太陽刷子株式会社
歯ブラシ製造における、加工自動機導入による生産技術の蓄積と短納期対応の
強化

28120149 兵庫県 スター工業株式会社
最新鋭のプレスブレーキ設備の導入及び、プレスブレーキ曲げ加工の位置決め
用補助金型の開発

28120151 兵庫県 株式会社ニッコウ 自動数値制御切削機等の導入による短納期化計画

28120152 兵庫県 株式会社コウメイ 超小型電気自動車（EV「Electric Vehicle」）事業への参入

28120153 兵庫県 有限会社中谷製作所 改善提案製品の量産化に伴う、設備増強

28120155 兵庫県 八十島プロシード株式会社 実生体質感　高度手術トレーニング臓器モデルの開発

28120156 兵庫県 尊徳長谷川鎌製作所 フレキシブル金型による斜め方向加圧工法

28120158 兵庫県 株式会社ケイアイ・テック 最新設備導入し小口から大口まで、納期短縮受注のニーズに応える

28120161 兵庫県 株式会社ブレイン 三次元赤外線距離センサを用いた商品識別システムの試作開発

28120162 兵庫県 株式会社テキスタイル来住
デジタル捺染と付加価値織物（ジャガード織物他）の融合を通して、オンデマンド
生産によるビジネスモデルの確立を目指す。

28120163 兵庫県 加美電機株式会社 充電池内蔵型(停電対応)LED照明器具の開発

28120164 兵庫県 フロンティア株式会社 布団リサイクルから軍手の製品化

28120165 兵庫県 大昭和精機株式会社 熱処理及び金属材料分析

28120167 兵庫県 第一熱研株式会社 資源ガスの燃焼率測定機の試作・開発

28120169 兵庫県 浅田化学工業株式会社 重合性金属塩モノマーの性能向上

28120171 兵庫県 株式会社協和製作所
ギヤシャフトブランクの冷間鍛造化による大幅なコストダウンと国内・外での競争
力強化



28120172 兵庫県 株式会社エイ・エム・ケイ
防犯カメラの大容量データをクラウドサービス化する、ビッグデータ・データベー
ス・システム（BDS）の開発

28120174 兵庫県 株式会社計測器センター 大気中微小粒子状物質の簡易捕集装置試作

28120176 兵庫県 株式会社耐熱性酵素研究所 酵素法によるグリセロリン酸の合成法の開発

28120177 兵庫県 株式会社楯菱電産 高品質、低コストを実現するための生産管理・受発注管理一貫システムの導入

28120178 兵庫県 有限会社西面製作所 高機能・高精度の三次元NC旋盤導入による生産強化・短納期化

28120180 兵庫県 株式会社キューブエッグ 空のワイン瓶等を照明器具に代える新規コルクライトの開発

28120181 兵庫県 森合精機株式会社 油圧制御弁等の鋳鉄切削加工部品の高機能な洗浄装置の開発

28120184 兵庫県 ケーエスエム株式会社 光学レンズ用高屈折性・低光学歪性の新規ＵＶ硬化樹脂の開発

28120185 兵庫県 上月ウディックス株式会社 CAD・CAM・３D表示システムの導入

28120186 兵庫県 クリーンテックス・ジャパン株式会社 レンタルマットのセパレートタイプ化

28120189 兵庫県 北斗電子工業株式会社 平行光を用いた液中微粒子検出センサーの開発及び試作

28120190 兵庫県 三陽金属株式会社 半導体レーザー焼入れを利用した刃物の試作開発

28120193 兵庫県 株式会社　特発三協製作所 多様化した顧客ニーズに対応する薄板ばね試作開発体制の構築

28120194 兵庫県 株式会社サニー技研 車載組込みソフトウェア開発に対応した高信頼データロガーの試作

28120195 兵庫県 阪神硝子工業株式会社 エコカー用途の超薄板曲面強化ガラスの生産方法の確立

28120198 兵庫県 滝川工業株式会社 棒鋼の自動解束装置の試作開発

28120200 兵庫県 株式会社湊川金属テストピース製作所 プラント設備狭隘部対応用の放電サンプリング装置機能開発



28120206 兵庫県 有限会社エーテック 特殊軽量鞄用繊維強化熱可塑性樹脂成形品の開発

28120207 兵庫県 エフアイエス株式会社
新構造電気化学式センサを使用した、小型・高性能・低価格アルコールチェッカー
の開発

28120208 兵庫県 扇化学工業株式会社 次世代半導体向けリードフレーム固定用新規接着剤の試作製造開発

28120209 兵庫県 日本ノズル株式会社
リン捕集材（Zr－PVA)不織布製造テスト装置のナノ繊維不織布製造テスト装置へ
の改造

28120211 兵庫県 株式会社 ギヤテック 歯車製作工程の社内一貫生産体制強化に向けた、ＣＡＤ/ＣＡＭ整備事業

28120212 兵庫県 株式会社ユメックス 水銀フリー紫外線ランプの試作品の開発

28120217 兵庫県 三木ポリマー株式会社 高機能化と低価格に対応した半導体チップ搬送トレイの試作開発

28120222 兵庫県 株式会社アイトロニクス 形彫り放電加工機の面粗度向上（超微細加工電源開発）と操作性・生産性向上

28120233 兵庫県 株式会社アーバンマテリアルズ Fe-Al特殊合金を用いた音響材料の試作・商品化

28120235 兵庫県 日光金属工業株式会社
市場規模が小さい隙間となっているニッチ分野に特化した、リークゼロ工法を用
いた製品開発

28120238 兵庫県 計測技研株式会社 建ち精度管理システムの新規機能の拡張

28120239 兵庫県 日藤ポリゴン株式会社 大型ＮＣスロッターマシンの新規開発

28120242 兵庫県 株式会社バンセイコウ 釣り針に対する品質・環境に配慮した釣り針の手動めっき生産ラインの構築

28120243 兵庫県 株式会社東豊精工 医療用特殊スプリング独自生産ライン開発による生産性向上とコスト削減

28120246 兵庫県 大関株式会社 酒粕由来乳化剤の製造技術の確立と商品提案のための用途開発

28120247 兵庫県 株式会社森川製作所 ペット骨折治療用装具事業

28120251 兵庫県 ハマックス株式会社 ニッケル基耐熱超合金における大型12ポイント熱間鍛造素形材の試作開発



28120254 兵庫県 和田山精機株式会社 焼き入れ鋼の直彫り加工化による金型製造工程の削減

28120255 兵庫県 株式会社カコテクノス 切削油の精密浄化装置の開発

28120256 兵庫県 株式会社二又鉄工所 主要設備更新による競争力強化計画

28120257 兵庫県 株式会社アトラステクノサービス
「真空・溶液浸潤装置」を付帯した、顧客ニーズ対応型真空フライプラントの試作
開発

28120264 兵庫県 新興化学工業株式会社 レアメタル製品の高機能化学合成事業

28120265 兵庫県 新電機工業株式会社
圧縮エアー動力の伝達効率向上と発電利用によるエアーコンプレッサシステムの
省エネ化

28120267 兵庫県 水青工業株式会社
耐オゾン性の優れた塩ビ相当材の射出成型化技術によるオゾン水生成装置の競
争力強化と普及促進

28120276 兵庫県 服部テキスタイル株式会社
ホテル用高級ブライダルクロス・高級ベッドリネン生産に向けた機械装置と試作研
究

28120277 兵庫県 サワダ精密株式会社 ガスタービン部品の内製化及びコスト低減化事業

28120278 兵庫県 株式会社アイティーティー ビジュアルサーボを用いたロボットの位置決め制御技術の開発

28120280 兵庫県 アリオテクノ株式会社 無人ワーク回収装置（CNC自動旋盤用）直径φ 25以上φ 50、全長125㎜対応

28120281 兵庫県 安福ゴム工業株式会社 グローバル競争力を持つエアクリーナーエレメントの製造方法の開発

28120282 兵庫県 株式会社水田製作所
電磁誘導金型加熱冷却システムを適用した自動車向け付加価値部品の製造技
術開発

28120285 兵庫県 キコー 株式会社 ハイブリッドファイバーレーザー溶接機導入による生産プロセス強化

28120286 兵庫県 株式会社ニッセイ機工 加速器用超高真空仕様チャンバー製作技術の開発

28120288 兵庫県 日本ジッパーチュービング株式会社 新規なマイクロナノバブル発生装置の量産技術の開発

28120289 兵庫県 株式会社カドコーポレーション 天然系素材でＦＲＰの物性を実現する「グリーン・コンポジット」中間材の開発



28120291 兵庫県 株式会社ジェイ・エヌ・エス 管理システム化サーバー開発

28120294 兵庫県 株式会社中精機 最新設備の導入による金型製作の『短納期化』計画

28120295 兵庫県 川瀬彦株式会社 ロータリープレス機の導入による大型・小ロット打ち抜き加工体制の構築

28120296 兵庫県 株式会社コンゴープロダクツ
ホワイトボードへ染色プリントを施した『サブリメイトボード』を用いた作戦ボードの
試作開発

28120306 兵庫県 株式会社和光製作所 プレスカット方式によるゴム成形品製造方法の革新

28120308 兵庫県 スタータック株式会社 ハイブリッドコールドコーティング装置の製造販売

28120309 兵庫県 株式会社　ヤノ技研 無機系潜熱蓄熱カプセルの画期的な量産技術の開発とそのテストセール

28120310 兵庫県 川上織物株式会社 播州織産地の「製織下請け」から「自立・自販」を目指す生産システムの構築

28120314 兵庫県 株式会社ファルマクリエ神戸 可溶化シコニン溶液を用いた新規化粧品材料、染色液の試作品作製・商品化

28120316 兵庫県 株式会社シンセイコーポレーション LTE（Wimax2+）対応端末機（ルータ）の開発

28120317 兵庫県 菊正宗酒造株式会社 大吟醸酒の製麹工程の改善ならびに専用設備導入による生産プロセスの強化

28120318 兵庫県 扶桑電機工業株式会社 環境に優しい流動浸漬法による粉黛塗装製品の品質向上と生産性向上

28120319 兵庫県 蓬莱精工株式会社 生ゴミ破砕・脱水機(脱水効率向上機種)の試作開発

28120320 兵庫県 スイコー株式会社 ロボット加工による樹脂製品の短納期化

28120325 兵庫県 株式会社インテ 地中送電工事関連の付帯設備の品質向上（製造・販売）による新分野への進出。

28120327 兵庫県 株式会社 ナサダ 工具製作及び販売による売上向上と工具内製化によるコスト低減

28120330 兵庫県 株式会社城内製作所
円筒容器用バンド製造における一貫生産体制の省力化を実現する設備導入計
画



28120331 兵庫県 橋本精工株式会社 空気清浄機が対応できていない空間除菌消臭分野向け製品の開発事業

28120334 兵庫県 株式会社サーテック永田 アルミニウム合金表面の環境対応型高機能化技術の開発

28120338 兵庫県 株式会社千代田精機 省エネ型気化器

28120339 兵庫県 株式会社田中鉄工所 多品種小ロット部品試作品製造の量産移行への効率化

28120340 兵庫県 株式会社三和金属工業所 製品開発設備導入

28120341 兵庫県 大王電機株式会社 パワーモジュール用テスターの試作

28120342 兵庫県 有限会社今村鐵工所 専用生産設備導入による生産性・短納期対応力・生産技術向上事業

28120345 兵庫県 株式会社灘印刷 顧客ニーズ多様化に対応する製造体制構築事業

28120347 兵庫県 株式会社日本フラッシュ 特殊CDスタッドピン事業拡大計画

28120348 兵庫県 アユミ工業株式会社 基板・基板形状・位置決めマークに依存しない新方式位置決め装置の開発

28120349 兵庫県 株式会社いけうち 多様化する霧応用顧客要求への対応力強化

28120350 兵庫県 株式会社センサーズ・アンド・ワークス 多機能・小型化を目指した人感センシングモジュールの試作開発

28120351 兵庫県 プレテック株式会社 バーリング加工法を進化させた厚肉バーリングタップによるナットレス化

28120354 兵庫県 ボルツ株式会社 パーツフォーマを使用した冷間圧造によるヘリカルギヤ部品の試作開発

28120362 兵庫県 中井工業株式会社
各種強度部材の一体化を可能にする建築・建設等構造部用の複雑形状小型鋳
鋼品の開発

28120365 兵庫県 酒井精工株式会社 手術用医療器具の製品ラインナップ拡充

28120368 兵庫県 株式会社共和電子製作所
ロービジョン者（注１）のための障害物検出装置を備えた視覚支援機器の開発
注１：ここでは「全盲ではないが日常生活に支障のある視覚障がい者」を指す。



28120376 兵庫県 株式会社フジ・データ・システム 自律型ロボット用制御ユニットの試作開発

28120382 兵庫県 株式会社オオナガ 航空機部品であるシリンダー・ピストンの安定的な量産体制の確立

28120393 兵庫県 大城戸織布 アナログ織機と電子ジャガード融合化事業

28120394 兵庫県 株式会社クマガワ 高耐久・高効率の工業炉用「ハイジェネレーティブ・バーナー」の開発

28120400 兵庫県 株式会社城洋 高機能粉末合金の開発による加熱筒の耐性向上とスクリュ、ノズルの一体生産

28120402 兵庫県 株式会社大日製作所 旋削用工具ホルダーの防振機構の試作開発

28120406 兵庫県 冨士発條株式会社
金属と樹脂の接合力を高める新たな表面処理方法の活用と工程集約による電池
電極蓋製造のコストダウン

28120407 兵庫県 有限会社堀口鉄工所
真空装置の設計自由度の向上および当社全体の生産性・品質の向上のための
平面研削盤の導入


