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受付番号 都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

4240 28210413 兵庫県 大和美術印刷株式会社 高付加価値を目的とした製袋機の導入と軟質包装材印刷の試作開発 長谷川政二

4241 28210414 兵庫県 株式会社蓬莱精工
研磨を不要にする切削加工およびマシニング工程に置き換わる旋盤加
工技術の開発

合同会社神戸マネージ
メントワークス

4242 28210415 兵庫県 株式会社田井鐡工
無人化設備による新型電動式MAPS部品（自動車のパワーステアリング
部品）の生産性の向上と量産体制の構築

多可町商工会

4243 28210419 兵庫県 株式会社大西製作所
新規設備導入による金型製作の『納期短縮』と加工精度向上による『強
み』強化計画

多可町商工会

4244 28210420 兵庫県 ヒメジ理化株式会社 CVD用石英治具製品を長寿命化する特殊表面処理方法の確立 西兵庫信用金庫

4245 28210422 兵庫県 宏友株式会社 次世代型電力送電線用クランプの開発
中兵庫信用金庫　西宮
北支店

4246 28210425 兵庫県 有限会社田中工作所 成長が見込まれる航空機部品の生産能力および設計能力の向上
合同会社神戸マネージ
メントワークス

4247 28210431 兵庫県 佐和鍍金工業株式会社
絡み合う部品に対応しためっきシステムの開発による自動車部品の競
争力強化

兵庫信用金庫　本店営
業部

4248 28210433 兵庫県 株式会社松尾製作所 マシニングセンター導入による、低騒音･軽量足場部材の試作開発。
但陽信用金庫　加西支
店

4249 28210435 兵庫県 ミツ精機株式会社 寸法計測器等の導入による航空機部品の切削加工リードタイム短縮化
淡路信用金庫　群家支
店

4250 28210440 兵庫県 株式会社山本電機製作所 ムービングコイル駆動ニードル弁方式搭載　新型EFC開発 村上　純二

4251 28210444 兵庫県 有限会社サンキューフーズ 日本で初めてのチーズ残渣を再醗酵させた高級飼料の開発と製造販売 正木　博夫

4252 28210447 兵庫県 株式会社プラントサービス 高効率ガス・蒸気タービン用潤滑油・作動油再生装置の開発
みなと銀行　本店営業
部

4253 28210448 兵庫県 播磨油脂工業株式会社 パラフィン塗装パネルを使用した新船舶進水方式の開発試作事業 荒巻　政文

4254 28210449 兵庫県 株式会社タクミナ
定量ポンプの多品種小ロット生産の効率化と、受注生産に対応した短
納期化、品質安定化

但陽信用金庫　生野支
店

4255 28210460 兵庫県 株式会社ビッグライン 確実な殺菌と操作性に優れる新規な全自動ドリル注油・消毒器の開発 但馬銀行　法人営業部

4256 28210466 兵庫県 株式会社石原電機 介護者・被介護者向けオムツ交換補助具の開発 尾地　和芳

4257 28210471 兵庫県 尼崎重機株式会社 建設機械用次世代汎用スケルトンバケットの開発及び販売
尼崎信用金庫　武庫之
荘支店

4258 28210473 兵庫県 小野高速印刷株式会社
タイムスタンプの活用により知的財産権を高度に保護できる電子書籍と
閲覧ソフトの開発

公益財団法人ひょうご
産業活性化センター

4259 28210485 兵庫県 株式会社JRC 先端加工技術による生産性向上とコストダウン計画 商工組合中央金庫

4260 28210487 兵庫県 細見鉄工株式会社
炭酸ガスレーザー加工技術によるLED照明器具の試作開発期間の短
縮

兵庫県信用組合

4261 28210488 兵庫県 株式会社曽根鋳造所 耐久性に優れた高付加価値鋳鉄製容器の研究と開発
但陽信用金庫　高砂西
支店

4262 28210489 兵庫県 常盤堂製菓株式会社
高齢者ニーズに応えるソフトな食感で高付加価値の播州駄菓子「ソフト
花林糖」の開発

みなと銀行　福崎支店

4263 28210490 兵庫県 富士インキ工業株式会社 高隠蔽性インキ塗料の開発 南都銀行　尼崎支店

4264 28210491 兵庫県 株式会社加西産業 ガスアシスト成形法による自動車部品市場での事業基盤拡大 兵庫信用組合

4265 28210493 兵庫県 ミツテック株式会社
3Dプリンタ及び非接触３次元センサーを用いた精密部品の生産体制の
構築

淡路信用金庫　郡家支
店

4266 28210496 兵庫県 有限会社ミワテック ハンダあと付け装置導入による電子実装技術の向上と競争力強化
但陽信用金庫　姫路南
支店

4267 28210499 兵庫県 大興化成株式会社 医薬品関連容器の検査器導入・自動化によるコストダウン
神戸商工会議所　東神
戸支部
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4268 28210500 兵庫県 ガウス株式会社
ステンレス高窒素化鋼材料プロセスの開発及びそれを活用した医療分
野等への進出

河野　勝利

4269 28210507 兵庫県 竹内鉄工株式会社 鉄道車両用新型ブレーキディスクの製造技術の開発
商工組合中央金庫　神
戸支店

4270 28210508 兵庫県 マキインテリア工業有限会社 形状安定加工設備の増強によるカーテンの縫製加工の短納期化事業 兵庫太和税理士法人

4271 28210509 兵庫県 株式会社三宝齋 3次元CAD、独自窯の導入による新たな独自陶器の開発
神戸商工会議所　中央
支部

4272 28210511 兵庫県 株式会社水登社 高性能パルスティグ溶接配管の試作開発 笹倉　宣也

4273 28210512 兵庫県 株式会社丸萬 「製織困難な新規開発糸」を用いた高付加価値織物の試作開発 高見　昌克

4274 28210527 兵庫県 西端歯科医院 十分な咀嚼感を得ることが可能な新規部分入れ歯の開発 但馬銀行　法人営業部

4275 28210529 兵庫県 キンキスチール株式会社 鋼材加工用NC長尺加工機導入による鋼材加工事業の新規立ち上げ みなと銀行　姫路支店

4276 28210533 兵庫県
株式会社グローバルエンジニ
アリング

免疫賦活性・整腸作用・抗酸化力を兼ね備えた醗酵飼料添加物の開発 湯浅達志

4277 28210536 兵庫県 伊東電機株式会社 保管品の自動整列機能付き立体自動倉庫の組込みソフトウェア開発 みなと銀行　加西支店

4278 28210538 兵庫県 株式会社日本プラ加 スーパーエンジニアリングプラスチックの超微細加工技術の高度化
合同会社神戸マネージ
メントワークス

4279 28210540 兵庫県 株式会社棚澤八光社 ロボット化による生産性向上 佐用町商工会

4280 28210541 兵庫県 株式会社トーシン 高機能材料向け混練装置の開発
尼崎信用金庫　潮江支
店

4281 28210542 兵庫県 内藤織布株式会社
経糸(たていと)共通ジャカード織を用いた小ロット多様性織物の試作開
発

兵庫県信用組合

4282 28210544 兵庫県 サンエース株式会社 リンパ浮腫患者向け医療用弾性ストッキングの開発 株式会社増田経営会計

4283 28210546 兵庫県 神栄化工株式会社
多様なデザインと低コスト化を実現するための、多色・多層靴底の製造
技術の開発

神戸商工会議所　西神
戸支部

4284 28210548 兵庫県 近畿工業株式会社
酸化チタン熱触媒を用いた廃自動車シュレッダーダストからの熱および
金属回収装置の開発

弁護士法人東町法律事
務所

4285 28210549 兵庫県 有限会社田村発条 精密細線ばねの24時間無人生産ラインの構築 養父市商工会

4286 28210551 兵庫県 株式会社山本工務店
アスベストの飛散を防止する、スレート屋根への太陽光パネルの架台設
置方法の開発

株式会社TOKビジネス
サービス

4287 28210552 兵庫県 株式会社大栄螺旋工業
タブレット端末・独自生産管理ソフトを活用した、生産効率改善・原価把
握による作業・単価の最適化、それら対応による生産管理システム合理
化、生産プロセス強化計画

兵庫県信用組合

4288 28210553 兵庫県 南金属工業株式会社
解析ソフト導入によるハイテン材（高張力鋼板）用金型の加工技術の確
立

尼崎信用金庫　伊丹支
店

4289 28210556 兵庫県 有限会社船本鉄工所 太陽光発電用架台製造施工事業の拡大 淡路信用金庫　湊支店

4290 28210557 兵庫県 株式会社洲本整備機製作所 高圧温水自動洗浄装置の試作開発 石田　勝

4291 28210560 兵庫県 エス・ジェイ精密
ハイブリッド車用電子機器の試作・検査・試験用治具部品作成の短納期
対応と生産性の向上。

兵庫信用金庫　広畑支
店

4292 28210561 兵庫県 有限会社田中縫工所 品質向上による競争力強化とオーダーメイド型自社商品の開発
但陽信用金庫　稲美支
店

4293 28210562 兵庫県 株式会社三洋工事 NC旋盤導入による一貫生産体制の確立と収益性向上及び受注拡大 兵庫県信用組合

4294 28210563 兵庫県 株式会社水本機械製作所 ブロック埋込み型チェーン製作及びチェーン自動機開発
但陽信用金庫　姫路灘
支店

4295 28210564 兵庫県 金井重要工業株式会社 半導体基板及び光学材料用ポリッシングパッドの開発
商工組合中央金庫　大
阪支店

4296 28210565 兵庫県 新生鉄工所 孔明（ドリル）加工前のモミ付け機器ロボットの開発 中川　勲

4297 28210566 兵庫県 有限会社藤井製作所 難削材の加工技術向上による顧客ニーズ対応
但陽信用金庫　城西支
店



4298 28210567 兵庫県 菅野包装資材株式会社
高機能包装材料の実現（空冷インフレーション成形による新･機能性フ
イルムの開発）

みなと銀行　加西支店

4299 28210568 兵庫県 株式会社イシガミ精密
ステンレスAAPロックアンカーを、より精密に、かつ安価に大量生産す
る。

兵庫県信用組合

4300 28210571 兵庫県 株式会社ユーエム工業 独自開発した目立て機による新たな手引き鋸の目立ての研究開発 兵庫県信用組合

4301 28210572 兵庫県 日成化学鍍金工業株式会社
銅素材を対象とした、黒化処理設備の機械化/自動化による生産性向
上

杉田　宗久

4302 28210573 兵庫県 足立醸造株式会社
木桶仕込み天然醸造製法と最新製麹設備との融合による醤油醸造方
式の導入と新たな海外展開

多可町商工会

4303 28210574 兵庫県 神東工業株式会社 医療用刃物の生産を強化する為のNC平面研削盤の導入 みなと銀行　三木支店

4304 28210575 兵庫県 株式会社豊田放射線研究所
ガンマカメラに代わる高精度で新規なセシウムカメラ（放射線測定装置）
の研究開発

池田泉州銀行　中山台
支店

4305 28210576 兵庫県 株式会社コダイ 大型リンク溶接の短納期化を目的とする自動溶接ロボットの導入計画
税理士法人辻田会計事
務所

4306 28210577 兵庫県 弘栄興産株式会社 高透明再剥離性保護フィルムの試作と商品開発
池田泉州銀行　神戸支
店

4307 28210578 兵庫県 株式会社畑滝製作所 円筒研削機導入による、短納期ニーズに対応可能な生産体制の構築
但陽信用金庫 本店営
業部

4308 28210579 兵庫県 株式会社エフォート．レジン 射出成形製造プロセス高度化による品質向上とコスト30%低減 京都銀行　大日支店

4309 28210582 兵庫県 株式会社姫協 タングステン電極の再利用を可能にする切削技術及び生産性の向上 西兵庫信用金庫

4310 28210584 兵庫県 鋼盛株式会社 高負荷鍛造用に対応したボンデ処理技術の開発及び研究
姫路信用金庫　網干支
店

4311 28210585 兵庫県 コーリン株式会社 自社ブランド商品「名札クリップ」の試作開発と生産プロセス強化
税理士法人イースリー
パートナーズ

4312 28210588 兵庫県 株式会社兵庫精密工業所 航空機向け部品加工の複合加工による高効率化と短納期化
淡路信用金庫 兵庫支
店

4313 28210593 兵庫県 有限会社太田ジオリサーチ
老朽化した盛土構造物補強用パイプの開発と簡易調査設計手法の開
発

兵庫県信用組合

4314 28210594 兵庫県 株式会社サンテツ技研
冷凍品を高品質解凍するデパック解凍機「デパックHシリーズ」の新しい
熱交換方法（温度ムラの減少）を開発

近江　清秀

4315 28210600 兵庫県 ダイシン工業株式会社
生産システムのＩＴ化による、多品種・小ロット・短納期に対応可能な生
産体制の構築

但馬銀行　大屋支店

4316 28210602 兵庫県 仲田電機株式会社 熱硬化性樹脂(フェノール樹脂製)ネジの製作
但陽信用金庫　加西支
店

4317 28210604 兵庫県 株式会社萬盛スズキ 間伐材等を燃料にする、マイクロ蒸気発電装置の試作機開発 神戸信用金庫

4318 28210605 兵庫県 株式会社宮原産業 家庭用燃料電池システム用・新高機能断熱材の開発 西兵庫信用金庫

4319 28210606 兵庫県 株式会社宝角合金製作所 身近な天然資源の竹粉を活用したバイオマスペレットの開発 有限会社ユアブレーン

4320 28210608 兵庫県 株式会社S・Yアート
浄化槽の嵩上げに使用する設置が容易で廃材を出さない蛇腹式嵩上
げの開発と製造販売

正木　博夫

4321 28210610 兵庫県 株式会社日本容器
ブロー成形から射出成形によるダクト形状製品のランニングコスト・環境
負荷の低減

商工組合中央金庫　箕
面船場支店

4322 28210614 兵庫県 共栄物産株式会社 塩酸と石灰石の反応を用いた液体塩化カルシウム製造プラントの開発
株式会社ウィレコンサル
ティング

4323 28210616 兵庫県 有限会社西山鉄工所
NC旋盤、CAD/CAMを活用し、特殊工具の開発・内製化による、技術の
高度化及びコスト削減

中兵庫信用金庫　黒田
庄支店

4324 28210618 兵庫県 兵田印刷工芸株式会社
デジタル印刷機導入によるニーズ多様化と環境問題に対応した生産体
制構築事業

税理士法人みなと元町
会計事務所

4325 28210619 兵庫県 兵庫ベンダ工業株式会社 エネルギーキャリアを用いた、ポータブル電力供給モデルの試作開発 冨田　謙二

4326 28210622 兵庫県 株式会社ハンシン 3次元プリンタによる試作品の低コスト化、短納期化及び合理化計画 兵庫県信用組合

4327 28210623 兵庫県 ワシオ株式会社
表側と裏側を別の素材とする新製品【NEW もちはだ】を開発し顧客層を
広げる。

但陽信用金庫　高砂支
店



4328 28210627 兵庫県 神戸合成株式会社 超撥水性能を有する高耐久性防汚コーティング剤の開発
商工組合中央金庫　神
戸支店

4329 28210628 兵庫県 井上化成株式会社 下水道管ゴムパッキン加工に伴うワンチャッキング化計画
但陽信用金庫　本店営
業部

4330 28210629 兵庫県
西尾コーポレーション株式会
社

多様化のニーズにあった製麺加工を「最適化」と「見える化」による一気
通貫型生産管理プロセスで実現する

宍粟市商工会

4331 28210631 兵庫県 株式会社江渕工業所
生産性向上・納期短縮のためのフレキシブル生産管理システムと新規
設備の導入

藤澤　佳陽

4332 28210633 兵庫県 株式会社ウィンテック
核燃料棒格納容器用部品加工の新規参入のための測定器及び高精度
加工機の導入

神戸信用金庫

4333 28210634 兵庫県 東洋スプリング工業株式会社
小ロット、短納期、低コスト等の顧客ニーズに即応出来る一貫生産体制
の確立

多可町商工会

4334 28210635 兵庫県 柳瀬株式会社
中国市場の開拓を目的とした、高能率・高精度かつ低価格なダイヤモン
ドバンドソーの開発・生産

丹波市商工会

4335 28210637 兵庫県 株式会社エトリ
パイプ曲げ加工の金型内作化による製造コスト低減及び金型技術開発
の実現

古野　裕則

4336 28210638 兵庫県 カルモ鋳工株式会社
分析装置導入による品質向上で、新幹線輸出に貢献して世界進出を狙
う

小野寺　浩一

4337 28210639 兵庫県 サンシン工業株式会社 難削材加工に対応する独自の切削刃物・治具の開発 兵庫県信用組合

4338 28210642 兵庫県 浜田化学株式会社 油カス飼料化事業 みなと銀行　尼崎支店

4339 28210643 兵庫県 株式会社ナカムラ 低コスト実現による可動ルーバー面格子の生産技術開発
尼崎信用金庫　本店営
業部

4340 28210644 兵庫県 井上金属工業株式会社
レーザ加工機による部品製造の小口化･短納期化に対応可能な体制を
構築

山花　寛和

4341 28210645 兵庫県 大洋エヌピーエス株式会社 「冷凍式ドライヤーをプラスした吸着式ドライヤーの省エネ化推進計画」 立田　博久

4342 28210646 兵庫県 株式会社小倉屋柳本 特殊発芽技術を用いることによる高機能な大豆食品の開発
神戸商工会議所　東神
戸支部

4343 28210649 兵庫県
株式会社アメロイド日本サー
ビス社

産業廃液処理装置「エバポレータ」の自社開発および販売
但陽信用金庫　本店営
業部

4344 28210650 兵庫県 有限会社山下製作所
円テーブル導入による大型部品の任意角度での多面加工と迅速なニー
ズ対応への取組

但陽信用金庫　本店営
業部

4345 28210651 兵庫県
株式会社イトデンエンジニアリ
ング

自動昇降機付きマイクロ水力発電システムの試作・開発 兵庫県信用組合

4346 28210652 兵庫県 近畿防蝕株式会社
無電解NiPB鍍金加工設備導入による高機能化、コスト削減、短納期化
事業

城本　知可子

4347 28210653 兵庫県 有限会社石野工作所
建機油圧部品の次期製品開発・品質評価用パーツの試作及び生産プ
ロセスの開発

兵庫県信用組合

4348 28210656 兵庫県 株式会社コカブ 「特殊溶接肉盛再生法に関わる特殊溶接機の自動化システム」
みなと銀行　中央市場
支店

4349 28210657 兵庫県 新和工業株式会社 在宅介護用「離床思いとどまらせセンサー」の売れる製品作りの事業化
神戸商工会議所　中央
支部

4350 28210658 兵庫県 山城機工株式会社
世界で拡大する航空機市場の受注獲得を目指した、航空機用高精度部
品の開発と長時間稼働を可能にする生産プロセスの強化

兵庫県信用組合

4351 28210660 兵庫県 有限会社滝野工業 パイプ切断加工サイクルの短縮による提案型営業の実現 加東市商工会

4352 28210661 兵庫県 明精工業株式会社
高品質製品用レーザー加工機の導入と工場機器ネットワーク化による
生産性向上

神戸信用金庫

4353 28210662 兵庫県 姫路エコテック株式会社 廃棄物有効利用を目的としたミズクラゲ連続脱水塩蔵処理装置の開発 小川　勝夫

4354 28210663 兵庫県 進和工業株式会社 大型ディスプレイ用タッチパネル基板材料および製造技術の開発
尼崎信用金庫　伊丹支
店

4355 28210666 兵庫県 東洋ケミテック株式会社 スマートフォン向け極薄膜両面テープの品質管理技術構築
神戸商工会議所　西神
戸支部

4356 28210672 兵庫県 株式会社澤村義肢製作所
義肢装具の短期納品を目的としたCAD-CAMソフト及びシステムの改良
導入と開発

湯浅　達志

4357 28210673 兵庫県 東洋資源株式会社 循環型社会構築に向けた高品質再生ペレットの開発 丹波市商工会



4358 28210688 兵庫県 ダイシンテック 過熱水蒸気技術を用いた、加工・処理装置の試作改良 兵庫県信用組合

4359 28210689 兵庫県 近畿農産資材株式会社
ココピートを主原料にした高品質かつ超軽量の利用しやすい培養土の
開発

姫路信用金庫　龍野支
店

4360 28210690 兵庫県 シーズシー有限会社 手動式簡易型ワイパー装置の開発 みなと銀行　三宮支店

4361 28210691 兵庫県 別府金型有限会社
マシニングセンタに計測機能を付加することにより高度計測技術を確立
し、金型製作の高精度加工・短納期・低コストを実現する

兵庫県信用組合

4362 28210692 兵庫県 ユニタイト株式会社 自動車用ステアリングパーツ新製法用設備導入による生産性向上
みなと銀行　西神中央
支店

4363 28210693 兵庫県 タイホー株式会社
大口径　中・薄肉パイプ精密切断機の試作開発による事業の拡張と展
開

近畿大阪銀行

4364 28210694 兵庫県 関西電子工業株式会社
ビルドアップ基板のレーザー加工代替工法の開発による低コスト・短納
期化

尼崎信用金庫 大庄支
店

4365 28210696 兵庫県
株式会社創発システム研究
所

鶏舎用換気ファンのインバータ駆動装置
みなと銀行 神戸駅前支
店

4366 28210698 兵庫県
株式会社ホーユーウエルディ
ング

3次元レーザ加工機のプログラミング開発およびモニター溶接技術の確
立

十三信用金庫　尼崎支
店

4367 28210699 兵庫県 小林パッキン株式会社 新素材・難切断材の切断及び精密加工技術の高度化 播州信用金庫　北支店

4368 28210701 兵庫県 マルチ株式会社 屋外でも使用可能な超音波ネズミ撃退装置の開発
尼崎信用金庫　鳴尾支
店

4369 28210702 兵庫県 阪神機器株式会社 食品の保管・流通・販売に最適な高性能冷凍保冷パックの開発
公益財団法人ひょうご
産業活性化センター

4370 28210703 兵庫県 株式会社アルファ技研
放熱・電磁波遮へいを有する3次元形状の必要なモバイル通信部材の
開発

池田泉州銀行　神戸支
店

4371 28210704 兵庫県 株式会社ハリミツ 釣り用ルアーの開発と試作における3次元CADを用いた短納期化 丹波市商工会

4372 28210705 兵庫県 株式会社シミズテック 航空・宇宙産業向け精密疲労試験片の試作 石田　勝

4373 28210708 兵庫県 株式会社モルファ
精密微細加工技術を駆使した高付加価値な金属製スマートフォンケー
スの事業化

十三信用金庫 尼崎西
支店

4374 28210711 兵庫県 株式会社石田金型製作所
多面加工機による生産工程の効率化及び高硬度材加工技術への事業
拡大

淡路信用金庫　本店営
業部

4375 28210712 兵庫県 フィーティックス株式会社 製造と検査の連結による「納品先での検査レス」高精度製品の製造
十三信用金庫　尼崎支
店

4376 28210713 兵庫県 アイエスシステム株式会社 クラウド構成を活用したセキュリティルータの開発 兵庫県信用組合

4377 28210714 兵庫県 有限会社藤久鐵工 多軸CNC自動旋盤と高速画像寸法測定器による新生産工程の確立 兵庫県信用組合

4378 28210715 兵庫県 株式会社永松製作所
営業・生産フローにおける分割加工を多機能NC旋盤により統合し効率
化する

株式会社エスネットワー
クス

4379 28210716 兵庫県 橋本功織布工場
独自の市場を獲得し、脱下請化をはかるための試作及び生産システム
の構築

多可町商工会

4380 28210717 兵庫県 iCOM技研株式会社 筐体製造における、両面テープによる接合、組立工程の確立。 加東市商工会

4381 28210718 兵庫県 株式会社ダイセキ さまざまな測定技術を利用した試作・開発支援事業の強化 みなと銀行　明石支店

4382 28210719 兵庫県 株式会社アーバニーBMC
医療用器材の耐久性向上を実現する高硬度DLC膜を用いた表面処理
加工技術の確立及び製品化の実現

兵庫県信用組合

4383 28210720 兵庫県 西村製作有限会社 製品の割れを抑制する乾麺自動裁断機の開発
兵庫信用金庫　太子支
店

4384 28210722 兵庫県 平安油脂化学工業株式会社 生糸特殊膨化セリシン定着糸の加工装置の改修及び設備増強 養父市商工会

4385 28210723 兵庫県 株式会社メグテックス
次世代ポータブル放射線核同定測装置の開発・試作とマイクロCIMラボ
ラトリの構築

神戸信用金庫

4386 28210724 兵庫県 有限会社ハートフルデンタル CAD、CAMによる歯科補綴物の自動制作と全国の歯科技工所との連携
日新信用金庫　宝殿支
店

4387 28210728 兵庫県 小田鉄工株式会社 ネットワークで一元管理　CAD・CAM導入で生産力アップ 吉田　稔



4388 28210730 兵庫県 ボルテック株式会社 極小R曲げ加工技術の精度を高めた「極小曲げ機」の開発
但陽信用金庫　城西支
店

4389 28210731 兵庫県 株式会社テクノス三木 ミーリング付CNC旋盤導入による高度精密加工品の試作開発と量産化 長谷川　政二

4390 28210732 兵庫県 シマズ金属株式会社 車載用リチュムイオン電池用BOX（筐体）の量産化
大阪東信用金庫　八尾
南支店

4391 28210733 兵庫県 千代田繊維工業株式会社 ビジネスマンの為の極薄手な五本指ソックスの製造販売
但陽信用金庫　高砂支
店

4392 28210734 兵庫県 株式会社北星社 環境にやさしいカレンダー製造で企業イメージ向上の手助けを行う 竹田　修

4393 28210735 兵庫県 株式会社小川農具製作所
ビジネスモデルをVMI型(供給者在庫管理)に変革する為の生産管理シ
ステムの構築

兵庫県信用組合

4394 28210736 兵庫県 マーク工業株式会社
アクリル意匠製品向け三次元加工技術と精密曲げ加工技術の開発によ
る一貫生産化

守口門真商工会議所

4395 28210737 兵庫県 株式会社ナチハマ 海外市場の参入、拡大とエポクリン商品の認知に向けての試作開発 兵庫県信用組合

4396 28210738 兵庫県 佐藤精機株式会社 シリコンウエハー大口径化に伴う半導体製造部品の大型化への対応 みなと銀行　網干支店

4397 28210739 兵庫県 有限会社西村鉄工所
油圧機器制御ユニット構成部品の精密加工、ﾄｰﾀﾙｺｽﾄﾀﾞｳﾝの為の、新
加工方法の開発

兵庫県信用組合

4398 28210740 兵庫県
株式会社シンエイコーポレー
ション

高精度複合加工機の導入で、海外製造から国内回帰し内製化及び技
術の継承をする

兵庫信用金庫　白浜支
店

4399 28210742 兵庫県 有限会社パラダイスグラス
合わせガラス真空炉導入による安全性能を備えた意匠性の高いアート
ガラスの開発

但陽信用金庫　本店営
業部

4400 28210746 兵庫県 株式会社エスコート
自動車補修用高作業性エコ（環境対応---PRTR法フリー）ベースコート
の開発

みなと銀行　三木支店

4401 28210750 兵庫県 白鴎株式会社 高温消毒装置HOT-CONの高機能化と効率化による価値向上
公益財団法人ひょうご
産業活性化センター

4402 28210752 兵庫県 株式会社稲葉マシナリー 大型加工ワークに対応するための立旋盤生産プロセス強化事業
姫路信用金庫　青山支
店

4403 28210753 兵庫県 江口ダイカスト有限会社
マグネシウム合金のダイカスト法によるパワーデバイス等放熱部材へ
の用途開発

石田　勝

4404 28210756 兵庫県 株式会社ツボサカ精工
高精度な油圧ポンプ用部品の効率的生産のための、生産自動化設備
の開発

但陽信用金庫　溝口支
店

4405 28210757 兵庫県 有限会社新家青果
淡路島産有機JAS玉葱を加工(濃縮)により、廃棄物の縮減を図るため
の冷凍空調設備等

五色町商工会

4406 28210759 兵庫県 有限会社三木鐵工所 大型旋盤加工に付随するマシニング加工の高能率、高精度化 播州信用金庫　北支店

4407 28210762 兵庫県 有限会社住野商店
高品質発泡スチロール再生品の製造のための企業連携体の構築と再
生原料の製造販売

正木　博夫

4408 28210769 兵庫県 サンテック株式会社 鉄道車両用鉛フリー基板の試作開発 みなと銀行　大橋支店

4409 28210772 兵庫県 日本フレックス工業株式会社
コントロールケーブル用スプリングアウターケーシング新型巻線機の開
発

みなと銀行　伊丹支店

4410 28210773 兵庫県 宮原ゴム工業株式会社
40%の製造コスト削減を可能にする自動車用超高発泡ゴムスポンジの
開発

神戸商工会議所　中央
支部

4411 28210778 兵庫県 谷水加工板工業株式会社 癒しの「吸音ソファ」の開発 丹波市商工会

4412 28210779 兵庫県 株式会社小林製作所
新製品試作開発、製造協力の依頼を受けて、製品の商品化に伴う設備
増強

兵庫県信用組合

4413 28210781 兵庫県 タカラメディカル株式会社 歯科口内法用Ｘ線装置の自動検査システムの構築
公益財団法人ひょうご
産業活性化センター

4414 28210782 兵庫県 株式会社橋爪製作所 局所焼き入れ技術を適用した高品質のこぎりの開発 兵庫県信用組合

4415 28210786 兵庫県
マゼランシステムズジャパン
株式会社

次世代高機能GPSドライブレコーダーの開発と事業化
公益財団法人ひょうご
産業活性化センター

4416 28210788 兵庫県 株式会社共生社 ホッチキスの針を用いない新規クリーニングタッグ「スマートエコタッグ」 阿波銀行　尼崎支店

4417 28210798 兵庫県 株式会社プリント工房
インクジェットダイレクト捺染システムの導入による短納期、小ロット、高
品質プリントファッション商品の展開と自社ブランド商品の確立。

蘆田　裕三



4418 28210803 兵庫県 株式会社シカタ 新たなカッティングマシンの導入による短納期・増産体制の確立 東京中央経営株式会社

4419 28210808 兵庫県 神戸電機産業株式会社 トランス及びリアクトルのエッジワイズ巻線による生産プロセス強化事業 百十四銀行　明石支店

4420 28210810 兵庫県 株式会社トーヨーパッケン
ロングライフ麺用縦型4方シール包装機（3方シール包装兼用）の設計開
発

阿波銀行　尼崎支店

4421 28210813 兵庫県 アメロイド化工機株式会社
自社開発の廃液処理装置「ドライセパレータ」の改良型製品の開発と販
売

但陽信用金庫　本店営
業部

4422 28210816 兵庫県 竹森鐵工株式会社 有害鳥獣対策事業 兵庫県信用組合

4423 28210820 兵庫県 株式会社山中製作所 軽自動車向けエンドタイロッドライン　受注拡大計画（改造及び増設）
尼崎信用金庫　伊丹支
店

4424 28210822 兵庫県 株式会社アインテクノ オリジナルコントローラー開発事業
但陽信用金庫　北野支
店

4425 28210825 兵庫県 株式会社ナカノテック レーザー加工機によるシム加工技術の確立
池田泉州銀行　塚口支
店

4426 28210826 兵庫県 サンライズ産業株式会社 新しい加熱方式で操作性を高めたＩＨ調理器用遠赤プレートの開発
尼崎信用金庫　苦楽園
支店

4427 28210829 兵庫県 トーメイ工業株式会社 ロータリー式プレス機開発によるプラスチック多孔体の生産性強化 神戸信用金庫

4428 28210830 兵庫県 明石紙工株式会社
導電性プラスチックダンボール（プラダン）のカッティング及び接合技術
を用いた梱包材の製作

但馬銀行　明石支店

4429 28210832 兵庫県 有限会社井元製作所 レーザー加工機導入による競争力向上計画
但陽信用金庫　本荘支
店

4430 28210833 兵庫県 株式会社十全商会 工程集約を可能とする真空包装機導入による短納期化事業 税理士法人ゆびすい

4431 28210834 兵庫県 株式会社ダイワ製作所 ローラーの少量多品種化と高品質、多材種加工、大型化 兵庫県信用組合

4432 28210836 兵庫県 株式会社小西鉄工 レーザー溶接機導入による競争力の強化と短納期対応 西村　勝彦

4433 28210838 兵庫県 有限会社光栄製作所 2D＋3Dラインセンサーによる目視検査を超えた検査装置の開発 山本　義明

4434 28210840 兵庫県 株式会社淡路観光開発公社 冷凍製造ラインの自動化による生産効率の向上と生産量の拡大 淡路市商工会

4435 28210842 兵庫県 植山織物株式会社 廃材活用技術の確立 兵庫県信用組合


