
(受付番号順)

受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

3,567 2528210840 兵庫県 井上鉄工株式会社
複合旋盤機導入による大口径パイプの高精度・高効
率加工の実現

丹波市商工会

3,568 2528210847 兵庫県 ニシガキ工業株式会社
最新鋭高性能マシニングセンタの導入による園芸用
工具の開発力・生産能力強化計画

株式会社エフアンドエム

3,569 2528210848 兵庫県 株式会社王子製作所
大型板金構造物の溶接作業における生産性向上化
計画

但陽信用金庫

3,570 2528210849 兵庫県 有限会社中川工業所
ガスタービン用耐熱合金鋼加工ラインの生産性向上
と生産能力拡大

稲美町商工会

3,571 2528210855 兵庫県 有限会社大谷造園
植物性１００％新製品堆肥の施用による高効率な農
産物生産と競争力のある農産物提供事業。

公益財団法人ひょうご産業
活性化センター

3,572 2528210856 兵庫県 株式会社網干造船所 ロボットを使った大学生向け総合教育の開発 兵庫信用金庫

3,573 2528210870 兵庫県 竹内鉄工株式会社
設備プラント等の多品種小ロット汎用機部品の製造
能力強化

商工組合中央金庫

3,574 2528210875 兵庫県 神戸化成株式会社
食品用油溶性着色料の水溶性化・粉末化を同時に
行う

阿波銀行

3,575 2528210881 兵庫県 株式会社いづみや本舗
外国人観光客向けの風味と食感を兼ね備えた日本
の独自の饅頭「天下饅頭」の試作開発

尼崎信用金庫

3,576 2528210884 兵庫県 此の友酒造株式会社
フレッシュな吟醸酒の提供のための年間（四季）醸造
方法の開発

但馬銀行

3,577 2528210885 兵庫県 ニチリン化学工業株式会社
最新粉砕設備の導入による医薬用崩壊剤の増産及
び高品質化

三井住友銀行

3,578 2528210889 兵庫県 株式会社兵庫技研
小型高圧・吸水一体型車両導入による管渠更生工事
新工法の全国展開

株式会社クリエイション

3,579 2528210890 兵庫県 株式会社木栄
木質バイオマスボイラー導入による高品質・低コスト
な製品供給体制の構築

丹波市商工会

3,580 2528210893 兵庫県 並河産業合資会社
産業用部品の多品種小ロット生産体制の確立による
高精度化・低コスト化・短納期化強化計画

株式会社エフアンドエム

3,581 2528210894 兵庫県 山陽盃酒造株式会社
高カプロン酸エチル生成酒生成のための醸造設備の
構築

商工組合中央金庫

3,582 2528210903 兵庫県 ヨシミプリント
レーザー加工機を活用したオリジナル転写カッティン
グプリント技術の確立

丹波市商工会

3,583 2528210906 兵庫県 株式会社大西製作所
新たな絞り加工技術の確立による溶接ナットレス化
の実現

多可町商工会

3,584 2528210908 兵庫県 日本ワヰコ株式会社
無人機用エンジン向けコネクティングロッドの効率的
量産工法の開発

近畿大阪銀行

3,585 2528210910 兵庫県 柏原加工紙株式会社
紙に立体的なマークを刻印した、新感覚の印刷用紙
の開発と生産

丹波市商工会

3,586 2528210912 兵庫県 ツルイ化学株式会社
測定計測技術向上による樹脂製品の強度・化学評価
試験のワンストップ提供

株式会社クリエイション

3,587 2528210914 兵庫県 株式会社稲葉マシナリー
次世代高効率ガスタービン用燃焼機部品の生産効
率向上事業

姫路信用金庫

3,588 2528210915 兵庫県 株式会社丹波新聞社
最新鋭の新聞制作機導入による可読性の向上と生
産性向上による競争力強化事業

丹波市商工会

3,589 2528210918 兵庫県 株式会社ヤスサカ
福祉用具の洗浄・消毒・整備・配送の一元管理サイク
ルによる安全・衛生環境の提供

姫路信用金庫

3,590 2528210921 兵庫県 甲南ダイカスト工業株式会社 産業用精密部品の競争力・技術力強化計画 商工組合中央金庫

平成２５年度補正　中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業

２次公募　採択案件一覧（１９２件）
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受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

3,591 2528210923 兵庫県 藤井設備工業株式会社
他にない技術と設計施工ノウハウの融合による排水
処理提案

兵庫県信用組合

3,592 2528210925 兵庫県 カワタ工業株式会社
原料を問わない回転ドラム方式固体培養試験装置の
開発

尼崎信用金庫

3,593 2528210926 兵庫県 株式会社オカデン
新規凝集分離剤を活用した食品系排水の高効率全
自動処理装置開発事業

三菱東京ＵＦＪ銀行

3,594 2528210927 兵庫県 有限会社アルファ・プロンプト 電池駆動する汎用機器間通信（Ｍ２Ｍ）端末の開発 兵庫県信用組合

3,595 2528210928 兵庫県 植山織物株式会社
試織開発から量産までを担う「永続的に発展可能な
生産体制」の構築

兵庫県信用組合

3,596 2528210931 兵庫県 株式会社ファインシステム
市民マラソン大会における使い捨てチップの開発とカ
メレオンバーコードの活用

日新信用金庫

3,597 2528210933 兵庫県 中井工業株式会社
シェルモールドスタック法による建築・建設構造部用
小型鋳鋼品の高効率量産方法の開発

兵庫信用金庫

3,598 2528210934 兵庫県 日本特殊螺旋工業株式会社
難削・超難削材をデザイン重視形状に高精度・複合
加工する技術力獲得による競争力強化

尼崎商工会議所

3,599 2528210937 兵庫県 有限会社淡路
ゴミ袋の国内需要の増加に伴う生産性向上のための
生産設備の増設

みなと銀行

3,600 2528210939 兵庫県 有限会社エノキ工芸
個人向けリペアスクールを業界初で試みブランド確立
を目指す

芦屋市商工会

3,601 2528210944 兵庫県 株式会社関西工事
機能美と操作性を高めた個人居宅向け一人用手足
温浴機の試作開発

尼崎信用金庫

3,602 2528210952 兵庫県 株式会社タイカイ
餃子成型器導入による製品の安全・高品質の維持、
需要に応える生産量の拡大及び生産プロセスイノ
ベーションの構築事業

税理士荒巻政文事務所

3,603 2528210954 兵庫県 関西電子工業株式会社
メッキ法によるＬＥＤ素子搭載用窒化アルミ基板の加
工プロセスの確立

ジャスト会計事務所

3,604 2528210958 兵庫県 ニチワ電機株式会社
板金複合加工機導入と生産ライン増設による外食産
業向け電気調理器の拡販

三井住友銀行

3,605 2528210961 兵庫県 株式会社アサヒレイテックス 水系接着剤による複合生地の製造技術の確立 姫路信用金庫

3,606 2528210974 兵庫県 株式会社リック・Ｃ・Ｓ・Ｒ
造園・園芸愛好家に向けたイージーオーダー式ガー
デンハウス開発

株式会社クリエイション

3,607 2528210975 兵庫県 株式会社陽進
生産終了車等のサスペンション部品の完全自作化に
よるニッチ市場への積極展開

正木総合コンサル事務所

3,608 2528210977 兵庫県 大阪油脂工業株式会社
電線の剥線及び電線被覆の熱融着防止を目的とし
た水系剥離剤の開発

税理士法人神戸あおぞら会
計

3,609 2528210980 兵庫県 井本刃物株式会社
ハンマーフェイス部の特性を品質改善させる熱処理
技術の開発導入

城本知可子

3,610 2528210982 兵庫県 国際振音計装株式会社
回路バランス法による低コスト型構造物の劣化・異常
検出装置の試作開発

尼崎信用金庫

3,611 2528210984 兵庫県 株式会社ジェイテック
計測技術の向上を図り、航空機産業に参入する為の
三次元測定機の導入

坂井会計事務所

3,612 2528210986 兵庫県 理容フジイ 育毛技術の商品化、プログラム化による業態転換 加東市商工会

3,613 2528210987 兵庫県 株式会社樽正本店
中世ヨーロッパに遡る伝統技法による我が国初の森
のいちごのフルーツバターの開発と販売

商工組合中央金庫

3,614 2528210989 兵庫県 藤本鉄工
自動検品システム導入による製品信頼性の向上と検
品時間の大幅短縮

加東市商工会

3,615 2528210992 兵庫県 多可染工株式会社
快適で豊かな社会生活に貢献する消臭機能繊維（機
能糸）の製造と応用化計画

兵庫県信用組合

3,616 2528210993 兵庫県 株式会社仁川設備 新工法開発ダクト試作プロジェクト 尼崎信用金庫
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受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

3,617 2528210998 兵庫県 株式会社武甲製作所
ハイカーボン鋼の高精度プレス加工による自動車部
品の開発体制の構築

尼崎信用金庫

3,618 2528211001 兵庫県 ヨコノ食品株式会社
真空フライ加工による無添加純国産野菜・果物チップ
スの開発・製造

税理士法人あおぞら会計

3,619 2528211002 兵庫県 神戸紅茶株式会社
ネットとリアル店舗を融合した地域密着型の神戸ブラ
ンド紅茶専門店

商工組合中央金庫

3,620 2528211003 兵庫県 株式会社澤田棉行
車輌用断熱材の製造過程における熱処理方法の改
善による品質性・生産性向上

三菱東京ＵＦＪ銀行

3,621 2528211004 兵庫県 美岡工業株式会社 両頭ＮＣフライス盤導入による国内空洞化対策 但馬信用金庫

3,622 2528211006 兵庫県 明正堂
和菓子製造機器の導入による生産性・品質の向上と
新たな販路開拓システムの構築

兵庫県信用組合

3,623 2528211011 兵庫県 株式会社カンベ自動車
省エネカ―の普及に伴う『ＨＶ車・ＥＶ車・ＰＨＶ車』専
門のサービスの提供

加東市商工会

3,624 2528211012 兵庫県 甲子園金属株式会社
重粒子線がん治療装置における重粒子線発生用
ターゲット材の試作開発

尼崎信用金庫

3,625 2528211014 兵庫県 株式会社クメダ精密
自動車製造ライン向け　自動固定装置における主要
部品の超硬合金化

商工組合中央金庫

3,626 2528211016 兵庫県 三和鋼業株式会社
ゲリラ豪雨などの水害に対する止水対策として床防
水板の開発

尼崎信用金庫

3,627 2528211022 兵庫県 ｉＣＯＭ技研株式会社
双方向通信によるワイヤレス操作盤の試作開発・通
信技術の確立

加東市商工会

3,628 2528211026 兵庫県 有限会社松本商店
新しい製造手法によるバラティ豊かな和ろうそくの試
作品開発業

西宮商工会議所

3,629 2528211027 兵庫県 尼崎重機株式会社
素材に樹脂を用いた油圧ショベル用シリンダーガード
の開発及び販売

尼崎信用金庫

3,630 2528211031 兵庫県 株式会社マルアサ
新たな販路拡大を目指した小瓦の簡単施工セットの
開発と生産体制の構築

南あわじ市商工会

3,631 2528211037 兵庫県
株式会社フジテックエンジニアリン
グ

１次産業（水産物）再生復活事業 但陽信用金庫

3,632 2528211052 兵庫県 フジコー株式会社
従来不可能だった、大型シリンダーチューブに対す
る、内径めっき・研磨プロセスの確立

姫路信用金庫

3,633 2528211053 兵庫県 株式会社林田組
鉄筋用自動切断機と自動曲げ加工機の導入による
鉄筋加工事業の拡大

但陽信用金庫

3,634 2528211054 兵庫県 有限会社西神飯店
神戸ビーフの端材部分を使ったタンバーグ・タンコロ
の提供と量産体制の構築

北御門孝税理士事務所

3,635 2528211057 兵庫県 阪神動力機械株式会社
社会に貢献する下水処理用減速機の原価低減、納
期短縮で競争力強化（ＮＣフライス盤導入）

尼崎信用金庫

3,636 2528211058 兵庫県 井上工業株式会社
含浸装置によるによる高品質化、納期短縮等による
事業効率アップ

兵庫県信用組合

3,637 2528211059 兵庫県 株式会社佐用精機製作所
新規接合技術を使用した高密度ハイパワーＬＥＤの
試作

兵庫信用金庫

3,638 2528211060 兵庫県 井上ヒーター株式会社 ステンレス製コンパクト高温空気熱交換器 神戸信用金庫

3,639 2528211062 兵庫県 オートショップエンドウ
カーコンシェルジュカフェを併設したクイック車検サー
ビスの展開

多可町商工会

3,640 2528211065 兵庫県 株式会社エレーヌ 天然皮革で作る外反母趾の方のための靴開発 神戸商工会議所

3,641 2528211066 兵庫県 株式会社システムワット 風速補正超音波位置測位システムの実用化 神戸商工会議所

3,642 2528211068 兵庫県 株式会社ユカシカド
天然素材を活かしたオーダメイド型機能性食品の開
発

税理士法人スバル合同会計
垣本栄一
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受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

3,643 2528211069 兵庫県 共英油化株式会社
潤滑剤の耐摩耗、耐荷重能を測定する高速四球方
式試験機を用いた原価改善とリードタイム短縮による
増収計画

檜垣典仁

3,644 2528211070 兵庫県 株式会社ビーリンク
冷蔵食品向け　低温多湿環境への高精度梱包機構
の導入プロジェクト

高津拓也税理士事務所

3,645 2528211078 兵庫県 株式会社プレミアムグラス
有機ＥＬを主とする電子デバイス用ガラス加工に使用
するサンドブラスト購入と内製化

植木心一税理士事務所　植
木心一

3,646 2528211080 兵庫県 株式会社大谷精機
ハイスペック　大型バンドナイフマシン（スライスマシ
ン）の開発

姫路商工会議所

3,647 2528211081 兵庫県 戸﨑産業株式会社
最新形状認識型自動静電塗装装置導入で品質向
上・低コスト化による受注拡大。

但陽信用組合

3,648 2528211082 兵庫県 有限会社播磨海洋牧場
トレーサビリティを完全実施した安心でおいしい播磨
灘天然魚を用いた介護食材の生産

姫路信用金庫

3,649 2528211083 兵庫県 無塩ドットコム
世間で商品化されない無塩食品の開発と医療施設な
どへの提供

宝塚商工会議所

3,650 2528211085 兵庫県 ペタビット株式会社
未経験者や新規参入者のネット通販を支援する新規
サイトサービスの事業化

伊予銀行

3,651 2528211086 兵庫県 株式会社小西鉄工
取引先の高信頼度を勝ち取るため、難加工品への圧
入加工技術を確立する。

西村勝彦税理士事務所

3,652 2528211087 兵庫県 有限会社サンテック
板厚０．５ｍｍ以下薄板板金製品のバリ取り技術開
発

神戸信用金庫

3,653 2528211088 兵庫県 株式会社カミネ商事
１００年経っても変わらない美しさ、家代々の宝物とな
るジュエリー絵画の試作開発

みなと銀行

3,654 2528211089 兵庫県 東洋スプリング工業株式会社
ばねを活用した運搬・設置が容易な「軽量型　害獣捕
獲用　箱罠」の研究・開発

多可町商工会

3,655 2528211090 兵庫県 奥山美装
液体を酸化させず容器内の液体をほぼ１００％吸い
上げられる容器の開発

尼崎信用金庫

3,656 2528211091 兵庫県 神戸ステンレス株式会社 レーザー切断事業改善計画 みなと銀行

3,657 2528211092 兵庫県 有限会社大朝工業
各種防音施設における、室内外換気用「らせん給排
気用ダクト」の試作・開発

松野茂

3,658 2528211093 兵庫県 有限会社ビューティーネットウェブ
冷凍と温熱を交互に使い脂肪細胞を撃退する美容メ
ニューの開発

商工組合中央金庫

3,659 2528211094 兵庫県 小林製作所
円筒研削機導入による外注作業の内製化での一貫
加工生産体制構築計画

姫路信用金庫

3,660 2528211095 兵庫県 株式会社ＳＯＲＡ
人材育成研修ツール「ＳＰトランプ」のタブレット版アプ
リ作成事業

神戸商工会議所

3,661 2528211096 兵庫県 株式会社三和金属工業所
３ＤＣＡＤシステムを使った加工機の開発による、自社
商品の高品質化および内製化

加東市商工会

3,662 2528211097 兵庫県 株式会社ミナミテック
次世代の新素材（超高張力鋼板：ハイテン）用の特殊
金型の開発

商工組合中央金庫

3,663 2528211098 兵庫県 株式会社トウジョウ
アクリル透明樹脂厚板積層板及び切削加工品の大
型化

兵庫県信用組合

3,664 2528211099 兵庫県 由不二産業株式会社
新型パネルソー導入によるＦＲＰ平板の生産体制強
化及び海外製品への競争力強化

株式会社エフアンドエム

3,665 2528211100 兵庫県 有限会社山秀工業所
新規塗装装置の導入により短納期及び付加価値向
上を実現する

税理士法人細川総合パート
ナーズ

3,666 2528211102 兵庫県 株式会社ＺＵＮＤ ご当地食材等を使った新食感の「麺」の開発 税理士法人三光会計社

3,667 2528211103 兵庫県 株式会社朋裕アトラス
飼料製造現場に密着した原料供給における新サービ
スの展開

商工組合中央金庫

3,668 2528211104 兵庫県 大一電機工業株式会社
新型旋盤機導入による生産能力向上と受注対応力
強化

但陽信用金庫
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3,669 2528211105 兵庫県 丸菱油脂石鹸化学工業所
グッドデザイン賞受賞「旅する石鹸」の自動個包装機
導入による生産拡大

三木商工会議所

3,670 2528211106 兵庫県 香住鶴株式会社
高濃度アルコールの新しい日本酒“山廃ヌーボー”の
試作

掘上勝税理士事務所　堀上
勝

3,671 2528211107 兵庫県 有限会社オハラ工芸
一級技能士の技能を生かした屋外広告物の高品質
化に伴う顧客開拓事業

兵庫県信用組合

3,672 2528211108 兵庫県 株式会社バイオマスひょうご
有機肥料製造におけるローター攪拌機導入による発
酵日数の短縮化及び品質の均一化

吉川町商工会

3,673 2528211109 兵庫県 竹岡セラミックアート
ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを活用したメタルフリー歯科治
療用補綴物の試作開発

川西市商工会

3,674 2528211111 兵庫県 株式会社中谷鉄工所
大型ＣＮＣ三次元測定機を導入し、航空機ジェットエ
ンジン部品の最終仕上加工までを受注する。

高見正彦税理士事務所

3,675 2528211117 兵庫県 株式会社田中鉄工所
高精度三次元座標測定機導入による医療用ロボット
部品の高精度短納期供給体制の確立

淡路信用金庫

3,676 2528211121 兵庫県 足立醸造株式会社
諸味発酵サーマルタンク導入による高付加価値醤油
の開発と量産体制の構築

多可町商工会

3,677 2528211122 兵庫県 株式会社横山建設工業
溶接ロボット導入による溶接工程の内製化と供給能
力の拡大

みなと銀行

3,678 2528211128 兵庫県 株式会社キューブエッグ
スマートフォンのバッテリーを長持ちさせるスマート
フォンケースの試作開発

尼崎信用金庫

3,679 2528211130 兵庫県 日成化学鍍金工業株式会社
ハイブリッド皮膜への塗装設備の機械化による生産
性の効率化

杉田宗久税理士事務所　杉
田宗久

3,680 2528211133 兵庫県 株式会社ユーエム工業
手動工具におけるデザイン性を配慮して高い機能性
実現のための研究開発

兵庫県信用組合

3,681 2528211145 兵庫県 株式会社平尾工務店
デザイン性の高い店産店消型植物工場の設計技術
向上

商工組合中央金庫

3,682 2528211146 兵庫県 株式会社アコオ機工 金属ガラスの加工技術開発並びに試作品製作 兵庫信用金庫

3,683 2528211151 兵庫県 株式会社ワンピース ３Ｄニットプリンタを用いたクリーンニットの国内生産 播州信用金庫

3,684 2528211152 兵庫県 ムツミ産業株式会社
製造工程のスピード化による価格競争力の強化と販
路拡大

商工組合中央金庫

3,685 2528211154 兵庫県 株式会社ＭＥＮ　ＡＴ　ＷＯＲＫ
ＷＥＢ配信を通してのビル清掃業務の「作業プロセス
の見える化」

芦屋市商工会

3,686 2528211156 兵庫県 丸山印刷株式会社
デジタル技術を活用した高級上製本のＯｎｅ　ｔｏ　Ｏｎ
ｅ市場拡大事業

商工組合中央金庫

3,687 2528211157 兵庫県 株式会社大島
生産ボトルネック解消による医療機器向け精密板金
部品事業の拡大

商工組合中央金庫

3,688 2528211162 兵庫県 株式会社大豊製作所
ミスト装置・画像検査機の開発による品質向上・加工
経費１６％削減

商工組合中央金庫

3,689 2528211163 兵庫県 株式会社ナード研究所
ＮＭＲを活用した化合物スクリーニングによる医薬品
候補化合物の探索

三菱東京ＵＦＪ銀行

3,690 2528211164 兵庫県 有限会社山口工業所
ＣＮＣ三次元測定機の導入による高精度加工の実現
及び生産工程のスピード化

多可町商工会

3,691 2528211165 兵庫県 株式会社西山工務店 環境重視型の無排土工法の実用化 但馬銀行

3,692 2528211166 兵庫県 新日本溶業株式会社
粉体プラズマ溶接法の高度化によるエネルギー関連
事業への本格参入

近畿大阪銀行

3,693 2528211168 兵庫県 株式会社坪田測器
実装技術向上による生産性・高品質を目指した超多
品種超小量生産体制の強化

株式会社クリエイション

3,694 2528211169 兵庫県 有限会社ソウルメイト
子どもと高齢者がふれ合える新規スカイアドベン
チャー事業の展開

森芳人税理士事務所
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3,695 2528211170 兵庫県 灘菊酒造株式会社
播磨の地域資源を活用した辛口日本酒スパークリン
グの開発

姫路信用金庫

3,696 2528211173 兵庫県 株式会社棚澤八光社
ＵＶ－ＬＥＤ集積光源採用による、生産工程（省力化
および技術的改善）の技術力向上

佐用町商工会

3,697 2528211176 兵庫県 明和株式会社
麺の形状を自由に加工できる手延べ乾麺（素麺・うど
ん・そば）【仮称：自由形状乾麺】の開発

但陽信用金庫

3,698 2528211177 兵庫県 神戸衡機株式会社
レーザ加工機の導入による試作開発期間の短縮と
競争力強化

淡路信用金庫

3,699 2528211184 兵庫県 明石ダイカスト株式会社
ハイサイクル複合動作機導入によるダイカスト製品
鋳造技術の向上

兵庫県信用組合

3,700 2528211185 兵庫県 陰山電機株式会社
リード線巻取り工程の自社加工化により納期短縮、
品質と生産能力向上、コスト削減を図る事業

株式会社増田経営会計

3,701 2528211187 兵庫県 有限会社布尾鋼建
穴あけ装置導入による、建築鋼材部品のワンストップ
製造体制構築

西兵庫信用金庫

3,702 2528211188 兵庫県 株式会社ウエダ製作所
一貫生産体制の確立と“高齢者でも軽く使用出来る、
草抜き器”の試作開発

兵庫県信用組合

3,703 2528211192 兵庫県 株式会社イデア 耐熱性樹脂による真空注型法の研究開発 日新信用金庫

3,704 2528211193 兵庫県 マルニ製油株式会社
日本の林業を救う無機系（ガラス系）木質保護強化
剤開発事業

和泉貴志税理士事務所　和
泉貴志

3,705 2528211195 兵庫県 甲東ミルクファーム きすきオーガニックワッフルの試作・量産・販売
公益財団法人ひょうご産業
活性化センター

3,706 2528211198 兵庫県 株式会社フジワラ
ガイドレス間欠輪転シール両面印刷機導入による品
質向上・コスト削減と新規市場開拓

兵庫県信用組合

3,707 2528211199 兵庫県
株式会社湊川金属テストピース製
作所

エネルギー・航空機に使用される材料の試験片精密
加工技術の確立

公益財団法人ひょうご産業
活性化センター

3,708 2528211206 兵庫県 株式会社スカイジェット
医療用遠隔画像手術支援システムによる地域医療
ネットワークの構築

神戸商工会議所

3,709 2528211207 兵庫県 株式会社アートルーフ
異常気象に対応するため、耐久性を向上させた建築
建屋の板金加工・施工サービスの提供

兵庫信用金庫

3,710 2528211209 兵庫県 株式会社ポニーファーマシー
『かかりつけ薬局であり続けるための新しい顧客（患
者）満足サービス』

兵庫県信用組合

3,711 2528211212 兵庫県 株式会社イトデンエンジニアリング 水力応用生態系配慮型ゴミ回収装置の試作・開発 兵庫県信用組合

3,712 2528211217 兵庫県 株式会社大協鉄工 自動溶接機導入による工場配管工事の高度化事業 徳野会計事務所

3,713 2528211218 兵庫県 有限会社うりた重機興業
有機性廃棄物（刈草枝葉）のリサイクル製品（土壌改
良材）の生産性向上事業

豊岡市商工会

3,714 2528211228 兵庫県 ミユキエレックス株式会社
腹腔鏡下手術用トロッカーのオプティカル挿入訓練シ
ミュレータ量産試作開発

伊丹商工会議所

3,715 2528211233 兵庫県 パイオニア精工株式会社
自動車サイド・エアバッグ用金型加工技術向上のた
めの５軸複合加工機導入計画

中国銀行

3,716 2528211235 兵庫県 株式会社森口製あん
揖保川伏流水を使用した餡作りによる、焼塩羊羹、
淡口醤油羊羹等の高品質化

たつの市商工会

3,717 2528211236 兵庫県 ラクダ護謨工業株式会社
健康ウォーキングパンプスの販売開始に伴う新たな
生産体制の構築

淡路信用金庫

3,718 2528211240 兵庫県 是常精工株式会社
高精度微細加工機導入による手術支援ロボット用鉗
子の開発

但陽信用金庫

3,719 2528211243 兵庫県 エステック株式会社 工場、店舗向け太陽光採光装置の開発 神戸商工会議所

3,720 2528211244 兵庫県 株式会社蒼龍刃物製作所
震災復興支援の為の、新型転造盤自動機導入によ
る多品種セパレーター製造

兵庫県信用組合

6／8



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

3,721 2528211245 兵庫県 株式会社アーチ
ＣＡＤ／ＣＡＭの導入により顧客満足度向上、労働環
境の改善を実現する

税理士法人日本経営　丹羽
修二

3,722 2528211251 兵庫県 株式会社四川麺本舗
野菜、海草原料を練り込んだ新生麺類の開発と多品
種生産に適した製麺設備の導入。

兵庫県信用組合

3,723 2528211252 兵庫県 株式会社滝川製作所
鉄筋コンクリート用棒鋼の番線結束機を油圧式から
電動式に変更

播磨町商工会

3,724 2528211257 兵庫県 キシダ化学株式会社
希少原料の安定調達を可能とするＸ線診断装置用薬
剤の新製法の生産体制強化計画

株式会社エフアンドエム

3,725 2528211258 兵庫県 株式会社サンキョー
個別受注型生産管理システムの導入による金型製
造の短納期化計画

株式会社エフアンドエム

3,726 2528211262 兵庫県 井上セメント工業株式会社
新たな製造方法の開発による小型製品の生産力増
強・コスト競争力強化

加東市商工会

3,727 2528211263 兵庫県 株式会社白浜工業所
最新のめっき設備導入により、多品種小ロット、低コ
スト高品質の生産体制を構築する

但陽信用金庫

3,728 2528211264 兵庫県 株式会社橋爪製作所
三次元送り装置を備えたハイエンドホールソー加工
専用機の導入による生産プロセスの革新

兵庫県信用組合

3,729 2528211265 兵庫県 佐藤精機株式会社
航空機用部品の輪郭度等の測定の内製化による事
業の高度化

みなと銀行

3,730 2528211267 兵庫県 株式会社赤萩フランジ
小型マシニングセンタの導入によりフライス加工を内
作化し、納期短縮・コスト削減を図る事業

みなと銀行

3,731 2528211268 兵庫県 ジェミニ工業株式会社 社内一貫生産体制の強化による付加価値の実現 松下税務会計事務所

3,732 2528211269 兵庫県 株式会社阪神メタリックス
１μ 単位の切削加工を内作化し、航空機向け素材の
切削加工に新規参入する事業

りそな銀行

3,733 2528211278 兵庫県 株式会社中橋製作所
日本の伝統建築工法「在来軸組工法」で必要な『角
のみ』の海外展開に向けた生産システムの高度化

みなと銀行

3,734 2528211280 兵庫県 株式会社プラ・メイド
「金型製作と量産用加工機製作の完全並行作業化に
よる樹脂成形装置の大幅な納期短縮とコスト低減」

正木総合コンサル事務所

3,735 2528211285 兵庫県 株式会社姫路鍍金工業所
メッキ加工が困難な樹脂へのメッキ技術及び量産加
工技術の確立

姫路信用金庫

3,736 2528211288 兵庫県 株式会社イケウチ
ＳＲＣ造建築の需要拡大に対応した、鉄骨建築材料
生産ラインの増強

但馬信用金庫

3,737 2528211294 兵庫県 澁谷油脂株式会社
使用済みホテルソープを回収しリサイクル石鹸として
販売する循環型システムの構築

アナダマネジメントセンター

3,738 2528211305 兵庫県 株式会社達磨
抜型の刃付け精度向上及びデータ管理による簡素
化システムの構築開発

兵庫県信用組合

3,739 2528211312 兵庫県 ハリマ工業株式会社
ステンレス製圧力容器の精度向上、工程削減、低コ
スト化を目的とした新工法の開発

姫路商工会議所

3,740 2528211318 兵庫県 ホンマ・マシナリー株式会社
モジュラー設計とＣＡＤ／ＣＡＭ導入による生産性の
向上

南都銀行

3,741 2528211320 兵庫県 マルカン酢株式会社
味の数値化技術を応用した食酢、すし用調味酢の試
作開発の高品質化、地域性特化

池田泉州銀行

3,742 2528211334 兵庫県 株式会社ゼネラルリソース
マルチタッチディスプレイを利用した次世代デジタル
サイネージシステムの開発と販売

神戸商工会議所

3,743 2528211337 兵庫県 鰹節のカネイ株式会社
お年寄りもお子様もおいしく食べられるソフトな極薄
鰹ふりかけの製造

商工組合中央金庫

3,744 2528211348 兵庫県 有限会社正栄工業
ビン・ペットボトル容器搬送用機械の開発及び部品開
発

尼崎信用金庫

3,745 2528211360 兵庫県 田治米合名会社
食中熟成純米酒の多品種小ロット生産に対応した醸
造プロセスの改革

但馬銀行

3,746 2528211365 兵庫県 株式会社アクアシステム
排水処理における環境対応型の単槽式嫌気好気処
理装置の試作開発

株式会社エフアンドエム
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3,747 2528211377 兵庫県 ＳＨＴ兵庫株式会社 ハイブリッド車向け電流センサーコアの開発導入 りそな銀行

3,748 2528211380 兵庫県 甲南興業株式会社
統合型生産支援システム及び連動型加工設備の導
入による建具・家具製作の高度化

姫路信用金庫

3,749 2528211382 兵庫県 丸中製菓株式会社
特注ミキサーと羽の導入により、高品質なパウンド
ケーキ製造と効率的な生産を図る事業

株式会社増田経営会計

3,750 2528211388 兵庫県 但東自動車株式会社
３Ｄ測定器導入による新製品設計時の内製化及び生
産性の向上

豊岡市商工会

3,751 2528211390 兵庫県 株式会社豊稔企販
高圧受電設備と新世代型鏡面ショットマシンの導入
による鎌事業の競争力強化

正木博夫

3,752 2528211393 兵庫県 株式会社いれ歯やさん
３ＤＣＡＤと加工機を活用した義歯製造工程の革新事
業

神戸信用金庫

3,753 2528211399 兵庫県 株式会社小林製作所 大型難削材加工部品の高効率化と高精度化 姫路信用金庫

3,754 2528211402 兵庫県 株式会社日鋼スチール
鋼材加工技術に対する高精度化と地域「ものづくり技
術」に対する伝承

税理士法人信和綜合会計事
務所　原昇平

3,755 2528211404 兵庫県 株式会社三洋工事
塗膜の高意匠化と工期半減が可能な塗装設備導入
による特装車業界での優位性の獲得

兵庫県信用組合

3,756 2528211406 兵庫県 龍野コルク工業株式会社
立体物に関する作図および製作に関する生産性の
向上および新規分野参入

但陽信用金庫

3,757 2528211407 兵庫県 株式会社エコ花と緑のネットワーク
豪雪地域に対応、満遍なく発熱する外付け可能な省
エネ軽量融雪シート「雪備陣」の試作開発

りそな銀行

3,758 2528211408 兵庫県 株式会社ドリーム観光サービス
障害者・高齢者と家族の心を旅で繋げる『心と体、ゆ
とりプラン』開発

朝来市商工会
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