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5370 2628110001 兵庫県 有限会社タカミテック
高速Ｈ鋼両端自動開先加工機導入によるＨ形鋼の高精度・高
効率加工の実現

丹波市商工会

5371 2628110002 兵庫県 株式會社丸十
金型レス加工による小型・多品種少量の板金部品の品質・生
産性向上

株式会社クリエイション

5372 2628110007 兵庫県 株式会社辻製作所 自動車部品製造ラインの革新的改革によるＱＣＤの大幅改善 上郡町商工会

5373 2628110010 兵庫県 キンキスチール株式会社
穴開け加工方法の適正化による、生産性の向上と短納期化
の実現

株式会社ゼロプラス

5374 2628110011 兵庫県 旭陽化学工業株式会社
魚皮を原料とした高強度再生コラーゲン繊維の開発とその応
用

商工組合中央金庫

5375 2628110015 兵庫県 株式会社六甲歯研
ＣＡＤ／ＣＡＭと自動研磨装置の導入による歯科技工のセン
ター化の実現

阿波銀行

5376 2628110016 兵庫県 太陽刷子株式会社 ペンシルカット技術を用いた生産設備の開発・導入計画 ＦＭＢコンサルタンツ株式会社

5377 2628110017 兵庫県 株式会社辻川鉄工所
車載用特殊形状電装部品を高精度に加工するための技術開
発

播州信用金庫

5378 2628110018 兵庫県 井上鉄工株式会社 高硬度材の効率的・高精度加工技術の確立 丹波市商工会

5379 2628110021 兵庫県 三立製菓株式会社
菓子製造プロセス革新による高度な品質管理の実現と国内・
海外市場の開拓

静岡銀行

5380 2628110024 兵庫県 大新電機株式会社
経験に基づく感覚を重視した診断と高性能装置を活用した検
査を組合せたメンテナンス体制確立

北おおさか信用金庫

5381 2628110026 兵庫県 株式会社エポック
人に優しい高品位ライフケアクッションを具現化する為の生産
プロセス改革

商工組合中央金庫

5382 2628110028 兵庫県 フロンティア株式会社
ふとんリサイクルシステムでの高圧プレスによる生産性向上と
競争力強化事業

兵庫県信用組合

5383 2628110029 兵庫県 ムネ製薬株式会社
お客様の要望にお応えする挿入しやすい浣腸容器の開発と
試作

みなと銀行

5384 2628110030 兵庫県 勝山産業株式会社 ノンブルーイングベーリングフープ製造設備の増強計画 商工組合中央金庫

5385 2628110031 兵庫県 出光工業株式会社
世界的な電力需要増大に伴う次世代型大型変圧器向け絶縁
部品の加工機械試作機開発

商工組合中央金庫

5386 2628110032 兵庫県 若男水産株式会社
淡路島４年とらふぐ開発に向けた電動ふぐ皮すき機導入によ
る高品質商品の開発と販路拡大

南あわじ市商工会

5387 2628110033 兵庫県 株式会社タイチク
『低価格かつコンパクトで環境に優しい高効率誘導加熱装置』
の発売

伊丹商工会議所

5388 2628110034 兵庫県 日本精機宝石工業株式会社 多結晶ＣＶＤダイヤモンドを利用した測定子の製造技術開発 但馬銀行

5389 2628110035 兵庫県 株式会社洋行
密閉型ベルトコンベアの製造工程見直しによるコストダウンと
品質向上

兵庫太和税理士法人

5390 2628110036 兵庫県 ミヨシ電子株式会社
位置情報などを収集する小型軽量のウェアラブル発信機と中
継器・受信機の開発

三次商工会議所

5391 2628110037 兵庫県 共生印刷株式会社
高出力ロータリーダイカッター導入による耐洗紙を用いた微細
加工タッグの量産化体制の構築

阿波銀行

5392 2628110038 兵庫県 株式会社マツオカ 価格変動に左右されない非鉄資源化ビジネスモデルの構築 但陽信用金庫

5393 2628110039 兵庫県 株式会社はやのや
呉服販売における次世代顧客管理システムの構築による顧
客満足の向上と事業拡大

姫路商工会議所

5394 2628110041 兵庫県
株式会社湊川金属テストピース製作
所

材料試験片寸法検査装置導入による計測精度の向上とリード
タイムの短縮

公益財団法人ひょうご産業活性化セ
ンター

5395 2628110043 兵庫県 株式会社精和工業所 板金抜き加工効率化による薄板板金溶接製品の生産力強化 池田泉州銀行

平成２６年度補正　ものづくり・商業・サービス革新補助金
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5396 2628110045 兵庫県 サンテック株式会社 小形で高信頼度の鉄道車両用速度センサ開発及び生産 みなと銀行

5397 2628110047 兵庫県 株式会社ウインブルヤマグチ
自動静電塗装装置の導入による生産力強化、および新規顧
客の獲得

加東市商工会

5398 2628110048 兵庫県 藤一織物有限会社
最新鋭設備導入と既存技術活用による高品質織物の超短納
期製造の実現

多可町商工会

5399 2628110049 兵庫県 登鉄工株式会社 鋼製型枠の生産余力確保による、新事業実施体制の構築 株式会社ゼロプラス

5400 2628110052 兵庫県 芳川紙業株式会社
生産管理システムの導入による梱包用段ボールの多品種、小
ロット、短納期の実現

みずほ銀行

5401 2628110053 兵庫県 有限会社くがい林業
二連立型丸棒削機の導入による間伐材の効率的加工と製材
クズの新用途・販路開拓

Ａｊビジネス・プランニング山崎正敏

5402 2628110054 兵庫県 株式会社朝日プリント社
競争力の高い高品質な珠算検定教材の展開と効率的な製造
工程の確立

株式会社エフアンドエム

5403 2628110055 兵庫県 有限会社宏誠工業製作所 勾配対応型動物侵入防止柵分野への参入で事業拡大 姫路商工会議所

5404 2628110057 兵庫県 木村工業株式会社
レアメタル等含む機器を詳細・高度に分別するリサイクルプラ
ント導入

株式会社クリエイション

5405 2628110058 兵庫県 明昌機工株式会社 超高真空環境下に対応できる超精密位置決め機構の開発 丹波市商工会

5406 2628110059 兵庫県 長谷川電機工業株式会社
安全性向上、小型化、信頼性向上等による海外向け検電器の
開発

株式会社クリエイション

5407 2628110060 兵庫県 株式会社ビークス
高速大型形鋼切断機導入による鉄骨加工サイズ拡大と納期
短縮

但馬信用金庫

5408 2628110063 兵庫県 神戸バイオロボティクス株式会社
試料保存容器の運搬及び蓋開閉機構を有する自動システム
の開発

商工組合中央金庫

5409 2628110064 兵庫県 株式会社大井発條製作所
溶接工程を不要とした耐久性・安全性の高い板金曲げ加工技
術の確立

株式会社エフアンドエム

5410 2628110065 兵庫県
株式会社インキュベーション・アライア
ンス

グラフェン・ナノシリコン複合電極の試作開発 神戸信用金庫

5411 2628110068 兵庫県 株式会社アビーロード
設置スペースが小さく使い勝手の良い赤ん坊用縦型おむつ交
換台の開発

正木総合コンサル事務所

5412 2628110070 兵庫県 富士プレート株式会社
動テーブルによる段差測定機能付きレーザー印字システム機
の開発

播磨町商工会

5413 2628110072 兵庫県 阿江ハンカチーフ株式会社
最新型電子ドビー織機と、からみ織・サッカー織を活かした特
殊生地の開発と生産性向上

みなと銀行

5414 2628110073 兵庫県 有限会社太田ジオリサーチ
高精度サーボ加速度計を用いた微動アレイによる活断層探査
サービス

兵庫県信用組合

5415 2628110076 兵庫県 株式会社プリント工房
熱転写プリント用転写機導入によるユニフォーム生産の短納
期・品質安定化

蘆田総合会計事務所

5416 2628110077 兵庫県 株式会社ワイヤーデバイス マイクロ波式ＰＣＩ流量計の製品化事業 南都銀行

5417 2628110078 兵庫県 大協磨鋼材株式会社
極小径みがき棒鋼対応の精密切断機開発による、切断サー
ビス事業拡大

株式会社ゼロプラス

5418 2628110081 兵庫県 カルモ鋳工株式会社
型設計・治具製造から加工まで完全一貫生産による品質・生
産性向上

株式会社クリエイション

5419 2628110082 兵庫県 株式会社前田精密製作所 小型精密歯車の計測技術開発 中小企業診断士山田修身

5420 2628110083 兵庫県 タカヤマ株式会社
ホーム転落防止櫛状ゴム試作開発、生産性向上のための大
型専用真空成形機の導入

みなと銀行

5421 2628110084 兵庫県 シモダフランジ株式会社 材料強度、耐食性に優れたクラッドフランジの生産性の向上 みなと銀行

5422 2628110088 兵庫県 廣田縫工株式会社
革新的プリーツ加工設備導入による生産性向上と経営革新計
画推進

みなと銀行

5423 2628110090 兵庫県 株式会社ブレイン
画像識別技術を用いた商品自動識別精算装置（エクスプレス
レジ）の試作開発

商工組合中央金庫
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5424 2628110091 兵庫県 有限会社新家青果
淡路島産有機ＪＡＳ玉葱を加工し年間供給するための機械導
入計画

阿波銀行

5425 2628110092 兵庫県 清水電設工業株式会社
走査型電子顕微鏡導入による表面処理受託加工品の開発促
進と売り上げの拡大

尼崎商工会議所

5426 2628110094 兵庫県 千代田金属工業株式会社
自動車電装部品の表面処理装置の改善による生産性向上と
環境影響の縮減

商工組合中央金庫

5427 2628110095 兵庫県 極東メタリコン工業株式会社
社会インフラ設備の画期的な長寿命化工事と工事環境の大幅
な改善による競争力強化計画

尼崎信用金庫

5428 2628110096 兵庫県 サンエース株式会社 変形性膝関節症患者向け　膝サポーターの開発 株式会社増田経営会計

5429 2628110098 兵庫県 株式会社ビオスタ
アトピー性皮膚炎治療に貢献するユニバーサルモデル作製法
の検討と全方位サービスの開発

姫路信用金庫

5430 2628110099 兵庫県 株式会社高見商会
塗料メーカーが対応出来ない消費者向け小ロット塗料調色の
代行業務請負

兵庫県信用組合

5431 2628110105 兵庫県 株式会社大智鍜造所
３Ｄスキャナー導入による、複雑形状鍛造品の高品質、低コス
ト量産技術の実現

一般社団法人大阪中小企業診断士
会

5432 2628110106 兵庫県 兵庫県手延素麵協同組合
揖保乃糸ブランドの新商品「角麺（商品名：平づくり）」の開発・
販売

三井住友銀行

5433 2628110114 兵庫県 三和工業株式会社
難削材タングステンの加工精度向上・短納期化を実現する生
産プロセス革新

関西アーバン銀行

5434 2628110117 兵庫県 株式会社共立合金製作所
超硬合金素材のワイヤーソー加工による歩留り改善及び効率
化

商工組合中央金庫

5435 2628110120 兵庫県 日藤ポリゴン株式会社
振動減衰に優れた複合材料を用いた難削材加工用の旋盤刃
物台の開発

兵庫県信用組合

5436 2628110121 兵庫県 株式会社武内製作所
ウェアラブル端末用カバーガラス向け特殊コーティングシステ
ムの試作開発

香川会計事務所

5437 2628110125 兵庫県 大森興業株式会社 重量物搬送機器整備による、コンクリート型枠事業の強化 株式会社ゼロプラス

5438 2628110127 兵庫県 ミツ精機株式会社
航空機用ジェットエンジンのハイドロリックシール部品の品質・
生産性向上

株式会社クリエイション

5439 2628110129 兵庫県 株式会社兵庫精密工業所 難削材の加工解析技術確立 淡路信用金庫

5440 2628110131 兵庫県 株式会社森川製作所
手術工具を収納するための国産オーダーメイド滅菌ケースの
開発

兵庫県信用組合

5441 2628110132 兵庫県 株式会社梶原鉄工所
ピン溶接機更新による熱交換器の高効率な量産体制構築及
び試作開発

姫路信用金庫

5442 2628110133 兵庫県 有限会社シノハラ
超高圧継手の高品質を維持する為の寸法計測及びレーザー
マーキング

神戸商工会議所

5443 2628110135 兵庫県 計測技研株式会社
測定精度が高く、短時間測定を実現出来る、小型軌道計測装
置の試作開発

尼崎信用金庫

5444 2628110136 兵庫県 松村石油化成株式会社 新機能性付与のためのシーリング材複合技術の開発 神戸商工会議所

5445 2628110138 兵庫県 美岡工業株式会社 ＣＮＣホブ盤導入による加工コスト低減の実現及び受注拡大 但馬信用金庫

5446 2628110145 兵庫県 ＧＯＯＤＳ
ジグヘッド試作品の内製化と試作品提案のスピードアップを図
る

兵庫県信用組合

5447 2628110148 兵庫県 東亜重工株式会社
焼戻し炉更新による製品の耐久性と品質を劇的に高める独自
製品の開発

兵庫県信用組合

5448 2628110150 兵庫県 株式会社ナカノテック 測定機器導入による高品質・高精度化と競争力の強化 池田泉州銀行

5449 2628110151 兵庫県 株式会社福原精機製作所 市場で優位性のある高性能な高速汎用ニット丸編機の開発 神戸商工会議所

5450 2628110153 兵庫県 福本重機械工業株式会社
起動時の初期位置検索作業が不要で効率的な三次元測定器
の開発

東京中央経営株式会社

5451 2628110160 兵庫県 神栄化工株式会社
金型を使用しなくとも繊細且つ多色の図柄を表現できる靴底
の製造方法開発とその販売

神戸商工会議所
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5452 2628110161 兵庫県 関西合成樹脂工業株式会社
タブレット油圧成形機の導入による製造工程における生産革
新計画

中島丈道税理士事務所

5453 2628110163 兵庫県 株式会社足立
日本最大の鞄の産地豊岡の伝統技術と近代設備の融合への
取り組み

株式会社エフアンドエム

5454 2628110165 兵庫県 エスアールエンジニアリング株式会社
均圧化シリンダの部品高精密化により油漏れ対策と長寿命化
を図る

商工組合中央金庫

5455 2628110168 兵庫県 入江金属工業株式会社
産業機械向け大型部品の精密加工における生産性向上と雇
用の増大

近畿大阪銀行

5456 2628110170 兵庫県 播州織工業協同組合
マイクロコーティング技術の確立による製造コスト削減及び生
産力強化

商工組合中央金庫

5457 2628110171 兵庫県 有限会社大西工作所
３Ｄモデリング加工を駆使した、プレス加工・プレス金型のコス
トダウンに向けた提案と差別化

兵庫県信用組合

5458 2628110172 兵庫県 株式会社シカタ
最新型エッジバンディングマシン導入による、生産プロセス改
革と新規市場創出の実現

兵庫県信用組合

5459 2628110173 兵庫県 株式会社多田自動車商会
廃タイヤの裁断サイズ縮小化による、再利用先の拡大と有効
利用の実現。

尼崎信用金庫

5460 2628110175 兵庫県 株式会社セシルリサーチ マガキ幼生検出キットの野外適用化及び実用化開発 みなと銀行

5461 2628110176 兵庫県 酒井精工株式会社
カプラの社内製造によるＡＨタップの安定供給と新製品開発の
土壌育成

多可町商工会

5462 2628110177 兵庫県 美容室ＲＡＳＴＡ 一大イベントを迎える女性に向けた美容サービスの開発 イグレック田中洋介

5463 2628110178 兵庫県 株式会社芦田ポートリー
自社の平飼い卵の生産・加工・販売の一貫生産体制の確立に
よる新規顧客の獲得

丹波市商工会

5464 2628110179 兵庫県 大協工業株式会社
最新型ワイヤー放電加工機導入で短納期と高精度実現で競
争力強化

但馬銀行

5465 2628110180 兵庫県 株式会社神戸デジタル・ラボ
ファッションコーディネートの評価手法の開発および商品提案
システムの構築

山陰合同銀行

5466 2628110181 兵庫県 株式会社和斗工業
３ＤＣＡＤを活用した内装工事業の展開による販路拡大と工期
の短縮化

みなと銀行

5467 2628110183 兵庫県 内海工業株式会社
プリント基板の高密度化、大型化対応設備導入による能力強
化で事業拡大

姫路商工会議所

5468 2628110186 兵庫県 清水産業株式会社
電気導体銅ＢＵＳバーのエッジワイズ曲げ専用装置の独自開
発

播州信用金庫

5469 2628110189 兵庫県 有限会社正栄工作所 高精度金型の安定供給体制の確立と製品開発事業への貢献 荒家高志税理士事務所

5470 2628110190 兵庫県 有限会社マリノプロジェクト
ロボット切削加工システムの多軸化及び営業力強化による事
業拡大

神戸信用金庫

5471 2628110191 兵庫県 株式会社ＤＳ．アートテック 新規加工装置導入による、最先端歯科用材料の加工内製化 姫路信用金庫

5472 2628110192 兵庫県 有限会社ハタヤ
耐久性とデザイン性を兼ね備えた点字サインの普及による視
覚障害者に優しい施設の拡大

株式会社エフアンドエム

5473 2628110193 兵庫県 大日電子株式会社
新型ミリ波レーダー式衝突防止システム用基板の精度向上を
実現する

商工組合中央金庫

5474 2628110194 兵庫県 大日精工株式会社
最新立形マシニングセンタの導入による高精度・高品位加工
の実現

池田泉州銀行

5475 2628110195 兵庫県 株式会社ユーエム工業
製品の持つ品質の信頼性を保証するため、測定機導入による
品質向上

兵庫県信用組合

5476 2628110197 兵庫県 株式会社Ｍａｙｗａ
複合旋盤の導入により、生産性と品質の向上及び新試作進出
を図る

兵庫県信用組合

5477 2628110201 兵庫県 服部テキスタイル株式会社
超広幅麻織物を生産する為のドビー開口レピア織機の導入と
麻織物の試作開発

兵庫県信用組合

5478 2628110203 兵庫県 佐用自動車株式会社
自動車の割賦販売、リース販売における未払い抑制装置の開
発

佐用町商工会

5479 2628110204 兵庫県 日本ワヰコ株式会社
高性能三次元測定機導入による「ものづくりサービス業」への
取組み

近畿大阪銀行



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

5480 2628110205 兵庫県 株式会社佐野鉄工所
多面加工機導入による当社全体の生産性・品質の向上と生産
範囲の拡大

淡路信用金庫

5481 2628110206 兵庫県 不二印刷株式会社
レーザーカッティングによる革新的な小ロットプリントサービス
の展開

株式会社エフアンドエム

5482 2628110209 兵庫県 株式会社岡田シェル製作所
エンジン部品等鋳造用の砂型製造プロセスの改善による生産
体制の強化

株式会社エフアンドエム

5483 2628110210 兵庫県 ｉＣＯＭ技研株式会社
制御盤の筐体製作の内製化による品質向上、および生産リー
ドタイムの短縮

加東市商工会

5484 2628110213 兵庫県 株式会社日伸電工 高品質マグネシウム合金ダイカストに関する量産化の開発 みなと銀行

5485 2628110215 兵庫県 波田精機株式会社
「高精度」「品質の安定性」を武器に拡大する産業用ロボット市
場への精密部品の供給拡大

兵庫県信用組合

5486 2628110217 兵庫県 株式会社大野社
水素ステーション用超高圧バルブ部品の高精度化、及び安定
生産化事業

藤原信介税理士事務所

5487 2628110224 兵庫県 松村アクア株式会社
新用途素材（吸音用途素材）の開発、および生産性向上に係
る設備導入計画

丹波市商工会

5488 2628110225 兵庫県 オリエンタル鍍金株式会社
金属材料と樹脂材料との接合強度を向上させる新規めっき技
術の開発と生産体制の構築

神戸商工会議所

5489 2628110226 兵庫県 共栄ゴルフ工業株式会社
精密鍛造ゴルフヘッドの革新的生産管理用機能的ソフトウェア
導入

みなと銀行

5490 2628110228 兵庫県 前拓水産株式会社
高酸素水畜養システムの導入による淡路島３年とらふぐ・鱧の
生産効率向上と品質向上

南あわじ市商工会

5491 2628110229 兵庫県 有限会社明石環境開発
一体型車両の導入による、下水道管更生オリジナル混合工法
の効率化

株式会社クリエイション

5492 2628110238 兵庫県 有限会社左官山本組
「左官職人学校」の生徒と共に漆喰混練り作業の効率化に取
り組む

尼崎信用金庫

5493 2628110241 兵庫県 株式会社由利
生産プロセス革新による高強度ハイデザイン鞄の低価格、短
納期化の実現計画

株式会社エフアンドエム

5494 2628110243 兵庫県 タケウチ縫工
新しく開発された高所作業用の「フルハーネス用ベルト」の縫
製技術の確立

丹波市商工会

5495 2628110244 兵庫県 有限会社旭東精工
ハーメチックシール製品の試作・新規開発のための一貫製造
ラインの樹立

株式会社クリエイション

5496 2628110245 兵庫県 伊東電機株式会社
革新的搬送システムを完成させるモジュールの開発を加速す
る設備導入

みなと銀行

5497 2628110247 兵庫県 三田電気工業株式会社
検査工程の革新による、部品製造の量産化および安定供給
体制の確立

株式会社エフアンドエム

5498 2628110251 兵庫県 株式会社グローバルエンジニアリング
プロアントシアニジンを高濃度に含有するブルーベリー茎から
の抽出液の粉末製品化

湯浅達志税理士事務所

5499 2628110252 兵庫県 ユカクッキングスタジオ
おいしい病院食レシピの開発とその見える化の提供および院
内厨房での実地技術指導の提供

神戸商工会議所

5500 2628110253 兵庫県 株式会社カコテクノス 次世代高速鉄道の制御装置における精密複合部品加工 みなと銀行

5501 2628110254 兵庫県
株式会社Ｅ・テック（医療機器開発研
究所）

次亜塩素酸水によるミスト噴霧式衣服殺菌機の製品化 みなと銀行

5502 2628110256 兵庫県 Ｍｅｅｔ株式会社
スマートフォンからオーダーできるシステムの通信技術および
ハードウェアの開発

日新信用金庫

5503 2628110257 兵庫県 有限会社ジュエル神戸
装身具用金具の市場獲得のため特許技術を用いた金具の試
作開発

西宮商工会議所

5504 2628110258 兵庫県 株式会社いけのやフーズ 準オーダーメイドの真空急速冷凍総菜食品の製造・販売 但陽信用金庫

5505 2628110259 兵庫県 株式会社宮下編組 電線加工における、シールド用集合線の市場開拓 兵庫県信用組合

5506 2628110260 兵庫県 マルユー包装株式会社
包装用プラスチック成型品の設計から試作品評価までの一括
受託体制の整備事業

兵庫県信用組合

5507 2628110261 兵庫県 有限会社オカトミ
封筒印刷のワンストップ化による顧客満足度・サービス提供プ
ロセス改善

株式会社クリエイション
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5508 2628110263 兵庫県 株式会社阪神計器製作所
新型ピストンプルーバーを用いた検査工程の効率化による
メーター増産計画

税理士檜垣典仁

5509 2628110264 兵庫県 東亜食品工業株式会社 ハラール認証乾麺の生産量増加による海外販売の拡大 姫路商工会議所

5510 2628110266 兵庫県 吉川工業株式会社 アルミ溶射添板『Ｈｉｇｈ“μ ”Ｐｌａｔｅ 』の量産対応 商工組合中央金庫

5511 2628110268 兵庫県 加茂川工業株式会社 ３Ｄレーザー加工機導入による工場設備製作技術の向上 兵庫県信用組合

5512 2628110269 兵庫県 株式会社ＧＲＡＮＴ ＦＯＯＴ
医療用装具向けオーダーメイドインソールの３次元設計による
高精度化

但馬銀行

5513 2628110271 兵庫県 テックス理研株式会社 ハイブリッド型デジタル非破壊検査装置の開発及び試作 尼崎信用金庫

5514 2628110273 兵庫県 有限会社播野
外壁下地に使う、日本初の加工技術によるラス網の品質確保
と量産体制の整備

りそな銀行

5515 2628110275 兵庫県 株式会社ドリーム
高演色高効率大型ＬＥＤ投光器試作開発及び東京ドームでの
実証実験事業

兵庫県信用組合

5516 2628110276 兵庫県 フジコー株式会社
ロボットローダーによる自動円筒研削盤加工プロセスの確立
事業

商工組合中央金庫

5517 2628110280 兵庫県 株式会社岩居建設工業 積算集約サービスによる、顧客の見積価格競争力支援事業 兵庫県信用組合

5518 2628110282 兵庫県 株式会社アイ．エス．ティ．加美
大型カラー複写機向け中間転写ベルトの成型および焼成技術
の開発

多可町商工会

5519 2628110284 兵庫県 株式会社エム・エム・エス
二種類のレ－ザ－を駆使した斬新な表現のステンレスグッズ
オ－ダ－サ－ビス

兵庫県信用組合

5520 2628110287 兵庫県 浮田産業株式会社
彫刻機等を活用した高付加価値なオリジナル金具の開発事業
への進出

但馬信用金庫

5521 2628110292 兵庫県 株式会社きしろ
複雑形状品の最適機械加工経路を選定するためのソフトウエ
アを含む機器導入

百十四銀行

5522 2628110296 兵庫県 ブンセン株式会社
味の数値化技術活用による食品開発業務の高度化（高品質
化・低コスト化・スピードアップ）

前田会計事務所

5523 2628110299 兵庫県 ＪＦＢ有限会社 フクロナット専用加工機の開発による納期短縮と売上拡大 阿波銀行

5524 2628110303 兵庫県 株式会社エイワ
出張タイヤサービス（フルサービス）を行う最新サービスカーの
開発・提供

りそな銀行

5525 2628110304 兵庫県 株式会社日本フラッシュ
製造ライン自動化のための難溶接材向けスタッド溶接の開発
と量産化

阿波銀行

5526 2628110306 兵庫県 有限会社フィースト
文化財の維持管理に寄与する復元可能な３次元データ測量
技術の実現

株式会社エフアンドエム

5527 2628110307 兵庫県 アンドール株式会社
年齢別／体型別のニーズに即した下着の開発による、着用快
適性の向上

西宮商工会議所

5528 2628110316 兵庫県 日本盛株式会社
味覚センサーを用いた＜清酒の味の数値化＞技術確立と差
別化販売

三井住友銀行

5529 2628110322 兵庫県 株式会社神戸金剛コルメット製作所
船舶エンジン向けのすべり軸受けにおける高レベル検査体制
の構築

株式会社エフアンドエム

5530 2628110324 兵庫県 大晶株式会社
高品質な樹脂成形品の製造のための内部ひずみの検査体制
の構築

ジャスト会計事務所

5531 2628110325 兵庫県 株式会社日本リサイクル
尼崎工場でキルン（焼成）の設備投資を実施し、再資源化と先
行設備の能力を最大限引き出す

商工組合中央金庫

5532 2628110326 兵庫県 株式会社計装サービス 吊り荷の水平維持装置（汎用型レベラー）の開発及び試作 税理士法人宮本事務所

5533 2628110329 兵庫県 株式会社瀬戸電機工作所
試験用周波数可変発電装置導入による電動機整備事業の拡
大と品質保証体制の革新

姫路商工会議所

5534 2628110333 兵庫県 東洋ケミテック株式会社 高伸縮エラストマー粘着テープの開発と商品化 はなやま税理士事務所

5535 2628110334 兵庫県 株式会社名南精密製作所
車載燃料電池用水素ガスバルブ部品の難削材加工技術の開
発

大垣共立銀行
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5536 2628110338 兵庫県 茶寮ひさご
高級料亭の味を手軽に家庭で食せる『天然すっぽんレトルト
スープ』の開発

丹波市商工会

5537 2628110339 兵庫県 株式会社メイク
縫製工程の高度化による生産性向上と自社商品開発部門の
強化

多可町商工会

5538 2628110342 兵庫県 株式会社宮田製作所
独自のねじ切り技術を活用したネックリング製造の新たな生産
方式の導入

商工組合中央金庫

5539 2628110345 兵庫県 オカムラ精密工業株式会社
プリンター部品の品質改善を目指す工程変更のための圧延機
導入

みなと銀行

5540 2628110346 兵庫県 有限会社イシナダ釣工業
金属製釣具部品の溶接工程での生産性の飛躍的向上と溶接
製品の充実化

兵庫県信用組合

5541 2628110347 兵庫県 緒方鉄工所
生産体制の刷新と設備増強による生産効率の向上及び高付
加価値化

たつの市商工会

5542 2628110348 兵庫県 Ｒｅｌａｙ Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ株式会社 結婚式等のイベントにおける新たな映像サービスの提供 井上雷太税理士事務所

5543 2628110349 兵庫県 有限会社アサヒ屋
全国初金属探知機能付きパン自動振分機導入で、生産能力
拡大と安全性向上を図る

日新信用金庫

5544 2628110350 兵庫県 株式会社中村建設ナカフサ
ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを型枠工事業に取り入れた加工設備の
自動化

但馬信用金庫

5545 2628110351 兵庫県 有限会社徳島屋
安心・安全な神戸市中学校給食の提供（見える化）のための
洗浄設備等の改善計画

白井和之税理士事務所

5546 2628110352 兵庫県 株式会社奥谷金網製作所 精密金型技術による、「精密パンチングメタル」の開発・生産 兵庫県信用組合

5547 2628110353 兵庫県 株式会社ジェイテック 航空機産業に参入するための３Ｄプリンターと３ＤＣＡＤの導入 坂井会計事務所

5548 2628110358 兵庫県 株式会社山翔
鉄骨、金物の加工と施工のワンストップサービスによる顧客満
足度の向上

尼崎信用金庫

5549 2628110359 兵庫県 株式会社大村製材所
木製パレット製造の汎用機械導入による生産性向上と作業員
の重労働からの解放

正木総合コンサル事務所

5550 2628110361 兵庫県 横田瀝青興業株式会社 重機向け燃料・排気ガス無害化薬剤同時供給サービス 姫路信用金庫

5551 2628110363 兵庫県 兵庫ケーブル株式会社
ドアロックケーブルの自社内一貫生産による国内市場の取り
込み

兵庫県信用組合

5552 2628110366 兵庫県 田治米合名会社
長期熟成純米酒の高品質化を実現するための酒造りプロセス
の改革

但馬銀行

5553 2628110367 兵庫県 株式会社あとりえ岡田
耐久性と履き心地に優れた高品質な国産婦人靴製造のため
の高精度製造機構の導入

神戸信用金庫

5554 2628110368 兵庫県 株式会社原田パン
長田名物になっている当社スイーツの新たな販路に向けた供
給体制の構築

兵庫県信用組合

5555 2628110370 兵庫県 株式会社永松製作所
シャフト加工の分割工程統合と長尺物の加工技術の確立を同
時に実現

市川欽一税理士事務所

5556 2628110371 兵庫県 高井金型工作所 ＦＭＳ構築による生産性向上及び事業体質強化 金沢公認会計士事務所

5557 2628110372 兵庫県 タキエンジニアリング株式会社 画期的な高品質・低価格な超微粒子製造装置の開発 兵庫県信用組合

5558 2628110373 兵庫県 有限会社エクセレント・デントリー ＣＡＤ・ＣＡＭ活用による補綴物の新加工システム確立 丹波市商工会

5559 2628110375 兵庫県 有限会社トリニティ 高齢者向け衣料品ブランド「ココわく」商品開発事業 西宮商工会議所

5560 2628110377 兵庫県 有限会社三陽工作所
ステンレスパイプ配管部品製造能力獲得による、医療・薬品
機器事業の開始

株式会社ゼロプラス

5561 2628110378 兵庫県 株式会社中央精機
高精度立形マシニングセンタ導入によるグループ内一気通貫
体制の確立

淡陽信用組合

5562 2628110379 兵庫県 有限会社安琳
新規需要商材の開発とトレーサビリティの精度向上及び他社
との差別化

兵庫県信用組合

5563 2628110380 兵庫県 株式会社ナデックス
三次元撹拌を用いた厨房排水の全自動浄化凝集分離技術の
開発

日新信用金庫



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

5564 2628110381 兵庫県 株式会社ユタックス 無縫製ショーツ自動組立て装置の開発 みなと銀行

5565 2628110383 兵庫県 株式会社平山建設
産業廃棄物のリサイクル化による産業廃棄物ゼロ化と生産性
向上事業

朝来市商工会

5566 2628110384 兵庫県 株式会社共栄製作所
純国産の革新的医療器具カテーテルを開発・試作し国民総医
療費の削減に挑戦

尼崎信用金庫

5567 2628110387 兵庫県 株式会社丸萬 本の革新的な技術を用いたシルク製品拡販のための開発 高見会計事務所

5568 2628110388 兵庫県 株式会社テクノワーク
シーケンス制御技術を活かしたＦＡ設備製造の生産性向上お
よび高品質化

兵庫県信用組合

5569 2628110391 兵庫県 株式会社平尾創建
無人・非破壊監視測定機材を活用した革新的住宅メンテナン
スシステムの構築

商工組合中央金庫

5570 2628110395 兵庫県 株式会社荒木印刷
小規模企業の潜在ニーズを取り込む「ハイスピード印刷サー
ビス」の事業化

株式会社エフアンドエム

5571 2628110398 兵庫県 株式会社フクトクテクノス
大型自動デジタル罫書（けがき）装置の導入によるリードタイ
ムの短縮

姫路信用金庫

5572 2628110399 兵庫県 石の店山陽石材有限会社
独自の文字システムを使用した彫刻技術による石材加工の高
精度化

たつの市商工会

5573 2628110401 兵庫県 三伸工業株式会社
大型鋼構造物の溶接工程自動化による生産体制強化および
高度技術承継計画

株式会社エフアンドエム

5574 2628110403 兵庫県 株式会社キヨウシン
材料や潤滑剤の耐荷重性能を評価できる摩擦・摩耗試験機の
開発

尼崎信用金庫

5575 2628110404 兵庫県 竹内電機株式会社
高周波誘導熱プラズマによる新材料製造装置向けインバータ
式高出力高周波電源の開発

アナダマネジメントセンター

5576 2628110405 兵庫県 内外ゴム株式会社 地震計測機用の次世代３軸加速度センサの開発 三井住友銀行

5577 2628110407 兵庫県 茨木酒造合名会社 海外展開のための自動圧搾機の導入による生産能力の強化 兵庫太和税理士法人

5578 2628110409 兵庫県 床瀬そば
新商品「レシピ集付き田舎そば粉」「枕用そば殻」の販売と「全
国そばの名産地味くらべ」

但馬信用金庫

5579 2628110411 兵庫県 日本精密工業株式会社
ワイヤーカット放電加工の超高精度化と夜間無人運転による
競争力の強化

正木総合コンサル事務所

5580 2628110413 兵庫県 株式会社スピラル
淡路島産タマネギの加工工程で生じる皮などの残渣を活用し
た付加価値の創造事業

徳島銀行

5581 2628110415 兵庫県 末陰産業株式会社
水耕栽培事業による「発芽ニンニク」の製造販売及び加工品
製造事業

アナダマネジメントセンター

5582 2628110416 兵庫県 株式会社三木樹脂工業
廃家電プラスチック・異物混合破砕物を高度選別・精製し高再
生原料化率を達成

税理士法人ＳＢＣパートナーズ

5583 2628110418 兵庫県 谷水加工板工業株式会社 固体伝搬音に効力を持つ船舶用制振床材の開発 丹波市商工会

5584 2628110419 兵庫県 近畿農産資材株式会社
再資源化した堆肥が主原料の高機能培養土の提供による環
境改善ビジネス

みなと銀行

5585 2628110420 兵庫県 アユミ工業株式会社
「溶接ロボット導入による革新的な生産コストの削減」で実現
する競争優位の獲得

中国銀行

5586 2628110422 兵庫県 千代田繊維工業株式会社
デザインシステムの導入による、「おしゃれ力」強化と地場産
業への貢献

但陽信用金庫

5587 2628110425 兵庫県 株式会社オーシスマップ
ＵＡＶ導入による災害・建設・観光など様々な分野への情報提
供サービスの強化

株式会社エフアンドエム

5588 2628110431 兵庫県 株式会社甲斐木工
「両端切断加工設備」導入による生産性向上および低コスト
化、短納期化計画

株式会社ダイワマネジメント

5589 2628110433 兵庫県 金井重要工業株式会社
骨への刺入抵抗を最小化させた医療用低侵襲体内固定用ピ
ンの開発

商工組合中央金庫

5590 2628110438 兵庫県 加美町機業協同組合
多色対応リージングマシン導入による準備工程内製化に伴う
出荷のスピード化

多可町商工会

5591 2628110439 兵庫県 株式会社三洋工業
難削材等の高度加工用「切削工具」製造プロセス開発・再研
磨技術の確立

兵庫県信用組合



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

5592 2628110442 兵庫県 株式会社小西鉄工 医療機器用カバー組立における品質と生産性の向上 西村勝彦税理士事務所

5593 2628110445 兵庫県 株式会社田中刺繍
Ｍａｄｅ Ｉｎ Ｊａｐａｎの高級ブランド靴下・タイツ等へのコード刺繍
大型化の量産　技術開発

兵庫県信用組合

5594 2628110447 兵庫県 ニッパテック株式会社
「長尺物加工用ＣＮＣ両頭フライス加工専用機」の導入による
高精度・高能率加工の実現

三井住友銀行

5595 2628110450 兵庫県 株式会社橋爪製作所
大口径深穴ホールソー開発のための高精度センタードリル生
産システムの革新

兵庫県信用組合

5596 2628110453 兵庫県 株式会社昭栄
製造小売鞄のカスタマイズサービス導入による顧客満足度向
上の取り組み

豊岡市商工会

5597 2628110455 兵庫県 アスカカンパニー株式会社
既存顕微鏡システムに簡単導入できる画期的な多点独立照
射システムの開発

加東市商工会

5598 2628110457 兵庫県 株式会社巴製作所 高性能ワンサイドボルトを用いた鋼床版下面補強工法の実現 西浦税理士事務所

5599 2628110458 兵庫県 株式会社オキフーズ 淡路島産の生魚を主原料にした練り製品の開発と販路拡大 南あわじ市商工会

5600 2628110459 兵庫県 有限会社峰精密金型製作所
マシニングセンタ導入による、金型製作技術の向上及び、新
商品開発

兵庫県信用組合

5601 2628110462 兵庫県 株式会社ＡＬＢＩＮＯ
インプラント治療におけるガイドから補綴物までトータルでの対
応

日新信用金庫

5602 2628110463 兵庫県 株式会社サンテック
カーボンナノチューブ複合材料を用いた放射線遮蔽材料の開
発

尼崎信用金庫

5603 2628110465 兵庫県 株式会社亀山鋳造所
誘導電気炉の長寿命化と炉補修コスト削減を可能にする溶解
材料の開発

兵庫県信用組合

5604 2628110468 兵庫県 株式会社坪田測器
実装技術の信頼性・耐久性向上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

5605 2628110470 兵庫県 日本クーラー株式会社
アルミニウム合金管の繰返し抽伸加工における生産プロセス
改善による収益力向上

西宮商工会議所

5606 2628110475 兵庫県 株式会社トキワ
３Ｄ木材加工による１／ｆのゆらぎにてヒーリング効果を出す新
しい思考の商品を開発

兵庫信用金庫

5607 2628110477 兵庫県 株式会社藤原
中子製造業と金型製作業を連動させた品質向上と短納期の
実現

兵庫県信用組合

5608 2628110483 兵庫県 株式会社パワーエレメント
漁業者向け、ＬＥＤ照明をベースとした「水中集魚灯」の試作開
発

東京中央経営株式会社

5609 2628110490 兵庫県 佐藤精機株式会社
試作開発型の顧客との連携体制をベースに超短納期を全社
的に追求するＩＴ改革

みなと銀行

5610 2628110491 兵庫県 株式会社シニアハウスプラン 介護リフォームの効果を実際に再現・体験できる設備の開発 みなと銀行

5611 2628110492 兵庫県 田川歯科医院
ＩＴ利活用、デジタル歯科情報を元にした高精度な歯科治療
サービス開発

神戸信用金庫

5612 2628110494 兵庫県 トミクラ産業株式会社
牛由来原料を主軸とした、独自の有機質肥料「動物たんぱく質
肥料」の新規生産

商工組合中央金庫

5613 2628110497 兵庫県 株式会社豊田放射線研究所
森林生態系に飛散した放射性物質の動態調査のための無人
ヘリ搭載用ガンマカメラの試作開発

池田泉州銀行

5614 2628110498 兵庫県 株式会社日本アレフ 水銀を使わない大容量リードスイッチの開発 商工組合中央金庫

5615 2628110499 兵庫県 栄和瓦産業株式会社 飾り瓦（鬼瓦、役瓦）を高温度焼成し、商品化させる計画 南あわじ市商工会

5616 2628110500 兵庫県 有限会社ウチノ
伝統製法を活かした自家製手づくりのレトルトパウチ惣菜の開
発と販売事業

株式会社クリエイション

5617 2628110501 兵庫県 株式会社ｐｉｅｃｅ ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ
デジタルテクノロジーと療育を融合し、全ての子供達の成長の
場を創造する革新的事業

西宮商工会議所

5618 2628110503 兵庫県 株式会社プレミアムグラス
超薄板ガラスのケミカル分断加工の障害であった溶解物除去
のための超音波洗浄装置の導入

植木心一税理士事務所

5619 2628110506 兵庫県 近畿オイルシステム株式会社 収集・処理機能を向上させた事業系廃油処理サービスの提供 尼崎信用金庫



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

5620 2628110509 兵庫県 株式会社タクミナ
定量ポンプの大口ロット受注に対応した計画生産システムの
構築

但陽信用金庫

5621 2628110510 兵庫県 株式会社パスカル
「センサー情報を蓄積・活用する訪問介護支援クラウドシステ
ム」開発事業

株式会社ゼロプラス

5622 2628110517 兵庫県 株式会社共和電子製作所
ロービジョン者の生活の質（ＱＯＬ）向上のための視覚支援機
器の試作

田島公認会計士事務所

5623 2628110520 兵庫県 株式会社ニッコー
製鋼工場で発生する還元スラグの石化設備プロジェクトに関し
て

三菱東京ＵＦＪ銀行

5624 2628110525 兵庫県 株式会社創発システム研究所 トンネル省エネ診断のクラウド型換気シミュレーションサービス 豊見知雄税理士事務所

5625 2628110527 兵庫県 有限会社中嶋義浩製革所
最新型水絞り機の導入により、品質の向上と安定、生産性５
５％向上、コストダウン等を目指す事業

株式会社増田経営会計

5626 2628110529 兵庫県 株式会社チョッパー
スピード競技における記録計測精度向上のためのハイブリット
化システムの開発

但馬銀行

5627 2628110533 兵庫県 株式会社長手長栄堂
淡路島産「鳴門オレンジ商品」の製造工程変革と商品アイテム
の増強

淡路信用金庫

5628 2628110534 兵庫県 ビーエイチエヌ株式会社 オクラの完熟種子を用いた機能性食品素材の開発 東京中小企業投資育成株式会社

5629 2628110545 兵庫県 株式会社クメダ精密
５軸制御３次元測定機の導入による航空機エンジン製造装置
の高付加価値化

髙津拓也税理士事務所

5630 2628110550 兵庫県 株式会社四川麺本舗
押出し式パスタ麺機導入と独自技術を活かした常温日持可能
な生パスタ麺の開発

兵庫県信用組合

5631 2628110551 兵庫県 米田工機株式会社
おにぎり製造ライン向け冷却装置の機能向上のための最新設
備導入

髙津拓也税理士事務所

5632 2628110553 兵庫県 足立織物株式会社
当社の蓄積した真空圧縮技術を用いた新たな防災備蓄商品
の試作開発

多可町商工会

5633 2628110570 兵庫県 是常精工株式会社
大型ロボット部品（航空機関連等）の加工にかかる生産性・品
質向上に向けた取組み

但陽信用金庫

5634 2628110574 兵庫県 西日本工測株式会社
３次元空間測量システムの導入により、測量技術の高機能化
（３次元化）、低コスト化等を目指す事業

株式会社増田経営会計

5635 2628110576 兵庫県 柴プラスチック株式会社
３ＤＣＧ／３ＤＣＡＤ技術の活用と最新３Ｄプリンターの導入によ
る完全自動化製造ラインの構築

岩井正一税理士事務所

5636 2628110581 兵庫県 株式会社神川鉄工所
高剛性、高精度、高速に対応した加工機導入によるプロセス
改革。

商工組合中央金庫

5637 2628110583 兵庫県 丸中製菓株式会社
最新包装機械等の導入により、高品質で安全性の高い包装、
これまで実現できなかった新製品の量産につなげる事業

株式会社増田経営会計

5638 2628110588 兵庫県 淡路麺業株式会社
淡路島産デュラム小麦を使用した常温保管可能な半生パスタ
の製品化

淡路市商工会

5639 2628110589 兵庫県 大阪冶金興業株式会社
医療デバイスの金属積層造形における高精度デバイス設計
システムの開発とその実証

商工組合中央金庫

5640 2628110590 兵庫県 豊産業株式会社 画像測定機を活用したダイカスト金型の品質保証体制の確立 濵田益男税理士事務所

5641 2628110595 兵庫県 株式会社澤田棉行
低密度・高反発等、高付加価値不燃材料開発とその製造技術
の確立

西兵庫信用金庫

5642 2628110596 兵庫県 ＨＩＧＡＭＥＧＡＮＥ株式会社 眼鏡枠製作工房を活用した革新事業の展開 池田泉州銀行

5643 2628110599 兵庫県 村中医療器株式会社
直腸がん手術後の合併症予防に用いるドレーンチューブの開
発

三菱東京ＵＦＪ銀行

5644 2628110601 兵庫県 山本板金工業株式会社
最新設備導入による大型重要公共財（建築物）等外装工事事
業の拡大

姫路商工会議所

5645 2628110604 兵庫県 新生化学工業株式会社
新排水処理施設導入による環境負荷軽減およびコスト削減と
品質安定化の実現

多可町商工会

5646 2628110609 兵庫県 西嶋パン株式会社
手作りの製パン技術を応用した兵庫県初の「熟成発酵システ
ム」の構築

加東市商工会

5647 2628110611 兵庫県 株式会社カワノプラスチック 生産プロセスの改善による原価低減と新規顧客獲得 南あわじ市商工会



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

5648 2628110615 兵庫県 Ｂｉｏ－ｅｎｅｒｇｙ株式会社 酵素法による次世代型ＢＤＦ製造システムの普及実現 税理士佐藤肇

5649 2628110616 兵庫県 株式会社トータルリンク
電話・ＬＡＮ工事の地元企業対応サービスと全国ネットワーク
グループコンサルティング事業

蔭山経営事務所

5650 2628110623 兵庫県 株式会社足立鉄工
孔あけ・切断複合機導入による鋼材一次加工の効率化と大規
模建造物受注の実現

丹波市商工会

5651 2628110625 兵庫県 株式会社ファイン
造粒化技術の高度化による商品化ニーズに即応する商品供
給体制の確立

ＦＭＢコンサルタンツ株式会社

5652 2628110626 兵庫県 高田工業協業組合
油圧ジャッキの大型化により、品質と生産性向上、４０％の納
期短縮等を目指す事業

株式会社増田経営会計

5653 2628110630 兵庫県 株式会社アシダコーポレーション
昇華印刷自動裁断システムによる変形カットミニのぼり量産化
の実現

丹波市商工会

5654 2628110631 兵庫県 株式会社ニッシン 水中パルス放電による新高圧ポンプ機構の技術検証 商工組合中央金庫

5655 2628110632 兵庫県 クラウン商事株式会社
サンプルカット機（ハイブリッドカッティングマシン）の更新によ
る新製品開発期間短縮の実現

みなと銀行

5656 2628110637 兵庫県 株式会社エヌエープロテック
溶接ロボットを活用した部品試作工程の改革によるコストと納
期の改善

尼崎信用金庫

5657 2628110638 兵庫県 株式会社フタバ 押しキズの付かない円錐曲げ工法の開発事業 税理士法人水埜会計事務所

5658 2628110639 兵庫県 有限会社ジーエステクニカ
難易度の高い内外径一貫研磨を可能にして高品質と短納期
を低コストで実現

阿波銀行

5659 2628110640 兵庫県 株式会社山澤工房
損害保険会社と提携したスーツケース修理の業務改善クラウ
ドシステムの開発

中小企業診断士長谷川政二

5660 2628110643 兵庫県 森合精機株式会社
水系洗浄機に用いる実用的な洗浄液の汚染度管理測定ツー
ルの開発

神戸信用金庫

5661 2628110645 兵庫県 永光産業株式会社
水産物鮮度維持のためのマイクロナノバブル（ＭＮＢ）発生装
置の試作開発

神戸信用金庫

5662 2628110653 兵庫県 アイベステクノ株式会社
効率的な制御盤等盤製造工程の構築及びロボット分野参入
による事業拡大

姫路商工会議所

5663 2628110678 兵庫県 六甲電子株式会社 新素材（ＳｉＣ，ＧａＮ等）ウェーハの洗浄技術の開発 米倉税理士事務所

5664 2628110687 兵庫県 カリーナシステム株式会社
４Ｋ映像に対応する手術映像記録・配信システム用新型エン
コーダーの開発

兵庫信用金庫

5665 2628110693 兵庫県 株式会社大日製作所
高効率火力発電用ガスタービン耐熱合金製ブレードの革新的
加工方法の確立

みなと銀行

5666 2628110694 兵庫県

川重車両協同組合
竹内鉄工株式会社
日本鉄盤株式会社
株式会社山幸

車両内装用パネルの共同開発及び製作事業 商工組合中央金庫

5667 2628110695 兵庫県 株式会社ナカムラ
住空間に快適さと安らぎを創出する、２枚網戸防犯機能付き
製品の試作開発

商工組合中央金庫


