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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

2628210702 兵庫県 有限会社オーエム技研
減菌・高温・高流量に適するステンレスバルブを複合加工
機で高精度加工をめざす。

みなと銀行

2628210703 兵庫県 蛭田理研株式会社
付加価値向上のための生産現場再現による織布準備工
程用糊剤の開発

イグレック田中洋介

2628210705 兵庫県 佐和鍍金工業株式会社
ＹＡＧレーザー溶接機導入によりめっき設備製造コスト１
０％削減による自動車部品の競争力強化

兵庫信用金庫

2628210706 兵庫県 株式会社ツトムファーム
安心・安全な農産物加工品の革新的な付加価値向上と商
圏拡大事業

松岡会計事務所

2628210708 兵庫県 株式会社アムデック
高度測定設備導入による車載部品組立装置にかかる金
属部品の生産性向上と高精度化の実現

但陽信用金庫

2628210709 兵庫県 株式会社中山合金鋳造所 機械加工の複合化による総合的な付加価値の向上 福崎町商工会

2628210710 兵庫県 株式会社永田製作所
農薬噴霧器用大型スプレーノズルの内製化による生産体
制強化

株式会社エフアンドエム

2628210711 兵庫県 光晴工業株式会社
製造プロセスの再構築と教育・訓練による生産性と開発
力の向上

兵庫信用金庫

2628210713 兵庫県 ユニタイト株式会社
自動車用鍛造部品の高性能搬送機・洗浄機導入による
品質、生産性向上

商工組合中央金庫

2628210715 兵庫県 株式会社阪神鍍金精工所
専用小型めっき装置により顧客からの緊急試作、小ロット
へ対応し受注を拡大

みなと銀行

2628210716 兵庫県 オーリス株式会社
「糊接合によるジョイントコア専用機」導入によるＰＢ（パー
ティクルボード）端材の再利用

尼崎信用金庫

2628210717 兵庫県 野島濾材株式会社
地域資源、南淡路の砂利を活用した水道用濾過材の生
産性効率化への取組み

徳島銀行

2628210719 兵庫県 株式会社小山刃物製作所
東南アジア市場の需要増に応えるための製造プロセス向
上事業

日新信用金庫

2628210722 兵庫県 株式会社ディバイン
天然素材の効用をフルに生かし、ユーザーの熱望に応え
る皮膚用化粧品を開発試作、他社と差別化、売上・利益
を拡大。

尼崎信用金庫

2628210723 兵庫県 株式会社ニッピ機械
皮漉機刃物用を高精度化する事により漉き厚みの均質化
と刃物の長寿命化を図る

みなと銀行

2628210724 兵庫県 夕香楼しょう和
キトサン配合の新商品【クラブチーズケーキ】の開発・販
売

香美町商工会

2628210727 兵庫県 株式会社トーヨーパッケン
ニーズに対応したオーダーメイド自動包装機の短納期生
産体制の確立

池田泉州銀行

2628210728 兵庫県 名倉歯研株式会社
歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭシステムと歯科技工士の技術融合の
確立

姫路市商工会

2628210729 兵庫県 有限会社小戸製作所 産業ロボット市場の精密加工分野進出と若手技能者育成 川西市商工会

2628210730 兵庫県 後藤鉄工所 自動車製造装置向け油圧ユニットの高精度化プロジェクト みなと銀行

2628210731 兵庫県 株式会社スペースデザイン三和
ソルベントＵＶインク印刷による屋外広告ツールの即納
サービス提供

みなと銀行

2628210732 兵庫県 秀栄株式会社
異種ロス材の相溶・接着技術による、多層シート・容器の
試作開発

姫路信用金庫

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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2628210735 兵庫県 アイケー電機株式会社
外観検査機導入による鉄道車両用搭載基板の高品質化
と効率化のプロセス設計

商工組合中央金庫

2628210736 兵庫県 神戸化成株式会社
ナノ化させた食品素材を用いて医薬品錠剤への印刷イン
クの製造方法

阿波銀行

2628210737 兵庫県 株式会社藤井商店
食品残渣活用による低価格高品質な牛用飼料増産のた
めの調整技術の確立

アドバンスト・エム株式会社

2628210738 兵庫県 フルヤ工業株式会社 多品種検査が可能な汎用外観検査ロボットの開発 株式会社クリエイション

2628210740 兵庫県 和光硝子工業株式会社 エコカー向け薄型ガラスの新規精密面取加工開発 久保良介税理士事務所

2628210742 兵庫県 清水木型製作所
鋳物用木型および瓦用木型製造の機械化による工業化
促進

兵庫太和税理士法人

2628210744 兵庫県 株式会社播 高い生産効率と安定性を備えた布たたみ機の開発・導入 みなと銀行

2628210746 兵庫県 玉越工業株式会社
環境プラント向け鉄骨受注をめざし設備増強による工場
改善化計画

姫路信用金庫

2628210748 兵庫県 木村建設工業株式会社
建築鉄骨の短納期のニーズに対応できる鋼材一次加工
ラインの高効率化計画

みなと銀行

2628210749 兵庫県 株式会社蓬莱製作所 高精度測定器導入による油圧部品の加工体制構築 みなと銀行

2628210752 兵庫県 神東建設工業株式会社
製造工程の刷新と溶接条件の研究によるビルドＨ鋼の生
産性の向上

神戸信用金庫

2628210753 兵庫県 株式会社いくせい
障がい者就労による「オーダーメイド健康パンづくり等」で
顧客と共に地域課題を解決

神戸信用金庫

2628210756 兵庫県 有限会社相互製作所 最新鋭３Ｄプリンタを活用した木型造形技術の革新化 但陽信用金庫

2628210757 兵庫県 トキハ産業株式会社
成形プロセスの改善によってウレタンの小ロット・短納期
生産を実現

株式会社エフアンドエム

2628210758 兵庫県 セイコー化工機株式会社 超伝導浮上ポンプの開発 みなと銀行

2628210760 兵庫県 日本コーティング工業株式会社
半導体・液晶製造分野での市場獲得を目指すための緻
密なセラミック溶射膜の開発

池田泉州銀行

2628210762 兵庫県 上村航機株式会社
最新型輪郭形状・表面粗さ測定機の導入による、品質マ
ネジメントシステムの向上

神戸Ｈ．Ｉ．Ｔ．法律事務所

2628210764 兵庫県 ニシガキ工業株式会社
主力商品である太枝切鋏（「三木金物」）の製造工程を改
革し伝統技術を守る

株式会社エフアンドエム

2628210766 兵庫県 株式会社プラントサービス ガスタービン潤滑油の劣化生成物（ワニス）除去サービス みなと銀行

2628210767 兵庫県 株式会社ディストワークス
３Ｄスキャナーを用いた、ＢＩＭ・ＣＩＭに対応した３Ｄデータ
の構築と運用

池田泉州銀行

2628210768 兵庫県 有限会社クラフト
鞄用皮革パーツの一気通貫製造工程の構築と、職人技
の機械化による地場産業の承継

但馬銀行

2628210775 兵庫県 有限会社ジェイ・テック
特殊用途樹脂製品の大型化、難削化対応の為の試作開
発

姫路信用金庫

2628210777 兵庫県 水木真珠有限会社
真珠の光沢（テリ）を高める革新的漂白技術の開発及び
事業化

アナダマネジメントセンター

2628210778 兵庫県 株式会社シンテック
高精度横形マシニングセンタ導入による生産能力向上／
競争力強化

ＮＢＭコンサルティング株式会
社
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2628210780 兵庫県 株式会社アラキ
クリーンカット技術の導入による、高品質かつ低価格の鋼
材提供事業

株式会社ゼロプラス

2628210781 兵庫県 株式会社ジンテック
機能統合型設備導入による下水道管更生工事のワンス
トップ・効率化

株式会社クリエイション

2628210783 兵庫県 ヒメジ理化株式会社
レーザー加工機導入による石英管への超精密孔加工技
術の確立

西兵庫信用金庫

2628210786 兵庫県 植田工業
独自技術の活用と塗装ブース導入でフッ素加工製品の生
産性向上

太子町商工会

2628210788 兵庫県 株式会社富士工作所
見積・受注・生産管理業務のシステム化による特急納期
対応体制の構築

株式会社ゼロプラス

2628210789 兵庫県 甲子園金属株式会社
重粒子線発生用薄膜ドットターゲット製造装置の開発（重
粒子線がん治療装置向け）

尼崎信用金庫

2628210797 兵庫県 東亜製砥工業株式会社
航空機部品等研磨用広幅複合砥石新規受注増の為のプ
レス導入試作

商工組合中央金庫

2628210798 兵庫県 株式会社大西製作所
平面研削工程の高度化による高精度・高品質加工及び短
納期生産体制の確立

多可町商工会

2628210799 兵庫県 鐘光産業株式会社
特殊鋼材の加工効率向上に向けたスリッターライン導入
計画

尼崎信用金庫

2628210800 兵庫県 丸一興業株式会社 店頭販促用ＰＯＰ等のネットオーダー受注サービスの提供
株式会社関西経営サポートセ
ンター

2628210805 兵庫県 株式会社金岡光起園
文化財（名勝・巨樹）・公園等における３次元測量サービス
の提供

淡路市商工会

2628210808 兵庫県 御園サッシ工業株式会社
工場ライン再編成による、特急品対応の新サービス開始
と生産能力拡大

株式会社ゼロプラス

2628210809 兵庫県 株式会社栗田商店
大型フラッシュプレス機導入による建具の品質向上と生
産工程の効率化による市場拡大事業

税理士荒巻政文事務所

2628210811 兵庫県 潤和工業有限会社
対話型ベンダー曲げ機の導入による、医療用ロボット業
界新規参入

みなと銀行

2628210813 兵庫県 川嶋縫製所有限会社
製造工程の高度化による、新商品開発能力向上・差別化
強化を実現

西兵庫信用金庫

2628210815 兵庫県 巻幡軽合金株式会社
３次元測定器導入によるアルミ・銅機械加工品の受注可
能な顧客・製品範囲の拡大

正木総合コンサル事務所

2628210817 兵庫県 有限会社神戸ワープロサービス
高付加価値を目的とした製版機の導入と高精細印刷等の
試作開発

りそな銀行

2628210818 兵庫県 有限会社ミヤワキ
複合型ＣＮＣ旋盤加工機の導入で短納期とコスト削減によ
り顧客開拓を図る。

但陽信用金庫

2628210819 兵庫県 株式会社ユミックス
オーガニック綿糸の多色化及びテンセル草木染め糸及び
和紙糸等との組み合わせによる新商品開発と販路開拓

兵庫県信用組合

2628210820 兵庫県 大西工業株式会社
業界初の充電式工具対応ボルト折れ抜き専用工具の新
規開発

株式会社クリエイション

2628210822 兵庫県 市川鉄工株式会社
環境試験装置の大型化ニーズに対応した板金製缶加工
技術の向上事業化計画

長田達子税理士事務所

2628210825 兵庫県 カブト工業株式会社
汎用性の高い内面研削盤導入による生産性改善と短納
期対応

川西市商工会

2628210827 兵庫県 株式会社福井鉄工所
食品加工装置向けエンジンパーツの高精度及び短納期
化

淡路信用金庫

2628210828 兵庫県 嶋本ダイカスト株式会社
アルミダイカスト部品製造工程への自動外観検査装置の
導入

神戸信用金庫
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2628210831 兵庫県 株式会社福電
研究施設等で使用するための高精度熱電センサ部品の
開発

ジャスト会計事務所

2628210834 兵庫県 株式会社アマギ 「ブルーム現象」を解消してチョコレートの品質向上に貢献 池田泉州銀行

2628210836 兵庫県 株式会社デイリー印刷
革新的コストダウンにより高品質の印刷物を安価に提供
する事業

株式会社ＧＩＭＳ

2628210840 兵庫県 矢木醤油株式会社
チューブ式熱交換器導入による、加熱処理可能な調味料
液種の拡充。

兵庫県信用組合

2628210841 兵庫県 株式会社キド
医薬用タンクにおけるフランジ加工の高精度化、生産性
向上

株式会社クリエイション

2628210842 兵庫県 原田工業株式会社
自動化によって安全で高品質、低コストな溶接を実現す
る。

神澤佳裕税理士事務所

2628210843 兵庫県 飯田鉄工株式会社
最新設備の導入による高効率量産体制の構築および２４
時間生産体制への挑戦

神戸信用金庫

2628210844 兵庫県 遠孫織布株式会社
広幅高密度ジャカード織機を用いた高精細・高品質生地
の生産販売

遠藤康夫税理士事務所

2628210845 兵庫県 土山産業株式会社
地中熱利用ハイブリッド型ヒートパイプ式冷暖房設備の開
発

百十四銀行

2628210846 兵庫県 関西電子工業株式会社
電子部品の文字印刷におけるデジタル化によるコストダ
ウン、短納期化、品質向上、環境改善

尼崎信用金庫

2628210849 兵庫県 沖物産株式会社
水産惣菜（わかめ煮）に関する生産力増強による販路拡
大事業

淡路市商工会

2628210850 兵庫県 常盤堂製菓株式会社
高効率な製菓用設備導入による伝統菓子『花林糖』製造
プロセスの革新

姫路商工会議所

2628210852 兵庫県 株式会社山本電機製作所
世界初ＭＥＭＳセンサ搭載超低差圧レンジ対応小型微差
圧計ＳＤＰＧ開発

村上純二公認会計士・税理士
事務所

2628210854 兵庫県 株式会社諏訪園
丹波篠山地域における地元素材を使用した高品質土産
物の開発

兵庫県信用組合

2628210858 兵庫県 株式会社ヨーダイ
複雑化する製品に対応した順送金型の開発、およびリー
ドタイムの短縮

兵庫県信用組合

2628210859 兵庫県 株式会社小倉屋柳本
蒸し大豆前処理工程における高付加価値化、および省エ
ネルギー化

加東市商工会

2628210860 兵庫県 大阪油脂工業株式会社
次亜塩素酸分子水を浸透させたウイルス拡散防止シート
の開発・製造

商工組合中央金庫

2628210862 兵庫県 有限会社船本鉄工所
溶接ロボット導入による、溶接工程の内製化及び耐震化
事業の拡大

淡路信用金庫

2628210863 兵庫県 ＦＮＳ株式会社
加工現場に設置する為の全数検査対応型３次元比較測
定器の開発

みなと銀行

2628210865 兵庫県 サワダ精密株式会社
三次元座標測定機を活用した高精度測定計測検査の自
動化事業

兵庫信用金庫

2628210866 兵庫県 株式会社プリテック
強力接着型製本機導入による、生産性向上・高品質化と
製本ロスゼロの実現と新規需要の開拓

篠山市商工会

2628210870 兵庫県 三木弘鋼材株式会社
鋼板の最適な一次加工方法の選択による生産効率化と
内製化による売上拡大

有限会社ユアブレーン

2628210872 兵庫県 株式会社トラストブレイン
Ｃａｃｈéによる革新的機能を有した臨床検査システムの開
発

株式会社ゼロプラス

2628210873 兵庫県 株式会社ＫＥｉＫＡコーポレーション
縫い目の無いニットブーツの新開発と生産におけるスピー
ドとデザイン性の向上

神戸商工会議所
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2628210874 兵庫県 株式会社神戸精密
三次元測定器導入による航空機部品用治具の高精度化
と品質保証体制の確立。

但陽信用金庫

2628210878 兵庫県 有限会社富士建設
地域に点在する空き家、休耕地及び墓地等の維持管理
サービス

新温泉町商工会

2628210879 兵庫県 株式会社樽正本店
ドイツ伝統農法により栽培された野生いちごとその葉を
ハーブとして利用し「人々の健康に資する事」を目的とし
たオーガニックハーブシロップティーの開発と販売

商工組合中央金庫

2628210881 兵庫県 小田鉄工株式会社
大型バンドソー切断機導入による、橋梁用鉄骨生産体制
の強化

株式会社ゼロプラス

2628210882 兵庫県 マルイ鍍金工業株式会社
溶融亜鉛めっき単槽釜による多品種少量生産性向上シス
テムの実現

姫路信用金庫

2628210884 兵庫県 八千代染工株式会社
高性能貫流ボイラー導入による染色工程高度化及び生
産体制強化の取組み

多可町商工会

2628210885 兵庫県 株式会社ミヤシタ
最新式編機導入による高機能靴下等に特化した開発・生
産・販売の強化

みなと銀行

2628210886 兵庫県 株式会社ヤノ技研 潜熱蓄熱カプセル利用省エネ温室栽培技術実証試験 神戸商工会議所

2628210888 兵庫県 有限会社川嶋プラスチック
組立工程での独自の設備導入による衛生分野の生産拡
大

兵庫県信用組合

2628210889 兵庫県 株式会社竹田重工所
表面処理工程の品質向上、工程削減、低コスト化を目的
とした新工法の開発

姫路信用金庫

2628210891 兵庫県 株式会社イトー屋
食品製造における原材料入荷から出荷までのトレース管
理体制の強化

芦屋市商工会

2628210893 兵庫県 株式会社フクユ
兵庫県下初の完全自動配車システム導入による、顧客満
足度及び新規顧客、増大計画

尼崎信用金庫

2628210894 兵庫県 境製作所
生産性向上を目的とした刃付け工程自動化プロセスの開
発と確立

兵庫県信用組合

2628210895 兵庫県 株式会社ケイアイ・テック
第３の柱『特殊切削工具事業』の拡大によりユーザーの
課題解決を目指す

但陽信用金庫

2628210897 兵庫県 末廣精工株式会社 高性能チェンソー用ガイドバーの開発と生産 中国銀行

2628210898 兵庫県 有限会社シェ・ポワ
介護分野に参入するための丹波篠山の地域資源を活用
した嚥下食用豆腐の開発

篠山市商工会

2628210900 兵庫県 河村水産株式会社
食品残渣（かに殻・魚皮等）を再利用するペットフードの生
産能力の向上

西宮商工会議所

2628210901 兵庫県 シマブンエンジニアリング株式会社
新型サブマージアーク溶接機導入による鉄鋼メーカー向
け工場保守事業の拡大

株式会社ゼロプラス

2628210903 兵庫県 山口デンタルラボ
ジルコニアセラミック技工物の製作における技術的課題
の向上

播州信用金庫

2628210909 兵庫県 株式会社森田鉄工所
金属プレス工程の強化による産業用車両部品の短納期
供給体制構築

株式会社ゼロプラス

2628210910 兵庫県 株式会社ごとう建築設計事務所
地域設計事務所と創るオーダーメイドの住宅リノベーショ
ン提供サービス

兵庫県信用組合

2628210913 兵庫県 株式会社朝日屋
強みであるサービス対応力に、最新設備を付加すること
による、高級リネン市場への進出

兵庫県信用組合

2628210915 兵庫県 有限会社シゴーニュアイ・エス・エム
地元食材を活かした新商品開発と機械化によるリードタイ
ムの短縮

但馬信用金庫

2628210916 兵庫県 株式会社小林木工
低環境負荷ニーズに対応する有害物質吸収家具の試作
開発

兵庫県信用組合
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2628210919 兵庫県 株式会社みどりカメラ
デジカメ・スマホの高画素化に対応する、高付加価値プリ
ントサービスの提供

尼崎信用金庫

2628210921 兵庫県 中西産業株式会社
高精度高速エッジバインダー導入による生産能力と付加
価値の向上

株式会社ゼロプラス

2628210923 兵庫県 有限会社名刀針 高性能切断技術による釣針生産プロセスの革新 兵庫県信用組合

2628210924 兵庫県 久米石油株式会社
クラウドを活用した石油配送業務のシステム開発による
業界物流革命

みなと銀行

2628210925 兵庫県 株式会社大日金型製作所
ワイヤ放電加工機導入による生産性・品質の向上及び航
空機分野への参入

杉田公認会計士事務所

2628210930 兵庫県 株式会社豊稔企販
刃の形状とコーティングでオリジナルな鎌の開発による新
しい販路の開拓

正木総合コンサル事務所

2628210931 兵庫県 株式会社ナースあい
高齢に伴う身体の変化にやさしく、着る人のココロが晴れ
る衣料の開発

姫路信用金庫

2628210936 兵庫県 灘菊酒造株式会社
日本酒輸出とインバウンド観光客の増加による需要拡大
に応じた増産体制の構築

姫路信用金庫

2628210938 兵庫県 ケニックス株式会社
低電圧・低消費電力次世代グラフェントランジスタ実現の
ための薄膜形成装置の開発

兵庫信用金庫

2628210945 兵庫県 ハリマ工業株式会社
超多品種超少量生産に適した生産ラインの構築による大
幅な生産性向上計画

姫路商工会議所

2628210947 兵庫県 兵庫ベンダ工業株式会社
４Ｋ／８Ｋ対応可搬型マルチディスプレイを活用した「新し
い映像サービス」の開発

冨田謙二税理士事務所

2628210949 兵庫県 株式会社多田フィロソフィ
日本独自の「藻塩（もしお）」の機能強化（藻塩ドライ）の試
作・開発・量産化事業

三井住友銀行

2628210951 兵庫県 コスモ工業株式会社
更なる高精度の追求と量産要求に対応するための設備
導入計画

尼崎信用金庫

2628210953 兵庫県 株式会社清水製作所
３Ｄ機器導入による試作開発体制の整備とガラス繊維強
化樹脂を使用したカンナの開発

兵庫県信用組合

2628210954 兵庫県 加富織物株式会社
先進的なアパレルにＪａｐａｎ・クオリティ－の播州先染め
織物を短納期で供給する

三井住友銀行

2628210956 兵庫県 有限会社ムラオマシナリー
薄肉ワークの加工に対応可能な特殊チャックの導入によ
る加工能力の大幅強化

姫路商工会議所

2628210958 兵庫県 てらだ歯科クリニック
メンテナンス治療技術の向上により、患者への高度な
サービスの提供。

但陽信用金庫

2628210961 兵庫県 和田山精機株式会社 高精度且つ高耐久性スプライン形状鍛造用金型の開発 但馬信用金庫

2628210963 兵庫県 株式会社恵精機
高性能ワイヤー放電加工機導入による精密金属加工技
術の競争力強化

黒川会計事務所

2628210964 兵庫県 タミワ玩具株式会社 伝統玩具の国内生産回帰と加工技術伝承の取組み 但陽信用金庫

2628210965 兵庫県 株式会社みの屋
消費者ニーズに対応した個食向けパック商品を製造する
ための設備導入計画

尼崎信用金庫

2628210966 兵庫県 株式会社シマブンコーポレーション
携帯型成分分析計導入による鉄スクラップの付加価値の
向上

株式会社ゼロプラス

2628210972 兵庫県 株式会社タイムテック
「難削材加工はなんでも対応！」マシニングセンタ導入で
精度向上と技術承継

但陽信用金庫

2628210974 兵庫県 株式会社Ｅ．Ｉ．エンジニアリング
エネルギー設備の高効率運転のための最適運転支援シ
ステムの開発

公認会計士後藤英雅
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2628210975 兵庫県 株式会社上田畜産
日本一を目指す但馬牛を更に健康的にする先駆的な戻し
堆肥化システムの開発

山陰合同銀行

2628210976 兵庫県 株式会社日産ポンプ製作所
ヨコ型マシニングセンタで同時加工することで工程を単一
化し、納期短縮、コスト削減を図る事業

平野隆照税理士事務所

2628210978 兵庫県 株式会社フジワラ
製版プロセス改革による高品質化と生産力強化、及び市
場競争力強化

兵庫県信用組合

2628210979 兵庫県 株式会社中市大福堂
生活習慣病予防に役立ち健康寿命を伸ばすパンの開発
と生産性の向上

日新信用金庫

2628210983 兵庫県 兵田印刷工芸株式会社
業界初！忙しい先生が学生指導に専念できるセミオー
ダー印刷システムの開発

税理士法人みなと元町会計事
務所

2628210985 兵庫県 有限会社アトリエケー
中腰での作業時に容易に立ち上がれる膝サポーターの
開発

姫路信用金庫

2628210986 兵庫県 日本ノズル株式会社
汎用バフ加工作業を自動化することによる生産性向上並
びに品質の安定化

山陰合同銀行

2628210987 兵庫県 株式会社平山工作所
開先加工機導入による、生産ボトルネックの解消及び鉄
骨生産能力の拡大

兵庫県信用組合

2628210988 兵庫県 株式会社チェリッシュ
選ぶ楽しさ満載オリジナルデコレーションケーキ提供サー
ビスの実現

丹波市商工会

2628210990 兵庫県 株式会社ワイドソフトデザイン
インターネットショッピング事業者向け「３次元ＷＥＢ検索
データ見える化システム」の開発

杉村税理士事務所

2628210991 兵庫県 澤田食品株式会社
いか昆布の生産効率及び生産量向上のための生産方式
の高度化

松村公認会計士事務所

2628210993 兵庫県 有限会社くぼ写真製版所
「Ｗｅｂコンセンサス＆プリント」サービスの開発と多様な小
ロット印刷商品の提供

橋本税理士事務所

2628210995 兵庫県 有限会社松葉寿司 創業７７年老舗寿司店の味を全国展開へ！ 株式会社エイチ・エーエル

2628211001 兵庫県 有限会社ファクトリーサボ
セキュアーなクラウドサーバー利用の業務システム構築
手法の開発

みなと銀行

2628211004 兵庫県 有限会社相沢食産
枝豆納豆、ならびに発芽大豆納豆の開発、および量産体
制の確立

福崎町商工会

2628211005 兵庫県 株式会社阪神技術研究所
植物樹脂製微細針を用いた血液検査用単回使用自動ラ
ンセット試作

西宮商工会議所

2628211006 兵庫県 株式会社グローバルスズキ
可搬式で大面積の表面処理を実現する「新ガス・グラス・
プライマー処理装置」の試作開発

尼崎信用金庫

2628211007 兵庫県 ハートスフードクリエーツ株式会社
健康志向顧客へ機能性食品素材含有スイーツの革新的
なサービスの展開

みなと銀行

2628211012 兵庫県 株式会社かさや
椎茸を使用した食育体験コース、新商品開発による顧客
満足度の向上

三田市商工会

2628211013 兵庫県 ワールドメタル株式会社
産業廃棄物として廃棄されるニッケルを含む廃棄物を再
生、リサイクルし、高付加価値商品とする

尼崎信用金庫

2628211018 兵庫県 有限会社中谷製作所
プラスチック樹脂と金属の融合加工による高付加価値製
品の製造

但陽信用金庫

2628211019 兵庫県 株式会社アコオ機工 焼付塗装設備の導入による電車車輌部品の競争力強化 兵庫信用金庫

2628211021 兵庫県 パッソ株式会社
全く新しい製法を用いたハイファッション革靴の開発と生
産

兵庫県信用組合

2628211024 兵庫県 壷坂酒造株式会社
海外顧客からの要請による高品質コーヒーリキュールの
開発、および量産体制の確立。

姫路市商工会
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2628211027 兵庫県 株式会社西山酒造場
品質の安定した清酒量産のための自動温度管理設備導
入。

商工組合中央金庫

2628211028 兵庫県 株式会社やながわ
地域資源を活用した丹波みやげ菓子の開発及び全国発
信事業

丹波市商工会

2628211032 兵庫県 株式会社未来絵
地図情報のデジタル化とタブレットでの自動ルートのポス
ティングシステム開発

税理士法人ＦＬＡＰ

2628211034 兵庫県 株式会社一宮電機
材料特性の分析による車載モータ用角度センサの高精度
化及び小型化

ジャスト会計事務所

2628211035 兵庫県 西村製作有限会社 「手延素麺」の製造における「門干し」補助装置の開発 兵庫信用金庫

2628211039 兵庫県 株式会社みつヴィレッジ
農業参入企業向け地域密着型高収益いちごビジネスモ
デルの構築

兵庫信用金庫

2628211041 兵庫県 竹森鐵工株式会社 鉄線の曲げ工程の自動化 兵庫県信用組合

2628211044 兵庫県 株式会社三和金属工業所
加工機導入による外注工程の内製化、および既存加工工
程の高効率化

加東市商工会

2628211048 兵庫県 株式会社大岡鉄工所
製鉄用大型部品の旋削加工を可能とし、納期短縮・コスト
削減を図る事業

卜部謙一税理士事務所

2628211052 兵庫県 株式会社寺尾製粉所
機能性穀物を焙煎・微粉化した「ノンカフェイン穀物珈琲」
の開発

百十四銀行

2628211054 兵庫県 株式会社関海事工業所
センサー内蔵小型設備を用いた海底ケーブルの状況調
査役務の実施

山田ビジネスコンサルティング
株式会社

2628211059 兵庫県 合名会社岡田本家
超高品質な吟醸酒等の生産性向上のための製造プロセ
スの構築

但陽信用金庫

2628211062 兵庫県 株式会社テクノス三木 電子ガバナ及び比例電磁弁の高精度な部品の試作開発 姫路信用金庫

2628211063 兵庫県 有限会社ミヤモトモールド製作所
高機能放電加工機の導入による超硬合金金型への参入
と金型製造事業の革新

姫路商工会議所

2628211064 兵庫県 株式会社千代木工
デザイン性の高い日本製インテリアミラーの生産体制確
立

兵庫県信用組合

2628211071 兵庫県 有限会社Ｇ－Ｌａｂｏ 微細粉体（ナノ、ミクロンオ－ダ－）の造粒システムの開発 尼崎信用金庫

2628211074 兵庫県 有限会社中川工業所
油圧切り替え弁の最新設備導入による生産性向上と生産
能力拡大

稲美町商工会

2628211076 兵庫県 株式会社アプレス
大手電機メーカーの電力装置内受注部品シェア向上の取
り組み

丹波市商工会

2628211077 兵庫県 有限会社ＭＳＣ
樹脂系コーティングの効果をさらに高める、新コーティング
剤の試作開発

尼崎信用金庫

2628211082 兵庫県 テクサジャパン株式会社 鍵や書類を紛失しないためのＩＣタグ管理システム開発 西宮商工会議所

2628211090 兵庫県 株式会社廣和技研 スレート屋根改修工事時の墜落防止装置の開発と販売 兵庫県信用組合

2628211092 兵庫県 株式会社大黒製作所
ドア用鍵のモデルチェンジとラインアップによる新規顧客
の開拓

正木総合コンサル事務所

2628211093 兵庫県 カネヨシ鉄工株式会社 コンクリート型枠製品の部品シェア拡大の取組み 多可町商工会

2628211096 兵庫県 高見設備株式会社
但馬産無農薬ヨモギを使った「ヨモギ力餅」商品開発及び
製造販売

朝来市商工会
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2628211104 兵庫県 特殊梯子製作所有限会社
災害・緊急時でも安全に昇降可能な伸縮型はしごの試作
開発及び量産体制の確立

尼崎信用金庫

2628211105 兵庫県 株式会社共立ダイカスト加工所
納期短縮、品質向上を実現する製品１パーツ化と工程集
約の取組

北おおさか信用金庫

2628211110 兵庫県 有限会社親和創美
Ｔｗｉｔｔｅｒ、Ｆａｃｅｂｏｏｋと連動する観光アプリの開発と販売
事業への進出

正木総合コンサル事務所

2628211125 兵庫県 有限会社アルファ・プロンプト
商業・サービス業向け汎用スマホアプリ開発プロセスの革
新

兵庫県信用組合

2628211128 兵庫県 武正株式会社
毛糸見本帳の生産工程革新による生産性向上・低価格
化と次世代への技術継承

株式会社エフアンドエム

2628211133 兵庫県 加美電機株式会社 実装基板検査の自動化による、品質向上と競争力の強化 兵庫県信用組合

2628211134 兵庫県 有限会社パラダイスグラス
ＵＶプリンター導入によるガラス製品への色入れ・印刷技
術と新商品の開発

但陽信用金庫

2628211136 兵庫県 拡運建設株式会社
新しい耐震補強工法の採用による中古住宅のリノベー
ション事業への展開

豊岡市商工会

2628211144 兵庫県 株式会社石栄製作所
短納期発注に対応する在庫管理向上と出荷業務円滑化
設備の設置

加東市商工会

2628211147 兵庫県 株式会社ヴィラージュ
車体用ブラストブース導入による飛躍的な作業効率化の
実現

多可町商工会

2628211149 兵庫県 株式会社サキノ精機
産業機械等の生産効率及び利益率向上のための生産方
式の高度化

松村公認会計士事務所

2628211150 兵庫県 株式会社ダイトク 歯車加工に於ける競争力強化計画 淀屋橋税理士事務所

2628211151 兵庫県 エコール・ド・バレエティオ
いつでも、どこでも学べる「オンラインバレエ教室」の開発・
事業化

神戸商工会議所

2628211159 兵庫県 株式会社ナチハマ
研磨材の代替素材の開発とその素材を利用した異物混
入対策製品の試作

兵庫県信用組合

2628211160 兵庫県 株式会社パテックササキ
高性能レーザ加工機の導入による住宅・厨房関連部品の
多品種高効率生産体制の確立

りそな銀行

2628211161 兵庫県 農業生産法人株式会社Ｔｅａｍｓ
栽培原価管理システムの導入による耕作放棄地の一元
管理化で生産性向上

豊岡市商工会

2628211163 兵庫県 株式会社ミナミテック
多孔管ジョイント部品製造の精度の向上と大幅な時間短
縮による量産体制の確立

兵庫県信用組合

2628211167 兵庫県 株式会社煌石 脱水ケーキ（産廃汚泥）の商品化と品質向上計画 朝来市商工会

2628211168 兵庫県 大西自動車板金塗装工業所 愛車の新しい守り方の提案とサービスの見える化 多可町商工会

2628211169 兵庫県 神戸自動車工業株式会社
天井クレーンの大型化により、対象車両重量の大幅拡大
と、納期の４３％短縮等を目指す事業

株式会社増田経営会計

2628211171 兵庫県 株式会社トムス
設備導入による金型の受注増への対応と高付加価値化
の実現

加東市商工会

2628211172 兵庫県 株式会社コスモ 建築物維持管理用の「空撮サービス」の開発 朝来市商工会

2628211174 兵庫県 株式会社新畑鉄工所
職人の高齢化や後継者不足により急増する小ロット・特殊
小物品の機械加工依頼への対応

正木総合コンサル事務所

2628211175 兵庫県 美喜製作株式会社
高精度ＣＮＣ旋盤導入による金属部品の加工精度および
生産能力向上と対象品種拡大

尼崎信用金庫
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2628211176 兵庫県 株式会社松原製餡所
県産野菜及び果物を中心としたピューレ・ペースト・ジャム
等の加工製造

商工組合中央金庫

2628211178 兵庫県 有限会社藤久鐵工
複合加工品専用高効率ライン新設による生産プロセスの
革新

兵庫県信用組合

2628211180 兵庫県 服装しらかば有限会社
自動裁断機による多品種・少ロット・短納期制服生産体制
の構築

南あわじ市商工会

2628211181 兵庫県 トミヤオーダーファクトリー株式会社
ＣＡＤ／ＣＡＭシステムの導入による柄生地自動裁断技術
の開発と新たな市場の開拓

税理士法人Ｈ＆Ｐ

2628211185 兵庫県 木下製罐株式会社
超低床ポジショナーの開発・適用による建設機械用燃料
タンクの画期的生産方式の確立

播州信用金庫

2628211186 兵庫県 大和美術印刷株式会社
販促水事業の製造プロセスの革新により市場創設と短納
期を実現させる

三井住友銀行

2628211187 兵庫県 芝本産業株式会社
太陽光発電パネルメンテナンスシステム及び冷却洗浄自
動システムの開発

坂下会計事務所

2628211188 兵庫県 共栄制御機器株式会社
腐食性水溶液（酸）中での接触式ガラス厚み測定システ
ムの開発販売事業

尼崎信用金庫

2628211201 兵庫県 株式会社トアセイコー ３Ｄ／ＣＡＤとスキャナを導入した靴底の設計開発 淡路信用金庫

2628211204 兵庫県 株式会社洲本整備機製作所
最新型タレットパンチプレス機導入による生産性及び安全
性向上プロジェクト

淡路信用金庫

2628211212 兵庫県 有限会社エーテック
耐貫通性・耐衝撃性を向上させた軽量で快適な次世代防
火帽本体の開発

但馬銀行

2628211217 兵庫県 株式会社コーナン・メディカル 接触式角膜内皮細胞撮影装置（ＫＳ３Ｐ）の開発 西宮商工会議所

2628211220 兵庫県 株式会社新東化学工業所
大型蓄電システム向け新機能特殊樹脂が成型可能な射
出成型機の導入

淡路信用金庫

2628211221 兵庫県 株式会社コタニ
リングローリング製法の効率化によるディファレンシャル
ギヤ製品の競争力強化

税理士法人タックスブレイン

2628211222 兵庫県 株式会社汎建大阪製作所
設備設計・製作技術および溶接ロボット活用技術を用い
た自動生産システムによる生産性向上

商工組合中央金庫

2628211224 兵庫県 株式会社昭和リーブス
検便等保菌検査導入による新たな総合的衛生管理の拡
充

朝来市商工会

2628211225 兵庫県 神戸電気工業株式会社
小規模事業者向けＩＴデバイス総合遠隔サポート事業の
構築

尼崎信用金庫

2628211226 兵庫県 株式会社シカタ
航空機エンジン用大型部品の精密な加工を可能とする設
備の開発

東京中央経営株式会社

2628211227 兵庫県 株式会社ユイ
足の特性にフィットした健康に貢献できる靴下の試作開発
と提案営業による販路の拡充

みなと銀行

2628211235 兵庫県 株式会社フジ・データ・システム
全電動射出成形機の高品質高精度制御コントローラの新
規開発

三菱東京ＵＦＪ銀行

2628211237 兵庫県 三友工業株式会社
非常用発電機製品検査の自社実施による品質と顧客満
足の向上

三菱東京ＵＦＪ銀行
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