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
１次公募二次締切 採択案件一覧（２５２件）
(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

2528120272

兵庫県

株式会社ジョイランド

基盤ＣＳ向上を目標とした、「お客様本意」の
バリューチェーン構築

2528120275

兵庫県

関西合成樹脂工業株式会社

高圧・圧縮成形機の導入によるメラミン食器の
中島税理士事務所
耐汚染性の革新的向上計画

2528120281

兵庫県

株式会社福村鉄工所

穴あけ装置導入とライン再編成による、建設
用鉄骨材料の高効率生産体制構築

2528120282

兵庫県

株式會社丸十

精密板金加工における脱脂洗浄工程の品質
クリエイション
および生産性の向上

2528120283

兵庫県

有限会社エースプランニング

「金芽米」の効能を最大限に引き出す全自動
炊飯器の導入

2528120289

兵庫県

栄和興業株式会社

鋼板開先加工内製化による、短納期化と橋梁
淡路信用金庫
補修工事への参入 及び 新規顧客の獲得

2528120292

兵庫県

ワイメタル株式会社

柔軟な対応が可能な湿式選別機の導入によ
る銅スクラップ回収率向上

2528120293

兵庫県

太陽刷子株式会社

３Ｄプリンタ導入による歯ブラシ試作品製造工
ＦＭＢコンサルタンツ株式会社
程の効率化と高機能商品の開発

2528120296

兵庫県

株式会社大智鍛造所

型鍛造後の穴抜き工程における異方向複数
穴の高精度一括成形法の開発

2528120298

兵庫県

嶋本ダイカスト株式会社

アルミダイカスト部品の洗浄工程におけるＶＯ
神戸信用金庫
Ｃ排出防止の実用化

2528120299

兵庫県

株式会社ベル

紳士靴の機能性向上と生産コスト大幅削減さ
神戸商工会議所
せるための試作品開発計画

2528120300

兵庫県

鈴木鍛工株式会社

最新精密旋盤機の導入による、産業機械部品
の切削加工における短納期化・生産体制強化 株式会社エフアンドエム
計画

2528120306

兵庫県

門倉貿易株式会社

鋼板コイルの船積み時に使用する繊維廃材で
商工組合中央金庫
出来た固定材の開発

2528120307

兵庫県

株式会社日輝製作所

連続端子挿入技術によるパワー半導体ケース
商工組合中央金庫
の多品種合理化生産

2528120309

兵庫県

株式会社森川製作所

深部臓器への注射を可能にする動物向け特
殊形状注射針の開発

2528120312

兵庫県

白星社クリーニング株式会社

ヒューマンエラーによるクリーニング事故撲滅
商工組合中央金庫
のための自動分配機導入

丹波市商工会

商工組合中央金庫

谷川勝信税理士事務所

商工組合中央金庫

一般社団法人大阪中小企業診断士
会

但陽信用金庫

2528120314

兵庫県

株式会社水登社

パイプ端末加工機の導入による売上拡大及び
加工原価の低減による革新的モノづくりの実 笹倉会計事務所
現

2528120315

兵庫県

株式会社共和電子製作所

短納期対応可能な組込みボード及び無線モ
ジュール搭載ボード等の試作機製作

2528120316

兵庫県

千代田金属工業株式会社

農業用機械フレーム部品の高効率生産・コス
商工組合中央金庫
ト低減及び安全性向上

2528120317

兵庫県

株式会社水田製作所

医療・健康分野向け炭素繊維強化プラスチッ
ク（ＣＦＲＰ）の成形加工に関する工法、製造技 百十四銀行
術開発

2528120318

兵庫県

森合精機株式会社

二段変速切替えによる高効率領域拡大可能
な走行減速機の試作開発

2528120319

兵庫県

東洋事務器工業株式会社

スチール家具製造工程改善による安定品質・
廣岡会計事務所
短納期・低コストの実現。

2528120321

兵庫県

株式会社ハヤブサ

３Ｄプリンター導入による釣具の新商品開発サ
株式会社エフアンドエム
イクルの大幅短縮と競争力強化計画

1／10

税理士法人早瀬事務所

商工組合中央金庫

2528120323

兵庫県

大機工業株式会社

環境設備の耐用年数を長期化する新たなメン
南都銀行
テナンスサービスの開発

2528120324

兵庫県

株式会社石田金型製作所

生産コスト削減のための生産設備の高度化及
淡陽信用組合
び高効率化への取り組み

2528120327

兵庫県

株式会社レック

インバウンドでの婚礼写真事業を以て国内ブ
神戸信用金庫
ランド価値向上計画

2528120328

兵庫県

スター工業株式会社

航空機・新エネルギー素材の高効率切断と製
商工組合中央金庫
品固定用補助器具の開発

2528120329

兵庫県

株式会社共立合金製作所

積層造形技術を用いた超硬合金製造方法の
商工組合中央金庫
開発および実用化

2528120330

兵庫県

株式会社双英理研

独自装置搭載旋盤による高硬度難削新素材
岸原 宏明
の高速切削技術の確立

2528120331

兵庫県

株式会社ナカノテック

ＣＮＣ複合旋盤を融合した長尺加工技術の確
池田泉州銀行
立

2528120334

兵庫県

有限会社今津工作所

超硬材による航空機部品の製造能力の向上

2528120335

兵庫県

福本重機械工業株式会社

高効率な加工を実現するシールドマシン用ベ
東京中央経営株式会社
アリング製造機の開発

2528120337

兵庫県

有限会社堀口鉄工所

生産効率の拡大と夜間無休運転のための六
兵庫県信用組合
面パレット付横型マシニングセンターの導入

2528120338

兵庫県

関西超硬合金株式会社

高級線材シェービング加工用ダイの高付加価
商工組合中央金庫
値化

2528120341

兵庫県

タキエンジニアリング株式会社

円盤型遠心力発生材による液中分散粒子の
兵庫県信用組合
連続濾過・分級装置の開発

2528120343

兵庫県

上村航機株式会社

ＰＷ１１００Ｇジェットエンジン部品 ハブ、シュ
ラウドの仕上げ自動化装置の導入

神戸Ｈ．Ｉ．Ｔ．法律事務所

2528120346

兵庫県

株式会社洲本整備機製作所

高圧熱水脱脂洗浄装置の試作開発とこれに
係わる塗装設備の改善

石田経営サポートオフィス

2528120351

兵庫県

大西精版印刷株式会社

「悠遊バイオカイト」（仮名）の受注生産と制作
兵庫県信用組合
キットの製造と販売

2528120353

兵庫県

株式会社細川鉄工所

高精度加工機の導入およびＣＡＤＣＡＭシステ
兵庫県信用組合
ムの導入による生産性向上と新市場獲得

2528120369

兵庫県

株式会社ディバイン

ユーザーの要望に応え、洗髪後の「きしみ」を
正木総合コンサル事務所
解消する化粧品（シャンプー）の開発・試作

2528120372

兵庫県

ハリマ紙器印刷工業株式会社

顧客ニーズに合わせた小ロット対応可能な
ペーパーノベルティーグッズの試作開発

但陽信用金庫

2528120376

兵庫県

株式会社アプレス

金属部品プレス加工の自動化による高安全
性・生産性向上の両立

丹波市商工会

2528120377

兵庫県

神戸バイオロボティクス株式会社

射出成形機を活用して、情報を付加した薄肉
商工組合中央金庫
低温保存容器の開発製造

2528120378

兵庫県

エフアールピーサポートサービス株 材料ドラムと引込ウインチ導入による下水道
式会社
管渠更生工事の品質・効率向上

2528120379

兵庫県

高井金型工作所

金型製作の短納期・高精度を追求する生産プ
金沢公認会計士事務所
ロセスの増強

2528120380

兵庫県

株式会社太陽舎

ロールアイロナー導入による短納期化および
但馬信用金庫
省エネ化の実現と職場環境改善

2528120382

兵庫県

関西鋼業株式会社

レーザー加工機と独自のハンマー補正（手作
商工組合中央金庫
業）の融合による短納期および高精度の実現

2528120385

兵庫県

ハバタック株式会社

福祉車輌中古車の購入及び車椅子リフト等介
但馬信用金庫
護装置のメンテナンスサポート事業

2528120389

兵庫県

若男水産株式会社

生産性向上のための急速冷凍機導入による
高品質な冷凍商品の試作開発と販路拡大

2／10

合同会社神戸マネージメントワーク
ス

クリエイション

南あわじ市商工会

2528120390

兵庫県

株式会社ポレ・ポレ

“おふくろの味”復権…安心・安全な家庭料理
尼崎信用金庫
提供システム開発

2528120391

兵庫県

八鹿鉄工株式会社

高能率歩行型にんにく収穫機の開発

養父市商工会

2528120392

兵庫県

玉田精工株式会社

パワーショベル「シャフト部品」の超高速切削
工程の確立

兵庫県信用組合

2528120394

兵庫県

アスカカンパニー株式会社

高精度・小型・低価格を実現した一軸強度試
験機の開発

百十四銀行

2528120397

兵庫県

株式会社ソーエイ

現像レスＣＴＰ対応型自動送り装置付ストッ
カー開発事業

税理士法人森田事務所

2528120398

兵庫県

有限会社ヤマキン

当社考案オリジナル治具による医療難削材穴
尼崎信用金庫
加工の生産体制構築

2528120399

兵庫県

シモダフランジ株式会社

2528120403

兵庫県

佐々木製鑵工業株式会社

2528120405

兵庫県

株式会社小西印刷所

ＴＰＯに応じて模様を変えることの出来る「着せ
株式会社ＴＯＫビジネスサービス
替え傘」の開発

2528120407

兵庫県

佐和鍍金工業株式会社

省電力めっきプロセス開発による自動車部品
兵庫信用金庫
の競争力強化

2528120409

兵庫県

サンキ産業株式会社

海外拡販のための高精度裁断梱包機構の導
池田泉州銀行
入プロジェクト

2528120410

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シート巻線による生
産プロセス強化事業

2528120414

兵庫県

有限会社メタルマジック

プレスブレーキ機導入による曲げ加工能力の
尼崎信用金庫
拡大

2528120415

兵庫県

株式会社大進精機

環境規制に対応する大型船舶ディーゼル機関
公益財団法人ひょうご産業活性化セ
用燃料噴射ノズルの試作及び量産加工体制
ンター
の確立

2528120416

兵庫県

株式会社精和工業所

家庭用燃料電池発電装置部の生産性向上に
池田泉州銀行
よる低コスト化の推進

2528120419

兵庫県

株式会社サイ電子

プロトコル変換機能付き制御機器用遠隔監
視・制御システムの開発

2528120423

兵庫県

エヌ ケイ ケイ 株式会社

ノンフロンダストブロワー製造における特殊吸
商工組合中央金庫
収体の供給体制の確立

2528120424

兵庫県

株式会社エーシーシー

利便性と走行性能を両立するウォームギア機
福崎町商工会
構サスペンション開発

2528120428

兵庫県

淡路ジェノバライン

淡路ジェノバライン明石港待合所「海上ツアー
税理士法人ティー・ブレイン
ライブ情報プラザ」開設計画

2528120429

兵庫県

株式会社フジ・データ・システム

プラスチック射出成形機の新型制御装置（コン
三菱東京ＵＦＪ銀行
トローラ）の試作機の開発

2528120431

兵庫県

精工産業株式会社

新型射出成形機導入によるプラスチック製品
の生産性向上および二重成形の高精度化計 株式会社エフアンドエム
画

2528120432

兵庫県

第一工業株式会社

衛生的に管理が出来る分解洗浄可能型低温
但陽信用金庫
冷却機の開発

2528120433

兵庫県

新光検査株式会社

超音波フェイズドアレイ検査システムの導入に
みなと銀行
よる高度非破壊検査の事業化

2528120434

兵庫県

株式会社千石

金属加工プロセスの改革による競争力強化

2528120435

兵庫県

株式会社昭和製作所

最新ＮＣルータマシン導入による自動車シート
株式会社エフアンドエム
の鋳造用モデル生産の短納期化計画

2528120436

兵庫県

株式会社シノハラ

焼結合金の研磨レス加工の実現およびそれ
による短納期化と低コスト化の実現

石油・天然ガス業界向け高強度及び高耐食性
を有するハイパー二相ステンレス鍛鋼品の開 みなと銀行
発
レーザー三次元非接触式測定機を用いた鋼
管の寸法形状精度向上のためのシステム開 大阪信用金庫
発

3／10

百十四銀行

みなと銀行

みなと銀行

北岡昭悦税理士事務所

2528120437

兵庫県

有限会社太田ジオリサーチ

地中環境の汚染・地下水・土砂災害等の迅速
兵庫県信用組合
地中３次元模型作成サービス

2528120438

兵庫県

三栄産業株式会社

生体認証システム錠付き鞄製造

兵庫県信用組合

2528120439

兵庫県

アフォードセンス株式会社

心電電極を一体化した絆創膏型防水無線生
体センサの開発・試作

みずほ銀行

2528120443

兵庫県

株式会社アトラステクノサービス

真空フライ技術を活用した食品の試作開発と
日新信用金庫
工場への設備投資事業

2528120447

兵庫県

和田金型工業株式会社

コストダウン・短納期を実現させるための生産
山本経営労務サポート
管理システムの導入

2528120448

兵庫県

株式会社クローズアップ

簡単で早く売上増進ができるモールデータアッ
福崎町商工会
プシステムの開発

2528120450

兵庫県

株式会社理創化研

髪を傷めず、高い形状記憶性を実現するパー
兵庫信用金庫
マ液原料及びパーマ液の開発

2528120452

兵庫県

酒井精工株式会社

新たな生産システム体制構築による、工業用
多可町商工会
タップの短納期生産の強化

2528120454

兵庫県

株式会社岡田製作所

大型・高精度ＬＥＤ照明拡散用光学レンズ成形
兵庫県信用組合
品の生産技術開発

2528120455

兵庫県

加美電機株式会社

機構部品内製化による試作リードタイム短縮
化

2528120458

兵庫県

株式会社三木歯車製作所

鉄道車両向けパーツの極微細加工及び加工
みなと銀行
結果の高精度診断の実施

2528120459

兵庫県

株式会社東豊精工

押しばねに特化した生産ライン試作開発によ
兵庫県信用組合
る品質向上とコスト削減

2528120466

兵庫県

株式会社ＭＥＴＡＬ ＲＥＶＩＳＩＯＮ

当社独自の生産技術を最大限に活用するた
めの２次元レーザー加工機の導入

2528120468

兵庫県

株式会社水野グラビア印刷

軟包装グラビア印刷における欠陥検出データ
石田経営サポートオフィス
の活用による品質向上と生産性のアップ

2528120471

兵庫県

株式会社Ｉｚｏｘ

新システム導入による大型３Ｄモデル制作の
短納期・コストダウンの実現

2528120472

兵庫県

株式会社原田製作所

水素ステーション装置にかかる高圧水素圧縮
兵庫県信用組合
機の試作および開発

2528120476

兵庫県

サンアロイ工業株式会社

軽合金の鍛造に使用可能な耐焼き付き性に
優れた超硬合金の開発

兵庫信用金庫

2528120478

兵庫県

アイアンドティテック株式会社

警報音認識技術を利用した革新的経済型盗
難防止システム

池田泉州銀行

2528120479

兵庫県

関西洋鋸株式会社

独自設計の湿式ＣＢＮ研削盤の導入による高
兵庫県信用組合
精度なプロペラ刈刃の試作開発と量産化

2528120480

兵庫県

富久錦株式会社

仕込水の清浄化と出荷までの低温管理による 公益財団法人ひょうご産業活性化セ
濾過技術革新と新製品開発
ンター

2528120482

兵庫県

石崎プレス工業株式会社

補聴器用無水銀空気電池缶の高精密化ニー
伊田税理士事務所
ズに応える金型精密加工技術の向上

商工組合中央金庫

合同会社神戸マネージメントワーク
ス

田川会計事務所

2528120483

兵庫県

株式会社輝工作所

海上風力発電用ＳＥＧＭＥＮＴＥＤ ＣＡＭ（厚み
があるブロック形状のカム）、およびカムでは
池田泉州銀行
ない曲線を有する回転軸を必要とする高精度
機械部品のＣＮＣ研削加工

2528120484

兵庫県

株式会社ＦＰＩ

ソーラーシェアリングを活用した農業法人等へ
杉本剛税理士事務所
の６次産業化支援事業

2528120485

兵庫県

松下産業株式会社

ワイヤー製造における工程の自動化によるプ
兵庫県信用組合
ロセスと価格競争力の強化

2528120486

兵庫県

株式会社二ステム

画像寸法測定器による品質向上及び納期短
縮により競争力アップ
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兵庫県信用組合

2528120487

兵庫県

株式会社プロアクティブ

地方自治体等が行う着地型観光に係る業務
支援システムの開発・提供

道廣 和彦

2528120488

兵庫県

株式会社山尾工作所

ワイヤー放電加工機導入による精密金型の
製作及び新製品の試作開発

神戸信用金庫

2528120489

兵庫県

株式会社ヒューマンスピリッツ

電子メールの暗号化及び復号化の自動通信
セキュリティ装置の開発

神戸商工会議所

2528120490

兵庫県

市場工業株式会社

産業機器用精密部品（含中国回帰分他）加工
商工組合中央金庫
事業規模拡大

2528120492

兵庫県

神戸マッチ株式会社

表面処理技術の向上による、着火機能付きの
株式会社クリエイション
お香の開発および生産

2528120493

兵庫県

有限会社松下竹店

竹材加工機械の機能範囲の改良及び竹材の
神戸商工会議所
搬入方法の改良等

2528120495

兵庫県

有限会社田中工作所

最新型三次元測定機の導入による航空機用 合同会社神戸マネージメントワーク
部品の測定計測能力の向上
ス

2528120496

兵庫県

株式会社新陽製作所

板金製品作成時三次元シミュレーション対応
のプレスブレーキ導入による短納期化

2528120497

兵庫県

信和油圧工業株式会社

油圧シリンダ製造の職場環境改善と新規分野
商工組合中央金庫
への参入

2528120498

兵庫県

株式会社クワちゃんハウス

木質バイオマス発電用チップ製造設備の導入 兵庫県信用組合

2528120501

兵庫県

姫路精密

極小旋削加工を要する医療機器部品の加工
精度を熱制御することで高め、不良率を低減 税理士法人入江会計事務所
させる事業

2528120503

兵庫県

株式会社ＧＭＪ

溶接工程を自社加工することで納期短縮、生
みなと銀行
産能力向上、コスト削減を図る事業

2528120504

兵庫県

株式会社ジャイロ

企業・団体のプロモーション活動支援のため
の情報・コンテンツ共有・管理のウェブシステ
ム開発

2528120505

兵庫県

株式会社旭加工

エンジニアリングプラスチックの微細加工をよ
但陽信用金庫
り高度化し、海外競争力強化を図る。

2528120506

兵庫県

株式会社藍靼

高品質な藍染レザーの製造プロセスの確立と
加茂川健司
半自動化装置の開発

2528120507

兵庫県

ムラタ工業株式会社

レジャー産業（フィッシング市場）市場拡大に向
けた疑似餌の新規開発と新表面加飾技術強 小山孝治税理士事務所
化

2528120509

兵庫県

株式会社ロッコーエンジニアリング

業界初の「寒冷・熱帯地域 両用対応型のコン
商工組合中央金庫
テナ式環境試験庫」の試作開発

2528120513

兵庫県

株式会社兵庫精密工業所

難削材の高精度加工技術開発

2528120516

兵庫県

株式会社旭ノ本金属工業所

不良率ゼロを達成するための割ピン自動検査
但陽信用金庫
機の導入事業

2528120517

兵庫県

株式会社シコウ

工作機械ジャバラ試作機導入による開発期間
丹波市商工会
の短縮と高付加価値製品の開発

2528120518

兵庫県

株式会社播

本物の生地見本を短納期・低コストで提案し、
みなと銀行
商機を逃さず勝ち取る。

2528120519

兵庫県

有限会社石橋設計

遊休施設（旧映画館）を有効利用した地域コ
ミュニティスペースとビジネス空間の創出

2528120520

兵庫県

日藤ポリゴン株式会社

難削材加工に適したエアバブル化した強アル
兵庫県信用組合
カリ水を使う冷却装置の開発

2528120521

兵庫県

旭機設株式会社

切削加工工程を短縮することで納期を短縮
し、生産能力向上、コスト削減を図る事業

2528120526

兵庫県

有限会社富士鉄工所

ＮＣ旋盤の導入による製造能力および生産コ
兵庫県信用組合
ストの競争力強化事業

2528120529

兵庫県

井上金属工業株式会社

量産ＣＯ２レーザ加工機（切断機）を流用した
レーザ溶接システムの構築
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商工組合中央金庫

中兵庫信用金庫

淡路信用金庫

豊岡市商工会

山本 剛

山花寛和税理士事務所

2528120530

兵庫県

株式会社宗次

プレカット紙による“ＭＹ－ＴＳＵＴＳＵＭＩ”とネッ
尼崎信用金庫
ト販売事業（中小小売業者支援事業）

2528120531

兵庫県

株式会社日本フラッシュ

ＸＹＺテーブルＣＤスタッド自動溶接機の新規開
阿波銀行
発による顧客ニーズ対応と売上拡大

2528120535

兵庫県

宝塚化成株式会社

歯科用チップのディスポーザブル化に向けた
試作品開発

2528120537

兵庫県

富士金属工業株式会社

鉄骨生産ラインの増設による特殊形状の建築
Ｊｕｓｔ Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ
事業拡大

2528120539

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の
商工組合中央金庫
生産体制の構築

2528120541

兵庫県

株式会社ＰＤＳ

省エネで利便性の高い「新構造パレット積付
装置の開発・製作」

2528120542

兵庫県

庄司ブラシ株式会社

新型全自動植毛機導入による加工技術向上
但陽信用金庫
と生産能力強化

2528120543

兵庫県

株式会社ユメックス

低波長域で優位性のある水銀フリーフレキシ
伊予銀行
ブル面光源の開発

2528120548

兵庫県

大東精機株式会社

Ｈ形鋼高精度加工用レーザ切断ヘッドおよび
尼崎商工会議所
切断工法の試作開発

2528120553

兵庫県

大森興業株式会社

コンクリート打設用型枠廃材の分別破砕機導
百十四銀行
入による環境負荷の軽減

2528120555

兵庫県

マルイ鍍金工業株式会社

航空宇宙産業向けアルミニウム合金部品の高
兵庫信用金庫
耐食・高品質陽極酸化処理加工方法の開発

2528120559

兵庫県

日本電研工業株式会社

切削工程の自社加工化により、納期短縮、生
株式会社増田経営会計
産能力向上、コスト削減を図る事業

2528120564

兵庫県

株式会社伊丹精機

高性能内面加工機導入により、加工革新を実
商工組合中央金庫
現し多角的な競争力の向上を図る。

2528120565

兵庫県

株式会社正徳

消費者ニーズを追求した「切れている豆腐」の
但陽信用金庫
量産化実現に向けた自動化製造設備の設置

2528120571

兵庫県

一宮精工株式会社

高効率発電用ガス・火力 タービンブレードの
株式会社稲田会計事務所
楕円形状加工事業

2528120572

兵庫県

翔飛工業株式会社

廃棄瓦を再利用した、外壁断熱・遮熱塗料の
みなと銀行
開発

2528120574

兵庫県

西海醤油株式会社

地元兵庫・明石に密着した商品を、より衛生的
商工組合中央金庫
に多品種製造できる様強化する。

2528120575

兵庫県

日本テクノロジーソリューション株式 様々な形状の容器に多様な材質のフィルム収
新居 孝弘
会社
縮できる装置の試作開発

2528120580

兵庫県

株式会社谷中製作所

形状測定機導入による測定技術の向上と社
内新規部門立ち上げ

2528120585

兵庫県

有限会社アトリエケー

労働時の腰・背中への負担を軽減し作業効率
姫路信用金庫
を向上するウエアの開発

2528120588

兵庫県

光洋製瓦株式会社

日本伝統いぶし瓦製造技術を活かした「いぶ
姫路商工会議所
しインテリア素材」の開発

2528120589

兵庫県

新明和工作株式会社

防衛省開発航空輸送機ＣＸ―２の特定重要部
藤田 勉
品ＣＡＲＲＩＡＧＥの試作・量産

2528120590

兵庫県

株式会社新畑鉄工所

ベテラン社員の指導と最新鋭工作機械の活用
による難加工材の精密加工技術の確立と技 正木総合コンサル事務所
術伝承

2528120591

兵庫県

株式会社土田化学

厚肉樹脂レンズの成形に係る加工法の開発
及び精密加工技術の高度化

2528120593

兵庫県

丸菱機械工業株式会社

精密加工・短納期を可能にするジェットエンジ
湯浅達志税理士事務所
ン部品加工用治具製作計画

2528120597

兵庫県

特殊梯子製作所有限会社

女性や高齢者でも簡単・安全に使用できる非
尼崎信用金庫
常用避難梯子の試作開発
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宝塚商工会議所

兵庫県信用組合

長田達子税理士事務所

丹波市商工会

2528120599

兵庫県

株式会社阪国

自動車整備部門併設型「委託販売車お預かり
尼崎信用金庫
サロン」による委託販売事業拡大

2528120600

兵庫県

播磨機械工業株式会社

難加工材・新材料加工対応による再生可能エ
但陽信用金庫
ネルギー市場の獲得

2528120610

兵庫県

株式会社東洋セーコー

ＮＣ高精度ベンダー導入及び工作機械、工程
管理のネットワーク化による生産イノベーショ 池田泉州銀行
ン

2528120611

兵庫県

株式会社オーク

工事用桟橋組立て移動昇降式足場の試作開
但馬信用金庫
発

2528120616

兵庫県

株式会社富士川商事ヤシロ店

３次元システムを使った質の高いエクステリア
兵庫県信用組合
空間を再現する新しい提案技法の確立

2528120617

兵庫県

株式会社石原鉄工所

摩擦面処理機と鉄骨専用ＣＡＤ導入による鉄
骨製品の高精度化プロジェクト

2528120619

兵庫県

小田鉄工株式会社

鋼構造物の長尺物における塗装工程効率アッ
吉田 稔
プ

2528120620

兵庫県

ボルツ株式会社

シミュレーションを活用した冷間圧造工程の効
川西商工会
率化（生産性向上、開発期間短縮、経費削減）

2528120622

兵庫県

摂津ダイカスト株式会社

ダイカストの真空鋳造技術確立による耐圧部
山本 信行
品の受注拡大と新規顧客獲得

2528120624

兵庫県

シンエイテック株式会社

鋼材用ストレッチ包装機のシャトル自走化事
業

2528120628

兵庫県

有限会社ディーシーエルタニモト

ＣＡＤ／ＣＡＭシステム（ミリングマシン・３Ｄプリ
宍粟市商工会
ンター）による作業の効率化

2528120629

兵庫県

株式会社絆工房

アウター用『アトピー用健康Ｔシャツ』の開発販
豊岡市商工会
売と昇華転写印刷商品の生産性向上事業

2528120630

兵庫県

神港精機株式会社

次世代パワー素子実装のための高信頼性真
みなと銀行
空半田付装置の開発

2528120631

兵庫県

東亜機械工業株式会社

レーザー加工機入替による新たな人材育成と
商工組合中央金庫
工場稼働率向上計画

2528120632

兵庫県

株式会社コダイ

品質向上による国際競争力の強化を目的とし
但陽信用金庫
た三次元測定機の導入計画

2528120635

兵庫県

アオショー株式会社

廃プリント基板等からの貴金属・レアメタル回
収率向上による、金属資源の国内循環構築事 正木総合コンサル事務所
業

2528120636

兵庫県

マーク工業株式会社

車載スピーカー向け樹脂製振動板の組立設
備導入と製造技術の構築

守口商工会議所

2528120637

兵庫県

株式会社トアセイコー

ＣＡＤでの製造設計データ作成から３Ｄプリン
ターでの靴型造形

淡路信用金庫

2528120644

兵庫県

播州鋼材株式会社

最新シャーリング機独自付帯装置の導入によ
兵庫県信用組合
る加工精度の向上

2528120645

兵庫県

株式会社チョッパー

マラソン大会におけるＵＨＦ帯を使用した記録
兵庫県信用組合
計測の簡素化システムの開発

2528120647

兵庫県

有限会社中植製作所

工程分けによる多品種・少量・短納期の対応
及びリードタイムの短縮。

2528120648

兵庫県

株式会社コラボ

イラストを軸としたオンデマンド印刷のプラット
税理士 荒巻政文事務所
フォーム

2528120649

兵庫県

ケニックス株式会社

新機能薄膜形成用 高レート・低ダメージス
パッタ装置の開発試作

兵庫信用金庫

2528120650

兵庫県

株式会社アマン産業

靴の専門家が実施する低コストの靴製品検
査・補修サービス

鳥越明公認会計士事務所

2528120651

兵庫県

服部テキスタイル株式会社

空調設備と超広幅自動延反機の導入による
縫製部門の合理化

兵庫県信用組合

2528120652

兵庫県

アクシスコントロール株式会社

電子制御商品開発に伴う検査機器の導入に
よる事業基盤の確立

蘆田総合会計事務所
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宮本事務所

貝原 冨美子

但陽信用金庫

2528120653

兵庫県

株式会社アプコ

高品質な米粉焼き菓子を製造可能な新たな
氷温熟成庫の試作開発

2528120654

兵庫県

株式会社平郡商店

最新の選別機・混合機・粉砕機の導入による
株式会社ＴＯＫビジネスサービス
新商品開発と付加価値アップ

2528120656

兵庫県

進和工業株式会社

金を使用しない安価なサーマルプリントヘッド
みなと銀行
用電極材料の開発

2528120657

兵庫県

株式会社キタモトテック

小ロット、多品種における生産工程の開発

2528120659

兵庫県

株式会社サーテック永田

環境対応型銀めっき設備導入における銀めっ
日新信用金庫
きおよびスズめっき皮膜特性の研究

但陽信用金庫

養父市商工会

2528120661

兵庫県

小野高速印刷株式会社

オンデマンド本の表紙カバー実現と製本コスト
低減によるオンデマンド出版の市場拡大
公益財団法人ひょうご産業活性化セ
※オンデマンド出版とはデジタル印刷により、
ンター
書籍の注文を受けてから必要部数製作する在
庫レスな出版方法

2528120663

兵庫県

株式会社クラフトデンタル

ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを活用した新時代入れ
株式会社ワークアシスト
歯技術の構築

2528120665

兵庫県

神戸甲南サカヱ屋精肉店

兵庫県産ブランド豚『ひょうご雪姫ポーク』の
『小ロットクール配送システム』の確立

2528120666

兵庫県

株式会社ハクロフォージング

鉄鋼製品製造のための鍛造材料加熱工程の
姫路商工会議所
高度化事業

2528120667

兵庫県

有限会社ミワテック

チップマウンタ設備刷新による表面実装能力
但陽信用金庫
強化

2528120669

兵庫県

株式会社岸本吉二商店

お慶びごとにカラーを添える、ハッピーカラー
プロジェクト

尼崎信用金庫

2528120670

兵庫県

協和製工株式会社

最新式テーブルスポット溶接機導入による新
たな加工方法の研究と新型製品の開発と提
案

但陽信用金庫

2528120671

兵庫県

有限会社大山

足計測工房開設による一足作り用靴型及びイ
神戸信用金庫
ンソールの製作・販売

2528120672

兵庫県

ラッキー工芸株式会社

ＣＷＥＳ事業計画。産業用プリンタ導入による
みなと銀行
生産性と効率化の実現

2528120673

兵庫県

有限会社精密化成工業研究所

オーダーメードによる搬送用ベルトのシリコー
正木総合コンサル事務所
ン樹脂コーティング事業

2528120674

兵庫県

東横産業株式会社

ペットボトル梱包設備導入による生産性向上
を目指す計画

2528120678

兵庫県

株式会社清水製作所

削岩用電動工具に用いる、優れた破砕能力を
兵庫県信用組合
持つ刃先の技術開発事業

2528120680

兵庫県

株式会社ハイロン

モップ縫製前工程の新型材料糸加工機の導
入による生産性の向上

2528120687

兵庫県

難波金属株式会社

新型タレットパンチプレス導入による加工技術
尼崎商工会議所
の高度化と生産能力強化及び納期短縮

2528120691

兵庫県

ミツテック株式会社

金属部品三次元仕上システムの開発

淡路信用金庫

2528120694

兵庫県

剣松産業株式会社

高精度な多目的用チップソーの開発

姫路信用金庫

2528120699

兵庫県

株式会社廣和技研

改修工事後の防水層内滞留水強制的に脱気
兵庫県信用組合
し、環境改善する装置の開発と販売

2528120706

兵庫県

株式会社あらたか

筋力トレーニングと有酸素運動による認知症
改善への先駆的な取り組み

Ｏｆｆｉｃｅイワサ

2528120708

兵庫県

音羽電機工業株式会社

酸化亜鉛素子沿面塗布装置の開発導入

村尾 彰税理士事務所

2528120715

兵庫県

有限会社吉川商店

自社山林を活用した択伐サービス導入による
多可町商工会
共感の住まいづくり事業
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蝉川 寛嗣

兵庫県信用組合

朝来市商工会

2528120717

兵庫県

株式会社平原精機工業

大型ディーゼルエンジン関連部品の製造に関
淀屋橋税理士事務所
する工程改善と技能承継

2528120718

兵庫県

六甲テクノス株式会社

業務用小型船舶エンジン部品の競争力強化
計画

淀屋橋税理士事務所

2528120719

兵庫県

株式会社医科歯科技研

歯科技工物（被せ物）のＣＡＤ／ＣＡＭ技術に
よる生産およびインプラントへの応用

大野博明税理士事務所

2528120720

兵庫県

株式会社ＨＥＲ

カビ被害から図書館を救う『図書館書籍ガード
坂下会計事務所
ソリューションシステム』の開発

2528120726

兵庫県

株式会社ナカムラ

長期保存ができる防水マッチの試作開発と量
商工組合中央金庫
産化対応特殊加工機器導入計画

2528120731

兵庫県

淡路メリヤス株式会社

和紙を使用した多種多様なソックスの生産性
税理士法人北原会計事務所
向上と量産化体制の構築

2528120736

兵庫県

テクサジャパン株式会社

施工精度・作業効率向上に向けてのケーブ
西宮商工会議所
ル識別試験器の試作開発

2528120740

兵庫県

北斗機械株式会社

小型金属転写レーザーマーキングユニットの
開発

2528120751

兵庫県

株式会社山喜

調理済み「真空冷凍和牛焼肉」の商品開発及
たつの市商工会
び製造・販売

2528120752

兵庫県

株式会社ソーイング三日月

先進的服飾工場への設備更新事業

2528120755

兵庫県

タガミシール工業株式会社

国内では生産されていないテフロン被覆Ｏリン
兵庫県信用組合
グの試作開発と医療機器分野への進出

2528120770

兵庫県

山陽色素株式会社

顔料表面処理を高度に制御したインクジェット
姫路商工会議所
用顔料及びその分散体の開発

2528120771

兵庫県

株式会社シミズテック

脱臼防止機能を強化した、全犬種対応可能な
石田経営サポートオフィス
犬用人工関節の試作開発

2528120773

兵庫県

こがね味噌株式会社

製糀装置設置による糀及び味噌の高品質化

2528120776

兵庫県

株式会社楯菱電産

発電機部品製作用８００屯プレス・水圧プラン
稲美町商工会
ジャポンプユニット更新

2528120777

兵庫県

カルモ鋳工株式会社

独自ニアネットシェイプ精密鋳造法による航空
みなと銀行
機部品製造への参入

2528120778

兵庫県

株式会社タケベ

鉄筋同士のアーク溶接の品質を高める独自
の裏当て材の生産体制の構築

2528120779

兵庫県

株式会社安田精機製作所

溶融状態にある熱可塑性プラスチックの流れ
性（溶融粘度）を測定する自動化装置の開
兵庫県信用組合
発。

2528120782

兵庫県

原田特殊鋼株式会社

車両重量車長計測定装置（バー式センサー）
兵庫県信用組合
の量産体制の構築・拡充

2528120784

兵庫県

株式会社タクミナ

定量ポンプの市場拡販に向け、切削部品の製
但陽信用金庫
造能力向上の為に複合加工機を導入する。

2528120785

兵庫県

株式会社みつば電気

太陽光発電システムの遠隔モニタリング（パワ
尼崎信用金庫
コンの遠隔出力監視）

2528120786

兵庫県

有限会社奥山精密

多軸マシニングセンターおよびＣＡＤ導入によ
関西アーバン銀行
る高機能インデューサーの生産効率化

2528120787

兵庫県

株式会社アイ．エス．ティ．加美

カラー複写機用、高熱伝導性トナー定着
チューブとその低コスト生産方式の開発

2528120791

兵庫県

有限会社堀越精工

高精度な建設機械・バイク用部品の効率的な
但陽信用金庫
自動生産と短納期化を図る設備の導入

2528120794

兵庫県

神沢鉄工株式会社

ダマスカス鋼刃物の高効率・多品種生産体制
税理士法人神戸あおぞら会計
構築のための試作品開発

2528120795

兵庫県

アマダ産業株式会社

ＣＡＤ連動カッティングマシンの導入による短
納期化、低コスト化の実現
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トマト銀行

養父市商工会

兵庫県信用組合

多可町商工会

税理士 後藤加代子

2528120800

兵庫県

レザーソー工業株式会社

すべての人に使いやすく、切れ味に優れた、
新たな手引き鋸の開発

2528120801

兵庫県

川西航空機器工業株式会社

小型民間ジェット旅客機（ＭＲＪ）用板金部品の
三菱東京ＵＦＪ銀行
省人化組立セルの構築

2528120804

兵庫県

株式会社和斗工業

自社製造・施工の一貫サービスによるゼネコ
ン等へのソリューション提供事業化

2528120805

兵庫県

株式会社姫科エンジニアリング

感染性廃水向け残渣加熱不活化装置および
姫路信用金庫
省エネ型連続式廃水加熱不活化装置の開発

2528120807

兵庫県

株式会社井上工具製作所

生産体制の構築による新規事業への対応迅
兵庫県信用組合
速化

2528120808

兵庫県

株式会社ニットー

タクト式自動ニッケルめっき装置

2528120809

兵庫県

株式会社小田製作所

「画像寸法測定器」導入による経営革新（生産
河野 勝利
性の向上及び顧客ＣＳ向上）。

2528120811

兵庫県

株式会社協同病理

医学・生物学研究者に特化した研究支援サー
日新信用金庫
ビス体制の構築

2528120812

兵庫県

竹内工作所

独自の刃物製作技術と新規機械設備導入に
稲美町商工会
よる精密加工技術の高度化

2528120814

兵庫県

株式会社カワベ

レジ画像認識システム導入による陳列からレ
竹村高志税理士事務所
ジ会計までの効率化

2528120817

兵庫県

金沢縫工株式会社

病院・介護施設等での労力削減

2528120819

兵庫県

株式会社創食

フリーズドライ技術で地産地消・町おこし商品
商工組合中央金庫
の試作・開発

2528120821

兵庫県

シーズンライフ株式会社

害虫駆除業務の業務改善計画書

みなと銀行

2528120823

兵庫県

交洋モールド株式会社

型枠パネル釘打機導入による生産性向上と
新市場開拓戦略

尼崎商工会議所

2528120824

兵庫県

株式会社冠婚葬祭こころの会

地域高齢者とその家族の不安を解消するお役
西兵庫信用金庫
立ちシステム構築

2528120828

兵庫県

株式会社兵庫バークセンター

未利用バイオマスのバーク堆肥への利用によ
兵庫県信用組合
る再資源化並びに安定的な商品化事業

2528120829

兵庫県

株式会社八瀬鉄工所

５軸複合加工機導入による大型クランクシャフ
姫路商工会議所
ト加工の生産性革新

2528120830

兵庫県

タイコー展装株式会社

環境に配慮した、低コスト、高品質なサイン・
ディスプレイサービスの開発

2528120831

兵庫県

前實製革所

製革からバッグ等製造・販売までの一貫体制
姫路商工会議所
の構築による企業変革

2528120832

兵庫県

株式会社住本製作所

見えない部分のはんだ付けの接合技術を向
上して収益を倍増する計画

2528120833

兵庫県

ウツミ工業株式会社

精密成形プレスによる切削加工部品からプレ
西兵庫信用金庫
ス加工部品への転換

2528120837

兵庫県

大阪冶金興業株式会社

金属積層造形技術を用いた医療デバイスの
製造における高能率化技術の開発

ＳＡＴ

2528120838

兵庫県

東信科学株式会社

発泡型エコ緩衝材の増産に係わる事業

大阪信用金庫
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みなと銀行

みなと銀行

城本 知可子

林 浩嗣税理士事務所

宮本 光信

兵庫県信用組合

