
申請者名称 事業計画名 交付決定額 交付決定日

1 シーエステック株式会社
深紫外レーザーと精密プレス加工による、マイクロ流路プ
レートの作成

15,000,000 平成26年5月29日

2 株式会社三笠鉄工
高性能切断機と鉄骨用CADシステム導入による生産リー
ドタイムの短縮

10,000,000 平成26年5月29日

3 株式会社シカタ 航空機用大型部品の高効率かつ精密な加工体制の確立 15,000,000 平成26年5月29日

4 株式会社シカタ
スクウェアカットマシンによる提供品質の向上と新規市場
開拓

10,000,000 平成26年5月30日

5 アイケー電機株式会社
高絶縁性性能ワニス処理設備を導入し、高品質車両用
モーターの製造

10,000,000 平成26年5月30日

6 日本ジャバラ工業株式会社 テレスコカバ－用衝撃吸収装置“ＤＩＣシステム”の拡販 10,000,000 平成26年6月2日

7 アークハリマ株式会社
ステンレス中厚板向け高効率・高品質プラズマ切断装置
への更新。

10,000,000 平成26年6月2日

8 株式会社阪神技術研究所
植物樹脂製微細針を用いた単回使用自動ランセットの自
動生産設備構築と試作開発

15,000,000 平成26年6月2日

9
株式会社クリエイティブ・デ
ザイン

地域の情報をﾘｱﾙﾀｲﾑに画像と音声で配信する電子チラ
シシステムの開発・事業化

7,000,000 平成26年6月2日

10 下里鋼業株式会社
建設機械業界向け製缶品におけるワンストップサービス
の深化

10,000,000 平成26年6月2日

11 株式会社カコテクノス 鉄道車両に搭載される制御装置の開発 10,000,000 平成26年6月3日

12 有限会社　敷津工作所
ＣＮＣ機械制御による位置決めの高精度化・高速化・コス
ト削減

5,000,000 平成26年6月3日

13 日光金属工業株式会社 強固な接合ができる新ダボカシメ工法の開発 10,000,000 平成26年6月4日

14 株式会社西日本ファーム 循環型バイオマス燃料(稲わらペレット)の製造計画 15,000,000 平成26年6月4日

15 長岡機械株式会社
モールドベース製作の独自工程の確立による製品の高精
度化・付加価値化

10,000,000 平成26年6月4日

16 髙丸工業株式会社
多視点画像合成技術を応用した遠隔操作型多品種少量
用溶接ロボットの開発

10,000,000 平成26年6月5日

17 野水瓦産業株式会社 いぶし和形軒瓦製造生産プロセス向上計画 2,300,000 平成26年6月5日

18 株式会社ヨーダイ
新素材高張力鋼板（ハイテン）に対応した金型の開発・大
型プレス金型製作の生産規模拡大。

10,000,000 平成26年6月5日

19 株式会社　八木製作所
プレス成形シミュレーション導入による金型製造の短納期
化

9,200,000 平成26年6月5日

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

交付決定一覧（１次公募一次締切分）
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20 フルヤ工業株式会社 ゴム製歯間ブラシの研究・開発 15,000,000 平成26年6月5日

21 有限会社オートリック
最新フィッティングシステム導入による高価格帯ユーザー
の顧客開拓

1,306,666 平成26年6月6日

22 北條製餡株式会社
製造環境改善のための　餡製造過程で発生する「煮汁」
の有効活用事業

10,000,000 平成26年6月6日

23 ナイス株式会社
アルミ接合用ろう材開発のための小型試作溶解設備の導
入

9,300,000 平成26年6月9日

24 東洋ケミテック株式会社
ウレタンフィルム複合アクリル発泡体の品質を向上させる
生産体制の構築

10,000,000 平成26年6月9日

25 末廣精工株式会社
高性能レーザー加工機を利用した高品質・省エネルギー・
環境に配慮した生産体制の構築

10,000,000 平成26年6月9日

26 株式会社源平刃物工場
ブランク加工技術効率化と試作開発事業と高性能ディス
クレーザ切断機導入

10,000,000 平成26年6月10日

27 株式会社　福原精機製作所
高級アパレル向け編機、販路拡大のための高速電気選
針丸編機の開発

10,000,000 平成26年6月10日

28 ケンミン食品株式会社
計量・投入工程の半自動化（誰でもできる計量投入を目
指して）へのトライアル

10,000,000 平成26年6月11日

29 登鉄工株式会社
消波ブロック用鋼製型枠の切断工程内製化による、短納
期化並びに価格競争力強化

10,000,000 平成26年6月11日

30 サカモトメタル株式会社
被覆銅線の完全リサイクル化実現のための新たな生産プ
ロセスの確立

14,013,333 平成26年6月12日

31 有限会社新喜皮革
空調管理除湿システム導入によるコードバンの安定的な
生産性向上及び品質向上

6,020,000 平成26年6月12日

32 サンナッツ食品株式会社
食料製品製造時に発生する汚泥排水に対する環境配慮
型浄化システムの確立

7,200,000 平成26年6月12日

33 株式会社オオナガ
複雑形状の航空機部品の最適検査方法を設定する技術
の確立と設備投資

15,000,000 平成26年6月13日

34 有限会社三協製作所 超高速移動の工作機械に対応したテレスコカバーの開発 10,000,000 平成26年6月13日

35 ユタカ産業株式会社
複合加工機の導入による価格競争力の強化、納期短縮、
加工精度の向上。

10,000,000 平成26年6月13日

36 高井電機株式会社
石英硝子・光学硝子特殊加工開発による分析・殺菌装置
部品製作

15,000,000 平成26年6月13日

37 カカシ食研株式会社
漬物調味液の生産工程における効率化・省人化を実現す
るための製造システムの開発

6,000,000 平成26年6月13日

38
フコクインダストリー株式会
社

成長分野への事業規模拡大に向けた生産ラインの革新 15,000,000 平成26年6月13日

39 朝日窯業株式会社
オーダーメード型仏教社寺用大型瓦新開発のための金型製
作及び製造ライン改良事業

9,667,000 平成26年6月13日

40 出光工業株式会社
発電所、変電所向け電力用大型変圧器のUHV送電（超々
高電圧送電）に向けた絶縁部品製造に伴う高精度加工機
械の試作機開発

8,000,000 平成26年6月13日
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41 株式会社二川工業製作所 最新溶接ロボットシステム導入による生産性向上計画 10,000,000 平成26年6月16日

42 共和技研株式会社
製造拠点集約による高精度・低コストの量産加工体制の
構築

10,000,000 平成26年6月16日

43 株式会社亀山鋳造所
低コスト、短納期を実現する銅合金、鋳鉄一体型プレス金
型鋳物の開発

10,000,000 平成26年6月16日

44 株式会社大阪鉛錫精錬所
使用済み超硬工具リサイクルプロセスにおける選別作業
の自動化

13,395,159 平成26年6月16日

45 株式会社ユタックス 無縫製ブラジャー自動組立て装置の開発 10,000,000 平成26年6月18日

46 株式会社ナサダ
航空エンジン部品の高能率加工＆工程集約でコスト及び
リスクの低減

15,000,000 平成26年6月18日

47 株式会社コヤマテクノ
新型プレスブレーキ導入による生産能力強化と加工技術
の高度化

10,000,000 平成26年6月19日

48 和田山精機株式会社
高精度多軸制御研削盤導入による金型加工の高精度化
および金型の耐久性向上

10,000,000 平成26年6月19日

49 株式会社ジュピテック 胎児心電位計測のための装置開発 7,000,000 平成26年6月19日

50 有限会社名刀針
世界市場に向けての釣針品質の高精度化及び生産の高
効率化

10,000,000 平成26年6月19日

51 有限会社　大西工作所
大型精密平面研削盤導入によるプレス金型の【工期短
縮】【大型化】【高精度化】への対応

9,466,666 平成26年6月20日

52 株式会社小林木工
環境素材（木材チップ廃材利用ボード）を使用した家具の
革新的プログラム生産事業

15,000,000 平成26年6月23日

53 株式会社　岡常歯車製作所
CNC(コンピューター寸法数値制御)化による歯車生産高
効率化・事業継承事業

10,000,000 平成26年6月23日

54 林六株式会社 タピオカ・コーン澱粉の販売増進計画 6,282,000 平成26年6月25日

55 株式会社ニート 体外診断用光学セルの全自動化設備の開発 14,893,333 平成26年6月26日

56 株式会社前田精密製作所 医療用部品の精密加工技術向上 15,000,000 平成26年6月26日

57
行政書士わたなべ法務事務
所

専用アプリの開発による建設業の経営状況分析の受託サー
ビスの展開

3,000,000 平成26年6月26日

58 ＫＰファクトリー株式会社 高速鉄道車両向け　アルミ接合技術の拡充 6,565,333 平成26年6月27日

59 株式会社Wave Technology
レイアウトフリーで電化製品に後付け可能な「ワイヤレス
給電アダプター」の開発・試作

9,448,000 平成26年6月27日

60 株式会社ニッピ機械
横型マシニングセンター導入による低コスト化、高機能
「革漉き割り機」の試作開発

10,000,000 平成26年6月27日

61 淡路麺業株式会社 超強力国産小麦を使用したショート生パスタの製品化。 10,000,000 平成26年6月27日
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62 有限会社神田縫工
独自の位置決めノウハウと最新式刺繍機の融合による感
性価値の高い新たな刺繍製品の生産

10,000,000 平成26年6月27日

63 深江化成株式会社 細胞向けオーダーメイドディスポーザブル製品の開発 13,976,000 平成26年6月27日

64 山名酒造株式会社 カクテル用の純米酒の製造および蔵カフェの展開 7,973,666 平成26年6月30日

65 株式会社五洋産業
金属製品鍛造技術加工の効率化、及び製品品質の飛躍
的向上に向けて

10,000,000 平成26年6月30日

66 ユウキメタルテック株式会社
ＬＮＧ気化装置のアルミパイプ加工における大型複雑形
状部品の加工性向上

11,100,000 平成26年7月1日

67 河部精密工業株式会社
女性・子供・お年寄りが使いやすく、本格仕様ながら雑貨
感覚鋸の開発

7,800,000 平成26年7月1日

68 大河内金属株式会社 ＭＲＩ装置部品に関する設備投資計画 15,000,000 平成26年7月1日

69 株式会社北村電気工業
中低温廃熱エネルギーを用いた小型蒸気ランキンスター
リングエンジンの試作開発

7,609,730 平成26年7月2日

70 播州織工業協同組合 機能繊維の熱処理の技術向上並びに省エネの実現 10,000,000 平成26年7月2日

71
ノズルネットワーク株式会
社

ワクチンなどを霧で経口投与する使い切り低価格噴霧器
の量産化試作

5,260,187 平成26年7月2日

72 株式会社桂田モータース
車検整備設備および洗浄機導入を機にした３輪バイク
ユーザー拡大事業

10,000,000 平成26年7月2日

73 ミツ精機株式会社
高速ＭＣ・ロボットで構成する加工セルによる航空機部品の生
産性・品質向上

15,000,000 平成26年7月2日

74 株式会社大日製作所
高効率火力発電用ガスタービン動翼・静翼仕上げ工程の
自動化方法の開発

15,000,000 平成26年7月2日

75
株式会社インキュベーショ
ン・アライアンス

グラフェンを活用したフレキシブル機能性シートの試作開
発

14,999,506 平成26年7月2日

76 株式会社ささめ針
３次元ＣＡＤおよびこれと連動する３Ｄプリンタ－を活用し
た、釣り用ルアーの開発

4,031,000 平成26年7月2日

77 兵神機械工業株式会社 船舶で設置使用される植物工場の開発 10,000,000 平成26年7月2日

78 東洋ナッツ食品株式会社
和風味ナッツ及び料理用ナッツ調味料開発における味の
視覚化による高度化

10,000,000 平成26年7月2日

79 株式会社きしろ
組立型クランク軸の主要部品であるクランクスローの切削
用刃物の診断開発

2,745,669 平成26年7月2日

80 キムラシール株式会社
半自動包装機による単層熱可塑性フィルムの高速溶着技
術の開発

5,775,000 平成26年7月2日

81 株式会社ドクターフィット
外反母趾に関する特許を活かしたオーダーシューズの試
作開発事業

10,000,000 平成26年7月2日
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82 武田食品冷凍株式会社
淡路島・紀淡海峡産天然わかめの「茎わかめ」「メカブ」の
有効活用と加工品の開発

3,660,000 平成26年7月2日

83 株式会社協和製作所
農業機械等の高機能・省エネ化のための試作ギヤ生産プ
ロセス強化事業

10,000,000 平成26年7月3日

84 株式会社シンワ工業 食品加工場の衛生的気流制御システムの開発 6,638,306 平成26年7月3日

85
株式会社Ｅ・テック
（医療機器開発研究所）

人体に安全で、十分な抗菌力を有する抗菌性食品機械用
潤滑油の試作開発

10,000,000 平成26年7月3日

86 エンドー鞄株式会社
静かで、親子３代に渡っても使えるような価値とデザイン
を兼ね備えた『１００年鞄』と呼べるような、ビジネス及びト
ラベルバッグの開発

9,690,240 平成26年7月4日

87 計測技研株式会社
測定時間の短縮と測定点数の増加を実現する内空断面
形状測定装置の開発

10,000,000 平成26年7月9日

88
株式会社センサーズ・アン
ド・ワークス

小型高機能人感センサ端末ネットワークによる動線
見える化

6,968,533 平成26年7月9日

89 大関株式会社
生産プロセス改善の為の麹菌タンパク質生産システムの
開発

10,000,000 平成26年7月9日

90 セイコー化工機株式会社 経年使用の薬液用ＦＲＰタンクの劣化診断サービス 7,592,000 平成26年7月11日

91 トラストメディカル株式会社 医療ディバイスの容器組立分注自動化事業 15,000,000 平成26年7月15日

92 蓬莱精工株式会社
横型ＮＣ加工機の導入で環境関連機器の社内一貫生産
体制を構築

15,000,000 平成26年7月24日

93 阿江ハンカチーフ株式会社
旧型織機と部分電子ジャカードの高感性を活かしたストー
ル革命

10,000,000 平成26年7月24日

94 金井重要工業株式会社 繊維機械用部品であるメタリックワイヤの熱処理品質改善 10,000,000 平成26年7月31日

95 サンテック株式会社
新型速度センサー開発における高密度基板実装の検証
と製品化

10,000,000 平成26年8月5日

96 株式会社千代田精機 積層断熱高真空配管 15,000,000 平成26年8月7日

97 福伸電機株式会社
超ハイサイクルインサート成形加工技術の開発および試
作製作

15,000,000 平成26年8月7日

98 谷水加工板工業株式会社 不燃と遮音性能を持つ船舶用間仕切りパネルの開発 10,000,000 平成26年8月22日

99 神戸合成株式会社 低ＶＯＣ性に優れた水性ガラスコーティング剤の開発 10,000,000 平成26年9月2日

100 株式会社山本電機製作所 F.S.D.微差圧スイッチMS99 開発 10,000,000 平成26年9月24日

101 伊東電機株式会社
３Ｄプリンタ導入による制御基板ケース試作・評価プロセ
スの改善

8,174,933 平成26年9月24日
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