
申請者名称 事業計画名 交付決定額 交付決定日

1 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

10,000,000 平成26年10月16日

2 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

10,000,000 平成26年10月16日

3 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

10,000,000 平成26年10月16日

4 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。

5,726,666 平成26年10月16日

5 神戸ステンレス株式会社 レーザー切断事業改善計画 10,000,000 平成26年10月16日

6 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

10,000,000 平成26年10月16日

7 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

10,000,000 平成26年10月16日

8 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

5,512,715 平成26年10月21日

9 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

10,000,000 平成26年10月21日

10 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

10,000,000 平成26年10月21日

11 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

10,000,000 平成26年10月21日

12 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

10,000,000 平成26年10月21日

13 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

9,766,506 平成26年10月21日

14
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

5,890,996 平成26年10月21日

15 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

10,000,000 平成26年10月22日

16 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 10,000,000 平成26年10月23日

17 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 10,000,000 平成26年10月23日

18 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。

15,000,000 平成26年10月24日

19 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）

10,000,000 平成26年10月27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（２次公募分）
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20 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

15,000,000 平成26年10月28日

21 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

9,733,000 平成26年10月28日

22 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

10,000,000 平成26年10月29日

23 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

4,052,719 平成26年10月29日

24 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

6,389,330 平成26年10月29日

25 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

10,000,000 平成26年10月29日

26 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 9,066,666 平成26年10月29日

27 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

10,000,000 平成26年10月30日

28 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

10,000,000 平成26年10月30日

29 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

2,677,533 平成26年10月30日

30 株式会社　ＺＵＮＤ ご当地食材等を使った新食感の「麺」の開発 10,000,000 平成26年10月30日

31 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

1,920,000 平成26年10月30日

32 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

15,000,000 平成26年10月30日

33 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

10,000,000 平成26年10月30日

34 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

8,119,866 平成26年10月31日

35 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

7,833,333 平成26年10月31日

36 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

9,333,333 平成26年10月31日

37 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

10,000,000 平成26年10月31日

38 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

6,300,000 平成26年10月31日

39 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

10,000,000 平成26年10月31日

40 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 10,000,000 平成26年10月31日
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41 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

10,000,000 平成26年10月31日

42 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

8,333,333 平成26年11月5日

43 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

10,000,000 平成26年11月6日

44 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

10,000,000 平成26年11月10日

45 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

10,000,000 平成26年11月10日

46 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

10,000,000 平成26年11月10日

47
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 7,000,000 平成26年11月10日

48 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

6,330,000 平成26年11月10日

49 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

3,130,000 平成26年11月10日

50 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

6,974,683 平成26年11月10日

51 株式会社西山工務店 環境重視型の無排土工法の実用化 15,000,000 平成26年11月10日

52 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」

10,000,000 平成26年11月10日

53 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

10,000,000 平成26年11月12日

54 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

6,056,666 平成26年11月12日

55 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

10,000,000 平成26年11月12日

56 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 7,466,666 平成26年11月12日

57 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

4,284,000 平成26年11月13日

58 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

10,000,000 平成26年11月13日

59 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

8,020,000 平成26年11月13日

60 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

10,000,000 平成26年11月13日

61 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

10,000,000 平成26年11月13日
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62
株式会社神戸工業試験場 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
15,000,000 平成26年11月13日

63 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

6,666,000 平成26年11月13日

64 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

9,960,000 平成26年11月13日

65 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

9,250,000 平成26年11月14日

66 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 3,600,000 平成26年11月14日

67 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。

10,000,000 平成26年11月14日

68
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 10,000,000 平成26年11月14日

69 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

10,000,000 平成26年11月14日

70 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

10,000,000 平成26年11月17日

71 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 14,599,999 平成26年11月17日

72 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

10,000,000 平成26年11月17日

73 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

15,000,000 平成26年11月17日

74 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

10,000,000 平成26年11月17日

75
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

8,266,666 平成26年11月18日

76 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

10,000,000 平成26年11月18日

77 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 10,000,000 平成26年11月19日

78
株式会社神戸工業試験場 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
15,000,000 平成26年11月20日

79 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 11,178,752 平成26年11月20日

80 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

6,631,517 平成26年11月25日

81 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

7,632,962 平成26年11月25日
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82 株式会社ジュエリーカミネ
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

8,760,170 平成26年11月25日

83 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　Ｏｎｅ市
場拡大事業

10,000,000 平成26年11月25日

84 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

15,000,000 平成26年11月25日

85 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 10,000,000 平成26年11月25日

86 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 2,889,000 平成26年11月25日

87 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

10,000,000 平成26年11月25日

88 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 14,014,000 平成26年11月25日

89 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

10,000,000 平成26年11月26日

90 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

3,915,052 平成26年11月26日

91 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 10,000,000 平成26年11月26日

92 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

6,800,000 平成26年11月26日

93 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

3,131,000 平成26年11月27日

94
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 10,000,000 平成26年11月27日

95 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

5,702,930 平成26年11月27日

96 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 7,333,333 平成26年11月27日

97
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

7,031,996 平成26年11月27日

98 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

3,600,000 平成26年11月27日

99
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

10,000,000 平成26年11月27日

100
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 10,000,000 平成26年11月28日

101 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

5,365,000 平成26年11月28日
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102 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。

10,000,000 平成26年11月28日

103 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

3,300,000 平成26年11月28日

104 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

10,000,000 平成26年11月28日

105 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

14,531,666 平成26年11月28日

106 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

9,948,000 平成26年11月28日

107 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

1,592,000 平成26年11月28日

108 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

10,000,000 平成26年11月28日

109 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

15,000,000 平成26年12月1日

110 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

6,375,922 平成26年12月1日

111 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

4,732,665 平成26年12月1日

112 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

6,398,255 平成26年12月1日

113 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

14,364,000 平成26年12月1日

114 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

14,960,000 平成26年12月1日

115 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

10,000,000 平成26年12月1日

116 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

10,000,000 平成26年12月1日

117 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

10,000,000 平成26年12月1日

118 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

10,000,000 平成26年12月1日

119 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

10,000,000 平成26年12月1日

120 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

10,000,000 平成26年12月1日

121 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

6,622,665 平成26年12月1日
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122 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

9,832,000 平成26年12月2日

123 株式会社仁川設備 新工法開発ダクト試作プロジェクト 8,828,393 平成26年12月2日

124 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

7,000,000 平成26年12月2日

125 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

10,000,000 平成26年12月2日

126 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

10,000,000 平成26年12月2日

127 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 9,852,632 平成26年12月2日

128 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 2,014,660 平成26年12月2日

129 丸菱石鹸
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

4,520,000 平成26年12月2日

130 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 9,999,999 平成26年12月2日

131 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 10,000,000 平成26年12月2日

132
株式会社　ＭＥＮ　ＡＴ　ＷＯ
ＲＫ

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」

1,062,000 平成26年12月2日

133 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

9,966,599 平成26年12月2日

134 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

10,000,000 平成26年12月2日

135 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

10,000,000 平成26年12月2日

136 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

10,000,000 平成26年12月2日

137 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。

10,000,000 平成26年12月3日

138 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

2,182,380 平成26年12月3日

139 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

2,690,000 平成26年12月3日

140
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

2,027,303 平成26年12月3日

141 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

10,000,000 平成26年12月3日
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142 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

9,014,100 平成26年12月3日

143 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 2,868,800 平成26年12月3日

144 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

6,666,665 平成26年12月3日

145 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

9,850,000 平成26年12月3日

146 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

5,333,333 平成26年12月3日

147 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

2,604,000 平成26年12月3日

148 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

8,547,832 平成26年12月3日

149 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

9,100,000 平成26年12月3日

150 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

15,000,000 平成26年12月3日

151 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

15,000,000 平成26年12月3日

152 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

10,000,000 平成26年12月3日

153 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

10,000,000 平成26年12月3日

154 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 10,000,000 平成26年12月4日

155 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 6,059,020 平成26年12月4日

156 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

9,909,871 平成26年12月4日

157 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

1,275,000 平成26年12月4日

158 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

6,591,672 平成26年12月4日

159 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

8,047,800 平成26年12月4日

160
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 9,990,000 平成26年12月4日

161 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

10,000,000 平成26年12月4日
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162 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 1,666,666 平成26年12月4日

163 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

10,000,000 平成26年12月4日

164 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

10,000,000 平成26年12月4日

165
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

5,333,333 平成26年12月4日

166 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

15,000,000 平成26年12月4日

167 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

9,400,000 平成26年12月4日

168 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

10,000,000 平成26年12月4日

169 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

1,973,000 平成26年12月4日

170 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

10,000,000 平成26年12月5日

171
株式会社
スカイジェット・メディカル

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

9,769,332 平成26年12月8日

172 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

5,268,198 平成26年12月10日

173 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

10,000,000 平成26年12月10日

174 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

9,807,998 平成26年12月17日

9／9


