平成２７年度補正 ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金
採択案件一覧（340件）
（受付番号順）
受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

2728110001 兵庫県

有限会社福永鉄工所

4140002050587

ガスタービン部品加工強化のためのマシニングセンター
姫路信用金庫
の導入

2728110002 兵庫県

株式会社ホーユーウエルディング

3140001083192

３本ロール自動化による生産プロセス並びに製作過程
北おおさか信用金庫
環境の改善計画

2728110003 兵庫県

株式會社丸十

7140001043622

レーザー溶接と自動バリ取りの一貫加工による加工精
株式会社クリエイション
度と生産性の向上

2728110004 兵庫県

株式会社イシカワ

3140001093290

水素ステーションを構成するバルブ製造の内製化によ
る短納期化計画

2728110005 兵庫県

株式会社長谷川測量

3140001091823

３Ｄスキャナー測量機を用いた革新的な高付加価値測
豊岡市商工会
量サービスの提供

2728110007 兵庫県

株式会社甲斐木工

8140001056458

５軸複合マシン導入によるデザイナー家具生産効率化
株式会社クリエイション
および完全内作化

2728110009 兵庫県

丹波ケーブル株式会社

6140001041172

自社独自の効率的セル生産システムの構築

2728110010 兵庫県

タカミウエルテック

2728110011 兵庫県

株式会社内外製作所

7140001076804

生産性向上と新生産方式開発による高利益率製品の
新規受注拡大事業

2728110012 兵庫県

株式会社協和テクノ

3140001076188

新生産方式開発と新規設備による生産性向上による受
イグレック田中洋介
注拡大

2728110013 兵庫県

不二印刷株式会社

4120001069861

各工程の効率化と印刷の高精度化でトータル的な品質
株式会社エフアンドエム
向上

2728110014 兵庫県

岡治織物合資会社

1140003007993

播州織ワイシャツ生地の高付加価値化と生産性向上に
イグレック田中洋介
よる受注拡大

2728110015 兵庫県

ミツ精機株式会社

5140001085237

最新鋭航空機部品加工の精度・生産性・品質向上を熟
株式会社クリエイション
練工に頼らず実現

2728110016 兵庫県

有限会社衣笠木工所

5140002032353

全自動Ⅴカットソーマシン導入による生産プロセス革新
兵庫県信用組合
と新規市場の創出

2728110018 兵庫県

ウエムラ技研株式会社

7140001036980

Ｘ線透視装置のＣＴ化による検査手法の確立

神戸Ｈ．Ｉ．Ｔ．法律事務所

2728110019 兵庫県

小田鉄工株式会社

7140001076102

両面開先加工機導入による、橋梁用耐震鉄骨の一貫
生産体制の構築

株式会社ゼロプラス

2728110020 兵庫県

大洋金属株式会社

9140001076298

既存事業の蓄積技術を活用した新分野参入に向けた
生産性向上

イグレック田中洋介

2728110022 兵庫県

株式会社ウノ

5140001075329

効率的井戸掘削技術活用による水道代削減サービス
の開発

イグレック田中洋介

2728110023 兵庫県

東洋ケミテック株式会社

9140001016510

落下衝撃への耐久性に優れた両面粘着テープの開発 はなやま税理士事務所

2728110024 兵庫県

株式会社横山建設工業

2140001075158

開先加工機導入による、ボトルネック工程の解消と重量
株式会社ゼロプラス
鉄骨の生産能力拡大

2728110026 兵庫県

白星社クリーニング株式会社

2140001026458

クラウドシステム導入による顧客管理と包括的商品管
理

2728110031 兵庫県

川嶋製作所

2728110032 兵庫県

株式会社網干造船所

3140001057634

地域密着型ものづくり体験ビジネスモデルの確立

2728110033 兵庫県

永井鋼業株式会社

2140001016541

リニア工事開始によるロックボルト需要増対策と新製品
みなと銀行
開発の事業計画

2728110034 兵庫県

株式会社梶原鉄工所

8140001058297

航空宇宙関連部品加工への新規参入とＩｏＴ対応ソフト
による高度生産性向上

姫路信用金庫

2728110035 兵庫県

和田山精機株式会社

1140001046928

超硬合金製金型の高性能化事業

但馬信用金庫

2728110036 兵庫県

ダディーズベーカリー

兵庫県内産初となる新品種“せときらら”の小麦粉を
使ったパンの製造

但陽信用金庫

2728110038 兵庫県

まねき食品株式会社

4140001061676

真空冷却機の導入により、生産コストの削減及び売上
の増加を実現させる事業

株式会社増田経営会計

2728110039 兵庫県

株式会社辻製作所

9140001040221

成形工程の品質向上と最新鋭成形機の導入

上郡町商工会

株式会社エフアンドエム

丹波市商工会

溶接ロボット導入による効率的多品種少量生産体制の
丹波市商工会
確立
イグレック田中洋介

商工組合中央金庫

プラスチック射出成形品製造工程の高機能化により、
株式会社増田経営会計
品質向上、生産性向上及び納期短縮を実現させる事業
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兵庫信用金庫

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

2728110040 兵庫県

田中板金工業株式会社

6140001076763

金属建材の製造内製化から一貫施工によるコストダウ
みなと銀行
ンと業務効率化

2728110041 兵庫県

有限会社紙谷工業所

1140002035070

ダイヤモンド刃開発に伴うＮＣ旋盤機導入による生産性
中兵庫信用金庫
と収益性向上

2728110042 兵庫県

株式会社ＧＲＡＮＴ ＦＯＯＴ

4140001032355

印刷・染色業務の内製化によるデザイン面の強化と競 税理士法人ミライト・パート
争優位の確立
ナーズ

2728110043 兵庫県

株式会社佐伯製作所

6140001076185

建設機械の油圧制御部品における高精度化及び安定
株式会社エフアンドエム
供給体制の実現

2728110044 兵庫県

株式会社新免製作所

2140001056257

鋼材加工幅の拡大による、大型倉庫向け建設資材の
供給力強化事業

株式会社ゼロプラス

2728110045 兵庫県

株式会社奈央

2140001043206

地元の観光資源の和菓子をブランド化、生産プロセス
の改善で売上・利益を拡大

姫路信用金庫

2728110046 兵庫県

林鉄工

2728110047 兵庫県

株式会社齊藤製作所

5140001058985

開先加工機の導入により、社内一貫生産の体制を構築
姫路信用金庫
し経営力を強化する。

2728110048 兵庫県

栄和興業株式会社

9140001085539

鉄骨柱大組立溶接ロボット導入によるボトルネック解消
株式会社ゼロプラス
と大型鉄骨案件の獲得

2728110049 兵庫県

株式会社サボテン

4140001036323

ファイバーレーザ切断加工機導入による多品種・小ロッ
株式会社ゼロプラス
ト生産体制の構築

2728110051 兵庫県

出光工業株式会社

5140001040010

次世代型大型変圧器用絶縁体部品のコスト低減及び
納期短縮化を目指した加工装置の試作機開発

2728110052 兵庫県

有限会社新栄プラント

1140002032373

生産能力の向上と進捗情報の共有による顧客との関係
株式会社ゼロプラス
性強化

2728110053 兵庫県

株式会社バイナル

7140001086712

スマホ用フリップケースの開発と市場展開

2728110054 兵庫県

株式会社総合印刷髙永

7140001001943

短納期、高デザイン性、小ロット、低コストに対応したＷ
株式会社エフアンドエム
ＥＢ受注による印刷システムの構築

2728110056 兵庫県

エンゼラス有限会社

1140002051687

自動化設備導入による自動車用ウォッシャーホースの
但陽信用金庫
生産性向上計画

2728110057 兵庫県

株式会社岸本工業

7140001076192

階段側桁部の完全自社社内化によるコスト低減と納期
但陽信用金庫
短縮化計画

2728110059 兵庫県

株式会社みつヴィレッジ

6140001095739

夏越し通年栽培による地域密着型高収益トマトビジネス
兵庫信用金庫
モデルの確立

2728110060 兵庫県

株式会社大智鍜造所

1140001079201

ＩｏＴ活用高性能ショットブラストによる鍛造品表面処理
の生産性向上と高品質化

池田泉州銀行

2728110065 兵庫県

株式会社テクノス

5140001053193

ドライ型真空ポンプの効率稼働を支援するツールの試
作開発

尼崎商工会議所

2728110068 兵庫県

株式会社ビークス

6140001056088

建設業界の技術潮流による売上げ阻害の加工要因を
解消する事業計画

但馬信用金庫

2728110070 兵庫県

株式会社関西コンサルタント

7140001085202

安全で高精度、効率的な三次元測量による、迅速な災
株式会社エフアンドエム
害復旧への貢献

2728110072 兵庫県

株式会社松本製作所

5140001061667

最新の測定器導入による検査工程の強化とこれによる
株式会社エフアンドエム
海外受注対応

2728110075 兵庫県

株式会社ニッピ機械

4140001076402

“軟らかい”難加工材高精度スライス加工機の開発

みなと銀行

2728110076 兵庫県

有限会社古坂鉄工所

7140002036550

最新ＣＮＣ旋盤導入による大幅な工程集約及び、革新
的な加工方法（イノベーション）への挑戦

淡路信用金庫

2728110079 兵庫県

株式会社日神鋼業

3140001037082

窒素発生装置の導入による鉄鋼切断品質の向上と納
期短縮

株式会社ゼロプラス

2728110080 兵庫県

竹内鉄工株式会社

6140001038400

溶接工と溶接ロボットの技術融合による、高品質大型
鉄骨の量産事業

株式会社ゼロプラス

2728110087 兵庫県

ナイス株式会社

2140001050350

走査型電子顕微鏡の活用を通じた低融点アルミニウム
神戸商工会議所
ろう材の品質向上

2728110090 兵庫県

株式会社かね徳

2140001019008

たらこ旨煮等、おせち向け加熱処理商品の開発及び品
商工組合中央金庫
質向上と量産体制の構築

2728110091 兵庫県

株式会社イデア

4140001004445

端材の再利用による試作模型の低価格化と加飾による
株式会社クリエイション
審美性の向上

2728110092 兵庫県

有限会社衣川クリーニング

2140002046711

鞄修理縫製部門の内製化事業

電力向け部材を加工する分野への新規進出の為の生
みなと銀行
産性向上計画
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商工組合中央金庫

兵庫信用金庫

但馬信用金庫

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

2728110095 兵庫県

株式会社カコテクノス

8140001017377

非熟練工による少量品から多量品のワンストップ板金
加工体制の確立

みなと銀行

2728110096 兵庫県

株式会社ミキリース

9140001036632

金属加工現場に特化したマットリース事業の確立と拡
販

日新信用金庫

2728110099 兵庫県

株式会社田中鉄工所

3140001016441

手術支援ロボット用精密加工部品の、無人化による加
工精度の向上

株式会社クリエイション

2728110103 兵庫県

髙丸工業株式会社

1140001049856

航空機・食品・医薬品分野企業の要求に対応するロ
ボット教育およびシステム受注体制の強化

尼崎信用金庫

2728110108 兵庫県

有限会社大久保製作所

8140002033290

迅速な製品開発の為の適正素材選定と有害物質早期
みなと銀行
発見の為の検査体制の構築

2728110109 兵庫県

カルモ鋳工株式会社

2140001004629

各種タイヤの石膏モデル加工・金型の鋳造・機械加工
のワンストップ提供

2728110111 兵庫県

株式会社宮田製作所

4140001051537

ＬＰガスのバルク貯槽用ネックリングの生産及び品質管
商工組合中央金庫
理体制の確立

2728110115 兵庫県

横田エンジニアリング株式会社

8140001051830

ケミカルタンクのベーパー（有害ガス）回収・洗浄方法の
兵庫県信用組合
新技術開発

2728110117 兵庫県

有限会社辨天堂

7140002069336

３０年来取り組んできた「無添加スィーツ」の量産体制の
淡路市商工会
確立

2728110122 兵庫県

長谷川電機工業株式会社

3140001050779

絶縁性能や強度を満たした、検電器用の樹脂射出成型
株式会社クリエイション
伸縮絶縁棒の新規開発

2728110124 兵庫県

株式会社佐橋動物病院

2140001095734

動物病院における新しい循環器検査による高度獣医医
猪名川町商工会
療の提供

2728110129 兵庫県

マスミ鞄嚢株式会社

4140001056115

革製品の生産性向上及び、高度デザイン革製品の生
産工程の確立計画

2728110130 兵庫県

有限会社マクロポリマー

2140002009239

最新真空成型機導入による高効率シリコーンゴム成型
神戸信用金庫
工程の構築

2728110131 兵庫県

こがね味噌株式会社

1140001046515

麹の高品質化の為の設備導入による製麹室環境の整
養父市商工会
備事業

2728110132 兵庫県

株式会社森川製作所

6140001076499

次世代を見据えた当社の溶接能力の向上と生産管理
体制の充実

兵庫県信用組合

2728110134 兵庫県

丸一興業株式会社

6140001051361

３Ｄデータ活用による重量物梱包での生産プロセス改
革と新規顧客獲得

株式会社関西経営サポー
トセンター

2728110137 兵庫県

株式会社マルイチ

8140001086001

漁場環境改善を目的とした広範囲食害対策の藻場製
品試作事業

みなと銀行

2728110138 兵庫県

株式会社タツミ

5140001085658

黒いぶし瓦製造技術を活用したインテリア及びエクステ
淡路信用金庫
リア製品開発と販売

2728110144 兵庫県

谷池瓦産業

2728110145 兵庫県

三ツ星製作株式会社

5140001061816

５軸加工機と３次元測定機導入による超精密加工分野
但陽信用金庫
への事業展開

2728110146 兵庫県

新栄製工株式会社

6140001036263

リニアモーターカー・海外鉄道車両用の大型制御盤筐
体生産体制確立

株式会社ゼロプラス

2728110147 兵庫県

株式会社大日製作所

1140001044048

３次元形状の航空機部品に関する効率的な生産体制
の構築

みなと銀行

2728110150 兵庫県

株式会社日本ジェット

9140001076397

高精度な歯車部品加工におけるコストダウン及び短納
株式会社エフアンドエム
期化による競争力の強化

2728110165 兵庫県

有限会社西村鉄工所

4140002062459

鉄道業向け主要パーツの高精度化及び全数検査体制
兵庫県信用組合
の構築

2728110170 兵庫県

株式会社神港鍍金工業所

7140001016198

メッキ加工処理の自動化における製品の均一化、高品
株式会社エフアンドエム
質化の実現

2728110172 兵庫県

株式会社本田商店

6140001061542

新鮮な生酒を通年醸造し国内・海外へ販売するための
播州信用金庫
醸造設備の構築

2728110175 兵庫県

株式会社エー・ティ・エム

2140001015766

グラファイト電極の加工能率の向上を目的とする新工
程の開発計画。

2728110178 兵庫県

株式会社ウインブルヤマグチ

4140001074892

最新複合機の導入による部品製作の内製化、および生
加東市商工会
産リードタイムの短縮

2728110181 兵庫県

株式会社神戸珈琲

8140001017121

珈琲豆研磨機の導入により、新しい風味（香り・味）を創
みなと銀行
造した「研磨済焙煎珈琲」の開発

2728110182 兵庫県

アプリコット株式会社

3140002053715

インテリアの３Ｄシミュレーターと顧客管理システム導入
姫路商工会議所
による業務効率化

伝統と防災両立のためのシノギ桟瓦・左シノギ桟瓦の
開発販売計画
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株式会社クリエイション

兵庫県信用組合

南あわじ市商工会

阿波銀行

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

2728110183 兵庫県

株式会社アヌシ

1140001080571

ホテル用アメニティのフルオーダー対応及び短納期対
応による付加価値向上プロジェクト

尼崎信用金庫

2728110184 兵庫県

有限会社文高製作所

9140002038743

最新工作機械導入による、高精度化・内製化の実現
と、新規分野への本格参入

但陽信用金庫

2728110185 兵庫県

有限会社宏誠工業製作所

1140002048444

高度化する自動車電装部品の品質維持に関する市場
姫路商工会議所
ニーズにこたえるための検査体制構築

2728110186 兵庫県

株式会社北川製作所

7140001058463

工場ネットワークによる、高品質でフレキシブルな生産
株式会社ゼロプラス
体制の実現

2728110188 兵庫県

株式会社シカタ

7140001076267

マスカスタマイゼーション（単品大量生産）に向けた生産
兵庫信用組合
体制の構築

2728110191 兵庫県

和以貴建設株式会社

6140001075708

最新全自動溶接機の導入による大型鉄骨製作の体制
みなと銀行
構築と受注拡大計画

2728110195 兵庫県

有限会社太田ジオリサーチ

7140002055947

中古住宅・造成地の品質評価サービス事業

2728110197 兵庫県

有限会社杉山鉄工

8140002062380

最新式高性能マシニングセンタ導入による高精度加工
姫路信用金庫
への転換と売上の倍増

2728110199 兵庫県

株式会社小林製作所

9140001058866

医療機器向け精密機械部品の高精度化と短納期化の
姫路信用金庫
実現

2728110200 兵庫県

株式会社ミヤワキプレス

8140001036385

ヘッジトリマー関連部品の新規案件受注に際しての３次
兵庫県信用組合
元測定器導入

2728110202 兵庫県

日藤ポリゴン株式会社

8140001075730

横中ぐり盤導入による日本初の大型工作機械製造への
兵庫県信用組合
挑戦

2728110205 兵庫県

株式会社朝日エアーゾール

2140001040871

３５㎜パイ対応シュリンク缶立て設備の導入による新規
蘆田総合会計事務所
市場への進出

2728110206 兵庫県

甲北食品工業株式会社

3140001036803

農商工連携による新商品の開発および自社佃煮製品
のインバウンド需要対応、海外市場への展開

2728110207 兵庫県

東洋ナッツ食品株式会社

1140001019041

製造環境改善による粉巻製品の品質向上及び生産性
瀬越長一税理士事務所
の強化

2728110208 兵庫県

株式会社原田パン

6140003003402

「もちふわ感」のあるソフトフランスコッペパンの開発と
量産体制の確立

2728110209 兵庫県

木村工業株式会社

5140001034771

高効率圧縮・梱包機導入によるバイオマス燃料の生産
株式会社クリエイション
および輸送効率化

2728110211 兵庫県

株式会社福井鉄工所

3140001016739

極小パーツの多品種小ロット対応のための工程集約化
淡路信用金庫
の実施

2728110214 兵庫県

株式会社セプト

6140001074981

多重板スクリュー脱水機部品製造における高精度化と
みなと銀行
短納期化

2728110215 兵庫県

狩場酒造場

2728110216 兵庫県

株式会社ハマテック

8140001076167

クリーンカット技術と溶接加工の融合による高品質製品
兵庫県信用組合
製作の確立

2728110217 兵庫県

ロザイ工業株式会社

4120001048519

耐火レンガ焼成炉の使用エネルギー見える化による革
姫路商工会議所
新的生産プロセスの構築

2728110218 兵庫県

株式会社大晃製作所

1120901024423

最新式プレス機の導入による精密部品の品質向上と価
池田泉州銀行
格競争力強化

2728110221 兵庫県

松本精工株式会社

4140001043609

モーター部品の切削工程革新による高精度・量産体制
株式会社エフアンドエム
の構築

2728110222 兵庫県

フミオ工業株式会社

6140001056096

高品質学生カバンの短納期・低コスト製造による豊岡鞄
株式会社エフアンドエム
ブランド向上計画

2728110223 兵庫県

大日電子株式会社

5140001049720

基板外観検査装置導入によるナビゲーションシステム
用基板の検査体制確立

池田泉州銀行

2728110227 兵庫県

株式会社クレセア

6140001041073

立体プレス技術導入による製品価値の向上

丹波市商工会

2728110228 兵庫県

株式会社ミハラ

4140001085816

『黒陶いぶし』の大型受注に対応するためのオリジナル
南あわじ市商工会
焼成機の導入

2728110230 兵庫県

小野精機株式会社

2140001076619

難加工材の生産性向上による新たな取組での新製品
受注拡大

イグレック田中洋介

2728110232 兵庫県

ガウス株式会社

7140001039777

熱間等方加圧処理法を用いる高性能な粉末射出成形
部品の試作開発

みなと銀行

2728110233 兵庫県

株式会社前田精密製作所

8140001010885

航空宇宙用薄肉精密部品の測定技術革新

中小企業診断士山田修身

兵庫県信用組合

アナダマネジメントセンター

兵庫県信用組合

県内有数の観光客に対応するための「吟醸酒」の量産
兵庫県信用組合
体制の確立
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2728110234 兵庫県

佐和鍍金工業株式会社

8140001059196

硬質クロムめっき用自動研磨装置導入による産業用部
兵庫信用金庫
品の競争力強化

2728110235 兵庫県

株式会社兵庫精密工業所

6140001014707

ロボット活用による航空機部品生産性向上

2728110236 兵庫県

株式会社今井鉄工所

5140001047732

最新プラズマ溶接ロボットの自動溶接で高品質かつ納
阿波銀行
期短縮で顧客満足度アップ

2728110240 兵庫県

有限会社ジェイ・テック

7140002027129

自動生産化による脱職人計画

姫路信用金庫

2728110241 兵庫県

神戸鈑金工業株式会社

9140001004341

ＩｏＴを活用した、板金曲げ工程の作業改善による生産
性の向上

株式会社ゼロプラス

2728110242 兵庫県

増屋株式会社

9140001005356

曲げ加工工程の内製化とサーバー更新によるＩｏＴ高度
商工組合中央金庫
生産性向上

2728110244 兵庫県

株式会社橋爪製作所

2140001076412

電池式ドリルドライバに対応可能な切削工具の開発

2728110247 兵庫県

株式会社輝工作所

8120001067440

あらゆる立体カム創生面の高精度３次元形状測定・評
東京中央経営株式会社
価の確立

2728110248 兵庫県

清水電設工業株式会社

6140001049240

微小硬さ検査方法の確立と高機能表面処理開発による
尼崎商工会議所
売り上げ拡大

2728110252 兵庫県

東亜食品工業株式会社

5140001060181

乾麺製造におけるアレルゲン混入対策、麺質向上及び
姫路商工会議所
生産効率向上で輸出拡大

2728110255 兵庫県

株式会社グローリー

1140001065630

新種特許椎茸（まるしいたけ）の安定生産技術の開発

田島公認会計士事務所

2728110259 兵庫県

株式会社藤原

9140001077313

中子製造から鋳造まで一貫生産することで、品質向上
と納期短縮を実現する

兵庫県信用組合

2728110260 兵庫県

有限会社市場印刷

8140002047472

集客効果抜群の販促物（ポケットチラシ）の内製化によ
姫路商工会議所
る顧客満足向上

2728110272 兵庫県

株式会社早木電機

5140001046668

半導体、チップ切削工程での外観検査自動化による検
みなと銀行
査精度と生産性向上。

2728110276 兵庫県

株式会社ｋａｎｎａ

3140001098281

ｋ ａ ｎ ｎ ａ ブランドオリジナルオーダーメイド家具の製
造販売

尼崎信用金庫

2728110277 兵庫県

エスアールエンジニアリング株式会
社

2140001004505

水素社会の安全と安心に貢献する高圧水素ガス容器
用自動弁と溶栓式安全弁の商品化

商工組合中央金庫

2728110278 兵庫県

ワタキ自動車株式会社

5140001056163

ミャンマーにおける整備サポートシステムの普及に向け
但馬信用金庫
た実証実験

2728110279 兵庫県

株式会社ギヤテック

1140001064343

立形マシニングセンタ導入による歯車の社内一貫生産
清水健公認会計士事務所
体制及び競争力の強化

2728110280 兵庫県

ゼロ精工株式会社

2140001053106

航空機需要の拡大を見据えた、生産プロセスの革新に
株式会社エフアンドエム
よる量産体制の確立

2728110281 兵庫県

石崎プレス工業株式会社

5140001078042

スマートメーター用高精度小判形電池ケースの試作開
伊田税理士事務所
発

2728110286 兵庫県

淡路農産食品株式会社

2140001085520

“国産”で築いたブランド力と生産性向上により、淡路島
産タマネギの業務用加工でより多く付加価値を創造す 徳島銀行
る事業

2728110289 兵庫県

株式会社加古川製作所

2140001042579

最新鋭横中ぐりフライス盤導入による遊戯施設部品製
造の高精度・短納期化

2728110290 兵庫県

トキハ産業株式会社

8120001008130

特注オフィス家具の高品質化と小ロット生産による製品
株式会社エフアンドエム
供給体制の確立

2728110292 兵庫県

伊福精密株式会社

6140001015738

３Ｄプリンター導入による航空機部品の軽量化と生産性
山陰合同銀行
向上

2728110294 兵庫県

大豊工業株式会社

8120901024490

環境に配慮した製造工程による業務用機器のデザイン
株式会社エフアンドエム
技術向上計画

2728110298 兵庫県

関西化学機械製作株式会社

1140001048214

新型短工程蒸留装置の試作および性能確認

2728110299 兵庫県

株式会社キタコウ

9140001038991

形鋼加工ラインのボトルネック解消による、大型鉄骨の
株式会社ゼロプラス
製作体制確立

2728110301 兵庫県

小林目立所

2728110303 兵庫県

株式会社小倉屋柳本

8140001001224

ＲＯ水を使った製品の高品質化と同時に飛躍的な生産
加東市商工会
能力の向上

2728110304 兵庫県

株式会社オオツギマシナリー

4140001084966

工程集約に依り内製率を上げることで製品品質を向上
淡路信用金庫
させ特異分野での独占化を目指す計画

淡路信用金庫

兵庫県信用組合

但陽信用金庫

佐藤会計事務所

縦挽き横挽き両用鋸の開発・提案と量産体制構築計画 兵庫県信用組合
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2728110305 兵庫県

丸中製菓株式会社

8140001076027

シロップ濃度のリアルタイム監視システムの導入で、品
株式会社増田経営会計
質の向上と不適合品の発生防止を実現する事業

2728110307 兵庫県

鈴木精密工業株式会社

9120001020588

ＣＡＤソフト及び高精度画像寸法測定器導入による精密 株式会社マイルストーン・コ
金属部品の高精度化の実現
ンサルティング・グループ

2728110308 兵庫県

株式会社リバー

7140001075987

焼入れ型の加工性向上に伴う工期短縮・精度向上を可
兵庫県信用組合
能とする革新的生産プロセスの導入

2728110309 兵庫県

音羽電機工業株式会社

8120001062020

配電線用避雷装置の内面塗布設備の開発導入

2728110310 兵庫県

株式会社中橋製作所

6140001036486

ベトナム市場向け角のみの生産ライン無人稼動化およ
みなと銀行
び稼動監視システムの導入

2728110311 兵庫県

有限会社米田商店

2140002031291

古紙及び廃プラスティック回収の高付加価値化と顧客
管理並びに採算管理の徹底

2728110312 兵庫県

株式会社共和電子製作所

6140001081425

ＩｏＴに関連した通信機能を持った電子機器の開発・検査
池田泉州銀行
体制の構築

2728110313 兵庫県

株式会社ポレ・ポレ

2140001081313

ＩＴ活用による家事・介護サービスの生産性向上対策

2728110314 兵庫県

ゑびす屋ペイント株式会社

5140001068142

高精度自動計量調色システムを導入し、店頭調色の高
尼崎信用金庫
速化・高品質化を図る

2728110315 兵庫県

株式会社わさび

1140001091627

完全閉鎖型空間における『いちごプラント』実施計画

2728110316 兵庫県

株式会社ミナミテック

7140001052243

検査工程における精度向上と時間短縮による生産性の
兵庫県信用組合
向上、および受注の拡大

2728110318 兵庫県

富士インキ工業株式会社

3120001058089

少量特注品の品質改善および試作、量産までのリード
南都銀行
タイム大幅短縮

2728110319 兵庫県

株式会社研文社

4120001063526

極小ロットのバリアブル冊子の迅速な提供

2728110320 兵庫県

有限会社みのる製作所

3140002005294

次世代高効率火力発電向けガスタービン用精密シール
石田経営サポートオフィス
部品の加工技術の開発

2728110321 兵庫県

三伸工業株式会社

1140001007913

船舶向け電線の高精度加工及び増産体制の確立

株式会社エフアンドエム

2728110322 兵庫県

有限会社ワイズエンタープライズ

6140002046567

鹿革小物づくりの技術及び製造ラインの確立、販路拡
大事業

豊岡市商工会

2728110327 兵庫県

有限会社八木工作所

6140002009383

マシニングセンタ導入による高精度・高品質な半導体部
株式会社ゼロプラス
品の生産体制構築

2728110328 兵庫県

有限会社マリリンハウス

4140002051040

貸衣裳店が写真館業に進出しコスト削減、売上増と姫
路観光の発展に貢献

2728110330 兵庫県

株式会社ＡＴＩ製作所

8120001146723

高圧クーラント装備縦型マシニングセンター導入による
池田泉州銀行
新素材治具開発及び難加工材加工技術構築事業計画

2728110332 兵庫県

株式会社日本テック

9140001060582

拡大するロボット市場に向けた生産管理システムの高
度化

姫路信用金庫

2728110333 兵庫県

株式会社西村交益社

2140001047009

「地域情報マップ」による地産地消システム

但馬信用金庫

2728110335 兵庫県

株式会社エスケーテック

3140001061495

超薄型放熱盤ハウジング開発における４軸ミルコンタリ
兵庫信用金庫
ング技術の向上

2728110336 兵庫県

有限会社セカンドビーンズ

3140002023230

人工知能を利用して内外の観光客を楽しませる案内ロ
二川和良税理士事務所
ボットプログラムの開発と実践

2728110337 兵庫県

株式会社ヒョウベイ

6140001014723

無洗米の機能強化と安全性向上に向けての設備導入
計画

2728110338 兵庫県

瀧川工業株式会社

6140001043144

最新鋭ハイテクマシニングセンター導入による低コスト・
商工組合中央金庫
短納期化の実現による事業拡大

2728110339 兵庫県

神姫興業株式会社

3140001042925

物流サービスを支えるローラーコンベア用部品製造へ
の参入と短納期化

2728110341 兵庫県

株式会社アグリセールス

9140001020347

殺菌と瞬間冷却によるカットごぼうの鮮度保持及び生産
神戸商工会議所
性向上と商品開発

2728110348 兵庫県

銀海酒造有限会社

7140002039082

手造りを維持した量産体制の確立による顧客ニーズへ
養父市商工会
の対応、および海外展開

2728110356 兵庫県

ニチリン化学工業株式会社

7140001078759

ＥＶ用リチウムイオンバッテリー需要増に伴うボトルネッ
髙津拓也税理士事務所
クの解消及び増産体制の構築

2728110358 兵庫県

Ｂｉｏ－ｅｎｅｒｇｙ株式会社

1140001052348

酵素法のＢＤＦ精製工程完結によるＪＩＳ規格適合ＢＤＦ
佐藤会計事務所
の低コスト量産化
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村尾彰税理士事務所

日新信用金庫

尼崎信用金庫

加東市商工会
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兵庫太和税理士法人

みなと銀行

株式会社エフアンドエム

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

2728110359 兵庫県

有限会社長谷川工作所

7140002030561

３Ｄ－ＣＡＤと大型ベンダー機を利用した生産性と受注
能力向上

株式会社ゼロプラス

2728110360 兵庫県

フルヤ工業株式会社

6140001041833

樹脂射出成形品の無人品質判定システム導入による
品質向上・コスト削減

中兵庫信用金庫

2728110364 兵庫県

株式会社サンテック

1140001033100

カーボンナノチューブ複合材を用いた荷電変換膜の開
発

池田泉州銀行

2728110365 兵庫県

有限会社播磨海洋牧場

8140002052308

兵庫県産にこだわり高級感あふれる燻製品『播磨の口
姫路信用金庫
女』（白子の燻製）の量産体制確立

2728110368 兵庫県

タミワ玩具株式会社

3140001076213

けん玉製造において塗装技術革新により付加価値を高
但陽信用金庫
めたビジネスモデルの構築

2728110371 兵庫県

有限会社アクト

9140002061068

顧客ニーズと品質向上効率実現化のガバナテストスタ
ンド検査体制確立

加東市商工会

2728110374 兵庫県

登英機設株式会社

2140001044105

高風速ＪＦ１２５０Ｘ型ジェットファン開発

商工組合中央金庫

2728110378 兵庫県

株式会社秋谷鉄工所

9140001024281

次世代医療用ロボットに使用される超高精度部品の製
伊予銀行
造開発

2728110381 兵庫県

シモダフランジ株式会社

4140001039838

高温強度・耐酸化特性に優れたスーパー９クロム鋼継
手の生産性向上

2728110394 兵庫県

三友工業株式会社

9120001055626

ＩｏＴを活用した発電機メンテナンス業務のスピードアップ 商工組合中央金庫

2728110396 兵庫県

阿江ハンカチーフ株式会社

5140001074859

最新型電子ドビー織機を活かした長繊維織物生地の開
みなと銀行
発と生産性向上

2728110401 兵庫県

株式会社阿江石油店

6140001074858

給油顧客の安全を確保するベーパー回収装置を導入し
商工組合中央金庫
高品質なサービスを提供する

2728110403 兵庫県

阪神低温株式会社

4140001070033

ドライアイスの切断作業工程の自動化による生産能力
みなと銀行
と製造品質の向上

2728110404 兵庫県

株式会社樽正本店

3140001033940

特殊急速冷凍機等の導入で、格付マニュアルによる官
能検査・機器分析により用途別に選抜された高品位朝 兵庫信用金庫
倉山椒類の伝統食品の通年販売。

2728110406 兵庫県

下里鋼業株式会社

6140001008411

ＩｏＴを活用したマーケティング・改善のツールとしてのマ
湯浅達志税理士事務所
シニングセンタの活用

2728110407 兵庫県

株式会社Ｅ・テック（医療機器開発研
1140001023992
究所）

溶解オゾンの高濃度化と長期安定化を目指す新規消
毒剤の試作開発

みなと銀行

2728110412 兵庫県

松本造園土木株式会社

6140001066599

果実の皮（みかん）を再利用した有機肥料づくり

兵庫県信用組合

2728110413 兵庫県

有限会社豆匠

4140002058382

酵素によるおからの発酵物でのペットのおやつ開発

西宮商工会議所

2728110417 兵庫県

株式会社小林溶工所

9140001086669

ファイバーレーザー加工機の導入による加工付加価値
株式会社ゼロプラス
の向上

2728110418 兵庫県

株式会社ＯＭＯＲＩ

5140001058135

コンクリート打設用木製型枠リサイクル作業の自動化

株式会社ゼロプラス

2728110425 兵庫県

有限会社神明精肉店

8140002004647

食肉惣菜（ハンバーグ等）量産設備の導入

日新信用金庫

2728110433 兵庫県

モチクリームジャパン株式会社

9140001028729

お餅を「つきたての、やわらかいまま」包装し、長期間保
尼崎信用金庫
存を可能にする技術の確立

2728110434 兵庫県

有限会社ハマテック

1140002057503

高齢者ライダー向けのパーソナライズ電子エンジン
チューニングによる新展開

2728110438 兵庫県

ハリマ紙器印刷工業株式会社

7140001076408

小ロット対応可能な児童・高齢者・障害者のための知育
但陽信用金庫
ツールの開発

2728110439 兵庫県

株式会社岡常歯車製作所

1140001058155

歯車の絶対的品質証明による高次元歯車製造技術へ
商工組合中央金庫
の挑戦

2728110440 兵庫県

日本ノズル株式会社

7140001004351

ナノ繊維不織布試作・製造受託サービス事業への進出 山陰合同銀行

2728110442 兵庫県

株式会社岡本精工

9140001096172

特装車両、環境関連設備部品の新素材切削技術の向
松村公認会計士事務所
上と職人の技術承継

2728110443 兵庫県

株式会社ニート

1120001093550

ＩｏＴ技術を利用したインテリジェント成形システムの構築 商工組合中央金庫

2728110444 兵庫県

アイエス機械株式会社

9140001057430

高性能大型五面加工機導入による生産効率の向上及
兵庫県信用組合
び生産力強化事業

2728110446 兵庫県

陰山電機株式会社

9140001039701

自動はんだ付けロボット導入による、半導体・医療機器
株式会社増田経営会計
用コイル加工の飛躍的な生産性向上と納期短縮
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みなと銀行

西宮商工会議所

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名

1140001038644

認定支援機関名

2728110447 兵庫県

株式会社三絋製作所

高品質長尺鋼管製造のための最新設備の導入

ジャパン・ラボ株式会社

2728110448 兵庫県

西山牧場

自動給餌機導入による先進的酪農経営の実現

吉川町商工会

2728110449 兵庫県

株式会社東光バネ工業社

8140001050147

小型バネ用縦型両面研削機で生産能力アップと外注費
阿波銀行
削減かつ高精度製品の安定的供給

2728110450 兵庫県

松村アクア株式会社

2122001006557

個別対応商品を低価格且つ短納期で提供する為の生
産設備の導入

2728110454 兵庫県

此の友酒造株式会社

1140001046804

フレッシュなワインタイプ吟醸冷酒提供の革新的サービ
但馬銀行
スの展開

2728110458 兵庫県

株式会社ドリームサポート

7140001085474

耐候性、耐久性を有し、顧客希望の形状にしたオリジナ
徳島銀行
ル大型厚物印刷物の試作開発

2728110460 兵庫県

永尾かね駒製作所

2728110465 兵庫県

株式会社サンキョー

7140001021388

ハイテン用金型製造と３次元デジタイザシステム導入に
遠藤税理士事務所
よる精度向上と工期の短縮

2728110466 兵庫県

株式会社神戸工業試験場

1140001014570

日本初のクリープ試験へのＩｏＴ導入による生産性向上

播磨町商工会

2728110470 兵庫県

計測技研株式会社

8140001048620

測量精度向上を図った新規ターゲットにおける三次元
画像計測の試作開発

尼崎信用金庫

2728110471 兵庫県

千代田金属工業株式会社

5140001060066

自動車電装部品の完全１個流し生産ラインの確立

商工組合中央金庫

2728110474 兵庫県

株式会社アイ．エス．ティ．加美

4140001075263

レーザープリンター向けトナー定着チューブ材料の低コ
多可町商工会
スト生産方式の開発

2728110481 兵庫県

株式会社富士高圧

6140001030407

高精度検査機構の導入による世界基準への準拠及び
兵庫県信用金庫
海外拡販プロジェクト

2728110484 兵庫県

有限会社中野製作所

9140002041904

磁気共鳴画像診断装置と高速液体クロマトグラフィー用
尼崎信用金庫
部品の量産体制確立

2728110486 兵庫県

株式会社シマブンコーポレーション

1140001003508

放射線検知システム導入による鉄スクラップの安全品
質向上

株式会社ゼロプラス

2728110487 兵庫県

株式会社アプレス

1140001040897

平面精度向上技術を活用した開閉器金属部分の一貫
生産体制の構築

丹波市商工会

2728110488 兵庫県

株式会社ＳＯＭＡ

4140001047147

待機児童や発達障害児を違う角度から救う脳科学を用
兵庫信用金庫
いた幼児教育プロジェクト

2728110490 兵庫県

兵庫県手延素麵協同組合

8140005006517

「揖保乃糸」ブランド維持のための包装ラインの生産性
龍野商工会議所
向上とトレーサビリティの実現

2728110493 兵庫県

レリップ株式会社

9140001040683

縫製技術を必要としない組立式革製品の開発及び革材
龍野商工会議所
料の品質管理と安全性確保

2728110495 兵庫県

ケニックス株式会社

1140001064855

フレキシブル電子デバイス用多機能真空薄膜形成装置
姫路信用金庫
の開発

2728110496 兵庫県

株式会社木下技研

9140001076190

鎖骨骨折治療用髄内固定金具の試作開発事業

みなと銀行

2728110499 兵庫県

沖物産株式会社

2140001085058

加工品の生産品質向上事業

淡路市商工会

2728110501 兵庫県

大阪冶金興業株式会社

7120001053367

粒径分布を制御した金属粉末を用いたＭＩＭおよび積層
商工組合中央金庫
造形技術の開発

2728110502 兵庫県

有限会社滝野工業

7140002061185

電動サーボプレスの導入による工程短縮及び生産効率
加東市商工会
の向上

2728110503 兵庫県

翔飛工業株式会社

5140001045793

超速乾２液混合性塗布式舗装用機械の導入による遮
熱舗装への事業展開

姫路信用金庫

2728110504 兵庫県

トモエ繊維株式会社

8140001043324

全自動ソックスつま先縫製機導入による審美性強化と
新商品開発

但陽信用金庫

2728110505 兵庫県

末廣精工株式会社

8140001036369

高性能レーザ加工機を利用した高耐久性チェンソーガ
イドバーの生産体制の構築

中国銀行

2728110506 兵庫県

有限会社ＡＵＴＯＰＲＯＳＴ

3140002025672

輸入車オーナー向けカーナビ取付キットの開発・製造

神戸商工会議所

2728110509 兵庫県

有限会社MNC技研

5140002038292

最新モデルのレーザー加工機導入による、高効率・高
品質・高収益生産体制の確立

但陽信用金庫

2728110512 兵庫県

有限会社ジョイセブン

1140002011476

こだわりのスーパーの展開

東京中央経営株式会社

高度研磨設備導入による新商品開発、新市場展開
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丹波市商工会

兵庫県信用組合

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

2728110513 兵庫県

有限会社三英工業イラスト

5140002009954

三次元測定器導入による金属加工品の検査精度の向
神戸信用金庫
上及び高効率化

2728110516 兵庫県

有限会社田中工作所

9140002029189

５軸マシニングセンタ－による航空機エンジン部品の生
百十四銀行
産性向上

2728110517 兵庫県

竹内鉄工株式会社

4140001075643

金属加工の効率化のための非破壊検査装置導入及びＩ
商工組合中央金庫
ｏＴ化の実施

2728110519 兵庫県

株式会社姫協

8140001038704

芳香／消臭性・抗菌性を併せ持つバイオマスプラスチッ
西兵庫信用金庫
クの製品化

2728110521 兵庫県

株式会社城洋

5140001059430

複雑形状品の最適な機械加工経路及び切削条件を選
尾上会計事務所
定するためのソフトウエア導入

2728110525 兵庫県

株式会社今村製作所

3140001054350

事業拡大へ、新規平面研磨工程の導入と多能工化

尼崎信用金庫

2728110528 兵庫県

広野化学工業株式会社

5140001037956

溶鋼表面の酸化防止と断熱効果を高めるモールド・フ
ラックス（保温・潤滑剤）の開発

三木商工会議所

2728110529 兵庫県

別府金型有限会社

2140002062535

高精度・短納期の金型加工能力に大型化対応力を加え
長田達子税理士事務所
るものづくり改革

2728110530 兵庫県

サワダ精密株式会社

8140001059188

多品種小ロット生産における大物加工の生産性向上

兵庫信用金庫

2728110531 兵庫県

株式会社岩居建設工業

6140001036081

溶接工程の自動化による、高品質大型鉄骨資材の供
給体制強化事業

株式会社ゼロプラス

2728110532 兵庫県

株式会社吉兵衛

1140001032688

最新型豚肉スライサー導入により、品質の向上と安定
化、生産性向上、廃棄ロス低減、低コスト化を実現する 山陰合同銀行
事業

2728110535 兵庫県

株式会社オキフーズ

2140001085561

地場魚（鮮魚）の安定確保および生産効率の向上によ
南あわじ市商工会
る高品質練り製品の安定供給

2728110545 兵庫県

武田食品冷凍株式会社

4140001084768

未利用魚種（フカ）を利用した常温販売可能な新商品の
淡陽信用組合
開発。

2728110550 兵庫県

株式会社キド

7140001084666

非熟練工でもワクチン培養槽を高品質・高効率に溶接
できる体制の確立

株式会社クリエイション

2728110559 兵庫県

株式会社ＡＦＩテクノロジー

1120001177428

ＨＡＣＣＰ検査体制に対応可能な食中毒菌迅速検出技
術の確立

みなと銀行

2728110561 兵庫県

株式会社ＴＨＥ ＨＥＲＢＳ

4140001000312

ハーブを主成分とした頭皮・頭髪ケア製品の海外オー
ガニック市場への展開に向けた高品質化

正木総合コンサル事務所

2728110564 兵庫県

日乃本食産株式会社

4140001066543

国産農水産物を用いた和食惣菜をイスラム教徒に提供 大塚祐介公認会計士事務
するための製造環境整備事業
所

2728110573 兵庫県

共立工業株式会社

8120001054843

ＣＡＤ／ＣＡＭおよび３次元測定機導入による高精度・高
正樹総合コンサル事務所
品質要求に対する対応

2728110576 兵庫県

株式会社シーダース

7140001096827

浴室壁面に用品を長期間固定出来、取り外しも簡単な
近畿大阪銀行
機能性器具の開発

2728110578 兵庫県

株式会社インキュベーション・アライ
アンス

8140001027401

グラフェン電極の量産成形技術の開発

2728110580 兵庫県

株式会社協和精機製作所

8140001078262

光学系金型の“粗仕上げ工程”改善による自動車ＬＥＤ
松下税務会計事務所
照明用金型の量産体制増強

2728110586 兵庫県

大洋紙業株式会社

1140001049749

新型パッケージによる梱包システムの製造販売

2728110611 兵庫県

ヤヱガキ醗酵技研株式会社

5140001061989

多機能素材βキチンナノファイバー（ＮＦ）の製造方法の
姫路商工会議所
確立

2728110627 兵庫県

株式会社長手長栄堂

7140001084831

淡路島の特産品を活用した和洋焼菓子の開発と量産
体制の確立

2728110635 兵庫県

日本ワヰコ株式会社

3120001019339

アルミ合金製コネクティングロッドの変種変量生産体制
近畿大坂銀行
の確立

2728110642 兵庫県

佐藤精機株式会社

5140001059109

航空・宇宙関連部品の高精度と次世代型要求への対
応

みなと銀行

2728110651 兵庫県

廣田縫工株式会社

8140001075838

多品種－少量－多工程縫製加工品を単品管理しオン
リーワン企業を目指す

みなと銀行

2728110661 兵庫県

共栄テクノス株式会社

1140001045491

高耐熱鋼によるブレード及びノズル加工の大幅削減と
航空機用部品の一貫生産体制の構築

姫路信用金庫

2728110666 兵庫県

株式会社出石モータース

3140001056388

超高張力鋼板に対するスポット溶接機導入による車体
豊岡市商工会
整備体制の確立

2728110674 兵庫県

株式会社ラスコジャパン

6140001036222

景観施設や太陽光発電施設に用いる簡易基礎の新製
日新信用金庫
品開発
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神戸信用金庫

池田泉州銀行

淡路信用金庫

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

2728110675 兵庫県

内外ゴム株式会社

1140001009744

最新画像測定器・射出成形機導入によるハネナイトゴ
ムの画期的生産性向上

2728110678 兵庫県

株式会社名南精密製作所

8180001015690

車載用ＥＯＰ部品の高度生産性向上を目指しＩｏＴ技術を
大垣共立銀行
導入した品質評価技術の開発

2728110683 兵庫県

富久錦株式会社

6140001077019

江戸時代から伝わる古式醸造法と現代的手法の融合
による新感覚低アルコール清酒の開発

但馬銀行

2728110692 兵庫県

ＫＰファクトリー株式会社

6140001037261

板金曲げ加工の高速・高精度化による生産ボトルネッ
クの解消

商工組合中央金庫

2728110698 兵庫県

サンエース株式会社

4140001058961

ファッション性を付加した医療用弾性ストッキングの開
発

株式会社増田経営会計

2728110699 兵庫県

有限会社香川ダイカスト工業所

1140002040384

ナノキャスト法による光輝性アルマイトダイカスト品の実
尼崎信用金庫
証と量産化

2728110762 兵庫県

有限会社ボンジュール

1140002050813

新商品の開発によるラインナップの充実と量産体制の
確立

たつの市商工会

2728110766 兵庫県

株式会社コンドウファクトリー

4140001091822

ジャガード織機の広幅改良による伸縮性生地の製織
ニーズへの対応

多可町商工会

2728110767 兵庫県

株式会社東田商店

1140001075753

選別機導入による米の精選工程高度化と廉価で良質な
三井住友銀行
米の提供実現

2728110772 兵庫県

豊産業株式会社

7140001014474

ダイカストにおける離型剤スプレーロボット導入等によ
る不良率の大幅な削減

2728110774 兵庫県

株式会社福村鉄工所

2140001024081

鉄骨材料加工装置導入による大型材料の一貫生産体
商工組合中央金庫
制の構築

2728110776 兵庫県

山城機工株式会社

7140001017015

航空機の複雑・精密部品の精密加工技術並びに測定
計測技術の確立

兵庫県信用組合

2728110777 兵庫県

福本重機械工業株式会社

6140001044217

航空機用エンジンシャフトの高精度での加工を実現す
る設備の導入

東京中央経営株式会社

2728110781 兵庫県

有馬自働車株式会社

1140001100478

電動トライク・レンタルサービス運営システム

兵庫信用金庫

2728110782 兵庫県

ニッパテック株式会社

3120001050302

最新モデル『５面加工マシニングセンタ』の導入による
高精度・高能率加工の実現

三井住友銀行

2728110787 兵庫県

是常精工株式会社

5140001076203

ＩｏＴを活用した新型設備導入により海外競合企業に対
し競争力を高める取組み

但陽信用金庫

2728110790 兵庫県

株式会社久保鉄工所

2140002008455

金属加工ノウハウを棚卸し、構造化と自動化を進展さ
せることによる生産プロセスの革新

阿波銀行

2728110792 兵庫県

澁谷工業株式会社

8140001076258

防犯建物部品の高精度確保のための機内計測全自動
三菱東京ＵＦＪ銀行
生産体制の確立

2728110794 兵庫県

株式会社グリーンハウスひぐち

8140001100505

染色生花の良品率改善・新商品開発により低価格・独
自性を実現する事業

吹田商工会議所

2728110795 兵庫県

株式会社ＪＲＣ

2120001044197

『軸加工自動生産システム』導入による競争力強化計
画

商工組合中央金庫

2728110803 兵庫県

有限会社エム・アンド・ワイオートジャ
4140002061337
パン

ワンＢＯＸ・４ＷＤカスタム車の製作と輸出のための設備
加東市商工会
投資計画

2728110809 兵庫県

株式会社美広社

4140001046264

業務用大型インクジェットプリンタ導入による看板製作
の色彩品質向上とリードタイム短縮

2728110810 兵庫県

株式会社ユメックス

9140001062455

高冷却性能を有したショートアークランプ用電極の製造
伊予銀行
設備投資

2728110812 兵庫県

株式会社大島

4140001036067

双方向型管理システムと最新加工装置導入による生産
株式会社ゼロプラス
力・競争力強化計画

2728110819 兵庫県

福伸電機株式会社

5140001063589

航空機エンジン部品用難削材の加工技術確立

2728110821 兵庫県

株式会社ＴＡＪＩＭＡ

2140001040558

次世代調理器および凍結システム導入による新商品の
龍野商工会議所
製造流通事業

2728110823 兵庫県

株式会社西村屋

1140001056209

ＩＴで受け継ぐ西村屋１５０年の伝統とおもてなし

但馬信用金庫

2728110842 兵庫県

太田工務店株式会社

9140001096684

天然乾燥に近い「木材超低温乾燥設備」の導入による
伝統工法建築の受注拡大

多可町商工会

2728110843 兵庫県

東洋スプリング工業株式会社

8140001075714

新型バネ成形機導入と人員の再配置による高付加価
値業務の受注拡大

多可町商工会

2728110850 兵庫県

有限会社田尻政吉商店

9140002061175

加工・検品のオートメーション化による品質、および生
産性の向上

加東市商工会
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三井住友銀行

濱田益男税理士事務所

但陽信用金庫

長谷川・森会計事務所

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

2728110851 兵庫県

西村製作有限会社

6140002031973

納品済み機械装置のＩｏＴ活用型管理システムの開発

兵庫信用金庫

2728110855 兵庫県

栗林食産株式会社

5140001012950

新規アルファ化製法による高効率・高品質穀物加工品
富永税理士事務所
開発に関する事業拡大

2728110856 兵庫県

株式会社ケイエスエス

8140001014606

高性能ＣＮＣ旋盤導入による次世代半導体設備に対応
但馬銀行
した高精度大型アセンブリパーツの開発

2728110858 兵庫県

株式会社上原精工

5120901022902

低価格高品質短納期なタービンランナの製造を実現す
東京中央経営株式会社
る最新加工機の導入

2728110859 兵庫県

アユミ工業株式会社

4140001057658

インターネット経由の遠隔サポート機能を持つ真空接合
中国銀行
装置の開発

2728110860 兵庫県

日本特殊螺旋工業株式会社

4140001052989

キャップボルト（六角穴付ボルト）専用加工機の開発試
尼崎商工会議所
作

2728110863 兵庫県

株式会社足立鉄工

8140001040882

溶接ロボット導入による生産体制強化と性能評価アップ
丹波市商工会
を目指す取り組み

2728110865 兵庫県

株式会社ケープラン

6140001047087

多孔質の天然石（竜山石）を活用した塗り壁材の高品
質化と販路拡大

但陽信用金庫

2728110870 兵庫県

児島金属工業株式会社

3140001058822

ＥＶ、ＰＨＥＶ部品の試作開発

兵庫太和税理士法人

2728110872 兵庫県

ワイエスフィルタージャパン株式会社 1120001104027

革新的なスピンフィルターハウジングを用いた顧客ろ過
尼崎信用金庫
システム開発支援事業

2728110875 兵庫県

株式会社創発システム研究所

8140001020736

道路トンネルジェットファン用インバータ換気動力盤の
国際化開発

2728110881 兵庫県

白鴎株式会社

1140001010297

超高齢化社会に向けての介護用車イスの洗浄・消毒作
北御門孝税理士事務所
業の自動化

2728110895 兵庫県

タカヤマ株式会社

6140001030183

ゴム製品の品質管理技術の向上による重電・航空機へ
みなと銀行
の進出

2728110901 兵庫県

アスカカンパニー株式会社

4140001074934

新工場立ち上げに伴う特殊な成形機導入とＩｏＴを活用
した生産性の向上

2728110906 兵庫県

有限会社丸省精工

6140002012230

高機能パッキン等を製造する金型精度の向上とゴム成
商工組合中央金庫
型の生産効率化

2728110912 兵庫県

田治米合名会社

1140003006450

長期熟成純米酒追求の自動温度制御システム導入と
瓶詰プロセス改革

2728110914 兵庫県

トラストメディカル株式会社

7140001077356

イムノクロマト一貫自動化設備のＩｏＴによる管理強化事
商工組合中央金庫
業

2728110926 兵庫県

千代田繊維工業株式会社

8140001043274

ホールガーメント横網機導入による、ニット小物開発と
地場産業への貢献。

但陽信用金庫

2728110932 兵庫県

株式会社大黒製作所

6140001078149

ＣＮＣ旋盤導入による中国製品に対抗できる安価版主
力製品の開発

正木総合コンサル事務所

2728110937 兵庫県

日成化学鍍金工業株式会社

9140001050567

スズメッキ加工設備導入による受注拡大

杉田宗久税理士事務所

2728110950 兵庫県

株式会社ハシモト

5140001056527

鞄製造における裁断・縫製工程の自動化による薄革生
株式会社エフアンドエム
地加工の実現と量産化の確立

2728110957 兵庫県

シリコンソーシアム株式会社

5140001022834

半導体開発経験のない企業の開発をサポートするＦＰＧ
神戸商工会議所
Ａデモ機の開発

2728110959 兵庫県

環境測量設計

2728110965 兵庫県

株式会社野口鉄工所

1140001050640

最新型ＮＣ旋盤の導入による航空機向けチタン製品の
松下税務会計事務所
薄肉形状加工量産体制の構築

2728110968 兵庫県

鋼盛株式会社

3140001058772

レーザー顕微鏡を用いた表面形状の即時３次元分析に
姫路信用金庫
よる事業の革新

2728110969 兵庫県

黒田測量設計株式会社

9140001041046

地籍調査の効果を高めるための日本測地系座標から
世界測地系座標への転換事業

2728110975 兵庫県

株式会社緒方鉄工所

3140001099602

大型及び高技術化建築物対応の設備導入による受注
たつの市商工会
拡大と組織強化

2728110977 兵庫県

株式会社関工エンジニア

5140001042808

最新鋭測量機器の導入による測量・調査技術の高精度
但陽信用金庫
化と高品質化の実現

2728110983 兵庫県

株式会社ヴィラージュ

7140001096050

ウェット・ブラスト装置を利用した欧州基準の高品質クラ
多可町商工会
シックカー試作車の製作

2728110986 兵庫県

有限会社リッチフィールド

8140002023779

有馬温泉から製塩した金泉塩を使用した塩バウムクー
みなと銀行
ヘンの製造・販売

税理士法人シーシーアイ

加東市商工会

但馬銀行

三次元レーザースキャナとＵＡＶによる高度測量体制の
多可町商工会
確立と新事業展開
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丹波市商工会

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

2728110991 兵庫県

宇津原株式会社

8140001015760

最新型五面加工機の導入による生産性と品質の向上

2728111000 兵庫県

株式会社関西物流

7140001058273

特定輸出申告制度（以下：特輸梱包）に対応した物流の
西兵庫信用金庫
ワンストップ体制の構築

2728111022 兵庫県

植山織物株式会社

1140001075316

ＩｏＴを活用した先染め織物の生産工程の構築

兵庫県信用組合

2728111025 兵庫県

株式会社武内製作所

1140001049798

自動車用ＨＵＤガラスの製造システム開発

香川会計事務所

2728111037 兵庫県

株式会社ブレイン

6140001075856

ディープラーニングを用いた外観検査装置の試作開発 商工組合中央金庫

2728111041 兵庫県

株式会社オーガンテクノロジーズ

5010001117069

機能性化粧品・医薬品開発のための次世代人工皮膚
モデルの試作開発

４Ｃ財務コンサルティング
株式会社

2728111042 兵庫県

髙石工業株式会社

3120901001346

水素ステーション用Ｏリングの高効率かつ高品質を実
現する製造工程の確立

高石公認会計士事務所

2728111044 兵庫県

ホルトプラン合同会社

3140003010979

環境センサおよびＩｏＴ型環境制御機の試作

レクタス会計事務所

2728111063 兵庫県

株式会社富士スタヂオ

8140001084871

新規アンティークスタジオの創出による新商品の開発

淡陽信用組合

2728111069 兵庫県

株式会社ビオスタ

6240001028829

室内環境における空気清浄機等電機機器の評価法の
神戸信用金庫
確立

2728111084 兵庫県

池下紙業株式会社

4140001034509

段ボール市場獲得の為、新裁断機導入による生産性と
百十四銀行
品質向上の技術開発
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みなと銀行

