平成２８年度補正 革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金
採択案件一覧（271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

2828110001

兵庫県

株式会社前田精密製作所

8140001010885

水素エネルギー社会に向けた金属加工技術の高度化

中小企業診断士山田修身

2828110002

兵庫県

北條製餡株式会社

2140001061505

成人病や肥満を防ぎ、健康に良く美味しい「低糖質餡」の開
多田善計税理士事務所
発

2828110003

兵庫県

有限会社衣笠木工所

5140002032353

化粧木箱専用テノーナ導入による生産効率の改善及び量
産体制の構築

2828110004

兵庫県

サンテック株式会社

1140001021261

列車内メディア表示器用制御基板の開発および品質・生産
みなと銀行
性向上

2828110005

兵庫県

株式会社クロサキ

2140001055903

地場産業であるカバン産業の発展に資するための縫製補
助器の生産性の向上

株式会社エフアンドエム

2828110006

兵庫県

株式会社ヤブサダイナミックス

9140001051714

新規機械導入による業界初の革新的空調ダクトの普及化
事業

商工組合中央金庫

2828110007

兵庫県

株式会社橋本鐵工

9140001065276

溶接ロボットと設備監視システムの導入による、高効率生
産体制の構築

商工組合中央金庫

2828110008

兵庫県

株式会社テッケンサイトウ

1140001039873

鋼材幅１０００ｍｍ対応のＨ鋼加工ライン構築による、大型
プラント鉄骨供給事業

姫路信用金庫

2828110009

兵庫県

有限会社藤原鉄工所

3140002062451

環境インフラ分野への展開に向けたより効率的な生産体制
イグレック田中洋介
構築

2828110011

兵庫県

増栄工業株式会社

4140001061602

最新バンドソー切断機導入による、風力発電機用軸受鋼の
株式会社ゼロプラス
製造・販売事業

2828110012

兵庫県

株式会社センコー

7140001059619

洗浄設備の導入による洗浄・乾燥工程の内製化に基づくレ
但陽信用金庫
ンタル商品の付加価値向上事業

2828110013

兵庫県

株式会社ニッピ機械

4140001076402

極狭範囲塗付機能のロボット型自動水溶性接着剤スプレー
みなと銀行
糊付機の開発

2828110014

兵庫県

神東工業株式会社

8140001036336

患者の負担を軽減する歯科治療用ブレードの試作・開発に
三木商工会議所
よる革新的業績向上

2828110015

兵庫県

株式会社ビークス

6140001056088

パネルゾーンに特化した一次加工需要の開拓及び販売事
業の創設

但馬信用金庫

2828110016

兵庫県

長谷川電機工業株式会社

3140001050779

世界初スマート検電・検相器の開発、およびグローバル展
開

三菱東京ＵＦＪ銀行

2828110018

兵庫県

株式会社細川鉄工所

3140001005337

耐震工事のトップから大型鉄骨の製作可能メーカーへの転
兵庫県信用組合
換計画

2828110019

兵庫県

横田技研

2828110021

兵庫県

株式会社カコテクノス

8140001017377

ロボットと三次元計測器の組合せによる鉄道用部品のバリ
みなと銀行
取り等無人化

2828110022

兵庫県

株式会社キド

7140001084666

ＩＴ活用による見積管理と原価・工程管理の標準化及び生産
淡路信用金庫
性向上

2828110023

兵庫県

株式会社キタコウ

9140001038991

形鋼加工ラインの拡張による、大型鉄骨の生産効率化と労
株式会社ゼロプラス
働環境改善

2828110025

兵庫県

関西鋼業株式会社

3140001048220

高精度平面研削盤と独自の熱処理技術の融合による短納
商工組合中央金庫
期、および超高精度の実現

2828110027

兵庫県

ミツ精機株式会社

5140001085237

破壊靭性特性の高い新素材を用いた最新鋭航空機エンジ
株式会社クリエイション
ン部品加工の実現

2828110028

兵庫県

株式会社三和製作所

8140001085077

ロボット試作開発部品の複合加工（旋盤加工＋ミーリング加
みなと銀行
工）化による競争力強化

2828110029

兵庫県

和田山精機株式会社

1140001046928

Ｘ線回折装置を用いた高信頼性，高機能性金型の開発

但馬信用金庫

2828110030

兵庫県

有限会社春日製作所

8140002013417

排ガス減少に貢献するクリーンディーゼル車エンジンの大
型金型部品の短納期実現

株式会社エフアンドエム

2828110031

兵庫県

三和工作株式会社

5140001004816

多段階工程の集約による特殊装備車両部品の生産性向上
株式会社エフアンドエム
計画

2828110033

兵庫県

マルニ製油株式会社

9120001058554

老化鉄構造物の安価で効率的な改修を実現する新規サビ
みなと銀行
転換防蝕剤及び革新的補修方法の開発

2828110034

兵庫県

株式会社大井発條製作所

3140001038964

新方式ターボチャージャー専用の超精度ばね生産および量
株式会社エフアンドエム
産化計画

2828110037

兵庫県

フルヤ工業株式会社

6140001041833

成形機の多機能化による高付加価値成形の実現

商工組合中央金庫

2828110044

兵庫県

ダイシン工業株式会社

8140001046558

横型マシニングセンター導入による建設機械部品、試作プ
ロセスの効率化

養父市商工会

2828110046

兵庫県

株式会社バイナル

7140001086712

モバイル用カード型バッテリーの開発

兵庫信用金庫

兵庫県信用組合

多様化するスマートフォンの需要増に伴う生産ライン用部品
株式会社エフアンドエム
の大型化及び高精度化
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2828110048

兵庫県

山本パッケージ株式会社

8140001062150

液状廃棄物を簡単かつ安全に廃棄できるようにした耐水廃
兵庫県信用組合
棄ボックスの開発・製造

2828110050

兵庫県

株式会社北川製作所

7140001058463

高精密穴あけ・切断技術の獲得とＩｏＴ活用による、新製品
生産体制の構築

姫路信用金庫

2828110051

兵庫県

株式会社大智鍜造所

1140001079201

ＩｏＴ・ＡＩ活用高性能エアースタンプハンマの開発・導入によ
る高難度鍛造品の製造力強化

池田泉州銀行

2828110052

兵庫県

株式会社松本製作所

5140001061667

次世代火力発電システムを構成するガスタービン部品増産
株式会社エフアンドエム
体制の確立

2828110054

兵庫県

昭和精機株式会社

7140001013286

中品種中量生産への変革と成型機メーカー市場への新規
参入

2828110055

兵庫県

有限会社オハラ工芸

6140002047953

三次元ルーターの導入により加工品の品質と生産性向上を
兵庫県信用組合
実現

2828110057

兵庫県

株式会社医科歯科技研

2140001026160

３Ｄプリントによる入れ歯製作と世界初歯型データの保管復
但馬銀行
元サービス

2828110060

兵庫県

株式会社キクタ

1140001052133

半導体洗浄装置用真空容器の完全一貫生産化による品
質・生産性向上

2828110061

兵庫県

株式会社岡常歯車製作所

1140001058155

最新板金加工用工作ロボットと稼働監視システム導入によ
商工組合中央金庫
る製品製造の高効率・高機能化

2828110063

兵庫県

旭光電機株式会社

2140001007193

第四次産業革命導入による自社工場の生産プロセス改善

2828110064

兵庫県

株式会社ホームドライ

9140001015396

洗濯機・乾燥機の増設によるワンコインスニーカークリーニ
日新信用金庫
ングの提供

2828110065

兵庫県

ヒロセエンジニアリング株式会社

5140001050942

建築設備設計製作の一元化と市場拡大のための最新プラ
尼崎商工会議所
ズマ加工機導入

2828110068

兵庫県

株式会社モリタ

2140001056133

世界へ販売網を広げる高級バックの持ち手の生産性向上と
株式会社エフアンドエム
一貫生産体制の構築

2828110070

兵庫県

株式会社カネシカ

9140001036244

食品加工用機械刃物の高精度化と短納期化を実現する一
株式会社エフアンドエム
貫体制の構築

2828110076

兵庫県

株式会社田中鉄工所

3140001016441

精密医療機器部品加工の諸工程を半自動化するフレキシ
ブル生産体制構築

2828110077

兵庫県

株式会社宝角合金製作所

5140001061502

ＡＴＣ型複合加工機導入による大物金属加工の生産性向上 姫路商工会議所

2828110080

兵庫県

株式会社横山建設工業

2140001075158

溶接ロボットとＩｏＴ機能付機械監視システムによる鉄骨生産
みなと銀行
の高度化

2828110081

兵庫県

株式会社三和

8140001013153

海外化学法規制対応吸湿剤の量産体制構築および品質・
生産性向上

商工組合中央金庫

2828110082

兵庫県

オリエンタル鍍金株式会社

4140001015871

新規めっき工法による量産技術の開発及び自動生産設備
の構築

神戸商工会議所

2828110083

兵庫県

伊福精密株式会社

6140001015738

軽合金素材での金属造形技術確立とリバースエンジニアリ
山陰合同銀行
ング分野への進出

2828110084

兵庫県

株式会社梶原鉄工所

8140001058297

新型ＣＮＣ加工機と生産管理システム導入による高効率な
量産体制構築

2828110086

兵庫県

株式会社森川製作所

6140001076499

北播磨地区屈指のビッグデータを活用した精密板金加工体
松下税務会計事務所
制の構築

2828110089

兵庫県

永井鋼業株式会社

2140001016541

無人化システム開発によるロックボルト需要増対策への事
みなと銀行
業計画

2828110090

兵庫県

株式会社アイム

3140001056636

最新測量機器及び技術の地籍調査への活用と新事業の開
香美町商工会
拓

2828110093

兵庫県

株式会社神戸酒心館

9140001002857

瓶燗火入れによる品質向上で更なる差別化とブランドアップ
市川欽一税理士事務所
を行う

2828110097

兵庫県

株式会社青山産業研究所

2140001092954

日本伝統工芸品「こはぜ」のアパレル市場などへの進出及
兵庫県信用組合
び生産体制の確立計画

2828110098

兵庫県

大日電子株式会社

5140001049720

冶具脱着ロボット導入により信頼性・生産性を高めた基板
の生産体制の確立

2828110100

兵庫県

明精工業株式会社

8140001035577

板金加工設備の導入による製造体制の効率化と顧客満足
播州信用金庫
度の向上

2828110102

兵庫県

株式会社ナデックス

1140001096080

小型化・軽量化が求められる環境関連機器製造の内製化と
日新信用金庫
量産体制の構築

2828110103

兵庫県

株式会社ジャパックス

5140001007050

３次元計測技術の複合化による生産性および品質の向上

りそな銀行

2828110105

兵庫県

株式会社ヨーダイ

4140001076518

蓄電池産業に対応した加工精度と金型技術の確立

兵庫県信用組合

2828110106

兵庫県

光洋建設株式会社

5140001085914

ＩＴ技術導入による「ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ」システムの構築

淡路信用金庫
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2828110109

兵庫県

株式会社ジェイテック

1140001004828

インダストリー４．０に繋がるマシニングセンターの導入と活
商工組合中央金庫
用

2828110110

兵庫県

株式会社ミナトモデル

3140001047156

樹脂製品の１／１００ｍｍ台の精密加工実現とＮＣによる非
兵庫県信用組合
熟練工化

2828110111

兵庫県

株式会社佐橋動物病院

2140001095734

動物病院における低コストで身体に負担が少ない癌治療法
猪名川町商工会
の提供

2828110113

兵庫県

細見鉄工株式会社

3140001041308

タレットパンチプレス加工による鉄道車両機器部品の競争
力強化

松下税務会計事務所

2828110115

兵庫県

まねき食品株式会社

4140001061676

遠赤自動フライヤー導入による生産量増、品質向上によ
り、商品開発の活発化と新たな販路開拓を狙う

株式会社ビジネスコンサルタ
ンツ

2828110116

兵庫県

株式会社プレミアムグラス

5140001089915

超薄板機械分断プロセスの確立

京都銀行

2828110118

兵庫県

白鷹株式会社

6140001069924

日本酒への負荷を軽減した濾過の技術革新と低温管理に
よる品質向上

西宮商工会議所

2828110119

兵庫県

株式会社シカタ

7140001076267

バーコード連携一貫生産による高度な生産フローの改善

兵庫県信用組合

2828110121

兵庫県

宏栄スプリング工業株式会社

7120001055198

高抗張力鋼（ハイテン材）の高速コイリング技術の確立

東京中央経営株式会社

2828110122

兵庫県

株式会社大山木工

8140001058140

エッジバンダ機導入により生産性向上を図り、多様化する
顧客ニーズの実現に向けた生産体制の構築

兵庫県信用組合

2828110123

兵庫県

株式会社大西製作所

5140001075361

ハイテン材を使った自動車部品を高精度・高品質に作り出
す金型製作

多可町商工会

2828110125

兵庫県

三和鉄工株式会社

3140001043931

ＪＩＳＱ９１００の認証を活かした航空分野の拡大

ナカマネジメントセンター

2828110129

兵庫県

神沢鉄工株式会社

7140001036147

独自ブランド刃物の本格販売に伴う生産設備の高度化等の
日新信用金庫
体制構築

2828110133

兵庫県

シマブンエンジニアリング株式会社

4140001044367

ＮＣ旋盤の導入による鉄鋼メーカー向け工場保守事業の拡
株式会社ゼロプラス
大

2828110134

兵庫県

株式会社北神戸生コン

1140001019768

骨材水分の自動精密測定機導入により、品質が飛躍的に
向上する生コンの製造

徳島銀行

2828110135

兵庫県

有限会社文高製作所

9140002038743

小物製品の短納期化と生産性の向上を目的とする効率的
な製造工程の開発

但陽信用金庫

2828110136

兵庫県

株式会社きしろ

6140001034762

ワイヤー・型彫放電加工機導入による一貫生産の実現

百十四銀行

2828110141

兵庫県

計測技研株式会社

8140001048620

ひび割れ位置・検出の高精度化を実現する遠隔ひび割れ
検出システムの試作構築

尼崎信用金庫

2828110142

兵庫県

株式会社大豊製作所

5122001004211

ナノバブル技術を活用した洗浄技術向上と潤滑油削減によ
株式会社エフアンドエム
るボルト等の品質向上計画

2828110144

兵庫県

大協工業株式会社

2140001041754

工業用ミシンの増産、高精度化、製造コスト引き下げを同時
株式会社エフアンドエム
実現する生産プロセスの革新

2828110145

兵庫県

シモダフランジ株式会社

4140001039838

現場施工時間を短縮する鋼管杭用機械式継手の製造開発 みなと銀行

2828110147

兵庫県

加美電機株式会社

1140001075423

短納期要求に応える生産管理システムの構築

2828110148

兵庫県

ＰＣ淡路

2828110149

兵庫県

木下製罐株式会社

2140001015964

機械加工能力の整備による業界希な『画期的精密板金部
品の一貫生産体制』の確立

2828110150

兵庫県

株式会社大島

4140001036067

精密板金加工の抜き工程完全無人化による超短納期生産
みなと銀行
体制の構築

2828110151

兵庫県

ニチワ電機株式会社

6140001066517

ＨＡＣＣＰ全面義務化に対応する受注体制増強

松下税務会計事務所

2828110152

兵庫県

株式会社高見商会

5140001076351

環境対応型塗料に対応できてない分野への進出

兵庫県信用組合

2828110153

兵庫県

葵鋼業株式会社

4140001057427

複合５軸機を導入し高度な３次元加工による新生産システ
ムを構築する

姫路商工会議所

2828110154

兵庫県

株式会社ソーエイ

4140001035036

ＬＥＤ－ＵＶ即乾印刷によるクレーム削減と顧客要望に応じ
税理士法人森田事務所
たパッケージ印刷技術の確立・継承

2828110155

兵庫県

株式会社ヤスサカ

4140001063664

介護用エアマットレスの完全機械洗浄・消毒サービスの提
供

姫路信用金庫

2828110156

兵庫県

株式会社モーラ

9140001029677

オリジナリティで人気の高い洋菓子の量産体制を確立、他
社と差別化、売上・利益を拡大

兵庫信用金庫

2828110157

兵庫県

株式会社野生鳥獣対策連携セン
ター

3140001093480

野生動物用捕獲装置の電子制御システムの開発

丹波市商工会

兵庫県信用組合

ＩＣＴを活用した生産者と購買者が双方向の意思疎通が可能
淡路市商工会
かつ操作が簡易な生産物販売支援システムの開発

3

播州信用金庫

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

2828110158

兵庫県

株式会社共和電子製作所

6140001081425

少量生産の電子機器をより短期間に開発する体制の構築

尼崎信用金庫

2828110159

兵庫県

アサヒ軽金属工業株式会社

5120001073490

ＩｏＴ自動塗布システムによるアルミ鋳造品ホーロー加工技
術向上

アズタックス税理士法人

2828110160

兵庫県

有限会社リッシュ・ヴィー

3140002065529

欧州で企画デザインした自社製ＢＡＧ類を小売するＳＰＡ（製
池田泉州銀行
造小売）事業

2828110163

兵庫県

竹原物産株式会社

1140001085653

自然の美味しさと安全・安心を両立させた画期的な調味食
材の開発

淡陽信用組合

2828110164

兵庫県

株式会社船津鉄工所

1140001104479

最新ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による品質向上とリードタイム短縮
による生産性向上

但陽信用金庫

2828110165

兵庫県

株式会社コンスメタル

8010701024941

溶接ロボットとＩｏＴの活用による、ホテル向け大型鉄骨の製
三菱東京ＵＦＪ銀行
造・販売

2828110167

兵庫県

三友工業株式会社

9120001055626

発電機メンテナンス予約システムの構築による受注機会損
三菱東京ＵＦＪ銀行
失の解消

2828110169

兵庫県

株式会社朝日プリント社

9140001057604

珠算用Ｂ４版問題集の生産プロセスの効率化

2828110172

兵庫県

株式会社ＧＭＪ

8140001045056

タイヤ金型の仕上げ加工と文字彫刻加工を単工程化し、生
みなと銀行
産性向上、コスト削減を図る事業

2828110173

兵庫県

株式会社伊藤拡播社

2140001040822

「ＵＶプリンタ」導入による生産性の向上、ならびに高付加価
宍粟市商工会
値「看板」の製作

2828110175

兵庫県

テックス理研株式会社

2140001069515

ＯＮＥｔｏＯＮＥオーダーメイド非破壊検査装置のさらなる高精 税理士法人河田タックスマネ
度化と自動生産によるアジア諸国への新展開
ジメント

2828110176

兵庫県

株式会社ナチハマ

3140001044590

ビルメンテナンス業界向けのポリッシャー用パッド・ブラシの
神戸信用金庫
試作

2828110177

兵庫県

株式会社ウインブルヤマグチ

4140001074892

生産管理システムの導入による生産性向上及び納期の短
加東市商工会
縮化

2828110178

兵庫県

株式会社山尾工作所

4140001035622

ホーミング複雑曲げ加工を蛇腹機構の金型とサーボプレス
みなと銀行
機で実現

2828110179

兵庫県

兵庫県手延素麵協同組合

8140005006517

食物繊維等の栄養素を豊富に含む「手延素麺」の開発、お
龍野商工会議所
よび量産体制の確立

2828110180

兵庫県

内藤機械株式会社

5140001060306

溶接ロボット活用による熟練者の技能伝承と生産能力増強 伊予銀行

2828110181

兵庫県

川平電機株式会社

2140001064838

生産管理システム導入による制御盤製造の効率向上

姫路信用金庫

2828110182

兵庫県

株式会社インテリア・ノザキ

3140002008181

新たな需要の開拓による売上の維持・向上

北摂マーケティング合同会社

2828110183

兵庫県

香住食研株式会社

3140001056339

日本食文化の世界発信を担う革新的な生産プロセスの確
立

香美町商工会

2828110184

兵庫県

株式会社ＫＤＬ

6140001095755

矯正のための高精度、短納期のマウスピース製造システム
税理士法人ＶＥＲＴＥＸ
の構築

2828110189

兵庫県

有限会社相互製作所

4140002049274

最新鋭３次元測定技術を活用したラピッドモールド工法の確
但陽信用金庫
立

2828110190

兵庫県

有限会社敷津工作所

1140002061843

最新型サーボプレス機導入による高難易度・高精度加工の
多可町商工会
実現と工程削減の取組み

2828110191

兵庫県

愛宕山工業株式会社

7140001036023

半製品供給力向上による地場産業の三木金物メーカーサ
ポート計画

2828110192

兵庫県

株式会社神戸工業試験場

1140001014570

特殊素材の耐衝撃試験のための試験設備導入による生産
播磨町商工会
性の向上

2828110195

兵庫県

株式会社ヴィラージュ

7140001096050

３Ｄ技術の導入による高品質クラシックカー再生の効率化
及び新規製品作製

2828110196

兵庫県

藤岡糊付所

2828110198

兵庫県

株式会社長田製作所

6140001076235

熱処理工程内製化による国産鋸鎌の生産体制確立と技術
但陽信用金庫
伝承

2828110201

兵庫県

株式会社ＭＥＮ ＡＴ ＷＯＲＫ

2140001025047

清潔区域清掃における「銀イオンの殺菌力を活用した清掃
芦屋市商工会
用モップ」の開発

2828110203

兵庫県

株式会社フジイ

8140001039149

今までにないオーダー家具の生産体制の構築と生活を豊
かに彩るブランドの確立

2828110204

兵庫県

株式会社桜商会

4140001007893

メッセージ入りオリジナルスリーブで実現する、贈答品の付
商工組合中央金庫
加価値向上

2828110206

兵庫県

株式会社豊田放射線研究所

1140001086379

放射線源の３次元の位置・強度を迅速に計測するステレオ
池田泉州銀行
ガンマ線カメラの試作開発

2828110213

兵庫県

アイベステクノ株式会社

3140001057485

制御盤製造工程の自動化拡大及びＩｏＴ導入による生産性
向上

株式会社エフアンドエム

兵庫県信用組合

多可町商工会

新たな擬麻加工の技術開発によるニット素材の生産拡大の
多可町商工会
取り組み
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商工組合中央金庫

姫路商工会議所

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

2828110219

兵庫県

阪神硝子工業株式会社

5140001013899

建築用曲面強化合わせガラスの受注寸法拡大のための製
兵庫県信用組合
造設備の増強と試作開発

2828110221

兵庫県

ユウキ産業株式会社

5140001043748

３次元測定機導入による樹脂加工の高精度化と顧客の測
定負担軽減

2828110224

兵庫県

株式会社中央機械製作所

6120001056858

顧客ニーズの高度化に対応し、競争力を強化するための設
池田泉州銀行
備導入

2828110230

兵庫県

株式会社滝野自動車

7140001074865

安心・快適な観光バスをサポートする車検・点検サービスの
加東市商工会
展開

2828110231

兵庫県

株式会社サンテック

1140001033100

ナノサイズの炭素粒子を用いた光吸収膜の開発

2828110235

兵庫県

大和建工材株式会社

9140001049774

ステンレス製塔屋タラップの研磨工程へのロボット導入によ
商工組合中央金庫
る生産性の向上

2828110237

兵庫県

株式会社コタニ

1140001076207

ＩｏＴ機能を備えた立体自動倉庫によってモノ・情報の流れを
商工組合中央金庫
最適化する

2828110238

兵庫県

有限会社ミヤワキ

8140002036723

立形マシニングセンタの導入による加工技術の高度化と競
但陽信用金庫
争力強化の実現

2828110239

兵庫県

株式会社日海プラント機工

6140001009938

油圧門型リフター導入による重量物据付工事の効率化と工
株式会社ＮＥＫＯ－ＫＥＮ
期短縮

2828110240

兵庫県

ビーエイチエヌ株式会社

9010001066691

免疫機能を向上させたアガリクスエキスの開発

2828110241

兵庫県

有限会社キタフジ

7140002069204

淡路島の魚を使ったプライベートブランド商品を開発し全国
蘆田総合会計事務所
へ発信！

2828110245

兵庫県

シューラボラトリーコンドル

2828110246

兵庫県

株式会社ドリーム

3140001033346

太陽光発電パネル１枚単位の健全性モニタリングシステム
兵庫県信用組合
構築に伴う設備投資

2828110247

兵庫県

東洋ナッツ食品株式会社

1140001019041

ペースト製品の量産化体制の確立及び品質向上・安定化

神戸商工会議所

2828110248

兵庫県

清水木工所

ＣＡＤと自動裁断を利用した甲皮パーツ生産システムの革
新

谷川正税理士事務所

2828110249

兵庫県

丸福化成株式会社

8140001063297

革製鞄・財布等の縫製における品質向上、および生産体制
福崎町商工会
の強化

2828110251

兵庫県

株式会社新畑鉄工所

6140001080393

４軸マシニングセンター導入による水素ステーション用の水
正木総合コンサル事務所
素蓄圧器製造への対応

2828110252

兵庫県

有限会社藤枝鉄工

4140002009154

次世代５軸加工機導入による高品質・短納期化の実現と生
笹倉会計事務所
産工程におけるｌｏＴ化の促進

2828110253

兵庫県

株式会社コラボ

3140001077062

見守りシステム機能を搭載したコンテナ応急仮設住宅の試
加東市商工会
作開発

2828110254

兵庫県

株式会社幸

8140001077421

生産力向上強化

2828110255

兵庫県

有限会社光洋工業所

4140002040811

複合旋盤導入による難加工材加工の工程短縮とワンストッ 中田聡公認会計士・税理士事
プ生産体制の確立
務所

2828110256

兵庫県

株式会社辻川鉄工所

3140001060084

小型ＮＣ旋盤を導入し特殊鋼「試験片」の製造プロセスの改
播州信用金庫
善と生産性の向上を図る

2828110259

兵庫県

株式会社田井鉄工野間

9140001075663

複雑形状の電装部品における外観検査自動化

多可町商工会

2828110261

兵庫県

株式会社ヒロコーヒー

5120901008100

熱風式焙煎機導入による苦くない珈琲の実現及び新規顧
客の獲得

藤本敬子税理士事務所

2828110262

兵庫県

品川水産株式会社

9140001085621

手作業が一般的な水産物の加工現場を、単に機械化する
だけでなく、複数の魚介を通年で加工する輪転生産に挑戦 徳島銀行
する。氷結保存装置導入で、加工品を海外に輸出する

2828110265

兵庫県

株式会社福原精機製作所

1140001002393

ファインゲージ丸編機製作用目切盤の製造

2828110268

兵庫県

株式会社ＭＥＴＡＬ ＲＥＶＩＳＩＯＮ

7140001033128

ＡＩ、ロボット、ＩｏＴ技術の活用による薄板板金曲げ工程の高
株式会社ゼロプラス
度化

2828110274

兵庫県

株式会社川善商店

7180001090248

高品質家具用丸革加工にも対応できる皮革塗装設備の導
商工組合中央金庫
入による製品提供の実施

2828110276

兵庫県

ワイエスフィルタージャパン株式会
社

1120001104027

マルチ型スピンフィルターハウジング開発事業

2828110278

兵庫県

巻幡軽合金株式会社

5140001005351

３Ｄプリンターと３次元ＣＡＤ／ＣＡＭを利用したアルミ製品鋳
正木総合コンサル事務所
造用の鋳型製作の革新的取組

2828110283

兵庫県

株式会社いろは精肉店

2140001001072

精肉店の一頭買い仕入の弱みを克服する商品加工工程の
Ａｊビジネス・プランニング
改善と新商品開発・販売

2828110289

兵庫県

末廣精工株式会社

8140001036369

高剛性・軽量チェンソー用ガイドバーの開発と生産体制の
構築

兵庫県信用組合

尼崎信用金庫

東京中小企業投資育成株式
会社

新設備を導入し、足の形状をデジタル計測し正確な靴選び
尼崎信用金庫
とインソール製作の事業化
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林浩嗣税理士事務所

中小企業診断士椎原秀雄

尼崎信用金庫

中国銀行

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

2828110294

兵庫県

株式会社市川工業所

2140001063328

ロボットベンダー導入とＩｏＴ化による次世代デジタル工場へ
但陽信用金庫
の変革

2828110298

兵庫県

伊東電機株式会社

1140001076058

３次元ＣＡＭと高速マシニングセンターを中核とするグロー
バルなものづくり革新

2828110299

兵庫県

株式会社オオガキテック

5140001042634

最新式溶接ロボット導入による溶接仕上げの高品質化及び
但陽信用金庫
省力化の達成

2828110302

兵庫県

日東工業株式会社

6140001038623

最新型プレスブレーキによる曲げ加工の内製化と板金加工
株式会社ゼロプラス
工程の革新

2828110305

兵庫県

株式会社カミック

2140001075430

部分結束機導入による水中ポンプ用高効率（省エネ）モー
ターの生産性向上

2828110308

兵庫県

株式会社オーク

3140001055852

ＭＥＭＳデバイスを用いた革新的な支持力管理システムの
豊岡市商工会
導入による顧客満足の向上

2828110310

兵庫県

株式会社耐熱性酵素研究所

5140001030696

高性能な酵素精製装置を用いた効率的かつ均一な製品品
ＫＶＩ税理士法人
質を達成する量産体制の確立

2828110311

兵庫県

三清ゴム工業株式会社

8140001016107

軽量で装飾性に優れた筋電義手用グローブの量産

2828110314

兵庫県

有限会社旭東精工

3140002001434

超高性能粉末成型機の設計、開発による微小・高精度ガラ
株式会社クリエイション
ス絶縁部品製造

2828110317

兵庫県

株式会社藤原組

7140001015373

ｉ－ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎによる小規模省力化施工

2828110320

兵庫県

佐藤精機株式会社

5140001059109

ロケット用の３次元複雑形状の小型部品に対する製造体制
みなと銀行
の構築

2828110322

兵庫県

有限会社アイエヌインターナショナ
ル

2140002012597

小規模ビールの増産体制構築と常温保管実現による販路
拡大事業

2828110323

兵庫県

有限会社大福屋

7140002061821

和菓子屋による地域の味覚食感に合う新しい洋菓子ワッフ
兵庫県信用組合
ルの開発

2828110328

兵庫県

山田鋼材株式会社

7140001036394

鋼材卸売業では兵庫県下初の生産管理システム導入事業 松下税務会計事務所

2828110329

兵庫県

国際振音計装株式会社

5120001063797

振動シミュレーション摩耗試験装置開発による振動摩耗評
価事業の拡大

2828110333

兵庫県

ｉＣＯＭ技研株式会社

9140001077172

協働ロボット導入による多品種少量生産工程の効率化、お
加東市商工会
よび職人技のデータ化

2828110335

兵庫県

株式会社信永製作所

9140001079367

配電盤、制御盤の需要増に対応する高生産体制の構築

2828110338

兵庫県

ユーシステム株式会社

2140001079068

ＩＯＴと全自動曲げロボットで生産能力アップ・短納期・コスト
阿波銀行
削減を実現

2828110341

兵庫県

ヒロデンタルクリニック

2828110345

兵庫県

株式会社蒼龍刃物製作所

2828110359

兵庫県

タケウチ縫工

2828110365

兵庫県

株式会社兵庫精密工業所

6140001014707

ＩｏＴ活用による多品種少量生産システム

2828110375

兵庫県

株式会社小西印刷所

1140001068781

検査カメラ付き折機導入による印刷物検査の精度向上と生
経営創研株式会社
産性向上

2828110376

兵庫県

大屋商店（大屋明姫堂）

2828110379

兵庫県

株式会社協和精機製作所

8140001078262

ＬＥＤヘッドライト用光学系金型のタイコレス高精度加工技術
中小企業診断士柳辰雄
の確立

2828110380

兵庫県

日本鉄盤株式会社

6140001015622

高速鉄道車輌部品のコスト低減による国際競争力向上化
事業

2828110381

兵庫県

株式会社プラ•メイド

6140001081978

５軸マシニングセンターと専用のＣＡＤ／ＣＡＭ導入による樹
伊丹商工会議所
脂金型の革新的製造

2828110382

兵庫県

株式会社協栄

4140001089247

経年損傷を有するＰＣ橋梁点検及び調査分野への事業拡
大

2828110384

兵庫県

株式会社ニック

7140001046864

クラウド活用によるレイアウト・印刷・封入・発送の企業向け
朝来市商工会
ワンストップサービスの提供

2828110386

兵庫県

株式会社サクライ

1140001042968

高機能アタッチメント附加による大型５面加工機の高付加価
みなと銀行
値の実現

2828110387

兵庫県

株式会社日産精機工作所

4140001044598

大形環状部品の分割加工によるリードタイム短縮と生産性
みなと銀行
向上の為の事業

2828110388

兵庫県

株式会社共立ダイカスト加工所

6140001048515

高性能輪郭制御機能付きマシニングセンタ導入による生産
北おおさか信用金庫
性向上と付加価値向上の取組

9140001036392

みなと銀行

多可町商工会

淡路信用金庫

兵庫県信用組合

兵庫県信用組合

尼崎信用金庫

松下税務会計事務所

「歯の形態バンクサービス」の開発と普及

播州信用金庫

土木用転造盤自動機導入によるセパレーターの生産強化

尼崎信用金庫

３ＤＣＡＤ、ＣＡＭシステムの導入による新たな生産体制の確
丹波市商工会
立
淡路信用金庫

老舗モナカ店が生んだ大人気新商品の量産体制構築のた
日新信用金庫
めの新設備導入
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池田泉州銀行

猪名川町商工会

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

2828110391

兵庫県

株式会社クシロ

6140001079329

最新設備導入による医薬錠剤分包機のモジュール部品の
一貫製造とその組立事業への参入

2828110399

兵庫県

木村工業株式会社

5140001034771

高性能破砕機導入による木質チップ（バイオマス燃料）の生
長沼税務会計事務所
産合理化

2828110400

兵庫県

株式会社Ｅ・テック

1140001023992

多様なウイルスや細菌の感染予防の為の、新規手指消毒
剤の試作開発

2828110402

兵庫県

株式会社コスモ

8140001046806

森林総合整備維持管理の「三次元データサービス」の提供 朝来市商工会

2828110405

兵庫県

株式会社豊稔企販

8140001036575

自動熱処理ロボットシステムの導入による鎌製造ラインの
連続化と納期・コスト・品質の革新的改善

正木総合コンサル事務所

2828110406

兵庫県

三和工業株式会社

8140001055047

高性能ＮＣ旋盤の導入と生産体制の見直しによってニッチ
戦略の更なる強化を目指す

尼崎信用金庫

2828110410

兵庫県

株式会社千代木工

6140001043061

生活インテリア商品のプロセス革新と新商品開発による経
営力強化

兵庫県信用組合

2828110413

兵庫県

株式会社三木歯車製作所

7140001036642

医薬装置向けキーパーツの増産及び高精度実現のための
みなと銀行
設備投資

2828110421

兵庫県

大日化工株式会社

4140001078555

多品種小ロット生産に対応したＩＯＴ活用生産管理システム
導入

2828110424

兵庫県

株式会社坪田測器

9140001035163

第四次産業革命で増大する基板実装の需要獲得を目指し
株式会社クリエイション
た生産体制の強化

2828110432

兵庫県

株式会社ＳＴＡＲ ＣＲＡＦＴ

5140001077903

３ＤプリンタとＩｏＴ機能活用による自動車整備業の革新的ビ
ＦＭＢコンサルタンツ株式会社
ジネスモデルの構築

2828110433

兵庫県

有限会社ニットカインドトータル

3140002052576

アナログ作業をデジタル化することで生産効率を向上させる 但陽信用金庫

2828110434

兵庫県

日成化学鍍金工業株式会社

9140001050567

廃水処理能力の向上による有害物質等の削減および生産
兵庫県信用組合
性・効率性向上

2828110437

兵庫県

米田工機株式会社

9140001005505

樹脂ベルトを採用したスパイラル型加熱冷却装置の先駆者
みなと銀行
を目指すための設備投資

2828110439

兵庫県

きたみち歯科医院

2828110440

兵庫県

内外機商株式会社

2828110449

兵庫県

2828110450

川西市商工会

みなと銀行

池田泉州銀行

高精度技工の内製化による世界基準の治療の普及

姫路信用金庫

1140001082659

口腔内崩壊錠に対応した錠剤に荷重をかけない錠剤回収
機の開発

りそな銀行

有限会社堀越精工

4140002053202

高精度加工機及び多関節ロボットの導入による新分野への
但陽信用金庫
挑戦

兵庫県

株式会社スマート・ロジ

5120901016350

日本初自動挟み込みラインの導入による生産性向上プロ
ジェクト

2828110451

兵庫県

ガウス株式会社

7140001039777

高機能粉末射出成形品の製造での混合・混練工程の改善
みなと銀行
に向けた設備導入

2828110452

兵庫県

田治米合名会社

1140003006450

海外に向けての食中純米酒の更なる品質向上と革新的な
物流改革

2828110458

兵庫県

株式会社ショウワ

8140001053447

食品及び医薬品物流卸業向け洗浄乾燥機用新型ガス式加
尼崎商工会議所
熱装置開発

2828110465

兵庫県

日本ワヰコ株式会社

3120001019339

非鉄金属部品の二次加工による既存顧客との関係深耕及
近畿大阪銀行
び新規顧客開拓

2828110471

兵庫県

株式会社クメダ精密

8140001036237

「無負荷空中クランプ方式」を用いた当社装置の拡販事業

2828110472

兵庫県

摂津ダイカスト株式会社

3140001013389

ＩＯＴ対応ダイカスト鋳造機の導入に伴うＡＩソフトの開発によ
る高度生産技術の構築（飛躍的な品質及び生産性向上の 株式会社ダイワマネジメント
実現）

2828110473

兵庫県

株式会社サンアクティス

6120001080024

パイナップル残渣（皮・芯等）の再資源化計画

2828110475

兵庫県

有限会社西山鉄工所

8140002061911

高利益率製品の受注拡大を図るための小規模でもキラリと
イグレック田中洋介
光る会社への変革

2828110479

兵庫県

フジック釣具工業株式会社

9140001075085

顧客と共有できる在庫管理システムの導入による生産能率
加東市商工会
の向上事業

2828110481

兵庫県

藤一織物有限会社

7140002062084

ＩｏＴを活用した高度生産体制の導入及び海外展開向け製織
多可町商工会
体制の確立

2828110483

兵庫県

株式会社コーワ

2120001014860

自動はんだ付け装置開発によるＬＥＤ照明器具の品質向
上・生産性向上

2828110486

兵庫県

株式会社まるふじ

3140001075917

画像寸法測定器を導入し製品形状数値化による品質生産
三井住友銀行
性の向上

2828110488

兵庫県

株式会社加古川製作所

2140001042579

最新鋭ターニングセンター導入による航空機部品金型の品
但陽信用金庫
質および生産能力向上

2828110490

兵庫県

株式会社三栄

3140001013067

ＰＵＲ接着による縁貼り加工の実現による低圧メラミン化粧
株式会社ダイワマネジメント
板の新市場対応
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三井住友銀行

但馬銀行

みなと銀行

古屋敷博文税理士事務所

御堂筋税理士法人

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

スキー板の溝加工設備導入による競技スキー客を中心とし
多可町商工会
た新規顧客獲得

2828110491

兵庫県

臼井商店

2828110493

兵庫県

宮武鉄工株式会社

1140001061852

ＣＮＣフライス盤導入によるプラントメンテナンス納期短縮及
みなと銀行
び事業拡大

2828110494

兵庫県

株式会社中精機

9140001075746

順送金型設計の３Ⅾ化による絞り設計の効率化と高品質製
多可町商工会
品の生産計画

2828110495

兵庫県

株式会社シンテック

3140001036349

加工・組立工程の効率化による生産性向上と新規分野へ
の取組

2828110496

兵庫県

新日本溶業株式会社

2140001029741

独自のレーザー焼入法による、高性能低価格破砕機用カッ
近畿大阪銀行
ターの開発と量産体制確立

2828110497

兵庫県

株式会社日東社

3140001060547

ＩｏＴ導入による見えるおしぼり生産システム構築

2828110502

兵庫県

株式会社ＹＡＮＥＳＥＫＯ

7140001089517

レッドコードを用いたスポーツ選手が効率的に体幹を鍛える
但陽信用金庫
トレーニングの開発

2828110504

兵庫県

有限会社都冷蔵

6140002069064

淡路島産の玉葱を活用した新たな付加価値の創造事業“Ｂ
徳島銀行
ｔｏ Ｂ”のその先へ、“Ｂ ｔｏ Ｃ”へ

2828110505

兵庫県

有限会社Ｍファイン技術サービス

7140002060328

省スペースと低コストを実現できる新たなバイオトイレの開
発

2828110506

兵庫県

有限会社浜田鉄工所

6140002011967

加工中の「ビビり」を抑制して高面粗度を維持する加工方法
商工組合中央金庫
の開発

2828110508

兵庫県

株式会社新興精機製作所

8140001059254

車載用電装品の生産性向上を目指し、ＩｏＴ技術とロボットを
伊予銀行
導入した自動生産技術の開発

2828110509

兵庫県

株式会社昭和製作所

8140001016263

三次元測定機の導入による自動車用シート等木型の品質
向上

日新信用金庫

2828110511

兵庫県

髙丸工業株式会社

1140001049856

中小企業向けロボットシステム製造体制の確立

尼崎信用金庫

2828110514

兵庫県

神戸電気工業株式会社

4140001068705

スイングチェックシステムと連動させた新規バッティングマシ
尼崎信用金庫
ンの開発

2828110516

兵庫県

明昌機工株式会社

4140001041348

超精密位置決め機構の軽量・コンパクト化を実現する為の
直線駆動機構の開発

2828110523

兵庫県

石崎プレス工業株式会社

5140001078042

極薄刻印残厚の実現による充電式補聴器用リチウムイオン
伊田税理士事務所
電池ケースの開発

2828110526

兵庫県

株式会社糸井樹脂製作所

4140001012506

高精度立形マシニングセンタ導入による次世代産業向け精
神戸信用金庫
密加工技術の開発

2828110529

兵庫県

ハリマ工業株式会社

4140001076410

熟練技術を要する手作業からロボットを活用した革新的生
産方法への工法転換

2828110536

兵庫県

廣田縫工株式会社

8140001075838

ＩＯＴ（単品管理システム）連動型形状記憶安定設備の導入 みなと銀行

2828110539

兵庫県

株式会社大野社

8140001012675

ＷＥＴ系バルブに使用されるダイヤフラムの新製品開発

2828110542

兵庫県

タキエンジニアリング株式会社

9140001041780

液中の超微小粒子を吸着する革新的原理を用いた吸着材
兵庫県信用組合
の開発

2828110561

兵庫県

藤宏商事

2828110570

兵庫県

有限会社ウチノ

4140002058804

無添加無化調の事業用レトルト惣菜の開発による若年層へ
共同会計事務所
の食育の貢献

2828110582

兵庫県

株式会社テクノス

5140001053193

自己再生機能付き粉体トラップフィルターの試作開発

2828110584

兵庫県

富士インキ工業株式会社

3120001058089

アルミ箔用グラビアインキ加工に関する独自工程確立と技
南都銀行
術サービスの向上

2828110586

兵庫県

カルモ鋳工株式会社

2140001004629

ＩｏＴを活用した、鉄道車両用の大型高精度部品の一体加工
日新信用金庫
工法開発

2828110596

兵庫県

福伸電機株式会社

5140001063589

完全無人化を実現！ＩｏＴ活用ロボットセルの自社構築

2828110598

兵庫県

神戸鈑金工業株式会社

9140001004341

先進的な切断加工技術の導入とＩｏＴ技術の活用による生産
株式会社ゼロプラス
性の向上

2828110599

兵庫県

株式会社大成電機工業所

5140001049638

顧客管理システムと加工機械導入による緊急修理能力の
劇的な向上

2828110602

兵庫県

尾上組有限会社

1140002052982

「伝統構法」における木材整形工程の自動化による生産性
福崎町商工会
の向上

2828110604

兵庫県

共栄テクノス株式会社

1140001045491

精密鋳造品補修工程の大幅短縮及びＩｏＴを活用した顧客と
姫路信用金庫
の情報共有

2828110606

兵庫県

株式会社エヌエープロテック

6140001047905

高張力鋼板成形を金型成形からプレス曲げ成形へ革新、Ｑ 野垣浩公認会計士・税理士事
ＣＤを大幅に向上させる
務所

イグレック田中洋介

株式会社Ｍａｓｕｄａビジネスコ
ンサルタンツ

経営コンサルタント竹内淳朗

丹波市商工会

姫路商工会議所

株式会社クリエイション

精密汎用旋盤（カスタム旋盤）を導入し、金属加工や試作品 株式会社Ｍａｓｕｄａビジネスコ
製造の短納期化、低コスト化を実現させる事業
ンサルタンツ
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尼崎商工会議所

長谷川・森会計事務所

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

2828110607

兵庫県

株式会社山一金属製作所

6140001083116

ネジ切り工程自動化による薄板精密加工製品の生産体制
の強化

松下税務会計事務所

2828110615

兵庫県

是常精工株式会社

5140001076203

マシニングセンター加工におけるＩｏＴを活用したＦＭＳの構
築

但陽信用金庫

2828110616

兵庫県

竹内鉄工株式会社

6140001038400

柱大組立溶接ロボットと最新ＩｏＴ機器導入による、大型鉄骨
兵庫県信用組合
の生産革新

2828110619

兵庫県

有限会社オノマシナリー

5140002047938

特徴ある高機能ＣＮＣ旋盤の導入・活用により受注の大幅
拡大を図る

姫路商工会議所

2828110626

兵庫県

株式会社岡田シェル製作所

7140001085458

成長市場をとらえた新生産体制構築に向けた革新的な生
産プロセスの改善

イグレック田中洋介

2828110627

兵庫県

株式会社ナカノテック

1140001050418

高効率・高圧クーラントシステムによる生産性の向上

兵庫県信用組合

2828110628

兵庫県

山陽アルミ工業株式会社

1140001058898

ＮＣ加工機導入により小ロット・短納期での高性能製品及び
兵庫県信用組合
新製品製作の実現

2828110632

兵庫県

フミオ工業株式会社

6140001056096

革鞄等の裁断工程のロボット化による加工制御条件分析・
株式会社エフアンドエム
蓄積を生かした生産性向上計画

2828110634

兵庫県

株式会社善太

4140001086269

自社農産物によるオリジナル商品の生産効率の向上

2828110636

兵庫県

きみえ歯科

2828110642

兵庫県

株式会社ハンシン

9140001013887

有機ＥＬテレビ製造装置部品の寸法高精度化とその生産性
大野博明税理士事務所
の両立

2828110644

兵庫県

株式会社汎建大阪製作所

4140001035820

ロボット活用によるエンジンマフラー生産性向上

山陰合同銀行

2828110652

兵庫県

株式会社ｃｈｒｏｍｏｃｅｎｔｅｒ

8270001004536

ｉＰＳ細胞等への染色体解析事業の処理能力拡張

朝日税理士法人

2828110658

兵庫県

ｋｕｌｉ－ｋｕｌｉ

2828110661

兵庫県

大洋物産株式会社

5140001085105

乾燥わかめの革新的な生産プロセス改善とふんわり仕上げ
みなと銀行
を実現する機械装置の導入

2828110667

兵庫県

ホルトプラン合同会社

3140003010979

ＩｏＴ対応型環境センサの試作

森優子税理士事務所

独自の高齢者向け生活診断システム導入による革新的矯
但陽信用金庫
正治療の実施

こどもがデザイナーになり、自分のブランドを販売するサー
淡路信用金庫
ビス
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