
申請者名称 事業計画名 交付決定額 交付決定日

1 有限会社福永鉄工所
ガスタービン部品加工強化のためのマシニングセン
ターの導入

10,000,000 平成28年6月20日

2 株式会社協和テクノ
新生産方式開発と新規設備による生産性向上によ
る受注拡大

10,000,000 平成28年6月22日

3 岡治織物合資会社
播州織ワイシャツ生地の高付加価値化と生産性向
上による受注拡大

10,000,000 平成28年6月22日

4 大洋金属株式会社
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

30,000,000 平成28年6月22日

5 株式会社ビークス
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

10,000,000 平成28年6月22日

6
有限会社太田ジオリ
サーチ

中古住宅・造成地の品質評価サービス事業 5,328,000 平成28年6月22日

7 淡路農産食品株式会社
“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
創造する事業

23,733,333 平成28年6月22日

8 日本ワヰコ株式会社
アルミ合金製コネクティングロッドの変種変量生産体
制の確立

5,000,000 平成28年6月22日

9
福本重機械工業株式会
社

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

30,000,000 平成28年6月22日

10 田治米合名会社
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

10,000,000 平成28年6月22日

11 株式会社内外製作所
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

9,082,666 平成28年6月23日

12 株式会社ウノ
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

10,000,000 平成28年6月23日

13
白星社クリーニング株式
会社

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

13,006,666 平成28年6月23日

14 株式会社梶原鉄工所
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

30,000,000 平成28年6月23日

15
有限会社衣川クリーニン
グ

鞄修理縫製部門の内製化事業 1,114,666 平成28年6月23日

16 有限会社辨天堂
３０年来取り組んできた「無添加スィーツ」の量産体
制の確立

4,630,000 平成28年6月23日

17 株式会社早木電機
半導体、チップ切削工程での外観検査自動化による
検査精度と生産性向上。

10,000,000 平成28年6月23日

18 サンエース株式会社
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

5,000,000 平成28年6月23日

19 タカヤマ株式会社
ゴム製品の品質管理技術の向上による重電・航空
機への進出

9,390,000 平成28年6月23日
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20
有限会社リッチフィール
ド

有馬温泉から製塩した金泉塩を使用した塩バウム
クーヘンの製造・販売

10,000,000 平成28年6月23日

21 ウエムラ技研株式会社 Ｘ線透視装置のＣＴ化による検査手法の確立 3,824,166 平成28年6月24日

22 田中板金工業株式会社
金属建材の製造内製化から一貫施工によるコストダ
ウンと業務効率化

10,000,000 平成28年6月24日

23 エンゼラス有限会社
自動化設備導入による自動車用ウォッシャーホース
の生産性向上計画

10,000,000 平成28年6月24日

24 株式会社カコテクノス
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

30,000,000 平成28年6月24日

25 株式会社田中鉄工所
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

30,000,000 平成28年6月24日

26 株式会社宮田製作所
ＬＰガスのバルク貯槽用ネックリングの生産及び品質
管理体制の確立

5,260,000 平成28年6月24日

27 松本精工株式会社
モーター部品の切削工程革新による高精度・量産体
制の構築

10,000,000 平成28年6月24日

28 株式会社橋爪製作所 電池式ドリルドライバに対応可能な切削工具の開発 10,000,000 平成28年6月24日

29 株式会社吉兵衛
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
する事業

10,200,000 平成28年6月24日

30 株式会社ラスコジャパン
景観施設や太陽光発電施設に用いる簡易基礎の新
製品開発

5,000,000 平成28年6月24日

31
有限会社香川ダイカスト
工業所

ナノキャスト法による光輝性アルマイトダイカスト品
の実証と量産化

11,266,666 平成28年6月24日

32 澁谷工業株式会社
防犯建物部品の高精度確保のための機内計測全自
動生産体制の確立

10,000,000 平成28年6月24日

33 宇津原株式会社
最新型五面加工機の導入による生産性と品質の向
上

30,000,000 平成28年6月24日

34 株式会社辻製作所 成形工程の品質向上と最新鋭成形機の導入 10,000,000 平成28年6月27日

35 林鉄工
電力向け部材を加工する分野への新規進出の為の
生産性向上計画

10,000,000 平成28年6月27日

36 ナイス株式会社
走査型電子顕微鏡の活用を通じた低融点アルミニウ
ムろう材の品質向上

9,200,000 平成28年6月27日

37 有限会社文高製作所
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

22,666,666 平成28年6月27日

38 株式会社福井鉄工所
極小パーツの多品種小ロット対応のための工程集約
化の実施

10,000,000 平成28年6月27日

39
石崎プレス工業株式会
社

スマートメーター用高精度小判形電池ケースの試作
開発

3,553,333 平成28年6月27日

40 株式会社研文社 極小ロットのバリアブル冊子の迅速な提供 30,000,000 平成28年6月27日
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41 株式会社岡本精工
特装車両、環境関連設備部品の新素材切削技術の
向上と職人の技術承継

30,000,000 平成28年6月27日

42
千代田金属工業株式会
社

自動車電装部品の完全１個流し生産ラインの確立 5,000,000 平成28年6月27日

43 トモエ繊維株式会社
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

2,860,000 平成28年6月27日

44 豊産業株式会社
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

16,626,666 平成28年6月27日

45 株式会社イシカワ
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

8,133,333 平成28年6月28日

46 株式会社長谷川測量
３Ｄスキャナー測量機を用いた革新的な高付加価値
測量サービスの提供

10,000,000 平成28年6月28日

47 有限会社衣笠木工所
全自動Ⅴカットソーマシン導入による生産プロセス革
新と新規市場の創出

6,686,000 平成28年6月28日

48 有限会社紙谷工業所
ダイヤモンド刃開発に伴うＮＣ旋盤機導入による生
産性と収益性向上

5,000,000 平成28年6月28日

49 株式会社奈央
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

9,080,333 平成28年6月28日

50 株式会社岸本工業
階段側桁部の完全自社社内化によるコスト低減と納
期短縮化計画

4,333,333 平成28年6月28日

51
株式会社関西コンサルタ
ント

安全で高精度、効率的な三次元測量による、迅速な
災害復旧への貢献

5,000,000 平成28年6月28日

52 有限会社古坂鉄工所
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

10,000,000 平成28年6月28日

53 マスミ鞄嚢株式会社
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

7,574,199 平成28年6月28日

54 株式会社マルイチ
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

5,000,000 平成28年6月28日

55 株式会社タツミ
黒いぶし瓦製造技術を活用したインテリア及びエク
ステリア製品開発と販売

6,634,000 平成28年6月28日

56 株式会社日本ジェット
高精度な歯車部品加工におけるコストダウン及び短
納期化による競争力の強化

28,333,333 平成28年6月28日

57 有限会社西村鉄工所
鉄道業向け主要パーツの高精度化及び全数検査体
制の構築

10,000,000 平成28年6月28日

58
株式会社ウインブルヤマ
グチ

最新複合機の導入による部品製作の内製化、およ
び生産リードタイムの短縮

9,333,333 平成28年6月28日

59 株式会社神戸珈琲
珈琲豆研磨機の導入により、新しい風味（香り・味）
を創造した「研磨済焙煎珈琲」の開発

1,066,666 平成28年6月28日

60 有限会社ジェイ・テック 自動生産化による脱職人計画 16,333,333 平成28年6月28日

61 株式会社加古川製作所
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

29,700,000 平成28年6月28日
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62 有限会社米田商店
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

10,000,000 平成28年6月28日

63 瀧川工業株式会社
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・短納期化の実現による事業拡大

30,000,000 平成28年6月28日

64 神姫興業株式会社
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

22,683,333 平成28年6月28日

65
阿江ハンカチーフ株式会
社

最新型電子ドビー織機を活かした長繊維織物生地
の開発と生産性向上

5,000,000 平成28年6月28日

66 此の友酒造株式会社
フレッシュなワインタイプ吟醸冷酒提供の革新的
サービスの展開

9,333,333 平成28年6月28日

67 有限会社中野製作所
磁気共鳴画像診断装置と高速液体クロマトグラ
フィー用部品の量産体制確立

10,000,000 平成28年6月28日

68 有限会社ジョイセブン こだわりのスーパーの展開 3,178,000 平成28年6月28日

69 株式会社姫協
芳香／消臭性・抗菌性を併せ持つバイオマスプラス
チックの製品化

10,000,000 平成28年6月28日

70 サワダ精密株式会社 多品種小ロット生産における大物加工の生産性向上 26,933,333 平成28年6月28日

71 株式会社オキフーズ
地場魚（鮮魚）の安定確保および生産効率の向上に
よる高品質練り製品の安定供給

10,000,000 平成28年6月28日

72
株式会社協和精機製作
所

光学系金型の“粗仕上げ工程”改善による自動車Ｌ
ＥＤ照明用金型の量産体制増強

22,666,666 平成28年6月28日

73 株式会社出石モータース
超高張力鋼板に対するスポット溶接機導入による車
体整備体制の確立

1,644,906 平成28年6月28日

74 株式会社ユメックス
高冷却性能を有したショートアークランプ用電極の製
造設備投資

4,790,666 平成28年6月28日

75 株式会社大島
双方向型管理システムと最新加工装置導入による
生産力・競争力強化計画

30,000,000 平成28年6月28日

76 鋼盛株式会社
レーザー顕微鏡を用いた表面形状の即時３次元分
析による事業の革新

10,000,000 平成28年6月28日

77 株式会社緒方鉄工所
大型及び高技術化建築物対応の設備導入による受
注拡大と組織強化

10,000,000 平成28年6月28日

78 植山織物株式会社 ＩｏＴを活用した先染め織物の生産工程の構築 30,000,000 平成28年6月28日

79 川嶋製作所
プラスチック射出成形品製造工程の高機能化によ
り、品質向上、生産性向上及び納期短縮を実現させ
る事業

8,566,000 平成28年6月29日

80 株式会社佐伯製作所
建設機械の油圧制御部品における高精度化及び安
定供給体制の実現

8,600,000 平成28年6月29日

81 株式会社テクノス
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

2,333,333 平成28年6月29日
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82 株式会社ニッピ機械 “軟らかい”難加工材高精度スライス加工機の開発 10,000,000 平成28年6月29日

83 株式会社佐橋動物病院
動物病院における新しい循環器検査による高度獣
医医療の提供

5,000,000 平成28年6月29日

84 株式会社森川製作所
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

10,000,000 平成28年6月29日

85 谷池瓦産業
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

1,306,666 平成28年6月29日

86 三ツ星製作株式会社
５軸加工機と３次元測定機導入による超精密加工分
野への事業展開

30,000,000 平成28年6月29日

87
株式会社神港鍍金工業
所

メッキ加工処理の自動化における製品の均一化、高
品質化の実現

30,000,000 平成28年6月29日

88 株式会社北川製作所
工場ネットワークによる、高品質でフレキシブルな生
産体制の実現

30,000,000 平成28年6月29日

89 株式会社小林製作所
医療機器向け精密機械部品の高精度化と短納期化
の実現

10,000,000 平成28年6月29日

90 木村工業株式会社
高効率圧縮・梱包機導入によるバイオマス燃料の生
産および輸送効率化

22,000,000 平成28年6月29日

91 ロザイ工業株式会社
耐火レンガ焼成炉の使用エネルギー見える化による
革新的生産プロセスの構築

19,526,660 平成28年6月29日

92 大日電子株式会社
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

10,000,000 平成28年6月29日

93 神戸鈑金工業株式会社
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

30,000,000 平成28年6月29日

94 清水電設工業株式会社
微小硬さ検査方法の確立と高機能表面処理開発に
よる売り上げ拡大

9,333,000 平成28年6月29日

95 小林目立所
縦挽き横挽き両用鋸の開発・提案と量産体制構築計
画

16,640,000 平成28年6月29日

96 株式会社エスケーテック
超薄型放熱盤ハウジング開発における４軸ミルコン
タリング技術の向上

30,000,000 平成28年6月29日

97 株式会社アグリセールス
殺菌と瞬間冷却によるカットごぼうの鮮度保持及び
生産性向上と商品開発

10,000,000 平成28年6月29日

98
ニチリン化学工業株式会
社

ＥＶ用リチウムイオンバッテリー需要増に伴うボトル
ネックの解消及び増産体制の構築

10,000,000 平成28年6月29日

99 株式会社阿江石油店
給油顧客の安全を確保するベーパー回収装置を導
入し高品質なサービスを提供する

10,000,000 平成28年6月29日

100 有限会社ハマテック
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

3,600,000 平成28年6月29日

101 西山牧場 自動給餌機導入による先進的酪農経営の実現 1,294,000 平成28年6月29日
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102
株式会社東光バネ工業
社

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

9,861,333 平成28年6月29日

103 沖物産株式会社 加工品の生産品質向上事業 10,000,000 平成28年6月29日

104
有限会社三英工業イラ
スト

三次元測定器導入による金属加工品の検査精度の
向上及び高効率化

3,537,333 平成28年6月29日

105 共栄テクノス株式会社
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

30,000,000 平成28年6月29日

106 内外ゴム株式会社
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

30,000,000 平成28年6月29日

107
株式会社コンドウファクト
リー

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

5,000,000 平成28年6月29日

108 栗林食産株式会社
新規アルファ化製法による高効率・高品質穀物加工
品開発に関する事業拡大

7,928,586 平成28年6月29日

109 株式會社丸十
レーザー溶接と自動バリ取りの一貫加工による加工
精度と生産性の向上

9,887,333 平成28年6月30日

110 栄和興業株式会社
鉄骨柱大組立溶接ロボット導入によるボトルネック解
消と大型鉄骨案件の獲得

30,000,000 平成28年6月30日

111 株式会社バイナル スマホ用フリップケースの開発と市場展開 5,000,000 平成28年6月30日

112 竹内鉄工株式会社
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

10,000,000 平成28年6月30日

113 株式会社かね徳
たらこ旨煮等、おせち向け加熱処理商品の開発及び
品質向上と量産体制の構築

8,920,000 平成28年6月30日

114 アプリコット株式会社
インテリアの３Ｄシミュレーターと顧客管理システム
導入による業務効率化

5,000,000 平成28年6月30日

115 和以貴建設株式会社
最新全自動溶接機の導入による大型鉄骨製作の体
制構築と受注拡大計画

27,333,333 平成28年6月30日

116 株式会社セプト
多重板スクリュー脱水機部品製造における高精度化
と短納期化

23,244,666 平成28年6月30日

117 株式会社大晃製作所
最新式プレス機の導入による精密部品の品質向上
と価格競争力強化

10,000,000 平成28年6月30日

118 有限会社市場印刷
集客効果抜群の販促物（ポケットチラシ）の内製化に
よる顧客満足向上

4,330,000 平成28年6月30日

119 伊福精密株式会社
３Ｄプリンター導入による航空機部品の軽量化と生
産性向上

30,000,000 平成28年6月30日

120 鈴木精密工業株式会社
ＣＡＤソフト及び高精度画像寸法測定器導入による
精密金属部品の高精度化の実現

4,624,226 平成28年6月30日

121 株式会社リバー
焼入れ型の加工性向上に伴う工期短縮・精度向上
を可能とする革新的生産プロセスの導入

5,000,000 平成28年6月30日
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122 三伸工業株式会社 船舶向け電線の高精度加工及び増産体制の確立 8,746,666 平成28年6月30日

123 銀海酒造有限会社
手造りを維持した量産体制の確立による顧客ニーズ
への対応、および海外展開

5,000,000 平成28年6月30日

124 有限会社長谷川工作所
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

10,000,000 平成28年6月30日

125
株式会社岡常歯車製作
所

歯車の絶対的品質証明による高次元歯車製造技術
への挑戦

5,000,000 平成28年6月30日

126 松村アクア株式会社
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

5,000,000 平成28年6月30日

127 計測技研株式会社
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

10,000,000 平成28年6月30日

128 富久錦株式会社
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

10,000,000 平成28年6月30日

129
有限会社エム・アンド・ワ
イオートジャパン

ワンＢＯＸ・４ＷＤカスタム車の製作と輸出のための
設備投資計画

5,000,000 平成28年6月30日

130 株式会社上原精工
低価格高品質短納期なタービンランナの製造を実現
する最新加工機の導入

30,000,000 平成28年6月30日

131 株式会社ハシモト
鞄製造における裁断・縫製工程の自動化による薄革
生地加工の実現と量産化の確立

10,000,000 平成28年6月30日

132 タカミウエルテック
溶接ロボット導入による効率的多品種少量生産体制
の確立

8,173,333 平成28年7月1日

133 ミツ精機株式会社
最新鋭航空機部品加工の精度・生産性・品質向上を
熟練工に頼らず実現

30,000,000 平成28年7月1日

134 小田鉄工株式会社
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

9,133,333 平成28年7月1日

135 株式会社網干造船所 地域密着型ものづくり体験ビジネスモデルの確立 10,000,000 平成28年7月1日

136 和田山精機株式会社 超硬合金製金型の高性能化事業 10,000,000 平成28年7月1日

137 出光工業株式会社
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

9,860,000 平成28年7月1日

138 株式会社みつヴィレッジ
夏越し通年栽培による地域密着型高収益トマトビジ
ネスモデルの確立

26,000,000 平成28年7月1日

139 株式会社松本製作所
最新の測定器導入による検査工程の強化とこれに
よる海外受注対応

30,000,000 平成28年7月1日

140 株式会社エー・ティ・エム
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。

16,066,666 平成28年7月1日

141 株式会社シカタ
マスカスタマイゼーション（単品大量生産）に向けた
生産体制の構築

21,866,000 平成28年7月1日
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142 有限会社杉山鉄工
最新式高性能マシニングセンタ導入による高精度加
工への転換と売上の倍増

13,300,000 平成28年7月1日

143 株式会社原田パン
「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

9,666,666 平成28年7月1日

144 狩場酒造場
県内有数の観光客に対応するための「吟醸酒」の量
産体制の確立

9,657,833 平成28年7月1日

145
株式会社共和電子製作
所

ＩｏＴに関連した通信機能を持った電子機器の開発・
検査体制の構築

5,731,801 平成28年7月1日

146
富士インキ工業株式会
社

少量特注品の品質改善および試作、量産までのリー
ドタイム大幅短縮

10,000,000 平成28年7月1日

147 株式会社西村交益社 「地域情報マップ」による地産地消システム 5,000,000 平成28年7月1日

148 末廣精工株式会社
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

22,233,333 平成28年7月1日

149 株式会社城洋
複雑形状品の最適な機械加工経路及び切削条件を
選定するためのソフトウエア導入

6,166,000 平成28年7月1日

150 有限会社丸省精工
高機能パッキン等を製造する金型精度の向上とゴム
成型の生産効率化

25,973,333 平成28年7月1日

151
千代田繊維工業株式会
社

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。

8,600,000 平成28年7月1日

152 株式会社甲斐木工
５軸複合マシン導入によるデザイナー家具生産効率
化および完全内作化

20,533,333 平成28年7月4日

153 丹波ケーブル株式会社 自社独自の効率的セル生産システムの構築 1,600,000 平成28年7月4日

154 株式会社総合印刷髙永
短納期、高デザイン性、小ロット、低コストに対応した
ＷＥＢ受注による印刷システムの構築

10,000,000 平成28年7月4日

155 株式会社本田商店
新鮮な生酒を通年醸造し国内・海外へ販売するため
の醸造設備の構築

10,000,000 平成28年7月4日

156
有限会社宏誠工業製作
所

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

3,866,666 平成28年7月4日

157
株式会社朝日エアー
ゾール

３５㎜パイ対応シュリンク缶立て設備の導入による新
規市場への進出

5,000,000 平成28年7月4日

158 株式会社ハマテック
クリーンカット技術と溶接加工の融合による高品質
製品製作の確立

10,000,000 平成28年7月4日

159 フミオ工業株式会社
高品質学生カバンの短納期・低コスト製造による豊
岡鞄ブランド向上計画

30,000,000 平成28年7月4日

160 株式会社クレセア 立体プレス技術導入による製品価値の向上 2,133,333 平成28年7月4日

161 ゼロ精工株式会社
航空機需要の拡大を見据えた、生産プロセスの革新
による量産体制の確立

30,000,000 平成28年7月4日

8／18



申請者名称 事業計画名 交付決定額 交付決定日

162 大豊工業株式会社
環境に配慮した製造工程による業務用機器のデザ
イン技術向上計画

30,000,000 平成28年7月4日

163 株式会社キタコウ
形鋼加工ラインのボトルネック解消による、大型鉄骨
の製作体制確立

19,333,333 平成28年7月4日

164 株式会社みのる製作所
次世代高効率火力発電向けガスタービン用精密
シール部品の加工技術の開発

10,000,000 平成28年7月4日

165 有限会社八木工作所
マシニングセンタ導入による高精度・高品質な半導
体部品の生産体制構築

5,000,000 平成28年7月4日

166 下里鋼業株式会社
ＩｏＴを活用したマーケティング・改善のツールとしての
マシニングセンタの活用

16,000,000 平成28年7月4日

167
ハリマ紙器印刷工業株
式会社

小ロット対応可能な児童・高齢者・障害者のための
知育ツールの開発

8,106,666 平成28年7月4日

168 日本ノズル株式会社
ナノ繊維不織布試作・製造受託サービス事業への進
出

30,000,000 平成28年7月4日

169 株式会社アプレス
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

8,133,333 平成28年7月4日

170 株式会社岩居建設工業
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

10,000,000 平成28年7月4日

171 武田食品冷凍株式会社
未利用魚種（フカ）を利用した常温販売可能な新商
品の開発。

2,792,963 平成28年7月4日

172
ヤヱガキ醗酵技研株式
会社

多機能素材βキチンナノファイバー（ＮＦ）の製造方
法の確立

5,300,000 平成28年7月4日

173 有限会社田尻政吉商店
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

5,000,000 平成28年7月4日

174 株式会社足立鉄工
溶接ロボット導入による生産体制強化と性能評価
アップを目指す取り組み

10,000,000 平成28年7月4日

175 環境測量設計
三次元レーザースキャナとＵＡＶによる高度測量体
制の確立と新事業展開

3,720,864 平成28年7月4日

176 黒田測量設計株式会社
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

1,929,600 平成28年7月4日

177 池下紙業株式会社
段ボール市場獲得の為、新裁断機導入による生産
性と品質向上の技術開発

7,760,000 平成28年7月4日

178 有限会社新栄プラント
生産能力の向上と進捗情報の共有による顧客との
関係性強化

9,346,000 平成28年7月5日

179 株式会社イデア
端材の再利用による試作模型の低価格化と加飾に
よる審美性の向上

10,000,000 平成28年7月5日

180
長谷川電機工業株式会
社

絶縁性能や強度を満たした、検電器用の樹脂射出
成型伸縮絶縁棒の新規開発

10,000,000 平成28年7月5日

181 有限会社マクロポリマー
最新真空成型機導入による高効率シリコーンゴム成
型工程の構築

10,000,000 平成28年7月5日
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182 株式会社ミヤワキプレス
ヘッジトリマー関連部品の新規案件受注に際しての
３次元測定器導入

2,933,333 平成28年7月5日

183 佐和鍍金工業株式会社
硬質クロムめっき用自動研磨装置導入による産業用
部品の競争力強化

8,400,000 平成28年7月5日

184 株式会社藤原
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

5,000,000 平成28年7月5日

185 トキハ産業株式会社
特注オフィス家具の高品質化と小ロット生産による製
品供給体制の確立

10,000,000 平成28年7月5日

186
株式会社マルヤナギ小
倉屋

ＲＯ水を使った製品の高品質化と同時に飛躍的な生
産能力の向上

30,000,000 平成28年7月5日

187
ゑびす屋ペイント株式会
社

高精度自動計量調色システムを導入し、店頭調色の
高速化・高品質化を図る

2,666,666 平成28年7月5日

188 株式会社秋谷鉄工所
次世代医療用ロボットに使用される超高精度部品の
製造開発

30,000,000 平成28年7月5日

189 阪神低温株式会社
ドライアイスの切断作業工程の自動化による生産能
力と製造品質の向上

7,727,999 平成28年7月5日

190
有限会社ＡＵＴＯＰＲＯＳ
Ｔ

輸入車オーナー向けカーナビ取付キットの開発・製
造

1,431,466 平成28年7月5日

191 福伸電機株式会社 航空機エンジン部品用難削材の加工技術確立 30,000,000 平成28年7月5日

192 太田工務店株式会社
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

9,200,000 平成28年7月5日

193
シリコンソーシアム株式
会社

半導体開発経験のない企業の開発をサポートするＦ
ＰＧＡデモ機の開発

3,428,665 平成28年7月5日

194
株式会社ホーユーウエ
ルディング

３本ロール自動化による生産プロセス並びに製作過
程環境の改善計画

1,760,000 平成28年7月6日

195 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

4,066,666 平成28年7月6日

196 株式会社齊藤製作所
開先加工機の導入により、社内一貫生産の体制を
構築し経営力を強化する。

5,000,000 平成28年7月6日

197 株式会社サボテン
ファイバーレーザ切断加工機導入による多品種・小
ロット生産体制の構築

30,000,000 平成28年7月6日

198 株式会社ミキリース
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

7,330,666 平成28年7月6日

199 有限会社大久保製作所
迅速な製品開発の為の適正素材選定と有害物質早
期発見の為の検査体制の構築

10,000,000 平成28年7月6日

200
株式会社オオツギマシナ
リー

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

10,000,000 平成28年7月6日

201 音羽電機工業株式会社 配電線用避雷装置の内面塗布設備の開発導入 10,000,000 平成28年7月6日
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202 株式会社ミナミテック
検査工程における精度向上と時間短縮による生産
性の向上、および受注の拡大

10,000,000 平成28年7月6日

203 株式会社ヒョウベイ
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

5,000,000 平成28年7月6日

204 株式会社Ｅ・テック
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

10,000,000 平成28年7月6日

205 株式会社小林溶工所
ファイバーレーザー加工機の導入による加工付加価
値の向上

30,000,000 平成28年7月6日

206 株式会社サンキョー
ハイテン用金型製造と３次元デジタイザシステム導
入による精度向上と工期の短縮

26,565,333 平成28年7月6日

207
株式会社シマブンコーポ
レーション

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

7,600,000 平成28年7月6日

208
株式会社ＴＨＥ　ＨＥＲＢ
Ｓ

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

2,022,000 平成28年7月6日

209 大洋紙業株式会社 新型パッケージによる梱包システムの製造販売 10,000,000 平成28年7月6日

210
ダイナックス工業株式会
社

ＥＶ、ＰＨＥＶ部品の試作開発 26,600,000 平成28年7月6日

211 株式会社関工エンジニア
最新鋭測量機器の導入による測量・調査技術の高
精度化と高品質化の実現

9,980,000 平成28年7月6日

212 株式会社武内製作所 自動車用ＨＵＤガラスの製造システム開発 4,940,000 平成28年7月6日

213 まねき食品株式会社
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

13,543,333 平成28年7月7日

214 株式会社新免製作所
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

10,000,000 平成28年7月7日

215 株式会社大智鍜造所
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

30,000,000 平成28年7月7日

216 髙丸工業株式会社
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

10,000,000 平成28年7月7日

217 株式会社ミハラ
『黒陶いぶし』の大型受注に対応するためのオリジナ
ル焼成機の導入

10,000,000 平成28年7月7日

218
株式会社前田精密製作
所

航空宇宙用薄肉精密部品の測定技術革新 10,000,000 平成28年7月7日

219 増屋株式会社
曲げ加工工程の内製化とサーバー更新によるＩｏＴ高
度生産性向上

30,000,000 平成28年7月7日

220 株式会社ギヤテック
立形マシニングセンタ導入による歯車の社内一貫生
産体制及び競争力の強化

5,000,000 平成28年7月7日

221
関西化学機械製作株式
会社

新型短工程蒸留装置の試作および性能確認 9,157,000 平成28年7月7日
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222 三友工業株式会社
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

18,000,000 平成28年7月7日

223 株式会社ニート
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

30,000,000 平成28年7月7日

224 永尾かね駒製作所 高度研磨設備導入による新商品開発、新市場展開 7,684,000 平成28年7月7日

225
株式会社アイ．エス．
ティ．加美

レーザープリンター向けトナー定着チューブ材料の
低コスト生産方式の開発

30,000,000 平成28年7月7日

226 大阪冶金興業株式会社
粒径分布を制御した金属粉末を用いたＭＩＭおよび
積層造形技術の開発

10,000,000 平成28年7月7日

227 有限会社滝野工業
電動サーボプレスの導入による工程短縮及び生産
効率の向上

26,200,000 平成28年7月7日

228 竹内鉄工株式会社
金属加工の効率化のための非破壊検査装置導入及
びＩｏＴ化の実施

30,000,000 平成28年7月7日

229 別府金型有限会社
高精度・短納期の金型加工能力に大型化対応力を
加えるものづくり改革

30,000,000 平成28年7月7日

230 株式会社シーダース
浴室壁面に用品を長期間固定出来、取り外しも簡単
な機能性器具の開発

2,999,998 平成28年7月7日

231 有限会社ボンジュール
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

2,993,000 平成28年7月7日

232 是常精工株式会社
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

30,000,000 平成28年7月7日

233 株式会社ＴＡＪＩＭＡ
次世代調理器および凍結システム導入による新商
品の製造流通事業

4,800,000 平成28年7月7日

234 株式会社ケープラン
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

3,621,000 平成28年7月7日

235 白鴎株式会社
超高齢化社会に向けての介護用車イスの洗浄・消
毒作業の自動化

6,066,666 平成28年7月7日

236 株式会社野口鉄工所
最新型ＮＣ旋盤の導入による航空機向けチタン製品
の薄肉形状加工量産体制の構築

10,000,000 平成28年7月7日

237
株式会社テクノフローワ
ン

落下衝撃への耐久性に優れた両面粘着テープの開
発

10,000,000 平成28年7月8日

238 永井鋼業株式会社
リニア工事開始によるロックボルト需要増対策と新
製品開発の事業計画

9,666,666 平成28年7月8日

239
株式会社ＧＲＡＮＴ　ＦＯ
ＯＴ

印刷・染色業務の内製化によるデザイン面の強化と
競争優位の確立

10,000,000 平成28年7月8日

240 丸一興業株式会社
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

10,000,000 平成28年7月8日

241 株式会社大日製作所
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

30,000,000 平成28年7月8日
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242
東洋ナッツ食品株式会
社

製造環境改善による粉巻製品の品質向上及び生産
性の強化

10,000,000 平成28年7月8日

243 小野精機株式会社
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

8,703,200 平成28年7月8日

244 株式会社今井鉄工所
最新プラズマ溶接ロボットの自動溶接で高品質かつ
納期短縮で顧客満足度アップ

24,266,666 平成28年7月8日

245 株式会社輝工作所
あらゆる立体カム創生面の高精度３次元形状測定・
評価の確立

15,333,333 平成28年7月8日

246 丸中製菓株式会社
シロップ濃度のリアルタイム監視システムの導入で、
品質の向上と不適合品の発生防止を実現する事業

10,000,000 平成28年7月8日

247 株式会社中橋製作所
ベトナム市場向け角のみの生産ライン無人稼動化お
よび稼動監視システムの導入

30,000,000 平成28年7月8日

248 株式会社わさび 完全閉鎖型空間における『いちごプラント』実施計画 5,000,000 平成28年7月8日

249
有限会社ワイズエンター
プライズ

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

6,700,000 平成28年7月8日

250
有限会社セカンドビーン
ズ

人工知能を利用して内外の観光客を楽しませる案内
ロボットプログラムの開発と実践

2,186,666 平成28年7月8日

251 有限会社アクト
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

10,000,000 平成28年7月8日

252 登英機設株式会社 高風速ＪＦ１２５０Ｘ型ジェットファン開発 5,000,000 平成28年7月8日

253 松本造園土木株式会社 果実の皮（みかん）を再利用した有機肥料づくり 10,000,000 平成28年7月8日

254 有限会社豆匠 酵素によるおからの発酵物でのペットのおやつ開発 5,000,000 平成28年7月8日

255 株式会社ＯＭＯＲＩ
コンクリート打設用木製型枠リサイクル作業の自動
化

5,000,000 平成28年7月8日

256
モチクリームジャパン株
式会社

お餅を「つきたての、やわらかいまま」包装し、長期
間保存を可能にする技術の確立。

10,000,000 平成28年7月8日

257
株式会社ドリームサポー
ト

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

5,000,000 平成28年7月8日

258 株式会社富士高圧
高精度検査機構の導入による世界基準への準拠及
び海外拡販プロジェクト

5,000,000 平成28年7月8日

259
兵庫県手延素麵協同組
合

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

30,000,000 平成28年7月8日

260 ケニックス株式会社
フレキシブル電子デバイス用多機能真空薄膜形成
装置の開発

10,000,000 平成28年7月8日

261 有限会社MNC技研
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

5,000,000 平成28年7月8日
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262 有限会社田中工作所
５軸マシニングセンタ－による航空機エンジン部品の
生産性向上

10,000,000 平成28年7月8日

263 株式会社今村製作所 事業拡大へ、新規平面研磨工程の導入と多能工化 4,920,000 平成28年7月8日

264 日乃本食産株式会社
国産農水産物を用いた和食惣菜をイスラム教徒に
提供するための製造環境整備事業

30,000,000 平成28年7月8日

265
株式会社インキュベー
ション・アライアンス

グラフェン電極の量産成形技術の開発 30,000,000 平成28年7月8日

266 株式会社長手長栄堂
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

5,000,000 平成28年7月8日

267
株式会社名南精密製作
所

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

26,665,333 平成28年7月8日

268 株式会社東田商店
選別機導入による米の精選工程高度化と廉価で良
質な米の提供実現

5,000,000 平成28年7月8日

269 山城機工株式会社
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

10,000,000 平成28年7月8日

270 株式会社久保鉄工所
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

12,991,999 平成28年7月8日

271
株式会社ジェイアール
シー

『軸加工自動生産システム』導入による競争力強化
計画

30,000,000 平成28年7月8日

272 株式会社美広社
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

1,877,866 平成28年7月8日

273 株式会社西村屋 ＩＴで受け継ぐ西村屋１５０年の伝統とおもてなし 10,000,000 平成28年7月8日

274
東洋スプリング工業株式
会社

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

10,000,000 平成28年7月8日

275 株式会社ケイエスエス
高性能ＣＮＣ旋盤導入による次世代半導体設備に対
応した高精度大型アセンブリパーツの開発

13,000,000 平成28年7月8日

276
アスカカンパニー株式会
社

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

22,446,666 平成28年7月8日

277
トラストメディカル株式会
社

イムノクロマト一貫自動化設備のＩｏＴによる管理強化
事業

29,266,666 平成28年7月8日

278 髙石工業株式会社
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

10,000,000 平成28年7月8日

279 株式会社横山建設工業
開先加工機導入による、ボトルネック工程の解消と
重量鉄骨の生産能力拡大

10,000,000 平成28年7月11日

280 新栄製工株式会社
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

30,000,000 平成28年7月11日

281 日藤ポリゴン株式会社
横中ぐり盤導入による日本初の大型工作機械製造
への挑戦

30,000,000 平成28年7月11日
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282 ワタキ自動車株式会社
ミャンマーにおける整備サポートシステムの普及に
向けた実証実験

5,000,000 平成28年7月11日

283 株式会社ポレ・ポレ ＩＴ活用による家事・介護サービスの生産性向上対策 5,000,000 平成28年7月11日

284 フルヤ工業株式会社
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

10,000,000 平成28年7月11日

285
株式会社ＡＦＩテクノロ
ジー

ＨＡＣＣＰ検査体制に対応可能な食中毒菌迅速検出
技術の確立

9,720,000 平成28年7月11日

286 ＫＰファクトリー株式会社
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

30,000,000 平成28年7月11日

287 ニッパテック株式会社
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

30,000,000 平成28年7月11日

288 株式会社ビオスタ
室内環境における空気清浄機等電機機器の評価法
の確立

3,000,000 平成28年7月11日

289 カルモ鋳工株式会社
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

30,000,000 平成28年7月12日

290
株式会社兵庫精密工業
所

ロボット活用による航空機部品生産性向上 30,000,000 平成28年7月12日

291 株式会社グローリー
新種特許椎茸（まるしいたけ）の安定生産技術の開
発

10,000,000 平成28年7月12日

292
エスアールエンジニアリ
ング株式会社

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

30,000,000 平成28年7月12日

293 Ｂｉｏ－ｅｎｅｒｇｙ株式会社
酵素法のＢＤＦ精製工程完結によるＪＩＳ規格適合Ｂ
ＤＦの低コスト量産化

9,999,999 平成28年7月12日

294 翔飛工業株式会社
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

4,982,665 平成28年7月12日

295 広野化学工業株式会社
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

30,000,000 平成28年7月12日

296 株式会社日神鋼業
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

10,000,000 平成28年7月13日

297 こがね味噌株式会社
麹の高品質化の為の設備導入による製麹室環境の
整備事業

2,278,000 平成28年7月13日

298 株式会社アヌシ
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

9,571,153 平成28年7月13日

299 東亜食品工業株式会社
乾麺製造におけるアレルゲン混入対策、麺質向上及
び生産効率向上で輸出拡大

10,000,000 平成28年7月13日

300 株式会社ｋａｎｎａ
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

3,000,000 平成28年7月13日

301 株式会社ＡＴＩ製作所
高圧クーラント装備縦型マシニングセンター導入によ
る新素材治具開発及び難加工材加工技術構築事業
計画

13,900,000 平成28年7月13日
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302 株式会社日本テック
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

10,000,000 平成28年7月13日

303 有限会社播磨海洋牧場
兵庫県産にこだわり高級感あふれる燻製品『播磨の
口女』（白子の燻製）の量産体制確立

19,953,333 平成28年7月13日

304 シモダフランジ株式会社
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

30,000,000 平成28年7月13日

305 レリップ株式会社
縫製技術を必要としない組立式革製品の開発及び
革材料の品質管理と安全性確保

4,336,132 平成28年7月13日

306 株式会社木下技研 鎖骨骨折治療用髄内固定金具の試作開発事業 30,000,000 平成28年7月13日

307 廣田縫工株式会社
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

16,000,000 平成28年7月13日

308 株式会社福村鉄工所
鉄骨材料加工装置導入による大型材料の一貫生産
体制の構築

5,000,000 平成28年7月13日

309 有馬自働車株式会社 電動トライク・レンタルサービス運営システム 3,000,000 平成28年7月13日

310
株式会社グリーンハウス
ひぐち

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

3,538,521 平成28年7月13日

311 西村製作有限会社
納品済み機械装置のＩｏＴ活用型管理システムの開
発

4,320,000 平成28年7月13日

312
ワイエスフィルタージャパ
ン株式会社

革新的なスピンフィルターハウジングを用いた顧客ろ
過システム開発支援事業

5,000,000 平成28年7月13日

313 株式会社大黒製作所
「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」

5,000,000 平成28年7月13日

314
日成化学鍍金工業株式
会社

スズメッキ加工設備導入による受注拡大 10,000,000 平成28年7月13日

315
株式会社オーガンテクノ
ロジーズ

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

4,602,666 平成28年7月13日

316 ホルトプラン合同会社 環境センサおよびＩｏＴ型環境制御機の試作 2,533,331 平成28年7月13日

317 株式会社富士スタヂオ
新規アンティークスタジオの創出による新商品の開
発

2,384,924 平成28年7月13日

318
横田エンジニアリング株
式会社

ケミカルタンクのベーパー（有害ガス）回収・洗浄方
法の新技術開発

8,199,333 平成28年7月14日

319 有限会社マリリンハウス
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

6,592,916 平成28年7月14日

320 株式会社樽正本店
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
位朝倉山椒類の伝統食品の通年販売。

5,113,333 平成28年7月14日

321 有限会社神明精肉店 食肉惣菜（ハンバーグ等）量産設備の導入 10,000,000 平成28年7月14日
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322 アイエス機械株式会社
高性能大型五面加工機導入による生産効率の向上
及び生産力強化事業

30,000,000 平成28年7月14日

323 陰山電機株式会社
自動はんだ付けロボット導入による、半導体・医療機
器用コイル加工の飛躍的な生産性向上と納期短縮

15,990,000 平成28年7月14日

324
株式会社神戸工業試験
場

日本初のクリープ試験へのＩｏＴ導入による生産性向
上

30,000,000 平成28年7月14日

325 株式会社ＳＯＭＡ
待機児童や発達障害児を違う角度から救う脳科学を
用いた幼児教育プロジェクト

5,000,000 平成28年7月14日

326 株式会社キド
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

30,000,000 平成28年7月14日

327 アユミ工業株式会社
インターネット経由の遠隔サポート機能を持つ真空
接合装置の開発

21,402,466 平成28年7月14日

328 株式会社ヴィラージュ
ウェット・ブラスト装置を利用した欧州基準の高品質
クラシックカー試作車の製作

5,000,000 平成28年7月14日

329 株式会社ブレイン
ディープラーニングを用いた外観検査装置の試作開
発

5,000,000 平成28年7月14日

330 タミワ玩具株式会社
けん玉製造において塗装技術革新により付加価値
を高めたビジネスモデルの構築

8,800,000 平成28年7月19日

331
株式会社創発システム
研究所

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

3,340,411 平成28年7月19日

332 株式会社関西物流
特定輸出申告制度（以下：特輸梱包）に対応した物
流のワンストップ体制の構築

5,000,000 平成28年7月19日

333 株式会社サンテック
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

5,000,000 平成28年7月22日

334 佐藤精機株式会社
航空・宇宙関連部品の高精度と次世代型要求への
対応

30,000,000 平成28年7月22日

335 ガウス株式会社
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

4,941,500 平成28年7月26日

336 大河内金属株式会社
最新型両頭フライス盤の導入により、航空部品のワ
ンストップサービスを実現させる画期的な事業

10,000,000 平成28年10月26日

337 株式会社中谷製作所
最新鋭設備導入による生産性向上と海外との競争
力強化に向けた取組み

9,432,666 平成28年11月1日

338 株式会社田井鉄工野間
三次元測定機導入による生産性向上とＨＥＶカー用
部品製造への参入。

10,000,000 平成28年11月2日

339
株式会社センサーズ・ア
ンド・ワークス

人感センサデバイスの増産に伴うリードタイム短縮、
歩留まり向上

10,000,000 平成28年11月2日

340 三木工業材料株式会社
プラント業界の小ロット受注に対応する設備導入・人
材育成・営業強化事業

10,000,000 平成28年11月2日

341 株式会社オカバヤシ
顧客管理システムとＳＮＳを活用した新たなサービス
の実現

2,400,000 平成28年11月2日
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342
但馬ティエスケイ株式会
社

冷間鍛造×平行二軸ＮＣ旋盤導入による生産性の
向上

10,000,000 平成28年11月7日

343 未輝建設工業株式会社
コンクリート補修工事と付随する土木工事との一括
受注体制の拡大で業容変革

9,133,000 平成28年11月9日

344 株式会社大豊製作所
橋梁用補修ボルト開発評価に解析ソフトを導入し大
幅な合理化を目指す

5,000,000 平成28年11月10日

345 株式会社コタニ
熱間鍛造における金型の温度変化を監視するシス
テムを構築する。

3,942,666 平成28年11月10日

346 神崎通商株式会社
データ検査及び、紙面検査装置導入によるパッケー
ジ印刷トレーサビリティサービスの実現

9,033,333 平成28年11月21日

347 株式会社タグチ
ランニングシューズを核とした、顧客がリピートするビ
ジネスモデルの構築

2,656,333 平成28年11月21日
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