
公募回          ： １次公募 （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

2928110003 兵庫県 株式会社イナジ 8140001040916
ボトルネック工程解消による自社独自の効率的パレッ
ト生産体制の構築

兵庫県商工会連合会

2928110004 兵庫県 細見化成株式会社 8140001041311 複雑形状容器の効率的・高精度加工技術の確立 兵庫県商工会連合会

2928110005 兵庫県 有限会社名越鉄工所 7140002008962
革新的な加工法による新商品開発と自社製品の製造販
売

兵庫信用金庫

2928110006 兵庫県 ユニタイト株式会社 9140001005488
自動車のシャフト部品用の精密加工機の導入、加工
ワーク脱着の自動化による品質、生産性の向上

株式会社商工組合中央金庫

2928110008 兵庫県 栄和興業株式会社 9140001085539
ＪＡＳＳ６の規定緩和に対応する最新鋭ファイバー
レーザー加工機導入事業

松下　隆信

2928110009 兵庫県 太田自動車株式会社 9140001040956
お客様の利益と利便性向上を図る為のＰＩＴサービス
体制の構築

兵庫県商工会連合会

2928110010 兵庫県 株式会社藤本工作所 5140001003982
生産方式の改善による鉄道車両用機器部品等の生産性
向上計画

株式会社エフアンドエム

2928110011 兵庫県 株式会社谷下 1140001055978
建設業界の安全帯使用義務化に伴う、安全帯部品の需
要増に対応した生産性向上計画

株式会社エフアンドエム

2928110012 兵庫県 山陽製粉株式会社 8140001058917
ホミニーフィード粉砕加工内製化による製造能力向
上・新規市場開拓

姫路商工会議所

2928110014 兵庫県 株式会社カネシカ 9140001036244 高精度加工設備用刃物の短納期化・製品多様化計画 株式会社エフアンドエム

2928110015 兵庫県 ミツ精機株式会社 5140001085237
超高硬度素材を用いた最新鋭航空機エンジン部品の生
産プロセス改善

淡路信用金庫

2928110016 兵庫県 株式会社大西製作所 5140001075361
遊休資産を活用した大型プレス加工の自動化と厚鋼板
タップ試作

株式会社但馬銀行

2928110017 兵庫県 まねき食品株式会社 4140001061676
新型オーブン導入により生産性・品質を向上させ、既
存分野の強化と新分野展開を目指す事業

株式会社Ｍａｓｕｄａビジネスコンサルタンツ

2928110018 兵庫県 フコクインダストリー株式会社 5140001051049 先進外観検査装置導入による完全不良ゼロ提供の実現 税理士法人はやぶさ

2928110019 兵庫県 フミオ工業株式会社 6140001056096
豊岡の鞄づくりの縫製技術を生かした自動車内装用品
の量産体制構築

株式会社エフアンドエム

2928110020 兵庫県 株式会社秋谷鉄工所 9140001024281
生産現場で蓄えたノウハウを活かした新生産体制作り
による稼働率向上

田中　洋介

2928110021 兵庫県 株式会社みのる製作所 3140002005294
次世代ガスタービン・メインノズル部品の生産プロセ
スの改善

日新信用金庫

2928110022 兵庫県 有限会社章陽工作所 8140002037713
大型部品の生産性向上による生産プロセス改善への取
り組み

田中　洋介

2928110024 兵庫県 有限会社山村工作所 1140002005387
複雑形状・少量の部品生産における効率的生産方法の
確立

田中　洋介

2928110026 兵庫県 株式会社シンエイコーポレーション 4140001059209
高効率誘導加熱装置の導入による製造設備の加工精度
向上と省エネルギーの実現

税理士法人掛橋会計事務所

2928110031 兵庫県 フジコー株式会社 5140001061353
ドライブラスト加工機導入による、メッキ前ブラスト
加工の生産性向上、粗度向上化事業

株式会社Ｍａｓｕｄａビジネスコンサルタンツ

2928110032 兵庫県 株式会社八瀬鉄工所 3140001062023
市場性の高いクランクシャフトの生産プロセス改善へ
の取組

田中　洋介

2928110033 兵庫県 株式会社タイヨウデンシ 2140001059854
自動車搭載センサーの一貫製造体制を構築し、短納期
化、生産性向上等を実現する事業

株式会社Ｍａｓｕｄａビジネスコンサルタンツ

2928110037 兵庫県 株式会社ヤブサダイナミックス 9140001051714
最新型自動空調ダクト製造機械の導入による生産能力
向上計画

株式会社商工組合中央金庫

2928110038 兵庫県 株式会社岡田シェル製作所 7140001085458
生産性向上に向けたシミュレーションソフト導入によ
る新たな取組

田中　洋介

2928110040 兵庫県 有限会社森脇機工 1140002033520
多関節ロボットを使用した自動車エアバッグ組立用省
力化装置開発の実現

兵庫県信用組合

2928110041 兵庫県 株式会社ＮＩＶＡＣ 7140001080392
ファンバランス調整工程の改善による低振動型の産業
用集塵機の製品化

株式会社みなと銀行

2928110042 兵庫県 株式会社東豊精工 1140001056010
工場内 ＩＴ革新　 ロス時間削減による余力産出で成
長分野の試作力アップ

兵庫県信用組合

2928110043 兵庫県 株式会社トータル・スチール 1140001105741
柱大組溶接ロボット導入で生産性向上と大型鉄骨製作
の体制構築事業

播州信用金庫

2928110045 兵庫県 まつもと合成株式会社 6140001064116
コンテナ用の異物混入防止用フィルムカバーの開発・
量産体制の確立

株式会社商工組合中央金庫

2928110046 兵庫県 高瀬製作所株式会社 3140001075000
最新鋭サーボベンダー導入によるアッセンブリー即日
納品対応体制の増強

松下　隆信

平成２９年度補正　ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
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2928110047 兵庫県 株式会社上田工業 6140001046485
養父市では初の導入事例となる４メートル対応の最新
鋭曲げ加工機導入事業

松下　隆信

2928110049 兵庫県 株式会社ニツピ機械 4140001076402
精密板金工程のＩＯＴ化と軽量化を図ったレザークラ
フト向け皮漉機の開発を行う

株式会社みなと銀行

2928110051 兵庫県 株式会社ユーエム工業 3140001076601
特殊研削可能な刃物用自動研削機械の導入による新製
品開発と高精度・高効率を実現した生産プロセスの革
新

兵庫県信用組合

2928110052 兵庫県 株式会社今北 4140001101580
難加工素材ハステロイでの高精度、高品質な金型製作
への取り組み

中兵庫信用金庫

2928110053 兵庫県 ファイブアップ株式会社 6140001002372
健康志向の高まりに伴う豆腐風味原料の需要増加に対
応する生産性向上

株式会社エフアンドエム

2928110054 兵庫県 ネクサス化成株式会社 4140001056420
燃費改善に寄与する自動車部品等の一貫生産体制によ
る生産性向上計画

株式会社みなと銀行

2928110057 兵庫県 株式会社中橋製作所 6140001036486
角のみ錐素材加工工程の生産自働化による生産能力・
収益性改善プロジェクト

株式会社みなと銀行

2928110058 兵庫県 平松工業株式会社 4140001061255
「Ｈグレード」工事を請負うための、鋼材幅１，００
０ｍｍ対応１次加工ライン構築

兵庫信用金庫

2928110059 兵庫県 株式会社細川鉄工所 3140001005337
高精度高速平板鋼開先機導入により大型耐震工事向け
の体制構築事業

播州信用金庫

2928110060 兵庫県 株式会社富士工作所 2140001017878
ＩＴと最新鋭曲げ加工機を活用する事による効果的な
人員配置と設備稼働を促進させる事業

松下　隆信

2928110065 兵庫県 新興金型工業株式会社 8140001034950
タイヤ金型製造の新たな生産方式による製造体制の高
度化計画

株式会社みなと銀行

2928110068 兵庫県 林鉄工株式会社 8140001106832
大型鉄骨を製造する体制構築を目指す柱大組溶接ロ
ボット導入事業

姫路信用金庫

2928110069 兵庫県 株式会社大智鍜造所 1140001079201
ＩｏＴ・ＰＯＰ活用ＡＰＳベース生産管理システムを
用いた鍛造工場全工程の「見える化」による製造力強
化

株式会社池田泉州銀行

2928110070 兵庫県 株式会社笠松工作所 9140001012757
最新マシニングセンター導入による品質、生産性の向
上を通じた革新的取組みの深化

神戸信用金庫

2928110071 兵庫県 香住鶴株式会社 4140001056486
高性能打栓機、自動検査機導入とクリーン化による日
本酒瓶詰工程の生産性と品質向上

株式会社みなと銀行

2928110072 兵庫県 株式会社フジ工業 9140001063602
製品の加工キズを激減させる生産体制の構築及び量産
化事業

松下　隆信

2928110073 兵庫県 横田技研
高性能液晶パネルに向けた露光装置用部品の高精度化
および生産能力の向上計画

株式会社エフアンドエム

2928110074 兵庫県 関西鋼業株式会社 3140001048220
機械メーカーと共同開発した平面研削盤と独自の熱処
理技術の融合による短納期、および超高精度の実現。

株式会社商工組合中央金庫

2928110075 兵庫県 ＭＣサービス
ジュラルミンを使用した流体制御のための複雑形状部
品の製造開発

立野　靖人

2928110076 兵庫県 サンテック株式会社 1140001021261
高品質・高信頼性の電磁式水道メーター用角形空芯コ
イルの製造

株式会社みなと銀行

2928110077 兵庫県 福本重機械工業株式会社 6140001044217
最新特注切削加工機の導入による宇宙ロケット用タン
ク製造への進出

東京中央経営株式会社

2928110078 兵庫県 株式会社三和 8140001013153
高機能吸湿剤への代替市場拡大に対応可能な自動化ラ
インの開発

株式会社商工組合中央金庫

2928110079 兵庫県 インプレス工業株式会社 5140001099807
スチール製の直方体形状の筐体からステンレス製の斜
め箱の開発

兵庫県信用組合

2928110081 兵庫県 株式会社東光バネ工業社 8140001050147
国際的インフラ需要に対応するバネの生産数拡大およ
び高精度・低価格の実現

尼崎信用金庫

2928110083 兵庫県 日新産業株式会社 9140001060533
耐摩耗鋼板の一貫加工および内製化による「当日納
品」の実現

中川　康徳

2928110084 兵庫県 株式会社菅原 7140001066177
得意先の倉庫に眠る大量の図面を格安で手のひらサイ
ズに収めるサービスの再構築

岡内　勇気

2928110086 兵庫県 株式会社和光製作所 6140001062268
高精度・軽量化を実現する為の新規設備と社内技術を
活用した取り組み

田中　洋介

2928110087 兵庫県 大和チエン工業株式会社 4140001062105
社内検査体制の確立による品質・サービスの向上と地
場産業への貢献

兵庫県信用組合

2928110088 兵庫県 エスアールエンジニアリング株式会社 2140001004505
高圧ガスブースタの部品金属表面改質による品質向上
と長寿命化

株式会社商工組合中央金庫

2928110089 兵庫県 株式会社大島 4140001036067
自動供給装置つきカシメ機の導入による半導体製造装
置部品の体制確立

株式会社みなと銀行

2928110092 兵庫県 大日電子株式会社 5140001049720
バスバー自動圧入ロボット導入によるＨＶ車用基板の
量産体制確立

株式会社池田泉州銀行

2928110093 兵庫県 株式会社齊木商店 5140001034879
ロスの低減と設備能力の向上により、干物製造ライン
を効率よく稼働させ品質を向上

株式会社但馬銀行

2928110094 兵庫県 有限会社古坂鉄工所 7140002036550
高性能マシニングセンタ導入による難易度の高い新た
な加工領域への挑戦

淡路信用金庫
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2928110095 兵庫県 株式会社シゲマル 5140001084726
低価格の「骨まで食べられる魚」の開発と新たな販路
開拓

株式会社みなと銀行

2928110096 兵庫県 有限会社神戸インプラントセンター 8140002059237
ＣＡＤシステムを利用した試作回数削減と商圏拡大、
高齢者歯科医療への貢献

兵庫太和税理士法人

2928110097 兵庫県 山崎工業株式会社 7140001036683
精密ＮＣベンダーの購入によるパイプ加工の生産効率
向上

兵庫県信用組合

2928110098 兵庫県 伊福精密株式会社 6140001015738
３Ｄ金属プリンターによる、マシニングセンター（５
軸加工機）とロボットを使用した量産化技術の確立

株式会社山陰合同銀行

2928110100 兵庫県 有限会社アクティブソリューション 2122002012133
医療系廃棄物の電子マニフェスト連動システムと料金
回収の革新的サービス

尼崎信用金庫

2928110101 兵庫県 松林工業株式会社 8140001016858
乾式加工機の導入による機能性材料のシート製品の性
能向上及び販路拡大の実現

マネーコンシェルジュ税理士法人

2928110102 兵庫県 有限会社中野製作所 9140002041904
リチウムイオン電池製造ライン用プラスチック部品の
量産体制の確立

株式会社京都銀行

2928110103 兵庫県 株式会社リサブレア 4140001002787
世界に羽ばたくジャパニーズデザインのプリント生地
開発計画

立野　靖人

2928110104 兵庫県 丹波立杭陶磁器協同組合 1140005008619
日本六古窯丹波焼品質向上と安定化並びに新ブランド
商品の開発

兵庫県商工会連合会

2928110107 兵庫県 新明和工作株式会社 4140001045209
加工プログラム最適化による新型航空機エンジン重要
部品生産能力向上計画

播州信用金庫

2928110108 兵庫県 大永工業株式会社 2140001080463
高性能タレットパンチプレス導入による滅菌トレー高
生産体制の構築

松下　隆信

2928110109 兵庫県 長谷坂縫製
自動裁断システム導入による裁断から縫製までの効率
的な一貫生産の確立

兵庫県商工会連合会

2928110111 兵庫県 有限会社オカトミ 1140002066264
コンピューターカラーマッチングシステム導入による
調色工程の職人レス化

株式会社みなと銀行

2928110112 兵庫県 東洋精機株式会社 4140001019063
特殊車両用の大型油圧部品の量産体制の構築、およ
び、生産性向上

日新信用金庫

2928110113 兵庫県 株式会社三好キカイ 5140001084255
最新加工設備導入によるパイプジョイント部品の生産
性と良品率の向上

あすか税理士法人

2928110114 兵庫県 新成工業株式会社 5140001013222
世界で求められる発電プラントにおける高精度部品の
更なる短納期・高品位化計画

兵庫信用金庫

2928110116 兵庫県 大豊工業株式会社 8120901024490
新溶接技術の導入による高品質精密板金部品の生産体
制の構築

株式会社エフアンドエム

2928110117 兵庫県 共栄テクノス株式会社 1140001045491
車両部品製造工程のロボット化により、高品質、低コ
スト、短納期を実現し、生産性の向上を図る

姫路信用金庫

2928110118 兵庫県 株式会社ヤカグループ 8140001061994
高精細網点印刷技術を用いたシール印刷のリードタイ
ム半減化

税理士法人みなと元町会計事務所

2928110120 兵庫県 株式会社樽正本店 3140001033940
国家戦略特区への進出と丹波栗の伝統と近代技法の融
合による新製品開発事業

兵庫県信用組合

2928110125 兵庫県 木村工業株式会社 5140001034771
土間選別工程省人化・２４時間対応による一次処理物
の燃料化の生産性向上

税理士法人長沼税務会計事務所

2928110126 兵庫県 有限会社信栄工業所 1120002069715
鉄板ロール加工の改善による生産性向上と品質向上の
同時実現計画

尼崎信用金庫

2928110128 兵庫県 株式会社シカタ 7140001076267
工程のハイブリッド化による、生産量の向上と製造コ
ストの低減の実現

兵庫県信用組合

2928110130 兵庫県 精工産業株式会社 3120001012665
プラスチック成形製品の工程改善で短納期・高品質・
低価格の実現

株式会社池田泉州銀行

2928110131 兵庫県 昭和精機株式会社 7140001013286 プレス機の安全装置の製品化 株式会社商工組合中央金庫

2928110132 兵庫県 株式会社小西鉄工 4140001076253
曲げ加工における技術革新がもたらす生産性向上と低
コスト化

株式会社みなと銀行

2928110134 兵庫県 株式会社シンテック 3140001036349
物流業界向けの利益率の高い製品受注に向けた取り組
み

田中　洋介

2928110136 兵庫県 潤和工業有限会社 7140002004680
溶接加工技術の高度化による薄板ステンレス部品の開
発・生産体制の強化

日新信用金庫

2928110140 兵庫県 高丸工業株式会社 1140001049856
ロボットテクニカルセンターを活用した中小企業への
ロボット導入支援の強化

尼崎信用金庫

2928110143 兵庫県 三木弘鋼材株式会社 4140001038518
建設資材の短納期・品質向上に向けた生産工程の完全
内製化計画

株式会社エフアンドエム

2928110144 兵庫県 東田金属工業有限会社 9140002049773
精密板金曲げ加工の多重工程製品の一元化対応のため
のベンディングマシンの導入

株式会社但馬銀行

2928110146 兵庫県 スーパー電材株式会社 4140001100764
熱硬化性樹脂製品の内製化による生産性の改善と技術
承継

株式会社みなと銀行

2928110147 兵庫県 株式会社きし薬局 4140001075461
安心の配薬と服薬・介護職員の負担軽減も配慮した
「識別画像入り一包化調剤」

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

2928110149 兵庫県 合資会社東鉄工所 3140003002357
高性能バリ取り機導入による高品質・短納期量産加工
体制の構築

株式会社商工組合中央金庫

2928110150 兵庫県 有限会社リッチフィールド 8140002023779
神戸名物になっている当社の新スィーツの新たな販路
に向けた供給体制の構築

神戸商工会議所

2928110151 兵庫県 株式会社ケイ・エイチ・エス 2140001018348
特注品の受注獲得に向けた３次元測定機導入による生
産プロセス改善

田中　洋介

2928110154 兵庫県 株式会社フジプラス 4120001069861
印刷工程のオートメーション化による業務効率の大幅
改善と納期短縮の実現

株式会社エフアンドエム

2928110155 兵庫県 三陽金属株式会社 5140001036297
草刈用チップソー全数検査工程の無人自働化による、
生産枚数アップと製造原価の低減

株式会社みなと銀行

2928110156 兵庫県 本岡鋼材株式会社 1140001016988
高精度ＣＯ２レーザ切断機導入による建機・車両等の
板材部品切断加工の精度向上と生産性向上

株式会社商工組合中央金庫

2928110159 兵庫県 ロザイ工業株式会社 4120001048519
全社生産管理に携帯情報端末等を活用し無駄をなくし
た革新的システムの構築

姫路商工会議所

2928110161 兵庫県 株式会社ヤマモトコーポレーション 2140001038172
Ｄボード工法においての建設内装資材販売及び施工に
よる新事業

日新信用金庫

2928110163 兵庫県 小野産業システム株式会社 2140001033074
太陽光発電に欠かせないパワーコンディショナ部品製
造における曲げ加工技術の高度化

播州信用金庫

2928110164 兵庫県 カブト工業株式会社 3120901021212
取り替え式回転センターを支える研磨技術を活かした
特殊な研磨依頼に応えるサービス

兵庫県商工会連合会

2928110165 兵庫県 有限会社サカエファクトリーサービス 3140002061750
ＮＣ旋盤＋ロボット設備による量産製品の生産性向
上・供給力強化

中兵庫信用金庫

2928110166 兵庫県 ハリマ工業株式会社 4140001076410
人手不足解消と熟練技能の再現を可能にする革新的生
産ラインの確立

姫路商工会議所

2928110168 兵庫県 山口精工株式会社 2140001062065
最新マシニングセンター導入による生産性向上と加工
品質向上

但陽信用金庫

2928110171 兵庫県 株式会社伸興製作所 9140002004613
ベンダー機導入で鈑金工程を強化し、増加する少量部
品の生産を拡大する

株式会社商工組合中央金庫

2928110172 兵庫県 株式会社リバティテック 3140001105252
最新マシニングセンター導入によるリードタイムの向
上と、安定した製品造りを構築する

兵庫県信用組合

2928110173 兵庫県 淀川加工印刷株式会社 7140001051864
高性能印刷検査機導入による生産性向上と付加価値向
上の取組

株式会社日本修身経営

2928110174 兵庫県 有限会社太田ジオリサーチ 7140002055947
土層強度検査棒の強度換算式の精度向上による土構造
物メンテナンス革命

兵庫県信用組合

2928110177 兵庫県 日藤ポリゴン株式会社 8140001075730 ＣＮＣラジアルボール盤の製造・販売 兵庫県信用組合

2928110180 兵庫県 株式会社丸十 7140001043622
全自動加工機と生産管理システム統合による板金部品
の生産性・品質向上

株式会社クリエイション

2928110183 兵庫県 篠山食料品店
丹波篠山産「黒枝豆」オフシーズン販売システムの構
築

兵庫県商工会連合会

2928110187 兵庫県 株式会社マツオカ 8140001046211
コンクリート型枠工事業者による型枠用セパレーター
の内製化計画

高砂商工会議所

2928110188 兵庫県 大栄鋼材株式会社 8140001049560
海外需要の増加に伴う、当社高付加価値製品需要増に
対応した生産性向上計画

株式会社池田泉州銀行

2928110189 兵庫県 法楽屋高見製菓株式会社 9140001043554
高速自動餅切機及び温度調整機能付乾燥機の導入によ
る「おかき」生産性の向上

株式会社りそな銀行

2928110190 兵庫県 兵庫ファイン工業株式会社 4140001076419
製造環境の改善がもたらす塗装技術の革新と生産能力
の向上

播州信用金庫

2928110192 兵庫県 株式会社ツボサカ精工 4140001063508
加工部品の自動洗浄システム導入による高性能油圧ポ
ンプ製造工程の高度化

但陽信用金庫

2928110194 兵庫県 株式会社ＳＴＡＲ　ＣＲＡＦＴ 5140001077903
高精度３Ｄスキャナ導入による小型パーツの復元で革
新的ビジネスモデルを構築

株式会社山陰合同銀行

2928110195 兵庫県 金澤鐵工株式会社 6140001015911
圧力容器内外面溶接の自動化と熟練工の高付加価値部
門への集中配置

株式会社中国銀行

2928110196 兵庫県 株式会社ヤマキン 3140002045349
高性能ＣＮＣ自動旋盤と独自技術の融合による生産性
向上と付加価値向上の取組

尼崎信用金庫

2928110197 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制
の構築

株式会社エフアンドエム

2928110198 兵庫県 株式会社マルアサ 3140001086195
販路開拓のための耐寒瓦の開発と生産性向上を実現す
る体制の構築

兵庫県商工会連合会

2928110200 兵庫県 株式会社日本フラッシュ 6120901020814
海外でも使える、溶接時間を短縮した小型軽量スタッ
ド溶接機の開発

株式会社阿波銀行

2928110202 兵庫県 株式会社河南勇商店 2140001041688
特産農産物のＩＯＴを活用した温度管理による長期保
存の実現

兵庫県信用組合

2928110206 兵庫県 田中板金工業株式会社 6140001076763
切断工程と製造工程の簡易ライン化における業務全体
効率化への取組み

株式会社みなと銀行



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

2928110207 兵庫県 丸井塗料商事株式会社 5140001051362 自社製造による小ロット建築塗料の即納事業 尼崎商工会議所

2928110208 兵庫県 株式会社村林商会 7140001044281
火力発電を支えるガスタービンの中核部品となる冶具
の高精度化

株式会社エフアンドエム

2928110210 兵庫県 柏原神姫タクシー株式会社 9140001040980
クラウド型ＧＰＳ配車システム導入による配車の効率
化と広域連携化による顧客満足度の向上

兵庫県商工会連合会

2928110216 兵庫県 株式会社長谷川歯研 2140001073384
革新的なインプラント治療を実現する積層造形技術と
生産プロセスの確立

山本　高久

2928110223 兵庫県 有限会社荒木組 3140002053905
鉄骨加工業に特化するための体制確立と仕口材外販事
業の構築

兵庫県信用組合

2928110224 兵庫県 株式会社イシガミ精密 8140001076068 長尺対応ベンダー導入による溶接レス工法開発事業 兵庫県信用組合

2928110226 兵庫県 株式会社阪神メタリックス 2140001016657
難削加工技術、精密加工技術の確立による機械加工部
門強化および航空機分野への進出

株式会社商工組合中央金庫

2928110228 兵庫県 有限会社東雲化工 9140002034940 ジグヘッド製造機の導入による量産体制の構築。 兵庫県信用組合

2928110231 兵庫県 西嶋産業株式会社 5140001038624
製缶板金加工の曲げ工程の高度化による、新規顧客か
らの受注の獲得

姫路信用金庫

2928110236 兵庫県 ＫＩテック株式会社 3140001045358
高純度金属シリコン原料の微粉末化による新規事業立
ち上げ計画

株式会社みなと銀行

2928110237 兵庫県 株式会社尼﨑工作所 6140001047285
難加工材の製造において機械化導入により柔軟な生産
体制の構築

山口　義次

2928110238 兵庫県 株式会社新免製作所 2140001056257
鉄骨溶接の高速化による倉庫・ホテル向け建設資材の
供給力強化事業

但馬信用金庫

2928110240 兵庫県 ケンミン食品株式会社 8140001007436
生産ラインの改善による需要拡大への対応力強化と高
付加価値商品の開発

笹倉　宣也

2928110241 兵庫県 岸本工業株式会社 6140001058456
４Ｋ／８Ｋ放送に対応した放送受信用大型ブースター
生産能力の向上

姫路信用金庫

2928110242 兵庫県 三木ポリマー株式会社 9140001023309
ブロー成形専業に加えて射出成形部門に進出し、両者
の連携を図った事業展開する

尼崎信用金庫

2928110243 兵庫県 株式会社イデア 4140001004445
次世代大型複合試作モデルの一貫生産・コンカレント
エンジニアリング化

日新信用金庫

2928110246 兵庫県 コロコートジャパン株式会社 8140001042879
ーザー式塗膜除去装置導入で、工事拡大と生産性向
上、環境負荷軽減を実現

株式会社但馬銀行

2928110247 兵庫県 山田鈑金 新設備導入による生産性向上及び新サービスの提供 兵庫県商工会連合会

2928110251 兵庫県 歯車協同熱処理工業株式会社 2140001076404
新生産サイクルによる熱処理工程及び後工程の改善へ
の取り組み

田中　洋介

2928110254 兵庫県 有限会社日興ダイカスト工業 6140002061228
成長分野であるＬＥＤ市場参入のための高精度な薄肉
製品の技術開発

兵庫県信用組合

2928110255 兵庫県 フルヤ工業株式会社 6140001041833
監視・制御が可能な材料供給装置の開発による生産性
向上・コスト削減

株式会社クリエイション

2928110256 兵庫県 株式会社アツハラ 1140001053890
大型配管の自社生産能力増強による、強固な事業基盤
の構築

株式会社ゼロプラス

2928110259 兵庫県 ＳＳＡ工業株式会社 6120001149703
冷間鍛造技術への取組と先端設備の導入とに基づく成
長戦略の実行

株式会社北陸銀行

2928110260 兵庫県 株式会社石田金型製作所 3140001084620
金型生産工程における構造改革実現のための新たな工
程・設備の導入

淡路信用金庫

2928110261 兵庫県 株式会社大井発條製作所 3140001038964
環境対応車の安全に不可欠な電気系統重要部品の生産
性向上計画

株式会社エフアンドエム

2928110263 兵庫県 株式会社共立合金製作所 4140001068507 新しい長尺超硬合金製作手法の開発 株式会社商工組合中央金庫

2928110264 兵庫県 足立醸造株式会社 1140001075258
輸出向け「オーガニックうすくち醤油」の量産体制及
び食品安全システムの確立

兵庫県商工会連合会

2928110265 兵庫県 株式会社川本石材商会 6140001038978
レーザー彫刻機導入による新商品・新サービスの展開
及び新市場開拓

兵庫県商工会連合会

2928110266 兵庫県 株式会社新興精機製作所 8140001059254
ＩＴを導入した自動測定計測・解析システム開発によ
る試作・開発品供給体制の強化

株式会社伊予銀行

2928110268 兵庫県 起多プレス工業株式会社 3140001015963
大型プレス曲げ機械の導入による鋼板曲げ事業の受注
可能範囲の革新的拡大

正木　博夫

2928110269 兵庫県 株式会社岡田製作所 6140001040967
生産プロセス改善による一貫生産体制を確立し、新製
品開発の短納期化の実現

兵庫県信用組合

2928110271 兵庫県 オプトニシカワ株式会社 5140001098701
べっ甲に代わる新たな素材「バッファロー」による眼
鏡フレームの製造

兵庫太和税理士法人

2928110273 兵庫県 株式会社齊藤製作所 5140001058985
機械製造という、新たなジャンルの仕事にチャレンジ
し、経営の新たな柱に育てる。

姫路信用金庫



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

2928110275 兵庫県 平井工作株式会社 8140001005258
個人住宅向けの地震対策器具の検査自動化による生産
性向上

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

2928110276 兵庫県 有限会社籠長本店 6140002047986 焙煎能力の向上による量産体制の確立と新製品の開発 兵庫県商工会連合会

2928110278 兵庫県 有限会社創桐 5130002034400
新規市場開拓に向けたスポット溶接装置の増設及び生
産能力の強化

株式会社京都銀行

2928110279 兵庫県 有限会社浜田鉃工所 6140002011967
円筒形内小径穴加工の「ビビり」を抑制した高面粗度
な加工方法の開発

株式会社商工組合中央金庫

2928110282 兵庫県 株式会社丸五商会 1140001061695
短期間・希望厨房レイアウトで開業が出来る！地域密
着型飲食店開業者向けサービス提供体制の確立

兵庫信用金庫

2928110283 兵庫県 オカダ工作所
高能率マシニングセンタ導入による革新的生産性向上
と新分野への進出

兵庫県信用組合

2928110289 兵庫県 株式会社兵庫機工 5140001061139
高性能曲げ加工機導入による薄板金属曲げ工程の生産
性向上

姫路商工会議所

2928110291 兵庫県 株式会社フクダ 3140001056454
再生樹脂を使用した低コスト・高品質な樹脂製品の成
形技術の確立

株式会社但馬銀行

2928110292 兵庫県 太陽刷子株式会社 3140001024469
高速植毛機の装置開発による、高付加価値歯ブラシの
生産性向上

株式会社池田泉州銀行

2928110297 兵庫県 オリエンタル鍍金株式会社 4140001015871
次世代自動車向け電装品への貴金属めっきの省資源化
と生産性向上

神戸商工会議所

2928110298 兵庫県 株式会社姫路鍍金工業所 1140001061027
あらゆる素材、製造条件に対応できる調整機能付き無
電解めっきの製造設備

姫路信用金庫

2928110299 兵庫県 有限会社フジ精工 6140002052053
特殊座金の自動製造化推進設備の導入による納期短
縮、品質向上及び顧客満足度の向上

但陽信用金庫

2928110302 兵庫県 株式会社三洋工事 6140001039621
西播磨地区初の「抜き・曲げ工程」自動化生産体制の
構築

松下　隆信

2928110307 兵庫県 キンキスチール株式会社 3140001058434
穴あけ切断複合機導入によるＨ形鋼の穴あけ工程効率
化と高付加価値化

兵庫信用金庫

2928110311 兵庫県 株式会社シマブンコーポレーション 1140001003508
労働災害から作業者を守る「作業者見守りシステム」
の開発・導入

株式会社ゼロプラス

2928110312 兵庫県 ユニオンゴム工業株式会社 7140001017048
機能性タイヤ用ブラダーの高品質・長寿命化を図る生
産計画の実現。

株式会社みなと銀行

2928110314 兵庫県 鳥本製畳株式会社 2160001005170
日本の伝統文化である畳の需要増に対応した畳製造工
程の刷新

株式会社京都銀行

2928110319 兵庫県 株式会社山中製作所 3140001079959
新発売自動車部品の高品質・高効率生産体制の確立に
よる競争力の強化

尼崎信用金庫

2928110320 兵庫県 翔飛工業株式会社 5140001045793
車道用高日射反射率塗料を使用した遮熱舗装塗布シス
テムの導入

姫路信用金庫

2928110321 兵庫県 株式会社タニグチ機工 3140001060010
最先端立形マシニングセンタ導入による生産性向上と
新規製品への展開

兵庫信用金庫

2928110324 兵庫県 株式会社ＫＤＬ 6140001095755
ブラケット矯正患者の虫歯治療に最適な補綴物製造シ
ステムの構築

税理士法人ＶＥＲＴＥＸ

2928110325 兵庫県 有限会社クラフト 4140002045959 皮革の裁断工程のロボット化による生産性向上 但馬信用金庫

2928110333 兵庫県 株式会社緒方鉄工所 3140001099602
新設備と独自技術による溶接工程の改善及び短納期生
産体制の構築

兵庫県商工会連合会

2928110334 兵庫県 神戸鈑金工業株式会社 9140001004341
非接触型３Ｄスキャナーの導入による、品質向上と検
査工程の短縮

株式会社ゼロプラス

2928110335 兵庫県 青木鉄工株式会社 4140001039664
新規設備導入による橋梁工事用ケーソン工法設備事業
の拡大

姫路信用金庫

2928110337 兵庫県 株式会社大晃製作所 1120901024423
三次元加工を活用した金型製作プロセスの革新および
生産性向上

税理士法人カインズ

2928110339 兵庫県 三ツ星製作株式会社 5140001061816
高速かつ高精度なテクノロジーで金型加工の非常識へ
の挑戦

但陽信用金庫

2928110340 兵庫県 株式会社ナカムラ 1140001050426 災害時に開放可能な侵入防止柵の機構・製造技術開発 兵庫県信用組合

2928110341 兵庫県 杉本林業株式会社 2140001086312
業界初の自走式量産型竹割機の開発、及びそれを利用
した竹チップの事業化

兵庫県商工会連合会

2928110342 兵庫県 姫路精密
ＩｏＴ需要に伴う半導体製造用バルブの高精度化・生
産性向上計画

株式会社エフアンドエム

2928110343 兵庫県 明昌機工株式会社 4140001041348
超高真空用可動ステージを搭載した大口径真空装置の
開発

兵庫県商工会連合会

2928110346 兵庫県 株式会社コタニ 1140001076207
鍛造技術の応用によって次世代自動車に対応する部品
の競争力を強化する。

株式会社商工組合中央金庫

2928110348 兵庫県 小田鉄工株式会社 7140001076102
無機塗料の塗装技術獲得による、高耐候性スプライス
プレートの生産

株式会社ゼロプラス



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

2928110349 兵庫県 株式会社福電 9120001013443
ＬＫＧＢ電線に代わるプラントや高炉向けの新しい電
線の製造開発計画

立野　靖人

2928110352 兵庫県 有限会社うんつく 6140002037987
レーシングカート消耗部品のブランド化による商品価
値向上計画

田中　正明

2928110354 兵庫県 株式会社北条紙器 9140001092048
高付加価値化、超短納期を実現する梱包材の革新的効
率化生産事業

姫路信用金庫

2928110355 兵庫県 ユタカ産業有限会社 5140002036874
ＥＤＩの活用と安全在庫基準の生産計画を可能とする
生産管理システム導入事業

松下　隆信

2928110356 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アークレスによる
自動化体制の確立

松下　隆信

2928110358 兵庫県 富士精版印刷株式会社 2120001058098
無処理プレート製版機導入によるボトルネック解消と
コスメ市場の小口ニーズ対応事業

ＦＭＢコンサルタンツ株式会社

2928110364 兵庫県 有限会社大福屋 7140002061821 和菓子屋によるチーズを使った次世代菓子への挑戦 前﨑　暁彦

2928110365 兵庫県 矢木醬油株式会社 7140001038531
シュリンクフィルム装着機の導入による、容器革命へ
の対応。

兵庫県信用組合

2928110366 兵庫県 株式会社コダイ 3140001042784
精密部品加工における三次元測定機による品質向上と
販路開拓

株式会社みなと銀行

2928110367 兵庫県 ハリマ紙器印刷工業株式会社 7140001076408 品質保証強化とアッセンブリ体制の構築による差別化 但陽信用金庫

2928110369 兵庫県 株式会社藤原 9140001077313
中子製造から加工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

2928110372 兵庫県 株式会社兵庫精密工業所 6140001014707
超高圧クーラントとウルトラファインバブルを用いた
切削性の向上

淡路信用金庫

2928110376 兵庫県 兵庫車輛株式会社 1140001017210
車検整備プロセス改善による法人向け超短時間車検
サービスの提供

兵庫信用金庫

2928110377 兵庫県 有限会社ゼンシン 3140002031010
輸出向けの用途に応じた直刃・内Ｒ刃・外Ｒ刃の鋸の
開発

三木商工会議所

2928110378 兵庫県 株式会社池田 8140001043828
損紙ロールカッターの導入による、紙管リユースモデ
ル構築事業

兵庫県信用農業協同組合連合会

2928110379 兵庫県 有限会社タカギエンジニアリング 3140002018841
精密工具形状測定器の導入による再生工具の品質保
証、及び高性能切削工具の開発。

日新信用金庫

2928110380 兵庫県 株式会社ケイテック 6140001107799
３軸加工機（付加２軸）とＣＡＭ技術を融合した複雑
形状製品の生産能力強化

柳内　大輔

2928110381 兵庫県 株式会社橋本パッケ 8140001028432
革新的サービス！「思い出写真箱」で旅の思い出作り
と観光客増加に貢献

株式会社阿波銀行

2928110382 兵庫県 有限会社ＴＫ海陸調査事務所 9140002060623 海底地盤の硬軟分布を可視化するサービスの開発 山下　尚宏

2928110384 兵庫県 瀧川工業株式会社 6140001043144
２次元設計から３Ｄ－ＣＡＤの導入による競争力強化
の事業拡大。

株式会社商工組合中央金庫

2928110386 兵庫県 中西産業株式会社 2140001066495 最新式ダボ打ち機の導入による販売先の多様化計画 兵庫県信用組合

2928110387 兵庫県 ムラタ工業株式会社 6140001035554
制御精度の高い成形機とＩＯＴの導入で高精度・高品
質・高生産性を実現しビジネス機会を獲得

株式会社ダイワマネジメント

2928110390 兵庫県 株式会社小田垣商店 2140001041671
丹波篠山産丹波黒冷凍枝豆の量産に向けた加工体制の
構築

兵庫県商工会連合会

2928110391 兵庫県 竹森鐵工株式会社 5140001046841 塩害対策と人手不足に対応する新商品の開発。 兵庫県信用組合

2928110394 兵庫県 株式会社ケイエスエス 8140001014606
次世代精密機器アセンブリ部品生産に対応する高精度
加工技術と効率的生産体制の確立

株式会社中国銀行

2928110404 兵庫県 有限会社協栄工業 6140002037509
鋼板の粗悪材の高品質加工の実現と追加工可能による
生産性向上

但陽信用金庫

2928110405 兵庫県 才花建設株式会社 7140001084699
地域密着型の自社の現場プロによる情報収集で現場生
産性向上サービスの構築

淡路信用金庫

2928110407 兵庫県 株式会社大星 3140001019139
業界初、真珠の高精度自動選別による付加価値向上と
自社ブランド強化

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

2928110409 兵庫県 株式会社Ｂｏｏｔｈ 8120001119687
ＧＰＳ位置情報とＡＲ（拡張現実）を活用した建設工
事検収用写真デジタル化システムの開発

株式会社池田泉州銀行

2928110410 兵庫県 株式会社東亜ブラシ製作所 9140001009547
海外製品に代わる道路切削用コニカルビットの新規開
発

兵庫県信用組合

2928110413 兵庫県 ベンリ工業株式会社 1140001014117
ロケット部品加工受注増に対応した高品質及び短納期
生産体制の確立

淡路信用金庫

2928110415 兵庫県 有限会社高仁繊維 2140002061826
新型エアージェット織機導入により生産性を向上し高
付加価値商品で差別化を目指す

兵庫県信用組合

2928110416 兵庫県 宮武鉄工株式会社 1140001061852
ＣＮＣ旋盤導入で軽量化シャフトを製造し、納期短縮
を図る

株式会社みなと銀行



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

2928110418 兵庫県 株式会社ホームドライ 9140001015396
あらゆる悩みを解決する、新たな乾燥手法による１日
納品・高品質な布団クリーニングの提供

日新信用金庫

2928110421 兵庫県 廣田縫工株式会社 8140001075838
ＩＯＴシステム連動ＱＲコード読み取り式自動ヒダ縫
い機の導入

株式会社みなと銀行

2928110424 兵庫県 富久錦株式会社 6140001077019
瓶内２次発酵を必要としない天然の炭酸ガスを有する
スパークリング純米酒の製造法の開発

株式会社但馬銀行

2928110425 兵庫県 ジカンテクノ株式会社 6140001100861
バイオマス由来のグラフェン（ナノカーボン）の生産
システムの構築

株式会社池田泉州銀行

2928110426 兵庫県 有限会社ヤスオ疊店 1140002005346
通常畳と置き畳の両方が効率良く製造可能な畳製造体
制の構築

正木　博夫

2928110427 兵庫県 サワダ精密株式会社 8140001059188 多品種少量生産の実質２４時間年中無休生産の実現 兵庫信用金庫

2928110431 兵庫県 有限会社六甲味噌製造所 9140002000934
『グローバル＆グローカル』伝統技法の継承による戦
略的販路開拓

株式会社但馬銀行

2928110442 兵庫県 佐和鍍金工業株式会社 8140001059196
シャフト用硬質クロムめっきの無人化による自動車用
部品の競争力強化

兵庫信用金庫

2928110445 兵庫県 有限会社橋間鉄工所 2140002036448
半導体製造用真空ポンプ部品における高品質・高効率
生産体制の確立

西兵庫信用金庫

2928110451 兵庫県 株式会社カルテック 4140001041686
粉状の土壌改良剤の粒状化により機械散布を可能とし
た新商品の開発

株式会社但馬銀行

2928110452 兵庫県 株式会社正光 4140001061619
板厚５０ｍｍコラム鋼管の接合技術獲得による、超大
型鉄骨建物の生産体制強化

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

2928110455 兵庫県 コスモ工業株式会社 3140001048749
新設備導入による高精度旋削加工の２４時間稼働体制
の構築

中兵庫信用金庫

2928110456 兵庫県 井上瓦産業株式会社 6140001085525
古い瓦の色合いを表現することによる文化財建造物及
び伝建地区等への対応

兵庫県商工会連合会

2928110457 兵庫県 エヌエス技研株式会社 2140001094397
乾麺機械整備機能を持つ一括管理システムによる保全
サービスの提供

株式会社トマト銀行

2928110458 兵庫県 株式会社ＯＫＵＴＥＣ 6140001107832
乳化剤を使用しない天然由来のマイクロエマルジョン
作製装置の試作開発

税理士法人ほはば

2928110460 兵庫県 ネオテクノ株式会社 2140001055176
真空を必要としないフレキシブルディスプレイ用フィ
ルム貼り付け装置の試作開発

尼崎信用金庫

2928110462 兵庫県 株式会社安志石油 3140001064093
新ＰＯＳシステムの活用による自動車メンテナンス事
業の拡充に向けた取り組み

西兵庫信用金庫

2928110463 兵庫県 山名酒造株式会社 2140001041358 酒質向上を目指す原料処理技術の高度化事業 兵庫県商工会連合会

2928110465 兵庫県 株式会社マルヤナギ小倉屋 8140001001224
兵庫県産の農産物を使用した高付加価値惣菜「五穀豊
穣シリーズ」の開発と製造工程の改善

神戸商工会議所

2928110467 兵庫県 株式会社千石 5140001076302 ヒータガラス管供給ロボットによる生産性の向上 金澤　栄一

2928110469 兵庫県 マルキ株式会社 9140001039180
インスタントそうめん製造の手作業工程を自動化し増
産体制の強化を目指す

西兵庫信用金庫

2928110472 兵庫県 上本工業株式会社 4140001018214
安全かつ踏み心地のよい高級車向けカーフロアマット
の製造

日新信用金庫

2928110474 兵庫県 藤原化工株式会社 9140001017888
純国産・超軽量革製婦人靴の生産性の向上による顧客
の引き合いへの対応

神戸商工会議所

2928110475 兵庫県 吉田鋼材株式会社 6140001076904
最新鋭超硬丸鋸盤導入による丸棒鋼切断加工体制の増
強

松下　隆信

2928110478 兵庫県 株式会社イーエスプランニング 1140001006056
有人で運営を行う機械式立体駐車場の売上を改善する
レジシステムの開発

神戸信用金庫

2928110480 兵庫県 ジェミニ工業株式会社 6140001049100 放熱効果の高いアルミ製筐体の量産化事業 松下　隆信

2928110481 兵庫県 大日化工株式会社 4140001078555
二次加工技術の高精度化による次世代産業部品の一貫
生産体制構築

株式会社池田泉州銀行

2928110482 兵庫県 有限会社神戸須川バインダリー 5140002002694
神戸で唯一の箔押し機による、生産性と高品質を両立
したパッケージ加工の実現

日新信用金庫

2928110483 兵庫県 ビーエスフロント株式会社 2140001028223
加工精度の向上による受動喫煙防止対策用組立式喫煙
ルームの製造

日新信用金庫

2928110484 兵庫県 大雅工房
子育て家庭が普段使いできる丹波焼の開発とその製造
工程の確立

兵庫県信用組合

2928110485 兵庫県 株式会社大岡鉄工所 1140001086726
新型ＮＣ旋盤とＮＣキー溝加工機導入による加工内製
化と品質向上

但陽信用金庫

2928110486 兵庫県 阪神米穀株式会社 8140001070046 さらなる食の安全、安心なお米の提供を促進する事業 西宮商工会議所

2928110491 兵庫県 是常精工株式会社 5140001076203 油圧機器部品加工の生産性向上に向けた取組み 但陽信用金庫
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2928110492 兵庫県 株式会社ＥＮＤＯ 4140001096383
大型洗車機導入によるトータルカーサービス強化と法
人客への販路拡大

兵庫県商工会連合会

2928110496 兵庫県 ＭＳＰＣ株式会社 7120001171846
自動裁断機の導入による革鞄等の生産性の向上とオー
ダーメイドの展開

税理士法人細川総合パートナーズ

2928110500 兵庫県 末廣精工株式会社 8140001036369
ガイドバー切削工程の完全無人化による生産体制の強
化。

株式会社中国銀行

2928110504 兵庫県 プラスワンフードインダストリー合同会社 6140003011719
ナトリウム除去装置導入による生産性向上とおいしい
減塩食の製造

株式会社但馬銀行

2928110509 兵庫県 株式会社上田製作所 8140001057885
低付加価値製品からの脱却と試作業務の事業化による
シナジーの創出

兵庫太和税理士法人

2928110510 兵庫県 坪田工房株式会社 5140001090385
少人数での高効率な品質管理による特殊麺の生産体制
の構築

兵庫太和税理士法人

2928110514 兵庫県 大城戸織布
デザイナー、プライベートランド向け高付加価値商品
の新提案事業

西脇商工会議所

2928110515 兵庫県 日本丸天醬油株式会社 7140001038622
うすくち醤油醸造の伝統を活かしたジェラート新製品
の製造販売

株式会社みなと銀行

2928110516 兵庫県 株式会社柳田鉄工所 2140001038049
大企業取引獲得のため生産プロセスを改善し、職人技
からの脱皮を図る。

兵庫太和税理士法人

2928110517 兵庫県 はとの里動物病院
医療の見える化で飼い主の不安を取り除く診療プロセ
スの構築

日新信用金庫

2928110519 兵庫県 株式会社甲斐製作所 2140001048163
縦型射出成形機の導入による新たなインサート成型事
業への挑戦

島本　昌一

2928110520 兵庫県 やくの麺業株式会社 1140001046911
独自技術を生かした角生地の開発提供によるうどん店
の人材不足解消の実現。

兵庫県信用組合

2928110521 兵庫県 有限会社新栄プラント 1140002032373
切削技術と鈑金技術を融合し、多品種少量金属部品の
総合メーカーを目指す

株式会社トマト銀行

2928110525 兵庫県 株式会社橋爪製作所 2140001076412
電動工具先端ツールの開発とプレミアム海外需要に対
応するための鋸生産体制の確立

兵庫県信用組合

2928110527 兵庫県 株式会社ソーイング竹内 6140001075468
延反・裁断業務における生産能力の強化と生産体制の
改善

兵庫県商工会連合会

2928110531 兵庫県 山田鋼材株式会社 7140001036394
最新鋭プレスブレーキ導入による中厚板曲げ加工の生
産体制増強

松下　隆信

2928110532 兵庫県 松村石油株式会社 7120001070619
超低温設備の導入による冷凍機油の評価技術の確立と
付加価値向上

株式会社商工組合中央金庫

2928110534 兵庫県 株式会社加古川製作所 2140001042579
マシニングセンタ導入による外注比率の低減と風洞実
験用製品供給体制の構築

但陽信用金庫

2928110535 兵庫県 株式会社野口鉄工所 1140001050640
航空機向け難加工材チタンの高精度製品量産化体制の
構築

松下　隆信

2928110536 兵庫県 株式会社ＯＭＯＲＩ 5140001058135 合板加工機の導入による鋳鋼用木型製造事業への進出 株式会社みなと銀行

2928110538 兵庫県 植田製油株式会社 2140001001080
３－ＭＣＰＤ脂肪酸エステルおよびグリシドール脂肪
酸エステル低減パーム油の開発と安定供給に向けた分
析体制の構築

藥師寺　玲

2928110541 兵庫県 有限会社シモテック 5140002004658
ＦＡ用クランプシステムのピストン・シリンダの生産
プロセスの改善

株式会社但馬銀行

2928110542 兵庫県 株式会社プラ・メイド 6140001081978
３次元測定機とアルカリイオン水切削刃冷却システム
導入による難加工材加工の革新的生産性向上

正木　博夫

2928110546 兵庫県 株式会社山口商店 8120901025984
地盤改良工事におけるＩｏＴ全自動施工システムの導
入

株式会社池田泉州銀行

2928110549 兵庫県 株式会社ヨーダイ 4140001076518 次世代自動車に向けた三次元金型技術の確立 兵庫県信用組合

2928110551 兵庫県 株式会社ミヤワキプレス 8140001036385
特殊プレス加工のための剛性を高めたシングルリンク
プレスによる生産性向上

兵庫県信用組合

2928110553 兵庫県 田治米合名会社 1140003006450 食中熟成純米酒の極みを目指した醸造工程の改革 株式会社但馬銀行

2928110554 兵庫県 有限会社山下製作所 6140002036849
複雑形状を伴う大型部品の３Ｄ化とその機械加工の問
題克服への取組

但陽信用金庫

2928110555 兵庫県 株式会社ジャイロ 5140001077052 生産力向上に向けたデザインプラットフォームの整備 日新信用金庫

2928110557 兵庫県 柴プラスチック株式会社 7140001049223
成型時の不良率の低減における生産期間の短縮による
総生産能力の増大

兵庫県信用組合

2928110558 兵庫県 山陽利器株式会社 9140001076703
超硬特殊鋼切断の高速化による海外向け高級刃物供給
力強化事業

株式会社みなと銀行

2928110559 兵庫県 株式会社為広製作所 3140001077252
航空機部品加工における試作用の冶具開発および加工
方法の開発、提案の取組み

但陽信用金庫

2928110560 兵庫県 株式会社ナカノテック 1140001050418 ＣＮＣ円筒研削盤導入による生産性向上 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

2928110561 兵庫県 有限会社三勝工業所 9140002011320
超小ロット短納期体制による１品もの受注に特化した
競争力強化事業

淡路信用金庫

2928110562 兵庫県 高田歯科
３次元画像解析を応用した革新的睡眠時無呼吸症治療
とイビキ治療

播州信用金庫

2928110563 兵庫県 稲岡鉄工株式会社 8140001042499
精密部品の生産性と品質向上を図る生産システムの構
築

但陽信用金庫

2928110565 兵庫県 株式会社ＴＤ・Ｋ 9140001003319
特殊紙で顧客の困りごとを解決！ニーズの製品化に挑
戦する事業

株式会社百十四銀行

2928110566 兵庫県 株式会社マルタニ 8140001038720
木材加工機６軸モルダーの導入による市場ニーズに迅
速に対応できる加工・販売の実現

西兵庫信用金庫

2928110567 兵庫県 株式会社ユラク 1140001056150
ライブキッチン導入による温泉旅館の働き方改革推進
事業

株式会社但馬銀行

2928110569 兵庫県 日新瓦斯工業株式会社 8140001079120
空港近くの立地を活かした冷凍空調機器の全国特急対
応受注可能数量の増強

松下　隆信

2928110571 兵庫県 株式会社フジイ 8140001039149
ＩＴシステムの導入による効率的生産体制の構築と企
業ブランド価値の向上

株式会社商工組合中央金庫

2928110572 兵庫県 株式会社金岡光輝園 4140001085064
文化財（名勝・巨樹）・公園等における３次元点群
データの補足・公共座標への展開

兵庫県商工会連合会

2928110573 兵庫県 福伸電機株式会社 5140001063589
ロボット２台を協調制御！大型筐体のロボット自動溶
接・製造ラインの構築

森　かおる

2928110574 兵庫県 株式会社クメダ精密 8140001036237
新規事業分野への設備投資による早期事業化プロジェ
クト

株式会社みなと銀行

2928110577 兵庫県 株式会社森口製あん 7140001039604
自社製餡を使用した和菓子の販売拡大で競争力強化す
る

兵庫県商工会連合会

2928110578 兵庫県 株式会社アマノ 4140001005996
次世代型自動車用超ハイテン鋼板設備の難削材部品の
一貫加工の実現

小川　勝夫

2928110579 兵庫県 神港インダストリー株式会社 2140001066735
リフロー炉の刷新により生産性の向上と経営安定化を
図る

株式会社山陰合同銀行

2928110583 兵庫県 株式会社信永製作所 9140001079367
高性能シャーリングマシン導入による製造工程改善と
高生産体制の構築

松下　隆信

2928110584 兵庫県 石崎プレス工業株式会社 5140001078042 空気電池の特性向上に資する高耐食性洗浄機の開発 伊田　憲司

2928110585 兵庫県 有限会社進栄創業製作所 6140002030587
レーザ溶接機を用いた職人技術に頼らない高品質、低
コスト、短納期の溶接を実現

株式会社わかば経営会計

2928110587 兵庫県 インポートジャパンドットコム株式会社 5140001092539
彫刻・名入れサービスの実現による市場ニーズへの対
応と競争優位の創出

尼崎信用金庫

2928110589 兵庫県 株式会社サザエ食品 5140001068877
真空包装装置の導入による餡子の保存期間延長と生産
工程最適化の取り組み

尼崎信用金庫

2928110598 兵庫県 中井製作所
ガスタービン部品製造における加工工程圧縮による短
納期の実現。

但陽信用金庫

2928110600 兵庫県 後藤鉄工所
医療機器向けパーツの難素材対応及び自動化加工のた
めの設備投資

株式会社みなと銀行

2928110601 兵庫県 東洋スプリング工業株式会社 8140001075714
ばね製造技術を活用した建設業従事者向け「工具差
し」の試作開発

兵庫県商工会連合会

2928110603 兵庫県 株式会社タイネクサス 9140001075663 水中ポンプの熟練作業者による塗装工程のロボット化 兵庫県商工会連合会

2928110606 兵庫県 株式会社トージ工芸 6140001046568
ステンレス曲げ加工の機械化と独自の金型製作技術の
融合による生産性向上

兵庫県商工会連合会

2928110607 兵庫県 株式会社ヴィラージュ 7140001096050
新世代の溶接機導入による高効率・高品質の自動車再
生事業の実現

兵庫県商工会連合会

2928110608 兵庫県 片岡工業株式会社 3140001106291
施工設備増強と新施工体制確立による管工事の素材転
換に積極対応

兵庫県商工会連合会

2928110609 兵庫県 正垣木材株式会社 1140001046531
木材に含有する精油・蒸留水（芳香その他有効成分）
の抽出・活用事業

兵庫県商工会連合会

2928110610 兵庫県
シマブンエンジニアリングマシナリー株式
会社

3140001077260
ＣＡＭ導入による建機メーカー向け機械加工事業の拡
大

株式会社百十四銀行

2928110611 兵庫県 株式会社横山建設工業 2140001075158
大型重量鉄骨における表面処理の品質安定化と作業環
境の改善

株式会社ゼロプラス

2928110612 兵庫県 株式会社コバヤシ産業 3140001046934
未利用間伐材を活かした畜産向け「オガ粉製造」にお
ける新生産方式への挑戦

但馬信用金庫

2928110614 兵庫県 株式会社兵庫バークセンター 6140001046881
兵庫県営浄水場より発生する浄水土の再資源化、並び
に大量生産化に係る商品化事業

兵庫県信用組合

2928110615 兵庫県 森田製作所
ＩｏＴ対応の竪型射出成型機導入による生産管理強化
と売上拡大

兵庫県商工会連合会

2928110616 兵庫県 クモノスコーポレーション株式会社 9120901020373
３次元計測と革新的素材を用いた塗装技術による維持
管理サービスの提供

尼崎信用金庫
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2928110617 兵庫県 株式会社田中鉄工所 5140001043194
マシニングセンタ設備導入による小ロット高精度部品
の精度向上・短納期・低コスト体制の確立

但陽信用金庫

2928110618 兵庫県 株式会社市川工業所 2140001063328 かしめ部品の技術向上による精密板金組立事業拡大 但陽信用金庫

2928110619 兵庫県 有限会社田村発条 9140002039122
最新型ばね研磨機の自動運転による歩留まり改善と高
精度化の実現

兵庫県商工会連合会

2928110620 兵庫県 治部電機株式会社 4120001111516
高効率・省エネルギーの小容量アモルファス変圧器の
先行開発で優位性を獲得

株式会社阿波銀行

2928110623 兵庫県 内藤繊維
先染織物播州織を高精度織機設備とジャカード機導入
で生産性向上

椎原　秀雄

2928110624 兵庫県 株式会社ケイワ 9140002038396
ワイヤー放電加工機導入によるシールドマシン用部品
の量産体制確立

株式会社みなと銀行

2928110626 兵庫県 株式会社北野鉄工 7140001029365
インコネル等耐熱超難切削材加工を行うＣＮＣ自動旋
盤の導入

椎原　秀雄

2928110627 兵庫県 有限会社うらい 8140002035452
牛肉の一次加工技術の見える化で原料由来の異物混入
を防ぐ

但陽信用金庫

2928110628 兵庫県 有限会社光洋工業所 4140002040811
ワイヤ放電加工機導入による複合加工の内製化と、プ
ラント交換部品の低価格化、短納期化の実現

中田　聡

2928110630 兵庫県 有限会社福原自動車 8140002070094
「大型自動車スピード車検」実現に向けての大型油圧
式リフト導入

淡路信用金庫

2928110631 兵庫県 株式会社日本エアテツク 7140001035306
ＣＮＣパイプベンダーと三次元カメラ式測定機導入に
よる革新的生産性向上

株式会社みなと銀行

2928110634 兵庫県 太洋アルミ鋳造株式会社 8140001049742
低圧鋳造の生産性を大幅に向上させる可傾炉（かけい
ろ）導入と作業環境改善

北おおさか信用金庫

2928110636 兵庫県 明和通信工業株式会社 3120001058808
小物曲げ・長尺曲げ・深曲げを可能とするロングスト
ローク対応ベンダー導入事業

松下　隆信

2928110637 兵庫県 川上織物株式会社 9140001075424
従来の播州織では生産困難な高密度高付加価値品の開
発と量産体制の確立

兵庫県信用組合

2928110641 兵庫県 株式会社マルシンシーエーエス 8120001006472
高効率、高精度ＵＰ調色・試験塗装アウトソーシング
事業の展開

八千代商工会議所

2928110643 兵庫県 株式会社達磨 8140001016453
工業用抜刃型における生産工程変革による高精度化と
量産化体制の確立

兵庫県信用組合

2928110646 兵庫県 松本金属株式会社 5140001070404
空調用冷媒配管支持具の耐震性・省スペース設計と生
産性の向上

株式会社商工組合中央金庫

2928110649 兵庫県 株式会社兵庫ミートフーズ 4140001029954
加熱用国産牛肉急速冷却冷凍流通　３Ｄフリーザー導
入

神戸商工会議所

2928110653 兵庫県 株式会社イマナカ 5140001075312
ｉ－ｃｏｎ導入による施工管理の効率化と生産プロセ
スの改革

兵庫県商工会連合会

2928110654 兵庫県 株式会社川口屋城崎リバーサイドホテル 2140001056182
予約・会計・顧客・現金の管理機材導入による業務改
善に伴うサービス向上計画

兵庫県商工会連合会

2928110655 兵庫県 マスミ鞄囊株式会社 4140001056115 鞄技術で挑む、高級インテリア什器の試作開発計画 兵庫県信用組合

2928110656 兵庫県 有限会社山崎工作所 3140002005360
先端装置導入による、単品特殊金型製作の生産性向上
および金型修正の改善

株式会社但馬銀行

2928110658 兵庫県 ダイナックス工業株式会社 3140001058822 ＥＶ、ＰＨＥＶ部品の品質管理・品質保証 兵庫太和税理士法人

2928110660 兵庫県

幹事企業：株式会社野生鳥獣対策連携セン
ター 
連携体１：株式会社野生動物保護管理事務
所

幹事企業：
3140001093480 
連携体１：
1012301006038

野生動物対策を効率化・高度化する業務管理システム
の開発

幹事企業：兵庫県商工会連合会 
連携体１：町田商工会議所

2928110661 兵庫県
幹事企業：株式会社北川製作所 
連携体１：有限会社システムエース

幹事企業：
7140001058463 
連携体１：
6140002048927

精密板金加工の高精度化と企業間連携による低コスト
大量生産体制の構築

幹事企業：姫路信用金庫 
連携体１：姫路信用金庫

2928110665 兵庫県 有限会社サンコーポレーション 8140002027730
環境にやさしい！マイクロファイバー製モップのレン
タル事業

日新信用金庫

2928110669 兵庫県 有限会社北条精機 2140002062543
高硬度焼入鋼平面研削の高効率加工確立で金型製作の
リードタイム短縮

兵庫県信用組合

2928110674 兵庫県 株式会社キタヤ 6140001039563
厚さ３．０㎜の革を用いた新素材開発による顧客単価
向上・新規顧客開拓

龍野商工会議所

2928110677 兵庫県 株式会社水登社 4140001021390
３Ｄプリンタを活用した配管組立治具製作の新工法開
発

笹倉　宣也

2928110678 兵庫県 株式会社堅田紙器 5140001041000
サンプルカッター導入による短納期・多品種小ロッ
ト・特殊加工受注対応力の体制強化

兵庫県商工会連合会

2928110679 兵庫県 株式会社トキワ 2140001056356 生産プロセス改善による生産性向上事業 株式会社但馬銀行

2928110684 兵庫県 ジョイポート南淡路株式会社 5140001085625
乗船券の発券システムおよび多言語・多決済機能付き
自動発券機の導入

兵庫県商工会連合会
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2928110685 兵庫県 株式会社山本木工 1140001040170
船舶向け建具・家具用高精度・高能率縁貼機導入で生
産性と品質向上

兵庫信用金庫

2928110691 兵庫県 株式会社林田鐵工 4140001060802
最新テーブル形横中ぐりフライス盤導入による重切削
の最適化

有限会社ユアブレーン

2928110692 兵庫県 株式会社スリジエ 8140001106122
カクテルを取り入れたショコラ、マカロン、ゼリーの
スイーツ展開

兵庫県商工会連合会

2928110694 兵庫県 株式会社武内製作所 1140001049798
自動運転に向けた車載用大型ディスプレイ成型装置の
試作開発

香川　禎成

2928110695 兵庫県 株式会社台地企画 9140001075630
高性能最新測量機器導入で生産性を向上させる新たな
測量体制の確立

兵庫県商工会連合会

2928110696 兵庫県 有限会社セントラル 5140002061765
次世代自動車部品の生産における真空ダイカスト法及
びロボット化

兵庫県商工会連合会

2928110697 兵庫県 株式会社福原精機製作所 1140001002393
ハイゲージニット丸編機用ヤーンキャリアの試作プロ
セスの効率化

株式会社池田泉州銀行

2928110698 兵庫県 有限会社滝野工業 7140002061185 パイプ材加工の不良率低減による生産性向上計画 兵庫県商工会連合会

2928110699 兵庫県 別府金型有限会社 2140002062535
生産管理システム構築により高度化する顧客ニーズに
応える生産管理プロセス改革

但陽信用金庫

2928110702 兵庫県 株式会社いけうち 5120001041225
微粒化性能に優れた高圧１流体加湿用スプレーノズル
の開発と製品化

株式会社商工組合中央金庫

2928110704 兵庫県 有限会社相沢食産 9140002054435
生産工程の衛生管理基準の確立、および生産性の飛躍
的向上の実現

兵庫県商工会連合会

2928110705 兵庫県 株式会社ソーイング三日月 5140001040662
柄物に対応した着断裁断機とすくい縫い機の導入によ
る労働生産性の向上を図る

株式会社トマト銀行

2928110707 兵庫県 味一食品株式会社 4140001077937
低糖質生麺の量産体制構築による競争力強化プロジェ
クト

尼崎信用金庫

2928110708 兵庫県 有限会社西脇精機工作所 7140002062456
中東向けインフラ輸出増に伴う大型パーツの増産対応
プロジェクト

株式会社みなと銀行

2928110709 兵庫県 有限会社ジーエステクニカ 8140002044800
高硬度、大型、短納期、３研磨に対応する地域競争力
強化事業

株式会社阿波銀行

2928110710 兵庫県 米田工機株式会社 9140001005505
海外向け過去最大サイズの立体型食品加工装置への挑
戦

株式会社みなと銀行

2928110711 兵庫県 株式会社多田自動車商会 2140001033966
ハーネス向け銅被覆線用高能率リサイクル設備導入で
生産性向上

尼崎信用金庫

2928110712 兵庫県 株式会社三木歯車製作所 7140001036642
産業用ロボット向けキーパーツ増産のための工程集約
と自動化への取組み

株式会社みなと銀行

2928110715 兵庫県 有限会社Ｔ＆Ｊ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ 2140002025995
観光地を元気にする「ご当地アニメグッズ」の企画販
売

株式会社りそな銀行

2928110717 兵庫県 有限会社西村鉄工所 4140002062459 多段研磨対応と自動化の推進による新分野への取組み 兵庫県信用組合

2928110720 兵庫県 有限会社大久保製作所 8140002033290
少量多品種生産の低コスト化と迅速なサンプル作製体
制の構築

株式会社みなと銀行

2928110721 兵庫県 株式会社テクノシンセイ 7140001037541
多機能ドライブレコーダー向けＥＭＳ事業の推進プロ
ジェクト

株式会社みなと銀行

2928110722 兵庫県 有限会社陸ノマルヰパン 6140002006835
完全無農薬食パンによるブランド力強化と、独自梱包
による食品ロスの削減

日新信用金庫

2928110727 兵庫県 甲陽鉄工所
マシニングセンタ導入による更なる高精度・難加工に
挑戦し事業拡大を図る

姫路商工会議所

2928110728 兵庫県 有限会社共栄コントロールズ 1140002023397 牡蠣養殖場における海水殺菌装置の開発 兵庫県信用組合

2928110730 兵庫県 アスカカンパニー株式会社 4140001074934
ビッグデータを活用した射出成形機の『型締装置　異
常検知機』開発

兵庫県商工会連合会

2928110733 兵庫県 大和肥料株式会社 1140001049781
大型撹拌機導入に伴う有用微生物発酵肥料の生産プロ
セスの向上、新たな発酵肥料の研究開発

尼崎信用金庫

2928110734 兵庫県 株式会社トムス 2140001075026
二軸押出機導入による生産性向上とセルロースナノ
ファイバー複合材開発

兵庫県商工会連合会

2928110736 兵庫県 有限会社小谷鉄工所 4140002008528
ワイヤ放電加工機の導入による顧客密着戦略の強化計
画

税理士法人ブレイン

2928110738 兵庫県 株式会社エイトＭＡＮ 3140001046694
消毒設備導入による小児・障がい児用福祉用具レンタ
ル新規参入事業

兵庫県商工会連合会

2928110739 兵庫県 有限会社三陽工作所 1140002063567
情報の一元管理により多品種・短納期に対応する板金
曲げ技術の高度化

株式会社ゼロプラス

2928110742 兵庫県 神鍋石材株式会社 2140001056240
永代供養墓の建立とメンテナンス・管理パッケージ
サービスの提供

兵庫県商工会連合会

2928110746 兵庫県 株式会社城洋 5140001059430
ＣＡＥと三次元測定機導入で航空部品の切削分析及び
最適な加工条件の研究

有限会社ユアブレーン
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2928110751 兵庫県 丸山刺繍株式会社 3140001099370 刺繍とプリントを融合した新商品の提供 兵庫県商工会連合会

2928110754 兵庫県 株式会社山本電機製作所 5140001018031
レンズ仕様成形機導入と外観検査自動化による生産効
率向上

村上　純二

2928110758 兵庫県 株式会社ホワイト急便西宮 2140001084332
業界初のクリーニング品の自動仕分けによる生産性向
上と短納期化の実現

尼崎信用金庫

2928110760 兵庫県 サカモトメタル株式会社 2140001077352
二軸剪断式破砕機を用いた再資源化工程の革新と生産
性向上

兵庫県商工会連合会

2928110768 兵庫県 株式会社ジェイアールシー 2120001044197 生産工程の検査・塗装補完・梱包作業の自動化計画 株式会社商工組合中央金庫

2928110770 兵庫県 株式会社岸本鉄工所 4140001039292
ものづくりの見える化による製造プロセスの効率化と
サービス提供力の強化

合同会社Ｍ．キャスト

2928110771 兵庫県 川村化成工業株式会社 6140001034746
１００周年を次世紀へ誇れる企業として迎えるために
今すべきこと

神戸信用金庫

2928110773 兵庫県 株式会社いづよね 1140001001057
健康食として、より美味しく食べることにこだわった
「冷凍玄米おむすび」の開発

株式会社シザコンサルティング

2928110778 兵庫県 茨木酒造合名会社 2140003005534
フレキシブル打栓機の導入による生産性向上、および
ＨＡＣＣＰへの対応

株式会社みなと銀行

2928110780 兵庫県 大和軽合金株式会社 2140001049772
Ｉ　ｏ　Ｔ　を用いた温度コントロールによる品質安
定化及び省エネルギー化

瓶内　栄作

2928110783 兵庫県 株式会社ロボプラス 9140001103366
養殖事業向けロボット船による完全自動給餌システム
開発プロジェクト

水池　克明

2928110784 兵庫県 株式会社小山精機 7140001038341
フライス機能付きＮＣ旋盤導入による超精密部品の加
工

椎原　秀雄

2928110788 兵庫県 株式会社神戸工業試験場 1140001014570
航空機材料向けＣＭＣ材料の高温環境における材料特
性評価試験手法の開発

兵庫県商工会連合会

2928110797 兵庫県 株式会社マザーフーズ 5120001131876
製造プロセス改革による労働環境改善策と品質の向上
計画

株式会社池田泉州銀行

2928110800 兵庫県 株式会社ハンシン 9140001013887
半導体製造装置に欠かせない機器・部品の２４時間稼
働体制の構築

兵庫県信用組合

2928110802 兵庫県 株式会社エイワ 7140001068082
ダイレクト測定を実現する非接触アライメントサービ
スの開発・提供

株式会社りそな銀行


