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2928210807 兵庫県 スター工業株式会社 9140001059542
需要が高まる市場を対象とした新規設備導入による新
たな取組

田中洋介

2928210809 兵庫県 株式会社サーテック永田 5140001035241
軽量化と生産性向上を目的としたＡｌ合金への自動化
成処理装置の導入

株式会社三井住友銀行

2928210810 兵庫県 株式会社西沢製作所 3140001056735
当社の強みを引き出すためにボトルネックを解消させ
る最新鋭ベンダー導入事業

松下隆信

2928210811 兵庫県 株式会社浜谷金属工業所 8140001022245
五輪・地域振興のための図柄入りナンバープレートの
一貫加工法開発

株式会社中国銀行

2928210812 兵庫県 有限会社ムラオマシナリー 1140002053956 最新の光学計測器を活用した加工製品の高付加価値化 姫路商工会議所

2928210814 兵庫県 株式会社バイナル 7140001086712
スマートフォン用ワイヤレス・チャージャの開発と印
刷加工の生産性向上

兵庫信用金庫

2928210815 兵庫県 近畿壁材工業株式会社 5140001085204
オーダーメイド自然素材塗り壁の生産性向上による安
定供給体制の構築

兵庫県商工会連合会

2928210818 兵庫県 株式会社エトフ 1140001105353
刺繍加工のパートナーとしての付加価値創造工程サー
ビスの構築

兵庫県商工会連合会

2928210819 兵庫県 神東工業株式会社 8140001036336
災害復興と超大型イベントの成功に寄与する特殊ブ
レードの生産プロセス改善

三木商工会議所

2928210823 兵庫県 和田山精機株式会社 1140001046928
超精密高効率複合円筒研削盤導入と新表面処理開発に
よる金型の高精度化および耐久性向上

但馬信用金庫

2928210824 兵庫県 大王加工紙工業株式会社 4120001024115
タッチパネル業界向け保護フィルムの品質向上による
販売拡大

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

2928210829 兵庫県 関西釦株式会社 3140001041010
高品質・多品種小ロットニーズに応える釦（ぼたん）
切削技術の高度化事業

兵庫県商工会連合会

2928210831 兵庫県 ヤブサ空調機材株式会社 5140001082663
最新型空調ダクト製造機械の導入による生産プロセス
革新計画

株式会社阿波銀行

2928210832 兵庫県 有限会社進藤尚古堂 9140002046218
無光触媒を利用したカーテンメンテナンスサービスの
地元旅館等への提供

兵庫太和税理士法人

2928210833 兵庫県 マツダ株式会社 1120001016230
無人搬送装置とロボットの組み合わせによる生産性向
上計画

税理士法人テイタス

2928210834 兵庫県 株式会社ヒロノテック 1140001036549
特殊部品生産における新たな仕組みづくりによる生産
プロセス改善

田中洋介

2928210838 兵庫県 株式会社洲本整備機製作所 7140001084740
Ｗボイラー方式を採用した新型熱水洗浄機の製造プロ
セスの改善

淡陽信用組合

2928210839 兵庫県 株式会社高馬鉄工建設 9140001058767
鉄骨製作における受注・利益の阻害要因である開先加
工の解決事業

播州信用金庫

2928210840 兵庫県 株式会社三和製作所 8140001085077
ＣＡＭ導入によるプログラム技術向上でロボット試作
部品３Ｄ加工での差別化を図る

株式会社みなと銀行

2928210841 兵庫県 有限会社細目鉄工所 5140002029696
日本の製鉄技術等を支える難削材部品の高精度化及び
短納期化の実現

播州信用金庫

2928210842 兵庫県 マルイチ株式会社 9140001061688 レンタルに供する建設用仮設機材の洗浄工程の自動化 姫路商工会議所

2928210843 兵庫県 株式会社新陽製作所 9140001036351 西日本屈指のプラットホームドア生産体制の構築 松下隆信

2928210844 兵庫県 きらうらくっくプロモーション
オリジナル書写指導メソッド「文字リズム」のクラウ
ドサービス提供

兵庫太和税理士法人

2928210845 兵庫県 ボルテック株式会社 5140001065098
高精度かつ高効率な大型部品の加工技術及び大型機設
計手法の確立

但陽信用金庫

2928210846 兵庫県 株式会社今井ファーム 7140001109068
玉ねぎ用冷蔵設備導入による出荷作業工程の短縮およ
び生産性向上

兵庫県商工会連合会

2928210847 兵庫県 有限会社高田工業所 9140002007509
ファイバー溶接機導入により薄板溶接技術を確立し試
作品市場へ参入する

日新信用金庫

2928210848 兵庫県 株式会社ｅｘｃｅｌｌｅｎｃｅ 2140001076528
播州織の洗い設備導入による地元完結型ブランド商品
の全国展開

西脇商工会議所

2928210849 兵庫県 株式会社キタコウ 9140001038991
鉄骨溶接システムの導入による、生産効率化及び溶接
品質の向上

株式会社ゼロプラス

2928210850 兵庫県 株式会社武甲製作所 3140001052437
シングルリンクプレス導入による高精度自動車用精密
プレス部品の開発及び生産性の向上

尼崎信用金庫

2928210851 兵庫県 小野精機株式会社 2140001076619
プレス部品の多品種少量対応ライン構築による生産性
向上

兵庫県信用組合

2928210853 兵庫県 株式会社エスケーテック 3140001061495
電気自動車用車輪のタイヤホイールの高精度加工設備
で生産性向上

兵庫信用金庫

2928210854 兵庫県 株式会社リバー 7140001075987
業界初新素材での軽量自動車部品の開発・製造による
付加価値・生産性の向上

株式会社フラッグシップ経営

2928210855 兵庫県 株式会社伸和設計事務所 1140001075621 最先端ＵＡＶ（ドローン）導入による技術革新 兵庫県信用組合

2928210856 兵庫県 株式会社成田 4140001084826
防災効果の高い淡路島発新サービス「かいぼりサービ
ス」の創出・展開

兵庫県商工会連合会

2928210857 兵庫県 株式会社共和電子製作所 6140001081425
産業用組込みシステムの多品種量産（数十台）機器の
生産プロセスの改善

尼崎信用金庫

2928210858 兵庫県 阪神低温株式会社 4140001070033
国産・外国産のドライアイスの再生利用による歩留ま
り改善の取り組み

株式会社みなと銀行

2928210859 兵庫県 ミラシオン株式会社 5140001095608
検査機導入による、需要拡大するカメラモジュールの
生産プロセス改善事業

ＭＧＳ税理士法人

2928210860 兵庫県 カワノ株式会社 5140001015937
近未来型革靴製造ライン【スマートファクトリー】の
実現

松山進

2928210861 兵庫県 株式会社石井超硬工具製作所 8140001036105
完全自動研磨機導入による革新的生産性向上、付加価
値向上

細川祐三

2928210862 兵庫県 マルニ製油株式会社 9120001058554
塗料・インキ製造のための化学合成技術を用いた食料
品製造業への進出

株式会社みなと銀行

2928210863 兵庫県 プラスワンケアサポート株式会社 7140001079633
高速凍結機導入と製造プロセス改善による生産性向上
と美味しい老人食の製造

株式会社但馬銀行

2928210864 兵庫県 有限会社堀口鉄工所 1140002024619
ミーリング機能付き平行二軸型ＮＣ旋盤導入による生
産性の向上とコストダウン

兵庫県信用組合

2928210865 兵庫県 関西電子工業株式会社 5140001048235
デジタル検査装置導入による不良品・不具合に係る原
因特定の迅速化・確実化の革新的向上

関西経営コンサルタント事業協同組合

2928210866 兵庫県 株式会社竹内工機 9140001094201
最新ＣＮＣ旋盤導入による艦艇用小型部品の高精度・
高速加工

北おおさか信用金庫

2928210868 兵庫県 マキウラ鋼業株式会社 4140001061593
廃プラ洗浄粉砕設備による廃自動車ＡＳＲリサイクル
の高度化

協同組合さいたま総合研究所

2928210870 兵庫県 音羽電機工業株式会社 8120001062020
酸化亜鉛素子の包装・梱包工程ボトルネック解消によ
る生産性向上

村尾彰

2928210871 兵庫県 かじた屋
変速攪拌機付き蒸気釜導入による自家製あんこの生産
効率向上

兵庫県商工会連合会

2928210875 兵庫県 株式会社ティー・ユー・ティー 4140002034581
高まるギフト需要に応える為の食肉加工技術高度化事
業

兵庫県商工会連合会

2928210877 兵庫県 森合精機株式会社 5140001011358
高性能マシニングセンタ導入による切削加工プロセス
の高速化

神戸信用金庫
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2928210885 兵庫県 フクシン金属工業株式会社 2140001039146
ロボット２台の協調制御と独自技術の融合による革新
的溶接工程の構築

森かおる

2928210887 兵庫県 株式会社福本義肢製作所 7140001039934
靴型装具及びインソール製作工程における職人技術と
最新デジタル設備の融合

姫路信用金庫

2928210890 兵庫県 株式会社森水産 9140001086727 魚介類の水揚げから納品までの活魚流通改革 兵庫県商工会連合会

2928210892 兵庫県 株式会社井上工具製作所 2140001036168 ＣＮＣ旋盤導入による新分野への参入と量産化の実現 兵庫県信用組合

2928210896 兵庫県 内外ゴム株式会社 1140001009744
射出成型機（自動取出し）導入によるダイヤフラム製
造工程の画期的生産性向上

株式会社みなと銀行

2928210898 兵庫県 興殖化学株式会社 5140001036264
鉄道車両部品のゴム一体成型化に関する生産性・品質
の向上

兵庫県信用組合

2928210902 兵庫県 加古川ブレード株式会社 1140001089555
タービンブレード加工専用ソフトによる加工の効率化
と高精度化

但陽信用金庫

2928210904 兵庫県 株式会社ＦＲＡＮ 7140001030884
スニーカー市場の獲得に向けた商品開発と製造工程の
自動化による短納期生産体制の構築

淡路信用金庫

2928210905 兵庫県 有限会社アルファ・プロンプト 9140002046779
ワンストップで実現するＩｏＴスモールスタート支援
サービスの開発

兵庫県信用組合

2928210907 兵庫県 株式会社内海鉄工所 8140001076076
最新ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による加工体制の強化及び生
産性の向上

姫路信用金庫

2928210908 兵庫県 株式会社ファインシステム 1140001044733
画像認識・ＡＩ を活用したマラソン大会簡易タイム計
測システムの実現

株式会社ゼロプラス

2928210910 兵庫県 吉田商事株式会社 6140001085839
色彩選別機とＸ線選別機を活用した新たな異物除去ラ
インの新設

株式会社徳島銀行

2928210911 兵庫県 堀井電熱株式会社 6140001051221
最新設備導入によって実現する工業用電熱器の生産性
向上・提案力強化の取組

尼崎信用金庫

2928210914 兵庫県 株式会社中谷製作所 6140002062473 高強度カーボン複合材料による高付加価値製品の製造 但陽信用金庫

2928210917 兵庫県 有限会社玉木新雌 8140002063107
国産コンピュータージャガード機の導入による生産性
向上改善事業

大嶋浩敬

2928210924 兵庫県 株式会社栄建 2140001041572
顧客データの一元管理による顧客満足度と成約率の向
上の取組み

兵庫県商工会連合会

2928210925 兵庫県 株式会社アラキ 3140001037405
型鋼のレーザー加工による建築部材の高付加価値化と
受注拡大

株式会社ゼロプラス

2928210939 兵庫県 株式会社イトー屋 4140001000163
日持ちのする高級オリジナル冷蔵生餃子の開発と販路
開拓

兵庫県商工会連合会

2928210940 兵庫県 株式会社岡本精工 9140001096172
次世代火力発電プラント向け新素材の試験片加工の生
産プロセスの改善

日新信用金庫

2928210947 兵庫県 きくもとグラフィックス株式会社 3140001041596
印刷の原点、『活版印刷（凸版印刷）』で こだわりの
『本気（マジ）名刺』普及への挑戦！

兵庫県商工会連合会

2928210955 兵庫県 株式会社ＭＥＴＡＬ　ＲＥＶＩＳＩＯＮ 7140001033128
最新のレーザー加工機と窒素発生装置の導入による抜
き加工の技術革新

株式会社ゼロプラス

2928210956 兵庫県 植田製油株式会社 2140001001080
育児粉乳向け高品質パーム油の安定供給に向けた分析
体制の構築

藥師寺玲

2928210957 兵庫県 株式会社大地屋 8140001040957
新型畳床製縫機導入による薄型畳床のスピード供給体
制の構築

京都北都信用金庫

2928210958 兵庫県 株式会社ウインブルヤマグチ 4140001074892
最新レーザー加工機の導入による板金・切断工程の生
産性向上

兵庫県商工会連合会

2928210959 兵庫県 多可染工株式会社 1140001075638
播州織糸染め技術を利用した突板染色の確立と高度化
計画

兵庫県商工会連合会

2928210961 兵庫県 有限会社岡本ポンプ 2140002033197
３次元機構の導入によるリードタイムの５０％短縮の
実現、及び新事業への取組み

兵庫県信用組合

2928210964 兵庫県 株式会社Ｎｏｚ 2140001084101
オリジナル木製製品の開発力向上による販路拡張及び
新たな市場展開

兵庫県商工会連合会

2928210966 兵庫県 株式会社カサタニ 6120001054465
熱可塑性ＣＦＲＰ材のプレス加工での品質等の安定化
と生産性の向上

株式会社商工組合中央金庫

2928210976 兵庫県 田中酒造場
自動ボトリングライン構築による日本酒小容量瓶の生
産性向上

但陽信用金庫

2928210983 兵庫県 株式会社五百蔵製作所 1140001036061
「最新機械の導入とネック工程の生産能力アップによ
る薄塗り鏝の増産体制の構築」

三木商工会議所

2928210985 兵庫県 渋谷工業株式会社 8140001076258
プレス順送金型設計の３Ｄ化で効率向上、革新的解析
ソフトと合わせて、金型生産システムの構築

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

2928210987 兵庫県 兵田印刷工芸株式会社 6140001070106
棚卸し不良在庫ゼロ！教材発注担当者の業務改善シス
テムの提案

税理士法人みなと元町会計事務所

2928210992 兵庫県 灘菊酒造株式会社 3140001060407
海外顧客対応を見据えた吟醸酒の製造期間延長体制の
構築

姫路商工会議所

2928210994 兵庫県 仲田電機株式会社 8140001076373 ＡＩを活用した自動外観検査装置の製作 加西商工会議所

2928210995 兵庫県 大東工業株式会社 2140001084761
多層盛溶接ロボットの導入による、民間の耐震補強工
事の受注獲得

株式会社みなと銀行

2928210996 兵庫県 株式会社新畑鉄工所 6140001080393
高精度中型ＣＮＣ旋盤の導入によるピストン型アキュ
ムレータの受注対応

正木博夫

2928211000 兵庫県 有限会社エムツーコーポレーション 4140002016935
嚥下困難者も食べられる普通食で「食のバリアフ
リー」実現事業

株式会社但馬銀行

2928211002 兵庫県 近畿農産資材株式会社 4140001039251
高級野菜果実生産用活性炭入り土壌改良材の機械撒き
対応品の製造開発

西兵庫信用金庫

2928211008 兵庫県 株式会社中谷電機製作所 4140001109277
バリ取り工程の自動化による生産性向上と企業間連携
の推進

株式会社ゼロプラス

2928211010 兵庫県 きたみち歯科医院
デジタルデンティストリー技術活用による歯科訪問治
療の効率性向上

姫路信用金庫

2928211016 兵庫県 株式会社中谷加工所 5140001101332
革新的な製法によって生み出される新商品により事業
拡大を図る

淡路信用金庫

2928211023 兵庫県 株式会社平原精機工業 3120001070226 機械加工部品の生産能力の増強計画 税理士法人高橋会計事務所

2928211024 兵庫県 株式会社田中工務店 2140001046778
山林路網整備を機械化し低コストを実現する「フェ
ラーバンチャザウルスロボ」の導入事業

兵庫県商工会連合会

2928211026 兵庫県 株式会社不二商会 3140001014057
過熱蒸気を使用した新しいバウムクーヘンオーブンの
開発

庄司茂

2928211027 兵庫県 有限会社アイズ 2140002046653
鞄の古きを知り、新しきを知る。職人技術と最新設備
による国産鞄の増産事業

兵庫県信用組合

2928211028 兵庫県 ＪＦＢ有限会社 6140002066409 カシメとＣＤスタッドのハイブリッド商品の開発 株式会社阿波銀行

2928211030 兵庫県 此の友酒造株式会社 1140001046804
地方小規模酒蔵の生き残りをかけた微発泡性日本酒の
製造販売への取組

但馬信用金庫

2928211032 兵庫県 株式会社ＡＩＴＥＮ 8140001037425
先進安全自動車の補修に対応する最新式設備機器の導
入による生産性向上化

兵庫県信用組合

2928211034 兵庫県 株式会社ＤＳ．アートテック 5140001090625 最新加工装置導入による高度なジルコニア技工の実現 姫路信用金庫

2928211037 兵庫県 株式会社中西商店 4140001066493
木屑廃棄物の発電設備付焼却炉での排熱エネルギー利
用による事業拡大

日根野文三

2928211041 兵庫県 株式会社ミハラ 4140001085816
「鬼師」「瓦師」による『黒陶いぶしタイル』の寸法
精度の向上

兵庫県商工会連合会
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2928211046 兵庫県 株式会社オオナガ 5140001045257
表面粗さの高精度測定器導入により表面粗さ等の品質
管理体制を強化し顧客のニーズに対応

日新信用金庫

2928211060 兵庫県 マルヤ水産株式会社 4140001056370
浜茹でした香住ガニの美味しさを保持する急速凍結に
基づく物流変革による事業改革

株式会社但馬銀行

2928211063 兵庫県 若男水産株式会社 7140001086282
売上・利益率向上を目指したハモの品質安定化と増産
体制の構築

兵庫県商工会連合会

2928211075 兵庫県 株式会社魚寄 1140001056968
灰干しノドグロの本格販売体制構築に向けた新生産方
式開発

株式会社但馬銀行

2928211076 兵庫県 株式会社姫協 8140001038704
シンクロトロン向けに極限精度加工を可能にする技術
革新の追求

株式会社みなと銀行

2928211081 兵庫県 平川瓦工業 高温焼成窯の導入による黒いぶしの一体瓦の開発 兵庫県商工会連合会

2928211087 兵庫県 株式会社松原テクノ 1140001044436
最新３次元測定器および３次元ＣＡＤソフト導入によ
る製品検査プロセスの革新

兵庫県商工会連合会

2928211089 兵庫県 株式会社亀井堂総本店 9140001006949 台湾市場での瓦煎餅の販路開拓事業 株式会社みなと銀行

2928211094 兵庫県 ネクスジェン株式会社 8011001110572
ＡＩ・機械学習を用いた単一細胞高次元解析システム
の開発

税理士法人ブレイン

2928211097 兵庫県 ＢｏｎＢｏｎ株式会社 8140001109785
機械学習を活用したリアルタイム疾患判定システムの
開発

柿沼太一

2928211104 兵庫県 有限会社とうげ 1140002069399
食肉の革新的な生産プロセス改善を実現するハイテク
冷凍機械装置の導入

潮崎征功

2928211107 兵庫県 株式会社福井鉄工所 3140001016739
金属加工業からユニットメーカーへの転身による次世
代事業の確立

淡路信用金庫

2928211109 兵庫県 株式会社ｃｈｒｏｍｏｃｅｎｔｅｒ 8270001004536
バイオ医薬品開発における染色体画像の自動解析シス
テム開発

朝日税理士法人

2928211110 兵庫県 株式会社喜市 9140001088665 デジタル機器を活用した、革小物のオーダービジネス 姫路信用金庫


