平成３０年度補正 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 １次公募
兵庫県採択案件一覧（348者）
（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

3028110001

兵庫県

伊福精密株式会社

6140001015738

金属造形製品の大型部品に対応し、新しい取り組みサービ
株式会社商工組合中央金庫
スのスタート

3028110003

兵庫県

株式会社井澤商店

8140001044470

色彩選別機の追加導入によるくず米の高付加価値事業

株式会社但馬銀行

3028110004

兵庫県

ハリマ工業株式会社

4140001076410

異種材料の接合を可能にした革新的工法の確立

姫路商工会議所

3028110006

兵庫県

株式会社シカタ

8140001043943

特注ＣＮＣ加工機導入による航空機エンジン素材の高効率
加工体制構築

東京中央経営株式会社

3028110008

兵庫県

株式会社ヤノ技研

4140001082615

蓄熱カプセルのレーザーマーカ導入による生産性向上

神戸商工会議所

3028110010

兵庫県

深田鉄工有限会社

9140002002237

移動式成型機構台の施工可能数量を増強させる事業

松下隆信

3028110013

兵庫県

株式会社長澤自動車工業所

2140001069647

3028110014

兵庫県

有限会社協栄工作所

3140002035572

3028110015

兵庫県

ニューブレクス株式会社

7140001022428

3028110016

兵庫県

日本ノズル株式会社

7140001004351

汎用検査作業より自動化へ移行し品質及び生産性の向上

株式会社山陰合同銀行

3028110017

兵庫県

株式会社ナカノテック

1140001050418

ＣＮＣ複合旋盤の自動化による生産性向上

兵庫県信用組合

3028110027

兵庫県

株式会社岡本精工

9140001096172

自動芯出振止付半ＮＣ旋盤による長尺旋削技術の確立と生
日新信用金庫
産性向上

3028110029

兵庫県

山陽盃酒造株式会社

8140001039025

江戸創業の老舗酒造会社の火災半焼から再建プロジェクト 前田和宏

3028110036

兵庫県

株式会社新ナンポー化学工業所

5140001049200

3028110043

兵庫県

株式会社サキノ精機

4140001034896

3028110046

兵庫県

若男水産株式会社

7140001086282

3028110047

兵庫県

株式会社ウインブルヤマグチ

4140001074892

3028110048

兵庫県

有限会社村上ポートリー

7140002051764

産廃を宝の山に変える、新発酵法の開発と実用化

兵庫県信用農業協同組合連合会

3028110049

兵庫県

ｉＣＯＭ技研株式会社

9140001077172

制御盤の自動配線システム導入による生産性向上

兵庫県商工会連合会

3028110055

兵庫県

株式会社山本電機製作所

5140001018031

超微細積層技術を用いた高精度ダイヤフラムの量産化

村上純二

3028110058

兵庫県

株式会社タイセイ

3140001016359

3028110059

兵庫県

有限会社辨天堂

7140002069336

3028110062

兵庫県

株式会社丸十

7140001043622

3028110066

兵庫県

有限会社安原産業

4140002054258

3028110068

兵庫県

株式会社吉田製作所

3140001070711

3028110070

兵庫県

株式会社城洋

5140001059430

3028110005

兵庫県

株式会社西村交益社

2140001047009

3028110007

兵庫県

潮電工株式会社

2140001012573

3028110011

兵庫県

有限会社山崎工作所

3140002005360

3028110012

兵庫県

株式会社ツボサカ精工

4140001063508

3028110018

兵庫県

株式会社ＴＤ・Ｋ

9140001003319

3028110020

兵庫県

株式会社ジャスティード

1140001024009

3028110024

兵庫県

サンライズ工業株式会社

8140001063446

3028110025

兵庫県

株式会社ウェルグリット

9140001107441

ユニットワーカー導入による建築金物の一貫生産体制構築 株式会社ゼロプラス

3028110028

兵庫県

株式会社フジケン

1140001063691

種目ごとの破砕による木くずチップの付加価値向上事業

3028110034

兵庫県

高丸工業株式会社

1140001049856

3028110039

兵庫県

有限会社旭東精工

3140002001434

3028110040

兵庫県

大森工業株式会社

3140001006665

3028110041

兵庫県

株式会社本岡建設工業

9140001036665

3028110069

兵庫県

木造探検造船所ＷＯＯＤ ＦＲＩＥＮＤＥＲ

3028120003

兵庫県

株式会社入江工作所

3028120004

兵庫県

3028120006

自動車塗装における早期の水性塗料対応による差別化と生
尼崎信用金庫
産性向上
新電動パワステの主要部品の量産加工に向けた生産プロセ
加古川商工会議所
スの改善
新設備導入による光ファイバセンサケーブル製品の品質と
税理士法人細川総合パートナーズ
生産性の向上

海外生産の国内回帰を促す性能と低コストを両立した分電
盤用部品の試作開発
業界初の１回裁断で完了する大手コンビニ向けパン裁断機
の開発
新規販路開拓を目指した「淡路島サクラマス」等の干物の開
発
溶接ロボットシステムの導入による生産効率の改善と品質
の向上

ＥＶＡ製品プレス成形工程の自動制御化等によるボトルネッ
クの解消
仕上げ工程の自動化、および保存能力の増強による生産性
の向上
搬送用機器部品加工の諸工程を半自動化するフレキシブル
生産体制の構築
多様な働き方と生産性向上を実現する製造工程の自動化計
画
材料切断機導入による金型生産効率の向上
複合旋盤導入による射出成形部品の生産性向上及び、新
製品の開発
ＩＣＴを利用した葬儀後支援のネットワークサービスの創出と
展開
板金加工業用生産管理システム導入による受注可能数量
の増強
先端プレス機導入による、ダイカスト用金型の高精度化、大
型化への対応計画
高精度油圧部品の生産性向上設備の導入及び生産性指標
の見える化
特殊紙が拡げるお客様の新たな可能性！使用場所を選ば
ない紙事業
新測定機導入による航空宇宙分野向け品質保証体制の構
築
ミスト加工の実現による洗浄レス化とノンストップ高信頼性ラ
インの構築

ロボットシステム製造におけるコストダウンに繋がる生産性
向上設備の導入
レーザーダイオード用ガラスハーメチック部品の内製一貫生
産化
３次元ＣＡＤシステム導入によるプラント用装置類の量産体
制の確立
１５ｔ対応溶接ロボット導入による、超高層建築物向け鉄骨の
生産体制構築

株式会社ダイワマネジメント
株式会社シザコンサルティング
兵庫県商工会連合会
兵庫県商工会連合会

株式会社三井住友銀行
兵庫県商工会連合会
株式会社みなと銀行
西兵庫信用金庫
西宮商工会議所
有限会社ユアブレーン
株式会社但馬銀行
松下隆信
株式会社但馬銀行
但陽信用金庫
株式会社百十四銀行
株式会社みなと銀行
株式会社みなと銀行

株式会社但馬銀行
税理士法人はるか
株式会社阿波銀行
株式会社みなと銀行
株式会社ゼロプラス

デジタル船大工構想

兵庫県商工会連合会

3140001045878

鈑金設備導入による技術継承と生産性向上

兵庫信用金庫

栄和興業株式会社

9140001085539

品質安定化と労働環境改善に向けた、大型鉄骨表面処理工
株式会社ゼロプラス
程の刷新

兵庫県

株式会社小西鉄工

4140001076253

工程全体の生産性向上を産み出す設備投資計画

3028120009

兵庫県

有限会社山村工作所

1140002005387

3028120010

兵庫県

神戸電化工業株式会社

2140001005569

松下隆信

加工難易度が高い製品の生産数量増加の為の生産プロセ
田中洋介
ス改善
精密板金加工クラスの曲げ精度を可能とする長尺曲げ加工
松下隆信
機導入事業

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名
新規設備導入による難削材部品の生産性向上と新生産体
制作り
型鋼切断の内製化による二次部材供給の短納期化および
高精度化

認定支援機関名

3028120012

兵庫県

株式会社村上鉄工

9140001035551

3028120013

兵庫県

株式会社橋本鐵工

9140001065276

3028120014

兵庫県

有限会社高田工業所

9140002007509

ターニングセンタによる新幹線部品製造方法の高度化

日新信用金庫

3028120017

兵庫県

株式会社イシガミ精密

8140001076068

最新鋭立形マシニングセンタ導入による工法転換の促進

兵庫県信用組合

3028120018

兵庫県

株式会社トウジョウ

3140001016499

重合接着技術を活かした自動車用開発モデル等の多軸切
削加工技術の高度化計画

兵庫県信用組合

3028120019

兵庫県

株式会社和光製作所

6140001062268

新規設備導入による新製品の生産拡大と販売量アップ

田中洋介

3028120022

兵庫県

三祐木材株式会社

2140001017531

3028120023

兵庫県

株式会社細川鉄工所

3140001005337

3028120030

兵庫県

ミツ精機株式会社

5140001085237

3028120031

兵庫県

株式会社洲本整備機製作所

7140001084740

3028120033

兵庫県

株式会社出雲建設

9140001085043

3028120037

兵庫県

株式会社ヒロノテック

1140001036549

3028120038

兵庫県

明石プラスチック工業株式会社

9140001034446

3028120040

兵庫県

株式会社岡田製作所

6140001040967

3028120042

兵庫県

丸山印刷株式会社

3140001044269

3028120043

兵庫県

株式会社全但商店

4140001092184

3028120044

兵庫県

有限会社宗和機械

6140002011595

3028120049

兵庫県

フミオ工業株式会社

6140001056096

3028120050

兵庫県

ヒシカ工業株式会社

6140001036528

3028120053

兵庫県

株式会社イナジ

8140001040916

3028120057

兵庫県

ムネ製薬株式会社

4140001085238

3028120058

兵庫県

株式会社シンエイコーポレーション

4140001059209

3028120059

兵庫県

株式会社三好キカイ

5140001084255

3028120062

兵庫県

和以貴建設株式会社

6140001075708

3028120063

兵庫県

姫路精機工業株式会社

4140001060934

3028120065

兵庫県

株式会社ピーエムシー

2140001085157

3028120073

兵庫県

大王加工紙工業株式会社

4120001024115

3028120074

兵庫県

有限会社ジェイ・テック

7140002027129

3028120078

兵庫県

シモダフランジ株式会社

4140001039838

3028120079

兵庫県

有限会社なかにし事務機

5140002034985

3028120080

兵庫県

株式会社ホーユーウエルディング

3140001083192

3028120083

兵庫県

有限会社寿屋

1140002048568

3028120087

兵庫県

鈴木鍛工株式会社

4140001043039

3028120088

兵庫県

株式会社ＷＡＤＥＣＯ

1140001051886

3028120089

兵庫県

株式会社猛虎企画

4140001053343

3028120091

兵庫県

マルチ株式会社

7140001070443

3028120092

兵庫県

株式会社ハリコー

9140001103151

3028120093

兵庫県

福田建具店

3028120094

兵庫県

株式会社フジワラ

3028120097

兵庫県

稲田工作所

3028120098

兵庫県

株式会社阪神計器製作所

3140001050663

3028120099

兵庫県

有限会社エフディーエム

5140002052962

3028120100

兵庫県

松井精機

3028120103

兵庫県

株式会社シカタ

7140001076267

3028120105

兵庫県

有限会社フジイ研磨

4140002061254

3028120108

兵庫県

太陽刷子株式会社

3140001024469

3028120110

兵庫県

株式会社ＭＣＳ

5140001100020

5140001076442

田中洋介
株式会社商工組合中央金庫

最新型モルダー導入による生産能力向上と切断品販売の拡
株式会社三井住友銀行
大
溶接能力の弱点を補う設備導入で鉄骨製作の生産性を高め
播州信用金庫
る事業計画
航空機ジェットエンジン用燃焼器部品の革新的生産プロセス
淡路信用金庫
改善
ウイルス感染を予防する加湿ユニットの安全性及び品質向
松下隆信
上に伴う製品改良と量産化
超大型構造物用鉄骨の製作上での困難な作業効率を向上
株式会社みなと銀行
させる事業
不良率の低減と生産数量増大に向けた生産プロセスの改善 田中洋介
金型加工の生産プロセス改善による熱可塑性樹脂の生産性
株式会社百十四銀行
向上と販路開拓
金属部品の樹脂化への可能性を広げる精密射出成形技術
兵庫県商工会連合会
の獲得
紙積システムを活用した高品質・高生産性を両立する印刷ラ
株式会社商工組合中央金庫
インの構築
高品位スクラップ処理による地域リサイクルブランドの確立

兵庫県商工会連合会

ＣＮＣ旋盤導入による船舶等部品再生の短納期・単品加工
株式会社トマト銀行
の増強
豊岡鞄の縫製技術を活かした世界的ブランドバッグ国内生
株式会社エフアンドエム
産の実現
受注量拡充と売上ＵＰを図るためのホビー用小型鋸の生産
三木商工会議所
体制整備
自社独自のロット生産ライン構築による生産プロセスの革新 兵庫県商工会連合会
医療用浣腸容器の内製化と箱詰・印字工程改善による生産
性向上
高効率誘導加熱装置の導入による商品の多様化と生産効
率の改善
最新設備導入によるユニバーサルジョイントの良品率と生産
性の向上
職能工不足による滞留する部品溶接工程の改善と生産性向
上計画
大型ＣＮＣ旋盤導入による長尺ミルロールシャフト受注への
対応
オリジナリティを追求したオートバイのカスタムパーツ等のロ
ゴマーク入れと短納期化
高品質化が進むディスプレイ用シートの品質向上のための
生産性改善
品質保証を実現し町工場からの脱却、目指せ不良品ゼロ計
画
強度及び耐食性に優れた粉末焼結フランジの開発
最新レーザ彫刻機、ＵＶ硬化型プリンタ導入による新商品開
発体制の確立
材料棚自動化による超高速切断対応と短納期対応可能体
制確立計画
ユーザーの要望にお応えするために姫路名物のパンの供給
増大計画
自動車部品等向け高硬度鋼材の一貫加工体制構築による
生産能力拡大
ランス式高炉３Ｄプロファイルメータのデモ機製作
プロスポーツ振興に向けた高品質ワッペン等製作の生産性
向上計画
害鳥（カラス）の嫌気性を熟知し、特殊映像技術を駆使した
低コストな忌避装置の開発
工作機械の需要増加に対応するための継手生産能力増強
計画
建具の精密加工技術導入による地域の住宅修繕ニーズとイ
ンバウンドへの対応
ＣＣＭと自動調色機を活用した翌日発送可能なシール印刷
プロセスの確立
大企業ニーズに即した産業用ロボット部品の精度向上と短
納期実現

株式会社みなと銀行
税理士法人掛橋会計事務所
あすか税理士法人
株式会社みなと銀行
正木博夫
株式会社エフアンドエム
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
富永晃司
株式会社みなと銀行
兵庫県信用組合
兵庫県信用組合
姫路信用金庫
株式会社エフアンドエム
株式会社池田泉州銀行
尼崎信用金庫
尼崎信用金庫
兵庫信用金庫
兵庫県商工会連合会
税理士法人みなと元町会計事務所
兵庫県信用組合

水道メーターの切削工程自動化による生産体制の再構築化 檜垣典仁
平面研削盤導入による高品質の標準化並びに、加工時間短
但陽信用金庫
縮による受注拡大
最新ＮＣフライス機導入による試作部品等の短納期対応能
神戸信用金庫
力強化
ハンドリングロボットを用いた生産プロセス改善による、生産
兵庫県信用組合
性向上と省力化の実現
ターニングセンタを用いた複数工程製品の一貫生産

兵庫県信用組合

高精度毛先研磨かつ高速植毛を実現する高速植毛毛切機
株式会社池田泉州銀行
導入による海外市場への展開
レーザー光活用による非破壊検査前処理工程の革新的
株式会社みなと銀行
サービス

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

3028120111

兵庫県

中西機械工業株式会社

7140001083073

油圧ポンプ等に使用する精密部品の高品質を維持した生産
尼崎信用金庫
体制の増強

3028120112

兵庫県

有限会社タケコー

4140002036116

潜水による水中構造物（橋脚・擁壁）の調査・点検事業

3028120114

兵庫県

株式会社山崎製作所

2140001063666

ＣＮＣ自動旋盤導入による生産性向上及び部品内製化によ
兵庫県商工会連合会
る在庫削減

3028120116

兵庫県

株式会社大晃製作所

1120901024423

ｘＥＶ分野に対応するためのプレス金型製作プロセスの改善 税理士法人カインズ

3028120117

兵庫県

ジェミニ工業株式会社

6140001049100

アルミ製精密小物部品の量産化体制の増強

3028120119

兵庫県

株式会社兵庫機工

5140001061139

3028120120

兵庫県

株式会社すとろーはうす

9140001015124

3028120121

兵庫県

株式会社秋谷鉄工所

9140001024281

3028120122

兵庫県

有限会社相互製作所

4140002049274

3028120123

兵庫県

有限会社アスカ商事

3140002039722

3028120126

兵庫県

三田電気工業株式会社

1140001001610

3028120127

兵庫県

甲南設計工業株式会社

8140001078304

3028120129

兵庫県

明石化成工業株式会社

3140001034393

3028120131

兵庫県

株式会社三木樹脂工業

8140002005273

3028120132

兵庫県

株式会社ヒロ

1120001139312

3028120133

兵庫県

株式会社糸井樹脂製作所

4140001012506

3028120134

兵庫県

東亜製砥工業株式会社

9140001002048

3028120135

兵庫県

明精工業株式会社

8140001035577

3028120137

兵庫県

株式会社キド

7140001084666

3028120138

兵庫県

才花建設株式会社

7140001084699

3028120139

兵庫県

有限会社敷津工作所

1140002061843

3028120142

兵庫県

大東工業株式会社

2140001084761

3028120143

兵庫県

伊東電機株式会社

1140001076058

3028120147

兵庫県

フルヤ工業株式会社

6140001041833

3028120149

兵庫県

株式会社ヨーダイ

4140001076518

3028120150

兵庫県

有限会社高仁繊維

2140002061826

3028120151

兵庫県

株式会社ヤマイ

8140001075152

3028120152

兵庫県

有限会社マルブン

3140002032405

3028120154

兵庫県

マツモト産業株式会社

1140001085785

3028120156

兵庫県

江本歯科医院

3028120157

兵庫県

ＴＧテック株式会社

3140001103306

3028120158

兵庫県

株式会社カコテクノス

8140001017377

3028120159

兵庫県

株式会社中橋製作所

6140001036486

3028120160

兵庫県

小林製作所

3028120162

兵庫県

こうだ歯科クリニック

3028120163

兵庫県

株式会社宿院商店

3028120166

兵庫県

ながみね歯科クリニック

3028120169

兵庫県

株式会社藤原

9140001077313

3028120171

兵庫県

有限会社藤田石油店

8140002031550

3028120173

兵庫県

株式会社合田鉄工所

3140001076238

3028120174

兵庫県

株式会社ダ・カーポイムラ

9140001043133

3028120175

兵庫県

瀧川工業株式会社

6140001043144

3028120178

兵庫県

マルニ製油株式会社

9120001058554

3028120179

兵庫県

株式会社オー・エム・ピー

6140001100564

3028120180

兵庫県

株式会社タニグチ機工

3140001060010

3028120184

兵庫県

株式会社三和製作所

8140001085077

3028120185

兵庫県

有限会社ジーテック

7140002019159

6140001046535

高性能・高効率せん断加工機導入による薄板金属切断工程
の生産性向上
業界初！縫い目なしの治療用ペットウエア開発で市場・売上
拡大計画
医療分野への新たな取組みのためのＩｏＴを活用した生産プ
ロセス改善
最新鋭大型マシニングセンタ導入による生産性向上と新分
野進出
製造工程の革新によるフレグランスオイル生産力増強と医
薬品メーカー新製品の製造対応
超高分子量ポリエチレンを用いた人工関節用部品等の品質
保証の確立
プラスチック廃棄物削減と製造現場の環境改善に寄与する
切粉レス切断機の生産性向上計画
生産計画と機械稼働監視システムの連携による生産能力の
向上
高速流動混合機を活用した再生プラスチック原料の高付加
価値化
最新式卓上型採血管準備装置の開発計画

神戸商工会議所

松下隆信
姫路商工会議所
日新信用金庫
田中洋介
但陽信用金庫
尼崎信用金庫
株式会社エフアンドエム
尼崎信用金庫
株式会社百十四銀行
末信公平
兵庫県信用組合

５軸加工機導入による複雑形状の医療部品の高精度加工
神戸信用金庫
の実現
一体型レジノイド砥石でバネ外周用砥石の提供と生産性向
株式会社但馬銀行
上を実現
最新スペック搭載機導入による技術力強化と顧客要求１０
播州信用金庫
０％対応への挑戦
ステンレスにおける中厚板領域のレーザー加工技術を飛躍
淡路信用金庫
的に向上させる事業
災害発生時の早期対応及び施工期間短縮の実現によるＩＣＴ
株式会社エフアンドエム
土工推進計画
サーボプレスブレーキ導入による高速加工と段取り削減の
兵庫県商工会連合会
取組み
機械加工ラインの構築による、付加価値の高い鉄骨工事の
株式会社みなと銀行
受注拡大
ＥＭＣノイズスキャナーシステム導入に伴う制御基板開発プ
株式会社みなと銀行
ロセスの改善
熱可塑性樹脂とＬＳＲの一体成形の安定化とＡＩによる検査
株式会社クリエイション
の自動化
顧客ニーズに対応した高精度化に伴う生産プロセスの改善 兵庫県信用組合
婦人靴用重布生地として最適な織物組織の開発と高効率生
産の実現
特殊な釣針成形機の導入による成形工程の内製化および
加工自動化
既設製造現場をローコストに省人化・省力化する為のライン
改造サービスの事業化
外注工程の内製化、仕入れ物流の刷新を含むサプライ
チェーンの最適化
先端設備導入で、見える化と治療効率向上を実現し顧客満
足度向上
測定器導入とノウハウのＤＢ化によるロット品高精度加工技
術の開発
生産性向上の実現による自社製品比率向上
角のみ錐らせん研磨工程の自動化による無人生産システム
の構築
大型旋盤導入による大物ワークを含めた生産性向上と短納
期化
高精細なＸ線画像診断による歯科診断・矯正治療の最適化
と効率化
急速冷凍を用いた安全な食材の生産体制を構築し、顧客満
足度を高める
セラミック治療増加と医療ツーリズムに対応する補綴治療技
術の高度化及び診療運用改善
金型作成、中子造型、鋳造、および機械加工（切削）、ならび
に測定検査までの一貫生産体制の確立
ＰＯＳシステムの導入に伴う付加価値サービスの提供とカー
リース事業の展開
自動車・建機等向け高精度切削部品の生産性向上と更なる
高精度化
精密アルミ合金鋳造品の成形条件管理方法見直しによる新
成形方法の開発
超精密マシニングセンター導入による生産性向上の成果で
事業拡大
自社特許技術に基づく革新的２液型サビ転換防蝕剤の生産
体制の構築
多目的形鋼加工機導入による鉄道等形鋼製品の短納期量
産化体制確立
ＣＮＣ／普通旋盤導入による再セット時間の短縮による生産
性向上
高精度機械加工によるＨ３ロケット等宇宙機器産業関連部
品量産化への取組み
柄合わせ機能付自動裁断機の導入による企業制服サンプ
ル事業の拡大

兵庫県信用組合
兵庫県商工会連合会
兵庫信用金庫
株式会社シザコンサルティング
株式会社但馬銀行
但陽信用金庫
株式会社みなと銀行
株式会社みなと銀行
播州信用金庫
兵庫信用金庫
兵庫県商工会連合会
株式会社京都銀行
兵庫県信用組合
株式会社みなと銀行
播州信用金庫
株式会社阿波銀行
株式会社商工組合中央金庫
株式会社みなと銀行
尼崎信用金庫
兵庫信用金庫
株式会社みなと銀行
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

厚板・薄板の銅加工製品の量産化に対応する曲げ加工技術
松下隆信
の高度化
超高効率平面研削盤の導入による高効率、高精度な生産体
但陽信用金庫
制の確立
高精度大型三次元座標測定機導入による最高水準の検査
加古川商工会議所
体制の確立
高性能立形マシニングセンタ導入による、高品質化並びに、
但陽信用金庫
特急納品体制の構築
画像識別システムによるパンの新たな販売手法確立と生産
兵庫県商工会連合会
性向上事業
裁断技術向上による介護送迎車用オリジナルカーフロアマッ
日新信用金庫
トの製造
塗装機工程の内製化およびクラウドシステムを活用したリア
和田卓也
ルタイム在庫開示型の塗装受託事業の確立
最新の検査機器による「先進安全自動車（ＡＳＶ）」のメンテナ
兵庫県商工会連合会
ンス体制の構築
レーザー加工機導入による保温外装板の切断工程自動化
松下隆信
及び高生産体制の構築

3028120187

兵庫県

株式会社松本金属工業所

2140001005362

3028120191

兵庫県

株式会社為広製作所

3140001077252

3028120192

兵庫県

株式会社兵庫製作所

2140001043395

3028120193

兵庫県

園田機械株式会社

2140001063484

3028120195

兵庫県

有限会社シゴーニュアイ・エス・エム

9140002046746

3028120202

兵庫県

上本工業株式会社

4140001018214

3028120204

兵庫県

株式会社大成金属工業所

5140001013453

3028120205

兵庫県

井上モータース有限会社

7140002033556

3028120206

兵庫県

株式会社長船保温工業

1140001040641

3028120211

兵庫県

株式会社仁川設備

1140001055490

3028120213

兵庫県

株式会社河昌

2140001017399

3028120216

兵庫県

有限会社高砂カッター

4140002037122

3028120217

兵庫県

株式会社菊寿堂

7140001086084

3028120218

兵庫県

ナカガワ機械株式会社

9140001060335

3028120219

兵庫県

有限会社ヤノテクニカルラボ

2140002020880

3028120220

兵庫県

株式会社山田自動車

2140001080579

3028120222

兵庫県

株式会社Ｍａｙｗａ

3140001077021

3028120223

兵庫県

有限会社岡野製作所

9140002066208

3028120224

兵庫県

株式会社ＩＤＣ

8140001060996

3028120225

兵庫県

ハマヤ製パン工場

3028120227

兵庫県

大洋電産株式会社

4140001049754

3028120229

兵庫県

株式会社多田自動車商会

2140001033966

3028120230

兵庫県

株式会社カイセイ

2140001076016

3028120231

兵庫県

株式会社Ｉ－Ｒｉｓｅ

4140002047039

3028120232

兵庫県

株式会社ウィンテック

9140001028175

3028120233

兵庫県

カブト工業株式会社

3120901021212

3028120234

兵庫県

ツバサ工業株式会社

2140001079489

3028120237

兵庫県

Ｔｏ．Ｐｉ工房有限会社

1140002033850

3028120239

兵庫県

株式会社関西工事

6140001053399

3028120240

兵庫県

有限会社Ａｋｉ・ｓｋｙｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

6140002033400

3028120241

兵庫県

有限会社白晃工業

4140002045050

3028120242

兵庫県

株式会社神戸金剛コルメット製作所

9140001005554

3028120243

兵庫県

株式会社小山刃物製作所

4140001036224

3028120246

兵庫県

株式会社福井しすてむさーびす

5120001002499

3028120249

兵庫県

株式会社みのる製作所

3140002005294

3028120252

兵庫県

有限会社浜部製作所

3140002005071

3028120255

兵庫県

株式会社ユーエム工業

3140001076601

3028120257

兵庫県

株式会社ネセブ

3140001050630

3028120259

兵庫県

阪神低温株式会社

4140001070033

3028120260

兵庫県

Ｉ－ＴＥＮ株式会社

3140001038964

3028120263

兵庫県

Ａｒｃｈｉｔｅｃｔ’ｓ Ｄｅｓｉｇｎ Ｏｆｆｉｃｅ ＳＨＯ

3028120265

兵庫県

有限会社井上鉄工所

6140002061558

3028120266

兵庫県

前野紙業株式会社

9140001056309

3028120268

兵庫県

フクシン金属工業株式会社

2140001039146

3028120269

兵庫県

株式会社中の坊

3140001015261

旅館サービス力革新システムの開発事業計画

神戸商工会議所

3028120271

兵庫県

日本フレックス工業株式会社

8140001078725

試作提案力を強化し、開発期間短縮ニーズに応える

伊丹商工会議所

3028120274

兵庫県

株式会社大野社

8140001012675

材料供給機と２サドル旋盤を用いた特殊パッキン生産プロセ
株式会社クリエイション
スの自動化

新素材を使用したダクト開発のための曲げ加工高度化事業 松下隆信
新商品「個包装ギフト用のり」のカジュアルギフト市場展開と
生産性向上
新型コンクリートカッター機の導入で切削工事の拡大と労働
生産性の向上
生産性向上に取り組むことによる多品種小ロット受注体制の
構築
３次元ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入で難削小型部品の生産工
程の改善
歯の負担を軽減するスライド式アタッチメントデンチャーの開
発
塗装工程のボトルネック解消による生産性向上計画

税理士法人みなと元町会計事務所
株式会社但馬銀行
兵庫県商工会連合会
但陽信用金庫
アイアンドアイ株式会社
尼崎信用金庫

剛性の高いＣＮＣ複合旋盤導入による油圧シリンダー部品製
正木博夫
造事業への取組み
立体マシニングセンターの導入による多品種製造能力の倍
兵庫県商工会連合会
増
革新的サービス（スニーカークリーニング）による新規顧客層
姫路商工会議所
の開拓
業界最高水準の時短、高効率、高品質、ウイルスフリーの給
日新信用金庫
食パン生産プロセスの実現
部品加工の内製化率向上によるリードタイム短縮と従業員
株式会社池田泉州銀行
の多能工化
油圧ショベル自動車解体機導入による廃車処理台数の向上 尼崎信用金庫
生産性向上を実現するための高精度測定機導入による製造
株式会社みなと銀行
工程の高度化
タイヤ交換作業の自動化による作業効率の改善と顧客サー
株式会社みなと銀行
ビスの向上
金属切削加工における３Ｄプリンタを用いた生産効率の向上 神戸信用金庫
ⅭＮⅭ旋盤導入による生産性向上とワークドライビングセン
兵庫県商工会連合会
ターの開発
ボトルネックになっている溶接加工工程に最新式の溶接機を
森下勉
導入し生産性向上を図る
日本の帽子作りを支える職人の育成と裁断工程の改善
枝管成形用バーリング機導入によるステンレス分岐管の内
製化計画
赤外線カメラ搭載ドローン活用による太陽光パネル点検事
業への進出
フレアマシン導入による、配管パイプの高精度・温間製造体
制確立
天然ガスプラント向けキーパーツ増産のためのボトルネック
の解消と工程集約への取組み
増加する公共インフラの補修需要に応えるための１５０％増
産プロジェクト
成長産業でのニッチな印刷ニーズへの注力と全国的な競争
力強化の実現
次世代航空機用部品加工向け高精度冶具の生産体制の確
立
次世代型自動車のバッテリー開発に貢献するための短納期
対応力強化
高効率・高精度のマルチオールインワンプレス金型を用いた
高剛性を実現する鋸ハンドルの製造
顧客満足実現のための高機能製品受注および改善提案体
制の確立
異物混入削減のためＡＩ搭載のⅩ線異物検出機による品質
と生産性向上
人手不足で拡大する食品機械需要に対応可能な生産能力
増強と不良品ゼロ計画
３Ｄレーザー計測と空中写真計測を用いた登録文化財等計
測サービス
新型設備の導入と新加工技術の組み合わせによる次世代
の医療機器部品の加工事業
サイド貼り専用機の導入による製造工程の改善と自動化の
実現
熟練技術者の技をロボットに移植することによる高難度溶接
工程の自動化

株式会社みなと銀行
尼崎商工会議所
春名毅
北おおさか信用金庫
株式会社三井住友銀行
日新信用金庫
株式会社りそな銀行
日新信用金庫
日新信用金庫
兵庫県信用組合
北おおさか信用金庫
株式会社みなと銀行
株式会社エフアンドエム
姫路信用金庫
森田米治
兵庫県商工会連合会
森かおる

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名
ロボットベンダー導入による無停電電源装置筐体の大量生
産体制確立
次世代急速凍結機と多品種小ロット製品包装機導入による
経営力向上計画
ＣＮＣ三次元測定機導入による研磨加工のボトルネック解消
と付加価値の向上
環境プラントコンベヤ用歯車製造における合理化の為のライ
ン再構築
自動車業界大変革、百年に一度のチャンスに挑む生産力増
強計画

認定支援機関名

3028120275

兵庫県

新栄製工株式会社

6140001036263

3028120276

兵庫県

有限会社うらい

8140002035452

3028120279

兵庫県

株式会社ｏｇａｋｉ ｗｏｒｋｓ

6140001100192

3028120285

兵庫県

竹内鉄工株式会社

4140001075643

3028120287

兵庫県

株式会社亀山鋳造所

1140001039436

3028120289

兵庫県

高井金型工作所

3028120291

兵庫県

末廣精工株式会社

8140001036369

3028120295

兵庫県

株式会社高木商会

6140001005029

3028120298

兵庫県

古河工業株式会社

1140001010685

3028120299

兵庫県

サワダ精密株式会社

8140001059188

3028120300

兵庫県

ビーエイチエヌ株式会社

9010001066691

ネック工程自動化での低コスト化・短納期化による販路開拓 龍野商工会議所

3028120301

兵庫県

大徳醬油株式会社

4140001046545

地元産漁業資源を活用した「麹の魚醤」生産拡大事業

3028120302

兵庫県

有限会社ケンテック

2140002009908

3028120303

兵庫県

株式会社アルフィット

4140001037338

3028120305

兵庫県

伸誠工業株式会社

4140001062625

3028120309

兵庫県

株式会社ホクコン

8210001011942

3028120312

兵庫県

山田鋼材株式会社

7140001036394

3028120314

兵庫県

大塚精工株式会社

9140001063362

3028120315

兵庫県

株式会社松田産業

5140001046684

3028120316

兵庫県

城尾鉄工株式会社

4140001034995

3028120320

兵庫県

ジカンテクノ株式会社

6140001100861

3028120323

兵庫県

田中繊維株式会社

6140001043185

3028120325

兵庫県

株式会社エヴァテント

2140001063848

3028120327

兵庫県

赤西登記測量事務所

3028120329

兵庫県

株式会社高馬鉄工建設

9140001058767

3028120331

兵庫県

株式会社赤松工業

7140001039736

3028120334

兵庫県

株式会社タケウチ

3140001059894

3028120336

兵庫県

松本金属株式会社

5140001070404

3028120339

兵庫県

株式会社エヌエープロテック

6140001047905

3028120341

兵庫県

マルイチ株式会社

9140001061688

3028120345

兵庫県

株式会社荘組

6140001029465

3028120346

兵庫県

株式会社岡田シェル製作所

7140001085458

3028120351

兵庫県

株式会社アートオート

6140001046741

3028120352

兵庫県

株式会社和義工業

3140001064341

3028120354

兵庫県

山本パッケージ株式会社

8140001062150

3028120355

兵庫県

株式会社向喜精工

5140001080898

3028120357

兵庫県

株式会社オオツギマシナリー

4140001084966

3028120359

兵庫県

株式会社ナースあい

7140001091679

3028120360

兵庫県

株式会社松本組

7140001046897

3028120362

兵庫県

秀和有限会社

4140002063630

3028120363

兵庫県

インテリアみなみ

3028120371

兵庫県

東亜食品工業株式会社

5140001060181

3028120373

兵庫県

株式会社レーブドウシエフ

2140001018942

3028120374

兵庫県

柿原工業株式会社

2140001015881

3028120378

兵庫県

ペットショップワンスマイル

3028120379

兵庫県

関西電子工業株式会社

5140001048235

3028120380

兵庫県

株式会社中西商店

4140001066493

異形状部品同時加工法による生産性革新

株式会社ゼロプラス
但陽信用金庫
日新信用金庫
株式会社商工組合中央金庫
兵庫県信用組合
金澤栄一

チェンソー用ガイドバーの工程改善による生産体制の大幅な
株式会社中国銀行
改善
販売管理システム導入・業務効率化による自動化／省力化
日新信用金庫
システム事業拡大
３Ｄスキャンを利用した顧客の新製品開発プロジェクトへの
株式会社阿波銀行
支援促進作業合理化計画
旋盤形状の中ロットリピート品の自動連続加工による増産計
兵庫信用金庫
画

板金加工業における、自動折曲機の導入による塑性技術の
高精度化
足に合ったインソールでフルパワー！医療技術を取り入れた
オーダーメイドによる高度化と生産性の向上
複合ボーリングマシン導入による別注家具製造のリードタイ
ム短縮と加工精度向上
コンクリート二次製品の製造コストを削減し、高品質を確保す
る蒸気養生管理システムの導入
生産性を大幅に向上させるＣＮＣガス切断機導入事業
３軸ガントリーローダー付ＣＮＣ旋盤システムで生産プロセス
の改善
高性能自動延反機導入による裁断工程の省力化及び受注
の拡大
板金加工業者が開発した板金加工業向け秘伝システム導
入による生産性向上
バイオマス由来のグラフェン（ナノカーボン）の品質管理シス
テムの構築
市場に存在しない靴下を創出するための最新鋭靴下製造機
導入計画

兵庫県商工会連合会
日新信用金庫
日新信用金庫
但陽信用金庫
株式会社福邦銀行
松下隆信
株式会社百十四銀行
兵庫県商工会連合会
水池克明
株式会社池田泉州銀行
姫路信用金庫

小型案件の産業用テントの製造に特化した製造工程の開発 但陽信用金庫
ワンマン測量が可能な最新測量機器の導入による測量業務
姫路商工会議所
の効率化
大型鉄骨資材の一貫生産体制構築による、物流倉庫向け鉄
株式会社ゼロプラス
骨工事の受注獲得
特殊製缶技術を活かした高度水処理装置の一括受注への
株式会社山陰合同銀行
進出
最新シャーリング機導入による厚板ならびに厚物高張力鋼
有限会社ユアブレーン
板加工の事業化
パーティクルボード自動切断機導入によるＯＡフロア用床パ
株式会社商工組合中央金庫
ネルの品質と生産性の向上
レーザー加工で建機用厚板部材の加工における多品種少
野垣浩
量生産のＱＣＤ向上
建設用仮設機材（レンタル事業用）の洗浄工程の自動化
次世代足場の活用による足場工事の工期短縮と安全性・作
業性の向上
複雑形状の砂型生産のための設備導入による生産プロセス
改善
「メンテナンスカー」を活用した出張タイヤ交換サービスへの
取り組み
最新ター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
環境配慮型特殊形状箱の安定供給と品質の向上で地球環
境に貢献する
新規顧客からの受注対応力強化と新業界進出による経営安
定化計画
キー溝の高精度加工技術を活用した連続延伸コンベヤシス
テム供給事業
医療事故防止のための医療者の声から製作する医療技術
練習キットの教材開発
ＩＣＴ機械を活用した生産性向上による人材不足に対応した
工程革新
熟練工の手作業でのバリ取り作業を機械化し生産性向上と
技術伝承を実現する計画
新型プリーツフォーマー導入による製品の品質・耐久性の向
上及び売上の拡大
増粘剤等の添加物不使用のグルテンフリー乾麺の量産化技
術の確立
製造難易度の高い菓子開発と既存人気商品の生産性向上
による商圏拡大
最新鋭ＣＮＣ旋盤導入による高精度の六角継手部品の生産
効率と加工精度の向上
独自開発したペットフードの生産性向上及び原料の歩留り率
向上
真空ラミネーター（ＭＳＡＰ工法）導入による新基材の先駆的
加工技術の確立
熱風発生装置の導入による燃焼施設での排熱エネルギー
活用事業

姫路商工会議所
日新信用金庫
田中洋介
兵庫県商工会連合会
兵庫信用金庫
兵庫県信用組合
北浜グローバル経営株式会社
株式会社ゼロプラス
神戸商工会議所
兵庫県商工会連合会
株式会社池田泉州銀行
マネーコンシェルジュ税理士法人
姫路商工会議所
池内國雄
神戸信用金庫
兵庫県商工会連合会
関西経営コンサルタント事業協同組合
アクセルコンサルティング株式会社

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

3028120381

兵庫県

勝和測量設計株式会社

4140001049309

3028120382

兵庫県

澤田食品株式会社

3140001105921

3028120384

兵庫県

有限会社加東金属工業所

5140002008345

3028120386

兵庫県

水木真珠有限会社

5140002016091

3028120387

兵庫県

にしお歯科・小児歯科医院

3028120388

兵庫県

株式会社タイネクサス

9140001075663

3028120393

兵庫県

株式会社バンディ

6140001027007

3028120397

兵庫県

有限会社クラフト

4140002045959

3028120399

兵庫県

日東工業株式会社

6140001038623

3028120401

兵庫県

有限会社トーメー

7140002044834

3028120403

兵庫県

上崎産業株式会社

8140001038290

3028120411

兵庫県

明昇産業有限会社

4140002065107

3028120413

兵庫県

住環境システム協同組合

3140005010440

3028120414

兵庫県

株式会社横谷

2140001041390

3028120415

兵庫県

有限会社板谷鉄工所

4140002028360

3028120418

兵庫県

一宮精工株式会社

5140001038946

3028120421

兵庫県

関西造園土木株式会社

5140001012744

3028120422

兵庫県

甲南ダイカスト工業株式会社

2140001003341

3028120424

兵庫県

カサイコンクリート株式会社

3140001076139

3028120425

兵庫県

有限会社上原製作所

3140002004189

3028120429

兵庫県

株式会社新免製作所

2140001056257

3028120431

兵庫県

ネクスジェン株式会社

8011001110572

3028120432

兵庫県

株式会社コーキテック

4140001074042

3028120433

兵庫県

有限会社ビームスコンストラクション

2140002022514

3028120437

兵庫県

オートハウス・クラフト

3028120438

兵庫県

株式会社ショウワテクノ

5140001049308

3028120442

兵庫県

ミツヤ設計株式会社

6140001043648

3028120443

兵庫県

丸榮自動車株式会社

5140001041322

3028120447

兵庫県

加古川ブレード株式会社

1140001089555

3028120451

兵庫県

淡路島仲野水産株式会社

7140001105785

3028120453

兵庫県

開成工業株式会社

6140001058217

3028120456

兵庫県

ノズルネットワーク株式会社

5140001041405

3028120457

兵庫県

有限会社カジヤ金属工藝

8140002048041

3028120458

兵庫県

有限会社永樂堂

5140002028459

3028120459

兵庫県

中島工業株式会社

2120001057364

3028120460

兵庫県

株式会社創美工芸

3140001065133

3028120463

兵庫県

株式会社鍵庄

8140001035833

3028120466

兵庫県

株式会社ミヤワキプレス

8140001036385

3028120467

兵庫県

株式会社御所坊

5140001014996

3028120468

兵庫県

三栄産業株式会社

5140001055925

3028120471

兵庫県

明昌機工株式会社

4140001041348

3028120472

兵庫県

株式会社岸本鉄工所

4140001039292

3028120474

兵庫県

株式会社千代木工

6140001043061

3028120475

兵庫県

株式会社足立発條精工社

6140001095417

3028120476

兵庫県

コニー株式会社

1140001055912

3028120480

兵庫県

フコクインダストリー株式会社

5140001051049

3028120482

兵庫県

有限会社泰央精機

4140002020796

事業計画名

認定支援機関名

ドローンとＧＰＳ導入による測量業務のアイ・コンストラクショ
尼崎信用金庫
ン対応
選別工程の高度化による異物混入リスク低減と作業環境の
株式会社シザコンサルティング
改善
熟練技術者の匠の技による高難度切削加工品の量産化・当
神戸信用金庫
該匠の技の継承
南洋真珠、黒蝶真珠を活用した真珠加工新製品の開発

穴田喜代嗣

管楽器奏者のための専門歯科をより高精度に！歯科ＣＴ導
合同会社レイディーバグ・ストラテジーズ
入で達成する骨格アプローチによる快適演奏サポート
高圧洗浄機導入による外観検査作業の省力化

兵庫県商工会連合会

大型チェーン店舗等屋外看板の製作補修メンテ一貫体制構
神戸信用金庫
築の為の製作機械の導入
ルイ・ヴィトン社等の高級ブランドに対応した生産工程改善
株式会社但馬銀行
計画
塗装下地工程の内製化により、発電所向け特急品製缶品受
株式会社ゼロプラス
注を獲得する
宿泊施設向けトコジラミ完全駆除事業の展開
工業炉向け耐火レンガ製造用金型の短納期化及び品質向
上への改革
高性能立形マシニングセンタによるカーボン電極の生産工
程の改善
耕作放棄地を活用した植物工場の生産性向上と新たなビジ
ネスモデルの構築
全自動両平刺機導入によるオーダーメイド置き畳の生産性
向上
難加工材の試作・量産の一貫した高品質・高効率な生産体
制の構築
三次元測定機の増設によるタービン・ブレードの生産プロセ
スの革新的取組み
設備の導入による芝生広場の総合メンテナンス事業 自社
実施体制の構築
検査・測定工程の可視化や内製化による生産性と顧客満足
度の向上
大型養生槽導入による大型ブロック製造の生産性向上

尼崎商工会議所
但馬信用金庫
株式会社みなと銀行
兵庫県商工会連合会
兵庫県商工会連合会
姫路信用金庫
株式会社稲田会計事務所
株式会社りそな銀行
ひまわり経営サポート株式会社
株式会社但馬銀行

新幹線の安全性向上のための「空気制動ブレーキ」部品の
株式会社シザコンサルティング
開発と製造
鉄骨接合部溶接の省力化による建築資材の供給力強化事
但馬信用金庫
業
次世代型細胞治療を支える高効率遺伝子改変システム
多種多様な材質の多品種・小ロット製品の特急対応を実現
するための生産体制の強化
建設産業統合管理システム（ＣＭ方式、オープンブック対応）
の展開
水性塗装採用による付加価値化、生産性向上、環境負荷低
減
自動車業界向け部品洗浄機コンパクト化に伴う高剛性化及
び安全性強化事業
山林・広大地の開発許可申請を「土地利用計画立体図」「造
成計画立体図」で提供
作業効率向上による納期短縮と高品質なサービス体制で顧
客の信頼を得る
最新式５軸加工機導入における新型タービンブレードの生産
性向上
淡路島特産「ハモ」の独自商品ブランド化に伴う、品質向上
および生産体制の確立
手洗い用洗車機のコンパクト化及び量産化に対応する曲げ
加工高度化事業
ワクチンなどを霧で経口投与する使い切り高精度噴霧器の
量産化試作
長尺ベンダー導入による金属工芸品の生産力強化事業

税理士法人ブレイン
松下隆信
姫路信用金庫
西脇商工会議所
松下隆信
但陽信用金庫
兵庫県商工会連合会
但陽信用金庫
兵庫県商工会連合会
松下隆信
中兵庫信用金庫
松下隆信

工場レイアウト変更を伴う業務プロセス全体の高度化及び一
株式会社シザコンサルティング
部製造工程の見せる化
誰でも簡単に工場設備の状況を把握することが可能になる
株式会社シザコンサルティング
クラウドシステム
スクリーン印刷装置導入による生産性向上計画
革新的技術を適用した粉末海苔の生産プロセス改善と新規
シルク粉末の開発
難加工材刃物生産における生産性向上と高品質化のため
の体制確立
顧客ニーズの変化に対応した新たな会席料理の開発・提供
方法の確立
コンビニ向けボタン式簡易錠付書類鞄の開発及び量産化対
応事業
次世代パワーデバイスに係る銅焼結板と銀シングルナノ粒
子を複合化した接合シートの量産プロセスの開発
最新門型マシニングセンタ導入による生産能力拡大と一貫
生産体制の更なる強化
自動塗装システムの導入により塗装工程を改善し生産性向
上を実現
ワイヤーフォーミングマシン導入による多品種リング量産体
制の確立
革小物製造の内製化と海外市場獲得

兵庫県商工会連合会
株式会社みなと銀行
兵庫県信用組合
神戸商工会議所
株式会社みなと銀行
兵庫県商工会連合会
合同会社Ｍ．キャスト
兵庫県信用組合
兵庫県商工会連合会
株式会社但馬銀行

大型部品挿入基板の目視検査作業の自動化による不良ゼ
税理士法人はやぶさ
ロ提供
大型高性能ＣＮＣターニングセンタのミーリングで生産工程
日新信用金庫
の改善

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名
デキスパート導入による工事管理の省力化、および品質向
上
異種二層金属材を用いた成長産業界向けキーパーツの一
括加工による収益力強化事業
農家の人手不足を救う、不整地歩行対応型の自律作業ロ
ボット開発
次世代自動車向けダイカスト金型の大型化・高精度化への
対応
自社生産し、安全を見える化した篠山市産黒大豆の煮豆の
提供

認定支援機関名

3028120483

兵庫県

株式会社はせがわ工業

5140001106703

3028120486

兵庫県

株式会社アソカ産業

8140001091546

3028120491

兵庫県

株式会社エムス・テック

6140001099418

3028120492

兵庫県

株式会社ミノル製作所

9140001061829

3028120493

兵庫県

有限会社みたけの里舎

9140002035047

3028120497

兵庫県

株式会社西尾アルミ

8140001060435

3028120498

兵庫県

株式会社フクダ

3140001056454

3028120499

兵庫県

有限会社魚祥

7140002017055

3028120500

兵庫県

特殊梯子製作所有限会社

1140002009033

3028120502

兵庫県

エイコー印刷

3028120507

兵庫県

株式会社ハリマネヂ工業所

8140001035370

3028120518

兵庫県

株式会社ネリキ

8140001050634

ジクロロメタンを使用する洗浄から、純水洗浄への移行。

3028120519

兵庫県

協伸運輸株式会社

3140001072311

最新整備設備の導入による生産性向上とコンテナ着脱事業 株式会社但馬銀行

3028120520

兵庫県

佐藤精機株式会社

5140001059109

3028120524

兵庫県

株式会社大島

4140001036067

3028120531

兵庫県

株式会社奥座製作所

7140001012692

3028120532

兵庫県

ゼロ精工株式会社

2140001053106

3028120533

兵庫県

株式会社小野製作所

4140001015863

3028120534

兵庫県

株式会社協和精機製作所

8140001078262

3028120538

兵庫県

株式会社金岡光輝園

4140001085064

3028120539

兵庫県

登鉄工株式会社

9140001085720

3028120540

兵庫県

株式会社福原精機製作所

1140001002393

3028120542

兵庫県

有限会社日祥工業

3140002005030

3028120543

兵庫県

Ｈａｉｒ Ｔｅｃｈ Ｊａｎ

3028120547

兵庫県

株式会社リオプラン

9140001041392

3028120550

兵庫県

株式会社大智鍛造所

1140001079201

3028120554

兵庫県

北野機械株式会社

5140001058473

3028120555

兵庫県

株式会社シマブンコーポレーション

1140001003508

3028120556

兵庫県

有限会社正栄工作所

7140002066382

3028120558

兵庫県

有限会社Ｋａｕｒｉ

2120002062644

3028120559

兵庫県

株式会社ヒライ

7140001043473

3028120560

兵庫県

別府金型有限会社

2140002062535

3028120561

兵庫県

ヘイワワーク株式会社

3140001076452

3028120562

兵庫県

大栄窯業株式会社

9140001085646

3028120566

兵庫県

淀川加工印刷株式会社

7140001051864

3028120572

兵庫県

マルヤ水産株式会社

4140001056370

3028120574

兵庫県

有限会社マツモト

1140002062049

3028120576

兵庫県

株式会社宇崎日新

1140001040930

3028120577

兵庫県

株式会社フジイ

8140001039149

3028120578

兵庫県

株式会社東谷口製袋所

9140001032375

3028120579

兵庫県

株式会社大地屋

8140001040957

3028120580

兵庫県

株式会社ＪＡＴ

8140001112260

3028120582

兵庫県

藤宏商事

3028120583

兵庫県

エスアールエンジニアリング株式会社

2140001004505

3028120589

兵庫県

有限会社日興ダイカスト工業

6140002061228

3028120590

兵庫県

株式会社プライムパーツ

6140001096877

3028120591

兵庫県

株式会社ビオネスト

5140001037477

精密プレスブレーキの導入による生産性向上と販路拡大
人口減少地域にて持続成長するための製造現場の改善計
画
食育＋料亭技術＋魚屋の目利きを組み合わせた新しい健
康食品の開発
加工ロボットシステム導入による工程完全自動化で生産能
力の劇的向上と業容拡大
徘徊高齢者発見ラベルの可変情報出力と特殊粘着加工に
よる生産体制の充実
日本で唯一のあらゆる尺幅で短納期小ロット対応するカム
シャフトメーカーへの変革

鉄道車両部品加工用の旋盤導入による製造化と無人化準
備
レーザ溶接自動化による食品計量器用板金部品の品質及
び生産性向上
ＮＣ旋盤とバーフィーダーによる増産体制の確立

兵庫県商工会連合会
西兵庫信用金庫
但陽信用金庫
株式会社みずほ銀行
兵庫県信用組合
大串智之
株式会社但馬銀行
日新信用金庫
株式会社阿波銀行
但陽信用金庫
株式会社シザコンサルティング
株式会社池田泉州銀行

株式会社みなと銀行
株式会社みなと銀行
淡路信用金庫

日本初のＣＮＣ自動旋盤機導入による農業機械向け精密部
税理士法人西川オフィス神戸
品の短納期化
業界最高水準の単品・短納期対応のための業務プロセス刷
株式会社シザコンサルティング
新
トライアンドエラーを大幅に削減させる流動解析ソフト導入事
松下隆信
業
造園維持管理工事におけるラジコン機器等の活用による効
兵庫県商工会連合会
率化及び省力化
バンドソー切断機導入による、製缶製品製造工程の高精度
株式会社ゼロプラス
化
二次元画像寸法測定器によるコンバーションカムの生産プロ
株式会社池田泉州銀行
セス改善
多品種少量生産品に特化した短納期化等を実現する工程
岡内勇気
の開発
オートシャンプー導入による顧客満足度向上および業務の
兵庫県商工会連合会
効率化
ＧＮＳＳ測量機導入による測量の効率化と新市場参入機会
京都北都信用金庫
の獲得
高性能大型立形マシニングセンタ導入による建機用など中
株式会社池田泉州銀行
型鍛造品の生産体制構築
自動車用試作部品の短納期化等への対応を強化する製造
岡内勇気
工程の開発
ネットワーク対応型最新ガス切断機導入による建築機械材
株式会社ゼロプラス
料の受注拡大
５軸マシニングセンター導入で試作開発工程の大幅な生産
株式会社池田泉州銀行
性向上を実現
カットソー製品の生産プロセス改善のための裁断工程内製
尼崎信用金庫
化プロジェクト
神戸牛「うしはむ」による低需要部位高付加価値計画
高精度・短納期を追求したワイヤ放電加工機による生産プロ
セス改革
最新型ボーリングマシンによる強みの強化及び顧客満足向
上計画
瓦の還元焼成時におけるエア流量制御集約化による生産性
の向上
製袋機導入による製品の高付加価値化と新分野進出の取
組
ＨＡＣＣＰ対応の高度な洗浄・殺菌システム構築による海外
展開拡大
ＵＡＶとＧＮＳＳ活用による３Ｄ計測・３Ｄ処理機能の向上とｉ－
ｃｏｎ楽々操作システムの事業化
高性能ルアー用長尺釣竿生産システムによる生産工程の改
善
最新設備の導入とＩＴシステムとの連携による効率的生産体
制の確立
別注封筒の大量受注対応を目的とした新規装置導入による
生産プロセス改善
畳材の即時納品システム構築による在庫ゼロサービスの提
供
複合加工機導入による航空機エンジン用部品加工の革新的
生産性向上
最新型マシニングセンタ導入による、有機ＥＬディスプレイ製
造ローラーの高品質量産化事業
難切削材の加工精度向上と時間短縮による油圧駆動水素
ガスブースタの商品化
マシニングセンタ導入による仕上げ工程の効率化、加工可
能製品の大型化
最新型ＣＮＣ旋盤を活用したクーリングプレートの量産化体
制の構築
ＩＴを活用した介護施設専用利用者情報共有・コンプライアン
ス管理システムの開発

株式会社百十四銀行
加西商工会議所
株式会社みなと銀行
兵庫県商工会連合会
株式会社日本修身経営
兵庫県商工会連合会
兵庫県商工会連合会
株式会社みなと銀行
株式会社商工組合中央金庫
株式会社みなと銀行
京都北都信用金庫
株式会社みなと銀行
株式会社Ｍａｓｕｄａビジネスコンサルタンツ
株式会社商工組合中央金庫
兵庫県商工会連合会
髙砂吉孝
東京中央経営株式会社

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名
高珪素ステンレス鋼「シリコロイ」を用いた水素ステーション
用バルブの開発
医療機器（人工骨・人工関節）の生産工程改革による生産効
率の向上。
従来の吹きガラス技術にエアバーナーワーク技術を加味す
ることが可能な材料開発
最新のモーションセンサーを用いたエアーマットの高度化と
新分野への進出
最新鋭ＣＮＣ旋盤導入による生産性向上の実現及びエンプ
ラ加工事業の拡大
砂型鋳造工程を半自動的化し生産性向上と働き方改革を実
現する計画

認定支援機関名

3028120596

兵庫県

日本シリコロイ工業株式会社

5140001040282

兵庫信用金庫

3028120597

兵庫県

株式会社木下技研

9140001076190

3028120598

兵庫県

有限会社喜南鈴硝子

5140002039596

3028120599

兵庫県

株式会社おさるの森

8120001189391

3028120603

兵庫県

有限会社栗林精工

4140002038566

3028120604

兵庫県

太洋アルミ鋳造株式会社

8140001049742

3028120607

兵庫県

株式会社三洋工事

6140001039621

ボトルネックである精密小物部品の曲げ加工体制の増強

3028120609

兵庫県

株式会社森田石材店

6140001041354

狭隘立地内の作業効率向上による墓じまい事業の拡大・墓
兵庫県商工会連合会
地委託管理事業の展開

3028120611

兵庫県

ふじよし矯正歯科クリニック

マルチブラケット法におけるＤＩＣＯＭデータの活用

日新信用金庫

3028120614

兵庫県

環境測量設計

次世代測量機器の多目的使用による新規顧客開拓

兵庫県商工会連合会

3028120616

兵庫県

株式会社アーステック

3140001075280

3028120617

兵庫県

田治米合名会社

1140003006450

3028120619

兵庫県

トータルパック株式会社

5140001050166

3028120622

兵庫県

是常精工株式会社

5140001076203

3028120623

兵庫県

牧野産業株式会社

9140001085175

3028120624

兵庫県

宮武鉄工株式会社

1140001061852

3028120630

兵庫県

株式会社恵工業

1140001053676

3028120631

兵庫県

株式会社ヒラタ

9120001069535

3028120633

兵庫県

株式会社アヌシ

1140001080571

3028120639

兵庫県

株式会社ワールドリンク

1140001053387

3028120640

兵庫県

株式会社ｃｈｒｏｍｏｃｅｎｔｅｒ

8270001004536

播州信用金庫
兵庫県信用組合
牛腸真司
姫路信用金庫
北おおさか信用金庫
松下隆信

土木工事全プロセスの自社内ＩＣＴ化の実現による生産性向
前﨑暁彦
上と競争力強化
食中長期熟成純米酒を核にしたオンリーワン体験の提供に
兵庫県商工会連合会
よるマーケティング改革
関西初、美粧段ボール印刷のデジタル化への挑戦。
大型真円度測定機導入による新規油圧バルブ受注に向け
た取組み
シェルマシーン導入によるシェルモールド（中子）製造の自動
化
長尺軸・撹拌軸のプラント内での補修で安全性と生産性を向
上する
プラズマ切断ロボットと高効率加工機の導入による一品物加
工のリードタイム短縮と収益化の実現
大手メーカーとの国内試作開発連携実現の為の樹脂成形内
製化事業
オーラルケア分野の高付加価値製品に特化した全国的な競
争力強化事業の実施
シリコーンゴム製品成形加工体制の構築による顧客の試作
開発リードタイム短縮に貢献する
新規細胞株を利用した高効率な物質生産系の立ち上げ

尼崎信用金庫
但陽信用金庫
兵庫県商工会連合会
ひまわり経営サポート株式会社
伊丹商工会議所
米田大作
兵庫県信用組合
松田秀幸
朝日税理士法人

