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3028210001 兵庫県 有限会社正井工務店 7140002061813 新規設備導入による切削工程の内製化と生産性向上 田中　洋介

3028210002 兵庫県 有限会社章陽工作所 8140002037713 高需要製品の生産数量増加のための生産プロセス改善 田中　洋介

3028210003 兵庫県 株式会社内外製作所 7140001076804
成長市場をとらえた砂型焼成からバリ取りまでの効率的新
生産体制構築

田中　洋介

3028210005 兵庫県 株式会社佐野鉄工所 7140001004797
精度誤差を正確に把握できる高精度三次元座標測定機導
入事業

淡路信用金庫

3028210007 兵庫県 株式会社甲斐木工 8140001056458
デザイン性の高い木製家具製造への高周波接着工法導入
による生産性向上

株式会社但馬銀行

3028210011 兵庫県 株式会社ナデックス 1140001096080
現場の人手不足を抱える分野へ【協調ロボット】を用いた自
動化作業構築提案力の強化

日新信用金庫

3028210013 兵庫県 株式会社フジモトプレス 2140001043511
熟練工に高付加価値曲げ加工へ業務を集中させる工程集
約事業

松下　隆信

3028210015 兵庫県 株式会社きしろ 6140001034762
特殊合金の回転体部品加工に特化した高剛性、高精度加
工機の導入

株式会社百十四銀行

3028210018 兵庫県 株式会社大西製作所 5140001075361
大型ワイヤ放電機の導入による大型プレートの内製化と航
空部品試作

株式会社但馬銀行

3028210019 兵庫県 林鉄工株式会社 8140001106832
ＣＮＣ制御加工機の導入で一次加工の完全内製化を図る生
産性向上計画

姫路信用金庫

3028210020 兵庫県 ミラシオン株式会社 5140001095608
多様化するカメラモジュールの生産プロセス改善、新製品開
発事業

宝塚商工会議所

3028210025 兵庫県 溝井歯科医院
マイクロスコープと映像記録システムを導入し、地域初とな
る施術動画の即日配布サービスを実現する事業

泉　正道

3028210034 兵庫県 株式会社シューズ・セーラー 6140001016249
新作婦人靴の受注時における迅速かつ安定的な納入体制
の構築計画

北浜グローバル経営株式会社

3028210037 兵庫県 東洋資源株式会社 4140001041199
ペレット製造工程の品質向上と歩留り改善による価格競争
力の強化

兵庫県商工会連合会

3028210038 兵庫県 ＡＵＴＯＰＡＲＴＳ
パーツオーダーシステム導入によるサービスの高付加価値
化

兵庫県商工会連合会

3028210041 兵庫県 浜口鉄工株式会社 4140001044607
リニア超電導コイル製造用特殊金型の開発・製造と利益率
改善

兵庫太和税理士法人

3028210043 兵庫県 株式会社シミズテック 2140001004884 航空・宇宙用材料の品質保証試験分野への進出 兵庫太和税理士法人

3028210049 兵庫県 内海工業株式会社 9140001065128
電子機器の小型化に伴う微小コンデンサ等実装時検査体
制の確立

播州信用金庫

3028210050 兵庫県 大日化工株式会社 4140001078555
高精度且つ高効率な検査体制の確立による次世代産業分
野の受注拡大

株式会社池田泉州銀行

3028210051 兵庫県 弘大金属工業株式会社 3140001048690 電動サーボプレス機導入による高付加価値製品の拡充 北浜グローバル経営株式会社

3028210057 兵庫県 サンヨー商事株式会社 5140001017529
小ロット対応かつ翌日納品を実現する文房具用品への印
刷・加工サービスの体制の確立

日新信用金庫

3028210059 兵庫県 東田金属工業有限会社 9140002049773 最新鋭シャーリング導入による工法転換の促進 松下　隆信

3028210061 兵庫県 株式会社永田製作所 9122001021104
ステンレス製カプラーの生産プロセス改善による農業市場等
への競争力強化計画

株式会社エフアンドエム

3028210069 兵庫県 昭和精機株式会社 7140001013286 部品の高硬度化で製品寿命を３倍にすることを目指す 西田　啓治

3028210070 兵庫県 株式会社田村金属工業所 7140001033524
新溶接技術導入による溶接工程の刷新と新規電装機器筐
体の製作体制確立

一般社団法人城西コンサルタ
ントグループ

3028210071 兵庫県 株式会社岩居建設工業 6140001036081
完全無人化した柱大組立溶接ラインの構築による生産性革
新

日新信用金庫

3028210074 兵庫県 株式会社エアーズ 9122001014883
熱絶縁工事における断熱材加工のプレハブ化による競争力
強化事業

大阪シティ信用金庫

3028210075 兵庫県 株式会社ＣＤＦ 1260001027924
最新撮影機材とクラウド活用により実現するＲａｗデータ即
納サービス

株式会社みなと銀行

3028210076 兵庫県 藤田産業株式会社 1140001035435
突き抜けろ日本の技術！１０００分の１公差フランジ生産革
新！

株式会社アルマ経営研究所

3028210077 兵庫県 株式会社エスケーテック 3140001061495
高精度・高生産性加工装置の導入による加工効率及び加
工精度の向上

税理士法人掛橋会計事務所

3028210078 兵庫県 有限会社大澤鉄工所 3140002008272
産業用ロボットの精密アルミ部品加工増強のためのＣＮＣ旋
盤導入

姫路信用金庫

3028210081 兵庫県 有限会社大土居鉄工所 4140002028542 工法転換を促す曲げ加工機導入事業 松下　隆信

3028210082 兵庫県 株式会社ハセック 3140001091823
調査から維持管理までの建設生産システム全体を見据えた
ＩＣＴ技術の活用

兵庫県商工会連合会

3028210084 兵庫県 近畿丸製ナット株式会社 7140001063117
電気誘導炉バーヒータで熱間鍛造ナットの生産プロセスの
改善

兵庫信用金庫

3028210089 兵庫県 株式会社エトフ 1140001105353
個別対応刺繍機械の導入による商品開発体制の構築サー
ビス提供

兵庫県商工会連合会

3028210093 兵庫県 有限会社ゼンシン 3140002031010
特殊アサリ構成を有する大型伐採剪定鋸の開発と増産体制
の整備

三木商工会議所

3028210094 兵庫県 有限会社リッチフィールド 8140002023779
主力商品の安定供給、およびトップレベル衛生管理体制の
確立

神戸商工会議所

3028210095 兵庫県 株式会社中谷加工所 5140001101332 靴の社内一貫生産体制の確立による付加価値向上の取組 神戸信用金庫

3028210096 兵庫県 株式会社ヤマキン 3140002045349
超音波自動洗浄機導入による難加工案件への対応力強化
の取組

株式会社日本修身経営

3028210097 兵庫県 株式会社平原精機工業 3120001070226 高精度検査機の導入による検査業務の改善 税理士法人高橋会計事務所

3028210101 兵庫県 株式会社正光 4140001061619
Ｈ形鋼表面研掃バリ取り加工機導入による、一次加工ライン
の高度化事業

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

3028210102 兵庫県 株式会社御湯所 3140001092508
離れの客室で部屋食を実現する革新的「太閤会席重」開発
事業

神戸商工会議所

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　２次公募

兵庫県採択案件一覧（99者）
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3028210110 兵庫県 株式会社プリテック 6140001041841
環境配慮素材を使った販促効果の高い印刷物の提供によ
る競争力強化事業

兵庫県商工会連合会

3028210112 兵庫県 株式会社ハンシン 9140001013887
スーパーエンプラ製半導体製造装置部品の加工工程短縮と
精度向上実現

兵庫県信用組合

3028210113 兵庫県 株式会社石本建設 9140001057752
ＩＣＴ測量機導入による未開地における革新的短工期土木工
事事業

株式会社伊予銀行

3028210115 兵庫県 谷水加工板工業株式会社 3140001041150
ユニットハウスの壁パネル製造工場として生産能力を増強
する

兵庫県商工会連合会

3028210117 兵庫県 有限会社荒木組 3140002053905
大型鉄骨製作を可能にする工場・事業の拡張と加工問題解
決の事業

兵庫県信用組合

3028210120 兵庫県 株式会社Ｍ－ＳＵＮ 2140001033834
高効率セントラルキッチン構築による生産性の向上及び新
規事業への進出

株式会社みなと銀行

3028210121 兵庫県 有限会社ウィズ 6140002019969
散薬調剤ロボット導入による調剤薬局の効率的業務運用モ
デルの構築

日新信用金庫

3028210122 兵庫県 合同会社エール動物病院 5140003008914
動物医療の高度化による低侵襲治療の実現と地域医療の
質的向上に貢献

株式会社エフアンドエム

3028210127 兵庫県 神工産業株式会社 9140001044544
溶接ロボット導入による空気バネ主要部品の品質と生産性
向上事業

株式会社ユニバー経営サポー
ト

3028210131 兵庫県 株式会社ハクロマーク製作所 9140001065375
新型プリンタ・新開発インクによる短納期・広色域の広告宣
伝幕の実現

姫路商工会議所

3028210132 兵庫県 有限会社シモテック 5140002004658
最新マシニングセンタ導入による高精度角フランジの量産体
制の確立

株式会社但馬銀行

3028210136 兵庫県 有限会社マツウラ 7140002044529
難削材加工への参入による高付加価値加工の実現と顧客
ニーズへの対応

尼崎信用金庫

3028210137 兵庫県 折田建設株式会社 3140001085255
無線遠隔操作草刈り機等によるため池保全管理サービスの
創出と展開

兵庫県商工会連合会

3028210138 兵庫県 株式会社下村酒造店 3140001066024 濾過、及び瓶詰（打栓）工程の高速化による生産性の向上 西兵庫信用金庫

3028210149 兵庫県 富士金属工業株式会社 4140001005294
稼働率測定システム導入による、正確な生産設計・納期提
示を行う体制構築

株式会社ゼロプラス

3028210153 兵庫県 有限会社バンプラス 1140002042182
全電動射出成形機導入によるプラスチック部品の品質と生
産性の向上

尼崎信用金庫

3028210154 兵庫県 株式会社ＯＭＯＲＩ 5140001058135
材料自動投入・搬出装置導入による合板型枠製造ラインの
自動化

株式会社ゼロプラス

3028210156 兵庫県 株式会社山口製作所 3140001079034
当社独自技術を活用した医療機器用キーデバイスの量産
化プロジェクト

伊丹商工会議所

3028210159 兵庫県 有限会社石野工作所 2140002062675
付加価値のある製品作りと、高品質な製品の生産体制が構
築できる。

兵庫県信用組合

3028210160 兵庫県 神戸鈑金工業株式会社 9140001004341
６０００ｋＮ　深絞りプレス導入による建設重機部品増産体制
の構築

株式会社ゼロプラス

3028210161 兵庫県 大王電機株式会社 2140001078532
先端技術市場開拓へ向けた電気系統測定器の校正能力強
化と新サービス開発

株式会社池田泉州銀行

3028210170 兵庫県 シマブンエンジニアリング株式会社 4140001044367
世界最高水準精度の計測機導入による品質保証体制の構
築

株式会社大三経営事務所

3028210173 兵庫県 株式会社森川製作所 6140001076499
生産性向上と環境への配慮を両立させる炭化水素系洗浄
機導入事業

松下　隆信

3028210179 兵庫県 株式会社三和バネ 1140001052199
ＣＮＣ旋盤導入による航空機等用機能バネの高精度・多品
種小ロット対応力向上

北おおさか信用金庫

3028210181 兵庫県 株式会社共立ダイカスト加工所 6140001048515
高精度ＮＣ旋盤による既存事業の生産性向上と新事業分野
の開拓

北おおさか信用金庫

3028210182 兵庫県 合同会社こころ 1140003008538
義肢装具士の職人ノウハウを取り入れた足底装具（インソー
ル）自動製作体制の構築

尼崎信用金庫

3028210187 兵庫県 有限会社西村鉄工所 4140002062459
振動切削と工程集約への取組みによる新分野での量産体
制の構築

兵庫県信用組合

3028210193 兵庫県 伊丹老松酒造株式会社 9140001077973
人気商品マイヤーレモンリキュールの増産・拡販計画と販路
の新規開拓

株式会社みなと銀行

3028210194 兵庫県 小池鉄工所
単能盤・独自開発治具の活用と新設備導入による高付加価
値体制の構築

但陽信用金庫

3028210197 兵庫県 三和機工株式会社 3140001059168
世界的な需要増に応えるための工程集約によるリードタイ
ムの短縮と増産への対応

株式会社大三経営事務所

3028210199 兵庫県 株式会社片岡建設 3140001063384
ＩＣＴ機械設備導入で測量から納品までの一貫した生産性向
上計画

兵庫県商工会連合会

3028210200 兵庫県 片岡工業株式会社 3140001106291
革新的インフラ復旧のブランド化による地域生活基盤の守
護

兵庫県商工会連合会

3028210207 兵庫県 株式会社須磨北造園土木 9140001033134 最新充填装置の導入による新規事業開発と生産性の向上 株式会社みなと銀行

3028210208 兵庫県 株式会社コタニ 1140001076207
画像処理を用いた外観検査システムの構築による飛躍的な
生産性向上

税理士法人タックスブレイン

3028210213 兵庫県 株式会社テクノフローワン 9140001016510
ＵＶ照射を用いたコーティングプロセスの構築とフォルダブル
衝撃吸収材料開発

花山　和之

3028210214 兵庫県 タカヤマ株式会社 6140001030183
高性能の２連式真空成形機導入により海洋産業分野におい
て水中で使用する重要要素部材の生産性向上

株式会社みなと銀行

3028210215 兵庫県 株式会社サンダテック 5122001004211
新規金型加工設備の導入で、高精度金型の一貫内製体制
を強化

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

3028210225 兵庫県 明和タクシー株式会社 9140001014373
タクシーの稼働率向上と乗務員の作業率向上を実現するシ
ステムの構築

株式会社池田泉州銀行

3028210229 兵庫県 兵庫県手延素麵協同組合 8140005006517
自動供給機導入による計画生産量達成と未経験者でも作
業可能な生産体制構築

龍野商工会議所

3028210230 兵庫県 株式会社アンドワークス 2140001037331
「ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ」による建機需要への対応力強化・短納
期化の実現

日新信用金庫

3028210232 兵庫県 株式会社野生鳥獣対策連携センター 3140001093480
野生動物による被害情報の収集および防除効果を分析す
るシステムの開発

兵庫県商工会連合会

3028210234 兵庫県 サンアロイ工業株式会社 1140001063444
粗・仕上追いかけ加工における研削熱制御技術の開発と超
硬パンチピン量産体制の確立

兵庫信用金庫

3028210235 兵庫県 株式会社関西樹脂 4140001004585
エンプラ材の精密切削加工の高精度化による高付加価値
化・競争力強化

日新信用金庫

3028210238 兵庫県 有限会社三共 3140002035837 ドローンを活用した外壁・屋根の診断サービスの開始 加古川商工会議所

3028210242 兵庫県 広瀬工業所
成長産業分野への本格進出のための一括加工の採用と増
産体制の確立

株式会社大三経営事務所



受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

3028210246 兵庫県 矢野ダクト工業株式会社 1140001032622
水漏れを無くす！「スポット溶接」による新しいダクト製作へ
の取り組み

アイクス税理士法人

3028210248 兵庫県 千代田繊維工業株式会社 8140001043274
まるでオーダーメイド。直営店舗でのニーズに基づく顧客目
線の多品種少量生産。

但陽信用金庫

3028210249 兵庫県 株式会社兵庫精密工業所 6140001014707
トポロジー最適化設計を適用したロボットによるワーク着脱
自動化

淡路信用金庫

3028210252 兵庫県 株式会社二又鉄工所 7140001076440
日本で弊社唯一の漁網用フロート制作高度化による国内外
需要への安定対応

若杉　拓弥

3028210257 兵庫県 中西産業株式会社 2140001066495
最新型ボーリング機導入による品質問題の解決及び強みの
強化計画

岸本　圭祐

3028210260 兵庫県 福伸電機株式会社 5140001063589
次世代自動車向け複雑形状インサート成形部品の形状変
化予測技術の開発

株式会社百十四銀行

3028210268 兵庫県 天晴水産株式会社 1140001062479
色彩選別機導入によるシラス選別の高精度化及び生産性
向上

尾上　誠一

3028210277 兵庫県 加美電機株式会社 1140001075423
マルチフォーカスＸ線検査機導入による検査精度向上及び
受注拡大

兵庫県商工会連合会

3028210289 兵庫県 株式会社ごとう製革所 1140001103704
なめし革仕上げ工程の自動化ライン構築による独自のス
マートファクトリー化と顧客満足度向上

河野　剛寛

3028210293 兵庫県 株式会社クシロ 6140001079329
酸素ボンベアダプタの開発のための最先端設備導入と部品
加工の生産性向上

尼崎信用金庫

3028210296 兵庫県 有限会社Ｔ＆ＪＳｏｌｕｔｉｏｎｓ 2140002025995
高周波ウェルダー及び箔押し機によるＰＶＣ製品の短納期
化・高精度化

株式会社シャイン総研

3028210305 兵庫県 株式会社巴建設 3140001056280
分散した工事現場の品質生産性を向上させるクラウド管理
システム開発

兵庫県商工会連合会


