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令和元年度補正・令和３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　第１０次締切

採択案件一覧　一般型（2,584者）

No 受付番号 ブロック 都道府県 商号又は名称 法人番号 事業計画名
認定経営革新等

支援機関名

1 R101100002 北海道 北海道 株式会社ビューテック 5450001004958 工業用ビデオスコープ導入による新たな調査方法の開発

2 R101100004 北海道 北海道 株式会社燃焼合成 1080001018132 新規開発品の大粒径窒化アルミニウムフィラー量産化事業

3 R101100006 北海道 北海道 佐藤　和也 ＧＰＳ連動の農薬散布機導入による持続化可能な営農活動の推進

4 R101100007 北海道 北海道 出汁おしみ　つくし 出汁のＥＣサイト用新商品開発とＥＣ販売でプロの味をご家庭へ！ 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ

5 R101100010 北海道 北海道 門工業株式会社 4460101003380
最新型圧縮式塵芥車導入によるごみ収集事業の収益力向上および労働環
境整備

帯広信用金庫

6 R101100011 北海道 北海道 有限会社エヌエス工業 1462502000100 酪農牛舎に使用する鉄筋の「曲げ加工」の効率化による受注拡大 北海道商工会連合会

7 R101100016 北海道 北海道 有限会社穀物の高崎 2450002002146
新設備導入による調整の効率化と少量多品種への対応可能な設備へのグ
レードアップ

8 R101100017 北海道 北海道 世良鉄工株式会社 3450001001635 最新型ロボットの導入による持続可能な生産向上計画

9 R101100018 北海道 北海道 瀬川奉弘 循環型農業の促進～たい肥散布作業の効率化～ 帯広信用金庫

10 R101100019 北海道 北海道 株式会社ササキ工芸 6450001001335 再生可能エネルギーの利用による循環型社会システムの構築
一般財団法人旭川産業創造プラ
ザ

11 R101100020 北海道 北海道 東部開発株式会社 8460001001183 砕石供給の生産性向上と、砕石自社調達体制の確立 釧路商工会議所

12 R101100021 北海道 北海道 光栄テクノス株式会社 2430001079245 集塵機導入による廃ブラスト研削材回収効率化とリサイクル化事業

13 R101100022 北海道 北海道 株式会社イソジェック 4462501000321 ドローンレーザーによる三次元点群データを活用した測量応用技術
株式会社　北海道共創パート
ナーズ

14 R101100023 北海道 北海道 株式会社シンセイ自動車工業 3460301000492 新型研磨機の導入による、エンジン整備体制のワンストップ化 網走信用金庫

15 R101100024 北海道 北海道 株式会社北海道リンクアップ 5430001024867 設備の電化によるバイオマス燃料製造の効率化と脱炭素化の推進 吉田　学

16 R101100025 北海道 北海道 株式会社細畑林業 5440001006625 ボトルネック工程の改善による効率的木質バイオマス燃料生産事業 北村　耕司

17 R101100026 北海道 北海道 牧野農場
乳牛のＢＣＳ管理、採食量管理、疫病管理のＩＴシステム化。スマート農業の
実現に向けて

帯広信用金庫

18 R101100028 北海道 北海道 株式会社エキスパート 9440001007009 金属荷下ろし、非鉄金属選別運搬作業の効率化及び内製化 株式会社北海道銀行

19 R101100030 北海道 北海道 有限会社バイクプラザメカドック 3430002015537 最新ダイノマシン導入によるバイク整備体制刷新と新商品開発計画 北海道信用金庫

20 R101100032 北海道 北海道 株式会社菜っぱ 1450001012584 ポストコロナに対応する東川産熟成ドライ野菜の製造と販売 北海道商工会連合会

21 R101100033 北海道 北海道 株式会社ＭａｒｉｎｅＳＬ 3430001085944 舶用機器の損耗予測システム及び営業支援ツールの開発

22 R101100036 北海道 北海道 株式会社ＬＩＢＥＡＵ． 8430001074554 二次診療施設に頼らない地域動物医療の高度化・専門化 株式会社吉岡経営センター

23 R101100037 北海道 北海道 有限会社福岡測量設計事務所 5460102006720
ＵＡＶレーザースキャナーを用いた災害復旧工事における革新的な測量プロ
セスの実現

24 R101100039 北海道 北海道 株式会社札幌義肢製作所 4430001019819 義肢製作工程におけるＤＸの活用と切削サービス提供事業 株式会社北海道銀行

25 R101100040 北海道 北海道 株式会社メディカルセンス 2450002000975 ＥＣ注文取込・手配システム、物流システム導入によるＤＸの推進 旭川信用金庫

26 R101100041 北海道 北海道 株式会社小原 7440001000345
シャンメリーの生産性向上を図るためのスクリュー方式のキャッパー機器導
入

27 R101100042 北海道 北海道 合同会社アグマリンプロテック 5430003009354 赤ビーツ用乾式ピーラー導入による生産性大幅向上と大量生産化

28 R101100043 北海道 北海道 株式会社ＦＬＩＮＴＺ 4430001085118 ビル管理ＤＸ化及び新たな価値創造を目指す、ＡＩを用いた新機能実装

29 R101100044 北海道 北海道 協和化工株式会社 2430001032889 高性能製袋機導入による生産性向上及び製造ロス削減計画の実現 株式会社北海道銀行

30 R101100048 北海道 北海道 株式会社ジェイエムシー 8430001049432 若年技能者育成小型車両系建設機器運転特別教育事業

31 R101100049 北海道 北海道 えびな水産株式会社 8450001011084 廃棄対象の昆布から乾燥食用昆布を生み出し、過疎の島を活性化！ 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ

32 R101100050 北海道 北海道 株式会社大野ファーム栗山 1430001082423 全自動高圧釜導入による生産性と品質の向上及び生産プロセスの改善事業
株式会社　北海道共創パート
ナーズ

33 R101100053 北海道 北海道 東邦コンサルタント株式会社 4460001001179 北海道における最新ドローン活用と解析クラウド型測量の革新事業

34 R101100054 北海道 北海道 ＯＩＭＯＫＵ合同会社 5460103001142 ハーベスタ導入による生産性向上と持続可能な林業経営の構築 帯広信用金庫

35 R101100055 北海道 北海道 株式会社鎌田農園 7460101005465 肥料散布機導入による先進的モデル農家の体現 帯広信用金庫

36 R101100056 北海道 北海道 株式会社大東エンタープライズ 9430001058655
ハンバーグ製造ラインの効率化を通じた自社チェーン以外への販路強化事
業

株式会社　北海道共創パート
ナーズ

37 R101100060 北海道 北海道 有限会社三協商事 2460102001220 加硫機導入による大型ベルトコンベア施工の内製化計画 帯広信用金庫

38 R101100061 北海道 北海道 合同会社まきの農園 6430003003595 農作業のＩＣＴ化推進による炭素生産性の向上について 株式会社北海道銀行

39 R101100062 北海道 北海道 株式会社山口技研コンサルタント 4430001053990
空・地・海に対応する３次元レーザーシステムの導入による測量事業の競争
力強化

駒田　裕次郎

40 R101100063 北海道 北海道 高道農場
最新農薬撒布機導入による作業効率化及び農薬の適正散布による農産物
の品質向上

帯広信用金庫

41 R101100064 北海道 北海道 有限会社菓子の家 2460102006161 包装機導入による機会ロスの低減とＥＳ（従業員満足度）の向上 帯広信用金庫

42 R101100065 北海道 北海道 有限会社若木フアーム 3460102006367 ３機合体！コンビネーションプランター導入による作業効率ＵＰ！ 帯広信用金庫

43 R101100066 北海道 北海道 株式会社イーストコーポレーション 2430001062614 水性塗装ブース導入による労働環境の劇的改善と環境配慮強化事業
株式会社　北海道共創パート
ナーズ

44 R101100069 北海道 北海道 株式会社十勝野フーズカンパニー 6460101005747 多様化する消費者ニーズへの対応と生産性向上に寄与する機械導入 帯広信用金庫

45 R101100070 北海道 北海道 株式会社松永園 1430001047830 空知の農業事業者が行う電子精米導入による作業効率化について 小黒　耕太郎

46 R101100071 北海道 北海道 株式会社武藤はくぜん 7450001008412 業務プロセスを大幅に改善する葬儀業務ＤＸ総合システムの開発 稚内信用金庫

47 R101100072 北海道 北海道 株式会社アーニストホーム 3460101000016 鶏卵生産・販売事業の生産性向上を図る自動給餌装置の導入 帯広信用金庫

48 R101100073 北海道 北海道 株式会社愛木工業 2430001000061 オーダーメイドのＣＮＣルーター導入による木工特殊加工の生産性向上 株式会社北海道銀行
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No 受付番号 ブロック 都道府県 商号又は名称 法人番号 事業計画名
認定経営革新等

支援機関名

49 R101100074 北海道 北海道 株式会社テンフードサービス 9430001010987
冷凍肉塊の挽肉加工ラインを最新式にすることで、生産効率と従業員の安全
性を改善する革新事業

株式会社　北海道共創パート
ナーズ

50 R101100080 北海道 北海道 株式会社サン・グリーン 4290801001668 最速液冷凍結機を使用した冷凍野菜製造事業の立ち上げ

51 R101100081 北海道 北海道 山本農場 最新農作業機械導入による人員不足・高齢化への対応および収益力向上 帯広信用金庫

52 R101100082 北海道 北海道 株式会社とかち製菓 6460101005103 高性能な包餡機導入による生産性向上と効率化の取り組み 帯広信用金庫

53 R101100083 北海道 北海道 田中亮司 全て収穫！高性能牧草収穫機導入による生産性向上 帯広信用金庫

54 R101100084 北海道 北海道 有限会社共立印刷 4440002001345 環境保護材料を使用した印刷物の事業化 株式会社ＧＩＭＳ

55 R101100086 北海道 北海道 廣瀬貴達 甜菜、馬鈴薯作りの合理化と従業員の新たな活躍の場作り 帯広信用金庫

56 R101100088 北海道 北海道 ＳＡＢＵ．ＤＥＮＴ　ＳＴＵＤＩＯ 炭素排出量を抑え付加価値額を伸ばす革新的技工物提供体制の構築

57 R101100089 北海道 北海道 株式会社札幌山水 2430001078684 住宅基礎鉄筋受注業務効率向上

58 R101100090 北海道 北海道 株式会社ヤブシタ製作所 4430001073725
ハイブリッドドライブベンダー導入による生産性向上と工場新設による生産体
制の再構築

山崎記敬

59 R101100091 北海道 北海道 有限会社タカハシ食品 8012802007825
限られた作業スペースを最大限に効率化。深絞り包装機導入を通じた生産
性向上事業

株式会社　北海道共創パート
ナーズ

60 R101100094 北海道 北海道 株式会社萩原敬造商店 6460101001382 近赤外分析装置導入による小麦の調整作業効率化と受入体制の拡大 帯広信用金庫

61 R101100095 北海道 北海道 有限会社高橋加工部 9460102001874 高周波フラッシュ接着機ボンデックス導入による生産性向上事業 帯広信用金庫

62 R101100100 北海道 北海道 吹上農場
新型オフセットポテトハーベスタ導入による馬鈴薯と小麦の収量向上並びに
品質向上

帯広信用金庫

63 R101100103 北海道 北海道 株式会社フローリカルチャーリストタカハシ 4430001045542 お米の生産プロセス見直しにより省力化・生産性向上を図る 税理士法人小島会計

64 R101100104 北海道 北海道 有限会社高見農産 9430002053408 播種機を導入し、生産効率の最大化・自社商品の開発を目指す。

65 R101100108 北海道 北海道 有限会社三浦製作所 9440002004673 切断工程の革新による木材加工機械部品の精度向上と増産 株式会社ゼロプラス

66 R101100109 北海道 北海道 株式会社きしもとファーム 4430001083724 お米の生産から出荷までを内製化！精米、調整プラント整備事業 空知信用金庫

67 R101100110 北海道 北海道 興晋ステンレス株式会社 2430001027939 薄板ステンレス溶接技術獲得による食品加工機械製造分野への進出 株式会社ゼロプラス

68 R101100111 北海道 北海道 株式会社くみあい食品 3430001049924
『つくる責任うる責任』業務用食品卸売事業者が取り組むフードロス解消Ｂｔｏ
Ｃ事業

北海道信用金庫

69 R101100112 北海道 北海道 松浦農場 長ネギ選果作業の効率化による輪作体系の確立と付加価値向上へ！ 帯広信用金庫

70 R101100113 北海道 北海道 ノースプレインファクトリー合同会社 2450003001378 地域連携による有機乳製品製造のための高性能集乳設備の導入 辻村　英樹

71 R101100114 北海道 北海道 株式会社康建築 9430001081186
木材加工技術のハイテク化による品質・労働生産性の向上、新事業展開へ
の挑戦

空知信用金庫

72 R101100115 北海道 北海道 ばば歯科医院
切削機による補綴物の内製化拡充と口腔内画像表示機による治療イメージ
の明確化

和田　純子

73 R101100116 北海道 北海道 株式会社島本印刷 3440001000877 函館市で初となる“偽造防止印刷”技術獲得のための投資計画

74 R101100117 北海道 北海道 ＷＥＬＣＲＡＦＴ プレスブレーキの導入による加工精度の高度化と作業効率化 帯広信用金庫

75 R101100118 北海道 北海道 たねだ歯科クリニック 歯科難民減少のための補綴治療デジタル化とマウスピース矯正

76 R101100119 北海道 北海道 北部プラント工業株式会社 4430001033068
ウレタン注入機の導入による保温付二重管の生産性向上と故障リスクの低
減

山崎記敬

77 R101100120 北海道 北海道 株式会社ＦＪコンポジット 4080101010317 電気自動車のパワーモジュール（ＤＳＣ）向け高放熱性材料の量産化事業

78 R101100121 北海道 北海道 株式会社村瀬ファーム 5460101006192 ホイールトレンチャー導入による長いも生産の効率化と品質向上 帯広信用金庫

79 R101100122 北海道 北海道 大塚慎也 農作業に欠かせない散布効率化を図り高い品質の農産物を消費者へ 帯広信用金庫

80 R101100125 北海道 北海道 サン技術コンサルタント株式会社 7460301003153
最先端レーザードローンによる「革新的な３次元測量体制」及び「迅速なイン
フラ整備事業の構築」

81 R101100126 北海道 北海道 株式会社丸い遠藤商店 4430001050476 新型精米設備導入による生産性安全性向上と地域食文化貢献事業

82 R101100127 北海道 北海道 株式会社境田農産 4440001008878 給餌量の厳密な計量による肉用牛の飼養管理効率化と労働環境改善

83 R101100129 北海道 北海道 有限会社小笠原工芸社 9430002004096 ＮＣ工作機械導入による製作時間短縮及び製造コスト削減と収益アップ

84 R101100132 北海道 北海道 野口観光マネジメント株式会社 7430001057535 急速冷凍調理機器を中心とした調理システム構築事業 株式会社北洋銀行

85 R101100136 北海道 北海道 横田印刷株式会社 7450001009591 最新印刷機導入による製造効率化と短納期・小ロット受注の実現 紋別商工会議所

86 R101100137 北海道 北海道 有限会社池下本店 2430002051236 製品の高品質化並びに生産性の向上に資する麹製造ライン更新事業 空知信用金庫

87 R101100140 北海道 北海道 株式会社サンビクトリー 7430001027819 オンラインツアー実施による売上回復と付加価値向上事業 川村　晶彦

88 R101100141 北海道 北海道 ＭＣラボ株式会社 6440001008769 管理システムとＩＴデータ化で珈琲焙煎の品質向上 株式会社北海道銀行

89 R101100142 北海道 北海道 有限会社ベルセゾンファーム 5460102002983 有機馬鈴薯生産工程改善による安定供給体制の構築 帯広信用金庫

90 R101100145 北海道 北海道 株式会社Ｒ．Ｋ企画 1440001008939 最新の板金加工設備導入で低コスト・短納期化を実現し事業を拡大 堀川　昌章

91 R101100146 北海道 北海道 株式会社アーク 5430001032151 太陽光の発電量予測をＡＩで高精度にするためのＩｏＴシステム導入

92 R101100147 北海道 北海道 大同出版紙業株式会社 2460101000859 道東初、紙面検査付フルカラーデジタル印刷で環境配慮とＤＸ推進

93 R101100148 北海道 北海道 株式会社調和技研 1430001041759 自然言語処理ＡＩによる知識可視化システムの開発効率化

94 R101100150 北海道 北海道 株式会社ノンノラボ 1430001083669 ＤＸによる男性経営者向け美容サロン運営システムの構築 岩井　久典

95 R101100156 北海道 北海道 ワラビー動物病院有限会社 3030002026442 北海道における脆弱な獣医療連携をデジタル技術によって解決する 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

96 R101100157 北海道 北海道 株式会社萬世閣 2010001145766 珈琲焙煎における万世閣ブランド強化に向けたサービス提供の改善

97 R101100158 北海道 北海道 ノースプレインファーム株式会社 8450001009673 有機ＪＡＳ認証牧場との連携による有機バターの生産力向上 辻村　英樹

98 R102100001 東北 青森県 デンタルラボラトリーオッコ 患者、歯科医院・技工所全てに有益な高品質のチタン鋳造への取組
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99 R102100002 東北 青森県 有限会社ケイエス青果 9420002015986 透過型光センサ選果機導入による果実の非破壊測定技術の高度化
公益財団法人２１あおもり産業総
合支援センター

100 R102100003 東北 青森県 中村畳工店 生産性と売上向上の為の両框裁断機付框縫機導入計画 青森県商工会連合会

101 R102100011 東北 青森県 柿﨑調査士事務所 短時間・効率化でコロナ対応３Ⅾレーザースキャナー図面作成事業 青森商工会議所

102 R102100013 東北 青森県 平和実業株式会社 1420001011201 新型破砕機導入による砂利製造プラントの生産性向上 株式会社みちのく銀行

103 R102100014 東北 青森県 西目屋薪エネルギー株式会社 6420001015726 ブランド薪のエコな温風乾燥方法の導入による薪製造事業の効率化

104 R102100015 東北 青森県 株式会社魚忠 6420001012780 大間産本マグロのマーケット開拓に向けたビジネス新展開事業 青森県商工会連合会

105 R102100016 東北 青森県 東北容器サービス株式会社 7420001016566 ＨＤＰＥフィルム貼付装置導入による新形態のダンボールシート拡販計画

106 R102100019 東北 青森県 株式会社青森ビルテック 9420001005212 最新の成形機導入による高防水性の屋根の製造と屋根業界への参入 小田島　達也

107 R102100020 東北 青森県 有限会社アサヒ鉄筋工業 4420002012765 大口径鉄筋自動曲げ機の導入による効率化と大型案件受注への取組
行政書士法人アップル経営コン
サル

108 R102100021 東北 青森県 旭光通信システム株式会社 2020001066078 自動材料棚導入による大型製品増産体制の構築

109 R103100001 東北 岩手県 株式会社石神製作所 1400001005221 クラウド型生産管理システム導入による中小製造業のＤＸ推進勝ち残り術

110 R103100002 東北 岩手県 あさぬま土地家屋調査士法人 6400005008166 ３Ｄスキャナを活用した測量プロセス革新による新市場進出 盛岡商工会議所

111 R103100003 東北 岩手県 花巻温泉株式会社 1400001008728 点のホテルから面を活かす体験エンターテイメントショー型温泉道

112 R103100005 東北 岩手県 株式会社湯田牛乳公社 8400001005925 数値化による味覚の見える化

113 R103100007 東北 岩手県 株式会社山人 3400001006564 リネンサプライの内製化による体験価値と付加価値向上事業

114 R103100008 東北 岩手県 株式会社雪ッ子食品 5400001009383 食品製造業の手作り風惣菜を支える高付加価値カット野菜の量産化 岩手県商工会連合会

115 R103100009 東北 岩手県 ヤシキ施工株式会社 6400001013748 基礎鋼製型枠導入による生産性の改善と取引先ニーズへの対応事業

116 R103100010 東北 岩手県 株式会社パワー・ブレン 2370601002397 生産プロセスの改善による生産性向上と多品種商品の販売強化

117 R103100012 東北 岩手県 株式会社宮古マランツ 9400001007152 生産ライン全体の自動化による生産性向上計画
ＴＭ人事労務コンサルティング株
式会社

118 R103100013 東北 岩手県 岩手道路開発株式会社 5400001000177 環境配慮型区画線消去による労働生産性向上 盛岡商工会議所

119 R103100014 東北 岩手県 前川歯科医院 在宅診療での虫歯ワンデイトリートメントで高齢者・ご家族の満足度アップ

120 R103100017 東北 岩手県 セルスペクト株式会社 5400001009706 ウイルス抗原検査スティックの撮像型品質評価システムの構築

121 R103100018 東北 岩手県 株式会社薄衣電解工業 9020001072078 ファインバブルを活用したＥＶ向無電解ニッケルめっき設備の導入

122 R103100019 東北 岩手県 有限会社ベルモデル 8400602000622 省エネで環境負荷が少なく自動化を促進するプロセスイノベーション 水沢信用金庫

123 R103100022 東北 岩手県 株式会社平野製作所 9400001006220 建設機械分野の水素技術化に適用する測定技術革新化とデジタル化 山地　真吾

124 R103100025 東北 岩手県 北日本建機工業株式会社 1400001000494 特装部品製作のブランド確立に向けて

125 R103100026 東北 岩手県 有限会社二和木材 5400002004086
レーザー測量搭載ＵＡＶと地理空間総合ソフトウェア導入によるスマート林業
化計画

株式会社北日本銀行

126 R103100027 東北 岩手県 岩間鉄工所 高効率焼却向け耐性素材加工による低リークダンパの新商品開発 釜石商工会議所

127 R104100001 東北 宮城県 株式会社大友金属 6370001017422
アフターコロナや震災後の建築・修繕需要増に対応するための短納期化と工
程人員の最適化計画

シェアビジョン株式会社

128 R104100002 東北 宮城県 三和フィルム株式会社 9370801001556
当社独自のハイブリッドポリエチレンフィルム等の生産性向上及び品質向上
計画

仙南信用金庫

129 R104100005 東北 宮城県 欅産業株式会社 8370601000222 塗装部門の一部内製化による生産性向上と塗装単体の受注拡大 翠星企画株式会社

130 R104100006 東北 宮城県 浅倉畳店 生活を豊かにする畳製造技術の確立とＤＸに資する生産体制の構築 宮城県商工会連合会

131 R104100007 東北 宮城県 株式会社シーエーコンサルタント 2370601002364
地上測定用３次元レーザー測量スキャナシステムの導入による競争優位の
確保

駒田　裕次郎

132 R104100010 東北 宮城県 あさひ電子株式会社 2370301000065
拡大する半導体需要に対応する電子基板部品のさらなる高品質化及びリ
ワーク事業進出計画

株式会社仙台銀行

133 R104100011 東北 宮城県 株式会社クラスコファニチャー 6370801001674
オーダーメイド家具の増産ならびにデザイン力強化へ向けた生産工程刷新
計画

株式会社七十七銀行

134 R104100012 東北 宮城県 村木動物病院 宮城県発、革新的デジタル技術を用いた新世代動物病院への挑戦
ＨＴＭコンサルティンググループ株
式会社

135 R104100014 東北 宮城県 株式会社ＲＥＰＲＯ 4370801001503 成形研削の高精度かつ自動化による生産性向上の実現 株式会社ＡＢＣオフィス

136 R104100016 東北 宮城県 株式会社ミナト精工 2370401000634 自動超音波洗浄装置導入による精密電気自動車部品の量産技術確立 株式会社七十七銀行

137 R104100020 東北 宮城県 有限会社トリニティ 8370002018129 最先端デジタルハイテク機器整備で他社が真似出来ない授業を実現 田中　宏司

138 R104100021 東北 宮城県 株式会社サンエス工業 6010501005103 現場の多様なダクト工事に対応するダクト製造工程の開発 アルタス・パートナーズ合同会社

139 R104100023 東北 宮城県 有限会社東北塩ビ 2370002006361
切削工程の改善による生産性向上及び半導体工場向け設備の製造能力強
化

140 R104100025 東北 宮城県 株式会社Ｎｅｏ　Ｂｒｅａｋｔｈｒｏｕｇｈ 4370001045656 ＮＦＴ導入ＳａａＳ型ＥＣプラットフォームの開発

141 R104100026 東北 宮城県 株式会社ヌカザワ工業 3370101001378 レーザー溶接による薄板溶接技術の高度化及び品質・生産性向上計画 株式会社七十七銀行

142 R104100028 東北 宮城県 Ｍ＇ｓデンタルクリニック 歯科診療における３Ｄ撮影による自己完結型診療治療体制の確立 株式会社旭ブレインズ

143 R104100031 東北 宮城県 ＢＲＩファーマ株式会社 3370001047091 自己採血と微量計測システムを用いた早期認知症の診断技術開発

144 R104100032 東北 宮城県 株式会社信成堂 4370101001823 介護予防の動作改善コンテンツの配信と動作評価システムの構築

145 R104100035 東北 宮城県 有限会社キャド・ケンドロ 5370002002705 革新的な３次元技術を活用した建物の外周計測調査サービスの構築

146 R104100036 東北 宮城県 チョイデジ株式会社 5370001047049 管理部門業務を継続的に業務改善するＢＰＯサービスの開発

147 R104100037 東北 宮城県 ＡＺＵＬ　Ｅｎｅｒｇｙ株式会社 4370001044625 レアメタルフリーＡＺＵＬ触媒を用いた次世代バッテリー向け電極の量産設備

148 R104100038 東北 宮城県 日本商事株式会社 4370001011146 貸会議室事業のＤＸを促進するダッシュボード機能の開発

3 / 52 ページ



No 受付番号 ブロック 都道府県 商号又は名称 法人番号 事業計画名
認定経営革新等

支援機関名

149 R104100042 東北 宮城県 マルヒ食品株式会社 8370201000449 ヒューマングレードの国産原料を使用した冷凍ドックフード製造ラインの構築

150 R104100043 東北 宮城県 日本プラグ工業株式会社 9370001017205 治水用プラグ工場組立ライン構築事業
株式会社ABKビジネスパートナー
ズ

151 R104100047 東北 宮城県 有限会社佐藤水産 6370302001026 量販店向けトレー包装干物製品生産技術構築事業
株式会社ABKビジネスパートナー
ズ

152 R105100003 東北 秋田県 株式会社かなでん 3410001006571
ケーブル撤去・新設ケーブルの引き入れをワンストップで行えるウインチ装工
設備の導入による生産性向上

秋田県商工会連合会

153 R105100004 東北 秋田県 丸大機工株式会社 4410001005135 最新デジタル技術導入による医用機器部品の生産方式の確立

154 R105100006 東北 秋田県 ＭＥＰ株式会社 5410001007956 図面管理・生産管理システム導入による全製造工程の見える化 株式会社ＭＭパートナーズ

155 R105100009 東北 秋田県 戸田精工株式会社 9410001006079 円筒研磨の加工精度及び生産性向上への取組による売上拡大

156 R105100011 東北 秋田県 株式会社渡辺事業所 5410001007568 希少な銘木材の製材加工プロセスの変革と川上～川下の情報一元化 佐々木雅樹

157 R105100012 東北 秋田県 秋田渥美工業株式会社 7410001008762 ダイカスト鋳造機を自動化と集約で電動化製品へチャレンジ

158 R105100016 東北 秋田県 株式会社大納川 1410001011251 最新の冷蔵設備導入による、新感覚の低アルコール日本酒を開発

159 R105100017 東北 秋田県 センカ 自動化設備の導入による生産合理化と加工精度のバラツキ改善

160 R105100018 東北 秋田県 株式会社レアル 4410001008278 自社生産システムのスタッド溶接工程への拡充について 税理士法人ＭＩＲＡＩ

161 R105100020 東北 秋田県 株式会社白崎製作所 2011801002289 温湿度管理設備の導入による微細切削加工品の寸法安定化事業

162 R105100021 東北 秋田県 株式会社大館ハチ公ファーム 9410001010741
産業廃棄物「もみ殻」の活用・再資源化による循環型農業の仕組みづくりの
要「もみ殻燃焼装置」導入事業

秋田県商工会連合会

163 R105100022 東北 秋田県 株式会社稲庭宝泉堂 8410001012945 機器導入で生産性向上と効率化を図り、新商品の開発で販路拡大

164 R105100023 東北 秋田県 カウンセ薬局 調剤機器及びソフトウェアによる効率化と薬剤配達サービスの展開 株式会社アークス

165 R106100001 東北 山形県 株式会社ダイユー 9390001008607 高性能自動裁断機導入によるコスト削減と社会貢献

166 R106100002 東北 山形県 株式会社高梨製作所 1390002015956 半導体事業向け精密金型製作による付加価値向上 株式会社荘内銀行

167 R106100004 東北 山形県 株式会社牧野洋酒店 2390001010131 地域特産物を活用した菓子製造・販売事業への新たな挑戦 日本パートナー税理士法人

168 R106100005 東北 山形県 株式会社大成コンサルタント 6390001001168 ＩＴ技術活用による測量業務のＤＸ化及びスマート林業案件の展開

169 R106100009 東北 山形県 いまい医院 マンモグラフィ画像データ処理の迅速化、高精細化への取組

170 R106100010 東北 山形県 株式会社水戸部酒造 2390001004604
環境負荷低減製造プロセス構築による海外需要及び国内消費ニーズへの対
応

株式会社アカウティングプロ

171 R106100012 東北 山形県 山佐工業株式会社 4390001002168
最新型ロボドリル導入で、切削加工の高精度化により新規先の拡大と短納
期への対応を実現

株式会社荘内銀行

172 R106100013 東北 山形県 ロータスガーデン 県産花と廃棄材料を活用した新商品開発によるＥＣＯプロジェクト 酒田商工会議所

173 R106100015 東北 山形県 株式会社加藤紙器 5390001011036
ブランクス検査装置の導入で、検査工程の自動化により、生産性の効率化を
図り、売上拡大を実現

174 R106100016 東北 山形県 有限会社サンテツクスイサワ 1390002011658 加工時間短縮，コスト削減，省エネ化による建機用小ロット部品販路拡大 株式会社山形銀行

175 R106100017 東北 山形県 本沢メリヤス
デザイン性の高い高難度の編地を製作し高付加価値な生地を求めている
ユーザーに提供していく

山形商工会議所

176 R106100018 東北 山形県 酒田酒造株式会社 5390001006226 ハクヨー吟醸用製麹機導入による生成酒の酒質向上と生産性の改善 株式会社山形銀行

177 R106100020 東北 山形県 丸吉コンクリート工業株式会社 6390001011282 再生骨材を使用したコンクリート二次製品の開発事業 株式会社山形銀行

178 R106100021 東北 山形県 ブレンスタッフ株式会社 7390001007791 デジタル技術を活用した３Ｄ測量総合サービスによる地域課題解決

179 R106100025 東北 山形県 株式会社小嶋総本店 1390001009851 設備能力に起因する本来不要なユーティリティコストの削減 若杉　拓弥

180 R106100031 東北 山形県 林建設工業株式会社 3390001006509 先端的デジタル建設機械導入による飛躍的生産性向上

181 R106100032 東北 山形県 株式会社ＴＯＰ　ＥＮＤ　ＴＯＰ 8390001016552 お客様ニーズに即応したターンキーソリューションビジネスの展開事業 米沢信用金庫

182 R106100035 東北 山形県 石山歯科クリニック ＣＴ診断装置を活用した術式の展開と非金属補綴物の内製化 北郡信用組合

183 R106100036 東北 山形県 株式会社岡村工機 4390002012661 高精度部品の量産実現で、高付加価値レンズユニット販売に挑戦 株式会社山形銀行

184 R106100037 東北 山形県 月珈琲株式会社 3390001015542 焼成工程と包装工程の自動化による生産性向上で焼菓子の売上げ拡大 株式会社荘内銀行

185 R106100038 東北 山形県 かねしめ水産株式会社 6390001009806 「簡便・即食」を実現する常温保存食品の製造と販路拡大 株式会社山形銀行

186 R106100040 東北 山形県 株式会社五十嵐精工 3390001009759 高精度ＣＮＣ三次元座標測定機導入による品質向上・短納期の実現 税理士法人豊

187 R107100002 東北 福島県 有限会社テクノス 2380002015873 建物の調査業務のＩＣＴ化と長寿命化ニーズの獲得 滝田　薫

188 R107100003 東北 福島県 株式会社オクヤマフード 3380001009058 冷凍食品の新商品開発と生産体制の構築による生産性の向上 滝田　薫

189 R107100006 東北 福島県 有限会社常葉製作所 6380002015275 フードデリバリー用宅配ボックス筐体の開発

190 R107100007 東北 福島県 合資会社稲川酒造店 9380003001759 蒸米工程の改良による商品全体の品質向上 内海　由美子

191 R107100009 東北 福島県 蒲田金属工業株式会社 5380001009642 複数合金並行生産と鋳造技術の高度化による付加価値・生産性向上
株式会社グッドビジネスパート
ナーズ

192 R107100010 東北 福島県 株式会社東鋼 7010001005412 真空超音波洗浄設備の導入による品質と作業効率の向上 東京中小企業投資育成株式会社

193 R107100011 東北 福島県 有限会社デミアン 7380002002330
自動包装機導入と、個装、パッケージ変更によるギフト市場開拓、販売機会
ロス削減

福島商工会議所 中小企業相談
所

194 R107100012 東北 福島県 有限会社森製作所 3380002018561 物理的な対人接触を減じる防火扉用蝶番の一貫加工技術の確立

195 R107100013 東北 福島県 株式会社ブラストラック 5380001022694 バキュームブラスト工法による生産性の向上
一般社団法人福島県中小企業診
断協会

196 R107100015 東北 福島県 株式会社ウチヌキ 8021001027246 美粧性目的の長尺有孔折板製造に対応したデジタル生産体制構築事業

197 R107100016 東北 福島県 株式会社ニッチュー 2010501009917 防爆用ショットブラスト研削材の生産プロセスの改善 東京商工会議所

198 R107100017 東北 福島県 有限会社和田印刷 7380002020381 ＩｏＴ製本機導入による品質向上と若年労働者の業務品質改善 福島県商工会連合会
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199 R107100019 東北 福島県 株式会社尚楠 2380002010040 当社の強み組織力×最先端ＤＸ技術を活用した、生産性向上計画 駒田　裕次郎

200 R107100021 東北 福島県 株式会社協栄製作所 8380001009367 超精密加工ジグ研削盤導入による電気自動車パーツ製造装置の開発 福島県商工会連合会

201 R107100024 東北 福島県 株式会社大竹農園 6380001031629 色彩選別機導入でコメの高品質化実現により大手小売店と直販実現 田村　俊和

202 R107100025 東北 福島県 東北精密工業株式会社 5380001000948 職人の技術を機械化により社内に継承する 株式会社ケーエフエス

203 R107100027 東北 福島県 株式会社エージェーシー 3380001025807 海外ＩＴ技術者のスキルの見える化とマッチングシステムの開発 滝田　薫

204 R107100028 東北 福島県 西野屋食品株式会社 3380001013547 いか人参を全国へ。老舗の漬物屋が挑む生産性向上と販路拡大 株式会社東邦銀行

205 R107100031 東北 福島県 株式会社草野測器社 9380001000416 新技術導入でデジタルツイン時代に対応できる企業体へ成長を図る
一般社団法人福島県中小企業診
断協会

206 R107100032 東北 福島県 ＢＯＤＹ　ＴＥＣＨ　ＯＲＴＩＳ 全塗装用作業スペースの設備導入による、生産性の向上 井上　拳

207 R107100035 東北 福島県 有限会社南郡山スポーツセンター 2380002012565 顧客サービスのＩＴ化による満足度向上と生産性向上 滝田　薫

208 R107100036 東北 福島県 武藤畳店 和室だけの畳から、洋室のための畳へ。住宅の悩みを解決できる畳店に。 株式会社シャイン総研

209 R107100039 東北 福島県 吉田ゴム工業株式会社 7380001014104 最先端のデジタル設備の導入による市場拡大と生産性向上の両立 ストラーダ税理士法人

210 R107100040 東北 福島県 株式会社会津クォーツ 5380001003653
ＩｏＴ対応のマシニングセンタ導入による平面・微細・複雑・大型化に対応した
石英ガラス加工の実現

有限会社クレメンティア

211 R107100041 東北 福島県 有限会社古川コピーセンター 1380002032993 最先端プリント装置の導入による布製品プリントの生産体制効率化

212 R107100042 東北 福島県 スズキ歯科 ３次元ＣＴで歯周病治療の高精度化と医療センターとの連絡時間削減 和田　純子

213 R107100043 東北 福島県 北斗印刷株式会社 6380001017826 無処理ＣＴＰプレート導入によるボトルネック解消と環境負荷の低減 有限会社クレメンティア

214 R107100045 東北 福島県 有限会社黒岩工作所 7380002001134 業界最高水準の検査体制を構築し、品質と生産性の向上を実現する 株式会社フラッグシップ経営

215 R107100046 東北 福島県 イービーエム株式会社 9010801016029 穿刺訓練用静脈モデルの開発 株式会社東邦銀行

216 R107100048 東北 福島県 有限会社移川鋼板工業所 1380002008044 バイオマスプラスチック製造に不可欠な専用ダクトの製造技術確立
株式会社コムラッドファームジャ
パン

217 R107100049 東北 福島県 ミドリ浅川衣料株式会社 9380001011636 ＩｏＴミシンの導入による製造環境整備での生産性向上 福島県商工会連合会

218 R107100050 東北 福島県 株式会社ビッグ東北 5380001006301 高性能電源装置による環境配慮型出張タイヤ交換サービス提供の構築 税理士法人三部会計事務所

219 R107100052 東北 福島県 暁精機株式会社 6380001019120 ロボットシステムと検査カメラの導入による製造工程の自動化計画 ニア・コンサルティング株式会社

220 R107100056 東北 福島県 株式会社長谷川製作所 7021001025754 医療用針の生産性向上のために行う加工の自動化

221 R108100002 関東 茨城県 株式会社菅沼製作所 3010801005854 鉄道向け架線金具の無人化生産による生産性向上の取組み

222 R108100003 関東 茨城県 やまと技研株式会社 3050001031895 ＵＡＶ搭載型３次元レーザー測量システム導入がもたらす様々な効果 駒田　裕次郎

223 R108100006 関東 茨城県 有限会社三和精密熱処理 7050002037681 金属部品の高周波焼入れ加工における生産性向上と新たな市場展開

224 R108100008 関東 茨城県 株式会社タナカ 8050001008022 ドライブスルー式洗車と連動させた革新的な自動車コーティング体制の構築 株式会社常陽銀行

225 R108100010 関東 茨城県 Ｋｎｏｔ　ＣＯＦＦＥＥ スペシャルティコーヒー豆の量産化と地元飲食店を通じた顧客体験の創出 小沢　英司

226 R108100012 関東 茨城県 有限会社栄精機 9050002028761 最新ベンダー導入によるメーターボックス生産体制の拡大 株式会社ゼロプラス

227 R108100014 関東 茨城県 岸倉興業株式会社 9050001006710 エレベータ事業への１社依存体質の改善に向けた農業機械事業への進出 株式会社ゼロプラス

228 R108100018 関東 茨城県 有限会社沼田クリーンサービス 1050002031161
ミストジェット工法によるアスベストを含む建材の解体工事の安全化かつ高効
率化

229 R108100021 関東 茨城県 天野アルミニウム株式会社 2010501000248 半導体製造装置向けアルミ一般切断材の切断精度向上と生産性向上 新津　茂

230 R108100022 関東 茨城県 御前山精密株式会社 3050001026763 車載用カメラ部品の高精度プレス加工
株式会社コムラッドファームジャ
パン

231 R108100023 関東 茨城県 あいきマロン株式会社 5050001038633 世界初「矮化栽培栗による焼栗チャンク」の量産化と新商品開発 茨城県信用組合

232 R108100026 関東 茨城県 あみ中央歯科医院 歯科用ＣＴ導入による当院のみでの高度インプラント治療の実現 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

233 R108100029 関東 茨城県 株式会社カーペインターズ 5050001050150
「新設備塗装ブース導入！ＳＤＧｓに対応する自社塗装加工体制の高度化と
営業促進

株式会社ケーエーマネジメントオ
フィス

234 R108100030 関東 茨城県 株式会社ダイトテクス 7050001010409 バイオマス原料を用いたＳＤＧｓ対応歯ブラシの製造プロセス確立 株式会社ゼロプラス

235 R108100031 関東 茨城県 荻野工業株式会社 8010601009869 複合加工方法の構築による高精度で複雑なＨＥＶ部品の販売拡大 東京東信用金庫

236 R108100033 関東 茨城県 株式会社第一商会 9050001001505 データリンクによるセットアップ自動化と結束品質の向上計画 株式会社常陽銀行

237 R108100034 関東 茨城県 城北測量設計株式会社 7050001003024 先進の３次元測量技術による格段の生産性向上と新規客獲得に挑戦 株式会社常陽銀行

238 R108100036 関東 茨城県 有限会社松丸製作所 7050002037153
一個流し・多工程方式と高速ＣＮＣ旋盤を組合わせフランジ加工生産性を革
新

茨城県信用組合

239 R108100038 関東 茨城県 成和化学工業株式会社 3120101025328 炭化促進機能素材の高精度多層成形による環境対応型プラ容器の革新 渡邊　太郎

240 R108100039 関東 茨城県 株式会社今橋製作所 3050001033396 水力発電向け高効率生産方式確立によるＣＯ２削減への取組
公益財団法人日立地区産業支援
センター

241 R108100040 関東 茨城県 坂東開発測量株式会社 4050001028387 クリーンエネルギー実現と新規分野に対応したＵＡＶ測量体制の構築 安達　隆久

242 R108100041 関東 茨城県 信工業株式会社 5050001025524 ３次元測量による革新的施工の確立 水戸信用金庫

243 R108100042 関東 茨城県 塚田建材株式会社 4050001013364 ＩＣＴの活用による「人的リソース不足」の改善、生産性向上事業

244 R108100044 関東 茨城県 株式会社富田製作所 7011501007930 物理的な対人接触を減じるガスコックの高精度連続加工技術の確立

245 R108100045 関東 茨城県 株式会社相澤測量設計事務所 6050001027965 土木建築分野での測量・設計プロセスのデジタル・オンライン化

246 R108100047 関東 茨城県 ドローン産業株式会社 6050001046701 リアルタイム情報共有によるドローン事業ＤＸ化と革新的事業展開

247 R108100049 関東 茨城県 株式会社ベストランド 9050001016429 デジタル技術を活用した安心安全なカラオケ店舗の実現

248 R108100050 関東 茨城県 中信産業株式会社 9040001101363 再生素材のラインナップ拡充による事業拡大計画 伊藤　洋介
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249 R108100051 関東 茨城県 りゅうがおか歯科医院 基本設備の充実化による全治療の高精度化と患者管理のデジタル化

250 R108100052 関東 茨城県 つくば万博歯科
最先端の歯科医療設備の導入及び歯科医初の患者向けオンラインサロンの
構築

伊藤　央

251 R108100053 関東 茨城県 清浦歯科医院 歯周外科と歯周内科の両面から最適な治療を提供できる歯科医院へ

252 R108100054 関東 茨城県 エ印小松水産株式会社 6380001012505 急速冷凍等を活用した品質維持による「天日干し干物」の訴求・販売促進策 吉田　博人

253 R108100055 関東 茨城県 エステティックサロンＨａｎａｋｏ
知識と技術を活かした美と健康を叶える独自性の高いシミ改善メニューの開
発

254 R108100058 関東 茨城県 大友水産食品有限会社 9050002032326 特殊成型機の導入によるさつま揚げの生産効率と品質の向上 有限会社インキューブ

255 R108100060 関東 茨城県 有限会社小林製作所 8050002042012 即日納期対応に向けた設備導入による新たな製造プロセスの構築 税理士法人優貴会

256 R108100061 関東 茨城県 株式会社ティーエムユニオン 3050001005767 生産性が向上するオフィス機器シェアリングプラットフォーム事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

257 R108100062 関東 茨城県 東洋コンクリート工業株式会社 9050001001802
ダイヤモンドワイヤーソー導入による生産性向上、内製化によるコストダウン
及び新規需要の取込

合同会社グリーンライトコンサル
ティング＆パートナー

258 R108100063 関東 茨城県 株式会社コート・ダジュール 5050002021225 新設備導入によりジェラートの賞味期限を延長し売上拡大を図る。

259 R108100066 関東 茨城県 株式会社ロコレデイ 8050001029563 老舗婦人服店のキッチンカー導入による地域密着型出張販売への挑戦 株式会社筑波銀行

260 R108100067 関東 茨城県 株式会社油竹商店 9050001007139 ウルトラファインバブル等を活用した生産性向上事業

261 R108100068 関東 茨城県 株式会社ダイゼン 5050001030004 パイプ探査ロボ等による配管洗浄吸引の新事業展開と災害復旧対応 石井　伸暁

262 R108100069 関東 茨城県 株式会社二宮工業 4050001027934
自社製品を環境に配慮できる製品にバージョンアップする為の試作開発の促
進

263 R108100073 関東 茨城県 菊地内科医院 内視鏡及び超音波検査設備のＩＴ化促進による検査体制の再構築 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

264 R108100075 関東 茨城県 株式会社インプライ 3050001006187 住宅営業の成約率を劇的に高めるスマホ対応営業指導アプリの開発

265 R108100077 関東 茨城県 山下板金工業 自然災害に強いガイベスク施工事業の展開 茨城県商工会連合会

266 R108100078 関東 茨城県 株式会社アドバンフォース 1050001039759 笠間栗ペーストの製造能力向上で持続可能な地域産業を創る！

267 R108100079 関東 茨城県 小口設備工業株式会社 1050001013813 エネルギー循環システム開発による競争力強化の実現 茨城県商工会連合会

268 R108100083 関東 茨城県 株式会社ジェイ・オー・エヌ・七二 5050001024204 検査工程の高度化（データ管理・自動測定）による生産性向上 茨城県商工会連合会

269 R108100086 関東 茨城県 結城眼科 デジタル技術活用による緑内障の高精度検査・低侵襲治療体制の構築 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

270 R108100088 関東 茨城県 株式会社ベジタブルテック 2050001043900 ⼈⼯光型植物⼯場で発⽣する廃棄物の加⼯処理⽅法の開発 牛腸　真司

271 R108100089 関東 茨城県 ＤＡＬＭＡｉＳＯｎ チョコレート製造の機械化による工程改善及び生産性向上

272 R109100002 関東 栃木県 有限会社小澤製作所 8060002013788
小径の油圧用金属部品の加工費５０％削減のための最新自動ＮＣ旋盤の導
入

273 R109100003 関東 栃木県 有限会社東和建商 6060002010787
ＲＣ建造物解体ニーズに対応可能な高効率な解体体制の構築および工事エ
リアの拡大

若杉　拓弥

274 R109100004 関東 栃木県 大島畳工業 フローリングや床暖房に設置できる薄い畳の製造・販売事業計画						 野竿　健悟

275 R109100005 関東 栃木県 有限会社橋本製作所 4060002020739
５Ｇ化により電波塔建設に伴った電波塔部品等の生産性向上と高精度化＆
短納期化計画

シェアビジョン株式会社

276 R109100006 関東 栃木県 株式会社丸麺侍 8060001024274 餃子製造ラインの自動化による１００万個の生産体制を実現する 江田　彰

277 R109100007 関東 栃木県 日工精機株式会社 2013201004411 世界初の高速対応版小型メトロノームの開発 太田　充

278 R109100008 関東 栃木県 タケイ金属株式会社 9060001006370 タイヤリサイクルによる都市鉱山アルミ資源の輸出事業 遠山　純夫

279 R109100009 関東 栃木県 菊池歯科医院 ＣＴ撮影の内製化によるインプラント手術提供プロセスの改善 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

280 R109100010 関東 栃木県 栃木県集成材協業組合 1060005003520 炭素生性向上の新ライン確立と、高い社会ニーズを持つ製品の実現 鹿沼相互信用金庫

281 R109100011 関東 栃木県 株式会社カネコアルトップ 6060001010301 高精度長尺ＮＣ加工機、工程システム導入による　顧客安心感強化

282 R109100012 関東 栃木県 株式会社石原精機製作所 8060001015133 新規製品の工程作業分析による課題の改善と売上拡大

283 R109100013 関東 栃木県 株式会社ユウケイ工業 2060001006311 仮設工事のプロが挑む足場資材リース・レンタル事業への挑戦！ 高橋邑伍

284 R109100016 関東 栃木県 株式会社マルゲン製作所 5060001004205 木工製品の縁貼り工程を抜本的に改善し、製品美観の向上と生産性の向上

285 R109100017 関東 栃木県 ひざつき製菓株式会社 8060001016585 当社初となるチョコレート商品の生産体制構築 株式会社足利銀行

286 R109100018 関東 栃木県 横田デンタルラボ デジタル化を通じた金属素材に依存する社内体制からの脱却 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

287 R109100022 関東 栃木県 蓮實牧場株式会社 5060001029508 ＩＯＴ技術と酪農家の感性を融合！地域と進める次世代酪農開発事業 株式会社サクシード

288 R109100023 関東 栃木県 菊の里酒造株式会社 4060001012786 窒素充填式生酛製法による純米大吟醸「ＡＲＡＴＡＮＡ」の開発 東　健司

289 R109100024 関東 栃木県 有限会社細井製作所 2060002022712 高性能ベンダー導入による厚物加工への対応と生産体制の強化 株式会社ゼロプラス

290 R109100025 関東 栃木県 株式会社浅野 8060001000341 在庫管理体制のＤＸで『キャンプ用品のＥＣ販売売上高の増加』を実現！ 株式会社サクシード

291 R109100026 関東 栃木県 有限会社ナック 4060002006894 製品品質保証の基盤となる高性能測定機器向け精密部品の生産拡大

292 R109100028 関東 栃木県 岩澤建設株式会社 3060001018339 舗装工をはじめとするＩＣＴ工事への対応 株式会社足利銀行

293 R109100033 関東 栃木県 勝田デンタルクリニック 各医療機関の研究力と実践力を取り入れた地域総合型医療の提供

294 R109100035 関東 栃木県 株式会社アイ・レック 2060001000272 外注工程の一部内製化に併せて施工コストの削減と生産性向上を実現 株式会社ＵＩ志援コンサルティング

295 R109100037 関東 栃木県 株式会社サクシード 5060001006003 配膳ロボットとタブレット発券機でコロナ禍に対応した焼肉店経営 惠美須丈史

296 R109100038 関東 栃木県 パスキン工業株式会社 4060001003645 計量・練混ぜ工程の効率化によるコンクリート製品生産性向上計画 株式会社足利銀行

297 R109100040 関東 栃木県 有限会社ホンゴウ 2060002033676 大型建機向け部品製造の革新的生産性向上とデジタルデータ活用 山地　真吾

298 R109100041 関東 栃木県 株式会社テラサキ 7060001012032 コンクリート基礎工事の内製化を実現するエコシステムの構築 石田　信行

6 / 52 ページ



No 受付番号 ブロック 都道府県 商号又は名称 法人番号 事業計画名
認定経営革新等

支援機関名

299 R109100042 関東 栃木県 株式会社グリーンウィーク 3060001028585 ＩＯＴシステム及び重機を導入して肥料原材料の製造・販売事業

300 R109100043 関東 栃木県 有限会社金盛堂 8060002024587 那須産素材使用の新商品開発でお土産品販売、ＥＣ販売の販路拡大 東　健司

301 R109100044 関東 栃木県 株式会社コトブキ興産 6060001010417 職人技術の活用による木工業の新分野進出 中平　康

302 R109100045 関東 栃木県 株式会社リバイブマツヤマ 3060001016697 「破砕機導入で生産性向上」ダンゴ化したバリ再溶解の効率化 フィネスコ株式会社

303 R109100047 関東 栃木県 株式会社みつわランドリー 8060001011553 連続式洗濯機導入による宿泊用部屋着等高温洗浄技術構築事業
株式会社ABKビジネスパートナー
ズ

304 R109100048 関東 栃木県 株式会社ＮＡＨ 9060001033225
地域の耳科治療を牽引、ポストコロナ社会を生きるペットとご家族の笑顔を守
る

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

305 R109100050 関東 栃木県 株式会社上岡工務店 7060001017403 レンタルからの転換及びＷＥＢカメラによる解体現場の最適化

306 R109100051 関東 栃木県 株式会社大垣ダイカスト工業 4060002030572 ガス量・成分分析装置導入でのアルミダイカスト高品質化による事業拡大

307 R109100052 関東 栃木県 有限会社石塚製作所 1060002018018 最新のＣＮＣ旋盤の導入による電熱ヒーター部品の生産性向上

308 R109100054 関東 栃木県 小山鋼材株式会社 1060001014091 最新両頭側面フライス盤の導入による、自社製造技術の高度化 牛腸　真司

309 R109100055 関東 栃木県 米山そば工業株式会社 7060001010663
国産石臼挽き生そばの賞味期限延長を可能にするバリアーナイロン対応の
自動包装機導入による生産ライン改革

鹿沼商工会議所

310 R110100002 関東 群馬県 有限会社浅間高原麦酒 6070002036146 製造工程でのＣＯ２削減と原料鮮度の追求及び製品品質向上事業 群馬県商工会連合会

311 R110100003 関東 群馬県 株式会社エーテック 9070001038586 ガントリーローダ付きＣＮＣ旋盤導入による高効率旋盤加工システムの構築

312 R110100004 関東 群馬県 きむらや 新包餡機導入による生産性向上・新サービス展開による収益改善 館林商工会議所

313 R110100005 関東 群馬県 共栄精機株式会社 8070001019083 最新式ＣＮＣ自動旋盤導入による小径部品生産体制の確立

314 R110100007 関東 群馬県 有限会社横手製作所 5070002027006 高性能バリ取り機の導入による生産性向上と製品の均一化取組み 北群馬信用金庫

315 R110100008 関東 群馬県 日新産業株式会社 7070001002478
商品サイズに適合した段ボール供給で物価高騰の中コストダウン提案に挑
戦する事業

316 R110100009 関東 群馬県 株式会社サンエス渋川 9070001018118
通信機器部品製造の自動化を実現し、国内回帰の進む部品製造の需要獲
得計画

株式会社東和銀行

317 R110100011 関東 群馬県 ＦＫエンジニアリング株式会社 3070001025697 顧客ニーズに応えた設備導入によるサービス力向上と雇用の創出

318 R110100013 関東 群馬県 株式会社ニューテック 4070001013965 ドライ真空ポンプ部品の量産体制の構築による半導体分野への進出 株式会社ゼロプラス

319 R110100016 関東 群馬県 有限会社高柳鉄工所 5070002033557 最新マシニングセンタ導入による加工精度及び生産性向上計画

320 R110100018 関東 群馬県 武藏工業有限会社 7070002019868
長尺・厚板・複雑形状曲げに対応するフレキシブルベンディングシステムの構
築

321 R110100019 関東 群馬県 有限会社山一製作所 3070002015185 ＥＶ車モーターハウジングの溶接及び切削加工技術の研究開発 株式会社フォーバル

322 R110100021 関東 群馬県 中島製畳株式会社 8070001010026 新生産方式による薄畳の生産性向上事業 群馬県商工会連合会

323 R110100022 関東 群馬県 株式会社丸詔 3070001003100 高性能パイプ自動切断機導入による生産性の向上と競争力強化 しののめ信用金庫

324 R110100025 関東 群馬県 ラジカル整骨院 ハイボルト検査・施術による革新的サービス開発 群馬県商工会連合会

325 R110100026 関東 群馬県 有限会社エイト産業 9070002000859 最新のデジタル技術の活用により設計・積算業務の高効率化を図る

326 R110100028 関東 群馬県 双葉金型部品販売株式会社 2070001008257
精密平面研削盤等とＩｏＴの導入による金型部品加工の付加価値向上と生産
性効率化の実現

株式会社やまと経営

327 R110100031 関東 群馬県 小野塚精機株式会社 1070001000669 検査体制を刷新し、次世代モビリティ製品の品質を向上させる 株式会社フラッグシップ経営

328 R110100032 関東 群馬県 有限会社小島発條製作所 7070002022129 フォーミングマシンによる製造効率化と新市場進出

329 R110100033 関東 群馬県 株式会社テクノフィールド 6070001014680 ＥＶ車両用バッテリー冷却機構及び光学機器製造装置の精度向上事業

330 R110100035 関東 群馬県 ニチエイ・ハム株式会社 6070001014136
深絞り包装機導入による省力化と抜本的なハム・ソーセージ・ベーコンの生
産性向上

331 R110100036 関東 群馬県 株式会社なかいち 6070001002330 ホームセンター向けコンクリート製品製造における生産性向上 株式会社群馬銀行

332 R110100038 関東 群馬県 株式会社食環境衛生研究所 6070001004467 固相抽出自動前処理システム導入における生産効率及び品質向上 株式会社東和銀行

333 R110100039 関東 群馬県 株式会社おもつな 9070001032556
国産無農薬バナナの葉と茎を利用した和紙及び和紙加工品の製造及び販
売

税理士法人つなぐ

334 R110100041 関東 群馬県 パール歯科クリニック ＩＴ化による３Ｄデータ・デジタル活用でワンストップ診療を実現

335 R110100042 関東 群馬県 永井歯科 最新設備で患者さんとデータを共有～未来型歯科医院を目指して

336 R110100043 関東 群馬県 落合製畳店 最新畳製作機械の導入により顧客満足度の向上と商圏の拡大を目指す

337 R110100044 関東 群馬県 敷島産業株式会社 2070001017712 新たなコンクリート圧送工事工法による物流倉庫建設事業への展開 株式会社ＩＰＪ

338 R110100045 関東 群馬県 株式会社アルプス 6070001005655 ＩＣＴ測量技術の高度化による３次元測量業務プロセスの改善と生産性向上
ぐんぎんコンサルティング株式会
社

339 R110100050 関東 群馬県 株式会社共立発条製作所 2070001021103 自動車シートばねの高難度曲げ加工攻略及び省人化による生産性の向上

340 R110100051 関東 群馬県 飯玉屋 焼きまんじゅうの高度化事業 群馬県商工会連合会

341 R110100052 関東 群馬県 株式会社グローバル 2070001013892 ３Ｄスキャナーを活用したワンマン測量で非接触と測量プロセス革新 河村裕司

342 R110100053 関東 群馬県 ＬＯＯＫ　ＴＥＣ株式会社 3030001089085 非侵襲型糖質モニタを使用した健康管理アプリケーションビジネス

343 R110100054 関東 群馬県 株式会社ＲＥＢＯ 8070001038018 自動切断加工機導入による加工高精度・短納期化で顧客ニーズ対応 群馬県商工会連合会

344 R110100056 関東 群馬県 株式会社山村 4040001028487 ケガキ線の自動描画による生産性及び顧客満足度の向上、顧客開拓 石井　照之

345 R110100057 関東 群馬県 上毛電化株式会社 5070001012446 「硬質アルマイト皮膜法技術向上計画」硬質アルマイト皮膜技術の確立

346 R110100058 関東 群馬県 株式会社秋葉ダイカスト工業所 2070001006054 都市ガス化転換設備の導入による合金再溶解時ＣＯ２排出削減

347 R110100059 関東 群馬県 ヒデ・デンタルクリニック 院内デジタル化の推進を通じた最先端根幹治療の提供

348 R111100009 関東 埼玉県 藤工業株式会社 1011601007902 パレタイジング（荷積み）ロボット導入による生産プロセス改善 小久保　和人
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349 R111100010 関東 埼玉県 株式会社協伸ハイテック 7030001074546 新たなレーザ溶接技術の導入による高耐久かつ高品質溶接の実現

350 R111100012 関東 埼玉県 磯川産業株式会社 7011501005455 測定改善とソフトクローズ高機能化でウィズコロナの暮らしに貢献

351 R111100013 関東 埼玉県 山本工機株式会社 8030001036438
金属加工における一貫生産体制を活かし、半導体製造装置用部品の需要増
加への対応に向けた生産体制の構築

株式会社東和銀行

352 R111100017 関東 埼玉県 株式会社ミタカ 7030001088752 医療向け長尺コイルの歩留まり改善と生産性向上の取組み

353 R111100018 関東 埼玉県 株式会社東光製本 5030001020527 強味の教科書製本を更に強化し多様化するニーズにＰＯ製本で対応

354 R111100023 関東 埼玉県 株式会社飯塚製作所 7030002122774 ＣＮＣ自動旋盤による彫刻文字の複合加工実現と生産性向上 埼玉県商工会連合会

355 R111100029 関東 埼玉県 株式会社ハイポネックスジャパン 3120001050418 家庭用肥料の容器に使う資源が低減でき製造効率が上がる装置の導入 上田　誠

356 R111100030 関東 埼玉県 株式会社フロンティアジャパン 3030001039692
高精度金型製作工程の刷新による高付加価値カスタムドール生産体制の確
立

株式会社東和銀行

357 R111100035 関東 埼玉県 有限会社山口金属塗装 3030002046110 塗装品質革新の新生産プロセスの開発 草加商工会議所

358 R111100040 関東 埼玉県 三研光機株式会社 5030001041358 光学部品向け金属加工の三次元測定機の自動化により生産性向上 中内　善文

359 R111100041 関東 埼玉県 有限会社ヤスキ 1030002048018 測定のデジタル化で生産性向上とＥＶ・ロボットの難加工部品へ挑戦

360 R111100043 関東 埼玉県 株式会社イソノ化学 6011501005464 オリジナル生産設備の開発による化学製品の生産性向上 株式会社やまと経営

361 R111100045 関東 埼玉県 株式会社ＦＩＲＳＴ 7030001132469 建設キャリアアップシステム運用のオートメーション化					 株式会社アカウティングプロ

362 R111100050 関東 埼玉県 株式会社岡安製作所 6030001144696 小径精密部品の加工依頼に対応する最新型自動旋盤機と検査設備の導入 株式会社東和銀行

363 R111100051 関東 埼玉県 有限会社東栄樹脂工業 9030002117995 耐久性・耐候性に優れた農業用資材向け製品の量産化 近山　寿博

364 R111100052 関東 埼玉県 株式会社組楽工房 3030001058701 木工製品の立体造形等「造形力強化に向けた機械制御技術の導入」 埼玉県商工会連合会

365 R111100053 関東 埼玉県 沼口米菓株式会社 4030001033967 台車式乾燥機導入による単品生産性向上と多品種変量対応力の強化 小櫃　義徳

366 R111100055 関東 埼玉県 株式会社香川住装 6030001001955 畳製造技術の高度化と生産性向上による革新的な製造体制の構築 野竿　健悟

367 R111100057 関東 埼玉県 ひかり歯科医院 最先端医療用設備導入による、地域密着型「予防歯科」の実現
株式会社中央ライズアクロスソ
リューション

368 R111100058 関東 埼玉県 高野歯科医院 複雑な根管形状における骨誘導パーフォレーション治療法の開発 アイアンドアイ株式会社

369 R111100060 関東 埼玉県 株式会社禧虎坊 5030001130409 通販サイトで販売される冷凍餃子の量産化

370 R111100063 関東 埼玉県 スカイ．デンタル．ラボラトリー クラウン＆インレーのセパレート生産方式による新商品開発事業 アイアンドアイ株式会社

371 R111100064 関東 埼玉県 有限会社共栄製作所 6030002113106 医療機器向け低騒音・低振動の冷却ファンの製造技術獲得
株式会社コムラッドファームジャ
パン

372 R111100065 関東 埼玉県 有限会社中田製作所 3030002056910 複雑化する立体形状製品の生産プロセス革新

373 R111100066 関東 埼玉県 株式会社アイティエステート 6030001012440 賃貸住宅向け自己消費型太陽光発電料金精算システムの開発 補助金活用支援会合同会社

374 R111100067 関東 埼玉県 埼玉伸管工業株式会社 5030001045680 １・２号抽伸機の分離、高強度化による超硬材質、難サイズ品製造

375 R111100068 関東 埼玉県 株式会社岡芹電設 9030001109820 パワーボールの複数導入・同時運用による電気工事プロセス改革 須永　達也

376 R111100069 関東 埼玉県 株式会社美松 8030001102644 新設備と独自ノウハウを活かした革新的生産プロセス構築計画

377 R111100070 関東 埼玉県 株式会社朝倉鋳物 2030001080862 ３ＤＣＡＤ／ＣＡＥを活用した鋳造シミュレーションによる技能伝承と歩留改善 川口商工会議所

378 R111100071 関東 埼玉県 有限会社森井精密 3010802014623
アフターコロナにおいて市場拡大が進む半導体製造装置向け精密部品の生
産性拡大

379 R111100072 関東 埼玉県 クリスタルデンタルクリニック 口腔内スキャナーを活用した重度虫歯への天然歯保存の取組み

380 R111100074 関東 埼玉県 株式会社セラーズ 4030001004613 不燃化粧板「ダイノフレックス」製造工程改善による製品価値向上

381 R111100075 関東 埼玉県 青山技工株式会社 9030001070709 低炭素社会に貢献する高耐熱性電気炉部品の製造技術確立
株式会社コムラッドファームジャ
パン

382 R111100079 関東 埼玉県 草加清掃有限会社 4030002044690 ＤＸ活用による生産性の向上で手間のかからない廃棄物業者 中島　由雅

383 R111100080 関東 埼玉県 有限会社トラッド 9030002105463 完全デジタル工程による「チタン歯専用ミリングセンター」の構築 アイアンドアイ株式会社

384 R111100081 関東 埼玉県 株式会社ナチュラルポークリンク 7030001050010 最新マルチスライサーによる更なる地域貢献と新サービスの開発事業

385 R111100082 関東 埼玉県 有限会社石川製作所 9030002072258 マシニングセンター導入による高難度精密切削加工の実現 飯能信用金庫

386 R111100084 関東 埼玉県 株式会社小林鍍金工業 2030001002791 検査・分析体制の構築によるめっき処理加工の情報サービス産業化

387 R111100085 関東 埼玉県 金子デンタルラボラトリー デジタル工程による新・磁性アタッチメントデンチャーの開発事業 アイアンドアイ株式会社

388 R111100087 関東 埼玉県 有限会社幸和鋼業所 8030002024160 戸田市スチール建具業のデジタル技術による図面製作・生産性向上

389 R111100088 関東 埼玉県 株式会社金久保製作所 8030001017792 ワークハンドリングシステムを活用した自動生産ラインの構築

390 R111100089 関東 埼玉県 有限会社井田製作所 7030002001474
最新設備と現有ノウハウの相乗効果による高精度長尺金型部品の短納期製
作体制構築事業

391 R111100090 関東 埼玉県 株式会社ボルテージ 2030001025025 コロナの感染リスクを低減する電気計測・測定器の短納期校正事業 株式会社エイチ・エーエル

392 R111100091 関東 埼玉県 株式会社タイショー 5030001059045 ターニングセンタ活用による工程集約と生産技術の高度化
一般社団法人多摩西部コンサル
タント協会

393 R111100092 関東 埼玉県 株式会社イズミ食品埼玉工場 9030001140321 蓄積されてきた抽出技術を活かしたストレート型鰹節出汁の商品化 本庄商工会議所

394 R111100093 関東 埼玉県 有限会社亀山螺子興業所 5030002043799
最新設備導入と独自ノウハウの融合による小径部品の高精度短納期製作体
制構築事業

395 R111100094 関東 埼玉県 株式会社古川商店 9011601006112 目指せリサイクルＮｏ１企業！プレス工程効率化から始める事業拡大

396 R111100095 関東 埼玉県 株式会社セイラ 8030001032585 精密旋盤加工高度化で医療機器・小径機械部品の受注拡大を図る 角田　光則

397 R111100097 関東 埼玉県 有限会社美里パッケージ 6030002081658 段取り替えのデジタル推進で高付加価値事業の生産能力増強事業 埼玉県商工会連合会

398 R111100098 関東 埼玉県 株式会社ＳＣフーズ 7010401015366 回転式蒸気釜の導入による飲食店向け焼豚の生産性の向上 経営創研株式会社
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399 R111100099 関東 埼玉県 株式会社アール工芸 9011801020557 大型案件対応のための機械導入による生産性向上計画 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

400 R111100100 関東 埼玉県 東浜工業株式会社 8030001076285
チャンバー自動溶接装置等の導入による自動組立作業体制確立と競争力強
化

401 R111100101 関東 埼玉県 川越プレス工業株式会社 4030001054501 プレス加工生産性向上と加工素材拡大による受注数拡大と新規獲得

402 R111100103 関東 埼玉県 株式会社山富士 4030001086619 建築業界への依存体質の改善に向けた介護・福祉事業への進出 株式会社ゼロプラス

403 R111100105 関東 埼玉県 株式会社アロー電子 4030001135961
鉛フリーに対応したＰＣＢ基板はんだ付け装置の整備による「環境にやさしい
企業」への転換

404 R111100106 関東 埼玉県 有限会社ヒカリ精工 9030002084550 アルミ合金加工の高度化による半導体製造装置部品の生産性向上 大谷　周平

405 R111100107 関東 埼玉県 有限会社小林製作所 4030002098902 小型マシニングとＣＡＤ－ＣＡＭの新たな生産方式の導入

406 R111100108 関東 埼玉県 ムサシパッケージ株式会社 7030001035647 パッケージ業界に特化した見積システムの開発

407 R111100109 関東 埼玉県 はとり歯科医院 口腔スキャナー等の最新歯科設備の導入による高品質補綴物の内製化 野竿　健悟

408 R111100111 関東 埼玉県 株式会社Ｋｏｉｋｅ 6010101011360
最新機器導入による３次元計測業務の自動化・生産性向上の実現と、当社
オンリーワンサービスの提供

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

409 R111100112 関東 埼玉県 株式会社彩国観光バス 1030001061161 アウトドアレジャーを盛り上げるバリアフリー体験農園の効率化事業 埼玉県商工会連合会

410 R111100115 関東 埼玉県 ふじ乃 事業継続・生産性向上を目指す老舗和菓子店の新しい取組 川越商工会議所

411 R111100116 関東 埼玉県 Ｏｒａｎｇｅ株式会社 5030001140176 国産材を活用したオーダーメイド型サウナの設計・施工・管理事業 伊藤　智史

412 R111100118 関東 埼玉県 株式会社岡田本店 6030001054441
畳メーカーとしての第一歩！生産体制革新によるオリジナル商品の販売倍
増！

野竿　健悟

413 R111100122 関東 埼玉県 槻川林産木工有限会社 7030002098057 高周波接着機による炭素生産性向上・省エネルギー化の取組み 株式会社埼玉りそな銀行

414 R111100123 関東 埼玉県 金杉建設株式会社 7030001050910 ３Ｄデータ・座標制御、リモコン対応油圧ショベルによるＤＸ推進

415 R111100124 関東 埼玉県 有限会社竹内産業 4030002090339 薄床畳製造工程の機械化・社内一貫生産化でつかむ消費者ニーズ 埼玉県商工会連合会

416 R111100125 関東 埼玉県 株式会社サエキ 2030001031428 環境型シート素材に対応した加工方法の確立と工期短縮による競争力強化

417 R111100126 関東 埼玉県 生井金属株式会社 8120001074387 非鉄金属加工材販売を拡大するために新たな設備を導入する事業

418 R111100127 関東 埼玉県 株式会社オカモト 5030001001510 適正価格を把握する受発注システムの導入 飯能信用金庫

419 R111100130 関東 埼玉県 有限会社秋羽製作所 2013102000930
短時間・高精度加工と信頼性の見える化によって経済好循環に寄与する事
業

西武信用金庫

420 R111100131 関東 埼玉県 株式会社大沢製作所 3030001088252
バリ取り工程の効率化と高度化で生産性を向上させると共に当社の強みを
強化する設備投資計画

421 R111100132 関東 埼玉県 株式会社石黒製作所 7030001084438 バリ取り工程改善での効率化と品質向上による事業拡大 株式会社武蔵野銀行

422 R111100133 関東 埼玉県 さいたま市北区　クオーレ歯科・矯正歯科クリニック データ統合による歯肉退縮や顎関節症を防ぐ予知性の高い矯正治療の実現

423 R111100134 関東 埼玉県 イシイ印刷株式会社 5030001060878 「超高品質×環境保護」を実現し紙製品の付加価値を高める事業

424 R111100135 関東 埼玉県 株式会社ＬＩＢＥＲＯ 4013301029257 カードゲームのケース内製化でコスト圧縮と事業基盤強固を目指す 山口　良明

425 R111100137 関東 埼玉県 丸一工業株式会社 5013301012773 自社製品の環境対応化及び、内製化による利益向上、生産能力増強計画 芝信用金庫

426 R111100138 関東 埼玉県 株式会社Ｂｉｒｇｏ　Ｄｅｓｉｇｎ 6030001144408 高度な加工を実現しブランド構築に貢献する一貫生産体制の構築 株式会社東和銀行

427 R111100139 関東 埼玉県 こころ企画 音楽業界特化型のコンサルティングシステムの開発 井上大輔

428 R111100141 関東 埼玉県 株式会社ピース 5030001053782 最新機器導入による内製化率向上で、独自市場の開拓・創造を実現 鳩貝　暢夫

429 R111100143 関東 埼玉県 彩虹貿易合同会社 1030003016601 ＡＲシミュレーションを用いた３Ｄプリンティングサービス開発

430 R111100145 関東 埼玉県 株式会社潤製作所 8030001035092
最新設備と自動化ロボットの導入による精密丸物部品の革新的新生産体制
の構築事業

431 R111100147 関東 埼玉県 有限会社三井ダイカスト工業所 8030002111941 ダイカスト製造業における鋳造不良の大幅削減とサイクルタイムの改善

432 R111100148 関東 埼玉県 有限会社関東山陽 9030002066516 フォーミングロール（金型）のメンテナンス事業の生産性向上と高付加価値化

433 R111100149 関東 埼玉県 埼玉ヤマト株式会社 8030001087464 生産性向上と「竹パネル」の製造による住宅・建材市場への進出 埼玉県商工会連合会

434 R111100150 関東 埼玉県 有限会社新井加工紙 6011402000606 自動制御ラミネータとクリーンルームによる業務効率化と市場開拓 木戸　真智子

435 R111100151 関東 埼玉県 デンタルラボトラスト 歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ導入でデジタル化推進し付加価値向上を実現 中内　善文

436 R111100152 関東 埼玉県 都亜測量設計株式会社 2030001076241 社会インフラを対象とする３Ｄ測量機＆ドローンによる３次元測量 松山　亮樹

437 R111100153 関東 埼玉県 株式会社近江屋 7030001020913 染色作家との提携による商品開発とデジタルビジネスモデルの展開 蕨商工会議所

438 R111100154 関東 埼玉県 株式会社積田電業社 9030001005466 ＤＥＲアグリゲーション及びレジリエンス機能を有した制御システム開発

439 R111100157 関東 埼玉県 有限会社モコフィス 6030002052411 付加価値化による環境に配慮した高品質印刷製品の提供

440 R111100158 関東 埼玉県 株式会社エスケイ電機 2030001026808 売上高増加および賃上げのための親会社とのシステム共有

441 R111100159 関東 埼玉県 有限会社能登精機製作所 7030002030630
特殊治具と搬送システムの組合せによる量産部品の高効率生産体制の確
立

442 R111100160 関東 埼玉県 有限会社モーション 8030002047962 木材裁断技術の高度化による、店舗什器業界への展開 株式会社シャイン総研

443 R111100164 関東 埼玉県 株式会社長峰園 6030001069563 農薬を使用しない茶葉栽培により安全・安心な茶葉を生産する事業 戸髙　成二

444 R111100165 関東 埼玉県 株式会社藤島建設 5030001077014 高気密高断熱パネルの生産性向上により、省エネ住宅普及へ貢献 株式会社ゼロプラス

445 R111100167 関東 埼玉県 株式会社フジキン 8030001036306 ＩＴ導入によるデータの一元管理化・品質管理業務の自動化

446 R111100168 関東 埼玉県 若葉駅前歯科 専門医による最新素材インプラント即日治療体制の確立

447 R111100172 関東 埼玉県 株式会社樋口ダイカスト 3030001047142 鋳造シミュレーションソフト導入による量産立ち上げ速度の倍速化 巣鴨信用金庫

448 R111100173 関東 埼玉県 株式会社香取組製作所 2030001108779
新型ノズルの加工技術開発とＣＮＣ旋盤の導入による大型洗浄機市場への
参入

牛腸　真司
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449 R111100175 関東 埼玉県 株式会社ヴェトレ 7030001096409 難病「椎間板ヘルニア」に対する革新的治療法確立へ 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

450 R111100177 関東 埼玉県 合同会社ＨＫプランニング 8360003006620 航空測量機器導入による測量事業における生産性向上と安全性向上 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

451 R111100178 関東 埼玉県 株式会社大槇精機 9011401003755 金属切削加工屑圧縮機導入による革新的無人生産プロセスの実現

452 R112100003 関東 千葉県 大同化成株式会社 7040001079643 プラスチック廃材の再生シートを生産するプロセスの構築 株式会社千葉銀行

453 R112100006 関東 千葉県 今井民夫 デジタル機器導入による革新性の高い歯科医療サービス体制の構築 野竿　健悟

454 R112100007 関東 千葉県 豊乃鶴酒造株式会社 5040001075165 国内外向け高品質商品の開発と生産増加への安定供給体制の構築

455 R112100008 関東 千葉県 株式会社ヒマワリ 7040001050876 高度な１．５次医療体制のもと、革新的で組織的な経営を目指す 中山　和彦

456 R112100009 関東 千葉県 川奈部歯科クリニック ＣＴ導入によるインプラント治療のＤＸ化を通じた事業拡大 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

457 R112100011 関東 千葉県 藤恵工業株式会社 2040001036698 半導体製造プロセス向け自社製品の生産体制構築の取り組み
公益財団法人千葉県産業振興セ
ンター

458 R112100017 関東 千葉県 株式会社鈴徳 2040001063585 高機能重機及びマシンガイダンスシステム導入による経営力の向上
株式会社ヒューマンネット・コンサ
ルティング

459 R112100018 関東 千葉県 エム．オー．デンタルクリニック検見川浜 革新的診療方式の開発による地域歯科医療の充実度向上

460 R112100020 関東 千葉県 クレストスキンクリニック 最新鋭のレーザー脱毛器による生産性向上事業

461 R112100022 関東 千葉県 株式会社飯沼本家 1040001047465 暦と密着した販売日電亭主を逆算して製造する中小企業の国内初挑戦！

462 R112100024 関東 千葉県 有限会社林畳店 6040002067532 設備導入でおしゃれ畳の製造を強化し個人顧客を開拓 野竿　健悟

463 R112100025 関東 千葉県 有限会社センチュリー・オート 9040002046764 電気自動車等すべての自動車の運搬・整備におけるワンストップサービス

464 R112100027 関東 千葉県 えいこう歯科クリニック 設備導入を通じた治療プロセスの効率化と機会損失の解消 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

465 R112100028 関東 千葉県 有限会社宇野澤鉄工 4040002084273 新市場向け製品に適った塗装工程の工法転換 近山　寿博

466 R112100030 関東 千葉県 有限会社Ｓｔａｙ　Ｄｒｅａｍ　Ｐｒｏｊｅｃｔ 2040002082163
セントラルキッチンを食肉処理から惣菜弁当製造にプロセス改善して生産性
向上

福永　健二

467 R112100034 関東 千葉県 加藤畳店 高機能薄畳の開発及び生産体制の構築と需要を開拓する提案営業 流山商工会議所

468 R112100035 関東 千葉県 東伸産業株式会社 2040001059856 大型農業用シート受注拡大に伴う生産性向上事業 根本　義之

469 R112100036 関東 千葉県 アスカ自動車工業株式会社 4040001013497 ４輪アライメント調整工程における、プロセス改善による生産性向上 藤井　尊則

470 R112100037 関東 千葉県 株式会社テンサン 5040001048014 大型非住宅建築物木造化に向けた大断面プレカット材提供体制の構築 株式会社PQM総合研究所

471 R112100038 関東 千葉県 有限会社創明 1030002067629 工期短縮を実現するための生産工程合理化への取組み

472 R112100040 関東 千葉県 岩瀨鉄工建設株式会社 3040001063997 自動３軸ドリルマシン導入による建設鉄骨製造の生産性向上と収益力向上 銚子信用金庫

473 R112100041 関東 千葉県 株式会社エウレカコーヒー製作所 8040001122724 スペシャルティコーヒー焙煎プロセスの革新による新サービスの提供 紀平　祐希

474 R112100043 関東 千葉県 有限会社見山自動車工業所 9040002086026 「プレミアムブランド」車両の板金塗装業務拡大による収益性改善事業 銚子信用金庫

475 R112100045 関東 千葉県 有限会社小林パイプ 2011702004392 丸・角パイプの単品連続加工工程の生産プロセスの革新 柏崎　裕介

476 R112100046 関東 千葉県 加山板金 最新型建築板金用自動折曲機導入によるフルラインナップ化を図る 千葉県商工会連合会

477 R112100047 関東 千葉県 大徳産業株式会社 5040001044079 マシンガイダンスによる道路土工ｉＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ体制の構築

478 R112100048 関東 千葉県 株式会社豊和技工 8040001040950 巣篭り需要拡大に対応した革新的製菓・製パン機械製造工程の実現
ＨＴＭコンサルティンググループ株
式会社

479 R112100049 関東 千葉県 有限会社フジテクノ 4040002010048 時短・省力化を達成する浄化槽ＦＲＰ補修システムの開発・導入 山根誠司

480 R112100050 関東 千葉県 石井建装
拡大するオフィス家具需要などに対応する特注大型家具の高品質化及び生
産性向上計画

千葉信用金庫

481 R112100051 関東 千葉県 佐瀬歯科クリニック 最先端のＣＡＤ／ＣＡＭシステム構築によるＤＸと補綴治療の改善 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

482 R112100054 関東 千葉県 株式会社トラストベンディング 2040001104364 穴あけ加工工程生産プロセスの改善による生産性・顧客満足度向上 日髙　嘉郎

483 R112100055 関東 千葉県 株式会社ＤＥＮＲＩＣＨＥ 3040001081099 職人の技をデジタル技術で伝承！歯科技工所が挑む歯科医療のＤＸ
ＨＴＭコンサルティンググループ株
式会社

484 R112100056 関東 千葉県 しのはらプレスサービス株式会社 1040001017625 ３Ｄスキャナの導入による製造における高精度化とデジタル化

485 R112100057 関東 千葉県 Ａ＆Ｍグループ株式会社 3010001137011 世界初のＩｏＴヘッドホンを開発し、ワールドワイドに最高のサウンドを届ける

486 R112100058 関東 千葉県 ティ・アンド・シー・ジャパン株式会社 8011801028964 循環型社会の実現に向けて、銅リサイクル生産性の革新的向上事業 株式会社千葉銀行

487 R112100061 関東 千葉県 しんめい株式会社 2040001087709 解体工期の３割短縮とリサイクル率１００％を達成する工法の確立 石村飛鷹

488 R112100062 関東 千葉県 印東木材株式会社 9040001042715 成田発、貨物梱包用木材乾燥機を導入し熱処理工程の内製化を実現 打越　大輔

489 R112100064 関東 千葉県 ミナトゴム株式会社 9040001018847 ＡＩ外観検査システム開発によるゴム部品製造高度化へのチャレンジ
一般社団法人L・T・Rコンサルティ
ングパートナーズ

490 R112100065 関東 千葉県 木村光男板金 板金業を多角化！電動折曲機の導入で長尺対応・低コスト化を図る 佐原商工会議所

491 R112100067 関東 千葉県 株式会社Ｓ．Ｔ．マテリアル 5011701022475
最新Ｘ線検査装置を活用、アルミニウムリサイクルを通じて持続可能な社会
へ！

株式会社東京経営サポーター

492 R112100068 関東 千葉県 株式会社ウッディホーム 1040001000770 人事労務システムのＤＸ化による生産性と従業員満足向上の実現

493 R112100069 関東 千葉県 株式会社丸長青果 1040001036988 ＬＩＮＥを活用した革新的システムの導入による新サービス提供体制の構築
株式会社ビジネスモデルサイエン
ス

494 R112100070 関東 千葉県 東京リベツト工業株式会社 3010601004536 海外に負けないための品質管理と生産管理のシステムの一元化

495 R112100072 関東 千葉県 株式会社山商 5040002101960 台風被害木の効率利用に資する、高性能林業機械による生産性革命事業 房総信用組合

496 R112100073 関東 千葉県 株式会社オリエント技研 1011701001978 ＩｏＴによるリアルタイム資材管理及び精密切断能力強化					 株式会社アカウティングプロ

497 R112100074 関東 千葉県 行政書士法人畠山事務所 4040005001952 建設業許可の革新的省力化を実現するオンライン申請システム等の開発 野竿　健悟

498 R112100075 関東 千葉県 株式会社トライズコンサルティング 1040001112194 コンサル企業による新規ベース事業としての印刷通販業への進出
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499 R112100078 関東 千葉県 三幸工業株式会社 4040001014454 高出力レーザー溶接で近年ニーズの高いアルミ製フィルターを生産

500 R112100080 関東 千葉県 東松戸駅前歯科医院 歯の残存向上に向けた根管治療の高度化 野竿　健悟

501 R112100081 関東 千葉県 ＮＯＢＬＥ　ＤＥＮＴＡＬ　ＣＬＩＮＩＣ 親知らずの抜歯と虫歯のＷワンデイ治療により他院の１／７の期間で完治

502 R112100082 関東 千葉県 株式会社万通商事 9040001024705 フルフィルメント管理システムの導入による生産性の向上

503 R112100083 関東 千葉県 有限会社藤和工務店 3040002092905 背中クールタイ改良版

504 R112100084 関東 千葉県 ５丁目歯科クリニック 院内高精度診断による口腔機能発育不全症の革新的治療体制の確立

505 R112100086 関東 千葉県 合同会社あめおと商店 3011703001636 「犬が喜ぶ」自社オリジナルドッグフード商品の開発・製造計画 朝日信用金庫

506 R112100088 関東 千葉県 山田木工株式会社 7040001050991 生産プロセスの改善による競争力の強化と課題の同時解決

507 R112100089 関東 千葉県 合同会社蔵 3010603008147 全国初！高精度の心拍数測定デバイス販売による健康増進への貢献 安野　元人

508 R112100090 関東 千葉県 株式会社小林英 9010401010398 溶着梱包機の導入など高生産性ライン構築の第一ステップ
特定非営利活動法人東京都港区
中小企業経営支援協会

509 R112100091 関東 千葉県 有限会社ケイエス工業 4011702003806
新型ＮＣ設備の導入で加工精度と短納期対応力を向上させることで、失注を
なくすと同時に新たな需要拡大に取り組む

510 R112100093 関東 千葉県 株式会社光栄堂 3040001020197 手作業工程の機械化による革新的生産性向上とコロナ対策の実現 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

511 R112100095 関東 千葉県 株式会社京葉光器 8040001002075 自社ブランドによる学校教材向けルーペの開発と量産化 近山　寿博

512 R112100096 関東 千葉県 株式会社森川製作所 1040001058966
ユ－ザ－装置大型化に即応した大型部品加工と効率的な小～中型部品加
工を両立した生産体制の確立

513 R112100098 関東 千葉県 株式会社エステック 2040001104918 完全脱炭素化の生産プロセスで、水素ステーション設備の製造に挑戦！ 株式会社シャイン総研

514 R112100099 関東 千葉県 ヨシノテック株式会社 6040001072632 プレス金型製造の内製化によるプレス量産加工までの一貫生産体制構築 牛腸　真司

515 R112100101 関東 千葉県 皆川牧場 農場ＨＡＣＣＰ認証の生乳を活用したチーズ製造する６次産業化

516 R112100102 関東 千葉県 株式会社ＡＧＲＩ　ＳＭＩＬＥ 4011001124056 新規農業資材開発に必須な植物・土壌評価サービスプロトタイプ開発

517 R112100104 関東 千葉県 もり歯科クリニック
３次元ＣＴ導入による歯科診断・治療精度の高度化・効率化および感染対策
の向上

518 R112100106 関東 千葉県 株式会社やまご水産渡邉義明商店 1040001090226
ラーメンの味を最大限に引き立てる出汁の素「焙煎焼き煮干しいわし」の開
発・商品化による販路拡大

千葉県商工会連合会

519 R112100107 関東 千葉県 エシカル・スピリッツ株式会社 4011001132364 様々なニーズに対応し、多様なクラフトジンを製造するための蒸留工程革新 西川貴人

520 R112100108 関東 千葉県 株式会社さくら印刷 8040001059181 地域初！小ロット封筒即納サービスで顧客満足度向上を実現する

521 R112100109 関東 千葉県 合同会社ルナ 6040003014525 事務作業のＤＸ化による生産性と提供サービスの向上

522 R112100110 関東 千葉県 株式会社きよかわ動物病院 2040001113571 高周波メスとエコーなどを用いた低侵襲治療サービスの開発
Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式
会社

523 R112100112 関東 千葉県 株式会社ジャパンゼネラルスポーツ 6010601003163 ＡＩ自動上糸調整機能付き多頭刺繍機の導入による生産性の向上 朝日信用金庫

524 R112100114 関東 千葉県 株式会社まるい 2040001074525 ＥＣ及び自動販売機による冷凍釜飯販売事業の展開

525 R112100116 関東 千葉県 株式会社ヨシダ 8040001053003
畳床裁断・畳表縫着技術の高度化と混流ラインの構築、新規顧客開拓に挑
戦

株式会社シャイン総研

526 R112100117 関東 千葉県 昭和プラスチック株式会社 6040001065784 低コストなバイオプラスチックトレーの量産化による新分野展開 近山　寿博

527 R112100121 関東 千葉県 キッズ・ラボラトリー株式会社 2040001109248 ＡＩマスター管理システム導入により、玩具サブスク市場Ｎｏ．１企業へ

528 R112100122 関東 千葉県 アニマルウェルネスクリニック 千葉東部唯一の救急救命病院となり３６５日寄り添うホームドクターに 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

529 R113100005 関東 東京都 テクロ株式会社 7040003009202 ＢｔｏＢマーケティング・セールスの教育アプリケーション

530 R113100006 関東 東京都 株式会社カミーノ 7010401117864 ＣＯ２排出削減に資する紙粉・ポリ乳酸マルチカップの開発

531 R113100009 関東 東京都 株式会社エクセル 3010101004813
最新のマシニングセンター導入により生産プロセスを改善、生産性向上を実
現

532 R113100011 関東 東京都 ラグドーナ株式会社 9010601045319 長寿命化が進む犬猫に対する人間レベルの循環器医療提供への挑戦 株式会社東京経営サポーター

533 R113100013 関東 東京都 株式会社エム・エスファクトリー 1020001094749 金型部品の高精度化と生産性向上で注射器金型の量産体制を構築

534 R113100015 関東 東京都 有限会社フィジィカルリフレッシュ恵和 8011102015183
業界初！「ＬＩＮＥとの連携が可能な整骨院／鍼灸院向けの顧客管理システ
ム」の開発及び運用

535 R113100017 関東 東京都 エジックダイニング株式会社 9360001014640 フードロスを削減する凍眠によるセントラルキッチン事業

536 R113100018 関東 東京都 エスディーエムコンサルティング株式会社 6010901001825 特殊対応プリンターによる革新的生産プロセス向上事業

537 R113100020 関東 東京都 ＡＢｐｈｏｎｅ株式会社 8010001164901 先端技術の受付案内ロボットの開発販売

538 R113100021 関東 東京都 有限会社宮崎製作所 6010702008160 旋盤加工の内製化と加工の高精度化で半導体製造装置部品の量産を実現

539 R113100024 関東 東京都 株式会社Ｋ－ＷＩＬＬ 5012301007577 放送局の生産性と品質を画期的に向上させる自動映像切替制御装置

540 R113100025 関東 東京都 有限会社岸本スプリング 8011802011696 医療用脳波測定検査機器のＣＳ電極を革新的に精度向上させる

541 R113100026 関東 東京都 株式会社ニイヅマックス 4010801009177 最新測定機と当社調整技術を融合させた光学特性検査装置の製造 立野　靖人

542 R113100029 関東 東京都 すさみ歯科 当院の強みを活かし患者層の高齢化に対応する治療内容変革 アルタス・パートナーズ合同会社

543 R113100030 関東 東京都 株式会社すみれ測量設計事務所 8010601034033 最新鋭移動体ハンディスキャナーを用いた３Ｄ仮想空間の提供

544 R113100031 関東 東京都 ひきば歯科医院 歯科ＣＴ内製化による迅速な初期診断と自家歯牙移植の安定的拡充 アルタス・パートナーズ合同会社

545 R113100032 関東 東京都 株式会社ＲＴＫ 3020001109835
デイユースホテル＆テレワーカーのＡＩ機能搭載マッチングサイトシステム開
発

株式会社キクチカラ

546 R113100033 関東 東京都 株式会社一歩一歩 6011801020155
食材余り及び流通の少ない貴重な食材と新たな食材や調理方法を求める消
費者をつなぐ対話型市場展開

シェアビジョン株式会社

547 R113100034 関東 東京都 株式会社今野製作所 6011801006096 強アルカリイオン水洗浄機の導入によるフィルタ部品の生産性向上

548 R113100036 関東 東京都 ラウナ南大井デンタルクリニック 　デジタル連携による高度なチーム医療と長期的管理ケアシステムの実現
一般社団法人城西コンサルタント
グループ
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549 R113100037 関東 東京都 恵比寿ミカ歯科クリニック 歯科先端技術導入による高品質なラメネートベニア施術の実現 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

550 R113100038 関東 東京都 有限会社ＮＡＴＵＲＡＬ　ＦＬＯＷ 1010502019651 製品の価値向上に向けた刺繍技術の高度化による形状・質感の改善

551 R113100039 関東 東京都 株式会社プレグラント 1010401156496 飲食店専用の高性能換気設備ＡＩ機能搭載ｅ－Ｌｅａｒｎｉｎｇ販売システム開発 株式会社キクチカラ

552 R113100040 関東 東京都 株式会社コードクオリティ 6011101032974 ソースコードの品質向上を図るオンラインレビューシステムの開発 米倉　徹

553 R113100043 関東 東京都 ストーリーテリング合同会社 7030003011084
オンラインスクール開校したい個人起業家・小規模事業者・中小企業のため
の学校構築ポータルメディア

554 R113100044 関東 東京都 株式会社Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｄ． 3010001219453 ＳａａＳ型資料作成ツール「Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｄ．」の開発・提供 東京商工会議所

555 R113100046 関東 東京都 ＴＩＴＣ合同会社 2012403003031 自動販売機とオンラインによる現代版駄菓子屋

556 R113100047 関東 東京都 ガイドライン株式会社 1010401141201 営業マネージャーの育成に特化したコーチング・システムの開発

557 R113100048 関東 東京都 株式会社日本歯科新聞社 7010001033207 新電子版導入による歯科関係者への情報提供の利便性と効率の向上
株式会社ヒューマンネット・コンサ
ルティング

558 R113100049 関東 東京都 スマートケアワークス 医用検査装置の遠隔監視サービスシステム

559 R113100050 関東 東京都 株式会社ティー・エム製作所 5012801004363 最新鋭機を用いた非熟練工による高難易度溶接工程の確立 株式会社ゼロプラス

560 R113100054 関東 東京都 株式会社ダイケン 5012801006830 測定高度化でウィズコロナに向けた医療機器等難加工部品の量産化

561 R113100056 関東 東京都 有限会社プラスアルファ 8013402003867 難治部位の腫瘍切除に挑み、高齢者の生きがいと高齢犬猫のＱＯＬを守る

562 R113100057 関東 東京都 株式会社ＳＴＡＮＤＡＧＥ 8010901039707 中小企業の海外進出を牽引！デジタルによる取引の高度化事業 河村裕司

563 R113100058 関東 東京都 株式会社アクティ・ブレイン 6010801015727 ペットの身体に負担を掛けない治療で自然治癒力を最大限に

564 R113100059 関東 東京都 ＡＴ　Ｌｉｎｋａｇｅ株式会社 1010001167571 受発注管理及び在庫管理システムの開発による生産性向上事業	

565 R113100060 関東 東京都 レイコデンタルクリニック レジンアップ法による矯正治療の高度化 野竿　健悟

566 R113100062 関東 東京都 ＳＯＲＥＳＴ株式会社 7011101089733 監視カメラインフラとＡＩアプリを統合する画期的なシステムの構築 伊藤　文彦

567 R113100063 関東 東京都 株式会社品川測器製作所 3010801005409 水素用ブルドン管式圧力計の開発 東京商工会議所

568 R113100064 関東 東京都 株式会社ＡＳＴ　ＡＲＴＳ 8380001028747 音楽制作における革新的な音質向上と、独自の録音技術の開発計画

569 R113100065 関東 東京都 有限会社アンリミット・ジャパン 1013402006926 連携スキームの向上と測定改善で挑むＡＩ搭載医療機器部品の量産

570 R113100066 関東 東京都 株式会社ウイング 4011401000716 最新鋭検品機によるミッションクリティカルなラベル事業の展開
一般社団法人城西コンサルタント
グループ

571 R113100068 関東 東京都 マイスターズコーポレーション株式会社 9010501023052 外国人労働希望者を雇用する企業向け適性検査サービスのシステム試作

572 R113100069 関東 東京都 東邦マーク株式会社 3011401004536 全数検査体制の確立による品質安定とＱＲコード情報サービス提供

573 R113100070 関東 東京都 アライ歯科医院 診断精度向上と新規治療の展開を可能とする画像診断装置の導入 アルタス・パートナーズ合同会社

574 R113100071 関東 東京都 株式会社ブルーゲート 3011101060986 国内初！物販の出荷工程を効率化する出荷管理システムの開発 金﨑　卓也

575 R113100072 関東 東京都 株式会社みるペット 9010001197875 ペット関連事業者と飼い主様を結びつける自社媒体の連携構築事業

576 R113100073 関東 東京都 株式会社ＰＩＸＴＥＲＡ 3011101090199 地域包括医療・介護体制を支えるオンラインＷｅｂ会議システムの開発 ペンデル税理士法人

577 R113100074 関東 東京都 株式会社ミクニ 1011101020447 情報の利活用と匠の技の継承を促す革新的な社内ＤＸの取り組み 伊藤　文彦

578 R113100075 関東 東京都 グリーン合同会社 7012403004990 ゴーストレストラン活用によるデリバリー専門店の高度化事業 山根誠司

579 R113100076 関東 東京都 ジップラス株式会社 7010001185519 提供サービスと業務管理のＤＸ化による顧客満足度と生産性の向上 安達　隆久

580 R113100077 関東 東京都 株式会社ｆｒｅｅｃｌｅ 1010001182686 騒音下でのテレワークを可能にするメガネ型デバイス用ソフト開発

581 R113100078 関東 東京都 アカラ株式会社 6010001218436 世界初！植物廃材を使用した耐火・断熱被覆材の製造

582 R113100080 関東 東京都 いしの歯科クリニック デジタル治療工程とセルフコントロール指導による顎関節症の治療 アイアンドアイ株式会社

583 R113100081 関東 東京都 株式会社パティスリー銀座千疋屋 8010001115490 株式会社パティスリー銀座千疋屋 滝　亮史

584 R113100082 関東 東京都 経堂えきまえ歯科クリニック 歯科用レーザーと微生物観察器の導入による治療品質の向上

585 R113100083 関東 東京都 ＩＣＳ－ｎｅｔ株式会社 6100001030550 食品業界の商品開発を支援する食品裏面データ閲覧サービスの開発 米倉　徹

586 R113100086 関東 東京都 綾瀬歯科医院 事業承継に向けた補綴物の高度化と内製化による医療提供の開発

587 R113100091 関東 東京都 そうせい監査法人 1011105008190 電子調書システム開発計画

588 R113100092 関東 東京都 株式会社ＺＯＥ 1010001127550 小規模サロン経営者向けオンライン動画講座プラットフォーム事業

589 R113100093 関東 東京都 株式会社パーツワン 7011001062889 ＵＺｏｎｅスマホアプリ導入による中古自動車部品業界の流通構造変革 野竿　健悟

590 R113100095 関東 東京都 Ａｐｅｘ株式会社 5021001017233 ３Ｄ技術を活用した意匠部品の開発手法の確立

591 R113100098 関東 東京都 サンテック・ワールド株式会社 1010801004718 高精度測定器での精密部品測定工程効率化による全社的生産性向上 榎本　竜二郎

592 R113100099 関東 東京都 株式会社ＥＧ　Ｓｅｒｖｉｃｅ 3011001106071 ＩｏＴを活用したデザイナーズコインランドリー・サービスの提供
一般社団法人城西コンサルタント
グループ

593 R113100100 関東 東京都 小作木工有限会社 5013102001793 集成卒塔婆の乾燥工程の生産力を強化し納期短縮と品質安定化を図る

594 R113100101 関東 東京都 株式会社ＳＯＺＯデザイン 8010401125775 モデリングとデータベースを用いた高難易度基板設計プロセス改革 芝信用金庫

595 R113100102 関東 東京都 株式会社エコロギー 7011101082481 新たな食循環を作る高度生産・販売情報管理プラットフォーム構築 山根誠司

596 R113100103 関東 東京都 株式会社ツキジ製作所 8012401001048 最新設備導入による主力製品の生産性向上と新規案件獲得 辰野　博一

597 R113100104 関東 東京都 株式会社アクシスプライム 5012302003542 半導体製造装置用部品加工における加工技術の高度化を実現する

598 R113100107 関東 東京都 スポーツカンパニー株式会社 3010901038647 ３Ｄモデルを活用したオンライントレーニングアプリの開発と導入 木佐谷　康
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599 R113100109 関東 東京都 土地家屋調査士豊田事務所 都心の複雑な土地でも簡単に測量可能に！革新的な測量の実現 吉元秀樹

600 R113100111 関東 東京都 玉川田村歯科室 ＣＴと口腔内スキャナーの導入によるインプラント治療のプロセス改善 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

601 R113100112 関東 東京都 有限会社関口十一畳店 6012402019099
畳ニーズの変化に対応する製造ライン構築　洋室向け畳商品で新規顧客開
拓

株式会社シャイン総研

602 R113100115 関東 東京都 株式会社ＨＯＳＯＩ 1012401025680 測量のＤＸ化による安全性、高精度化、短縮化、生産性の向上 安達　隆久

603 R113100116 関東 東京都 株式会社ｃｏｍ　ｒｅａｓｏｎ 7011801023669 解体業ＤＸへの挑戦！現場作業データの見える化による生産性向上

604 R113100117 関東 東京都 株式会社サークルエデュ 4010001195529 中高生向け学習支援・解説動画投稿プラットホームの構築 税理士法人アクリア

605 R113100118 関東 東京都 株式会社プロムスタイル 5290001079018 高級不動産に特化した物件検索システム構築と直接仲介事業 高柳　哲也

606 R113100119 関東 東京都 エルテック株式会社 8011001038021 レーザー加工技術の高度化による医療検査キットへの微細加工の実現

607 R113100120 関東 東京都 株式会社ゼネット 2013301017998 ＡＩ＆ストーリー機能によるオンライン育成システムの開発 巣鴨信用金庫

608 R113100121 関東 東京都 有限会社中央製版 8011702007497
ペンプロッターの導入による生産性向上と、複雑形状段ボール案件の獲得と
当社オリジナル商品の展開

株式会社イストワール

609 R113100122 関東 東京都 株式会社小林労務 7010001089554 社会保険労務手続きに関する次世代型電子申請ソフトウェアの開発 林　恭輔

610 R113100123 関東 東京都 おんたけ歯科クリニック
口腔内スキャナー導入による虫歯治療の効率化とマウスピース矯正治療の
実現

株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

611 R113100124 関東 東京都 株式会社あなみず 6010101000231 汎用畳から特殊畳まで、職人技術と機械生産の確立で畳文化を伝承

612 R113100127 関東 東京都 合同会社モウケン 1011003005091 アーティストとのコラボレーションによる自社製品の製作・販売

613 R113100128 関東 東京都 株式会社つなまも 6010001205681 見守り機能付きエンディングノートアプリ「つなまも」の開発

614 R113100129 関東 東京都 株式会社ハイブリスト 6013101003955
脱炭素社会に貢献する電源設備制御機器等の搭載基板の生産体制改善計
画

青梅信用金庫

615 R113100130 関東 東京都 有限会社ユー・エスエンジニアリング 4010102008168 特殊な印刷技術により地域振興を実現する事業

616 R113100132 関東 東京都 上野毛通り歯科 ＣＡＤ／ＣＡＭシステムでのデジタル化推進による補綴治療の強化 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

617 R113100133 関東 東京都 株式会社新鋭システム 3010401135234 中小法人向けオンラインレッスン用多機能アプリケーションの開発 野竿　健悟

618 R113100134 関東 東京都 スダプロセス株式会社 3010001004005 特殊印刷技術を武器に製版業よりデジタル印刷業へ転身

619 R113100135 関東 東京都 株式会社ＣＩＲＣＬＩＤＥ 1011101089053 業務委託特化型のＤＸ営業支援ツール開発による大幅な生産性向上
ＨＴＭコンサルティンググループ株
式会社

620 R113100136 関東 東京都 ＩＮＩＴ株式会社 8010901038238 展示会サービスのＤＸ化による品質・顧客満足度の向上及び事業拡大 安達　隆久

621 R113100137 関東 東京都 リバテック株式会社 2012701015488 軽貨物業務管理システムを開発し、運送業界の生産性向上を促進！ 株式会社アクセルパートナーズ

622 R113100138 関東 東京都 株式会社ＴＩＭＥ　ＭＡＣＨＩＮＥ 9010401149063 名刺管理（ＣＲＭ）×請求×資産管理の国産アプリケーション開発

623 R113100139 関東 東京都 株式会社スルミ 5010001211581 誰もが平等に働く世界を実現するＡＩ×フェムテックサービス開発

624 R113100140 関東 東京都 山口歯科医院 ユニット・ＣＴによる、矯正治療強化・インプラント治療提供開始
株式会社中央ライズアクロスソ
リューション

625 R113100141 関東 東京都 株式会社ＫＮＯＷＩＮＧ　ＥＤＵＣＡＴＩＯＮ 9011101080533 生徒管理システム開発による生産性向上及び外販による収益化事業

626 R113100142 関東 東京都 ＬＩＦＥ　ＳＴＹＬＥ株式会社 8010401110736 営業成果を最大化させ営業のあり方も変える営業ＤＸシステムの開発

627 R113100144 関東 東京都 株式会社サイン・ハウス 6010902006286
国内初　スマホ通話アプリ連動型バイク用Ｂｌｕｅ　ｔｏｏｔｈインカムの新商品開
発

628 R113100145 関東 東京都 株式会社ＴＥＬＩＣＫ 6011001140588 医療・介護・福祉分野に特化した求人検索エンジンサイトの構築 株式会社アクセルパートナーズ

629 R113100148 関東 東京都 たなか歯科医院 歯内療法の強化および生産性向上と感染対策の両立に向けた取組 アルタス・パートナーズ合同会社

630 R113100149 関東 東京都 株式会社ＣＩＳＯ 1010001193139 セキュリティ診断管理プラットフォームサービスの外部提供

631 R113100150 関東 東京都 ナオ歯科クリニック セレックシステム導入による高品質・迅速なインプラント治療

632 R113100151 関東 東京都 セイブデンタル株式会社 8011801035267 ミラーリング方式によるリペア・デンチャー・サービスの開発 アイアンドアイ株式会社

633 R113100152 関東 東京都 さくま歯科 重度歯周病患者を救う、レーザー＆殺菌治療の導入。

634 R113100153 関東 東京都 株式会社ＯＮＩＢＵＳ 4010901034793
クラウドデータ管理が可能な最新型大型焙煎機導入よる劇的な生産性の向
上と恒久的な品質維持

635 R113100154 関東 東京都 ＢＣプロモーション 地元逸品食品自販機「匠味」による新プラットフォームサービス 東京都商工会連合会

636 R113100158 関東 東京都 青木技工 三多摩エリアにおけるデジタル・デンチャー・ラボセンターの構築 アイアンドアイ株式会社

637 R113100160 関東 東京都 株式会社アドバンス・コーポレーション 5010001126012 手動測量作業の自動測量装置導入による高付加価値化
株式会社ヒューマンネット・コンサ
ルティング

638 R113100162 関東 東京都 宿澤歯科医院 最先端歯科設備導入による革新的治療効率改善と患者満足度向上事業

639 R113100164 関東 東京都 インテグレーションテクノロジー株式会社 5030001050664 ＭＢＤを加速させるリアルタイムシミュレーション環境システムの導入

640 R113100167 関東 東京都 エーステイストホールディングス株式会社 9011501025220 高齢者向け弁当の製作・宅配による商圏の拡大 西山　優一郎

641 R113100168 関東 東京都 有限会社西潟製作所 4011802005933
新型ＮＣ旋盤の導入で納期対応力強化と生産力を増強し、新規取引先増加
を実現する

642 R113100169 関東 東京都 有限会社齋藤製作所 2010102002800 厚板ステンレスのファイバーレーザ溶接加工による新製品分野の開拓

643 R113100172 関東 東京都 株式会社デンテック 1011401004348 ３Ｄデータ技術を活用した医療器具の開発、製造のデジタル革新と技能承継 安藤　光宏

644 R113100173 関東 東京都 おやまだ歯科 デジタル技術により可視化治療が実現できる新たな体制の確立

645 R113100177 関東 東京都 株式会社フランクジャパン 8010401124018 調達輸送販売データを一元化し、物流の可視化と市場分析の精緻化

646 R113100178 関東 東京都 有限会社中村製作所 3010102005042 アフターコロナにおいて市場拡大の進む医薬品関連装置部品の生産拡大

647 R113100179 関東 東京都 ＢＯＴＥＪＹＵ　Ｇｒｏｕｐホールディングス株式会社 3120001204519 ＣＲＭ顧客管理システム構築によるお客様のロイヤルカスタマー化 株式会社りそな銀行

648 R113100180 関東 東京都 有限会社エムズ・テクニカ 2012702008499 リバースエンジニアリングにおける製図プロセスの改革 株式会社フラッグシップ経営
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649 R113100184 関東 東京都 大村歯科医院
徹底除菌・高接着力を実現する虫歯治療を進化させ、天然歯を最大限に保
存

650 R113100185 関東 東京都 株式会社キタジマ 5010601023501 業務管理システムのデジタル化で人為的ミスの削減と生産性向上

651 R113100190 関東 東京都 ＦＵＬＬＬＩＦＥ株式会社 2010401101815 健康に寄与する「溶けにくいアイスクリーム」の生産性向上事業 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

652 R113100191 関東 東京都 株式会社フィナンシャル総合研究所 8040001079989
Ｗｅｂ検索システムによる知財保有者と知財活用者のマッチング促進支援事
業

株式会社商工組合中央金庫

653 R113100193 関東 東京都 プラム歯科 地域の患者要望に応え包括的歯科診療体制強化のため診療精度改善 株式会社匠コンサルティング

654 R113100197 関東 東京都 株式会社Ｍｏｍｅｎｔｕｍ　Ｙｏｕｔｈ 2010901042138 おうち時間を楽しみリフレッシュできるＡＩ香り提供サービス事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

655 R113100198 関東 東京都 合同会社ディボース 5010003037521
離婚時に弁護士を利用したい人と離婚専門弁護士を繋ぐ、離婚問題に特化
した新たなマッチングサービスの提供

藤原　和重

656 R113100199 関東 東京都 株式会社ＳＰＡＣＥＲ 5011603001890
ＥＣプラットフォームとのアプリ連携開発及びバッテリーロッカー開発によるス
マートロッカーのサービス革新

株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

657 R113100200 関東 東京都 株式会社エナスピレーション 9011301018399 業界初の鍵管理のクラウドサービスシステムの開発 德田　進

658 R113100205 関東 東京都 株式会社ウェルファーマ 1011001122112 世界最先端研究のＣＢＤを用いた研究開発における検査工程の内製化 北村　亮太

659 R113100206 関東 東京都 久保田塗装株式会社 5010001135731
移動式ブラストロボットシステムの導入による安全性・収益性の改善に基づく
競争力強化

駒田　裕次郎

660 R113100207 関東 東京都 株式会社ＳＵＮＴＵＲＹ 4010001223272 バイタルリアクター導入による、施術精度及び生産性の向上 井上　拳

661 R113100208 関東 東京都 Ｋａｌｏｎａｄｅ株式会社 8010401160830 美容医療業界ＤＸに資する、ＡＩを活用した業務の効率化

662 R113100210 関東 東京都 株式会社マリー 7010401092579 英会話教室に特化したネイティヴ講師マッチングシステムの開発 林　恭輔

663 R113100216 関東 東京都 竹屋塗料株式会社 7011801009619 ビジネス・モデル転換による当社ジュエリー事業の発展的再構築 足立成和信用金庫

664 R113100218 関東 東京都 株式会社永真エンジニアリング 8012401007342 溶接工程の生産性向上で実現する半導体製造装置部品の受注拡大

665 R113100221 関東 東京都 市ヶ谷．歯科 デジタル機器導入による歯科治療の精密化と新分野への挑戦
株式会社リアルコンテンツジャパ
ン

666 R113100222 関東 東京都 株式会社東興製作所 7011701005536 サーバラック部品製作によるデータセンター市場への進出 株式会社ゼロプラス

667 R113100223 関東 東京都 野村歯科医院
デジタル技術活用で町の歯医者さんが提供する高精度の歯列矯正サービス
体制整備

668 R113100225 関東 東京都 うさみ歯科
「歯髄再生療法」の実現とデジタルデータシステムの構築による医療費削減
への寄与

669 R113100226 関東 東京都 株式会社佐藤精工所 2011401002598
最新設備と既存ノウハウの活用による精密軸受け部品の短納期自動生産体
制構築事業

670 R113100230 関東 東京都 株式会社石井精工 2010601008686 半導体製造装置向け精密金型の生産性向上事業

671 R113100233 関東 東京都 パートナーサクセス株式会社 8010401148289 案件管理業務を大幅効率化できる革新的な代理店管理システムの開発 塩津　友輝

672 R113100235 関東 東京都 日立オートサービス株式会社 2011801010449
最先端水性塗装による人体・環境・生産性へ付加価値を包含した板金塗装
サービスの実現

673 R113100238 関東 東京都 株式会社ＳＧＪ 4011001125178 特殊な印刷実用化のためにロール転写式ホットスタンプ機を新規導入 さわやか信用金庫

674 R113100239 関東 東京都 旭ヶ丘歯科医院 歯科ＤＸ化によるデジタル遠隔診療・遠隔支援サービスの構築 田中　貢

675 R113100242 関東 東京都 株式会社グルマン 4010101008020 「コロナ禍における需要変動に負けない安定経営」の実現
一般社団法人城西コンサルタント
グループ

676 R113100243 関東 東京都 株式会社石塚製作所 5010801000911
小型のマシニングセンタの導入による中長期な競争優位の確立と収益性の
改善

合同会社セールス・トータルサ
ポーターズ

677 R113100244 関東 東京都 株式会社オンラインメディカルケア 3010501045853 遠隔診療の問診票管理・カルテ管理・ビデオ通話診療システム開発		

678 R113100245 関東 東京都 株式会社スモールアイランド 3030001012889 次世代型電解増幅鮮度保持機器の開発・製造・販売事業

679 R113100247 関東 東京都 株式会社エルビーエス 9010801013918 論文製本で培った手作りの匠の業を新たな分野へ展開

680 R113100248 関東 東京都 株式会社スマミン 4011001127471 集客・商談・顧客管理一元化システムによる建設業の生産性向上 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

681 R113100250 関東 東京都 株式会社Ｒｅｅｌｕ 7010401166655 個人と企業を結ぶジョブマッチングアプリ「リール」の開発・提供 行政書士法人INQ

682 R113100251 関東 東京都 株式会社ＴＡＩＡＮ 6010401153621 ＡＩを活用したウェディングプロデュースシステムの開発

683 R113100253 関東 東京都 アクティブ・コネクター株式会社 4010001153800 外国籍ＩＴエンジニア紹介の業務自動化・月額制新規サービス創出 東京商工会議所

684 R113100254 関東 東京都 アドパワー・ソリューションズ株式会社 8010703002334 静電気抑制シート「アドパワー」の音響機器用製品の開発・製造

685 R113100255 関東 東京都 ＷＳＳＴ　ＪＡＰＡＮ株式会社 2020001097692 飲食店向けセルフオーダーシステム「かんたん注文」の開発 山田　盛史

686 R113100256 関東 東京都 株式会社バイセラジャパン 5011001058055 分析装置導入による自社査定の効率化・査定技術の高度化の実現 小田川　亮子

687 R113100257 関東 東京都 有限会社原田封筒 8010602015544 レーザー導入による工程内製化・革新的開発強化の組織ＤＸ化計画

688 R113100259 関東 東京都 株式会社繕 2011801022964 外部人材活用プラットフォーム構築による営業力強化の実現 株式会社匠コンサルティング

689 R113100261 関東 東京都 株式会社ハートネーション 4011001134930 完全オンライン型サービス構築による顧客利便性向上・業務効率化 北村　亮太

690 R113100263 関東 東京都 株式会社リセ 8011001122997 契約書ＡＩレビューシステムの海外国別契約書対応

691 R113100264 関東 東京都 株式会社アト 1011001059684
チラシ製造工程に丁合機の導入によるポスティング現場の短納期・高効率化
の革新

増田　考邦

692 R113100266 関東 東京都 株式会社ｘＣＡＲＥ 7010001224301 ヘルスケア人材特化型Ｅｘｐｅｒｔプラットフォームの開発

693 R113100268 関東 東京都 株式会社リアルタイプ 3011101066315 人力の目検を脱却！人工知能による外字・異体字の同定作業の革新 渡邊　太郎

694 R113100269 関東 東京都 株式会社協進製作所 3012401012371 ファイバーレーザ溶接機導入で倍増受注への供給体制盤石化の実現

695 R113100270 関東 東京都 株式会社三恵クリエス 2010901004526 大手通信会社での開発知見による新しいテスト工数削減ソフトウェアの開発

696 R113100272 関東 東京都 スガオ精密有限会社 5013102002065 設備導入と自社技術開発による半導体製造装置部品の生産性向上事業

697 R113100273 関東 東京都 株式会社銀座長州屋 3010001041147 ４Ｋ動画プロモーションを活用した欧米向け越境ＥＣ事業体制構築

698 R113100274 関東 東京都 ベッカライポンポン 新機械導入による生産性向上と労働環境改善事業
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699 R113100275 関東 東京都 株式会社スペースマーケット 9011301020099 自治体・組合の施設予約管理をＤＸする革新的サービスの開発

700 R113100277 関東 東京都 合同会社レッツブリュー 9012403003677 新規設備によるクラフトビールの生産性向上と品質向上

701 R113100278 関東 東京都 株式会社ｅｎｓｔｅｍ 1010401146126
運送業界向け勤怠管理・リスクマネジメントサービス「Ｎｏｂｉ　ｆｏｒ　Ｄｒｉｖｅｒ」の
新規開発事業

合同会社G&N

702 R113100279 関東 東京都 株式会社グローバル・カルテット 1010401137414 ＡＩ等最新デジタル技術を活用したプラットフォームシステム構築 北村　亮太

703 R113100280 関東 東京都 ＭＳＹ株式会社 9011301003806 ゲーミング機器の新提供方式を実現するためのシステム開発

704 R113100281 関東 東京都 株式会社ＭＵＬＯ 2010401154664 荷主⇒当社⇒エンドユーザーをつなぐ独自システムの開発と導入
一般社団法人共創デザイン総合
研究所

705 R113100283 関東 東京都 株式会社モシモス 2013303003451 ハイスキルなエンジニアを創出！ＩＴ人材採用ＳａａＳの開発・提供事業

706 R113100284 関東 東京都 株式会社Ｂａｃ 2011001056672 美容室向けハサミ研ぎ師・専門店マッチングプラットフォーム事業

707 R113100285 関東 東京都 Ｆｉｒｓｔ　Ｐｅｎｇｕｉｎｓ株式会社 8010001219440 部活動のナレッジ共有と成長の見える化を支援するシステムの構築 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

708 R113100286 関東 東京都 株式会社バイオプランナー 7011101079107 歯科技工のデジタル化推進で金属価格高騰と人材高齢化危機に対応

709 R113100287 関東 東京都 株式会社吉田金属製作所 2010801012455 次世代鉱山車両用部品製造に必要な精密加工技術の獲得
株式会社コムラッドファームジャ
パン

710 R113100288 関東 東京都 株式会社アニマルクエスト 5020001135012
社会貢献型兼ペットオーナー特化型ＵＩＵＸを追求したアプリ連動型ネット
ショップ

行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

711 R113100289 関東 東京都 株式会社ＥＰＩＣ　ＤＡＹ 1011001138389 医療経営支援システムによるＡＧＡクリニックのＤＸ支援 竹本　和将

712 R113100290 関東 東京都 株式会社レガリス 6013301031005 職業紹介・労働者派遣向け求人・求職者マッチングシステムの構築 澁谷　宗紀

713 R113100291 関東 東京都 クリア歯科
技術力を活かした高品質なインプラント治療を最高品質のインプラント治療
へ

714 R113100292 関東 東京都 ＮＰＯ法人ＶＹＳ　ＹＯＧＩ 6012805002676 テラヨガ事業のシステム化

715 R113100293 関東 東京都 荒井金属工業株式会社 7011801000255 最新ＣＮＣ旋盤の導入による短納期化の実現と生産能力の向上 武田　歩己

716 R113100294 関東 東京都 株式会社あきらめない 8010601045402 中小企業経営支援特化型サブスクモデルサービスによる革新的事業 松山　里果

717 R113100295 関東 東京都 ＡＴＥＬＩＥＲ　ＳＥＬＡＨ　音楽教室 音楽の可能性を広げるカナ楽譜で高齢化社会を豊かなものに 佐藤　成雄

718 R113100297 関東 東京都 株式会社東方食堂 1010901025481 焼小籠包の生産性向上・製品開発による、売上向上・新規業態展開

719 R113100299 関東 東京都 株式会社ＹＯＵ　ＴＨＥ　ＯＷＮＥＲ 7010001199849 当社サービス『全員経営者マインドセット組織』のＭＳサーベイ開発 フィッシュリップル株式会社

720 R113100307 関東 東京都 株式会社クロコ 3011301027637 アマチュア野球チームに向けたＤＸツール「Ｃｒｏｔｃｈ（クロッチ）」の開発 日沢　新

721 R113100310 関東 東京都 株式会社冒険生活 8020001124771 遊休地設置型フード事業拠点＆店舗のローテーション網

722 R113100311 関東 東京都 株式会社阿部鋼業 2020001016479 鉄筋切断ラインの増強による生産性向上に伴う開発需要強化への対応 株式会社アカウティングプロ

723 R113100312 関東 東京都 平和バルブ工業株式会社 4010701008923
高機能旋盤と３Ｄ－ＣＡＤ導入によるキー工程の内製化および加工精度向
上、短納期化

有限会社三井経営研究所

724 R113100314 関東 東京都 株式会社千葉タイル 6010801028043 改修工事ＤＸプロジェクト管理アプリ「スーパー所長くん」の開発

725 R113100315 関東 東京都 株式会社ＢｉｉｉｉｉＴ 5011101084760 業界初！ブロックチェーンを活用したゲームプラットフォームの構築 北村　亮太

726 R113100316 関東 東京都 株式会社ＨＲ　ＣＡＲＥＥＲ 7011001134416 転職後のギャップが解消できる動画を活用した求人プラットフォームの構築

727 R113100319 関東 東京都 株式会社ＰＩＧＮＵＳ 4011101079200
「Ｗｅｂマーケティングを現代に最適化するためのＷｅｂアプリケーション」の構
築事業

株式会社ＮｅｗBeginningsＪａｐａｎ

728 R113100320 関東 東京都 株式会社カダンエヌイージェーピー 4010901013467 若い世代の消費行動に適したＳＮＳ連動型の贈花ＥＣシステムの開発事業 JOBU合同会社

729 R113100321 関東 東京都 株式会社ＰＬＵＳＩＤＥＡ 7010901031334 ＮＦＴを活用した有名人の衣装等の証明・履歴付き流通システム				 塩津　友輝

730 R113100322 関東 東京都 有限会社政井 6010102006376
コロナ禍において市場拡大の著しい医療系検査装置向け精密部品の生産性
向上

731 R113100323 関東 東京都 キリンジ 歯科補綴物製造時の外注内製化とデジタルデンティストリーへの転換 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

732 R113100325 関東 東京都 ＮＰＯ法人教室ＩＣＴ実践会 4010405009607 プログラミング的思考を養う小・中学生向け演習教材の高度化開発 米倉　徹

733 R113100326 関東 東京都 株式会社オーキャン 3010401140507 低糖質商品特化型ライブ型ＥＣサイト開発 伊藤　央

734 R113100329 関東 東京都 株式会社Ｆｉｇｕｒｏｕｔ 6010001221885 ＩＲ解析サービスにおけるＡＩによるデータ解析機能開発

735 R113100331 関東 東京都 株式会社グローバルクレスト 3011101085983 ＲＰＡを活用した新システム導入による生産性向上と付加価値増大 税理士法人ウィズラン

736 R113100332 関東 東京都 ＬＥＮＩＳ合同会社 8011003009680 決済機能と連携したスマートロックのソフトウェア開発と販売 株式会社アクセルパートナーズ

737 R113100333 関東 東京都 合資会社鈴木精密機械工業所 4013303000199 リバースエンジニアリングサービス事業と高精度部品測定の効率化

738 R113100334 関東 東京都 株式会社ＣＯクリエイト 3010001205734 福利厚生サービス「Ｇｉｖｅｔ」の構築によるオペレーションのＤＸ化 JOBU合同会社

739 R113100335 関東 東京都 株式会社ＡＦＣ研究所 5011101087755 ＩｏＴ対応型自動外観検査システムの試作開発

740 R113100336 関東 東京都 日興自動車株式会社 5012801002466 検査設備の高度化による生産性向上とＤＸ化着手による付加価値向上 藤井　尊則

741 R113100337 関東 東京都 キャラテック株式会社 5010401140876 楽々ウェブトゥーン制作進⾏！ＭＡＮＧＯＯＮ　ＧＡＴＥ

742 R113100338 関東 東京都 株式会社ｍｉｔｓｕｋｉ 7010003027033 見え方の違いを活かすブロックチェーンＷｅｂメディア 株式会社アカウティングプロ

743 R113100340 関東 東京都 テレシスネットワーク株式会社 5011101013752 占い師養成・自己啓発分野の社会人向けｅラーニングシステム開発 税理士法人新宿総合会計事務所

744 R113100343 関東 東京都 システムリーチ株式会社 5120001230934 パッケージシステムの開発による生産性向上 税理士法人ＧＮｓ

745 R113100345 関東 東京都 株式会社スパンキー 9180001102711 業界初の各生徒に応じた最適な学習方法がわかるシステム開発

746 R113100346 関東 東京都 タウンドクター株式会社 9010403024990 ＡＩによる食品レコメンド等を実現する食事指導システムの提供

747 R113100348 関東 東京都 なかや矯正歯科 最新デジタル機材導入による歯科矯正治療プロセスの効率化と高精度化
株式会社中央ライズアクロスソ
リューション

748 R113100349 関東 東京都 株式会社二光 8011401004928
最新鋭デジタル印刷機の導入により高付加価値商品開発と生産性向上を図
る

齊藤　祐一
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749 R113100350 関東 東京都 株式会社ＵＱホールディングス 3050001041985 スクラッチ型管理システム構築によるＦＣ加盟店管理業務のＤＸ化 北村　亮太

750 R113100352 関東 東京都 株式会社Ｓａｖｅ　Ｍｅｄｉｃａｌ 7010001191789 糖尿病治療用アプリ（デジタルセラピューティクス、ＤＴｘ）の開発

751 R113100353 関東 東京都 山の手自動車工業株式会社 4011201005576 整備高度化時代における、ディーラーのための「よろず屋」 藤井　尊則

752 R113100356 関東 東京都 有限会社ボヌール・ナナ 3012802007540
チョコレートプチギフト市場への本格参入によるブランド価値の強化と雇用創
出

753 R113100357 関東 東京都 株式会社ミリアド 7011001125043 「ノーコードＮＦＴチケット生成」サービス開始のためのシステム構築 マジェステ株式会社

754 R113100358 関東 東京都 株式会社動友 5011002016342 あらゆる診療科の疾患に専門レベルで対応可能な動物病院への進化 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

755 R113100359 関東 東京都 株式会社ＺＥＲＵ． 6010001197333 国内検査によるコンタクトレンズの品質の見える化と商品力向上

756 R113100360 関東 東京都 株式会社グラフィカ大内 5010601009475 印刷製版業務のデジタル化推進による新たなサービスの開発

757 R113100361 関東 東京都 株式会社ＩＤＥＸＩＡ 6012703002043 ＡＩアプリを活用した洋服コーディネート一式の定期配送サービス 株式会社アクセルパートナーズ

758 R113100362 関東 東京都 株式会社Ｌａｓｐｙ 7010001215713 安定したサービス提供が可能な災害備蓄管理システムの構築

759 R113100364 関東 東京都 梶田製本株式会社 9011401001354 地域初！記録が取れる検査体制で顧客満足度向上を実現

760 R113100367 関東 東京都 株式会社ＬＥＡＫ　ＰＲＯＯＦ 7010601037202 超速硬化ウレタン吹付システム導入による防水施工技術の革新 柏崎　裕介

761 R113100371 関東 東京都 株式会社Ｆｒｅｅ－Ｄ 8010001196168 動画配信ＢＯＸの制作による革新的映像ネットワークの構築

762 R113100372 関東 東京都 丸安毛糸株式会社 1010601015394 デジタルＩＴ化と学術検証で免疫力効果認知を高め市場浸透を図る 高橋浩司

763 R113100373 関東 東京都 スパイスコード株式会社 9010001203385 ＡＩによる自動発注数予測で食品産業のロス削減＆効率化 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

764 R113100375 関東 東京都 株式会社ディーシステムズ 7010401053622
アーティストプラットフォーム運営によるアーティストとユーザーのマッチング
事業の運営

株式会社シェアードバリュー

765 R113100376 関東 東京都 株式会社強者 4010001103788 アプリで情報を一元管理・情報発信。業務効率化、会員維持を実現 西村伸郎

766 R113100377 関東 東京都 動物がんクリニック東京 東京都　２３　区内初の放射線療法を実施可能な動物病院に進化する取組 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

767 R113100378 関東 東京都 株式会社ｉＤＡ 9120001059833 ファッション・コスメ業界に特化した多様な働き方を支えるプラットフォーム

768 R113100379 関東 東京都 合同会社松島慶太郎商店 8010003032180 オーガニック野菜に特化した鍋屋事業の展開 石川　和比古

769 R113100380 関東 東京都 株式会社ＯＫＵＬＡＢ 6011001112471 Ｂａｌｕｋｏアプリ（仮）を活用した顧客ＤＢ構築及び事業の拡大

770 R113100381 関東 東京都 株式会社ＭＳＩ 1100001021810 自動車整備業界の受発注をＤＸで一変させるチャットシステムの開発 柴田　宏之

771 R113100382 関東 東京都 株式会社Ｔｏｒｅｍｏｒｏ 6011201020722 「配送員シェアサービスに対するオーダー情報連携機能」の新規開発事業 合同会社G&N

772 R113100383 関東 東京都 株式会社ファインドゲート 4010001150541 人材育成を伴う企業間でのクロス人材マッチングサービスの事業化 昭和信用金庫

773 R113100385 関東 東京都 株式会社Ｌｅｇａｓｅｅｄ 4010401108833 社会人基礎力可視化で新卒ミスマッチを防ぐ求人プラットフォーム 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

774 R113100386 関東 東京都 株式会社スマートホテルソリューションズ 5011001120335 顔認証データによるスマートツアーコンダクター機能開発 株式会社アカウティングプロ

775 R113100387 関東 東京都 株式会社Ｓｈｉｂａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ 6010401152730 事業基盤を活かして最新設備を導入し生産販売するスイーツ事業
特定非営利活動法人tnc中小企
業支援センター

776 R113100390 関東 東京都 Ｐａｙｎ株式会社 7010001225340
Ｎｏｓｈｏｗ問題における損失軽減と請求業務の効率化を実現する「キャンセ
ル料請求システム」の開発・展開

合同会社G&N

777 R113100391 関東 東京都 株式会社あどばる 9011001111231 バーチャルオフィス検索・契約サービス、仮想オフィス空間提供サービス

778 R113100392 関東 東京都 みやもと歯科医院 デジタルデンティストリーの拡充による労働・炭素生産性の飛躍的向上

779 R113100394 関東 東京都 奥瀬歯科医院
最新型マイクロスコープ、セファロを活用した再現性の高いデジタル高品質
治療フローの構築

780 R113100395 関東 東京都 株式会社ブライトンラボラトリー 1010901027180 デジタル時代を生き抜く！歯科技工業界におけるＩＴ・ＤＸ人材育成事業 中村　太郎

781 R113100397 関東 東京都 若山デンタルクリニック 歯科治療プロセス高度化による患者満足向上と労働投入量の低減化の実現 株式会社北陸銀行

782 R113100398 関東 東京都 株式会社当真商店 8011701005584 斜め切断加工と４００ｍｍ切断加工の短納期実現による受注機会創出

783 R113100401 関東 東京都 Ｈ．Ｉ．Ｆ．株式会社 1011101082454 債権管理トランザクションのＷＥＢ完結化による決済・資金需要対応強化 株式会社アカウティングプロ

784 R113100402 関東 東京都 株式会社Ｓ’ｍｏｒｅ 9010001215224
日本初、ペットのリアルデータプラットフォームの形成とそれを活用したＥＣ販
売の展開

澤井　美香

785 R113100403 関東 東京都 株式会社測研 3011301014940 立体的に測量できるレーザー３次元測量機を導入、受注増の取り組み

786 R113100404 関東 東京都 Ｐｏｒｔ株式会社 7011001120812 エンターテイメント業界特化のネットショップ開設ツールの開発 合同会社G&N

787 R113100408 関東 東京都 株式会社電商ネット 6013101006149 デジタル技術を活用したサービス提供方法の改善による生産性向 北村　亮太

788 R113100410 関東 東京都 Ｔ＆Ｆ株式会社 6013301035030 畜産事業者と購入先のマッチングサービスによる地方創成の実現 アイアンドアイ株式会社

789 R113100411 関東 東京都 エヌ・ピー産業株式会社 1010801001673 複合加工機の導入によるエンプラ製機械部品の生産性向上と受注拡大

790 R113100412 関東 東京都 株式会社アイビー 3012401032642 世界初の牛の健康管理のための牛血液検査データクラウドの構築

791 R113100413 関東 東京都 株式会社Ｂａｃｅ 7011001101647 オリジナル機械導入で生産性及び品質の向上による事業拡大

792 R113100414 関東 東京都 株式会社テストサービス 7011401004326 「検査ミス０」を必然ルールとする検査サービス体制の構築 アイアンドアイ株式会社

793 R113100418 関東 東京都 株式会社新日本メディカル 7010101006896 多種類リポソームサプリメント製造の生産管理・在庫管理体制構築

794 R113100419 関東 東京都 株式会社ライフワークス 8010401062102 クラウド型の革新的新基幹システム導入による競争優位性の強化

795 R113100421 関東 東京都 まきの歯科医院 炭素生産性向上を伴いながら咬合のズレを抑える革新的矯正治療

796 R113100427 関東 東京都 株式会社ワイズ・コーポレーション 8011201010267 デジタル技術活用による電気錠開発と製造技術の抜本改善

797 R113100428 関東 東京都 ＢＦエンターテインメント株式会社 8010401152555 夜間対応可能な、オンラインを活用した診療・服薬指導事業の展開 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

798 R113100431 関東 東京都 ＪＰｈｏｕｓｅ株式会社 4013301039520 急増する中国人オーナー対応のための賃貸管理システム構築事業
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799 R113100432 関東 東京都 ジンパートナーズ 米国株・ＥＴＦに特化した資産運用アプリ事業

800 R113100433 関東 東京都 株式会社尾野製本所 4011401001243 独自仕様の十字結束包装機導入による厚物製本の生産効率化

801 R113100434 関東 東京都 株式会社春クリーン 5012801009783 リフォーム業界全体の売上ＵＰを実現するマッチングプラットフォーム 伊藤　央

802 R113100435 関東 東京都 メディカルギーク株式会社 6011001134268 看護師の入院業務デジタル化事業

803 R113100436 関東 東京都 日向工業株式会社 4010601015045 銅素材ヒートシンクの高精度化による競争力の強化

804 R113100438 関東 東京都 株式会社品川鍛造所 6020001073252 大型サイズの鍛造／旋盤複合加工の実現による特注品短納期対応の実現

805 R113100439 関東 東京都 株式会社ＣＡＴ 1010501048627 日本をテーブルから活性化させるコンクリカグＴＯＫＹＯ制作販売

806 R113100440 関東 東京都 株式会社ＥｇｇＢｒａｉｎ 9010401096792 映像コンテンツに特化した革新的セキュリティソフトウェアの開発

807 R113100441 関東 東京都 ｏｒｄ
多様化しているコーヒーニーズに対応したコーヒー焙煎手法確立のための焙
煎機導入計画

808 R113100442 関東 東京都 有限会社オオツキ 2011802028424 切断加工機の導入による生産効率及び品質の向上

809 R113100443 関東 東京都 世田谷公園前クリニック 超音波診断装置の導入により生産性向上と顧客満足度向上を実現

810 R113100444 関東 東京都 Ｒｅｂｌｏｏｍ合同会社 9011303003762 フルーツ油分抽出及び冷凍保存設備導入によるドーナッツ新製品の販売 みどり合同税理士法人

811 R113100445 関東 東京都 株式会社ｉｔ’ｓ　Ｈｏｕｓｅ 3010401149721 ネットを用いた住宅販売事業におけるバックオフィスのＤＸ化促進事業 JOBU合同会社

812 R113100447 関東 東京都 株式会社笠倉出版社 4010501002853 ボイスコミックプラットフォーム「ボイコミランド」開発運営事業

813 R113100448 関東 東京都 株式会社Ｈｏｔｔｙ 2010101007164
当院院長の保有するがん治療に特化した専門技術と最新設備を組み合わ
せ、地域最大のがん治療病院へ

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

814 R113100450 関東 東京都 クロスツーイー株式会社 1010401154459 社会人スポーツクラブ向けスケジュール管理アプリの導入

815 R113100451 関東 東京都 プレジール株式会社 5010601040686 ＬＩＮＥを活用した受発注システムによる、新たなビジネスモデルの構築
株式会社ビジネスモデルサイエン
ス

816 R113100452 関東 東京都 合同会社続 6011103004468 工芸品工房での現地直売をマッチングする革新的サービスの開発

817 R113100453 関東 東京都 アイセイ株式会社 5013301022863 最新機材導入による生産能力倍増計画と新規顧客層開拓事業

818 R113100454 関東 東京都 株式会社ソラジマ 9011001126626 Ｗｅｂｔｏｏｎ（スマホに最適化された縦読み漫画）アプリ開発

819 R113100456 関東 東京都 株式会社ｇｌｏｒｉｏｕｓ　ｆｕｔｕｒｅ 9011601023330 ＡＩデータサイエンティスト

820 R113100458 関東 東京都 株式会社スマートコムラボラトリーズ 8010001179338 測位タグ新製品開発による医療／介護施設用センシング事業 大場　智

821 R113100460 関東 東京都 株式会社ＲＯＬＯ 9370001021454 商品撮影〜編集まで自動化しＥＣ代行事業の付加価値・生産性向上 株式会社アクセルパートナーズ

822 R113100462 関東 東京都 新世界教育株式会社 6013301023456 訪日留学はこれで安心！留学情報アプリ「さくらチャンネル」事業

823 R113100463 関東 東京都 株式会社ベトロ 2011001111270 環境保護と安全対策を両立させる化粧品を生み出す事業

824 R113100465 関東 東京都 株式会社ＳＯＺＯＮＥＸＴ 5011101054912 ＡＩ・ＩｏＴ、センサー等活用によるマルチプラットフォーム開発

825 R113100466 関東 東京都 アイサーク株式会社 9010701021153 ＮＦＴ技術を使ったデジタルコミュニケーションツールの開発

826 R113100467 関東 東京都 株式会社ナオセル 7010601052770 ＡＩ等を用いたジャンク品スマホの買取・販売プロセスの改善

827 R113100469 関東 東京都 株式会社ＨＵＧ 9010401140113 独自ＡＩで流通情報を整理し越境ＥＣで海外市場に販路拡大

828 R113100470 関東 東京都 株式会社ｉｅｎｅｋｏ 3010801032683
ＥＣ事業収益化の為の新製品開発および新規販売チャネル進出、ＡＩ広告シ
ステム開発

829 R113100471 関東 東京都 ピーエムグローバル株式会社 3010401056752 会議運営ツール導入による生産性及び品質向上計画 辻下　敏夫

830 R113100472 関東 東京都 ＧＥパートナーズ株式会社 8120001212970 日本語能力判定システムの構築による、外国人就活支援サービスの効率化
株式会社ビジネスモデルサイエン
ス

831 R113100474 関東 東京都 株式会社ディープコム 8010001131686 ＩＴ業界向け「インボイス制対応の受発注・損益管理システム」 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

832 R113100475 関東 東京都 有限会社大栄 7013302005568 コーポレート・カラー需要に応える特色印刷体制の構築

833 R113100476 関東 東京都 ｉＭｕｕ株式会社 1010001203517 顔認証によって気軽に利用できる介護タクシー配車システム 東京中央経営株式会社

834 R113100477 関東 東京都 株式会社ＳＱＵＩＺ 8011001137153 顧客の利便性及び品質向上を図った診療プラットフォームの開発 服部　峻介

835 R113100479 関東 東京都 三和永大株式会社 8010701003953 ＮＣルーター導入で、熱可塑性プラスチック製品の加工販売に挑戦 株式会社シャイン総研

836 R113100480 関東 東京都 株式会社アートワンモバイルインターナショナル 6120001167531 ハイブリッド型アート商品の内製化と、利益率・品質の向上

837 R113100482 関東 東京都 株式会社オーシャンサポートジャパン 4030001114189
歯科技工物供給ネットワークの強靭化による安定的なサービスプロセスの確
立

株式会社リアルコンテンツジャパ
ン

838 R113100483 関東 東京都 株式会社無重力 8011101064974 拡張現実動画撮影／表示アプリの開発

839 R113100484 関東 東京都 日本美容創生株式会社 7010001209252 デジタル技術活用した機能開発による女性のウェルビーイング実現

840 R113100485 関東 東京都 クーコム株式会社 5011001030600 ＤＸ技術を活用した事業者間連携による業務プロセス改善と新サービス展開

841 R113100487 関東 東京都 クラウドテレコム株式会社 3010401149671 顧客のＤＸ化をサポートする新サービス「電話クラウド」の創出

842 R113100488 関東 東京都 ＩＴ　ＦＯＲＣＥ株式会社 2010001107477 中小企業が導入・活用しやすい、ビッグデータ分析ＩｏＴサービス 東京中央経営株式会社

843 R113100490 関東 東京都 ｅｍｏｌｅ株式会社 5012401034661 　１話１分のＺ世代向けの超短尺次世代型ドラマ配信アプリ”ＢＵＭＰ”

844 R113100491 関東 東京都 合同会社ｍｏｔｔｏ 6011803005022 資金繰りに悩む経営者の助けになる革新的ＡＩメディアサイト開発 株式会社ＮｅｗBeginningsＪａｐａｎ

845 R113100493 関東 東京都 佐藤工機株式会社 4010101001462
需要が増えている高性能カメラの「目」であるレンズの部品の金属精密加工
体制の高度化を構築する事業

846 R113100494 関東 東京都 株式会社ＤＲＥＡＭ　ＯＦ　ＡＬＬ 9040001092520 ホスピタリティという強みを活かしたＡＩペット診断システムの開発 田辺　昌昭

847 R113100495 関東 東京都 日比谷クリニック 院内外の情報システムの統合及びリモートワーク推進事業

848 R113100496 関東 東京都 神楽坂ヒルトップ歯科 デジタル化への抜本的な転換による感染対策と生産効率の回復事業 中村　太郎
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849 R113100497 関東 東京都 アクアノート・クロスリンク株式会社 5011001144706 海洋環境保護を実現する物語ツーリズム・プラットフォーム事業 北田　健太

850 R113100500 関東 東京都 株式会社ネオリア 3010401069151 「オンライン型遺伝子栄養検査（非接触型）」の導入

851 R113100501 関東 東京都 株式会社グロースマネジメントコンサルティング 5010001221903 テレワークでも理念や職務分掌の浸透を実現するクラウドツール事業 高柳　哲也

852 R113100502 関東 東京都 株式会社アンフランジ 8010001221974
何が育つかわからない種子販売方法「ＢＬＩＮＤ　ＳＥＥＤ」の商品化とアプリ
ケーション開発

853 R113100505 関東 東京都 タバタアルミ株式会社 3011801009746 コンベア式シャーリング導入による、生産性向上、高精度化計画

854 R113100506 関東 東京都 合同会社日昇ファクトリー 5010003022424 冷凍餃子製造・無人店舗販売事業における見込み生産体制の構築 株式会社コンサラート

855 R113100507 関東 東京都 株式会社ＥｘｔｒａＢｏｌｄ 4010401135431 多関節（６軸）ロボットアーム式３Ｄプリンターの開発・製造・販売事業

856 R113100508 関東 東京都 株式会社アイダックデザイン 1011101035123
放課後デイサービス等事業所特化型の保険請求システムの開発とＷｅｂサー
ビス事業開始

松井　洋治

857 R113100510 関東 東京都 株式会社グラデーションエイト 3011101092682 ＷＥＢ専用スライド作成ツール「テキパキ！」 フィッシュリップル株式会社

858 R113100511 関東 東京都 マイクロエンド歯科 歯科用ＣＴ撮影装置（３Ｄ診療機器）を導入し、根管治療の診療品質の向上

859 R113100512 関東 東京都 スパーク株式会社 1010701004999 ＳＤＧｓとしてリターナブルボトルの取扱いを増やすための取組 藁　信博

860 R113100513 関東 東京都 有限会社山本製作所 9012802005183 画像寸法測定器を導入し、高品質化・生産性向上・品質保証の実現 東京都商工会連合会

861 R113100514 関東 東京都 株式会社バーディー・プラン 7011801011145 プリザーブドフラワーアレンジ販売における革新的なサービス導入

862 R113100517 関東 東京都 株式会社アイ・コーポレーション 3010001000111 顧客起点でムダのない適量生産と適正価格を実現するアパレルＤＸ

863 R113100519 関東 東京都 青木歯科医院 ＣＴ等最新設備の導入により、高齢化社会に備える

864 R113100520 関東 東京都 株式会社ＫＯＨＡＫＵ 3010001218059
「ＦＥＭＭＡ」＂アジア圏全体のサプライヤーとクリエイターを巻き込んだブラン
ド立ち上げ／商品企画プラットフォーム”

865 R113100523 関東 東京都 ユメデン建設株式会社 2010001184112 中小小売事業者のテナントトラブルに対応したＤＸシステム

866 R113100532 関東 東京都 エバーリッジ株式会社 7010401157555 リアルとオンラインが融合したハイブリット展示会の実現

867 R113100535 関東 東京都 株式会社ウィンゲート 6011103003585 行動変容につなげる体力測定とフィードバックシステムの開発

868 R113100536 関東 東京都 株式会社蓮珠 3010401076461 新規システム・アプリ開発による社内業務のＤＸ化推進・業務効率化 北村　亮太

869 R113100537 関東 東京都 株式会社ニューコン工業 7011701006294 医療業界向け「セキュリティ文具」事業の開発と拡販 コンピタント税理士法人

870 R113100540 関東 東京都 三輝工業株式会社 7010501004797 ３Ｄスキャナ・プリンタ導入によるＡＲ／ＶＲ市場への参入
株式会社アルファコンサルティン
グ

871 R113100544 関東 東京都 株式会社フォーチュン 1010601042661 入退店手続きを非接触化するセルフレジシステムの導入

872 R113100545 関東 東京都 名和工業株式会社 2011701005986 柔軟な製造体制構築と工場機能の見直により生産性向上を実現する

873 R113100548 関東 東京都 ＧＲＥＥＮ　ＦＯＸ　ＧＲＯＵＰ合同会社 3010403024170 モバイルデジタル屋外広告プラットフォーム開始 三井住友信託銀行株式会社

874 R113100551 関東 東京都 古賀電機株式会社 9010701003374 バフ研磨技術の高度化による生産性向上 さわやか信用金庫

875 R113100553 関東 東京都 アルキテック株式会社 5013303003143 熱流体解析に基づく環境・省エネ建築の設計支援および実測調査 坂田　喜代子

876 R113100554 関東 東京都 株式会社通信総研 7010501032518 病院・介護施設専用オンライン面会クラウドサービスの開発

877 R113100560 関東 東京都 株式会社ＣＵＬＴＡ 1011001119307 植物センシングプラットフォーム構築による品種改良ＤＸ

878 R113100562 関東 東京都 エー・アール・システム株式会社 2011401007102 モール連携システムプロジェクト

879 R113100563 関東 東京都 レッドインパルス株式会社 7040001097380
学生に特化したＩＴ人材の育成・創出プラットフォーム「ＵＥＱ」の製品開発（新
サービス開発）

880 R113100565 関東 東京都 株式会社リビン 1010601057627 専門家に相談しながら購入できるＥＣのＳａａＳシステム開発

881 R113100566 関東 東京都 マテバ株式会社 1011001136822 物件の流通を逆転させる賃貸不動産ＤＸ「マテバ」

882 R113100567 関東 東京都 ＰＯＰＣＨＡＴ株式会社 6013301021138 Ｗｉ－Ｆｉを活用した「看護師支援システム」の構築事業 巣鴨信用金庫

883 R113100568 関東 東京都 原境界アート株式会社 8010501038233 事業名：３Ｄプリンターによるオーダメイドアートグッズの企画生産販売

884 R113100569 関東 東京都 ＬＩＶＥ　ＴＨＥ　ＣＲＥＡＴＩＶＥ株式会社 6011001134755 ドローン事業拡大による建設業界の革新的効率化と新たな雇用創出 岩下　文

885 R113100570 関東 東京都 エクスピーズ株式会社 1010401113415
要支援・要介護者の外出機会創出をサポートする　ＡＩを活用したＡＲ（拡張現
実）地図アプリ　『ａｉｒ　ｗａｒｐ（エアワープ』

886 R113100572 関東 東京都 株式会社Ｇｏｏｄ　Ｍｏｎｅｙｇｅｒ 7010401117880 ＳＤＳのＡＩスキャン及びデータベース化ソフトウェアの提供

887 R113100574 関東 東京都 ユニコネクト株式会社 6030001122710
美容サロン向け店舗業務ＤＸ～顧客コミュニケーションと接客をデジタルで効
率化～

888 R113100578 関東 東京都 株式会社ココロトヒナタ 4010001212408 接客業向けの顔認証ＣＲＭツール

889 R113100579 関東 東京都 株式会社Ｃｏｎｎｅｃｔｉｎｇ　ＤＯＴｓ 9010401148998 ポストコロナ時代に対応した結婚報告サービスの開発計画

890 R113100580 関東 東京都 株式会社麹町はり灸指圧治療院 5010001155837 『外部セラピストマッチングシステム』

891 R114100001 関東 神奈川県 葉山工業有限会社 8020002089931
曲げ加工技術の高度化で生産性向上と半導体向け高精度部品の量産を実
現

892 R114100002 関東 神奈川県 株式会社浅野ファスナー 9020001016555 リサイクル関連機器部品における難加工素材加工の高度化を実現

893 R114100004 関東 神奈川県 佐原デンタルクリニック 歯科治療の「見える化」と質の向上による患者の満足度向上

894 R114100005 関東 神奈川県 三昌工業株式会社 5010901004746 ＥＶ向け難材料：フロロシリコーンゴムの加工に対する取り組み

895 R114100006 関東 神奈川県 株式会社ファーレンハイト 7021001072466 後付け可能なオーダーメイド木製内窓製品の生産プロセス改善 小久保　和人

896 R114100007 関東 神奈川県 株式会社和光工業 5021001022118 切断と測定の高精度化でＥＶ車向け小型部品の生産工程革新に貢献

897 R114100008 関東 神奈川県 有限会社飯盛商店 8020002007562 混合廃棄物、廃蛍光管の処理能力と再資源化率向上による事業拡大 協同組合さいたま総合研究所

898 R114100010 関東 神奈川県 有限会社柏葉産業 3021002003903
最新の測定器の導入により、歯石除去用超音波スケーラー用チップの精緻
化を目指す

立野　靖人
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899 R114100011 関東 神奈川県 株式会社サンケンプリンティング 3021001012319 プリント基板生産の検査プロセス自動化による新たな生産方式の導入					 若杉　拓弥

900 R114100013 関東 神奈川県 株式会社ラウト 7020001049953 新規生産ライン開設による仕出し弁当・菓子製造事業の展開

901 R114100015 関東 神奈川県 有限会社アエラス 4021002028676 女性獣医師主体の地域密着型で高度医療体制の動物病院に向けて 中山　和彦

902 R114100016 関東 神奈川県 株式会社トラスティ 8021001031165 更なる受注拡大へ！最先端デジタル技術で革新的な生産体制の構築 株式会社横浜銀行

903 R114100018 関東 神奈川県 ＫＵＭＩＫＩＰＲＯＪＥＣＴ株式会社 3402701000623 社会的インパクト・マネジメントツール「モノサシ」の開発 猪田　昭一

904 R114100019 関東 神奈川県 正栄金属株式会社 8010901005601
スクラップ・金属材料に精通した独自性を活かし、最新分析装置導入による
成分分析の体制強化

株式会社エフアンドエム

905 R114100020 関東 神奈川県 有限会社辰若商店 9021002065509 自社のノウハウとデジタル技術を融合させた革新的葬儀案内方法

906 R114100021 関東 神奈川県 株式会社フジノライン 3021001020420 デジタル技術を活用したテーパーライン生産工程の革新 平塚信用金庫

907 R114100022 関東 神奈川県 小山歯科医院 血漿を活用した骨再生治療による安全なインプラント治療法の開発 アイアンドアイ株式会社

908 R114100024 関東 神奈川県 有限会社今井製作所 3012302000491
難加工金属に対する高効率生産体制構築による液晶デバイス製造装置市場
への参入

イマジネーション・ヴィレッジ株式
会社

909 R114100025 関東 神奈川県 株式会社Ｓｍｉｌｅ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ 7020001117173 「モンソン球面説」を実現させる歯科技工物のデジタル工程化 アイアンドアイ株式会社

910 R114100026 関東 神奈川県 守田歯科医院 ＣＡＤ／ＣＡＭ設備導入によるメタルフリー治療の推進・治療短縮化 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

911 R114100027 関東 神奈川県 もあ歯科医院 高齢患者のリスクを排除、医療としてのインプラント治療の実現
一般社団法人城西コンサルタント
グループ

912 R114100029 関東 神奈川県 エイ・エム・エス有限会社 1021002018226 コーヒードリップパック包装工程内作化による生産性改善と外販

913 R114100030 関東 神奈川県 株式会社ＨＩ　Ｃｒｏｗｎ 8021001072977 百年時代生涯現役で活躍するための健康寿命延伸に向けたサービス 櫛田　祐一

914 R114100035 関東 神奈川県 岩井開発株式会社 3020001091967 業界初！個人の不動産所有者と買主とのマッチングアプリの開発及び運用

915 R114100038 関東 神奈川県
有限会社相模原ＣＡＤ・ＣＡＭデンタルセンター晦日
歯科技研

5021002024534 設備導入によって実現されるデジタル技工の促進・技工士の負担軽減 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

916 R114100041 関東 神奈川県 有限会社志村プラスチツク 1020002034200 最新自動検査機で工程・組織変革。販路開拓および新事業の拡大へ

917 R114100042 関東 神奈川県 小清水歯科医院 マスク生活によるオーラルフレイル改善診療サービスの開発

918 R114100043 関東 神奈川県 合同会社ＲＳＡテクノロジーズ 2020003015272 ＷＥＢ検索の生産性向上により毎日を快適にするスマホアプリの開発 株式会社アクセルパートナーズ

919 R114100044 関東 神奈川県 はんだ矯正歯科
ＣＴ導入により継続的に歯の健康をサポートする、質の高い矯正治療を可能
に

株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

920 R114100045 関東 神奈川県 せきのデンタルクリニック 歯髄保存治療直後の窩洞完全封鎖によって再び虫歯になるリスクを最小化

921 R114100046 関東 神奈川県 有限会社スドウ工営 8021002050081 建設廃材のリサイクル処理内製化による脱炭素化貢献とコスト削減 協同組合さいたま総合研究所

922 R114100047 関東 神奈川県 株式会社日本消音研究所 5020001009133 高精度な、せん断加工技術の獲得による加工品質と生産性の向上
株式会社ビジネスモデルサイエン
ス

923 R114100049 関東 神奈川県 ハンドトラスト株式会社 1021001058339 社会インフラに提供する油圧ロータリーバルブアクチュエータ開発

924 R114100050 関東 神奈川県 有限会社内田工務店 1021002036673 宮大工の技術を活かした大型家具等の製造・販売及び生産性の向上 平塚信用金庫

925 R114100052 関東 神奈川県 株式会社高田金属塗装工業 9021001029480
製造工程に潜むムダを徹底排除しさらなる生産性の向上と働き方改革の実
現

厚木商工会議所

926 R114100055 関東 神奈川県 華頂歯車工業株式会社 3020001001281 新設備導入でボトルネックを解消し業績拡大

927 R114100056 関東 神奈川県 株式会社ＥＸＰＥＮ　ＤＯＵＢＬＥＳ 3020001120569 高性能データセンシングによる画期的なトレーニング設備の導入 伊藤　文彦

928 R114100057 関東 神奈川県 株式会社藤野製作所 8021001022783 金属部品表面処理の製造プロセス改善による生産性向上の実現 株式会社浜銀総合研究所

929 R114100058 関東 神奈川県 まつざわ歯科医院 デジタル治療工程を駆使した「最適歯列の再現治療法」の開発 アイアンドアイ株式会社

930 R114100060 関東 神奈川県 株式会社たむら事務所 9020001099204 ＤＸ化、イノベーションによる次世代３Ｄ測量サービスの提供 安達　隆久

931 R114100062 関東 神奈川県 Ａｃｈｉｅｖｅ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 最新設備導入による提供する歯科技工物の非金属化・デジタル化 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

932 R114100064 関東 神奈川県 株式会社野口製作所 7021001027560 有機溶剤を使った塗装の前処理から井水利用のクリーン工程の構築 横浜信用金庫

933 R114100065 関東 神奈川県 株式会社山田朱織枕研究所 5021001017761 スマートフォンアプリを通じた〝整形外科枕”の訴求と姿勢革命 株式会社コンサラート

934 R114100066 関東 神奈川県 株式会社ケーエス工業 7021001035811
建設需要拡大・半導体不足に寄与する製缶・板金加工技術の高度化による
品質及び生産性向上計画

株式会社東日本銀行

935 R114100067 関東 神奈川県 株式会社セイテック 2021002049633 鉄筋建設業に特化した専用勤怠アプリ開発による収益性拡大

936 R114100068 関東 神奈川県 株式会社アプルール 2021001009126 ＤＸ技術を活用した新たな福利厚生サービス「おもふく」の提供

937 R114100069 関東 神奈川県 株式会社ボーダレスデザイン 5020001122951 革新的マッチングサイト開発・運営による建築ＤＸの推進 野竿　健悟

938 R114100072 関東 神奈川県 昭和建産横浜販売株式会社 5020001006345 大臣認定の耐火基準を満たしたサッシ製造の生産体制構築計画 安達　曉宏

939 R114100074 関東 神奈川県 エアコンスター株式会社 3020001044363 ステンレス薄板溶接能力獲得による業務用厨房設備市場への参入 株式会社ゼロプラス

940 R114100077 関東 神奈川県 株式会社ステディーラボ 6021001018379 独自の検査工程導入による「超高精度上部構造」の生産体制の構築 アイアンドアイ株式会社

941 R114100079 関東 神奈川県 デンタルＺ 自動削合を活かし究極の噛み合わせを実現する義歯作製工程 アイアンドアイ株式会社

942 R114100080 関東 神奈川県 とみた歯科医院
最新鋭３Ｄスキャナー・デジタルマイクロスコープ導入による、高度治療遂行・
説明システムの構築

株式会社中央ライズアクロスソ
リューション

943 R114100081 関東 神奈川県 株式会社コンテライズ 1021001063438 デジタル技術によるコンテンツマーケティングのためのシステム開発 清水　謙伍

944 R114100082 関東 神奈川県 株式会社海老名鋼材 3021001027259 窒素ガス発生装置の導入による高品質レーザ加工の実現と生産性の向上
株式会社ビジネスモデルサイエン
ス

945 R114100083 関東 神奈川県 インタードメイン株式会社 9020001005905 個人端末と連携しいつでもどこでもすぐに発電　新・体力発電

946 R114100085 関東 神奈川県 有限会社山栄建設工業 3140002022208 ランディングボックス多台数導入による足場工事の受注増加計画

947 R114100086 関東 神奈川県 株式会社ファーストハウジング 6020001036630 産業用ドローンを利活用した不動産保守、点検サービスの開発 長井　寿郎

948 R114100088 関東 神奈川県 Ｅ‐ＬＩＦＥ株式会社 7021001058481 介護用品を販売する専門ＥＣサイト事業
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949 R114100089 関東 神奈川県 有限会社ビナ・テック 7021002045512 ステンレス加工の効率化・品質向上による半導体関連市場への進出

950 R114100091 関東 神奈川県 株式会社ＰＡＢＬＯ 3020001141722 ＡＩを活用した生産性向上の為の人材教育プラットフォームの構築 松山　亮樹

951 R114100092 関東 神奈川県 株式会社Ｔ－Ｌａｂｏ 8020001128962 顎骨矯正機能を有しているＳＡＳ対応マウスピースの開発事業 アイアンドアイ株式会社

952 R114100093 関東 神奈川県 有限会社城進精工 4020002100346
高剛性マシニングセンタの導入による難形状加工技術の確立と製品の高付
加価値化の実現。

イマジネーション・ヴィレッジ株式
会社

953 R114100095 関東 神奈川県 太平測量設計株式会社 8021001040678
横須賀市の安全を守る「迅速かつ革新的な地域インフラ整備及び災害復旧
体制」の構築

954 R114100097 関東 神奈川県 有限会社椎野製作所 8021002051963 既存の技術力活用と洗浄力向上により短納期化と新事業分野へ進出

955 R114100099 関東 神奈川県 有限会社旭印刷 2021002017524 無線綴じ製本印刷物のコスト競争力を強化して販路を拡大する事業 安達　延行

956 R114100101 関東 神奈川県 有限会社ジェイエムケイエンタープライズ 3020002051029 中所得者向け・低感染型のセラミック製人工歯の開発

957 R114100102 関東 神奈川県 明立精機株式会社 2020001024630 微小な振動環境を模擬して装置を試験できる加振機の開発

958 R114100103 関東 神奈川県 株式会社プレシャスケア 3020001132523 幼児向け見守りセンサーを開発し、保育業界のデジタル化を促進！ 株式会社アクセルパートナーズ

959 R114100104 関東 神奈川県 株式会社新菱 5020001037423
高精度ロードセル開発ならびに生産、品質能力向上と製造工程の見える化
の実現

川崎信用金庫

960 R114100105 関東 神奈川県 株式会社ＶＤＴ 1010601046571 独自の細菌検査技術に高度なＩＴシステムを活用する生産性向上計画
ＨＴＭコンサルティンググループ株
式会社

961 R114100106 関東 神奈川県 有限会社石橋印刷 8021002050965
「需要の変化（多種少量）に対応することによる事業継続拡大と地域社会へ
の貢献」

小田原箱根商工会議所

962 R114100107 関東 神奈川県 株式会社メディオ 2020001115289 データベースシステム構築による新規開拓営業リスト作成・販売事業 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

963 R114100108 関東 神奈川県 株式会社常盤製作所 6021001009353 園芸機器・工具の電動化を加速する研削加工ラインの生産性向上 株式会社PQM総合研究所

964 R114100109 関東 神奈川県 株式会社ボンズコミュニケーション 4020001113431 コールセンター事業のＤＸ化による新たな提供方式の導入 株式会社アカウティングプロ

965 R114100110 関東 神奈川県 有限会社小川犬猫病院 7021002016199
犬猫の整形外科分野を担う当院での最新ＣＴ導入による術前診断活用・治療
内容向上と地域獣医診療発展への貢献

株式会社みなと総合事務所

966 R114100112 関東 神奈川県 株式会社ＫＩＮＳ 4010401142502 革新的な網羅的菌ケアサービスを実現する自社一貫検査体制の構築

967 R114100113 関東 神奈川県 株式会社ウェル・アールアンドシー 3020001108234 特殊塗料でこれまでにない家具を！顧客ニーズに対応した高級家具製作 吉元秀樹

968 R114100114 関東 神奈川県 株式会社スマートワイド 8010901030310
インバウンドゴルフポータルサイト（予約・ツーリズム・用品代行購入）サービ
ス事業

969 R114100116 関東 神奈川県 有限会社矢﨑精機 4020002093623 事業承継後の新分野を医療とし、製品の高精細化、高収益化を実現 税理士法人ＬＲパートナーズ

970 R114100118 関東 神奈川県 株式会社ライフ 9020001082044 リフォームにおけるデザイナーマッチングプラットフォームの構築運営事業 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

971 R114100121 関東 神奈川県 合同会社ｉｋｉ－ｉｋｉ 5020003016846 専用システム開発によるサービスレベルと生産性の向上実現 補助金活用支援会合同会社

972 R114100122 関東 神奈川県 大門プラスチツク工業株式会社 4010801006802 塩ビ加工製品製造プロセスの自動化による生産性向上の実現

973 R114100125 関東 神奈川県 株式会社精美堂 8021001036775 印刷業の手作業製本を自動化による生産性向上計画 平塚信用金庫

974 R114100126 関東 神奈川県 ＡｎｙＲｅａｃｈ株式会社 9020001143416 Ａｎｙｇｉｆｔのカートシステムにおける多様化開発事業 行政書士法人INQ

975 R114100127 関東 神奈川県 有限会社加藤製作所 7021002057334 検査工程の高度化等による高精度加工部品の取扱いと量産化の強化

976 R114100128 関東 神奈川県 株式会社ナカアンドカンパニー 8010001161493 次世代水晶発振器の開発及び事業化

977 R114100129 関東 神奈川県 株式会社ＴＤＳ 7020001117207 転職・廃業する歯科技工士を再活用する全国展開ラボセンター事業 アイアンドアイ株式会社

978 R114100132 関東 神奈川県 株式会社山口製作所 5010701009904 最新型スポット溶接機導入による生産性向上にむけた取り組み

979 R114100133 関東 神奈川県 株式会社アクシオ 7020001103743 生産体制の根本的な見直しによる新しいテレスコープ義歯の開発 アイアンドアイ株式会社

980 R114100134 関東 神奈川県 株式会社開明製作所 3020001009746 最大加工径、最大加工尺のサイズアップによる生産能力の向上 松浦　睦子

981 R114100135 関東 神奈川県 アートワーク株式会社 5020001099851 ワンストップ型の回路基板設計で、高品質と短納期の両立を実現 かながわ信用金庫

982 R114100138 関東 神奈川県 株式会社デレクト 5020001139764 付加価値の高いＰＰＦ施工を内製化し、薄利多売の事業モデルから脱却 松井　洋治

983 R114100139 関東 神奈川県 株式会社大橋製麵所 4020001070680 デジタル技術を活用した機械化による生産効率と食の安全性の向上 川崎信用金庫

984 R114100140 関東 神奈川県 アペックス環境株式会社 2020001142837 アスベスト分析におけるＸ線回析手法導入による品質・生産性向上 北村　亮太

985 R114100141 関東 神奈川県 鎌倉てとら合同会社 8011703002497
低糖質パン・グルテンアレルギーを発症しづらい有機スペルト小麦パンの開
発、販売

井上大輔

986 R114100145 関東 神奈川県 清水税務会計事務所Ｓ２ 最新のテクノロジーを活用した税理士業務の効率化・高度化

987 R114100147 関東 神奈川県 大木畳店
縁なし畳製造を高精度化　洋室居住者の新規獲得で小田原市の畳文化を継
承

株式会社シャイン総研

988 R114100149 関東 神奈川県 ＳＩＮＫＰＩＡ・ＪＡＰＡＮ株式会社 7020001053088 省スペース型小規模処理用生ごみ処理機の開発

989 R114100151 関東 神奈川県 ＩＰ　ＦＯＲＷＡＲＤ株式会社 4010901034158 オンライン模倣品監視・不正対策サービス業務の自動化計画

990 R114100153 関東 神奈川県 大城興業株式会社 7020001073648 独自の製作体制による、アルミフレーム製品の短納期化・歩留まり改善 東京中央経営株式会社

991 R114100154 関東 神奈川県 マイクロエッヂプロセス株式会社 4021001057511 微細な電子デバイス接合・実装用レーザはんだ付け技術の高度化
株式会社さがみはら産業創造セ
ンター

992 R114100155 関東 神奈川県 株式会社シンメイ 6010801005471 中食産業の発展に貢献する食品包装容器の金型内製化事業

993 R114100157 関東 神奈川県 株式会社南武 3010801008808 製鉄業界の需要増加に向けた鋼材製造装置部品の生産能力強化

994 R114100159 関東 神奈川県 協和荷役梱包株式会社 5013101001299 木製パレット製造工程の自動化による、物流ニーズ・高齢化社会への対応 株式会社ダイワマネジメント

995 R114100160 関東 神奈川県 株式会社オクタノルムジャパン 3360002013201 環境に良い展示会用アルミ部材をＩＴカッターで短納期と品質向上

996 R114100161 関東 神奈川県 株式会社丹後製作所 4021001014974 高精度加工技術を向上し、小規模水力発電部品の受注拡大を図る

997 R114100163 関東 神奈川県 日本化工機材株式会社 5012301001902 多様な角紙管・短納期のニーズに対応するための生産性向上 株式会社フラッグシップ経営

998 R114100164 関東 神奈川県 株式会社大矢製作所 6020001069028 フランジニップルの増産要請に対応する一貫加工体制・提案力の強化
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999 R114100165 関東 神奈川県 富岡歯科クリニック
３Ｄ最先端の機械利用による「安心」．「清潔」．「精密」に摂食嚥下障害の方
への義歯製作

1000 R114100169 関東 神奈川県 株式会社ｂｆ２ 7011001133442 優良コンサルと中小企業をつなげる補助金マッチングサイトの構築 佐藤　勇樹

1001 R114100170 関東 神奈川県 株式会社アステム 4020001068766 効果的な運動機能回復を目的としたリハビリテーション支援機器の研究開発

1002 R114100173 関東 神奈川県 グリーン歯科クリニック
デジタルデータを活用した最適な噛み合わせを実現する補綴治療サービス
の実現

1003 R114100175 関東 神奈川県 株式会社ユニオスロジクル 7010801018101 顧客管理・業務効率化を目的とした「輸出入管理システム」の導入

1004 R114100177 関東 神奈川県 松樹歯科医院 リンガルブラケット矯正の治療の円滑化と治療数の増加
株式会社リアルコンテンツジャパ
ン

1005 R114100178 関東 神奈川県 サイトロニクス株式会社 6020001141364 再生医療のための培養条件等最適化サービス事業の開発

1006 R114100180 関東 神奈川県 有限会社旭技工所 9020002095350 ｉＯＳに対応した独自の精度計測による総入れ歯の生産体制の構築 アイアンドアイ株式会社

1007 R114100185 関東 神奈川県 堀技研工業株式会社 2021001002080 水素エネルギー普及に寄与する水素製造装置用新型コンプレッサーの開発
株式会社コムラッドファームジャ
パン

1008 R114100188 関東 神奈川県 株式会社共立理化学研究所 2010801003157 流動層乾燥機導入による１操作式簡易水質検査キットの製品開発

1009 R114100190 関東 神奈川県 ホンコウリョウ有限会社 7020002103544
ＩＴの技術を活用した、冷凍餃子の通販事業。機械製造よる生産性向上で、
事業回復と雇用拡大を実現。

Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｓｔｒａｔｅｇｙ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉ
ｎｇ合同会社

1010 R115100005 関東 新潟県 有限会社春日材木店 3110002022482 不要な端材から高品質のオガクズを生産し顧客ニーズに対応 株式会社第四北越銀行

1011 R115100006 関東 新潟県 長谷川金属株式会社 4110001016022 建築金物等の増産ニーズにおける仕上げ研磨の機械化及び増産計画 シェアビジョン株式会社

1012 R115100007 関東 新潟県 栄電子工業株式会社 7030001070826 協働ロボット導入によるプリント配線基板等の銅めっき加工効率向上計画 シェアビジョン株式会社

1013 R115100009 関東 新潟県 小林金物 立体曲げオートベンダー導入による線材加工の自動化の実現 三条信用金庫

1014 R115100012 関東 新潟県 株式会社加藤研削工業 8110001008858 研磨加工高度化と顧客予防保全ＤＸ化による高度再研磨事業の実現

1015 R115100015 関東 新潟県 吉原印刷株式会社 2110001023664 最新型検査装置の導入による検品工程の自動化事業 長岡信用金庫

1016 R115100017 関東 新潟県 五十嵐刃物工業株式会社 7110001013867 ＮＣ５軸研削盤機の導入によるアウトドア向け製品の増産・開発事業 中村　公哉

1017 R115100019 関東 新潟県 有限会社カッティング 5110002017902 特殊切削工具の測定技術革新による生産性向上と技能の継承計画 三条信用金庫

1018 R115100020 関東 新潟県 株式会社タムラテクニカル 4110001014991 市場変化に対応する大型の製造装置部品加工のための設備導入事業 三条信用金庫

1019 R115100021 関東 新潟県 株式会社佐野金型製作所 9110001015845
ワイヤ放電加工機の導入でより高精度の品質向上の実現と生産性の効率向
上

株式会社やまと経営

1020 R115100023 関東 新潟県 株式会社瀧澤 6110001028305 自動ガス充填包装機を使った「環境保全型農業」の自社ブランド米 株式会社第四北越銀行

1021 R115100024 関東 新潟県 株式会社アオヤマテックス 9110001022024 少量多品種と量産品加工の両立を図る事業 長岡信用金庫

1022 R115100027 関東 新潟県 株式会社不二美術印刷 8110002020928 柏崎発の先端ＤＸデジタル販促×低環境負荷印刷によるイベント支援事業

1023 R115100028 関東 新潟県 三条印刷株式会社 2110001014218 目視検査の機械化により品質管理体制の強化と生産性向上を図る 齊藤　祐一

1024 R115100029 関東 新潟県 株式会社アスコーテック 5010801020422
高精度パターン外観検査による細密化製品の品質確保及び検査能力の拡
大

株式会社アカウティングプロ

1025 R115100030 関東 新潟県 株式会社はしだて 8110003001803 古くて新しい、わら細工業界のＳＰＡに取り組む伝統企業の革新的挑戦 ゆあすけっと合同会社

1026 R115100033 関東 新潟県 株式会社さかたや 6110001024510 フードロスをなくそう！便利で美味しい県内産蒸しエダマメの開発 長井　寿郎

1027 R115100034 関東 新潟県 株式会社齋藤金型製作所 5110001015840 大型プラスチック射出成形で複雑形状化を実現し新市場を開拓 協栄信用組合

1028 R115100035 関東 新潟県 株式会社坂井製作所 5110001017317 超精密軸受け部品の生産性向上事業

1029 R115100040 関東 新潟県 丸井化学工業株式会社 5110001007284 お手拭き自動包装機の導入による新型オテフキの生産効率化 武石　聡之

1030 R115100041 関東 新潟県 宮本警報器株式会社 2011701007735 金型補修の課題解決およびリバースエンジニア事業への展開。

1031 R115100042 関東 新潟県 みずほ歯科口腔外科
新設備導入による高度治療の内製化を通じ、地域の中核歯科診療所を目指
して！

株式会社東京経営サポーター

1032 R115100043 関東 新潟県 有限会社中条農産 2110002016238 産業用無人ヘリコプターの導入による生産性向上と新規受託事業の開拓 新潟県商工会連合会

1033 R115100044 関東 新潟県 有限会社豊和食品 5110002015501 人手不足に悩む、温泉旅館向け「冷凍流し物」の開発と生産性向上 株式会社第四北越銀行

1034 R115100045 関東 新潟県 有限会社パレドール渡辺 7110002019582 製造環境・衛生陳列環境の革新で弥彦スイーツブランドを育てる！ 小山　直久

1035 R115100047 関東 新潟県 株式会社プラニング瑞穂 1110001016479 最新加熱方式を採用したスクリーン印刷・乾燥機導入による生産性向上事業 つばさ税理士法人

1036 R115100048 関東 新潟県 株式会社アイエスエンジニアリング 8110001026133
電子部品製造におけるソフトマスクの技術確立と内製化に向けたレーザート
リミング装置の導入

株式会社第四北越銀行

1037 R115100050 関東 新潟県 新陽物産株式会社 6110001002631 高性能エッジバンダー導入による製造工程の効率化と新市場展開

1038 R115100052 関東 新潟県 株式会社メタルクラフト田村 1110001032690 ファイバーレーザー溶接機導入による短納期薄板溶接加工体制の構築 株式会社ゼロプラス

1039 R115100053 関東 新潟県 株式会社澁木プレス 3110001016469 ３次元レーザー切断機を導入し、生産力の向上を図る

1040 R115100055 関東 新潟県 株式会社柳製作所 2110001023598
カーボンニュートラルの実現に貢献する木材加工機向け精密部品の生産性
向上事業

1041 R115100057 関東 新潟県 Ｃａｔ株式会社 3110001035122 高精度三次元測定機を活用した生産性の向上及び売り上げの拡大

1042 R115100058 関東 新潟県 有限会社あわづや 5110002032001 ＥＣ市場に完全対応した「冷凍へそだんご」の開発と商圏拡大 株式会社第四北越銀行

1043 R115100060 関東 新潟県 株式会社大日 4110005007372 規格外枝豆を有効活用「矢田産の冷凍野菜」の開発と安定供給 柏崎信用金庫

1044 R115100061 関東 新潟県 株式会社阿部工業 7110001017050
ファイバーレーザ溶接機導入による溶接部門の改革と品質、生産性向上計
画

1045 R115100062 関東 新潟県 株式会社ルミネス 3110001016568
これからのＥＣビジネスに不可欠な「エビデンスマーケティング」サービスの開
発事業

つばさ税理士法人

1046 R115100063 関東 新潟県 株式会社遠藤築炉工業 5110001028545 シャーリング加工の精度・生産性向上による増産体制の構築 燕商工会議所

1047 R115100065 関東 新潟県 株式会社せいだ 3110001012708 精米加工ラインにおける先端設備導入による生産性向上と省人化の実現 新発田信用金庫

1048 R115100066 関東 新潟県 株式会社ユーティエス 3110002019974 複雑形状品の測定に向けた、“非接触型”三次元測定機の導入 Ｌ＆Ｂヨシダ税理士法人
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1049 R115100067 関東 新潟県 株式会社室岡林業 9110001019466 新システムを導入し生産性を向上させ強みの強化を目指す

1050 R115100068 関東 新潟県 株式会社村山興業 6110001021301 山間地における樹高を取り除いたレーザー測量と送電線点検開発 長井　寿郎

1051 R115100070 関東 新潟県 マルコ食品株式会社 6110001007597 食品袋詰工程の自動化と印字工程データ化、Ｘ線検査の導入 長井　寿郎

1052 R115100072 関東 新潟県 サンクメタル合同会社 1110003003938
最新設備のファイバーレーザ切断加工機導入による付加価値の創造と競争
力強化を図る。

1053 R115100073 関東 新潟県 内山スクリーン印刷 大型受注の内製化に向けた設備導入 燕商工会議所

1054 R115100075 関東 新潟県 株式会社東山ファーム 6110001021846 最新設備導入による籾殻の連続炭化処理とバイオ炭の販売事業

1055 R115100077 関東 新潟県 有限会社イイオカ 2110002018746 ロボット用部品の加工需要に対応するための生産プロセスの自動化
公益財団法人にいがた産業創造
機構

1056 R115100079 関東 新潟県 北斗測量調査株式会社 6110001018371 非接触水中地形計測装置によるＩＣＴ工事と災害復旧への取り組み 新潟県商工会連合会

1057 R115100081 関東 新潟県 株式会社佐野鉄工スプリング製作所 8110001002258 大型インサートスクリューの開発及び切断工程の内製化

1058 R115100082 関東 新潟県 ダイシン工芸株式会社 6110002008132 設備導入で生産性と品質を向上させ、提案型営業で新規顧客を獲得

1059 R116100001 中部 富山県 株式会社北越 6230001007676
仕入材加工の完全内製化によるコストダウン及び販売価格転嫁による新規
顧客層の開拓

1060 R116100002 中部 富山県 株式会社ファインカットセンター 6230001002636
製造プロセス変革（内段取り工程集約・自動化による長時間連続加工を可能
とした）錆レス加工技術の高度化

1061 R116100004 中部 富山県 ユニオンテクノ株式会社 4230001015219 座標位置決め標準化による市場対応力強化と確実な事業拡大の実現

1062 R116100006 中部 富山県 片口歯科医院 高度歯科技工技術の習得と即日対応サービスの強化 株式会社富山銀行

1063 R116100009 中部 富山県 サンエイ紙工株式会社 9230001011238 接合工程の半自動化と加工ラインの統合による優位性の強固化計画 高岡信用金庫

1064 R116100010 中部 富山県 株式会社斉藤木工所 1230001008258 ＮＣ複合大型ドア加工機導入による木製建具の高精度化・高機能化
大丸経営コンサルティング株式会
社

1065 R116100011 中部 富山県 タカハタ工業株式会社 6230001008591 井波彫刻の技を持つ職人と機械による融合建築木材製造事業

1066 R116100012 中部 富山県 株式会社富山印刷 7230001005514
入稿から印刷に至る全工程のデジタル化による生産性向上と付加価値向上
の実現

1067 R116100013 中部 富山県 いおざき印刷株式会社 8230001000191 ＳＤＧｓ未来都市富山発！印刷無版化による低環境負荷印刷

1068 R116100014 中部 富山県 株式会社田中工業 5230001005557 曲げ工程の内製化による大型高圧タンクの生産性向上 富山信用金庫

1069 R116100016 中部 富山県 株式会社ゼフィール 2230001009098
世界初となる特殊・大型体型犬に対応したフルオーダー型ＷＥＢマーケティン
グシステム構築

株式会社ジエック経営コンサルタ
ント

1070 R116100017 中部 富山県 株式会社ナカニシ 8230001002345 最先端のドローン技術を活用した革新的サービスによる建設分野の開拓 あかねパートナーズ株式会社

1071 R116100018 中部 富山県 有限会社山田塗装所 1230002009445 水性塗料も視野に入れた次世代塗装ブースの導入による受注領域拡大事業

1072 R116100019 中部 富山県 杉政貿易株式会社 1230001001329 新型地盤改良機等の導入による地盤改良工事業の社内体制新構築

1073 R116100021 中部 富山県 ホリデーアーチ合同会社 2013303003914 Ｉｏｔを駆使した店舗運営無人化／マーケティングＤＸサービス

1074 R116100022 中部 富山県 株式会社ライテク 4230001004865
３次元モデルを活用した土木防災工事のＤＸ化によって、新たなビジネスモデ
ルの構築

株式会社ジエック経営コンサルタ
ント

1075 R116100024 中部 富山県 株式会社中西鉄工所 1120001150252 大型中子製造により鋳造の精密化、不良発生率低下に貢献する事業
一般社団法人石川県中小企業診
断士会

1076 R116100025 中部 富山県 株式会社喜こころ 6230001018921 国内初、お薬を薬局外で受渡せるＤＸロッカーの開発、製造、販売 富山県商工会連合会

1077 R116100026 中部 富山県 中野合金株式会社 2230001002342
川上工程の製造能力を向上させ、成長市場からのニーズに対応する供給体
制を構築

株式会社ジエック経営コンサルタ
ント

1078 R116100028 中部 富山県 株式会社上田合金所 1230001009719 鋳造プロセス可視化技術の導入による高精度・低コスト化生産体制の構築 株式会社北陸銀行

1079 R116100030 中部 富山県 株式会社宮木建設 8230001008425 ＩＣＴ重機の導入による新規分野参入及び若手技術者の育成事業

1080 R116100031 中部 富山県 株式会社島田商店 7230001000259 ポストコロナ・脱炭素社会実現に向けた機密処理事業のリモデル 株式会社北陸銀行

1081 R116100035 中部 富山県 株式会社庄川エンボース工業所 1230001008638
量産品の対応力強化による収益性向上並びに従業員教育の仕組みと生産
方法の改革

富山県商工会連合会

1082 R116100036 中部 富山県 株式会社エビークス 1230001012375
複雑木材複合同時切断技術の確立による大型複雑形状内装家具高品位・
低コスト生産体制の構築

株式会社北陸銀行

1083 R116100037 中部 富山県 有限会社晴柀鉄工所 8230002008143 生産プロセスのデジタル化、販路開拓のための精密プラズマ切断機の導入

1084 R116100039 中部 富山県 株式会社矢次工務店 3230001017463
下請構造からの脱却を促進する外壁材・屋根材設計・製造・施工プロセスのＩ
Ｔ化

バンカーズアンドアソシエイツ株
式会社

1085 R116100040 中部 富山県 株式会社トミイチフーズ 3230001002705 ホタルイカ加工製品供給量拡大に向けた新たな加工技術の確立
バンカーズアンドアソシエイツ株
式会社

1086 R116100041 中部 富山県 株式会社山森製鎖 7230001003385 高付加価値マシンチェーン提供プロセス可視化のためのＩＴ化の推進
バンカーズアンドアソシエイツ株
式会社

1087 R116100042 中部 富山県 明太化成株式会社 8230001003194 高機能・高信頼性リユースプラスチック容器開発とその生産体制の構築
バンカーズアンドアソシエイツ株
式会社

1088 R116100043 中部 富山県 株式会社斉藤組 2230001008579
水道管工事における三次元データ化推進による省人化・短工期化・低コスト
化

バンカーズアンドアソシエイツ株
式会社

1089 R116100044 中部 富山県 株式会社翔南産業 5230002011298
レーザ加工技術の強化とロボット溶接技術の導入による完成品一貫生産体
制の構築

バンカーズアンドアソシエイツ株
式会社

1090 R116100045 中部 富山県 有限会社フランクフーズ 5230002011926 フランクドッグ新製品開発製造販売事業

1091 R116100046 中部 富山県 株式会社松村精型 4230001010970
次世代自動車分野における安定した高精度・低コスト巨大鋳造金型生産体
制の構築

バンカーズアンドアソシエイツ株
式会社

1092 R116100047 中部 富山県 株式会社籠瀬運輸 2230001018611 ３次元測量を活用した土砂採取事業のＩＣＴ施工による生産性向上

1093 R117100002 中部 石川県 コマツキカイ株式会社 4220001013801 フェーシング加工技術の応用による新規開発部品の量産事業化
公益財団法人石川県産業創出支
援機構

1094 R117100003 中部 石川県 株式会社鈴木鉄工 1220001012673 既存製造ノウハウの大型建機部品への展開と建機事業拡大
公益財団法人石川県産業創出支
援機構

1095 R117100004 中部 石川県 ＴＡＮＩＤＡ株式会社 9220001004184 デジタルツイン試作プロセス実装による海外競争力強化

1096 R117100006 中部 石川県 株式会社熊走畳工業所 9220001002493 新型の畳製造設備導入で生産効率を向上し日本の畳文化を守る！

1097 R117100007 中部 石川県 株式会社フェイス 7220001015126 わが国産業遺産を承継する革新的アパレル商品の自社生産体制構築 白山商工会議所

1098 R117100009 中部 石川県 株式会社なかの林業 2220001014784 林道工事における粗道から路面処理工までの垂直展開強化 石川県商工会連合会
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1099 R117100011 中部 石川県 ＢＥ　ＣＲＡＦＴ 「旧車」に対する環境配慮型の持続可能なエンジンメンテナンス 税理士法人輝翔

1100 R117100013 中部 石川県 ハットリ産業株式会社 3220001012309 大型包装資材の生産プロセス改善による付加価値生産性の向上
公益財団法人石川県産業創出支
援機構

1101 R117100014 中部 石川県 有限会社山下製作所 7220002006058 短納期を実現する自社一貫生産プロセス構築で顧客要求に対応する ひまわり経営サポート株式会社

1102 R117100015 中部 石川県 金沢市清掃株式会社 1220001002088 ＩＣＴ搭載機器の機能に独自技術を加えフルラインサービスを提供
一般社団法人城西コンサルタント
グループ

1103 R117100016 中部 石川県 株式会社島製作所 1220001017532 属人的な生産管理のＤＸ化による生産性向上と新分野減速機への進出

1104 R117100017 中部 石川県 株式会社横井包装 4180001081547 通販の成長により多種多様化する段ボール製梱包材の生産性向上 岐阜信用金庫

1105 R117100018 中部 石川県 有限会社中田工業 5220002010961 主要製品の製造プロセス改革による付加価値額の増加
株式会社ジエック経営コンサルタ
ント

1106 R117100019 中部 石川県 ステンレス株式会社 8220001010539 ステンレス加工増加に対応する窒素ガスの自家製造に取り組む

1107 R117100024 中部 石川県 株式会社道下工務店 2220001007739 高精度傾斜加工の実現による安全性に富むフロリダ型防護柵向け型枠製造 経営ビューイング株式会社

1108 R117100025 中部 石川県 新日本溶業株式会社 2140001029741 破砕機用の刃物材の高硬度化と加工技術の開発
公益財団法人石川県産業創出支
援機構

1109 R117100028 中部 石川県 藍デンタルラボ 高騰する原材料の原価圧縮に貢献する新歯科技工工程の確立事業
公益財団法人石川県産業創出支
援機構

1110 R117100029 中部 石川県 株式会社錻力屋 3220001019898 建築資材製造・施工一貫体制強化に向けたデータ分析体制の構築 金沢信用金庫

1111 R117100030 中部 石川県 有限会社デントニウム 5220002016629 三次元データ連携によるエピテーゼ製作プロセスの高度化 株式会社北陸銀行

1112 R117100032 中部 石川県 株式会社テクノマップ 5220001008429 レーザスキャナで効率的に３次元地形図を作成して新分野に挑戦
公益財団法人石川県産業創出支
援機構

1113 R117100035 中部 石川県 株式会社銭屋 2220001007697 世界へ羽ばたく料亭の経験と技を伝承・可視化し、進化する厨房へ
公益財団法人石川県産業創出支
援機構

1114 R117100036 中部 石川県 牟田陽日 ジャパンクタニの再興及び海外アート市場への展開 石川県商工会連合会

1115 R117100037 中部 石川県 株式会社東振精機 4220001012695 新材料展開へ向けた非破壊硬度検査装置の実用化

1116 R117100038 中部 石川県 株式会社千代製作所 8220001012675 吊り具の手作業入り切削加工の自動化で短納期と生産性向上を実現 ひまわり経営サポート株式会社

1117 R117100039 中部 石川県 御菓子司つば屋 県内の和菓子屋に先駆け、美しく煌びやかな羊羹を開発する。
公益財団法人石川県産業創出支
援機構

1118 R117100043 中部 石川県 岩本工業株式会社 5220001008973 生産工程の改善によるマシンバイス完成品一貫生産体制の強化 金沢信用金庫

1119 R117100044 中部 石川県 株式会社オンワード技研 2220001012747 プリント配線板用微細超硬ドリル向けＤＬＣコーティング装置の開発

1120 R118100001 近畿 福井県 大樹測量設計株式会社 4210001013991
福井県のＩＣＴ活用工事の推進及び自然災害や予防保全への対応に伴う３次
元測量体制の構築

株式会社福井銀行

1121 R118100002 近畿 福井県 株式会社ササマタ 6210001012918 自社企画製品のキーパーツ内製化による小ロット対応の取組み

1122 R118100003 近畿 福井県 有限会社山田機械 3210002011987
超優良企業が内製している部品の外注化に対応するための革新的設備導
入計画

1123 R118100005 近畿 福井県 株式会社アイソウシャ 9210001003187 排出基準をクリアした環境対応型火葬炉導入計画

1124 R118100007 近畿 福井県 株式会社真鉄工業 3210001015774 新たな鉄筋加工システムを構築し品質レベルの向上と納期の短縮をはかる 福井県商工会連合会

1125 R118100009 近畿 福井県 有限会社観山洞 2210002009751 成型機と冷凍庫導入を軸とする量産体制構築による観光需要獲得 勝山商工会議所

1126 R118100010 近畿 福井県 ＮＴフィルム株式会社 8210001007585 ＣＯ２削減！業務用カット野菜袋をバイオマスポリエチレンに！ 福井信用金庫

1127 R118100011 近畿 福井県 昭和美術印刷株式会社 9210001001629 ＳＤＧｓ関心顧客へ向けた紙製クリアファイルの製造による売上獲得事業 株式会社ＧＫコンサルティング

1128 R118100012 近畿 福井県 ケイテー株式会社 6210001010021 ボトルネック工程の解消による車両資材向け織物の生産体制強化 株式会社福井銀行

1129 R118100016 近畿 福井県 株式会社赤池興業 8210001011430 有害廃棄物を削減し循環型社会にも貢献する新塗装工程効率化事業 株式会社福井銀行

1130 R118100017 近畿 福井県 株式会社カガセイフン 9210001009358 選別機導入と石臼ライン自動化による、石臼専門工場としての進化

1131 R118100018 近畿 福井県 伊藤眼鏡工業株式会社 7210001012669
３Ｄファイバ・レーザー加工機導入による業界最短納期ＯＥＭ供給体制の構
築

福井信用金庫

1132 R118100020 近畿 福井県 ＴＵＭＵＧＵ株式会社 7210001017924
ＣＡＭ（コンピュータ支援製造）による裁断技術を利用したカーテン品質の向
上と安定

小木　崇永

1133 R118100021 近畿 福井県 高岡細巾織物株式会社 2210001007574
業界初の平織・朱子織兼用織機の導入による高鮮明・軽量化ニーズへの対
応

1134 R118100022 近畿 福井県 株式会社ディーウエスト 6210001016976 廃棄物抑制にも貢献するドライバー多能工化と架装導入による効率化事業 廣瀬　和広

1135 R118100024 近畿 福井県 有限会社川﨑鉄工 8210002011586 軟磁性合金素材の角物加工実現によるＥＶ部品の加工体制構築事業 株式会社福井銀行

1136 R118100026 近畿 福井県 株式会社竹内菓子舗 3210001016376
県産米粉活用・主力商品「米粉カステラ」専用工場整備による拡大する需要
への対応

1137 R118100027 近畿 福井県 丹南開発株式会社 9210001012568 管内カメラ調査を通じてＩｏＴによる管路機能の適正な保持 税理士法人日本綜研

1138 R118100028 近畿 福井県 株式会社日本エー・エム・シー 9210001002619 人とロボットが共存する難削材バルブ高効率省力化製造ライン構築

1139 R118100031 近畿 福井県 岡本精機工業株式会社 9210001000795 一段高い品質の新製品製造依頼に対応し売上原価率低減を図る計画

1140 R118100033 近畿 福井県 ナカヤ化学産業株式会社 3122001005657 液状シリコーンゴム成形にかかる機械設備導入計画

1141 R118100035 近畿 福井県 株式会社福井計器製作所 1210001013193 カーボン含有の難削材の高付加価値な切削加工技術習得

1142 R119100002 関東 山梨県 岸本金属工業株式会社 1090001002779 増産対応するために自動化を構築して生産プロセスの改善を行う

1143 R119100003 関東 山梨県 株式会社横田製作所 3090001008592 新開発の共通治具活用による段取り替え工数の削減と生産性向上 株式会社やまと経営

1144 R119100004 関東 山梨県 イケガワ精工
最新型ＮＣ研削盤の導入と加工条件研究による超精密研削加工製品の生産
効率化

牛腸　真司

1145 R119100005 関東 山梨県 株式会社ドガ・カードル 4011601004822 美術品の魅力を高める額縁「オリジナルアートフレーム」の開発

1146 R119100008 関東 山梨県 有限会社ギコウ製作所 1090002009303 ターニングセンターで工程集約化し半導体製造装置メーカーを支える

1147 R119100010 関東 山梨県 株式会社アミノ測量 9090001009049 ＵＡＶ導入による３Ｄ測量の高度化・効率化 株式会社山梨中央銀行

1148 R119100012 関東 山梨県 株式会社成心設備 6090001007807 バーリング加工の平準化による、品質および生産性の向上 株式会社山梨中央銀行
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1149 R119100013 関東 山梨県 株式会社飯塚工業 2090001005913 ＩＣＴバックホー導入によりＩＣＴ化を深化させ、労働環境の改善を図る 株式会社山梨中央銀行

1150 R119100014 関東 山梨県 株式会社コカクリエーション 7090001000769 設備導入によりジュエリー製造の内製化１００％達成 甲府商工会議所

1151 R119100015 関東 山梨県 株式会社カワイ 7090001005958 ３次元データ生成の効率化による生産性向上、および防災／減災への応用 株式会社山梨中央銀行

1152 R119100017 関東 山梨県 ジット株式会社 4090001004921
自動ラベラー導入によるリサイクルインクカートリッジの新しい生産方式の実
現

株式会社コムラッドファームジャ
パン

1153 R119100018 関東 山梨県 有限会社カワサキショップ山梨 9090002000766 民間車検場の資格取得と検査ライン設備導入による収益構造の変革 山梨県商工会連合会

1154 R119100019 関東 山梨県 株式会社日設管興 6090001011164 設計システム刷新による生産の見える化と製販の情報共有・省力化 株式会社山梨中央銀行

1155 R119100020 関東 山梨県 有限会社木村屋 8090002011913 省人化機械導入による人手不足解消と生産性向上 池田　哲郎

1156 R119100021 関東 山梨県 スペランツァ 新規設備導入により既存設備もＤＸ化！無人加工で生産性向上を図る 株式会社やまと経営

1157 R119100025 関東 山梨県 パイロット測量設計株式会社 9090001009940 「災害時緊急測量作業」にも対応できる測量体制の構築 株式会社山梨中央銀行

1158 R119100026 関東 山梨県 有限会社ビック 1090002010434 車検の検査ライン内製化による短納期化と環境保全の取組み強化 飯田　伸司

1159 R119100029 関東 山梨県 山梨共栄石油株式会社 9090001002235 水性塗料技術の導入による作業効率の改善と人材育成 株式会社山梨中央銀行

1160 R119100030 関東 山梨県 株式会社フジコン 5090001010051 産廃である残コンを再生砕石として販売するＳＤＧｓへの取組み

1161 R119100032 関東 山梨県 株式会社電溶工業 7090001003136 部品加工における段取り替えロボット導入を通じた生産の効率化

1162 R119100033 関東 山梨県 富士忍野名水株式会社 3090001015366 料理用・調理器具消毒用の小型ナノバブル水製造装置の開発

1163 R119100034 関東 山梨県 有限会社アップルフード 2090002009558 新調理システムの導入で、労働生産性の向上と販路拡大を実現する。

1164 R119100036 関東 山梨県 株式会社イーファイト 7090002007796 日本一バウムクーヘンに、新たな商品開発と生産能力向上事業 山梨県商工会連合会

1165 R119100038 関東 山梨県 有限会社甲府製本 9090002005311 県外需要を視野に入れたＰＵＲ製本製造体制の確立

1166 R119100041 関東 山梨県 有限会社遠山木工所 7090002012292 感性価値を高める新規額縁デザインに対応可能な生産体制確立 都留信用組合

1167 R119100042 関東 山梨県 ９８ＷＩＮＥｓ合同会社 9090003001284 高度分析技術を利用した果樹によるワイン樽熟成ビールの開発
税理士法人山梨中央パートナー
ズ

1168 R119100044 関東 山梨県 株式会社クロスフォー 1090001001062 順送式プレス導入の生産性向上で模倣品排除と新市場開拓を図る 株式会社エム．サポーティング

1169 R120100001 関東 長野県 株式会社小石興業 9100001014518 次代のニーズに応える多品種・高効率な生コンクリート製造の実現

1170 R120100003 関東 長野県 コムパックシステム株式会社 4100001009662 小ロット多品種短納期ニーズを満たすプレス工程の競争力向上計画

1171 R120100004 関東 長野県 株式会社小松製作所 5100001018299 ＣＮＣ旋盤導入により属人的熟練加工技術の機械化及び生産向上 株式会社八十二銀行

1172 R120100006 関東 長野県 株式会社セキグチ 7070001012279
最新高所作業車と自社技術の融合による革新的な特殊伐採体制の構築計
画

株式会社エフアンドエム

1173 R120100007 関東 長野県 有限会社ナガミヤマ機工 8100002034268 高性能ＣＮＣ旋盤導入による高生産性・高精度加工の実現 アルプス中央信用金庫

1174 R120100009 関東 長野県 有限会社白木屋機械工業 4100002010891
製造する同軸コネクタ部品の嵌合部分を精緻化し、伝送性能の向上を目指
す

立野　靖人

1175 R120100010 関東 長野県 株式会社ネオシス 4100001028464 ＦＡ機器組立業務の作業効率向上・ＤＸ化

1176 R120100012 関東 長野県 フィット工業株式会社 3100001013938 大型鉄骨製品置場の移設による生産性・安全性の向上を目指す体制構築 株式会社八十二銀行

1177 R120100014 関東 長野県 有限会社二木工業 8100002023948 アルマイト処理工程の改善による労働生産性改善と品質向上
特定非営利活動法人　知恵と考
働

1178 R120100016 関東 長野県 マリモ電子工業株式会社 6100001010338 追い払い効果の持続するＡＩ鳥追い払い装置の実用化

1179 R120100017 関東 長野県 大和電機工業株式会社 9100001018700 世界初次世代二次電池向け低融点金属めっきプロセスの開発・量産

1180 R120100018 関東 長野県 株式会社宮本鉄筋 3100001029315 最新設備導入による加工能力の増強と競争力強化及び生産性の向上 株式会社八十二銀行

1181 R120100019 関東 長野県 天竜商事有限会社 8100002028567 高機能破砕機の導入による新たな加工体制構築及び再生資源の創出 株式会社八十二銀行

1182 R120100022 関東 長野県 アカツキ精工 加工精度・生産性の強化で高付加価値なアーチェリー部品の受注拡大 ひまわり経営サポート株式会社

1183 R120100023 関東 長野県 株式会社ウッドビルド 4100001000340 デザイン面を改良した新商材導入による当社工法の営業強化計画 株式会社八十二銀行

1184 R120100024 関東 長野県 協全商事株式会社 8100001000782
新たな過熱蒸気乾燥機の試作開発による、未利用資源の資源化と新市場へ
の参入

1185 R120100025 関東 長野県 ｊｕｉｃｅ インクジェットプリンター導入による生産性の向上と販路拡大 株式会社八十二銀行

1186 R120100027 関東 長野県 株式会社お米の座光寺農園 7100001034534 新設備（グラインドミル等）導入によるもみ摺り作業の省力化と収益力向上 株式会社八十二銀行

1187 R120100028 関東 長野県 株式会社ダイナ楽器 1100001019111 職人技術を設備導入により置き換える機械化事業 茅野商工会議所

1188 R120100030 関東 長野県 株式会社ＫＩＫＡＤＯ 8100001032859 長野県初の木製キッチン家具メーカーへ転身するブランド構築事業

1189 R120100033 関東 長野県 ハナブサ精機株式会社 7100001022679 革新的加工技術による超精密バルブ部品の生産性向上事業

1190 R120100034 関東 長野県 株式会社ケーエムケー 7100001011475 デザインファクトリー導入による信州大学との新素材開発の推進 株式会社長野銀行

1191 R120100036 関東 長野県 株式会社松本精密 6100001018752 次期航空機　開発関連部品の高精度・短納期製造ラインの構築と工程改善

1192 R120100037 関東 長野県 株式会社若林工機 1100001010409 ＮＣ旋盤導入による生産効率向上及び雇用の確保 株式会社八十二銀行

1193 R120100038 関東 長野県 株式会社おびなた 5100001003929
包装工程の自動化で「豊かな生活」と「日本一のそばカンパニー」を実現しま
す

株式会社八十二銀行

1194 R120100039 関東 長野県 株式会社マルニシ 5100001019768 鋼材販売事業の高付加価値化事業

1195 R120100041 関東 長野県 有限会社ナツバタ製作所 5100002008654 半導体製造装置部品の生産工程における検査体制の刷新 株式会社フラッグシップ経営

1196 R120100043 関東 長野県 株式会社ＳＥＫＩ 9100001025151 災害に強い住宅へ。板金屋根設備導入による顧客満足度向上事業 渡邉　学

1197 R120100044 関東 長野県 株式会社サノバスミス 4100001031906 高性能果実搾汁機導入によるシードル醸造の生産性強化事業 税理士法人のぞみ

1198 R120100046 関東 長野県 信越軽金属株式会社 3100001017261 アルミニウムの蛍光Ｘ線分析による革新的な付加価値向上 株式会社ＩＳＴコンサルティング
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1199 R120100049 関東 長野県 株式会社中村体育 9100001010120 生産性アップと新商品開発の為の設備投資により新市場展開を図る

1200 R120100051 関東 長野県 株式会社ＲＩＣＨＰＬＡＮＥＴ 8100001031803 製麺および餃子皮の内製化による生産性向上 株式会社八十二銀行

1201 R120100052 関東 長野県 株式会社エクセル 8100001000394 新たな加工技術の導入によるＥＣサイト受注への対応 株式会社ゼロプラス

1202 R120100053 関東 長野県 株式会社マスダ 6100001021401 精密板金加工業のＤＸ化による飛躍的な生産性向上推進事業 内田　英明

1203 R120100054 関東 長野県 有限会社宮川精機製作所 8100002009856 立形マシニングセンタの導入による作業性向上と競争力強化事業 株式会社八十二銀行

1204 R120100055 関東 長野県 有限会社サントーフーズ 3100002032012 画像解析自動検査装置の導入によるオムレツ生産プロセスの革新 事業協同組合ｎｅｃｏｎｏｔｅ

1205 R120100056 関東 長野県 メカティック 革新的手法による超精密スプール弁の生産性向上事業

1206 R120100057 関東 長野県 株式会社アーキディアック 4100001012609 ＢＩＭによる事業継続計画 株式会社八十二銀行

1207 R120100060 関東 長野県 シナノレース 新たなチャッキング方式によるＣＮＣ旋盤加工 長野県商工会連合会

1208 R120100062 関東 長野県 株式会社コウリョウ 7100001020708 画期的新工法の確立による生産性向上と使用エネルギーの大幅削減

1209 R120100063 関東 長野県 有限会社本郷鶏肉 9100002021439 ロングライフチルドの自動製造ライン構築による全国販売展開 株式会社ＩＳＴコンサルティング

1210 R120100067 関東 長野県 岡田小林歯科医院 根管治療の治療精度向上ならびに治療期間短縮化 野竿　健悟

1211 R120100068 関東 長野県 有限会社丸山菓子舗 4100002024082
焼成・冷却工程の生産性向上と洗浄効率化によるオンライン販売数量増加
への対応

森田　昇

1212 R120100070 関東 長野県 株式会社キザキ 1100001008403 高剛性・軽量の伸縮式白杖の開発 美斉津　晃

1213 R120100071 関東 長野県 御代田町あおば動物病院 初期から重度まで広範な歯科疾患に対応可能な動物病院への進化 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1214 R120100072 関東 長野県 株式会社サンリエ 3100001022468 生産スケジューラーの導入と洗浄工程内製化による生産性の向上 飯田信用金庫

1215 R120100073 関東 長野県 株式会社神津精機 2100001007148 ロボットシステム導入による高生産な自動化プロセス構築
一般社団法人佐久産業支援セン
ター

1216 R120100075 関東 長野県 マルゴ工業株式会社 8100001019773 新規設備導入による加工工程の生産性向上と加工技術の継承

1217 R120100077 関東 長野県 有限会社三栄測地 1100002001877 歩行式レ－ザ－スキャナ－導入による測量事業の生産性向上 株式会社八十二銀行

1218 R120100078 関東 長野県 有限会社柳沢モータース 1100002016900 ＷＥＢ入庫システムと整備工場のデジタル化による生産性向上 長野県信用組合

1219 R120100080 関東 長野県 笠原果樹園 中山間地に向けた水稲、果樹へのスマート農業推進事業 長井　寿郎

1220 R120100081 関東 長野県 有限会社赤穂製作所 8100002033757 プレス金型の精度向上でロス改善・原価低減で拡販の実施

1221 R120100082 関東 長野県 株式会社フロンティア 9100001032882 限られた人員による高度で高品質な一貫生産体制の強化 株式会社みどり合同経営

1222 R120100086 関東 長野県 長窯株式会社 8100001001979
新規コンベア式電気炉導入によるエネルギー関連デバイス封止用ガラス開
発

1223 R120100087 関東 長野県 日本キャスト工作株式会社 3100001028820
自動車ＥＶ化で拡大する産業用モーター製造を高品質化し受注拡大をかそく
する。

1224 R120100088 関東 長野県 有限会社さくら動物病院 8100002012455 デジタル技術と再生医療を活用した日本初の白内障手術の実施

1225 R120100089 関東 長野県 有限会社コーエープラス 1100002001646 インライン画像処理装置による工数削減と品質保証度ＵＰの両立
辻・本郷ビジネスコンサルティング
株式会社

1226 R120100090 関東 長野県 有限会社栗田製菓所 5100002019825 ジェラートの製造販売とチョコレートコーティング機械導入 株式会社八十二銀行

1227 R120100091 関東 長野県 Ｂｌａｈ　Ｂｌａｈ　Ｃｒａｆｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ デジタルファブリケーションとデザインで自然素材、形態を活かす

1228 R120100092 関東 長野県 株式会社日誠イーティーシー 9100001010194 絶縁塗装機システム開発による生産性向上

1229 R120100097 関東 長野県 有限会社マル吉横川セメント 5100002031838 小規模生コンクリート工場の強みを活かす製造システムへの維新

1230 R120100098 関東 長野県 ヤハタ精工株式会社 5100001019256 レーザ貫通穴加工の効率的な量産体制を築くための半自動検査態勢の構築 茅野商工会議所

1231 R120100099 関東 長野県 千曲樹脂工業株式会社 3100001011512 ＤＸ推進と設備導入による高精度化・低コスト化生産方式の構築 長野県信用組合

1232 R120100100 関東 長野県 有限会社車留夢 7100002012480 スチコンと真空器で皆のマンパワーを最小化し地域と新たな開発へ 株式会社八十二銀行

1233 R120100101 関東 長野県 有限会社宮下工機 7100002016886 新型複合旋盤とデータ集約管理を融合させる高効率生産事業 長野県信用組合

1234 R120100102 関東 長野県 株式会社いとう 5100001022235 最新冷凍技術による仕出店の「高血圧者向け健康料理」の事業展開 飯田商工会議所

1235 R120100104 関東 長野県 Ｓａｎｇ　Ｍｏｂｉｌｅ合同会社 4010403019368 ギグワーカー×多様なアウトソーシングの管理＆物流システム開発 中田　麻奈美

1236 R120100105 関東 長野県 武蔵野通工株式会社 5100001018885 ワニス処理工程の長期的クリーン化への炭素生産性プロセスの開発 長野県商工会連合会

1237 R120100108 関東 長野県 ベストプラ株式会社 5100001023720 再生樹脂物性試験内製化による国内循環とレベルマテリアル化推進 上田信用金庫

1238 R121100001 中部 岐阜県 有限会社松葉 2200002023588
栗加工装置を導入し、効率的な栗きんとんの一貫生産で需給ギャップを解消
する。

1239 R121100002 中部 岐阜県 有限会社酒井工業 1200002001883 加工工程の自動化設備導入による耐摩耗溶接加工の生産性向上 羽根田　隆弘

1240 R121100003 中部 岐阜県 有限会社太洋金属工業 6200002012819
ハイエンドミーリング生産機導入によるアルポリック®加工の生産性向上と加
工能力の拡大計画

1241 R121100006 中部 岐阜県 ミカミ工業株式会社 6200001014312 最新プレス機の導入によるゴム製品の生産体制刷新計画 株式会社十六銀行

1242 R121100009 中部 岐阜県 有限会社和良工業 4200002028057 ゴム加工の仕上げ・検査工程自動化による競争力向上の実現 岐阜県商工会連合会

1243 R121100010 中部 岐阜県 有限会社広晃社 8200002021207 最先端設備導入による生産性向上と革新的な印刷製造事業 野竿　健悟

1244 R121100011 中部 岐阜県 苅建工業株式会社 6200001006961 デジタル計測技術を用いた短納期生産プロセスを確立し需要増に対応 岐阜信用金庫

1245 R121100013 中部 岐阜県 株式会社古屋鉄筋 4200001030996 リニア等大型公共工事受注に向けた太物鉄筋加工体制の強化 株式会社アカウティングプロ

1246 R121100014 中部 岐阜県 御菓子処黄金堂 国内新品種のやわらかさの続くもち米で今までにない和菓子を開発 羽島商工会議所

1247 R121100016 中部 岐阜県 トータルテック株式会社 4200001037042
ペイロード５０ｋｇの能力を持つドローンを製作し、人肩運搬を重量物ドローン
運搬へ変革

前田　吉彦

1248 R121100018 中部 岐阜県 株式会社カイド 7200001039358 真空成形金型生産における革新的な生産性向上の実現

25 / 52 ページ



No 受付番号 ブロック 都道府県 商号又は名称 法人番号 事業計画名
認定経営革新等

支援機関名

1249 R121100019 中部 岐阜県 株式会社三幸 7200001009947 串刺し全自動化技術導入による生産性向上と生産力強化 株式会社十六銀行

1250 R121100020 中部 岐阜県 ＴＥＧ株式会社 9200001015290 測定機の導入による品質保証・納期短縮・生産性の向上

1251 R121100022 中部 岐阜県 有限会社ヤマワ産業 1200002020867 新たなオモリ成形機を導入することで生産性の向上を目指す。 岩本　秀巳

1252 R121100023 中部 岐阜県 株式会社ギフライス 9200001006125 消費者ニーズに対応した新商品生産のための計量包装体制の構築 MASTコンサルティング株式会社

1253 R121100026 中部 岐阜県 ケミテック中部株式会社 6180001001932 ハイブリッド給湯・暖房システム重要保安部品の高精度加工実現 瀬戸信用金庫

1254 R121100028 中部 岐阜県 新康プレス工業所 鎚目金型の内製化、熱間鍛造工程の改善による生産性向上 岐阜信用金庫

1255 R121100031 中部 岐阜県 有限会社矢野製作所 1200002018333
金属プレス加工技術を活かした難加工材への対応力強化と新素材加工への
挑戦

関信用金庫

1256 R121100032 中部 岐阜県 株式会社林スプリング製作所 7180001022639 ばねづくりのノウハウを生かしたＥＶ向け低コストバスバー生産技術の開発 株式会社名古屋銀行

1257 R121100033 中部 岐阜県 有限会社カネマル精巧 8200002019457 ワイヤ放電加工機で海外調達内製化、精度向上と納期短縮の実現

1258 R121100034 中部 岐阜県 中島産業株式会社 1180001079115
デジタル技術を活用したオゾン水生成装置向けオゾン発生無声放電体の開
発

株式会社ＫＳビジネスコンサル
ティング

1259 R121100035 中部 岐阜県 株式会社ＡＧＩ 3200001030452 内製化による日本唯一のＢＭＷ　ｚ４専門一貫整備工場化 井上　拳

1260 R121100036 中部 岐阜県 株式会社松岡技研 7200001022875 高精度全方向自律移動可能な無人搬送ロボットの試作開発 株式会社市岡経営支援事務所

1261 R121100037 中部 岐阜県 株式会社藤井バレル 5200001039095 バレル研磨による刃物製品の背研ぎに向けた商品開発 関商工会議所

1262 R121100039 中部 岐阜県 佐々木歯科医院
最新の歯科用パノラマ・ＣＴ・セファロ複合機導入による診断の高精度化、デ
ジタル化の実現

株式会社ＫＳビジネスコンサル
ティング

1263 R121100040 中部 岐阜県 華井プラ工業有限会社 8200002003691 組立・検査工程一体化の新設備導入で不良率低減、生産効率向上を図る。 岐阜信用金庫

1264 R121100041 中部 岐阜県 サンワーク株式会社 1200001028259 新しい消費スタイルに向けた新技術の構築 菅野　守

1265 R121100043 中部 岐阜県 ヤマツ食品株式会社 8200001023591 伝統製法による栗きんとんペーストの賞味期限・保存品質の向上 株式会社十六銀行

1266 R121100045 中部 岐阜県 株式会社豊成精工 4200001014231 【原点回帰へ！】技術力を先鋭化し、製造業の原点に立ち戻る！

1267 R121100047 中部 岐阜県 株式会社日進鉄工 3200002013002 最新三次元測定機の活用による大型フレーム製品の生産体制刷新計画 株式会社大垣共立銀行

1268 R121100048 中部 岐阜県 中工精機株式会社 4200001021830
最新の大型ターニングマシンおよびモニタリングシステム導入による生産性
向上およびデジタル化の実現

株式会社ＫＳビジネスコンサル
ティング

1269 R121100049 中部 岐阜県 株式会社岩田鉄筋工業 9200001000466 現場での急な図面変更や工期短縮に応えるフレキシブルな生産体制の構築 株式会社アカウティングプロ

1270 R121100050 中部 岐阜県 松栄製鋲株式会社 2180001059066 画像検査装置導入による自動車用精密部品検査工程の事業化

1271 R121100051 中部 岐阜県 光和工業株式会社 2200001019117 複雑形状の少量生産と成長分野の量産でハイブリッド型経営の実現
公益財団法人岐阜県産業経済振
興センター

1272 R121100053 中部 岐阜県 有限会社新栄産業 9200002022311 超高圧水切切断装置導入による住設機器製造事業への新規参入 伊東　直紀

1273 R121100056 中部 岐阜県 東濃ヒノキ白川市場協同組合 9200005007086 地域活性化に向けた間伐工程の生産性向上 株式会社大垣共立銀行

1274 R121100059 中部 岐阜県 協永産業株式会社 8180001014338 真空成形加工の高度化による生産性向上とリードタイム短縮の実現 北辰コンサルティング株式会社

1275 R121100061 中部 岐阜県 株式会社ライズ 2200001010620 作製プロセスのデジタル化による補綴物の品質安定化と供給力強化の実現 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1276 R121100063 中部 岐阜県 有限会社ケイ・エイ商事 9200002001604 顧客ニーズを採り入れた小包装製品開発への取り組み 時田和之

1277 R121100067 中部 岐阜県 工藤歯科医院 光学印象実施による寝たきり状態の患者様への革新的治療の提供

1278 R121100068 中部 岐阜県 株式会社ＴＧ 5200001038262 牛革製品の製造工程における裁断プロセスの大改革

1279 R121100069 中部 岐阜県 株式会社日進堂 8200001020903 包装分野への新市場展開と情報化社会への対応事業 多治見商工会議所

1280 R121100070 中部 岐阜県 山田板金 建築板金技術の高度化による生産性向上と新たな受注獲得 岐阜県商工会連合会

1281 R121100073 中部 岐阜県 株式会社Ｏ 8200001027816 飲食店事業者がＤＸ推進を通じ、生産性向上・成長戦略実現への取組 岩﨑　良子

1282 R121100074 中部 岐阜県 株式会社三峰陶苑 6200005008351 コンピュータ制御による陶磁器成型機導入

1283 R121100075 中部 岐阜県 ジクス工業株式会社 2200001023952
治具内製化と自動排出活用による生産能力向上で半導体構成品の安定供
給を達成

岐阜信用金庫

1284 R121100077 中部 岐阜県 株式会社フレックス 5200002009964 社内システムの導入による、新しい受注環境の構築と生産性向上計画 岐阜信用金庫

1285 R121100079 中部 岐阜県 有限会社一心 6200002017669 そば打ち施設や設備の新設による地域には無いサービスの提供 水野　輝彦

1286 R121100080 中部 岐阜県 株式会社鍛冶正製作所 6200001000980 ケガキ作業のデジタル化に向けた自動ケガキ装置の導入事業 税理士法人NEXT

1287 R121100081 中部 岐阜県 株式会社栄ステンレス 8200001022957 半導体材料の生産性向上に資する製造装置用架台の溶接技術高度化 東濃信用金庫

1288 R121100083 中部 岐阜県 有限会社ワイテックコーポレーション 7200002011927 ＡＩ画像認識システムによる迅速な中古車買取販売サービスの展開

1289 R121100084 中部 岐阜県 有限会社藤乃屋 9200002016544 大福製造機械導入による属人化の脱却 岐阜県商工会連合会

1290 R121100085 中部 岐阜県 有限会社水野セラミック 2200002022391 最新型真空式押出成形機の導入による湿式タイルの生産体制の強化 岐阜県商工会連合会

1291 R121100086 中部 岐阜県 株式会社ひょうたん姉妹 6200001027702 液体冷凍技術活用による飲食店売れ筋商品の外販向け製品開発 多田　武志

1292 R121100088 中部 岐阜県 株式会社リュウセイ 5200001032777
高付加価値企業への成長！独自の技術、サービスを活かした革新的な解体
業サービスの開発

株式会社　Ａｌｌｉｅｄ

1293 R122100002 関東 静岡県 有限会社伊豆合金 7080102007953 協働ロボットを活用した、人とロボットの協働する生産現場の実現 三島信用金庫

1294 R122100003 関東 静岡県 有限会社テクノヒヨシ 4080102008459 加工困難な素材を使ったプレス加工技術の向上 静岡県商工会連合会

1295 R122100004 関東 静岡県 堂ヶ谷戸製茶工場 合組機械導入と仕上行程の自動化によるリーフ茶ブレット製造販売 富士商工会議所

1296 R122100005 関東 静岡県 株式会社富士イーエムアイ 1080101011994
電子基板関連装置等を受注するための曲げ加工のＮＣ制御・高度化による
リードタイム短縮計画

シェアビジョン株式会社

1297 R122100007 関東 静岡県 株式会社ジャパン・ミヤキ 3080401002403 業界の常識を覆す量産複合加工の高度化事業 浜松磐田信用金庫

1298 R122100009 関東 静岡県 国本工業株式会社 9080401001498 洗浄工程大改革！ネック工程改善で世界需要にこたえる
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1299 R122100010 関東 静岡県 金田工業株式会社 7080401001260 高度複雑形状シャフトに対応する革新的超高効率生産ラインの構築 浜松磐田信用金庫

1300 R122100011 関東 静岡県 株式会社岡田製作所 3080001000880
空調換気装置等部品のプレス加工失注案件獲得のための金型製造生産性
向上計画

シェアビジョン株式会社

1301 R122100012 関東 静岡県 株式会社大井川軽合金 5080402001559
アルミ鋳物の新しい品質保証体制の構築による高度化するロボット産業等へ
の対応

浜松磐田信用金庫

1302 R122100013 関東 静岡県 羽立化工株式会社 7080401006053
複雑形状部品の超短納期化要請に対応可能な高効率製品提供プロセスの
構築

浜松磐田信用金庫

1303 R122100014 関東 静岡県 株式会社関東精工 8080101011377
工作機械カバー加工工程のボトルネック解消による生産性向上・短納期化の
実現

株式会社エコ・ブレーンズ

1304 R122100015 関東 静岡県 羽立工業株式会社 5080401006047
世界一の生産量・高品質を実現するＧＧ、ＰＧ用ボールの革新的生産ライン
の構築

浜松磐田信用金庫

1305 R122100016 関東 静岡県 有限会社梅田鉄筋工業 1080402001141 鉄筋加工自動化による建物の長寿命化・耐震化需要への対応	 若杉　拓弥

1306 R122100018 関東 静岡県 有限会社伊藤金型 3080402021419
プレス金型用設計・製造データのデジタル化・内製力強化による高付加価値
プロセスの構築

島田掛川信用金庫

1307 R122100019 関東 静岡県 有限会社川正商店 7080102000982 急速冷凍庫、真空パック機の刷新による生産性の向上 補助金活用支援会合同会社

1308 R122100021 関東 静岡県 株式会社エムアイファクトリー 8080101022052 溶存酸素濃度維持期間が長い「高濃度酸素水」の製造・販売 静岡県商工会連合会

1309 R122100022 関東 静岡県 有限会社ブロートリーベン 7080402010450
急速冷凍機等の導入による商品開発を行い、新分野開拓と顧客開拓を目指
す計画

インターブレイン税理士法人

1310 R122100023 関東 静岡県 株式会社高田鉄工所 1080101001054
高まる半導体需要に対応した新たな基幹部品の量産化のための生産体制
確立

株式会社静岡中央銀行

1311 R122100024 関東 静岡県 株式会社ヤシマ 8080001020890 排水処理の高度化に伴う遠隔管理システム導入による管理プロセスの改善 株式会社清水銀行

1312 R122100025 関東 静岡県 有限会社栗田 1080402018615
地域特産の静岡茶の市場拡大に向けたティーバッグ一次加工工程の改善に
よる生産性向上

株式会社清水銀行

1313 R122100026 関東 静岡県 株式会社杉山獣医科 8080001011808
地域密着の動物診療のサービス向上のためのＤＸ技術を活用した診断の高
度化

株式会社清水銀行

1314 R122100027 関東 静岡県 株式会社剛工業 4080101008476 建築生産システムのＤＸ化に向けた生産工程の見える化 株式会社清水銀行

1315 R122100029 関東 静岡県 株式会社ＷＥＳＴ　ＣＯＡＳＴ 8080001019405
独自のクラフトビール需要の急拡大に対応した貯蔵プロセス改善による生産
量拡大事業

株式会社清水銀行

1316 R122100030 関東 静岡県 株式会社田子の月 6080101009002 包装機の導入による大量受注にも対応可能な販売体制の確立 富士宮信用金庫

1317 R122100032 関東 静岡県 株式会社三和建工 6080001008046
地震・異常気象時の屋根調査と修理部品製作短時間化による屋根修理工事
の迅速化

植松　誠

1318 R122100034 関東 静岡県 有限会社ヤマセン 4080002015027 ＩＰＭ栽培方法の推進による、海外輸出事業への新規参入を目指す 清水　進矢

1319 R122100035 関東 静岡県 オゾン設計室 ３Ｄ技術内製化とＢＩＭ／ＭＲ活用による革新的プレゼン・生産性の向上 インターブレイン税理士法人

1320 R122100036 関東 静岡県 有限会社神田精機 3080402009208 コレットチャック製造工程のデジタル化による安定供給体制の確立 浜松磐田信用金庫

1321 R122100038 関東 静岡県 デントリー
将来の歯科需要に対応するデジタル技工プロセス構築による地域歯科医療
のＤＸ化事業

株式会社静岡銀行

1322 R122100039 関東 静岡県 株式会社藤井光学 5013301010513 高質感シボ加工の量産金型の実現 城北信用金庫

1323 R122100040 関東 静岡県 株式会社富士の国渡邉農園 3080101021513 Ｉｏｔ機器の導入による胡瓜の生産性向上 清水　進矢

1324 R122100042 関東 静岡県 サイエンスエッジ株式会社 9080401020812 パワー半導体デバイス用ナノ領域熱特性評価装置の開発 片田　直樹

1325 R122100046 関東 静岡県 有限会社寺田設備 8080002015196 高機能高圧洗浄機導入による排水管洗浄施工事業の生産性向上 静岡県商工会連合会

1326 R122100047 関東 静岡県 神谷理研株式会社 7080401001310 ニッケルめっき検査・梱包工程ロボット化による働き方改革対応 浜松商工会議所

1327 R122100048 関東 静岡県 株式会社磯駒海苔 7080001000357
『Ｆｕｒｉｋａｋｅ』製造　におけるＤＸを取り入れた多品種生産対応による海外販
路開拓事業

しずおか焼津信用金庫

1328 R122100052 関東 静岡県 久保田製作所 切削加工技術を基盤にナット製造から建機用油圧ホース金具への進出 静岡県商工会連合会

1329 R122100055 関東 静岡県 中條歯科医院 地域高齢者に対する診療サービス提供体制確立のための設備導入 株式会社静岡銀行

1330 R122100056 関東 静岡県 むらかみ歯科クリニック 治療工程の変革による安全性と生産効率の高い小児矯正治療の提供 株式会社静岡銀行

1331 R122100057 関東 静岡県 株式会社アイファーム 9080401021505 生産管理システム導入による安定した生産数量確保と生産性の向上 清水　進矢

1332 R122100058 関東 静岡県 小早川工業 電柱設置型Ｉｏｔ宅配ボックス筐体の開発 三島信用金庫

1333 R122100059 関東 静岡県 東海エンジニアリング株式会社 5080101009093 ＤＸで工事のプロセスを改善し受注拡大と事業業種拡大を図る事業 富士宮信用金庫

1334 R122100061 関東 静岡県 株式会社丸鈴 3080101011051 緑茶の製造工程を取り入れたオリーブ茶の開発 富士信用金庫

1335 R122100063 関東 静岡県 株式会社望水 5080101015050 コロナ禍における接客力・熱効率向上のための洗浄システム投資 中澤　悠平

1336 R122100064 関東 静岡県 株式会社マツダ 6080101009704 特殊パイプ加工のデジタル化・自動化による生産性向上 株式会社静岡銀行

1337 R122100066 関東 静岡県 中日本オート・ドア株式会社 9080001003878
ベンディングマシン新規導入による利益率の改善と鋼製建具製造技能の伝
承

株式会社静岡中央銀行

1338 R122100068 関東 静岡県 オートガレージラット 憧れのヴィンテージカーを現代に蘇らせるレストアサービスの提供 補助金活用支援会合同会社

1339 R122100070 関東 静岡県 株式会社稲取東海ホテル 2080101014617 急速冷凍機の導入による料理部門の生産性向上と収益性改善 補助金活用支援会合同会社

1340 R122100072 関東 静岡県 たかはし歯科・口腔外科クリニック 患者負担を軽減する高度なインプラント治療体制の確立 株式会社静岡銀行

1341 R122100073 関東 静岡県 有限会社高坂製作所 4080402019040 次世代シール部品用金型製造プロセスの革新 静岡県商工会連合会

1342 R122100074 関東 静岡県 有限会社井川金型製作所 9080102008009 工作機械モーター向け金型の製造体制刷新による生産性の向上 株式会社フラッグシップ経営

1343 R122100076 関東 静岡県 秋山木工株式会社 8080001016229 取引先の要求品質を満たしうる持続可能な製造体制の確立 島田掛川信用金庫

1344 R122100077 関東 静岡県 有限会社玉屋 6080402004949 地域密着型レンタルスペースマッチングプラットフォーム事業 株式会社アクセルパートナーズ

1345 R122100078 関東 静岡県 株式会社明和工業 3080401005422 鋳造からの一貫生産におけるバリ取り高度化による生産性向上事業 浜松磐田信用金庫

1346 R122100079 関東 静岡県 有限会社浜北精機 8080402015432 多様化する用途に対応した専用性の高い自社オリジナルチップソーの開発 株式会社静岡銀行

1347 R122100081 関東 静岡県 株式会社丸忠製茶組合 4080401021303 秋冬番茶の付加価値向上に向けた新たな荒茶製造体制の確立 島田掛川信用金庫

1348 R122100082 関東 静岡県 フレッシュビーンズ ブレンドコーヒーの新たな生産体制確立による焙煎の生産性向上 しずおか焼津信用金庫
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1349 R122100083 関東 静岡県 有限会社フジアーク 3080102014854
最新型ハンディファイバーレーザー溶接機導入により、すべてのお客様の”な
んとかならないだろうか”を解決

補助金活用支援会合同会社

1350 R122100084 関東 静岡県 ウイングライフ株式会社 2080401023747
新方式の「耐震診断サービス」により、住宅販売や耐震工事の促進を図る革
新的取組

セブンセンス税理士法人

1351 R122100085 関東 静岡県 清水歯科医院 デジタル化による抜歯治療からの脱却と一貫型の最先端歯科治療の開拓

1352 R122100086 関東 静岡県 藤枝エル動物病院 地方でも最新治療機器を用いて、重症患者に高度獣医療を提供する

1353 R122100087 関東 静岡県 坂根板金 短工期・低価格を実現する、革新的な雨漏り翌日修理サービスの事業化 静岡県商工会連合会

1354 R122100088 関東 静岡県 株式会社トヨタ工業 1080101001327
新規フライス盤導入により革新的技術の向上と改善を実行し日本の技術進
歩に貢献

補助金活用支援会合同会社

1355 R122100089 関東 静岡県 株式会社ＤＯＩＦＡＲＭ 4080101019911 地域の稲わらを活用したロールベールの販売事業 富士宮信用金庫

1356 R122100090 関東 静岡県 Ｎｅｗ　ＳＴＧ工業 次世代建設機械向け部品の製造に対応する加工技術の確立

1357 R122100091 関東 静岡県 株式会社Ｋ・ＦＩＶＥ 1080401023376 自動車塗装工程ＩＴ化による塗装品質の向上且つ作業時間の短縮 島田掛川信用金庫

1358 R122100092 関東 静岡県 富士木材株式会社 6080101009530 自然に優しい梱包材の製造とロジスティクス一貫提供体制の確立

1359 R122100093 関東 静岡県 雅建設 サイディング出隅の内製化による工期短縮とコスト競争力の強化

1360 R122100094 関東 静岡県 有限会社細沼商店 2080102003239 最新切断機による切断不良ゼロと精密加工で生産性向上の実現

1361 R122100095 関東 静岡県 株式会社原田工業所 2080401014440 外国人労働者と生産性向上を融合したデジタルツール作成事業 掛川商工会議所

1362 R122100096 関東 静岡県 日本形染株式会社 9080401003791 ＩｏＴシステム遠隔監視装置の導入による生産性および品質の向上 株式会社ゼロプラス

1363 R122100097 関東 静岡県 株式会社南食品 7080001015272 基幹システム導入による生産性の向上及び顧客対応の迅速化 しずおか焼津信用金庫

1364 R122100098 関東 静岡県 いちごデンタルクリニック デジタル技術を活用した高度な歯科治療の提供 株式会社静岡銀行

1365 R122100099 関東 静岡県 株式会社キシル 1080401010011
家具製造工程の内製化による生産体制の構築と国産材を使用した海外向け
製品の開発・販売

株式会社静岡銀行

1366 R122100100 関東 静岡県 マルエム茶景園 連続揉捻機の導入による粉末茶原料生産への転換 島田掛川信用金庫

1367 R122100101 関東 静岡県 サツマ電機株式会社 4080101000689 天井クレーン用ブレーキの故障予測システムの開発 三島信用金庫

1368 R122100102 関東 静岡県 坂部畳店 地域唯一の畳店として残存者利益を獲得するための生産性向上計画 静岡県商工会連合会

1369 R122100103 関東 静岡県 有限会社望月壮作商店 3080002013320 ふわふわ感を長期間保つことができる綿菓子の商品開発と販売 静岡県商工会連合会

1370 R122100104 関東 静岡県 株式会社Ｓパックス 7080401017785 段ボール底貼工程自動化による生産効率向上と新規顧客開拓の実現 袋井商工会議所

1371 R122100105 関東 静岡県 株式会社アコルトパッケージ 8080401017784 自動打抜機代替による安全性担保と生産効率向上、新規売上獲得 袋井商工会議所

1372 R122100106 関東 静岡県 株式会社長谷工業所 6080001015109 最新面取り機導入による混合機部品加工の生産性向上 しずおか焼津信用金庫

1373 R122100107 関東 静岡県 株式会社グリーンテック 3080001022470 ＩＴを活用した栽培管理システムの構築による安定的な農産物出荷への取組 しずおか焼津信用金庫

1374 R122100108 関東 静岡県 株式会社鈴木木工 3080001013131
複雑加工を要するドアの生産をするための加工技術の向上と増産体制の構
築の実現

島田掛川信用金庫

1375 R122100111 関東 静岡県 静岡県中古自動車販売商工組合 4080005000868 業務支援システム刷新による、車両出品の高効率化の実現 静清信用金庫

1376 R122100112 関東 静岡県 もりかわデンタルクリニック 最新口腔内スキャナーを活用した補綴物作成の内製化

1377 R122100115 関東 静岡県 有限会社カネス 9080402009210 地域の小規模事業者がＩＣＴ施工に挑戦する先進事例となる取組 静岡県商工会連合会

1378 R122100117 関東 静岡県 株式会社中里ミル動物病院 6080101018886 組織の硬さを映像化。革新的がん診断技術エラストグラフィの挑戦

1379 R122100119 関東 静岡県 株式会社ウイング 9080001016260 レーザー加工工程の内製化による止水パネルシャッターの生産性向上 小倉　裕樹

1380 R122100120 関東 静岡県 市川歯科医院子安診療所
長期目線で歯科治療を考える〜３０年先も生き残るための歯科医院のファー
ストステップ〜

1381 R122100122 関東 静岡県 キンパラ株式会社 3080401015784 学校制服のリユース事業への参入

1382 R122100124 関東 静岡県 有限会社井田ダイビングセンター 4080102006272 井田の自然豊かな環境を満喫いただける革新的サービス事業 株式会社くろしお保育園

1383 R122100125 関東 静岡県 アトリエ？クレーヴ 持続可能な開発目標を達成する「食品再生ラボ」の構築 しずおか焼津信用金庫

1384 R122100126 関東 静岡県 株式会社巧工業 1080101005889 めっき加工製品の検査体制の刷新による生産性・付加価値の向上 株式会社フラッグシップ経営

1385 R122100127 関東 静岡県 太田工作株式会社 6080001016338 ＶＡ提案製品の新規展開を目的とした製造体制の構築 牛腸　真司

1386 R122100128 関東 静岡県 飯塚製作所
高速液体クロマトグラフ（ＨＰＬＣ）用カラムの小径化が進む中での独自の生
産方法（技術）の確立と増産体制への構築事業

しずおか焼津信用金庫

1387 R122100130 関東 静岡県 大鐘測量設計株式会社 1080001012969 ４Ｄハザードタウンを用いた災害教育プログラムの実現 株式会社清水銀行

1388 R122100131 関東 静岡県 株式会社堀口鉄工所 3080401017319 プレス加工技術の高度化により自動二輪産業のＥＶ化への進展に貢献 株式会社ケレス

1389 R122100133 関東 静岡県 株式会社光建設 3080101016281 ＩＣＴ建機活用による若手・外国人材活用による建設現場の改革

1390 R122100134 関東 静岡県 ビューティー工房おかだ株式会社 5080101015208 不純物を除去した『純水』を活用する新たな洗車サービスへの取組み しずおか焼津信用金庫

1391 R122100135 関東 静岡県 株式会社依田工業所 2080001005559 トリミングマシン導入によりＱＣＤを向上させ、新素材加工技術を確立する 静清信用金庫

1392 R122100136 関東 静岡県 株式会社ユーエス 4080401005636 医療機器板金パーツ受注獲得に向けたステンレス板金加工の効率化

1393 R122100138 関東 静岡県 フジオイル株式会社 2080001004404
１００％水性塗料を使用した短時間かつ高品質で提供する自動車塗装サービ
スの実施。

1394 R122100140 関東 静岡県 有限会社永田ブロック工業 9080402019812 目地のない型枠ブロックの製造を通した製品精度の高度化 株式会社清水銀行

1395 R122100142 関東 静岡県 株式会社ＳＯＦＴＬＩＮＥ 4080401020882 ３次元デジタル設計・開発プロセス構築による設備開発の効率化
堀江コンサルティングオフィス株
式会社

1396 R122100146 関東 静岡県 アテナデンタルメンテナンス 最新デジタル機器の導入による地域医療と歯科治療の包括的ケアの実現
株式会社リアルコンテンツジャパ
ン

1397 R122100147 関東 静岡県 有限会社鈴宏鉄工所 3080402004043 中ロット製品における旋盤加工の効率化 小倉　裕樹

1398 R122100148 関東 静岡県 株式会社ノースゲイト 7080101018019 物流受託事業への自動梱包ライン導入によるひきこもり雇用促進事業
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1399 R122100149 関東 静岡県 キャロットクリニック小田歯科 矯正治療導入による院内体制の構築及びデジタル化への取組み 島田掛川信用金庫

1400 R122100150 関東 静岡県 株式会社章和製作所 8080401002373 洗浄工程の革新による高品位製品の供給体制構築 浜松磐田信用金庫

1401 R122100152 関東 静岡県 日之出物産株式会社 8080401004543 生産性の飛躍的な改善を実現する生産プロセスの機械化

1402 R122100154 関東 静岡県 サンリツ工業株式会社 6080001008104
テーブル式溶接機の導入とレーザー・マークの組み合わせによる意匠性と高
精度な溶接技術の確立

株式会社エコ・ブレーンズ

1403 R122100156 関東 静岡県 有限会社田村板金工業 8080002010619 審美性・耐久性・防水性の高まる接合点の少ない屋根施工への取組み 静清信用金庫

1404 R122100157 関東 静岡県 株式会社ウェルネスジャパンエンタープライズ 7080401000634 酵素風呂サービス提供における新分野展開 遠州信用金庫

1405 R122100158 関東 静岡県 株式会社Ｍａｇｉｃ　Ｓｈｉｅｌｄｓ 3080401024001 転んだときだけ柔らかい床「ころやわ」の生産性のと安全性の向上

1406 R122100160 関東 静岡県 株式会社粂田鉄筋工業所 7080401014295 鉄筋における複雑形状のＲ加工の高精度化、デジタル化と生産性の向上 島田掛川信用金庫

1407 R122100161 関東 静岡県 株式会社おおいしハム 9080401025308 新商品「国産豚肉の自家製熟成生ハム」の開発による市場展開 静岡県商工会連合会

1408 R122100162 関東 静岡県 渥美縫製株式会社 7080401006193 裁断工程を革新化することにより高級路線への転換する取組み 静岡県商工会連合会

1409 R122100163 関東 静岡県 クワタカ機工 セラミック材など難加工製品の小ロット短納期対応力強化 島田掛川信用金庫

1410 R122100166 関東 静岡県 有限会社大野工業 1080402018177 ステンレス製治具の内製化で歩留まり向上による生産性向上の実現 静岡県商工会連合会

1411 R122100167 関東 静岡県 有限会社若商 7080102016319 ３Ｄプリンターを用いた建材部品の再生及び立体サインや雑貨製作

1412 R122100168 関東 静岡県 株式会社内藤園 3080001013858 納入後の生産工程までを考慮した効率的な梱包工程の実現 島田掛川信用金庫

1413 R122100169 関東 静岡県 ＦＰＫナカタケ株式会社 2080001016952 家具業界に最適な基幹システム構築による業務全般プロセス革新

1414 R122100172 関東 静岡県 カネジュウ食品株式会社 1080001015633 少量個包装の甘酒製造における製造効率改善と売上拡大の取組

1415 R122100173 関東 静岡県 有限会社ナッシュ 4080002015431 世界初！缶バッジ製造工程の全自動化による国内量産化体制の構築 島田掛川信用金庫

1416 R122100174 関東 静岡県 有限会社トーシン 5080102002469 工作機械のセンシング技術を高度化する専用部品製造技術の確立
株式会社コムラッドファームジャ
パン

1417 R122100175 関東 静岡県 新橋製紙株式会社 9080101008694 古紙蒸解工程におけるアルカリ性電解水利用による還元剤の減量 富士商工会議所

1418 R122100176 関東 静岡県 有限会社ホリックス 4080002005309
半自動カートナー導入による化粧品包装技術を活かした生産プロセス改善へ
の挑戦

原野　郁巳

1419 R122100177 関東 静岡県 ｚａｈｎｔｅｃｈｎｉｋ　ＷｅＬＴ デジタル工程によるキーアンドキーウェイブリッジの生産体制構築 アイアンドアイ株式会社

1420 R122100178 関東 静岡県 株式会社大輝 2080001003059 ポリッシングパッド製造工程の省力化による新たな生産方式の実現 株式会社静岡銀行

1421 R123100001 中部 愛知県 株式会社シモヤ 3180001092537
フラットベッド式ＵＶプリンターによるデザイン化粧板の生産プロセス改善と炭
素生産性の向上

佐原　啓泰

1422 R123100003 中部 愛知県 株式会社豊栄工業 3180301024074 植物由来・生分解性プラスチック耐熱化粧品容器の開発

1423 R123100004 中部 愛知県 株式会社ＳＭＡＬＬ　ＷＯＲＬＤ 5180001131870 外国人エンジニアの為のビザ申請機能付き就職活動アプリの開発

1424 R123100005 中部 愛知県 有限会社梅林板金 1180302000407 新切断機の導入による生産性アップと現場での施工時間の確保

1425 R123100007 中部 愛知県 株式会社大建 6180301001186 精密物流機器製造で支える！自動車王国愛知のサプライチェーン革新 岡崎信用金庫

1426 R123100008 中部 愛知県 カニエ超硬株式会社 4180001097130 大気汚染改善に寄与する高精度粉末成形金型製作プロセス改善事業

1427 R123100011 中部 愛知県 株式会社小林鉄工所 9180301013955
ＡＴＣユニットのモジュール化に向けた量産体制の構築による生産効率の向
上と高精度化

碧海信用金庫

1428 R123100012 中部 愛知県 株式会社清水フエルト工業 8180301001085
自動車内装材製造技術を活用した自動車外装材（吸音材）の開発と品質保
証体制の確立事業

牧野　正高

1429 R123100013 中部 愛知県 加藤謙鉃工株式会社 1180301015133
デジタル化推進による生産プロセスの改革　　仮想運転・高速カメラ・インタラ
クティブボードの導入と活用

1430 R123100014 中部 愛知県 有限会社桃花金属 6180002069523 新分野の製品開発のためマシニングセンタを導入する計画
一般社団法人東海経営支援セン
ター

1431 R123100015 中部 愛知県 株式会社ＨＲＤ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 5180301024733
社内測定体制の刷新により高精度な治具製造を行い、センサの高性能化を
可能とする。

立野　靖人

1432 R123100017 中部 愛知県 有限会社信和サービス 2180302022367
管内調査ロボット導⼊による工場内の下⽔管向けワンストップサービスの展
開

1433 R123100018 中部 愛知県 衣浦部品工業株式会社 7180301012827 熟練工のカンコツとデジタル技術の融合による製造力・品質の向上

1434 R123100019 中部 愛知県 有限会社和晃精機 6180002070233 最新の立形マシニングセンタを導入して穴間ピッチ不良を改善

1435 R123100021 中部 愛知県 株式会社パートナースケッチ 2180001095730
コロナで減収のイベント事業再興のため、顧客管理台帳・登録タレント情報と
連動したホームページシステム開発

座間　裕史

1436 R123100022 中部 愛知県 株式会社タキオン 5180301013595 ＩＴを活用した生産管理システムの構築によるＤＸ化の推進

1437 R123100024 中部 愛知県 株式会社加野 1200001001018 エクステリア施工工事のＩＴを活用した業務改革と生産性向上を実現
公益財団法人岐阜県産業経済振
興センター

1438 R123100025 中部 愛知県 株式会社フタキ 3180301006972
独自の在庫管理システムの導入と御用聞きスタイルを融合した機械部品提
供サービス効率化を通じた顧客満足度の向上

株式会社清水銀行

1439 R123100026 中部 愛知県 伝治山歯科医院 二次カリエスを抑制するセラミック歯冠修復物製造プロセスの確立 碧海信用金庫

1440 R123100027 中部 愛知県 有限会社坪井熔工 3180002069468 最新バリ取り機の導入による機械部品生産における面取り工程刷新計画 株式会社愛知銀行

1441 R123100029 中部 愛知県 有限会社石田金型製作所 4180302021350 ワイヤ放電加工工程の高度化による高生産性金型で事業の柱を構築 豊田信用金庫

1442 R123100030 中部 愛知県 株式会社松島 2180001066748 切削加工の高度化と生産性向上でモデルチェンジに対応する量産体制構築 株式会社名古屋銀行

1443 R123100032 中部 愛知県 有限会社西尾自動車鈑金塗装 3180302026367 最新の密閉型塗装ブース導入による大型自動車塗装工程の生産性向上 西尾信用金庫

1444 R123100033 中部 愛知県 株式会社石澤鉄工所 1180001091565 最新の複合加工機導入による工程集約化と作業標準化の実現 北辰コンサルティング株式会社

1445 R123100035 中部 愛知県 有限会社ナカシマ金型 8180302026890
ＥＶ需要に応えるブレーキブースターの電動化のための放電加工技術の向
上事業

1446 R123100037 中部 愛知県 株式会社向洋工業所 1180001074074 最新立型ＣＮＣ旋盤導入による旋盤加工体制の刷新と高性能歯車増産計画 株式会社愛知銀行

1447 R123100039 中部 愛知県 エムテック株式会社 3180001059453 需要急増の次亜塩素酸水、オゾン水生成装置用ポンプの増産対応 ひまわり経営サポート株式会社

1448 R123100040 中部 愛知県 株式会社ＦＨアライアンス 9180001106852 既築集合住宅向け全館空調システムの開発・実証で、事業を拡大 東濃信用金庫
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1449 R123100042 中部 愛知県 株式会社岡崎竜城スイミングクラブ 9180301000367 ＶＲ映像を活用した法人向け水難訓練サービスの新規展開

1450 R123100045 中部 愛知県 株式会社ラヴレターズ 6180301032355 オンラインでの写真提供サービスによる写真館のＤＸ化

1451 R123100046 中部 愛知県 株式会社鈴商 5180001117960
三次元測定機導入による高精度・高効率測定及びダイバーシティマネジメン
トの実践による有料検査サービス事業の実現

有限会社竹内総合研究所

1452 R123100047 中部 愛知県 有限会社大森エンジニアリング 5180002059649
フレア配管システムの導入で実現！溶接不要のエコ工法で叶える配管施工
のＱＣＤ向上事業

株式会社名古屋銀行

1453 R123100048 中部 愛知県 沢田軽金属株式会社 5180001074203
最新の自動搬送装置用パージストッカー構成部品等の製造における生産体
制の高度化

株式会社十六銀行

1454 R123100049 中部 愛知県 グランドライン株式会社 5180001115048 新規顧客の出店攻勢ニーズに応えるための生産能力向上プロジェクト

1455 R123100050 中部 愛知県 株式会社犬飼鉄工所 4180001007898 最新のシャーリングマシン導入による生産性および精度向上
公益財団法人中部科学技術セン
ター

1456 R123100051 中部 愛知県 伊藤鉄筋株式会社 9180001105185 不良発生率低減！デジタル技術を取り入れた新生産方式の構築 伊藤　央

1457 R123100052 中部 愛知県 株式会社春日工業 7180301015706 立形マシニングセンター導入によるパイプ加工金型の生産体制の構築

1458 R123100053 中部 愛知県 有限会社山将 4180002086842 配管加工のネック工程である溶接を排除し、コスト削減・短工期を実現する

1459 R123100054 中部 愛知県 豊信建設株式会社 9180301007024 ＩＣＴ搭載ブルドーザーを導入してＩＣＴ活用工事受注開始 川腰　章二

1460 R123100060 中部 愛知県 伊東株式会社 5040001074076 復活酒蔵の設備強化による製造量増加および供給安定化

1461 R123100061 中部 愛知県 ＬＵＸＡＳ株式会社 8180001134771
溶接不要の継手加工に変更して作業時間短縮・品質向上を達成し、新事業
展開を実現する

1462 R123100062 中部 愛知県 有限会社タツミＥＧ 9180302014845
搬送用機械をはじめとした大型部品加工における革新的な製造プロセスの
改善

1463 R123100063 中部 愛知県 株式会社情通サービス 9010001093034 施設園芸栽培のＤＸ化に資する環境測定と環境制御装置の開発

1464 R123100064 中部 愛知県 堀田精工株式会社 6180001028843
拡大する低温処理需要へ対応！低温テンパー炉導入による高付加価値
サービスの提供

株式会社名古屋銀行

1465 R123100066 中部 愛知県 株式会社アイエス 9180001102091
ＣＯ２溶接工程の刷新による農業機械エンジン用マフラー部品の生産体制増
強計画

株式会社エフアンドエム

1466 R123100067 中部 愛知県 株式会社南谷精機 6180001067255
精密加工技術の高度化を図り、新たにＥＶ（電気自動車）用検査装置を製作
しＥＶ市場への進出事業

神谷　隆生

1467 R123100068 中部 愛知県 株式会社深見工務店 5180301022159 デジタル技術を活用した造作材切断加工の内製化とＢｔｏＢ進出 豊田信用金庫

1468 R123100071 中部 愛知県 株式会社レーザテック 1180001021332 高断熱住宅用ウィックシートの量産体制構築による新たな事業の柱の獲得 株式会社中京銀行

1469 R123100072 中部 愛知県 株式会社加藤鉄筋 3180001126501
上部工への対応によるリニア等大型公共事業に向けた太物鉄筋加工体制の
強化

株式会社アカウティングプロ

1470 R123100074 中部 愛知県 有限会社タカミ工業 4180002046111 ３Ｄ定盤導入で位置角度を正確にし、溶接歪み減少と精度向上 岡崎信用金庫

1471 R123100078 中部 愛知県 パグナスデンタルラボ
高適合セラミック技工物の地域安定供給を可能にするデジタル技工プロセス
の確立事業

豊田信用金庫

1472 R123100079 中部 愛知県 三立工業株式会社 2180301009893 測定検査の効率化によるプラスチック破砕機部品の増産体制の構築

1473 R123100081 中部 愛知県 日本ファンドリーサービス株式会社 8180001076320 鋳鉄鋳造工程のＤＸ化構築サービスの提供 東春信用金庫

1474 R123100082 中部 愛知県 有限会社井上工業 7180002087219 ＩＣＴシステム機器導入による生産性向上と若手世代への技術継承 愛知県商工会連合会

1475 R123100083 中部 愛知県 株式会社大成 1180001014773 工作機械商社の３Ｄプリンタを活用した治具内製化への挑戦

1476 R123100084 中部 愛知県 近藤鉄筋株式会社 7180001088928
ＲＣセグメント補強用のカシメ金具装着用ロボット導入による生産性・安全性
の向上及び品質の確保

有限会社竹内総合研究所

1477 R123100086 中部 愛知県 株式会社オガワスプリング 3180001073891
革新的な横型研磨方式導入によるサイドフォース（偏芯荷重）改善と生産性
向上

1478 R123100087 中部 愛知県 グローベン株式会社 3180001006348 竹垣自動積算ソフトの開発及び新たなサービスの提供 株式会社名古屋銀行

1479 R123100088 中部 愛知県 株式会社ブライド・トゥー・ビー 2180001054273 「至福のカヌレ」の生産能力拡大によるＢｔｏＢ販路多角化
堀江コンサルティングオフィス株
式会社

1480 R123100089 中部 愛知県 スズキ農園
ロス率減少とオリジナルアジサイ増産に寄与する新たなハイブリッド方式栽
培環境整備

豊橋商工信用組合

1481 R123100090 中部 愛知県 有限会社長坂樹脂工業 7180302002307 ＥＶ・ＰＨＶ市場へ向けたデータ蓄積・活用と射出成型高度化事業 松永　俊樹

1482 R123100091 中部 愛知県 ナルミロジスティクス株式会社 4180301035120 効率的な業務工程の構築よる生産性の向上

1483 R123100092 中部 愛知県 中部スリッター株式会社 4180001092602
絞り加工ノウハウから生まれた偏心パイプ製造技術を活かして、量産化のた
めの切断機とバリ取り機の導入

有限会社竹内総合研究所

1484 R123100093 中部 愛知県 株式会社ＴＥＣＨＮＯ　ＡＤＶＡＮＣＥ 3180001132549 工場における製造工程の作業改善による精度・品質・生産性の向上

1485 R123100094 中部 愛知県 八洲金属株式会社 1180001001359 ベンディングロール機の導入による製品の高度化と低コスト化 税理士法人シーエス総研

1486 R123100095 中部 愛知県 株式会社オートハウスＫ＆Ｙ 8180001125044 保険会社と連携したビジネスモデル構築による事業収益力強化 株式会社市岡経営支援事務所

1487 R123100096 中部 愛知県 株式会社山田プレス製作所 6180001033249 高剛性サーボプレス機による難加工の高精度化と生産性向上

1488 R123100097 中部 愛知県 株式会社マルキヤ 1180301002602 食品廃棄物の有効利用とＳＤＧｓの取組 株式会社ｍａｓｕｍａｓｕ舎

1489 R123100099 中部 愛知県 株式会社ＴＥＡＭ　ＥＩＷＡＮ 5180001062505
社会インフラのメンテナンス事業への本格参入に伴い、現場作業の改善と効
率化計画

座間　裕史

1490 R123100102 中部 愛知県 有限会社山内綜合事務所 4180302011632 ＧＮＳＳ機器導入と測量業務省人化・高精度化で地図整備事業参入

1491 R123100103 中部 愛知県 外山製菓有限会社 9180302013632 餅製造一筋の老舗餅屋が取り組む包装工程の改善 岡崎信用金庫

1492 R123100104 中部 愛知県 有限会社リッセイ木型 1180302027482
ワイヤレス型３次元測定機導入による自動車外装部品の検査工程の生産性
向上

1493 R123100105 中部 愛知県 カバサワ工業株式会社 5180001051978 自動溶接ロボット及びポンチング専用機の導入による生産性の向上 税理士法人　赤堀会計事務所

1494 R123100106 中部 愛知県 小川染色株式会社 9180001082326 日本の繊維産業を復活させる、新たな生産方式“トップ染色”確立事業 尾西信用金庫

1495 R123100107 中部 愛知県 太平産業株式会社 4180001094350 アスベストのサンプリング分析内製化によるサービス生産性の向上

1496 R123100108 中部 愛知県 株式会社ビエント 4180001083403 極太糸対応の自動編機による映えるニット製品の開発と世界発信 尾西信用金庫

1497 R123100110 中部 愛知県 株式会社ライズ電子 1180302017681
中小製造現場の工程ＤＸ化を促進する自動制御ロボットセルシステムパッ
ケージの開発

株式会社名古屋銀行

1498 R123100111 中部 愛知県 有限会社齊藤鉄工所 9180002085807 長尺穴加工の生産性劇的向上による半導体不足解消と労働時間短縮 株式会社名古屋銀行
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1499 R123100112 中部 愛知県 有限会社中谷機械 2180302013721
３軸・サーボ制御機能を活用した自動研削技術獲得による複雑形状加工の
実現

豊橋信用金庫

1500 R123100113 中部 愛知県 株式会社クローネリフォーム 9180001129151 ガス給湯器の一括見積サイトを構築し、営業に悩むガス会社を支援 株式会社名古屋銀行

1501 R123100114 中部 愛知県 株式会社マッターホルン 6180301007142 スチームオーブンを活用した製造方式の確立による付加価値の向上 豊橋商工会議所

1502 R123100115 中部 愛知県 昌興プラスチック株式会社 3180301008523 自動車足回り樹脂部品用の金型製造合理化による生産性向上 株式会社市岡経営支援事務所

1503 R123100116 中部 愛知県 株式会社大嶽設備 7180001121317 介護記録等電子化でのプロセス改善による利用定員・付加価値ＵＰ

1504 R123100117 中部 愛知県 株式会社川根製作所 5180301005436 半導体製造装置部品の増産に向けた革新的な生産体制の構築

1505 R123100118 中部 愛知県 株式会社Ａｓｋａｌカバン工房 4180001114331 “おもてなし接客”実現のためのＲＦＩＤを活用した受注管理体制構築事業 尾西信用金庫

1506 R123100119 中部 愛知県 有限会社小原工業 1180002027345 外注工程の内製化による、複雑形状加工の短納期化と収益アップ 株式会社名古屋銀行

1507 R123100120 中部 愛知県 株式会社藤井機械 8180301022882
モノづくりＤＸ技術を用いた図面データのない単品物に対応するプラットフォー
ムの開発事業

1508 R123100121 中部 愛知県 扶桑堂製菓有限会社 5180002040237 アレルゲンフリー等新製品への挑戦による付加価値拡大 株式会社名古屋銀行

1509 R123100122 中部 愛知県 株式会社関戸鈑金 1180001087885 水性塗料に対応した圧倒的コストパフォーマンスの鈑金塗装事業

1510 R123100124 中部 愛知県 株式会社神田製菓本舗 1180003013550 健康的なお菓子を安全に子供たちに届けるための個包装設備導入 座間　裕史

1511 R123100125 中部 愛知県 株式会社安藤紙器 8180001073656 紙の加工機導入で生産効率を高め、提案のできる段ボール企業に変革する 岡崎信用金庫

1512 R123100126 中部 愛知県 株式会社ＩＷＡＷＡＫＩ 2180001136393 長尺加工技術の高度化による特殊建材メーカーへの昇華 知多信用金庫

1513 R123100127 中部 愛知県 ＭＯＯＮ測量登記事務所 産業用ドローンを活用した新たな山林相続支援サービス事業の展開 浮島　達雄

1514 R123100128 中部 愛知県 株式会社スマテン 5180001132002
消防点検ＰＦのマッチング精度向上のためのシステム機能搭載と消耗部材の
ＥＣ販売の開始

岩﨑　良子

1515 R123100129 中部 愛知県 株式会社丸八化成 7180001060119 ＥＶ化に伴う精度の高い射出成形加工による自動車部品提供 株式会社名古屋銀行

1516 R123100132 中部 愛知県 株式会社ＧＡＦＳ 2180301026385 ＥＶ化に伴う高度ＥＣＵソリューション業務のビジネス化 刈谷商工会議所

1517 R123100135 中部 愛知県 有限会社伊藤製作所 9180002068043 ＣＮＣ自動旋盤の導入による精密金属部品の生産リードタイム短縮 株式会社プロシード

1518 R123100136 中部 愛知県 株式会社ホンダ 4180001094557 異径穴あけ・切断複合機導入による加工度向上と短納期の実現 愛知県商工会連合会

1519 R123100137 中部 愛知県 大和製本株式会社 1180001045356 半導体・教育産業の需要高を余さず取り込む中綴じ製本の生産性向上 坪井　亮

1520 R123100138 中部 愛知県 株式会社リアル 2180301026377 事業用トラックにおける整備の高度化事業

1521 R123100140 中部 愛知県 有限会社エクセル 9180002046775 ＩｏＴ技術導入によるアスファルト舗装の生産性向上と受注拡大 座間　裕史

1522 R123100141 中部 愛知県 タクミ歯科医院
「口腔がん」の予防・早期発見に向けたデジタル技術を活用した革新的取り
組み

株式会社静岡銀行

1523 R123100142 中部 愛知県 株式会社ＬＩＺ 5180001144831 歯科医院とフリーランス歯科衛生士のマッチング最適化 井上　拳

1524 R123100143 中部 愛知県 株式会社ミヤ田紙工 6180002067469 オートブランキングシステム導入による生産性の向上と働き方改革

1525 R123100144 中部 愛知県 エムサポート デジタル技術を活用した宅配弁当「Ｄｅｌｉｃｏ」の開発 稲山哲智

1526 R123100145 中部 愛知県 ＭＳＫ株式会社 4180001149864 食肉廃棄ロスと原価削減につながる小売事業への進出

1527 R123100147 中部 愛知県 株式会社ナチュール・メイ 4180001108341 新たな食品製造方法による本格フレンチのテイクアウト推進事業

1528 R123100148 中部 愛知県 株式会社ｔｈＡｎｋ 4180001144849 クラウド受発注システムの構築による日常業務の効率化事業 株式会社名古屋銀行

1529 R123100151 中部 愛知県 株式会社笹森産業 1180001134258 センサによる原点設定でセラミック加工精度を極めるＤＸ技術革新 株式会社市岡経営支援事務所

1530 R123100152 中部 愛知県 株式会社東海鋼業 5180001076216 高強度鉄筋の切断加工能力の向上による受注拡大

1531 R123100154 中部 愛知県 有限会社中山工業 5180002041664
大型・複雑化するプラスチック部品製造の為の〝大型・複雑化受け治具”製
造事業

碧海信用金庫

1532 R123100157 中部 愛知県 株式会社浅野紙器工業所 9180001015962 断裁加工機の一新によるＩＴ化を図り、小ロット化戦略を実現。 名古屋総合税理士法人

1533 R123100158 中部 愛知県 株式会社大矢鋳造所 7180001019115 銅合金製軸受保持器の多品種少量生産体制の確立 株式会社市岡経営支援事務所

1534 R123100159 中部 愛知県 豊橋テストセンター
自動車販売店の整備士を救う！予備検査のデジタル化で実現する光軸調整
等有料サービスの開始

豊橋信用金庫

1535 R123100160 中部 愛知県 株式会社サンワクリエイト 4180001093170 ＤＸによるバリ形状と成長プロセスの数値化と視覚化で成形精度向上 株式会社市岡経営支援事務所

1536 R123100162 中部 愛知県 株式会社アリオン 4180001106304
愛知県飛島村に「ＣＤＰ（セントラルドローンパイロット）」と連携し、上級ドロー
ンスクール事業の運営

稲山哲智

1537 R123100163 中部 愛知県 すずぎん
豊橋市初！生体親和性の高い新素材「チタン」を活用した歯科技工物の生産
体制構築

豊橋信用金庫

1538 R123100164 中部 愛知県 株式会社特機 3180301034627
５Ｇ通信社会の促進に繋がる連携ＣＡＤシステムを活用した電気通信工事の
労働環境改善

豊橋商工信用組合

1539 R123100165 中部 愛知県 平和鈑金工業株式会社 5180301014461 ステンレス溶接の効率改善による燃料電池製造装置向け部品製造 株式会社ゼロプラス

1540 R123100166 中部 愛知県 株式会社原田プレシジョン 9180001058243 自動車産業向け需要が増加する大型精密プレス機部品の生産性向上 株式会社ピースマネジメント

1541 R123100167 中部 愛知県 株式会社ジェットスタイル 2180001102602 環境対応素材を使用した商品開発により売上回復と雇用を守る計画

1542 R123100168 中部 愛知県 株式会社人材開発支援機構 2180001106090 超音波で革新を！ピンポイント薬液注入サービスの開発と提供

1543 R123100169 中部 愛知県 酒菜膳 業務用厨房設備を導入し、商品生産工程のプロセス改善

1544 R123100172 中部 愛知県 パウダーフーズフォレスト株式会社 5180001104579 ＤＸによる営業生産性向上＆セットアップ内製化による就労支援
税理士法人トップ財務プロジェク
ト

1545 R123100173 中部 愛知県 株式会社ツルタ製作所 6180301014246 リバースエンジニアリングによる金型メンテナンスのデジタル化 西尾信用金庫

1546 R123100174 中部 愛知県 立石フアイバー株式会社 5180001037853 新型ＣＮＣ研磨機の導入による産業用エンジン分野への進出

1547 R123100175 中部 愛知県 株式会社広島 2180001015374 ＩｏＴ技術を導入した世界最高精度ガルバノ式レーザー溶着機開発 株式会社フラッグシップ経営

1548 R123100177 中部 愛知県 有限会社アゲイン 4180002067891 ロボット化による生産プロセスの改革により自動車の電気化に対応する
公益財団法人中部科学技術セン
ター
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1549 R123100180 中部 愛知県 株式会社イー・スマイル 9180001102348 イントラネットワーク構築による足場事業のＤＸ化 株式会社マックコンサルタンツ

1550 R123100182 中部 愛知県 神田印刷工業株式会社 5180001003707 環境負荷が高い製版工程の生産プロセス改善 春日井商工会議所

1551 R123100183 中部 愛知県 有松わたや歯科クリニック ３次元デジタルデータを活用したデジタルインプラント治療の開発 株式会社市岡経営支援事務所

1552 R123100184 中部 愛知県 株式会社サンビーノ 1180301026361
「フルーツ最中」生産性向上のための冷凍技術の高度化による最適な保存
方法の確立

1553 R123100186 中部 愛知県 井本工業株式会社 1180001093462 鉄道車両部品製作用の治具ベースの高効率な板金加工技術の開発
公益財団法人中部科学技術セン
ター

1554 R123100189 中部 愛知県 株式会社昌栄 6180001076875 物流システムの一元化による社内体制強化 小倉　裕樹

1555 R123100191 中部 愛知県 株式会社ａｌｆＲｕｎ 4180001126491 地域初の「若いメンズ向け」のエステサロン展開

1556 R123100193 中部 愛知県 尾関製陶株式会社 9180001078704 国産骨壺製造における、杯土作り・成形工程の生産プロセス改善 瀬戸商工会議所

1557 R123100194 中部 愛知県 株式会社コジマプラスチックス 6180301013982 解析用ＣＴ装置導入による金型設計シュミレーションの精度向上

1558 R123100197 中部 愛知県 株式会社ＹＳキャピタル・パートナーズ 6010401071666
最新急速冷凍設備と生産性高い真空製麺機を導入した付加価値高い生パ
スタとパスタソース製造事業

特定非営利活動法人tnc中小企
業支援センター

1559 R123100200 中部 愛知県 株式会社グローバルエイト 5180001124379 メタル３Ｄプリンターと矯正ワイヤー作成自動化マシンによるＤＸ化 權田　成悟

1560 R123100202 中部 愛知県 株式会社中井製作所 6180001000942 切削加工技術の高度化による新分野への展開強化と生産性向上事業 株式会社大垣共立銀行

1561 R123100204 中部 愛知県 有限会社エスケイエムダイ 1180002000236 最新刃曲げ機導入で、生産性向上を図り精密加工が必要な新分野へ挑戦！ 株式会社イストワール

1562 R123100205 中部 愛知県 メイティックス株式会社 2180301022616 クラウド型基幹システム構築による事業効率化

1563 R123100208 中部 愛知県 株式会社愛知レジン 3180001072084 塗料を使わない革新的施工方法及び塗装業務の生産性向上 株式会社アカウティングプロ

1564 R123100209 中部 愛知県 ホッコー株式会社 7180001040590 品質向上のための新たな検査・分析装置の導入 春日井商工会議所

1565 R123100211 中部 愛知県 ＡＺロジ株式会社 5200001031977 非効率な紙の業務フローをデジタル化して運行業務をプロセス改善 中日信用金庫

1566 R123100212 中部 愛知県 日新精型有限会社 9180002001210
需要拡大する自動車シートに対応したシート表面生地用トムソン型の生産体
制の構築

株式会社プロシード

1567 R123100213 中部 愛知県 株式会社ＮＣＰ 1180302016155 シュークリーム対応を起点とする缶詰化・パウチ化技術の高度化 株式会社名古屋銀行

1568 R123100214 中部 愛知県 瓦滝工業株式会社 4180001092445 動力折曲機導入による加工精度向上と内製化で廃棄率と利益率向上 株式会社アクセルパートナーズ

1569 R123100215 中部 愛知県 株式会社スターロードシステム 1180001069735 業務効率化や国策・ニーズへの対応のための独自管理システム開発 インターグロー税理士法人

1570 R123100216 中部 愛知県 有限会社ナガヤ 5180002053940 動物病院初導入のＭＲＩで短時間、高精度検査による二次診療の提供 座間　裕史

1571 R123100217 中部 愛知県 刈谷高分子工業株式会社 3180301021971 自動車の自動運転技術高度化に向けたソナーケースの生産体制構築 西尾信用金庫

1572 R123100219 中部 愛知県 株式会社丸高 3180001092875 交流電場を活用した冷蔵庫の導入による加工食品の低コスト化

1573 R123100222 中部 愛知県 Ｎ．Ｇｒｏｕｐ株式会社 2180003015843 不動産をイチから学び、運用できる「実践不動産ｃｏｌｌｅｇｅ」 稲山哲智

1574 R123100223 中部 愛知県 株式会社三進製作所 1180001043120 塗装剥離用ブラストマシンの導入による生産プロセスの改善
株式会社ＫＳビジネスコンサル
ティング

1575 R123100224 中部 愛知県 スズキ＆アソシエイツ株式会社 2180302020081 全ハーレーマニアに！ＢｔｏＣｔｈｒｕＢ－パーツＥＣサイト構築

1576 R123100225 中部 愛知県 日本フレキソ株式会社 2180001039423 カッティングマシン導入によるフレキソ製版工程の改善と生産性向上 おうけい税理士法人

1577 R123100226 中部 愛知県 有限会社カニエ化工 9180002065651
半導体業界向けウエハー製造装置部品及びハンドリングツールの即納・高
度化・量生産化事業

1578 R123100229 中部 愛知県 株式会社くすむら 8180001016524 豆腐製造工程自動化によるロス削減と新製品開発による生産性向上

1579 R123100230 中部 愛知県 株式会社ヤマヂ精密 1180001067045
複雑形状化が進む精密部品用の検査・生産治具の短リードタイム製作のた
めの工法開発

1580 R123100231 中部 愛知県 大成工業株式会社 8180001023826 中小工場向け「機械安全」設備の製造および提案型の安全指導事業 経営ビューイング株式会社

1581 R123100232 中部 愛知県 有限会社石川鉄工所 7180002017365 ネジ切り加工における生産性向上 小倉　裕樹

1582 R123100233 中部 愛知県 有限会社中部オフ印刷 6180002009867 製造工程の改善により小ロット、短納期の実現し会社存続を図る計画

1583 R123100234 中部 愛知県 株式会社三井酢店 3180001092074 植物発酵物の残渣を活用したペットフード・畜産飼料の試作開発

1584 R123100236 中部 愛知県 株式会社Ｄｅｎｔａｌ　Ｌａｂ．ＳＣＡＬＡ 4180001111816 ツヤツヤ・ピッタリフィット義歯等技工品類の迅速提供定性の整備 税理士法人みらい経営

1585 R123100238 中部 愛知県 株式会社バグトゥール 9180001117940 画像解析技術の活用によるセカンドキャリア創出事業

1586 R123100239 中部 愛知県 株式会社ＭｅｔａｌＪａｐａｎ 3180301033629 住宅建築の新工法用の複雑・精密な加工を要する水切役物の内製化 MASTコンサルティング株式会社

1587 R123100240 中部 愛知県 ３Ｇサポート株式会社 7180301030572 次世代コインパーキング用ＩｏＴデバイスの開発製造及び運営管理 糸川　純平

1588 R123100241 中部 愛知県 株式会社コーキ 3180001092495 高精度複合旋盤の導入による顧客満足度向上 小倉　裕樹

1589 R123100242 中部 愛知県 アサヒパックス株式会社 2180001011489 ラミネート加工技術を更に高め、品質向上と新製品開発に挑戦する 株式会社十六銀行

1590 R123100244 中部 愛知県 有限会社諏訪製作所 3180302013398 ブラケット部品の加工精度及び生産性向上を目指す生産体制の構築 蒲郡信用金庫

1591 R123100245 中部 愛知県 株式会社名南ゴム工業所 8180001094826 自動車向け５Ｇ対応電磁波吸収ゴムシートの開発 碧海信用金庫

1592 R123100247 中部 愛知県 株式会社黒部鉄工所 8180301023113 最新バンドソー導入による大型化する鉄骨材料の生産性向上 西尾信用金庫

1593 R123100248 中部 愛知県 伊勢化研株式会社 6180001084135 抗ウイルス素材を使用した高精度、高品質プラスチック製品の提供 株式会社ＮｅｗBeginningsＪａｐａｎ

1594 R123100251 中部 愛知県 株式会社ミズホ 4180001001257 鍛造部品開発期間の短縮化を実現する次世代ＣＡＥシステムの導入

1595 R123100252 中部 愛知県 株式会社大須賀鉄工 8180301010846 アフターコロナで市場拡大の進む最新ロボット向け精密部品の生産性向上

1596 R123100253 中部 愛知県 株式会社石黒製作所 1180002059207 グリーン社会に貢献！３Ｄ計測等による新たなプロセスの構築 上島　一丈

1597 R123100254 中部 愛知県 株式会社テスコ 7180001052891 ＩｏＴの活用によるタイヤ預かりサービスの開始と社内業務の効率化事業 愛知県商工会連合会

1598 R123100255 中部 愛知県 株式会社御菓子所まつ月 9180301019985 老舗和菓子の伝統製法の保全と量産化技術導入による経営革新展開 愛知県商工会連合会

32 / 52 ページ



No 受付番号 ブロック 都道府県 商号又は名称 法人番号 事業計画名
認定経営革新等

支援機関名

1599 R123100256 中部 愛知県 株式会社島由樹脂 9180001081030
半導体製造装置向けスーパーエンプラ特殊ねじのデジタル生産システム開
発事業

酒向　潔

1600 R123100257 中部 愛知県 株式会社プロスペック 9180001032545 改善活動と併せて刷版機ＣＴＰを導入し生産性と品質向上を図る 安藤　朝将

1601 R123100258 中部 愛知県 榊原工業株式会社 1180301023276 製品毎のＣＯ２排出タグの設定をするサービスの開発及び社内生産性向上

1602 R123100260 中部 愛知県 株式会社千種 2180001000756 展示会オーダーシステム導入による営業活動・業務プロセスの改善 株式会社みらい経営

1603 R123100262 中部 愛知県 有限会社和幸製作所 7180002081238 複雑な斜め精密加工を実現することで医療業界向け売上獲得を目指す 愛知県商工会連合会

1604 R123100264 中部 愛知県 株式会社アンタック 9200001020456 ＣＮＣ機械導入による、開発＆代替生産能力の内製化 愛知商工連盟協同組合

1605 R123100265 中部 愛知県 株式会社メイネツ 1180001010780
オーステナイト系ステンレス鋼部品へのガス軟窒化処理における新たな生産
方式による量産技術の確立

株式会社ポジティブブレイン

1606 R123100268 中部 愛知県 匠染色株式会社 2180001084122 オーバーマイヤー構造変更による染色準備及び作業の効率改善事業

1607 R123100272 中部 愛知県 岩瀬鉄工株式会社 8180301022321 ＥＶ自動車用ドライブシャフトの高精度スプライン加工技術の確立

1608 R123100275 中部 愛知県 トクデンコスモ株式会社 6180001006997 新型プレスブレーキの導入による製造物の品質・生産性の向上

1609 R123100277 中部 愛知県 株式会社加藤製作所 6180301009774 工程統合による高精度部品加工と飛躍的な生産性向上の実現 MASTコンサルティング株式会社

1610 R123100278 中部 愛知県 有限会社なかしま 1180002090847 薄畳製造を高速化　洋風デザイン薄畳で新規需要開拓 株式会社シャイン総研

1611 R123100280 中部 愛知県 株式会社マルキン 4180001058990 リフォーム需要に対応した薄畳製造ラインの構築と新規顧客開拓に挑戦 株式会社シャイン総研

1612 R123100282 中部 愛知県 株式会社テクア 4180001093220 事業系混合廃棄物からリサイクル資源を取出す中間処理事業 奥田　まり

1613 R123100284 中部 愛知県 株式会社さんだん會計事務所 7180001122141 新たな社内システム導入による、記帳代行業務のプロセス改善

1614 R123100285 中部 愛知県 有限会社花木製作所 7180002092656 革新的製造プロセスによる高精度・低コスト自動車等部品の量産化 株式会社名古屋銀行

1615 R123100286 中部 愛知県 マリンはーと歯科 新型歯科用ＣＴを導入することによる、効率的な治療法体制の構築 根本　景子

1616 R123100288 中部 愛知県 旭特殊プリント株式会社 7180001081759 工場内陽圧化による、印刷不良発生率削減計画！！ ＡｒｒｏｗＳ株式会社

1617 R123100289 中部 愛知県 共親製菓株式会社 4180001025248 人気菓子の高生産化＆「賞味３６５日大福」技術革新での海外進出 坪井　亮

1618 R123100290 中部 愛知県 株式会社ホワイトホールラボ 3180001136509 多言語による自動観光ガイドｗｅｂアプリ開発

1619 R123100291 中部 愛知県 中村エンジニアリング株式会社 6180001086718 最新型のＮＣ旋盤による内製化とリードタイム短縮の実現 小倉　裕樹

1620 R123100292 中部 愛知県 株式会社昭栄精機 3180001092529 ＣＮＣ円筒研削盤工程の効率化による小型サーボモータ等の生産性向上 小倉　裕樹

1621 R123100293 中部 愛知県 株式会社ショウジン工業 4180301031359 最新型の立形ＮＣフライス盤の導入による生産プロセスの改善 小倉　裕樹

1622 R123100294 中部 愛知県 リラウンド株式会社 9180001143887 中古品買取の顧客管理・オンライン査定システムの活用 小倉　裕樹

1623 R123100296 中部 愛知県 タカミ歯科 デジタル化による歯科診療サービスの効率化 小倉　裕樹

1624 R123100297 中部 愛知県 岡田製作所 ロボドリル導入による生産工程の改善 小倉　裕樹

1625 R123100298 中部 愛知県 有限会社石島エンジニア 4180002017376 試験機・専用機事業に向けた生産体制確立による受注獲得 小倉　裕樹

1626 R123100299 中部 愛知県 有限会社東海ユー精機 7180002064630 中型サイズの特殊加工を必要とする旋盤加工の生産体制確立 小倉　裕樹

1627 R123100301 中部 愛知県 有限会社石原精密製作所 9180002007604 ＣＮＣ旋盤導入による精密計器部品にかかる生産プロセス改善 小倉　裕樹

1628 R123100302 中部 愛知県 株式会社ユニフェイス 9180001072450 製造現場の「見える化」を推進するパートナー制度の展開 虫鹿　真司

1629 R123100304 中部 愛知県 岡本軽金属工業株式会社 5180301015113 立形５軸制御マシニングセンタ導入による高効率化・高精度化の推進 小倉　裕樹

1630 R123100305 中部 愛知県 株式会社石川屋 3180001091547 次世代食品トレイ＆精肉の期限長期化によるＧＨＧ排出減計画 坪井　亮

1631 R123100306 中部 愛知県 株式会社よしいけ工業所 5180001084466 自動投入マシングセンタでの工程削減で生産性・炭素生産性の向上 水野　正勝

1632 R123100307 中部 愛知県 有限会社サクラ 4180002050856 顧客管理・営業支援の新システム開発により営業のＤＸ化を図る 株式会社フォーバル

1633 R123100308 中部 愛知県 株式会社スマイル動物病院 9180001140505 歯科医師×獣医師で動物に人間レベルの歯科治療の提供の実現 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1634 R123100309 中部 愛知県 有限会社シンケン 7180302016752 自動車保安部品の重要溶接部に対応する高度生産技術の確立 株式会社エコ・ブレーンズ

1635 R123100311 中部 愛知県 有限会社加藤鉄工所 7180002025509 複合加工機の導入によるスピンドル加工の生産能力の向上 水野　正勝

1636 R123100312 中部 愛知県 児玉興業株式会社 5180001025395 少量多品種多工程生産の高度化による電気自動車業界への参入 花木　栄治

1637 R123100317 中部 愛知県 株式会社オールド・ワークス 9180001096094
デザイン・製品設計をデジタルツールで作成してＥＣ顧客開拓及び生産工場
開発を促進する

1638 R123100318 中部 愛知県 株式会社ブルーデージー 9180001135686 オリジナルアプリ導入によるコンセプトカフェの運用体制構築 愛知信用金庫

1639 R123100320 中部 愛知県 有限会社藤井紙器工業所 9180002019178 新型ボディーメーカー機導入により小ロット・多品種生産と短納期を実現

1640 R123100321 中部 愛知県 株式会社ファースト・オートメーション 2180001142689
コロナ禍も対応可！ＤＸ化でロボット導入を促進するための業務効率化・生産
プロセス改善事業

1641 R124100001 中部 三重県 永尾製菓舗 老舗和菓子店が地元農家と取り組む三重構造の名張のフルーツ大福 大竹　貴司

1642 R124100002 中部 三重県 宮﨑歯科医院 先端デジタル技術を用いた歯内療法及びインプラント治療の高度化

1643 R124100003 中部 三重県 新光ゴム工業株式会社 7180001021970 最新設備と独自設備による生産性向上及び不良と廃棄ゴムの削減

1644 R124100004 中部 三重県 有限会社ハシモト精機 3130002027323 大径ベアリング需要に対応する品質向上及び生産性向上計画 株式会社エフアンドエム

1645 R124100006 中部 三重県 株式会社オーヴァーホールディングス 7190001004891 バイクレンタル事業から新たにバイク用保安部品の製造事業へに進出 神谷　隆生

1646 R124100007 中部 三重県 にほんぎらいす株式会社 2190001028367 未利用資源を活用した事業拡大と生産性向上による経営改善

1647 R124100008 中部 三重県 三舞建設株式会社 6190001005412 舗装工事の作業効率・作業安全・作業環境トリプル向上作戦 鷲尾　みどり

1648 R124100009 中部 三重県 旭金属株式会社 9190001013387 防音設備を導入し順送プレス機の２４時間稼働で生産拡大を図る 株式会社百五銀行
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1649 R124100010 中部 三重県 平田歯科クリニック
デジタル技術を駆使したフラップレス・サージェリーによるインプラント法に取
り組む

株式会社百五銀行

1650 R124100011 中部 三重県 株式会社宏鉄筋 9190001022066
大手ゼネコンにはできない地域の高精度かつ柔軟な鉄筋加工ニーズへの対
応

株式会社アカウティングプロ

1651 R124100012 中部 三重県 株式会社草薙製作所 1190001014723
リバースエンジニアリングを活用し世界的に授業が増加している金型再生産
体制強化

桑名三重信用金庫

1652 R124100013 中部 三重県 有限会社ジンテック 1190002015555 部品供給管理工程のＤＸ化による生産性向上および販路拡大計画 株式会社アスライト

1653 R124100015 中部 三重県 有限会社小川鉄工所 7190002019609 多目的形鋼加工機導入によるプラントメンテナンスの短期効率化

1654 R124100016 中部 三重県 有限会社カネ仙 9190002000392
高品質な飼料原料（魚油）の生産で自社の経営体制の強化と循環型社会実
現に貢献

株式会社アスライト

1655 R124100017 中部 三重県 有限会社亀井堂 1190002015984
消費者ニーズに応える“練り込み食パン”開発により多様化するパン市場で
のシェア拡大

桑名三重信用金庫

1656 R124100018 中部 三重県 株式会社北山水産 4190001001520 業界初！カニの肩肉の付加価値を高めた新商品開発と新販路開拓 三重県商工会連合会

1657 R124100020 中部 三重県 有限会社稲垣工業所 4190002017490 半導体製造装置用部品等の複数同時加工による生産性向上

1658 R124100022 中部 三重県 株式会社多喜不動産 3190001023425 ＩＣＴ施工による建設現場の生産性向上で経営革新を目指す 株式会社三十三銀行

1659 R124100023 中部 三重県 有限会社ミハタ電子 3190002013169
高性能リフロー炉導入により、コロナ禍で急増するＦＡ製品基板実装の大量
生産に対応する

株式会社百五銀行

1660 R124100024 中部 三重県 南商会株式会社 8190001003604 自然災害からの早期復旧に寄与する道路啓開と重量物運搬の高度化

1661 R124100026 中部 三重県 株式会社清水製作所 3190002004696 設備導入による金型の内製化及び事業の高付加価値化の推進 亀山商工会議所

1662 R124100027 中部 三重県 関西理研ゴム株式会社 8120001125719 ゴム成型製品の生産工程改善による手作業の自動化および材料ロスの削減 若杉　拓弥

1663 R124100028 中部 三重県 株式会社明伸製作所 5190001016550 国産化ニーズに対応するための工程自動化による量産体制の構築 セブンセンス税理士法人

1664 R124100030 中部 三重県 北勢ダイキャスト工業株式会社 4190001012757
国内外の繊維機械需要に向けた繊維自動機部品の効率的な生産体制の構
築

桑名三重信用金庫

1665 R124100033 中部 三重県 株式会社三重中央コンサルタント 8190001000386
老朽化が進む送電鉄塔の維持管理・建て替え等に対応する３次元調査測量
サービスの展開

株式会社プロシード

1666 R124100034 中部 三重県 みやもと設計株式会社 4190001021840 設計技術とデジタルの融合、デジタルプラント設計会社への転身

1667 R124100037 中部 三重県 株式会社松阪コンサルタント 6190001010552 デジタル技術を活用した橋梁調査点検サービスの展開 株式会社プロシード

1668 R124100038 中部 三重県 Ｄｅｎｔａｌ　ｔｏｐ　ｔｅａｍ　Ｌａｂｏ 職人技＋デジタル工程によるオールオン４専門のラボセンター事業 アイアンドアイ株式会社

1669 R124100042 中部 三重県 毛利畳店
薄畳製造技術の高度化、『フローリングのまま畳コーナー』で若年層の新規
顧客開拓

株式会社シャイン総研

1670 R124100043 中部 三重県 ふかだ歯科医院 入れ歯同様に安全な「全顎的インプラント治療モデル」の確立
一般社団法人城西コンサルタント
グループ

1671 R124100044 中部 三重県 株式会社ショーエイファシリティー 9190001021794 配管施工の効率化で予作動式スプリンクラー普及を促進する 関戸　信晴

1672 R124100046 中部 三重県 株式会社モアレリゾート 4190001008185 宿泊オペレーションのＤＸ化と「Ｎｏ　ｓｈｏｗ」ゼロに寄与するサービスの構築 JOBU合同会社

1673 R124100048 中部 三重県 三協精工株式会社 9190001008981
μｍ単位の研削加工基準の精密部品量産における工程内不良率を０．５％
以内に抑える生産プロセス改革

1674 R124100049 中部 三重県 稲葉事務所 ３Ｄレーザースキャナと３Ｄ点群編集ソフト導入による生産性向上 浮島　達雄

1675 R124100051 中部 三重県 三秀建設株式会社 6190001027010 デジタル鉄骨解体事業へ転身。多能工集団への挑戦

1676 R124100053 中部 三重県 中外医薬生産株式会社 5190001008548 生薬製剤強化のため固形剤ラインの生産体制構築・品質向上 株式会社百五銀行

1677 R124100055 中部 三重県 株式会社ＫＴ工業 6190001027472 ＳＤＧｓに対応したＥＲＣＭシステムによる新しいリサイクル事業の提供 松阪商工会議所

1678 R124100056 中部 三重県 株式会社セキデンアクシス 4190001000456 電気自動車用ハーネスの細線多機能化に対応する接合部加工技術

1679 R124100057 中部 三重県 株式会社ＮＣＲＡＦＴ 8190001024781 板金塗装技術と新鋭設備の融合、地域のイノベーターを目指す取組。

1680 R124100058 中部 三重県 株式会社伊勢ファーム 3190001029034 ６次産業化促進による地域特産物を生産する餅製造機械の導入

1681 R124100059 中部 三重県 有限会社岡本化成 8190002017405 高品質小型プラスチック製品の高効率生産による量産生産体制確立 株式会社市岡経営支援事務所

1682 R124100060 中部 三重県 有限会社伊勢昆布 9190002023088 レジのキャッシュレス・非接触化、クラウド化による印刷効率化

1683 R124100061 中部 三重県 株式会社中村製作所 4190001015784 試作加工部門を新設し産業用ロボット部品事業に進出 小倉　裕樹

1684 R124100062 中部 三重県 荒井車輌株式会社 4190001021881 高度化する車体整備分野への投資によるバリューチェーンの構築

1685 R124100065 中部 三重県 株式会社オカハシパックサービス 6150001010366 スキルレス自動製函機導入による地元密着環境対応製函工程の構築

1686 R124100067 中部 三重県 株式会社ＴＴＫ 9190001028360 見守りサービスを付帯した介護アプリの開発・商品化による市場の環境改善 三重県商工会連合会

1687 R124100068 中部 三重県 株式会社マルタカ農産 4190001024728
農産物をフル活用した鮮度、旨味を追求した生産方式と積極的な６次産業化
に向けた取組み

三重県商工会連合会

1688 R124100069 中部 三重県 スズカテック株式会社 8190001005848 支給部材の内製化による品質・コスト・リードタイム改善と売上増加

1689 R124100070 中部 三重県 水谷製函株式会社 5190001016468 最新プリンタ導入による木箱への印刷の高付加価値化と生産性向上 野竿　健悟

1690 R124100072 中部 三重県 株式会社Ｌｅ　Ｔｒｏｎｃ 2190001026049 事業計画

1691 R124100073 中部 三重県 アサヒグローバルホーム株式会社 3190001014201 ＶＲシステム導入による住宅販売プロセス変革で生産性向上と売上拡大 株式会社アクセルパートナーズ

1692 R124100074 中部 三重県 水色レコード 新設備による生産効率の増大及び製パン技術を駆使した新生地開発 伊勢商工会議所

1693 R124100075 中部 三重県 株式会社セントラル開発 8190001008520 地域社会へのインフラ事業を早期回復できる、最新ＩＣＴ化体制を図る

1694 R125100007 近畿 滋賀県 赤渕工業株式会社 9160001015163 三方（賃上げ・雇用拡大・地域貢献）よしコインランドリーの開発 税理士法人　山本会計

1695 R125100008 近畿 滋賀県 株式会社木山合金 6120901023528 Ｖ字回復に不可欠な「高精度エンドミル」の増産体制構築計画

1696 R125100009 近畿 滋賀県 株式会社北鉄 3160001008214 ワンストップ施行力の強化による県内開発需要対応 若杉　拓弥

1697 R125100010 近畿 滋賀県 株式会社パルスパワー技術研究所 3160001014633
高電圧パルス電源の小型化、信頼性向上のための、主基板設計製作設備
の導入

1698 R125100011 近畿 滋賀県 Ｓｈｕｎｄｅｎ 標準化などを取り入れた社内作業効率改善で、付加価値向上を実現 滋賀県商工会連合会
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1699 R125100012 近畿 滋賀県 大智鉄工株式会社 9140001079202 自動車製造ラインの付帯設備の板金加工高度化による製造力強化

1700 R125100013 近畿 滋賀県 株式会社奥村モータース 1160001004842 車検整備作業のさらなる作業効率化および大型車の受注体制の構築 滋賀県信用組合

1701 R125100014 近畿 滋賀県 北村畳店 「超撥水置き畳」の開発・販売でコロナ後を見据えた新規顧客の獲得！ 株式会社シャイン総研

1702 R125100015 近畿 滋賀県 日本レース株式会社 2160001014790 高配合の発酵原料を使用したオンリーワン化粧品の生産性向上 株式会社アクセルパートナーズ

1703 R125100016 近畿 滋賀県 株式会社エルクラフト 4160001010391 新型設備導入および新原価指標による部品加工事業の生産性向上

1704 R125100018 近畿 滋賀県 株式会社サンエーシェル 8160001005917 最新バリ取りロボット導入による鋳型中子の生産体制刷新計画 滋賀県信用組合

1705 R125100020 近畿 滋賀県 東洋エンジニア株式会社 6160001001364 滋賀から全国へ！先端ドローンによるＤＸ型スマート１次産業への進化
ＨＴＭコンサルティンググループ株
式会社

1706 R125100021 近畿 滋賀県 フジイ薬局株式会社 6160001011396 最新錠剤分包機導入による調剤作業の効率化と見守りサービスの充実 川島　康史

1707 R125100022 近畿 滋賀県 株式会社Ｒａ・Ｂａｕｍ建築工房 9160001003944 設備投資で生産性を向上し、百貨店催事やＥＣサイトへ販路拡大

1708 R125100023 近畿 滋賀県 ＫＪＣ株式会社 9160001018876 費用対効果の高い新型高床式塗装ブース導入による品質と生産性の向上 西村　剛史

1709 R125100024 近畿 滋賀県 有限会社柴田テック 3160002007462 薄板による嵌め合い突き合わせ構造の量産化事業 松下　隆信

1710 R125100025 近畿 滋賀県 株式会社大野産業 1130001025957 太陽光パネル洗浄の推進～廃棄物化を遅らせ、ＣＯ２削減にも貢献 有田　文茂

1711 R125100026 近畿 滋賀県 大吉商店株式会社 6160001012147 厚生労働省認定基準を満たす近江牛生食用加工品の新商品開発

1712 R125100027 近畿 滋賀県 川口設計管理事務所 農地の集積集約化を加速させる『暗きょ排水管敷設工事』新工法の確立
株式会社ジャストコンサルティン
グ

1713 R125100034 近畿 滋賀県 株式会社ＵＭＥＤＡ　ＴＥＫＫＩＮ 2130001052777 鉄筋加工業務自動化による生産力増強と技術者育成の両立 中京税理士法人

1714 R125100035 近畿 滋賀県 株式会社シンコーメタリコン 2160001004908 「バイオマス発電設備」への溶射施工に資する試作開発

1715 R125100036 近畿 滋賀県 株式会社アイテス 1160001016292 微細構造　非破壊２Ｄ／３Ｄ観察／測長サービスのＤＸ化

1716 R125100038 近畿 滋賀県 関西産業株式会社 2160001008173 炭素固定に寄与するクリストバライト発生防止の連続籾殻炭化装置

1717 R125100039 近畿 滋賀県 有限会社ケー・エー・シー 7160002012054 網膜剥離という難病に対し、国内最先端医療である硝子体手術を提供 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1718 R125100040 近畿 滋賀県 河邑土地家屋調査士事務所
最新３次元レーザースキャナーを導入し、非対面型の測量のサービス提供プ
ロセスを構築する

株式会社百五銀行

1719 R125100041 近畿 滋賀県 有限会社竜王興産 3160002012520 アスベスト分析部門の新設による解体サービス提供プロセスの改善 草津商工会議所

1720 R126100001 近畿 京都府 株式会社元禄畳 1130001006362 縁無し畳製造機器導入による生産プロセスの改善

1721 R126100004 近畿 京都府 有限会社中島勇製作所 8130002011264 最新鋭ワイヤ放電加工機の導入による高精度金型部品の量産体制の構築

1722 R126100005 近畿 京都府 株式会社フェイス 3130001018604 ＲＦＩＤ（ＩＣ）の有効性の追求と新分野へのチャレンジ

1723 R126100006 近畿 京都府 株式会社アクト 5130001028543
最新ＮＣルーター及びデジタル技術の活用による什器製品生産体制の刷新
計画

京都中央信用金庫

1724 R126100008 近畿 京都府 タイガーライト ３次元ＣＡＤＣＡＭ及びマシニングセンタを活用した複雑部品への挑戦 株式会社京都銀行

1725 R126100009 近畿 京都府 黒田歯科クリニック 歯科用ＣＴの導入による難治性根管治療及びインプラント治療の対応 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1726 R126100012 近畿 京都府 牟禮歯科医院 歯科用ＣＴ導入による業務プロセスのデジタル化と難治性疾患治療の実現 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1727 R126100015 近畿 京都府 株式会社与楽 8130001038639
食品通販市場の拡大に伴う洋風大福の包餡工程自動化による安定供給体
制の構築

株式会社京都銀行

1728 R126100016 近畿 京都府 吉見康二登記測量事務所
「ワンマン測量×世界測地系座標取得」による革新的な境界確定・生産性向
上計画

1729 R126100017 近畿 京都府 西歯科クリニック
デジタル機器の導入によるＢＴＡ、ＢＯＰＴ等の長持ちする治療の推進及び効
率化

株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1730 R126100018 近畿 京都府 株式会社松井組工業 4120001152502 高精度×生産性向上×原材料削減の３本の矢によるＲＣＳ用鉄骨の製造 ひまわり経営サポート株式会社

1731 R126100019 近畿 京都府 株式会社ナカタ 2130001037927 京都府産木材需要拡大に伴う製材部門の生産性向上事業 京都府商工会連合会

1732 R126100022 近畿 京都府 株式会社吉岡商店 2130001042836 一括管理体制による生産性向上と特殊コンクリート販売強化を行う 京都府商工会連合会

1733 R126100023 近畿 京都府 株式会社中井製作所 1130001033679 最新ワイヤ放電加工機＋パレットチェンジャによる金型生産の効率化

1734 R126100024 近畿 京都府 株式会社ＮＥＯＳＴＡＧＥ 3130001056637 主要家電製品である冷蔵庫のリビルド再生販売を効率化させるＳＤＧｓ計画

1735 R126100026 近畿 京都府 有限会社岩井製作所 6130002010508 新型焼結炉に対応した長尺・高精度金属部品加工への新展開 ひまわり経営サポート株式会社

1736 R126100029 近畿 京都府 伊東木材株式会社 3130001040938 町も木も人も守る「スパイダー」で、林業の明日をＲｅｄｅｓｉｇｎ 福知山商工会議所

1737 R126100031 近畿 京都府 株式会社田邊製作所 7130001003346 加工できる範囲を増やしてリードタイム短縮とコストダウンを図る 京都中央信用金庫

1738 R126100032 近畿 京都府 朝日デンタルスタジオ 歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを活用した新たな製品の提供 京都府商工会連合会

1739 R126100035 近畿 京都府 有限会社マルシゲ紙器 2130002023158 ウイズコロナ　パッケージの多頻度少量ニーズに応える短納期実現計画 京都信用金庫

1740 R126100037 近畿 京都府 株式会社スクリエ 6140001109911 口腔内撮影ミラー写真によるオンライン歯科健診ＡＩの開発

1741 R126100038 近畿 京都府 有限会社豊和食産 2130002004307 コロナ禍での原材料価格高騰を乗り越える付加価値の高い商品開発

1742 R126100039 近畿 京都府 株式会社ＷＡＩＲＡ　ＴＡＭＢＡ 3130001055052 エシカル消費需要の掘り起こしを狙う醤油加工品の生産性向上事業

1743 R126100040 近畿 京都府 株式会社ベルテックス 4130001011649 生産性向上、管理コスト低減を図るための生産管理システム構築

1744 R126100041 近畿 京都府 株式会社Ｓ．Ｔ．Ｆ 5130001049705 歯科医院を再現した歯科医師向け口腔内スキャナー操作教育事業 京都中央信用金庫

1745 R126100042 近畿 京都府 株式会社森鉄工所 5130001034129 精密研削盤導入によるＥＶ用パワー半導体製造装置部品の高品質化

1746 R126100046 近畿 京都府 青木歯科 最新デジタル機器による精密な治療の実現とＤＸ化の推進

1747 R126100047 近畿 京都府 ケイ・アイ・ケイ・エンジニアリング株式会社 3130001010486
最新のＣＮＣ制御による、社内基礎技術のデジタル化を図り競争力強化に取
り組む

株式会社京都銀行

1748 R126100048 近畿 京都府 株式会社エイチ・アンド・ティー 6120001154315
新規マシニングセンター導入による、高精度・高能率加工の実施、競合との
差別化
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1749 R126100050 近畿 京都府 新川精密 国産高精度特殊ねじ多頻度小口納品対応への生産体制の構築

1750 R126100052 近畿 京都府 株式会社サン工芸 4130001051653
入浴介助着と手袋を一体溶着！絶対濡れない介護用ビニールエプロンの開
発

水上　和之

1751 R126100053 近畿 京都府 株式会社別注家具製作所 5130001011953 コロナ需要に対応する為の自動切断機によるオーダー家具製造事業 松山　亮樹

1752 R126100054 近畿 京都府 西晶株式会社 3130001042901 最新の海水濃縮装置導入による低コスト化と生産性向上への挑戦 京都北都信用金庫

1753 R126100055 近畿 京都府 株式会社半兵衛麸 6130001009591 生麸・ゆばの「賞味期限延長化」による生産性向上 公益財団法人京都産業21

1754 R126100056 近畿 京都府 小林土地家屋調査士事務所 レーザースキャナーを利用した業務効率化と新規ビジネスの創出 吉元秀樹

1755 R126100058 近畿 京都府 株式会社木長園 9130001037895 製茶工程標準化と生産性向上による製造コスト削減、新製品の開発 株式会社フラッグシップ経営

1756 R126100060 近畿 京都府 ハーテックデンタルラボラトリー ＣＡＤ導入による補綴物生産工程のデジタル化、及び取扱素材の多様化 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1757 R126100061 近畿 京都府 株式会社発酵食堂カモシカ 2130001044048
発酵食品の製造における手作業の一部機械化による生産性の向上と販売
促進

1758 R126100063 近畿 京都府 奥村歯科医院
歯科業界の最先端のデジタル技術を活用したマウスピース矯正サービスの
提供及び技術承継環境の構築

1759 R126100064 近畿 京都府 有限会社岡島三協製作所 1130002033637 高剛性・高精度立形ＭＣ導入による医療・半導体関連分野への挑戦 川島　康史

1760 R126100065 近畿 京都府 藤原製本株式会社 9130001008632 京都オリジナルグッズのオンデマンド＆極小在庫「ＤＸ」供給の確立 株式会社ＧＩＭＳ

1761 R126100066 近畿 京都府 株式会社新井製作所 2130001064871 三次元測定機を導入して生産効率を向上し受注量を拡大する 京都府商工会連合会

1762 R126100067 近畿 京都府 有限会社永田茶園 3130002030789 有機大麦若葉の異物検査体制強化と生産性向上にむけての取り組み 京都府商工会連合会

1763 R126100070 近畿 京都府 株式会社Ｔ．Ｎ．Ｃ 6130001070841
小ロット多品種・短納期対応の強みを活かした半導体製造装置の大型部品
への進出

アドバンスト・エム株式会社

1764 R126100071 近畿 京都府 株式会社やすかわ動物クリニック 5130001065421 皮膚科認定医という強みをさらに強化し、地域獣医療の発展に貢献する取組

1765 R126100072 近畿 京都府 山下登記測量事務所
レーザー測量による生産性向上及び京都の歴史を守る革新的な景観保存事
業の新構築

1766 R126100074 近畿 京都府 株式会社加地織物 1130001047761 西陣織のインテリアをＡＩ搭載ＶＲショールームで国内外へ発信 NIO税理士法人

1767 R126100076 近畿 京都府 酒井登記測量事務所 労働集約産業からの脱却！デジタル技術を活用した革新的な測量の実現 吉元秀樹

1768 R126100077 近畿 京都府 ミヤコテック株式会社 2130001011799 熱硬化性樹脂成形、金型等関連技術の高度化による事業拡大

1769 R126100080 近畿 京都府 有限会社丸常蒲鉾店 9130002017459 長期保存を可能にする練り物製造環境の構築とネット販売の展開

1770 R126100082 近畿 京都府 株式会社末広 9130001031808 ミシュラン星獲得店による祇園地域における新規商品価値の開拓事業 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

1771 R126100083 近畿 京都府 栄進堂印刷株式会社 7130001010078 工程管理ソフト導入によりデータの一元管理による製造の効率化 中川　正茂

1772 R126100085 近畿 京都府 株式会社エージェンシーアシスト 1130001013945 図面登録・検索のＡＩ化と受発注システム連携による競争力の強化 服部　真和

1773 R126100087 近畿 京都府 株式会社成和 7130001032741
防音ルーバー量産体制の構築と、ニーズに応える「しずかルーバーｍｉｎｉ」の
試作

1774 R126100090 近畿 京都府 佐々木酒造株式会社 9130001003014 自動醪搾機の導入による清酒製造コストの削減と労働環境の改善

1775 R126100091 近畿 京都府 株式会社いづつ屋 5130001034979 丹波牛ローストビーフの生産性と保存技術の向上に挑戦 株式会社わかば経営会計

1776 R127100003 近畿 大阪府 有限会社ユウア工業 5120002024410 自動車部品（スタビライザー）の量産加工に向けての取り組み。 株式会社京都銀行

1777 R127100005 近畿 大阪府 株式会社サンエイプラテック 1120101049733 ハンドルの植物由来・生分解性プラスチック化の技術確立

1778 R127100008 近畿 大阪府 サン塗装株式会社 8122001015412 革新的塗装前処理設備導入による生産性向上と新規事業分野進出

1779 R127100009 近畿 大阪府 西河スプリング株式会社 8120101037302
線路に使用されるボルト落下防止保護ばねの技術を活用し、インフラ向け長
寿命品の製造を目指す。

立野　靖人

1780 R127100010 近畿 大阪府 すみっぐす
地鶏料理の鮮度保持を実現するガスバリア性包装材等の開発で新たな販路
開拓を目指す

1781 R127100011 近畿 大阪府 村上合成株式会社 6122001007527 高精度射出成形機の導入によるデンタルケア分野への進出

1782 R127100012 近畿 大阪府 有限会社進功ブラスト工業所 3122002009962 表面処理の洗浄工程の自動化による不良率の低減と生産性向上計画 株式会社京都銀行

1783 R127100016 近畿 大阪府 株式会社コカドエムテック 8120101024713
旋盤加工の高精度化によるソケットレンチ等の製造リードタイム短縮及び生
産力向上計画

シェアビジョン株式会社

1784 R127100017 近畿 大阪府 株式会社曽我製作所 2120001157651 当社独自仕様の製品の生産能力を増強させる事業 松下　隆信

1785 R127100021 近畿 大阪府 株式会社西出鐵工所 9120101037318 製鋼機械用部品製造の対応幅拡大と生産性向上による受注拡大計画 シェアビジョン株式会社

1786 R127100022 近畿 大阪府 株式会社メディアフュージョン 3120001103191 ＤＸ技術による開発会社の社内業務高度化とＤＸ技術のビジネス化

1787 R127100023 近畿 大阪府 松本ナース産業株式会社 5120001147212 病院介護着・特殊医療着へのネーム付けでクラスターを防止する。 宇地原　彩子

1788 R127100026 近畿 大阪府 ナカイ製菓株式会社 4120101044715 少量多品種生産対応で「縁の下の力」の強化 貴多野秀史

1789 R127100027 近畿 大阪府 株式会社アイベックス 1122001017547 日本に広げる安心雇用、健常者と障害者との共存製造現場を目指す。 大阪シティ信用金庫

1790 R127100028 近畿 大阪府 株式会社プロスデンタルラボラトリー 5120901008208 歯科用スキャナ導入による歯科技工の生産性向上計画

1791 R127100029 近畿 大阪府 株式会社ノルム 2120001134824 ＤＸ化による日本初のＳＰエージェンシーの総合商社機能の創造
税理士法人トップ財務プロジェク
ト

1792 R127100030 近畿 大阪府 株式会社シグマシステム 5120901013356 電子基板コーティング用自動塗布機の導入による生産性向上計画

1793 R127100031 近畿 大阪府 株式会社ディーオ 1120901029034 スマートフォンアプリで一括管理可能な「集塵機」の開発

1794 R127100032 近畿 大阪府 協立工業株式会社 7122001001842 塗装の高精度化と短納期化を実現する縦型バッチ炉工程の新たな構築 大阪シティ信用金庫

1795 R127100035 近畿 大阪府 サイン平和堂株式会社 7120901043269
視認性が高い高付加価値の先進的な看板製作および短納期生産体制の構
築

大阪シティ信用金庫

1796 R127100036 近畿 大阪府 松下歯科医院
最先端歯科用ＣＴ導入による、ガイデッドサージェリーでのインプラント治療の
改革

株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1797 R127100037 近畿 大阪府 株式会社慶 4120101035499 独自重機と特許技術の活用による高効率な階上解体体制構築計画 株式会社南都銀行

1798 R127100038 近畿 大阪府 ＩＫＫＯＨエンジニアリング株式会社 9120901031206 大型部品への精密加工と競争力強化を実現する新たな生産プロセスの確立 山本　高久
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1799 R127100039 近畿 大阪府 泉都興業株式会社 7120101003775
国土強靭化に資する老朽化上下水道管更生工事の効率的な一貫施工体制
の確立

株式会社エフアンドエム

1800 R127100040 近畿 大阪府 株式会社ゆうせい薬局 2120001050807 医薬品の自動入庫払出装置の導入による業務効率化・服薬指導の拡充

1801 R127100042 近畿 大阪府 株式会社テクノ新光 7120101022577
高機能繊維機械部品等の精密加工技術向上による高精度化・短納期化計
画

大阪シティ信用金庫

1802 R127100043 近畿 大阪府 箕西歯科医院 新型歯科ユニットと３Ｄスキャナー導入による歯科治療の革新
株式会社ヒューマンネット・コンサ
ルティング

1803 R127100044 近畿 大阪府 松浦歯科クリニック 歯科へのＤＸ導入で「１００歳まで自歯を目指す治療」を実現
一般社団法人城西コンサルタント
グループ

1804 R127100045 近畿 大阪府 株式会社難波重量 9140001080382 電動ローリフト導入による機械据付工事の効率化と工事体制の構築

1805 R127100046 近畿 大阪府 株式会社チョイスル 6120001242524 官公庁と民間人材を繋ぐ新たなプラットフォーム事業の構築 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

1806 R127100050 近畿 大阪府 西鉄工所 ＮＣ旋盤機の新規導入による生産性向上と受注拡大 ひまわり経営サポート株式会社

1807 R127100052 近畿 大阪府 株式会社サンライズ機工 2120001184753 繊維機械部品の量産加工依頼に答える為の大幅な加工工程の改善計画 株式会社関西みらい銀行

1808 R127100053 近畿 大阪府 モノプラス株式会社 4120001134566 精密３Ｄプリンタの導入による新生産方式の導入と生産性向上 松原商工会議所

1809 R127100054 近畿 大阪府 あらき歯科医院 歯科治療の高精度化、効率化、顧客満足度向上による生産性向上

1810 R127100055 近畿 大阪府 大谷テント
浸水防止対策装置向けバルーン製作の高品質化と工数短縮による売上拡
大計画

1811 R127100056 近畿 大阪府 株式会社三協電材製作所 4120901009438
半導体製造装置関連部品の超高精度加工に対応した効率的な生産体制の
構築

株式会社エフアンドエム

1812 R127100057 近畿 大阪府 辰巳油化株式会社 2120901009654 当社オリジナル特殊油剤の品質・生産性向上による新規開発体制強化計画 尼崎信用金庫

1813 R127100058 近畿 大阪府 堺製畳株式会社 9120101002552 裁断、縫い付け工程の刷新による高精度へりなし薄畳の生産実現 株式会社フラッグシップ経営

1814 R127100059 近畿 大阪府 株式会社東製作所 2120101043702 ロボティクス活用による自転車用部品自動生産システムの導入

1815 R127100060 近畿 大阪府 株式会社關特殊機刄 6120101026595 半導体部品加工用刃物の製作事業

1816 R127100064 近畿 大阪府 此花精機 最新のＣＮＣ旋盤を導入し、加工精度と生産性を向上する事業計画

1817 R127100065 近畿 大阪府 金井軽合金株式会社 7120001132740 溶解保持炉と切断機の導入による鋳造製品の高品質化と短納期化 アドバンスト・エム株式会社

1818 R127100066 近畿 大阪府 株式会社芝翫香 5120001080941 アフターフォローを強化したオンライン会員システム構築
Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式
会社

1819 R127100067 近畿 大阪府 川上製作所 単品・小ロットでの精密歯車部品の生産プロセス革新と生産性向上 株式会社フラッグシップ経営

1820 R127100068 近畿 大阪府 八代製薬株式会社 7122001007757 医薬品原料の「製造」から「試験、保管業務」への新規展開 税理士法人陽光

1821 R127100069 近畿 大阪府 山本精工株式会社 1120001019159 大型・高精度な３次元形状部品への加工効率化による競争力強化計画

1822 R127100070 近畿 大阪府 株式会社アスターテック 6130001064380
自動車用ナット部品の内製化により生産リードタイムの短縮および試作品も
含めた安定的な生産体制の構築

株式会社京都銀行

1823 R127100071 近畿 大阪府 株式会社河内金属製作所 6120001152095 船舶用レーダーのスリーブ部品の高精度、高品質の生産体制の構築 アドバンスト・エム株式会社

1824 R127100072 近畿 大阪府 株式会社アルファーテクノロジー 9122001029626 ロボドリル導入によるドリル穴あけ機用部品の量産体制の確立

1825 R127100074 近畿 大阪府 株式会社ワコー 5120101034632 最新殺菌器の導入による高品質クラフトボトルコーヒーの増産体制構築計画 株式会社池田泉州銀行

1826 R127100078 近畿 大阪府 株式会社斉藤テント 7120101036701 高機能化するシート製作の工程改善によるテント倉庫の工期短縮事業

1827 R127100079 近畿 大阪府 グローフーズ株式会社 3120101047586 おせち料理の製造時に発生した端材を有効利用した惣菜の開発

1828 R127100080 近畿 大阪府 株式会社岡本スチール 4120101026498
アフターコロナ後の建設需要に対応する建設用鋼材プレート製品等の孔開け
加工体制強化計画

株式会社池田泉州銀行

1829 R127100081 近畿 大阪府 株式会社ＢＭトラダ・ジャパン 3120001135037 小規模事業者のＨＡＣＣＰ導入を支援するシステム開発事業

1830 R127100082 近畿 大阪府 株式会社キタイ製作所 6120001001698 金型製造の生産性向上による環境配慮型商品のスピード開発の実現 株式会社ゼロプラス

1831 R127100083 近畿 大阪府 大西測量事務所 あらゆるものを効率的に３Ｄモデル化！革新的な測量技術の導入 吉元秀樹

1832 R127100084 近畿 大阪府 有限会社村中紙工 6120002042072 紙器用自動平盤打抜機導入により生産性向上／精密加工性・品質向上

1833 R127100086 近畿 大阪府 辻井米穀店 光選別機およびエア搬送装置導入による高精度な異物除去の実現

1834 R127100088 近畿 大阪府 株式会社シープロン化成 3120001115402 大型液晶パネル製造に必要な長尺細径ローラーの自社一貫生産体制確立

1835 R127100091 近畿 大阪府 株式会社Ｊｏｈｎｎｙ’ｓ　Ｆａｃｔｏｒｙ 2120001188119 インプラント治療を完全ＤＸ化するデジタル技工物製作ラインの完成
有限会社サステイナブル・デザイ
ン

1836 R127100092 近畿 大阪府 境タタミ店 高速自動制御両用機導入による薄畳の製造体制刷新・生産性向上 株式会社フラッグシップ経営

1837 R127100093 近畿 大阪府 株式会社ツクモア 2120001230490
建設機械向けカメラ製造用の金型導入によるコスト低減と重機作業の安全性
向上計画

1838 R127100094 近畿 大阪府 株式会社マルベニ 8120001115414 深絞り包装の装置導入による生産性向上とフードロス等削減の実現 大阪信用金庫

1839 R127100095 近畿 大阪府 株式会社日本生菌研究所 8120901028302 手作業で行っていた製造工程を機械化し生産性の向上を図る。 北おおさか信用金庫

1840 R127100096 近畿 大阪府 大貴工業株式会社 2120101027291 成形工程の高精度化と生産力の拡大によるハイブリッドカー需要への対応 株式会社ゼロプラス

1841 R127100100 近畿 大阪府 株式会社向山商店 1120101032540 米の光選別機導入により、生産効率を向上し収益増加を図る計画

1842 R127100101 近畿 大阪府 周防工業株式会社 6122001003724
業界初となる環境負荷低減型の厚肉ＰＥＴ樹脂を用いた発泡成形化粧品容
器等の生産体制の構築

株式会社名古屋銀行

1843 R127100103 近畿 大阪府 協和ツール工業株式会社 4122001001845 ＣＮＣ旋盤の導入による高精度化及び生産性の向上計画 アドバンスト・エム株式会社

1844 R127100105 近畿 大阪府 そのき歯科クリニック 成人の歯科治療技術を応用した小児歯科の究極の予防歯科サービス アイアンドアイ株式会社

1845 R127100106 近畿 大阪府 エフエーエイチ株式会社 4120901039690 近隣他院の患者も受け入れる、地域の画像診断センターの実現

1846 R127100108 近畿 大阪府 株式会社ＪＣＧマネージメント 8120001232928 日本初！中層ゴルファーを育てるツアー運営システムの開発事業

1847 R127100110 近畿 大阪府 株式会社ニチメン化成 9122001030889 高付加価値成形品の量産体制構築による新分野への進出

1848 R127100113 近畿 大阪府 有限会社早野日栄堂 8120002003576 製版機導入による製造工程の構築とＵＶプリンター導入による新事業
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1849 R127100115 近畿 大阪府 佐々木工業株式会社 6120901023899
燃料電池・蓄電池用高精度プレス成形品の高効率大量生産に資するメカプ
レス機のサーボプレス化

株式会社りそな銀行

1850 R127100116 近畿 大阪府 積翠金属工業株式会社 5120001029179
ＮＣ旋盤とＩＯＴ技術の連携により生産性向上を通じた「木質バイオマス発電
事業」への参入計画

小笹愛斗

1851 R127100117 近畿 大阪府 アルスコーポレーション株式会社 5120101000493 内製の製造力強化で、新商品のリードタイム短縮 ひまわり経営サポート株式会社

1852 R127100118 近畿 大阪府 株式会社日清精工 4122001009533 ＣＮＣ旋盤導入による新分野金型の展開と生産性向上 ソアネクスト合同会社

1853 R127100121 近畿 大阪府 株式会社三昌化工 1120901023912
新開発のダイヤロール研磨機導入によるウェハー製造用敷板の量産体制構
築

1854 R127100122 近畿 大阪府 株式会社ナガミネ 5122001015679 難度の高い曲げ加工の生産性を向上させる事業 松下　隆信

1855 R127100124 近畿 大阪府 有限会社新生スチール 8122002012697 けがき・印字工程の自動化によるシステム建築用部材の生産性向上 株式会社ゼロプラス

1856 R127100125 近畿 大阪府 株式会社典沃 1120001033201 特殊立体印刷の製品化と新需要創出

1857 R127100127 近畿 大阪府 株式会社武内製作所 1120001056747 水素燃料電池向け試作部品の供給体制の確立

1858 R127100129 近畿 大阪府 ダイネツ商事株式会社 7120101004674 物流施設等へのジョイント部品の高精度、短納期の生産体制の構築 アドバンスト・エム株式会社

1859 R127100132 近畿 大阪府 株式会社エムケイアドバンス 9120102007088 最新鋭生産ラインの導入によるリードタイム短縮と品質向上への取組み

1860 R127100133 近畿 大阪府 三宝紙器株式会社 2120901020529 段ボール加工工程短縮とセッティングの自動化による生産性向上計画 株式会社京都銀行

1861 R127100134 近畿 大阪府 株式会社ノベルティ 2150001008546 オリジナルプリント商品のＷＥＢ受注システム開発及び事業ＤＸ化 猪口　建太朗

1862 R127100135 近畿 大阪府 株式会社タナテック 4122002015885 制震構造を備えたガラス製防煙垂壁の製造・販売に関する取り組み 岩﨑　良子

1863 R127100136 近畿 大阪府 サンユレック株式会社 2120901011040 パワーデバイス向けセラミック基板の樹脂硬化時の収縮応力最適化

1864 R127100137 近畿 大阪府 太喜精工株式会社 3120001157774 検査精度向上と工程見直しによる半導体製造装置部品市場への進出 株式会社フラッグシップ経営

1865 R127100138 近畿 大阪府 藤辰鉄工株式会社 2120101048494 金型部品加工において新たな業界に事業を拡大する生産性向上計画 株式会社共立コンサルタント

1866 R127100139 近畿 大阪府 株式会社ディーエル・ワールド堺 9120101029793 口腔内装置の需要拡大に向けたデジタル化による技工作業の改善

1867 R127100141 近畿 大阪府 株式会社ＭＵＧＥＮモールド製作所 6122001033317 ダイカスト鋳造品の高付加価値化を可能とする高精度なモールドベース製造 立野　靖人

1868 R127100142 近畿 大阪府 足立硝子株式会社 7120001037139
複合加工機と熟練工技術力の融合による『ガラス製ドア』生産プロセスの革
新

税理士法人SBCパートナーズ

1869 R127100144 近畿 大阪府 株式会社浅江錻力店 3120101054005 動力折り曲げ機、動力切断機を導入し生産性と品質を向上する計画

1870 R127100146 近畿 大阪府 株式会社藤乃 3120001170554 特殊冷凍技術で河内鴨肉の販路拡大に取組、収益向上を図る 荒巻税理士法人

1871 R127100149 近畿 大阪府 株式会社セイコースチール 9122001013555 小径鋼材の高精度切断体制構築による新需要対応と事業拡大

1872 R127100151 近畿 大阪府 東洋シール株式会社 5120001013100
観戦しても感染しない！ウィズコロナでスポーツ観戦を楽しむための感染対
策商品の開発

1873 R127100152 近畿 大阪府 株式会社ミヤチ 1120001152190 軒先テントの工期短縮と高品質化による差別化・シェア拡大の実現

1874 R127100154 近畿 大阪府 株式会社藤原工作所 6120901027628 ＮＣ旋盤導入による生産性向上と内製化の促進

1875 R127100155 近畿 大阪府 株式会社シャリオ 5120001217444 コンビニ型の金属修理サービス事業創出による売上拡大計画 ひまわり経営サポート株式会社

1876 R127100156 近畿 大阪府 ＰａｙｌｅｓｓＧａｔｅ株式会社 8120001214100 ハンズフリー認証の説明サイト自動生成によるユーザビリティ向上

1877 R127100158 近畿 大阪府 日高アクリル工芸株式会社 7120101035182 フルカラー印刷機と自動切断機導入による新製品開発と生産性向上

1878 R127100159 近畿 大阪府 株式会社テクノ・スギモト 1122001026952 スクリュー・バレルの精緻化により高性能なリビルド押出機の製造を目指す 立野　靖人

1879 R127100160 近畿 大阪府 関西特殊光学株式会社 9120001017188 ガラス非球面レンズの高精度化並びに不良率低減による生産能力拡大計画 株式会社阿波銀行

1880 R127100161 近畿 大阪府 ＤＲＣ株式会社 5120001130143 評価試験案件の受注から請求までの業務効率化を実現するシステムの開発

1881 R127100162 近畿 大阪府 株式会社リンクコーポレーション 9130001056516
自動車買取販売の実績及び高級輸入車の取扱いを強みとした自動車整備
業進出計画

京都中央信用金庫

1882 R127100163 近畿 大阪府 株式会社キットウェル 4120001220036 パラメトリックデザインによる光煌めく知育玩具用の高品質金型の開発 株式会社ビジネスリノベーション

1883 R127100165 近畿 大阪府 株式会社岡本技研 3120101001114 ＣＮＣ複合加工機導入による、加工精度及び生産性向上計画

1884 R127100172 近畿 大阪府 株式会社プロアート 7130001042542 最先端設備を導入した顧客満足度向上と歯科技工所の価値向上へ 角谷　雅子

1885 R127100174 近畿 大阪府 ｍｅｄｉｄａｓ株式会社 9120001218629 ＢｔｏＢのＥＣサイトと受発注システム構築を提供するＤＸ事業 髙谷　浩忠

1886 R127100175 近畿 大阪府 株式会社福富士 1120001018631 作業員の熟練度に依存しない品質安定、自動化による溶接の高度化 大阪シティ信用金庫

1887 R127100176 近畿 大阪府 朋友金属株式会社 6120101043525
グローバル展開する農機メーカーのニーズに的確に対応するための革新的
設備導入計画

1888 R127100177 近畿 大阪府 株式会社ティーティーコーポレーション 5120101004429 次世代自動車部品の生産における自社技術の融合及びロボット化

1889 R127100180 近畿 大阪府 因幡鍍金工業株式会社 6120001016845 環境にやさしい高品質めっきの生産体制の構築 アドバンスト・エム株式会社

1890 R127100181 近畿 大阪府 フジ工業株式会社 3120001139145 外注部品を内製化しコロナリスクの回避を図る。 大元　相

1891 R127100184 近畿 大阪府 有限会社東田獣医科 2120902011080 エコー検査の機会損失の撲滅と新規患者獲得による収益の向上 税理士法人FIA

1892 R127100185 近畿 大阪府 麺屋あわざ 創作餃子製造工程の自動化技術確立による生産プロセスの革新

1893 R127100186 近畿 大阪府 株式会社創伸社 8120101038622 輸出梱包用強化段ボール箱に対応した紙製品湾曲加工技術の構築

1894 R127100187 近畿 大阪府 株式会社ウイング 2120101009587
工場拡張に伴う空調配管設備等の配管加工の効率化及び作業平準化によ
る生産性向上計画

大阪シティ信用金庫

1895 R127100188 近畿 大阪府 株式会社基礎化粧品研究所 1120001196535 高速自動充填包装機導入による美容フェイスマスクの増産計画

1896 R127100191 近畿 大阪府 株式会社メイプルプランニング 4140002064876 オーダーメイド家具製造の生産性向上と多能工化の推進 株式会社フラッグシップ経営

1897 R127100196 近畿 大阪府 植田油脂株式会社 5122001015084 万能知能ロボットアーム導入による油脂リサイクル工程の革新 小林　洋之

1898 R127100198 近畿 大阪府 株式会社松本鉄工 3120101061265
ＮＣフライス盤の新規導入を通じた工程集約による医療機器部品製作の生産
性向上計画
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1899 R127100202 近畿 大阪府 株式会社イオンテクノセンター 8120001153298 ＡＩによる結晶構造対応シミュレーションインターフェイス構築 株式会社京都銀行

1900 R127100204 近畿 大阪府 株式会社ｕｍ 4120001242955
高級レストランのクオリティを自宅で体験できる本格的な宅飲みコースセット
のオンライン販売事業「ｕｍ　オンライン」

木村　兼作

1901 R127100206 近畿 大阪府 多喜精工 建機機械向け超精密油圧機構部品の生産性向上事業

1902 R127100207 近畿 大阪府 株式会社坂上鉄工所 5120101040779 新規設備導入による高精度複雑形状部品の生産ライン構築計画

1903 R127100208 近畿 大阪府 株式会社バニシングブラザー 1122001006228 検査体制の強化による品質安定化及び商品提供プロセスの改善 税理士法人土肥会計事務所

1904 R127100211 近畿 大阪府 夢一喜フーズ株式会社 3120101045581 ハンバーグ需要増加に対応する製造半自動化による生産性向上計画

1905 R127100212 近畿 大阪府 久代鋼業株式会社 6120001054936 デジタル化技術で、鋼材の曲げ加工工程の生産性を高める計画。

1906 R127100213 近畿 大阪府 有限会社野村製作所 2120102011039 生産性向上を図り、大ロット案件への対応力強化を実現する設備導入事業 株式会社共立コンサルタント

1907 R127100214 近畿 大阪府 シャープ化学工業株式会社 2120101003334 特許パウチ袋へのスパウト貼付け工程超高速化による生産性向上

1908 R127100215 近畿 大阪府 宇仁繊維株式会社 1120001075193 ＥＣサイトと顧客管理システム導入による新規顧客獲得及び業務効率化計画

1909 R127100218 近畿 大阪府 株式会社牛田電装 4122001017800 オールＬＰＧ化によるＣＯ２削減及び作業効率改善 大阪シティ信用金庫

1910 R127100219 近畿 大阪府 玉利歯科医院 立体Ｘ線ＣＴ診断装置導入による診察日数短縮と治療効率向上計画

1911 R127100222 近畿 大阪府 株式会社関西ステンレスセンター 8120101036460 ステンレス製フランジの多品種小ロット短納期加工体制の構築 株式会社リブウェル

1912 R127100223 近畿 大阪府 林デンタルクリニック デジタル技術による顧客満足度の向上と自費診療比率の向上 税理士法人FIA

1913 R127100225 近畿 大阪府 株式会社ディーワン 5120001094181 最新型ワイドベルトサンダーの活用による革新的内装材の拡販計画

1914 R127100226 近畿 大阪府 友栄自動車株式会社 2120001148824 地域環境・労働環境に配慮した生産性の高い水性塗装の実施。

1915 R127100227 近畿 大阪府 ミザック株式会社 1120001016214 最新ＴＶカメラシステム導入による下水道管路調査体制の刷新計画 株式会社エフアンドエム

1916 R127100228 近畿 大阪府 有限会社大東モールド工業 7122002011493 ＣＮＣ旋盤と多軸ロボットの導入による減速機部品の量産体制の構築

1917 R127100229 近畿 大阪府 株式会社エムアンドエムフーズ 8120002069808 新設セントラルキッチンでの製麵製造能力向上に資する取組 森藤　啓治郎

1918 R127100230 近畿 大阪府 ＧＯＴＯ土地家屋調査士法人 5120905006166 ３Ｄレーザースキャナー等の導入による革新的な測量プロセス改革 吉元秀樹

1919 R127100231 近畿 大阪府 株式会社ＴＰＣ 8120101027518 革新的な食肉加工機器の導入による機械化で新規販路の拡大事業

1920 R127100232 近畿 大阪府 株式会社ＴＯＡＩ 5130001021770 新しい生活様式に適合する完全非接触カラオケの実現

1921 R127100233 近畿 大阪府 有限会社オオムラ 2120002059921
金属の高級感を樹脂で実現！車両軽量化を担う超軽量ワッペンプレート開
発

水上　和之

1922 R127100238 近畿 大阪府 有限会社Ｃｏｍｅ　ｏｎ　ＵＰ 9012402022298
コミュニティ・マネージャー制度導入のシェアハウス事業によるサードプレイス
需要の取り込み

株式会社アカウティングプロ

1923 R127100239 近畿 大阪府 網走委員会 個人投資家向けＩＰＯ申し込み自動ツールの提供

1924 R127100240 近畿 大阪府 有限会社小野製作所 9122002000924 マシニングセンタ活用による工程改善で売上拡大と材料価格高騰克服 株式会社紀陽銀行

1925 R127100241 近畿 大阪府 三島金型株式会社 9120901010110 精密部品の検査・計量装置導入による精度・生産性の向上計画

1926 R127100242 近畿 大阪府 株式会社ｔａｍｕｒａ 7122001033729 新素材の吹付機を導入し革新的な屋根防水工法による納期短縮計画 株式会社ティグレ

1927 R127100248 近畿 大阪府 昭和塗装工業株式会社 1120001020546 アートデザイン塗装計画
関西経営コンサルタント事業協同
組合

1928 R127100250 近畿 大阪府 株式会社伊藤ステンレス 6120001027132 半導体業界向けの丸棒専用ライン構築で材料供給網断絶リスク撲滅 株式会社中央ビジネスグループ

1929 R127100251 近畿 大阪府 曙工芸株式会社 1120101030676
最新式　ＰＴＰボーリングマシンの導入による生産性向上と新規事業分野へ
の進出計画

1930 R127100253 近畿 大阪府 丸廣紙業株式会社 1122001020170 唯一無二の【線香紙管自動ラベラー機】製作による生産性向上計画 税理士法人松岡会計事務所

1931 R127100255 近畿 大阪府 有限会社プラグレス 9120002064502 ＥＶ車向け小型複雑部品の薄肉・超高精度を目指したダイカスト技術の確立 株式会社ダイワマネジメント

1932 R127100257 近畿 大阪府 株式会社そばに 7130002014053 Ｓｏｂａｎｉ　ＢＡＳＥを開発し、当社＆クライアントの生産性の向上へ

1933 R127100260 近畿 大阪府 株式会社シミズインダストリー 6120001049738 船舶等用高付加価値ディーゼルエンジン部品の高度加工技術習得

1934 R127100262 近畿 大阪府 高洋産業株式会社 6120101044102 最新型ランニングソーの導入による合板製品の生産改革計画

1935 R127100263 近畿 大阪府 ミナミベック株式会社 9120101038472 当社を取り巻くサプライチェーンの変化に対応した自社生産能力向上事業 株式会社共立コンサルタント

1936 R127100264 近畿 大阪府 株式会社スリーエムメガネ本舗 2120001103845 ＷＥＢでオリジナルメガネをデザイン！メガネ専門ＥＣサイトの開発事業

1937 R127100266 近畿 大阪府 株式会社サブスクマーケット 5120001202636
サブスクリプション型事業モデルの基幹システムを構築し、サブスク支援事業
を展開

大阪信用金庫

1938 R127100267 近畿 大阪府 株式会社グッドライフ 3120101056348 業務を大幅に効率化するＤＸを導入し生産性と事業の拡大を図る

1939 R127100268 近畿 大阪府 大路建設株式会社 6120901023098 狭い路地に適した建機の導入による緊急対応力強化事業計画 北おおさか信用金庫

1940 R127100269 近畿 大阪府 マコト化成株式会社 2122002010021
ＣＯ２削減効果を持つグリーンナノ技術を導入するための原料混合工程の自
動化

1941 R127100270 近畿 大阪府 丸菱スプリング工業株式会社 3120001002591
スマートファクトリーを実現する故障未然防止センサー部品の生産性向上事
業

1942 R127100271 近畿 大阪府 小野工業株式会社 7120901000385 新設備導入・業務のＤＸ化により、短納期の実現とサービスの革新を図る
株式会社Ｎ総合会計コンサルティ
ング

1943 R127100273 近畿 大阪府 ＧＦ株式会社 1120001115081 規格外野菜を活用した野菜ペースト増産でＣＯ２と食品ロス削減
株式会社ジャストコンサルティン
グ

1944 R127100274 近畿 大阪府 有限会社石切精密 7122002000488 大型産業機械の電動化を支える減速機ピンの生産性向上 一般財団法人 南都経済研究所

1945 R127100278 近畿 大阪府 株式会社大本商店 1120001022848
縁無し畳製造にかかる自動機械導入による内製化促進および生産性向上事
業

大阪商工会議所

1946 R127100280 近畿 大阪府 株式会社松岡製菓 4120001031672 低ＧＩ食品・機能性表示食品の開発及び製造で新規市場へチャレンジ！ 美藤　直人

1947 R127100281 近畿 大阪府 錦城護謨株式会社 4122001018311 車載用部品「保持ゴム」業界初の革新成形開発及び省資源化

1948 R127100285 近畿 大阪府 美秀印刷株式会社 5120001057898 ＩＣタグシール・アプリ及び環境対応用紙商材での付加価値創出
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1949 R127100286 近畿 大阪府 株式会社新空港サービスエージェンシー 8120101038176 地域密着型ふるさと納税ＯＴＡ専用サイトの開発とサービス開始

1950 R127100290 近畿 大阪府 日本ドライスライド株式会社 5120101005666 最新型ＮＣ旋盤の導入による生産性向上と内製化の推進 株式会社日本修身経営

1951 R127100291 近畿 大阪府 ＯＸＹ株式会社 7120001183610 美容室のデジタルサイネージによる広告収入事業を新たに開始

1952 R127100292 近畿 大阪府 株式会社采和精工 1122001029740 先端産業向け精密樹脂部品成形用モールドベースの生産性向上

1953 R127100293 近畿 大阪府 三ツ輪 断裁工程の内製化で仕入先が得意先になる生産性向上計画

1954 R127100294 近畿 大阪府 有限会社上陽精機 5120002079818 半導体製造装置向け高精密部品の高効率生産体制の確立

1955 R127100296 近畿 大阪府 鈴木美術印刷株式会社 2120001038620 ＤＸを活用した生産工程革新による極小ロット・ＪＩＴ生産の実現 株式会社ＧＩＭＳ

1956 R127100297 近畿 大阪府 Ｄｅａｔｓフード株式会社 7120101064339 焼売受託製造の生産性向上と冷凍自販機導入で消費者へ直販の確立

1957 R127100298 近畿 大阪府 株式会社ワークアカデミー 9120001072308 生産性向上と新複合サービス提供を実現するプラットフォーム構築 アクツナカノ税理士法人

1958 R127100299 近畿 大阪府 株式会社クラセツ工業 7120001159759 新型ファイバーレーザー溶接機の導入による競争優位の強化と販路拡大

1959 R127100301 近畿 大阪府 株式会社キャリアアシストシステムズ 9120001193442 ＡＩを活用した人材紹介業の情報共有プラットフォームの再構築

1960 R127100302 近畿 大阪府 株式会社エヌ・トライブ 8120001188889 差別化を図るメニュー（オフィスワーカー向けアイケアなど）の開発事業 柴田将芳

1961 R127100303 近畿 大阪府 三木眼科クリニック 高品質眼科医療の提供と高効率化を共存させた診療スタイルの確立

1962 R127100304 近畿 大阪府 有限会社北新工業 2120102013646 プレス技術の高度化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

1963 R127100305 近畿 大阪府 株式会社マルユウ食品 8120101040867 真空冷却機の導入による食肉を用いた加熱加工食品の量産計画

1964 R127100307 近畿 大阪府 坂本精工株式会社 2122001018560 ＥＶ、産業用ロボット市場に貢献する新規切削工具開発の合理化

1965 R127100308 近畿 大阪府 中津まさデンタルクリニック
院内のデジタル化によるワンストップかつ高精度治療の実現と治療価値の見
える化

岩﨑　良子

1966 R127100309 近畿 大阪府 畑ダイカスト工業株式会社 9122001006195
超小物精密ダイカストマシンの導入で精密モデルカーの生産を国内回帰する
計画

1967 R127100312 近畿 大阪府 株式会社エスエスコート 3122001008825 革新的ステンレス表面処理技術の事業化計画

1968 R127100314 近畿 大阪府 株式会社ｉｃｏｉ 8120101029670 最新式ＮＣルータの活用による別注家具のデザイン提案力強化計画

1969 R127100316 近畿 大阪府 株式会社３Ｓ研究所 2140001125664 環状Ｃ１２～Ｃ６０会合炭素の電極膜生産プロセスの構築

1970 R127100317 近畿 大阪府 フジ精密株式会社 4200001014636 画像検査機の導入による生産工程及び外注コストの合理化
公益財団法人岐阜県産業経済振
興センター

1971 R127100318 近畿 大阪府 株式会社ビーター 8120901044480 生産性・機能性（差別化）を重視した繊維製品の開発・製造事業 檀　成俊

1972 R127100319 近畿 大阪府 株式会社未来のコト 5122001031899 ＤＸ化により省エネ・温室効果ガス削減の見える化サービスを拡大 西谷　友香里

1973 R127100320 近畿 大阪府 株式会社伝統みらい 3130001059284
“あの亭主”のお点前が再現できる！お点前製造装置－抹茶アンバサダー
の開発－

株式会社uluコンサルタンツ

1974 R127100321 近畿 大阪府 ハナカンフーズ株式会社 1120001177881 コロナからの復興！食い倒れの街大阪から冷凍食品卸売業への転換

1975 R127100323 近畿 大阪府 植助染工株式会社 9120101040346 ＳＤＧｓ適応染色工場への生産効率と染色品質の革新的な改善計画

1976 R127100324 近畿 大阪府 有限会社まるい印刷 5120002018148
顧客要求が高まる事務用印刷市場に対して新生産方式導入による受注拡大
事業

1977 R127100325 近畿 大阪府 株式会社光 8210001015290 コーティング技術を活用した移動可能なパネル式融雪装置の開発 福井信用金庫

1978 R127100329 近畿 大阪府 株式会社Ｓｈｉｒｏｌｏｇｉ 7120001125728 検品梱包工程の自動化によるEC市場拡大に即した生産体制の構築 株式会社ゼロプラス

1979 R127100330 近畿 大阪府 株式会社小寺製作所 7120101030836 従来工法から加工設備の開発により半自働化された生産方式の導入

1980 R127100332 近畿 大阪府 万里春酒造株式会社 9120101031122 重伝建の酒蔵にて地産地消の農産物を活用したクラフトビール造り

1981 R127100335 近畿 大阪府 株式会社福島製作所 3120001142537 中赤外線熱源によるエアコン用冷媒配管ろう付け装置の新開発

1982 R127100337 近畿 大阪府 有限会社宮原製作所 7120902011381 縦方向研磨の自動化で機会損失を防ぐ生産リードタイム短縮事業 ＥＭＰ税理士法人

1983 R127100338 近畿 大阪府 株式会社谷金属製作所 9122001004595 高付加価値製品加工実現への複合加工機導入 のぞみ信用組合

1984 R127100344 近畿 大阪府 ＢＬＵＥ　Ｓｙｍｐｈｏｎｙ株式会社 9120001245631 ３ＤスキャンＮＦＴデータを自社開発マーケットプレイスで展開

1985 R127100346 近畿 大阪府 旭特殊工業株式会社 8120001016802 自社の強みを更に深化させ表面特殊加工業界シェア拡大への取組 渡邊　良享

1986 R127100347 近畿 大阪府 株式会社サキガケ機工 3120101036721
高齢化社会のバリアフリー需要に応える、オーダーメイド金属製手すりの加
工

株式会社ダイワマネジメント

1987 R127100350 近畿 大阪府 株式会社スタジオＳＯＲＴＥ 6120001127659 患者への負担を軽減する連結アバットメントと上部構造の開発 アイアンドアイ株式会社

1988 R127100351 近畿 大阪府 平和鋼材株式会社 5122001006505 薄物鋼板の高精度切断技術の獲得による生産性向上 株式会社ゼロプラス

1989 R127100352 近畿 大阪府 株式会社イデグチ創建 9122001000512
展示物の破損事故の軽減と労働者の安全性を確保するため、自動スライド
機能を施した壁面硝子自動スライド式展示ケースの開発

1990 R127100355 近畿 大阪府 国陽電興株式会社 2122001002639 高精度で操作性の良い安価な微動測定用振動計の開発および販売

1991 R127100358 近畿 大阪府 株式会社矢野材木店 1120101055871 造作加工における前後工程のボトルネック解消による生産性向上

1992 R127100360 近畿 大阪府 ｏｇｇｉ（オッジ） 手作り餃子の自販機導入で新規客訴求と既存店の来店を促進する事業 柴田将芳

1993 R127100363 近畿 大阪府 株式会社三嶋フーズ 9122001013613 高齢者の健康と楽しさに配慮した肉料理を開発し新規顧客層を獲得する

1994 R127100364 近畿 大阪府 やまぐち眼科 デジタル技術を活用した、緑内障の早期発見・治療を実現する事業 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1995 R127100366 近畿 大阪府 中海鋼業株式会社 6120001045976 ピーターマン設備の導入による製造工程の自動化

1996 R128100004 近畿 兵庫県 ＫＭＴＬエッジテック株式会社 5140001029037 鉱工業分野の技能試験サービス拡充に向けた生産基盤の構築

1997 R128100005 近畿 兵庫県 株式会社ＦＲＡＮ 7140001030884 ボトルネック工程の革新で、品質安定化や生産量増加など生産性向上 中村　清悟

1998 R128100006 近畿 兵庫県 株式会社オオツギマシナリー 4140001084966 ＣＮＣ精密旋盤の導入による新製品製造で収益の拡大を図る 株式会社ゼロプラス
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1999 R128100007 近畿 兵庫県 円城寺工業株式会社 5140001090666 最新ショットブラスト機の導入による二輪車部品の生産体制刷新計画 株式会社エフアンドエム

2000 R128100008 近畿 兵庫県 竜野ハウジング有限会社 1140002049533 最新かんな盤導入による国産材のデジタル４面加工体制構築計画 播州信用金庫

2001 R128100010 近畿 兵庫県 株式会社双英理研 1140001049518 半導体搬送装置向け高精度および超硬セラミック製品の新規開発 ひまわり経営サポート株式会社

2002 R128100011 近畿 兵庫県 株式会社繁也工業 7140001121857 リードタイム短縮、大型部品加工の体制確立から取引先の要望に応える。 但陽信用金庫

2003 R128100012 近畿 兵庫県 株式会社しそうの森の木 8140005007457 兵庫県産ＣＬＴ開発による、売上高及び地域産木材使用量増加計画

2004 R128100013 近畿 兵庫県 ミナトユタカ製本有限会社 1140002026078 シールの二次加工（スリット加工）の自動化による短納期納品の実現 Ｓ＆Ｐ税理士法人

2005 R128100014 近畿 兵庫県 大山株式会社 2140001044501 移動ラックシステム導入による物流時間の短縮化および不良率０％の実現 株式会社エフアンドエム

2006 R128100015 近畿 兵庫県 株式会社信栄製作所 9140001062661
集中豪雨による都市型水害増加、新たな生産工程による止水製品への取組
開始

播州信用金庫

2007 R128100016 近畿 兵庫県 有限会社文映堂 4140002043285 デジタル設備と既存設備の融合で新たな印刷工程を確立し収益向上を図る 荒巻税理士法人

2008 R128100017 近畿 兵庫県 株式会社治紀建設 3140002034772 舗装用建機の完全自動化ＩＣＴマシンコントロールシステムの導入 上田　誠

2009 R128100018 近畿 兵庫県 株式会社栄興 9140001076950 ロボット積載機導入による生産プロセスの改善と働き方改革の推進 小野商工会議所

2010 R128100020 近畿 兵庫県 市場工業株式会社 8140001076555 両頭フライス盤による建機向け油圧バルブの品質と生産性向上 株式会社みなと銀行

2011 R128100021 近畿 兵庫県 株式会社大田製作所 6140001036164 最新の精密平面研削盤導入による鋼製ヘラの新商品開発事業 株式会社みなと銀行

2012 R128100022 近畿 兵庫県 株式会社医科歯科技研 2140001026160 画期的独自製作法「つけ爪法」の応用で三方良しを実現する 大野　博明

2013 R128100024 近畿 兵庫県 株式会社ＧＨＳ 3290801001652 自動計量・充填・包装機導入による生産性向上 北九州商工会議所

2014 R128100025 近畿 兵庫県 株式会社五洋産業 1140001074953 精密部品製造によるフィッシングフックの量産体制の構築 日新信用金庫

2015 R128100026 近畿 兵庫県 株式会社ライフワン 4012401019151 店舗開業者支援用デジタルマッチングサービスの提供 兵庫太和税理士法人

2016 R128100027 近畿 兵庫県 Ｍ－ＴＥＣ株式会社 1140001046845 プラスチック射出成形工程のデジタル化による生産性・品質向上

2017 R128100028 近畿 兵庫県 ＦＮＳ株式会社 8140001012618 遊星歯車の高効率ホーニング加工機の開発

2018 R128100029 近畿 兵庫県 有限会社松本商店 3140002059282 職人達が教える『ろうそくカフェ』を開設し新しい顧客層を開拓する 西宮商工会議所

2019 R128100030 近畿 兵庫県 マエダデンタルラボ ウィズコロナ時代に対応した高審美性ＣＡＤ／ＣＡＭ冠、ジルコニア冠の製作

2020 R128100038 近畿 兵庫県 福田鋼機株式会社 8140001051062 オーダーメイド対応製品の生産能力を増強する設備投資 松下　隆信

2021 R128100046 近畿 兵庫県 株式会社小西鉄工 4140001076253 極薄板バネ材の曲げ加工の生産性を向上させる事業 松下　隆信

2022 R128100047 近畿 兵庫県 東洋開発株式会社 8140001060220 土木作業重機のＩＣＴ化による作業効率の向上への取り組み 吉田　正人

2023 R128100049 近畿 兵庫県 大和チエン工業株式会社 4140001062105 ホタテ桁引き網業界トップの品質保証体制の実現による市場拡大計画 兵庫県信用組合

2024 R128100050 近畿 兵庫県 株式会社ケイ・テック 5140001079305
生産高および生産速度向上のため、新規旋盤（ＯＫＵＭＡ　ＬＢ３０００Ⅱ）一
台を導入

伊丹商工会議所

2025 R128100051 近畿 兵庫県 神戸マッチ株式会社 7140001038597 お香スティック製造設備改善による顧客要望実現及び作業負荷低減

2026 R128100052 近畿 兵庫県 株式会社神康工業所 6140001016190 スーパーミルで舶用レーダーの駆動部重要部品の精度と生産性向上 ひまわり経営サポート株式会社

2027 R128100056 近畿 兵庫県 有限会社征和建設 1140002054112
兵庫県初の最先端レーザースキャナー導入で計測困難現場での計測精度
高度化計画

姫路信用金庫

2028 R128100057 近畿 兵庫県 おおにし歯科 マイクロスコープ導入で高齢者の歯周病診療を強化する計画

2029 R128100062 近畿 兵庫県 株式会社トージ工芸 6140001046568 ニーズの高度化に対応する加工技術を活かした立体造形受注事業 兵庫県商工会連合会

2030 R128100063 近畿 兵庫県 恵工業株式会社 5140001091524 特殊仕様油圧ショベルの導入による生産性向上・受注拡大計画

2031 R128100064 近畿 兵庫県 株式会社山内工作所 6140001051717 自動洗浄機および乾燥機の導入により、製品品質の向上を図る 株式会社フラッグシップ経営

2032 R128100065 近畿 兵庫県 株式会社本庄 4140001016829 デジタル生産方式等への取組で生産システムを改革・効率化 ひょうごＴＴＯ合同会社

2033 R128100066 近畿 兵庫県 ドリームカンパニー株式会社 9140001039379 新製法によるペット用ガムの生産性向上及び炭素排出量の減少事業 株式会社トマト銀行

2034 R128100068 近畿 兵庫県 株式会社石橋精工 9140001077148 高精度旋盤加工機の導入による産業用ロボット部品の増産対応 株式会社フラッグシップ経営

2035 R128100069 近畿 兵庫県 ＭＫＩ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ株式会社 3140001107736 顧客の生産管理最適化に資する加工工具・治具等の設計・製作改造

2036 R128100072 近畿 兵庫県 株式会社田井鉄工 8140001075631 生産管理システムの導入とノウハウを融合して生産プロセスを改善 兵庫県商工会連合会

2037 R128100073 近畿 兵庫県 福山デンタルクリニック 当日治療完了体制の確立及び年齢に応じた多様な治療方針の展開

2038 R128100075 近畿 兵庫県 合同会社ＣＯＲＥＨＩＴＳ 3130003003942 デジタル回覧板と広告基盤提供によるよりよい暮らしの実現 株式会社ゼロプラス

2039 R128100076 近畿 兵庫県 堀本畳店 特殊畳の製造に於ける作成時間の短縮化及び製品の高品質化 兵庫県商工会連合会

2040 R128100077 近畿 兵庫県 有限会社ドイツ菓子・カーベ・カイザー 2140002057196 第二創業菓子店が独自性を有する新商品開発で新市場参入に挑戦 小松　知史

2041 R128100082 近畿 兵庫県 有限会社ムーブメント 5140002059925
３軸調整型ジグフレーム修正機の導入による、精微なフレーム調整サービス
の開発

北野　孝志

2042 R128100083 近畿 兵庫県 細見鉄工株式会社 3140001041308 当社独自技術の量産化を可能とする事業 松下　隆信

2043 R128100084 近畿 兵庫県 豊菱産業株式会社 2120001057240 切断工程の機械化による大径耐摩耗セラミック配管の生産性向上

2044 R128100092 近畿 兵庫県 株式会社ウィル 2140001081230 ＡＩを活用した非対面型住まい提案サービスの開発

2045 R128100093 近畿 兵庫県 有限会社頃安畳商店 5140002031883 縁なし畳の製造技術高度化と効率化、洋風リフォームで新規顧客開拓 株式会社シャイン総研

2046 R128100094 近畿 兵庫県 東和化学株式会社 3140001016516 自動車部品メーカー向けシリコーンゴム部品の量産体制の構築 株式会社ゼロプラス

2047 R128100095 近畿 兵庫県 東洋段ボール株式会社 5140001016514 ＢｔｏＣ需要大型特注段ボール製造に対応！デジタル加工体制構築事業

2048 R128100096 近畿 兵庫県 矢内工業所 脱炭素社会の実現に向けた高精度コンプレッサ部品の量産体制構築 ひまわり経営サポート株式会社
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2049 R128100098 近畿 兵庫県 ＫＡＧＡＭＩ建設株式会社 5140001091292
ＩＣＴ建機導入による土木工事の施工効率化と、ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ体制の構
築

2050 R128100100 近畿 兵庫県 株式会社大日製作所 1140001044048 キャビテーションプラズマ技術による農業用殺菌水生成装置の開発 株式会社みなと銀行

2051 R128100101 近畿 兵庫県 株式会社ＮＫｔｅｃｈｎｏ 1140001105262 ⾃動溶接設備導⼊による特殊ガスの配管施⼯に対応できる⼯事体制の確⽴

2052 R128100102 近畿 兵庫県 株式会社井上工具製作所 2140001036168 最新高周波加熱装置の導入による新製品開発とＣＯ２排出量の削減 兵庫県信用組合

2053 R128100103 近畿 兵庫県 株式会社ＨＡＲＯＯ 7140001118234 ＤＸ導入によるデザインフロー構築とクロスメディア企画支援 日新信用金庫

2054 R128100108 近畿 兵庫県 有限会社神鍋自動車工業 6140002046724
２４時間３６５日対応可能な対応範囲が広くスピーディーなロードサービスの
実施。

2055 R128100109 近畿 兵庫県 株式会社ロボマインド 5140001077597
アマゾン全商品価格履歴情報のビックデータ解析による「せどり」支援ツール
の開発

2056 R128100113 近畿 兵庫県 株式会社翔栄鉄工 1140001112242 多軸マシニングセンター導入による生産、開発、収益力向上計画

2057 R128100114 近畿 兵庫県 ＳＫ加工 大きな刻印加工ができる新型の高周波ウエルダー機を購入する計画 淡路信用金庫

2058 R128100116 近畿 兵庫県 村北ロボテクス株式会社 3140001086749 高性能小型歯車を用いたサービス業向けロボットハンドの開発

2059 R128100119 近畿 兵庫県 エイコー印刷 高品質や平滑性に対応、後加工の一気通貫による小ロット・短納期対応事業

2060 R128100121 近畿 兵庫県 有限会社中野製作所 9140002041904 高速回転対応多機能ＣＮＣ旋盤導入による高精度樹脂部品供給体制の構築

2061 R128100122 近畿 兵庫県 株式会社アメロイドキッチン 6140001106710 生明石鯛の箱寿司を液体凍結・鮮度をそのままに通販する 小林　優子

2062 R128100123 近畿 兵庫県 パワーサプライ株式会社 5140001076847 高精度光学測定用組立セルの開発

2063 R128100124 近畿 兵庫県 株式会社ＯＭＯＲＩマネージメント 1120001196304 高性能な高所作業車の導入によるメンテナンスの事業化 株式会社ゼロプラス

2064 R128100128 近畿 兵庫県 株式会社樋浦 7140001015324
最新型５軸制御マシニングセンタの導入による生産革新と生産余力の増強
計画

2065 R128100130 近畿 兵庫県 株式会社アイム 3140001056636 建設工事や災害復旧の全工程を３次元データでつなぐ革新的ＤＸ測量
ＨＴＭコンサルティンググループ株
式会社

2066 R128100136 近畿 兵庫県 鹿島興産株式会社 2140001043965 未利用地元食材を用いた高度冷凍技術によるアヒージョ開発 斉藤　保典

2067 R128100139 近畿 兵庫県 第一ゴルフ株式会社 1140001059715
オリジナルの受発注管理システムの導入と事務処理のシステム化により短
納期での納品体制の確立

播州信用金庫

2068 R128100142 近畿 兵庫県 株式会社農社 4140001121975 食卓に感動を！農家と消費者を繋ぐスマート商流システムの開発 洲本商工会議所

2069 R128100144 近畿 兵庫県 イー・マネジメント合同会社 3140003009113 複数か所の太陽光発電施設　一括Ｗｅｂ管理による発電効率化 庵　章

2070 R128100146 近畿 兵庫県 株式会社Ｍｅｄｉｅｓｔ 5140001122304 ＡＩによる死後ＣＴ画像診断ソフトウェアの開発

2071 R128100150 近畿 兵庫県 株式会社服部商店 3140001050804 青果卸売業で、加工業務用青果の最新機械導入で売上増 青石　吉司

2072 R128100151 近畿 兵庫県 なかさ 有馬温泉の蕎麦店における全自動製麺機の導入とＤＸ化による生産性向上

2073 R128100152 近畿 兵庫県 株式会社太陽商会 6140001001911 ＡＩ配車マッチングシステムで新規顧客開拓のリソースを確保！ 須永　達也

2074 R128100153 近畿 兵庫県 おかしなこうじや 新規開発米麹の保管体制の構築と知的財産の可視化・権利化

2075 R128100154 近畿 兵庫県 株式会社神戸井相田牧場 6140001046337 肉牛肥育におけるスマート農業を実現し新たな事業の取り組みへ 但陽信用金庫

2076 R128100157 近畿 兵庫県 山南合成化学株式会社 2140001041069 自動化促進で工場内の業務効率化と生産性向上を図る サポート行政書士法人

2077 R128100158 近畿 兵庫県 株式会社山崎工作所 3140002005360
金型製造プロセスのＤＸ化（設計プロセスへの機械学習の応用）による低コス
ト短納期化の実現

2078 R128100161 近畿 兵庫県 株式会社ＨＡＰＬＵＳ 5140001116917
３Ｄスキャナーと５軸ミリングマシンを用いた、入れ歯作製工程の完全デジタ
ル化

株式会社リアルコンテンツジャパ
ン

2079 R128100163 近畿 兵庫県 合同会社吉田精肉店 2140003016779 急速冷凍機導入による通信販売体制の構築と売上増加 兵庫県商工会連合会

2080 R128100164 近畿 兵庫県 安居精工株式会社 4140001044648 最新鋭マシニングセンタ導入によるＥＶ用特殊治具産業への参入

2081 R128100165 近畿 兵庫県 株式会社てんと線 6140003014473 産業用ドローン役務サービス開発と導入支援サービスの開発 長井　寿郎

2082 R128100167 近畿 兵庫県 インポートジャパンドットコム株式会社 5140001092539
商品に関するアフターサービス並びに製造の一部内製化による競争優位性
の強化と商品確保

2083 R128100168 近畿 兵庫県 株式会社Ｋ－Ｒｅｃｋｓ 8140001112888 従業員の働き方改革と工事の一貫体制構築のための新規機械導入 神戸商工会議所

2084 R128100169 近畿 兵庫県 株式会社きのまま 7470001017758 顧客が自らクラシ全体を設計できるオンラインＣＡＤ事業

2085 R128100173 近畿 兵庫県 タカムラ株式会社 8120001045173 ネット通販の需要対応に向けた自動生産ラインの確立

2086 R128100175 近畿 兵庫県 有限会社太陽商会 2140002068342 オンデマンドによる段ボールの小ロット生産事業 宝塚商工会議所

2087 R128100176 近畿 兵庫県 有限会社ホームドライ 9140002036672
工程集約による生産性向上を通した食品製造業者の新規開拓と既存市場の
深耕

株式会社アルマ経営研究所

2088 R129100002 近畿 奈良県 株式会社河合 8150001020743 ３００均ショップ向け原料節約型製品と環境配慮型製品の試作開発
特定非営利活動法人アタック・メ
イト奈良

2089 R129100003 近畿 奈良県 有限会社ニシクボ製作所 3150002001350
建築構造物の大型化に向けた鉄骨溶接の高度化と生産能力増強体制の構
築

株式会社南都銀行

2090 R129100004 近畿 奈良県 スカイファクトリー 新型無人ヘリコプターの導入による販路開拓と技能継承の実現

2091 R129100007 近畿 奈良県 喜多製材所 精油及びおが粉製造の為の自動生産システムライン構築事業

2092 R129100008 近畿 奈良県 有限会社池嶋歯研 9150002008712 「ジルコニア床」とデジタル工程によるデンチャー改革事業 アイアンドアイ株式会社

2093 R129100010 近畿 奈良県 株式会社わかば 4150001018403 調剤業務のＤＸ化により在宅医療分野での商圏内シェアを拡大する

2094 R129100011 近畿 奈良県 大和化学工業株式会社 1150001013745
顧客要望を超える剛性と易作業性を兼ねた重要保安部品用製品を開発し海
外へ

公益財団法人奈良県地域産業振
興センター

2095 R129100012 近畿 奈良県 株式会社ニット・ウィン 7150001014060 最新技術によるタイツ開発及び生産力向上による海外ＯＥＭ拡大

2096 R129100015 近畿 奈良県 株式会社西奈良測技 2150001001848 測量ＩＣＴ化で「ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ」にいち早く対応 一般財団法人 南都経済研究所

2097 R129100016 近畿 奈良県 株式会社エフプロセス 5150001023666
ＤＸを推進したロボット生産用治具と梱包資材の化成品化を通じた新規生産
体制構築

株式会社ダイワマネジメント

2098 R129100018 近畿 奈良県 吉谷木工所 高性能ＮＣルータ導入による伝統的・三宝技術を活かした新商品の開発 奈良県商工会連合会
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2099 R129100019 近畿 奈良県 南浦印刷株式会社 5150001002364
顧客ニーズである抗ウイルス対応とスキルレス印刷の確立による競争力強
化

2100 R129100022 近畿 奈良県 株式会社トモイ 2150001011236 貝ボタン選別機開発・導入による製造能力の強化と業界革新

2101 R129100023 近畿 奈良県 株式会社垣本ハウス 7150001010423
建設現場の職人不足と環境改善問題に対応したオーダーメイドプレカット造
作材の高度化計画

島本　昌一

2102 R129100024 近畿 奈良県 クロコベーカリー 新食感クロワッサンベーグルのセントラルキッチン製造体制の整備 奈良県商工会連合会

2103 R129100025 近畿 奈良県 株式会社三輪彩葉 8150001008301
三輪の素麺産業を更に活性化！手延べ素麺の技術応用によるブランド茶そ
ばの展開

株式会社ダイワマネジメント

2104 R129100026 近畿 奈良県 株式会社路珈珈 6150001002644 家で手軽に飲める最高峰のドリップバッグコーヒーの開発 升谷道教

2105 R129100030 近畿 奈良県 株式会社真秀コールド・フーズ 8140001117549 ジェットオーブンの導入による新たな製造ラインの構築 高瀬　加奈子

2106 R129100031 近畿 奈良県 川村興産株式会社 2150001013819 業界初となる「一畳サイズのヘリナシ畳」高速・自動化対応専用ラインの構築 奈良県商工会連合会

2107 R129100032 近畿 奈良県 株式会社上杉食品 5150001014764
多様な食シーンでのこんにゃく需要に対応する、量産体制の拡充とライン稼
働効率化

株式会社ダイワマネジメント

2108 R129100034 近畿 奈良県 有限会社アストロ 9120102013879
糸製品の完成形サンプルを用いた提案による、高付加価値な原料糸の販路
拡大戦略

株式会社ダイワマネジメント

2109 R129100037 近畿 奈良県 太陽ニット株式会社 8150001010364 小ロット生産体制の構築とカラー展開の拡充によるＥＣ事業の拡大

2110 R130100001 近畿 和歌山県 クックスベスト株式会社 5120001078408
農水産加工品の生産率向上に伴う付加価値の工場とコロナ後に向けた新商
品開発

2111 R130100004 近畿 和歌山県 株式会社吉岡商店 5170001008260 業務管理システム導入による廃車両に関する事務作業の革新的向上計画 西脇　義幸

2112 R130100006 近畿 和歌山県 株式会社ｒｙｕｋｅｎ 4170001016883 和歌山発！建築・土木事業のＤＸ化とパイロット派遣による新事業

2113 R130100007 近畿 和歌山県 株式会社山添印刷店 4170001006273 製版システム及び印刷通販システム導入による生産性向上と新販路開拓

2114 R130100011 近畿 和歌山県 株式会社魚心観 8170001010619 ＣＦＲＰの裁断工程高度化、シーバスロッドの新商品開発による売上拡大

2115 R130100013 近畿 和歌山県 池田農園株式会社 3170001015853 糖度保証等を内製化し、紀州特産の高品質な果物を持続的に供給する事業
株式会社ジャストコンサルティン
グ

2116 R130100015 近畿 和歌山県 金剛ダイス工業株式会社 7120001020128 ロボット導入によるボトルネック工程の生産性向上と技能伝承 飛多　朋子

2117 R130100016 近畿 和歌山県 シゲタ巧芸紙業株式会社 7170001001478
新設備の導入による生産性の向上と環境に優しい段ボール製品の開発・販
売

株式会社Ｎ総合会計コンサルティ
ング

2118 R130100017 近畿 和歌山県 株式会社はーとぼっくす 7170001013358 家具の研磨工程における生産性の向上と多能工化の推進 株式会社フラッグシップ経営

2119 R130100019 近畿 和歌山県 有限会社シーケーテクノ 1170002010789 様々な形状の「精密加工」に対応するための設備導入計画 株式会社共立コンサルタント

2120 R130100020 近畿 和歌山県 千葉製箱株式会社 5170001009283 大型接着機と大型サンダー導入による大型木箱の生産力強化計画

2121 R130100023 近畿 和歌山県 株式会社ツネダ 1170001002151 生産体制強化により内製化を実現、顧客に合わせた商品を展開する 水城　実

2122 R130100024 近畿 和歌山県 妙中パイル織物株式会社 7170001011007 パイル織物を利用した特殊アンカー材生地用スリットマシン開発

2123 R131100001 中国 鳥取県 オロル株式会社 3270001007452
オロル処理の耐傷付き性及び耐指紋性に対応したコーティング皮膜の技術
開発

2124 R131100002 中国 鳥取県 株式会社レオ動物病院 9270001006853 高齢ペットをガンから救う！地域の早期発見・治療センターを実現

2125 R131100003 中国 鳥取県 シンワ技研コンサルタント株式会社 4270001003319 水域における測量プロセス革新で生産性向上・成長市場の売上拡大 中村　清悟

2126 R131100007 中国 鳥取県 ＰＲＯＰＲＯ株式会社 7270001007259 特定技能制度の登録支援機関事業におけるシステム構築

2127 R132100001 中国 島根県 武永印刷株式会社 1280001003832 高精細印刷技術確立による高付加価値・生産性向上を図る事業 株式会社三彦経営

2128 R132100003 中国 島根県 有限会社ミサキ自動車 9280002006034 環境と人に優しい水性塗料１００％使用の自動車修理工場への進化

2129 R132100005 中国 島根県 有限会社ＳＡＮＢＥ　ＢＵＲＧＥＲ 9280002008055 災害備蓄まとめ買い需要に対応する新パッケージ開発と新生産体制の構築
公益財団法人　しまね産業振興
財団

2130 R132100006 中国 島根県 竹内電機株式会社 2140001049797 プラズマプロセスによるＬＩＢ向けシリコンナノ粒子量産技術開発

2131 R132100007 中国 島根県 株式会社研電社 4280001003144 使用材料削減による生産性向上及びＣＯ２排出量削減計画 株式会社山陰合同銀行

2132 R132100009 中国 島根県 有限会社三和農産 1280002005539 餅・おかきの機械設備導入による生産性向上事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

2133 R132100010 中国 島根県 有限会社江角鉄工所 4280002011245 溶接ロボットの導入による大型鉄骨の安定した量産体制の確立 株式会社ゼロプラス

2134 R132100013 中国 島根県 株式会社イズコン 1280001003056 業務の質と生産力向上による事業拡大を目的とする新システム導入

2135 R132100014 中国 島根県 須山木材株式会社 6280001003225 木材加工販売のＤＸ化
公益財団法人　しまね産業振興
財団

2136 R133100003 中国 岡山県 有限会社赤瀬鉄工所 6260002016161
最新の測定器の導入により、精密除振台空気ばねの取付プレートの精緻化
を目指す

立野　靖人

2137 R133100004 中国 岡山県 株式会社アートコーポレーション 2260001015382 光硬化工法等を利用した下水道の管更生工事事業への本格進出

2138 R133100005 中国 岡山県 株式会社松商 8260001014775
裁断　ＣＡＤ／ＣＡＭシステム構築によるブレザー型学生ズボン対応と裁断工
程の事業化

児島商工会議所

2139 R133100006 中国 岡山県 山陽レジン工業株式会社 2260001028186 ノウハウを活用した真空プレス成形法導入による自社製品生産拡大 岡山県商工会連合会

2140 R133100008 中国 岡山県 サイトウ鈑金 作業工程の効率化で実現する「街のクレーン屋さん」プロジェクト

2141 R133100009 中国 岡山県 株式会社川上製作所 4240001030290 シャーリング工程の革新によるコスト削減と剛性強化の取り組み 中居　広行

2142 R133100010 中国 岡山県 大平鉄工株式会社 2240001030037
ＣＮＣ精密旋盤と立形ＮＣフライス盤を導入による大型軸部品の生産体制の
確立及び高精度化、短納期化

2143 R133100011 中国 岡山県 株式会社ニシモト 4260001015372 ＤＸを活用した製缶精密加工品の革新的な中量生産方式の導入

2144 R133100012 中国 岡山県 友成工業株式会社 5260001027887 販路開拓のため、生産性向上を目指した設備の導入 岡山県商工会連合会

2145 R133100013 中国 岡山県 アサゴエ工業株式会社 5260001000233 自動鋳物研磨装置導入による重量負荷軽減と生産性向上
公益財団法人岡山県産業振興財
団

2146 R133100014 中国 岡山県 エーシー工業有限会社 9260002016729 高精度・高効率測定による鉄鋼生産機械用部品の高品質・短納期化

2147 R133100015 中国 岡山県 株式会社みのる製作所 2260001028211 生産プロセスを革新し内製化等による生産性向上で売上拡大 中村　清悟

2148 R133100017 中国 岡山県 株式会社甲修園 1260001015284 超音波シール式包装機を導入し、健康茶製造の全国展開を実現する。 株式会社トマト銀行
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2149 R133100018 中国 岡山県 株式会社ロア産業 3260001007123 大型油圧ショベル導入による鋼管杭工法プロセスの革新的改善

2150 R133100021 中国 岡山県 株式会社吉備エヌシー能力開発センター 8260001007515 ±２μｍの精度へ挑戦！半導体樹脂モールドの超精密金型の製造

2151 R133100022 中国 岡山県 株式会社ブロス 8260001000098
同人誌製作のデジタル印刷へのシフトで顧客ニーズへの対応と生産性向上
を図る

齊藤　祐一

2152 R133100026 中国 岡山県 妹尾機械工業株式会社 4260001018251 大径・長尺旋盤加工体制の構築による一貫生産体制強化の実現

2153 R133100027 中国 岡山県 有限会社カナミツ工務店 8260002031002 乾燥工程を大幅に改善し、新製品生産体制の実現を図る 株式会社アルマ経営研究所

2154 R133100028 中国 岡山県 株式会社ＴＳ工業 4260001011413 建設板金の内製化とプレ加工による売上アップ・工期短縮への貢献 岡山商工会議所

2155 R133100029 中国 岡山県 山﨑豆腐店 設備投資による豆腐製造工程の効率化と機械化による生産性向上 玉島信用金庫

2156 R133100030 中国 岡山県 株式会社小倉屋 8260001013315 伝統を革新へ。アパレルＥＣによるＤ２Ｃ事業への進出

2157 R133100031 中国 岡山県 有限会社山陽金属鋼業 2260002015860 最新型電磁石付き選別機器導入で地域ニーズに応え、売上拡大を図る 吉備信用金庫

2158 R133100032 中国 岡山県 株式会社オータニ 6260001021369 高性能自動三方断裁機の導入による受注拡大と生産性向上 岡山県商工会連合会

2159 R133100037 中国 岡山県 株式会社ワークス 5260001009217 高精度加工機導入による多品種少量生産の効率化への取り組み 株式会社ゼロプラス

2160 R133100039 中国 岡山県 有限会社ニットー工業 1260002013295 改造生産ラインを構築し、新たな溶接補助材の量産体制確保

2161 R133100042 中国 岡山県 旭英フォルム株式会社 7260001013043
携帯性と調理性を兼ね備えたスタイリッシュなアルミ鋳物製キャンプ用調理
器の開発

公益財団法人岡山県産業振興財
団

2162 R133100044 中国 岡山県 有限会社斉藤工業 1260002025051
ポストコロナのリフォーム需要に応える高付加価値の屋根板金工事による販
売拡大

笠岡商工会議所

2163 R133100045 中国 岡山県 株式会社タツオカ機工 5260001031245 切断・穴あけ・溶接工程を強化してロボット「架台」市場に進出

2164 R133100046 中国 岡山県 株式会社コニック 4122001002331 最新型熱処理設備導入による高性能金型の短納期出荷体制確立

2165 R133100047 中国 岡山県 長安鉄工株式会社 7260001004926
溶接ロボット導入による低コスト化と生産能力拡大で持続可能な生産体制の
構築

多田　やす子

2166 R133100048 中国 岡山県 中山下歯科 義歯作成の内製化とレーザー治療の導入で、患者様満足を高める。 株式会社トマト銀行

2167 R133100050 中国 岡山県 有限会社岡村金属 3260002017170 高精度測定器の導入によるアナログな検査体制の刷新 株式会社フラッグシップ経営

2168 R133100052 中国 岡山県 有限会社備前精機 7260002031473 普通旋盤により職人を育成し、ＮＣ旋盤を超える品質精度を実現

2169 R133100053 中国 岡山県 株式会社エイ・クリエイション 2260001016331 コロナ禍後の玄米消費増大にむけた「切削式」玄米加工による生産性向上 株式会社中国銀行

2170 R133100054 中国 岡山県 株式会社パック・ロード 3260001005399 最新打抜機を導入し、生産性向上を図り、新素材での新製品開発へ挑戦！ 株式会社イストワール

2171 R133100055 中国 岡山県 有限会社大森工作所 7260002014874 旋盤加工の内製化によるワンストップ対応の実現と受注拡大 岡山県商工会連合会

2172 R133100057 中国 岡山県 株式会社濵﨑鉄工 7260001032737 最新型汎用旋盤と技術力の融合による加工困難ワークへの対応 おかやま信用金庫

2173 R133100060 中国 岡山県 阿新クレーン株式会社 4260001019290 自社ノウハウと新機能設備の活用によるニッチトップを目指す事業 岡山県商工会連合会

2174 R133100061 中国 岡山県 アイ・ケー株式会社 7260001029709 鉄筋加工プロセスの自動化による加工場の高スピード化事業

2175 R133100062 中国 岡山県 株式会社新生工業 4260001009259 ”自動倉庫”導入による金型等ピッキング工程のリードタイム短縮

2176 R133100064 中国 岡山県 山田工業株式会社 5260001015660 新旧事業の内製化と人材育成、地域連携を可能にするプロセス改革

2177 R133100065 中国 岡山県 有限会社山進工業 6260002021822 新型溶接ロボット導入による溶接工程の刷新、内製率改善による収益向上

2178 R133100066 中国 岡山県 中央アルミ工業株式会社 9260001019947 オリジナルガス化装置開発による革新的バイオマス発電効率の実現 岡山県商工会連合会

2179 R133100067 中国 岡山県 株式会社中部日本プラスチック 4080401009711 廃車自動車　由来　プラスチック廃材を使用した再生樹脂製造

2180 R133100068 中国 岡山県 株式会社ミツバファクトリー 4260001017146 ＡＩ技術を活用した革新的アプリで集客と業務プロセスの改善 株式会社アクセルパートナーズ

2181 R133100069 中国 岡山県 共進株式会社 7260001028223 水中掘削を可能とする設備を整備し、地域の治水工事へ本格参入

2182 R133100075 中国 岡山県 日生シップマネージメント株式会社 9260001030227 世界で戦う船舶管理会社へ！中小特化型新船舶管理システムの開発 岡山県商工会連合会

2183 R133100078 中国 岡山県 有限会社白石建具店 4260002005199 事業承継を機にした、個人客向け新製品「後付けドア」の開発

2184 R133100079 中国 岡山県 さとう歯科クリニック 予防歯科の革新的改善を目的とする院内完結型ＣＡＤ／ＣＡＭ導入 株式会社だいのう

2185 R134100004 中国 広島県 アイドカ印刷有限会社 8240002038998 最新の印字機導入による作業工程や品質の改善で顧客満足度の向上

2186 R134100005 中国 広島県 吉川製饀株式会社 7240001012245
限定品もみじ饅頭の餡等の需要集中に対応する安定供給体制構築及び品
質向上計画

株式会社もみじ銀行

2187 R134100008 中国 広島県 有限会社谷浦動物病院 5240002009969 日本初！関節・筋肉等の筋膜リリース療法による低侵襲治療の提供 シェアビジョン株式会社

2188 R134100009 中国 広島県 株式会社ＦＯＲＺＡ 9240001045251
ＤＸによる治療フローの効率化及び、小型～大型動物への高精度トータルケ
アの提供

株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

2189 R134100010 中国 広島県 有限会社金島工作所 7240002040047
最新立型マシニングセンタの導入による生産工程刷新とＤＸの取り組み推進
計画

株式会社広島銀行

2190 R134100011 中国 広島県 株式会社小川製作所 2240001026729 立形マシニングセンターの導入による一貫生産体制の確立 広島県商工会連合会

2191 R134100012 中国 広島県 株式会社光文堂 6240001026873
ＤＸによる生産プロセスの見える化と、商品の生産状況を提供する新サービ
ス。

公益財団法人くれ産業振興セン
ター

2192 R134100013 中国 広島県 合同会社フジワラ 5240003004572 顧客の要望を満たす鉄骨構造物施工関連図面の提供プロセスの改善 川上　正人

2193 R134100014 中国 広島県 むすび 職人しかできないスイーツ製造工程への設備投資による生産性向上 倉田　耕志

2194 R134100015 中国 広島県 株式会社新和畳襖店 6240001057514 生産性向上で叶える薄畳＆和室のトータルコーディネート事業展開 坪井　亮

2195 R134100016 中国 広島県 株式会社ティーツークラフト 9240001050697 ホッパー曲げ加工の生産性を向上させる事業 松下　隆信

2196 R134100017 中国 広島県 株式会社プラスコーポレーション 8240001040451 エンジニアリング部門の組織力強化による高付加価値企業への飛躍

2197 R134100018 中国 広島県 応原工業株式会社 5240001022428 ＥＶ自動車向け炭素繊維複合材製品用金型の製作販売 有限会社兼子経営

2198 R134100019 中国 広島県 有限会社ドルセ洋菓子店 2240002042023
人気柑橘「せとか」を使用した新食感洋菓子の製造とＥＣ強化に向けた供給
体制の構築

株式会社もみじ銀行
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2199 R134100020 中国 広島県 株式会社栄進商会 3240001001227 高精度断裁機の導入による生産性の向上と高品質折箱製造の実現 株式会社フラッグシップ経営

2200 R134100021 中国 広島県 株式会社マルニテック 2240001028527
ＤＸ機能を備えた新型レーザー芯出し器の導入でリードタイム短縮及び受注
能力の拡大

大竹商工会議所

2201 R134100022 中国 広島県 株式会社タナベ・マリモファーム 9240001058971 有機米専用ライスセンター導入による、品質及び生産性の向上。 株式会社アクセルパートナーズ

2202 R134100024 中国 広島県 株式会社Ｍ・Ｃ 7240001051301 ウイズコロナ時代へ、インターネット活用のハイブリッド型美容サービス

2203 R134100025 中国 広島県 有限会社柞磨工業 3240002041783 ベンディングマシン導入により品質及び生産性を向上する事業計画

2204 R134100027 中国 広島県 株式会社ハナブサ 3240001036561 溶接ロボットを導入し人手不足を解消、多品種少量生産で売上確保
特定非営利活動法人ＡＴＡＣひろ
しま

2205 R134100028 中国 広島県 有限会社天応技研 9240002036159 最新の３Ｄ形状測定機導入による高精度加工用超硬工具の新規受注獲得 呉信用金庫

2206 R134100029 中国 広島県 片山工業株式会社 4240001037988 加工工程集約とスペース活用で効率的生産体制の確立

2207 R134100030 中国 広島県 戸林鉄工株式会社 4240001007677 ミルスケール除去工程の内製化による新仕様品対応及び販路拡大

2208 R134100032 中国 広島県 府中自動車整備協業組合 9240005009062 自動車整備体制の刷新による生産性向上と新規顧客の獲得計画

2209 R134100035 中国 広島県 オタフクソース株式会社 3240001021712 開発試作の効率化、標準化に向けた味のデジタル化技術の開発

2210 R134100040 中国 広島県 吐合木工有限会社 8240002042298 安全性・快適性の高い引戸製造による企業力強化及びメーカー化 株式会社中国銀行

2211 R134100041 中国 広島県 岩井水産 機械化による省人化で生産性向上と海への汚水流出問題解決の計画 内田経営株式会社

2212 R134100042 中国 広島県 ほり歯科医院 補綴治療内製化とマウスピース作成に伴うデータ管理のデジタル化

2213 R134100043 中国 広島県 有限会社土肥動物病院 1240002029574 治療ＤＸ化により地方において深刻化する獣眼科疾患の解決に挑む 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

2214 R134100046 中国 広島県 株式会社ピットイン鯉城商事 2240001009849 高品質な商品画像のネットアップによる営業効率向上と顧客拡大 税理士法人ゆいやまグループ

2215 R134100047 中国 広島県 三和鉄構建設株式会社 8240001038090 デジタル技術の導入による高効率、高品質な鉄骨加工ラインの構築

2216 R134100049 中国 広島県 広島海苔株式会社 5240001036568 新規ターゲット層に向けた「食べ切り小分けパック」商品の展開

2217 R134100050 中国 広島県 ＫＳＤＬ 歯科技工設備導入で新分野参入と生産性向上計画

2218 R134100051 中国 広島県 日鐵鋼業株式会社 7240001031625 形鋼２次加工の社内一貫生産体制の強化による生産性向上事業

2219 R134100058 中国 広島県 山崎歯科クリニック 開院４０年目の大改革！患者情報のデジタル化と最高峰の補綴治療

2220 R134100061 中国 広島県 株式会社よもぎガーデングループ 2240001046710 よもぎのオリジナル入浴剤の製造体制強化で生産性向上 株式会社フィールドマネジメント

2221 R134100068 中国 広島県 高橋技研株式会社 4240001031280
ＩｏＴネットワークシステムの構築による生産プロセスのデジタル化に資する基
幹管理システム等の導入

2222 R134100069 中国 広島県 株式会社小笠原鉄筋 7240001021320 鉄筋加工能力の大幅な向上による大型鉄筋工事の受託拡大事業 株式会社　Gサポート

2223 R134100072 中国 広島県 有限会社ワイズクラフト 8240002029345 建設機械アタッチメント修理部品製造への進出による事業多角化

2224 R134100073 中国 広島県 株式会社イチカ 7240002001180 鉄筋工事における結束作業の自動化と先組み工法の本格導入事業 株式会社　Gサポート

2225 R134100074 中国 広島県 中国金網工業株式会社 5240001024465 金網溶接工程の自動化による大幅な生産性向上・品質向上事業 株式会社　Gサポート

2226 R134100079 中国 広島県 有限会社タカタ建設 9240002009461 型枠加工工程の自動化促進による大幅な生産性向上・品質向上事業 株式会社　Gサポート

2227 R134100081 中国 広島県 株式会社リシュラ 4240001016067 最新ＤＸ基幹システム導入により生産性と品質向上による販路拡大
公益財団法人広島市産業振興セ
ンター

2228 R134100085 中国 広島県 室内装飾・畳工事ヤスダ フローリング向け薄畳で、洋室空間に和のやすらぎ空間を創出！ 広島県商工会連合会

2229 R134100086 中国 広島県 株式会社リバー 7240001027714 呉市の獣医療を牽引すべく医療体制のＤＸ化による癌打破計画 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

2230 R134100087 中国 広島県 株式会社ＭＩＴＩＮＡＳ 8240001043553 最新ドローンによる、インフラ点検事業の課題改善実現に向けて

2231 R134100088 中国 広島県 若林デンタルクリニック並木通り 補綴歯科の効率化による、かかりつけ歯科医としての機能の最大化

2232 R135100002 中国 山口県 有限会社大小早川商店 5250002013920 急速冷却冷凍装置（３Ｄフリーザー）の導入による業務効率化と販路拡大

2233 R135100003 中国 山口県 株式会社伸和精工 2250001013379 最新鋭ＣＮＣ旋盤導入における新技術加工の実現 株式会社西京銀行

2234 R135100004 中国 山口県 株式会社マスダ鉄工 4250001002256 最新条鋼材加工機導入による品質および生産性の飛躍的な向上計画

2235 R135100005 中国 山口県 有限会社ＵＢＥデンタル・ラボ 8250002007168
強みの製品の生産プロセス革新による生産性向上で顧客ニーズが増加する
製品の機会損失解消

中村　清悟

2236 R135100006 中国 山口県 有限会社篠田工作所 7250002011658
機械装置部品の金属加工事業から高付加価値機械装置部材の一括製作事
業への展開

西中国信用金庫

2237 R135100007 中国 山口県 有限会社福本金物店 2250002010706 　プロパンガス販売店における販売業務・経営管理業務の連動ＩＴ

2238 R135100008 中国 山口県 有限会社フジタ 3250002015910 ＤＸ時代における眼鏡店の新たなショッピングスタイルの価値提案 ウインク株式会社

2239 R135100009 中国 山口県 有限会社関西製罐 4250002008558 多工程プレスの導入でライン３人体制を無人化しリードタイムを半分に短縮

2240 R135100010 中国 山口県 株式会社ＭＩＨＯＲＩ 6250001000753 食の安全と飲食店業務効率化に取り組むための設備投資

2241 R135100011 中国 山口県 株式会社光洋金属防蝕 6250001009480 大型精密転写ロ－ルへの密着性に優れた無電解ニッケルめっき技術の開発

2242 R135100013 中国 山口県 藤井木工所 ＮＣドア加工機導入による高度加工製品の生産と既存製品の生産性向上 はら経営株式会社

2243 R135100014 中国 山口県 有限会社長谷川商店 4250002014003 香港進出に向けた、板こんにゃくの増産と新商品の開発の体制を確立 座間　裕史

2244 R135100015 中国 山口県 株式会社味村鉄工所 2250001011119 サプライチェーン再構築への対応

2245 R135100017 中国 山口県 いのうえ勝谷勝谷 デジタル技術で患部を見える化！短期・短時間の歯周病治療体制の提供 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

2246 R135100018 中国 山口県 株式会社神田建設 7250001012797 デジタル技術を活用した省エネ改修設計、土木施工、情報共有体制の構築 秋井　正宏

2247 R135100019 中国 山口県 株式会社ホンダオート中山口 6250001000712 法改正や技術革新した自動車産業に対応した設備導入と生産性向上 佐伯　昌之

2248 R135100020 中国 山口県 株式会社ＳＵＲＤＥＣ 7250001015957 全自動の測量技術で労働環境の改善と収益性の向上の両立を図る 株式会社山口銀行
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2249 R135100021 中国 山口県 楠むらづくり株式会社 6250001004622 ＩＴ活用した低感染リスクサービス提供による交流施設の地域貢献 山口県商工会連合会

2250 R135100023 中国 山口県 株式会社Ｃｏｍｐａｓｓｉｏｎ 8011001071591
国産こんにゃくと国産米を使用し画期的に美味な乾燥こんにゃく麺製品の開
発

ＢＳＰ税理士法人

2251 R135100024 中国 山口県 株式会社木原製作所 3250001000178 設計の３Ｄ化による生産性向上とオーダーメイド乾燥機の売上拡大 山口県商工会連合会

2252 R135100025 中国 山口県 有限会社西村鉄工所 8250002005394 最新ＣＮＣ旋盤導入による生産能力の強化 株式会社西京銀行

2253 R135100027 中国 山口県 トラストウェイ株式会社 8250001000462 ＩＯＴ技術を駆使したシロアリ防除サービスの構築

2254 R135100030 中国 山口県 株式会社オイシーフーズ 9250001015229 地元の水産資源を活用した顧客ニーズに基づく商品開発事業 溝田　修司

2255 R135100031 中国 山口県 有限会社三協モータース 9250002003059 オートメーション装置とＤＸデバイスを活用した車検整備システムの構築

2256 R135100032 中国 山口県 株式会社島津商会 2250001003818 サーマル印刷可能な製造ライン導入による炭素生産性の向上 株式会社山口銀行

2257 R136100001 四国 徳島県 協同組合マッシュ櫛渕 5480005002278 出荷工程の生産性向上による「徳島県産椎茸」の競争力強靭化 株式会社四国銀行

2258 R136100002 四国 徳島県 徳真電機工業株式会社 4480001005450
脱炭素に貢献する電気自動車生産ライン用測定機部品の高精度加工体制
の構築

株式会社阿波銀行

2259 R136100004 四国 徳島県 有限会社ヴォーグ 6480002013632 洗髪と乾燥の自動化を通じた省力化と効率化による賃上げの実現

2260 R136100006 四国 徳島県 有限会社オートサービスエンドウ 6480002012782 輸入車オーナーが唸る次世代サービス体制の構築 阿南信用金庫

2261 R136100007 四国 徳島県 株式会社Ｎａｋａｅ 8480001008714 自動裁断装置導入による企業価値の創造と低コスト化の実現に向けて 税理士法人マスエージェント

2262 R136100008 四国 徳島県 合同会社リバイバルオート 9480003001773 日本初、旧車バイクの補修部品製造販売事業の構築 株式会社井上総合事務所

2263 R136100009 四国 徳島県 株式会社Ｔ・Ｍコーポレーション 7480001007741 厚手製品の製造ラインの構築による日本の繊維工業の発展への貢献 株式会社徳島大正銀行

2264 R136100010 四国 徳島県 株式会社経親 3480001008883 オーガニック栽培におけるＤＸ化の推進 株式会社アカウティングプロ

2265 R136100013 四国 徳島県 株式会社愛晃 6480001005390 ロボット・タッチパネル・セルフレジの導入で生産性の向上を図る 佐藤　剛

2266 R136100014 四国 徳島県 丸福ステンレス工業株式会社 1480001002293 衛生配管・部品の再加工工程革新による生産性・収益力向上 株式会社フラッグシップ経営

2267 R136100015 四国 徳島県 協業組合徳島印刷センター 3480005000655 印刷予備紙の削減から始まる働き方改革と顧客満足度の向上

2268 R136100020 四国 徳島県 株式会社岡部機械工業 3480001008017 自動車用シール材製造ラインに組込める小型３Ｄ検査ユニットの開発 株式会社阿波銀行

2269 R136100022 四国 徳島県 有限会社若葉農園 1480002005592 若葉農園ＥＲＰ（企業資源計画）導入活用事業

2270 R137100002 四国 香川県 株式会社ウズマキ 8470001000647 同時５軸制御立形ＭＣ導入による大型クレーン部品の国内集中生産 株式会社ＪＡＰＡＮ　Ｂｒａｎｄ　ＨＡＬ

2271 R137100003 四国 香川県 有限会社香川板金工業所 4470002010582 フルオート折曲機による建築板金役物製造における精度向上

2272 R137100004 四国 香川県 株式会社三豊エコファーム 5470001010764 最新鋭にんにく加工機械導入による生産性の向上及び内製化の実現 観音寺信用金庫

2273 R137100007 四国 香川県 有限会社十美夫 3470002011986 面板加工機導入による打ち抜き型の高機能化 株式会社ゼロプラス

2274 R137100008 四国 香川県 日美株式会社 4470001003307 新設備導入による生産性向上と自社ブランド力の向上

2275 R137100010 四国 香川県 有限会社タルテック 4470002011903
デュアルサーポ・ドライブベンダー導入による、労働生産性向上及び、顧客満
足度の向上

高松信用金庫

2276 R137100011 四国 香川県 日本メディカル株式会社 3470001003209 介護記録システムと連携した家族向け介護情報提供サービスの創出

2277 R137100012 四国 香川県 株式会社琴参乗用車センター 8470001007345 新型リフト機導入による機会損失解消及び、労働環境・生産性向上 高松信用金庫

2278 R137100014 四国 香川県 塩屋団扇商工業協同組合 9470005002498 ３Ｄプリンター導入と生産性の向上で売上のＶ字回復を図る 株式会社中国銀行

2279 R137100015 四国 香川県 有限会社原工業 6470002010903 本事業により「切断」と「フランジ加工」の自社完結化を目指す 観音寺信用金庫

2280 R137100016 四国 香川県 ＦＵＮＬＩＮＫＳ トータルカーライフ提案に向けた短納期、環境配慮型事業への展開 株式会社百十四銀行

2281 R137100018 四国 香川県 和秀工業株式会社 5470001010293 製品の特殊形状及び高精度化の為の最新型金属加工装置導入 観音寺信用金庫

2282 R137100019 四国 香川県 竜王金属株式会社 7470001007750
新機械導入で加工技術の高度化、作業工程の効率化を図り経営の安定化を
実現

株式会社愛媛銀行

2283 R137100020 四国 香川県 はっぴぃすまいる歯科クリニック 最新装置導入による包括的歯科の高度化と安心安全サービスの実現

2284 R137100026 四国 香川県 松本製作所株式会社 5470001015235 立形マシニングセンタ導入による短期納期・大量生産に伴う技術継承の促進 観音寺信用金庫

2285 R137100028 四国 香川県 有限会社味源 8470002013169 箱詰工程のＡＩロボット導入による生産性向上と人的省力化の確立 株式会社百十四銀行

2286 R137100029 四国 香川県 奥田工業株式会社 3470001013182 機械化による革新的太陽光パネル発電量回復サービスの創出 株式会社香川銀行

2287 R137100032 四国 香川県 株式会社ＥＡＲＣＳ 3470001017670 非接触で注射針を使わないアンチエイジングで肌を再生

2288 R137100033 四国 香川県 有限会社高松義肢製作所 5470002004096 インソール用ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による義肢装具製造の抜本的改善 みどり合同税理士法人

2289 R137100035 四国 香川県 有限会社カー工房 2470002014511 新たに板金塗装業を展開することで業務範囲の拡大を図る 株式会社百十四銀行

2290 R137100036 四国 香川県 富士鋼材株式会社 3120001047050 鋼材販売事業の付加価値向上事業

2291 R137100037 四国 香川県 株式会社マルトク 7470001003873 香川県初のバーチカルミーリングマシン導入による生産性の大幅向上 梅澤秀樹

2292 R137100039 四国 香川県 コアスリー株式会社 4470001012679 ＥＲＰ導入による生産プロセスの合理化と生産能力の向上 株式会社ゼロプラス

2293 R137100040 四国 香川県 セカンドキッチン 仕事ＷＥＢマッチングシステムの制作

2294 R137100041 四国 香川県 ニューデンタルリサーチ株式会社 3470001006797 先端的デジタル技術を活用したＣＡＤ／ＣＡＭデンチャーの新製作法の実現 株式会社百十四銀行

2295 R137100042 四国 香川県 新日本建工株式会社 9470001002106 デジタル技術を活用した新工事システムの開発による役務価値向上 株式会社百十四銀行

2296 R137100044 四国 香川県 株式会社Ｙ＆Ａ 1470001017771
病気を治すから健康を保つへ～高度健康診断による病気の予防および早期
発見による健康増進計画

2297 R137100045 四国 香川県 有限会社多田機工 8470002004432 加工部品の大型化に伴う設備の増強で生産性と精度向上に挑戦

2298 R137100046 四国 香川県 株式会社禾 7470001011793 新商品製造のための機械導入と、人と動物のより良い共存環境創出 香川県商工会連合会
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2299 R137100048 四国 香川県 株式会社共和鉄工所 6470001013130 ＮＣ制御バンドーソー導入による加工効率化での環境関連事業拡大 香川県商工会連合会

2300 R137100050 四国 香川県 高陽建設株式会社 4470001001467 最新のＤＸ技術を活用した住宅事業のビジネスモデルを転換

2301 R137100053 四国 香川県 株式会社スナガワ 5470001011647 ユニットワーカー導入による脱炭素燃料船部品加工で船舶事業拡大 香川県商工会連合会

2302 R138100001 四国 愛媛県 四国クレー株式会社 1500001009278 手作業でのバリ取り工程の完全自動化による効率化と品質向上 愛媛信用金庫

2303 R138100002 四国 愛媛県 有限会社共和自動車商会 2500002021009
「自動運転システム」等の先進的な高性能自動車へ対応するために行う事業
を活性化する設備投資

観音寺信用金庫

2304 R138100004 四国 愛媛県 池田土地家屋調査士事務所 ３Ｄレーザースキャナー導入で土地家屋調査士の測量業務の効率化

2305 R138100005 四国 愛媛県 堀江産業株式会社 6500001003689 加速する大規模農業、スマート農業に応えるための溶接工程の高度化計画 株式会社阿波銀行

2306 R138100006 四国 愛媛県 株式会社ランリーゼ 2500001017354
半折パックマスク自動包装機導入による生産効率アップと女性従業員へ作
業負担軽減の推進。

株式会社伊予銀行

2307 R138100007 四国 愛媛県 シンツ硝子テック株式会社 5500001002089 ガラス・鏡加工における切断・磨き及び角取り工程の抜本的改革 株式会社愛媛銀行

2308 R138100009 四国 愛媛県 株式会社タステム． 6500001009876 一品モノの金属製品から防災分野などリピート品への展開
公益財団法人えひめ東予産業創
造センター

2309 R138100010 四国 愛媛県 有限会社鳥生工務店 3500002018788 ３次元レーザースキャナー導入で住宅の現地調査測量業務の効率化

2310 R138100011 四国 愛媛県 カトラッチャ珈琲焙煎所 コーヒー焙煎販売事業のＤＸ化とチョコレート事業への新たな挑戦				

2311 R138100019 四国 愛媛県 愛和印刷株式会社 5500001011049 最新型のＣＴＰ刷版機の導入よる生産性と品質改革

2312 R138100020 四国 愛媛県 有限会社奥村ストアー 6500002001799 地域農家・漁師と連携！店舗デジタル化で地域ブランドを構築 河村裕司

2313 R138100021 四国 愛媛県 株式会社日珈 4500001003179 充填包装機導入による生産効率向上と多様化する顧客ニーズへの対応 愛媛信用金庫

2314 R138100022 四国 愛媛県 有限会社井上蒲鉾本舗 2500002022477 受注・生産管理のオンライン化で業務改善と顧客サービスの向上

2315 R138100023 四国 愛媛県 株式会社セイユー産業 1500001019698 破砕機の導入による資源循環サイクルの確立と運搬効率の向上 株式会社愛媛銀行

2316 R138100024 四国 愛媛県 株式会社ＥＧ 8500001023719
歩行型ＶＲデバイス専用ゲームコンテンツの開発による販売数増加・販路拡
大

株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

2317 R138100025 四国 愛媛県 あいすいフーズ株式会社 1500001022248 スライサーと金属探知機導入による魚介類卸売サービスの深化 株式会社伊予銀行

2318 R138100028 四国 愛媛県 和泉農園 自然栽培　宮内伊予柑の摘果果実と完熟果実の加工による収益化

2319 R138100031 四国 愛媛県 扇屋食品株式会社 1500001004849 新工場で最新生産ラインを作り機械制御により需要の変化へ対応 木本　康聖

2320 R138100032 四国 愛媛県 田縁農園 味本位の消費者ニーズに応える新規柑橘商品の開発事業 株式会社伊予銀行

2321 R138100034 四国 愛媛県 雪雀酒造株式会社 9500001000171 安定的な高品質の清酒製造と生産性向上による高付加価値商品の量産化

2322 R138100035 四国 愛媛県 西条建設株式会社 8500001008967 業務プロセスのＤＸ化推進によるＢＩＭ／ＣＩＭへの本格対応

2323 R138100036 四国 愛媛県 株式会社Ｏｐｅｘ 2010401091858 みかん包装自動化装置導入による品質・生産性向上計画

2324 R138100037 四国 愛媛県 株式会社ウエデン 3500002015967 電気工事等設備工事における土木工事を含む施工一貫体制の構築 髙畑　明敏

2325 R138100038 四国 愛媛県 すぎもり歯科クリニック 歯科クリニックにおけるデジタル一元化生産性向上事業

2326 R138100039 四国 愛媛県 木村和貴 液体凍結技術の活用により、鮮魚の鮮度を維持し通販で販路開拓。 中山　勇希

2327 R139100001 四国 高知県 有限会社西岡鉄工所 6490002003913 柱大組溶接ロボット導入で生産体制の最適化により拡販と生産性向上計画 中玉利　寛

2328 R139100002 四国 高知県 株式会社土佐龍 8490001005801 四万十ヒノキの製造工程再構築による海外・Ｗｅｂでの販売強化の実現

2329 R139100003 四国 高知県 有限会社利岡肥料店 6490002008128 デジタル技術の活用で一包化作業・監査の効率化 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

2330 R139100004 四国 高知県 株式会社マミヤ 4490002006117
ドライバー・配車記録のデジタル化による県内ナンバーワン運送会社を目指
す取り組み

株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

2331 R139100005 四国 高知県 株式会社西土佐建設 7490001005059 地域建設業におけるＤＸ化推進による生産性・事業持続性向上計画 高知県商工会連合会

2332 R139100006 四国 高知県 第十工業株式会社 4490001006646 塗装ブースを導入し付加価値向上と新分野進出による事業拡大 高知県商工会連合会

2333 R139100007 四国 高知県 株式会社タナック 8122001004844 溶接ロボットによる高効率生産システムの構築と生産能力向上の取組 株式会社伊予銀行

2334 R139100008 四国 高知県 株式会社四万十ソーイング 5490001008674
縫製工程の高度化による生産性向上を目指した効率化と新分野の生産体制
の構築

2335 R139100009 四国 高知県 土佐魚カンパニー合同会社 8490003001550 ＥＣを活用した水産加工・鮮魚販売分野への進出による付加価値向上 高知商工会議所

2336 R139100010 四国 高知県 サンライズ石油株式会社 1490001001113 日本一のおもてなしを武器に地域密着型企業への飛躍を図る 高知商工会議所

2337 R139100014 四国 高知県 有限会社森木組 1490002009618 ドローン測量技術による工期短縮と労働環境の改善 高知県商工会連合会

2338 R139100015 四国 高知県 東山建設株式会社 9490001001873 「３次元地形データの取得」の内製化によるＩ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎの強化 高知商工会議所

2339 R139100017 四国 高知県 株式会社アピタ 7490001000076
新設備導入により大幅な生産性向上と高品質商品作りを両立し売上・利益
拡大

2340 R140100002 九州 福岡県 柴田デンタルサービス 歯科技工物生産工程における完全内製・デジタル化の実現と地域への波及 株式会社フロウシンク

2341 R140100003 九州 福岡県 株式会社ヤスナガ 9290001053282 個人力のネットワーク化で、技術を伝承し、加工精度を平準化

2342 R140100006 九州 福岡県 下山工業 最新設備導入による売上拡大と新市場参入への挑戦 株式会社フロウシンク

2343 R140100007 九州 福岡県 有限会社國重鉄工所 3290002045433 最新ドライブベンダー導入による特装車部品の生産体制刷新計画 飯塚信用金庫

2344 R140100009 九州 福岡県 株式会社博多製麺処 1290001077058 店舗の味を自宅でも味わえる高品質な非対面販売冷凍食品事業の実現 東京中央経営株式会社

2345 R140100010 九州 福岡県 株式会社庄分酢 9290001053654 「スリムな瓶」や「軽量ペットボトル」の食酢商品の開発 大川信用金庫

2346 R140100012 九州 福岡県 しらゆりデンタルクリニック 最先端歯科用設備導入による高難度マイクロエンド治療法の実践 株式会社フロウシンク

2347 R140100016 九州 福岡県 オングリット株式会社 3290801025379 無人航空機とＡＩ解析によるインフラ点検効率化サービス 福岡商工会議所

2348 R140100017 九州 福岡県 貝原バーナー製作所 ＣＮＣ精密自動旋盤導入による量産体制構築及び付加価値の向上 福岡県商工会連合会

47 / 52 ページ



No 受付番号 ブロック 都道府県 商号又は名称 法人番号 事業計画名
認定経営革新等

支援機関名

2349 R140100018 九州 福岡県 株式会社福豊堂 4290001058906 豆菓子等の袋詰めの自動化による「安心・安全」な生産体制の構築 株式会社筑邦銀行

2350 R140100020 九州 福岡県 オガワ設備工業株式会社 2290001045402 生産工程の効果的な集約強化により需要高まる配管の受注拡大 株式会社エフアンドエム

2351 R140100022 九州 福岡県 はやし小児歯科医院 最先端ＣＴ設備導入を通じた院内完結での小児歯科治療の提供拡大 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

2352 R140100026 九州 福岡県 Ｒｅｓｐｅｃｔ　Ｓｕｒｖｅｙ
ドローンを活用した３次元測量の事業化による受注単価の増加及び新規取
引先の獲得

福岡県商工会連合会

2353 R140100027 九州 福岡県 芳野測量設計株式会社 2290001004267 ＤＸ化推進による生産性向上と公共事業入札対応強化・新規事業の具現化 株式会社フロウシンク

2354 R140100031 九州 福岡県 株式会社大石工業 6290801022514 自動配管切断機の導入によるプレハブ配管加工における生産性向上計画 福岡ひびき信用金庫

2355 R140100033 九州 福岡県 Ｌｏｃａｌ　Ｄｅｓｉｇｎ株式会社 5290001070744 「ホテル清掃管理システム」開発による革新的な清掃サービス改善

2356 R140100034 九州 福岡県 有限会社江島木工 3290002053048
最新鋭ボーリングマシン導入による国産檜材子供用二段ベッドの生産力増
強

大川信用金庫

2357 R140100035 九州 福岡県 ヒラタ、デンタル 湿式ミリングマシンと３Ｄプリンター活用によるチタン合金歯冠の製作 福岡県商工会連合会

2358 R140100039 九州 福岡県 有限会社菜食 9290002024976 製造工程の自動化と検査体制強化によるトレーサビリティシステム構築 株式会社フロウシンク

2359 R140100041 九州 福岡県 くすのき歯科医院 先進機器を用いた当院独自の治療法である舌コントロール療法向上 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

2360 R140100042 九州 福岡県 有限会社オートリサイクルナカシマ福岡 2290002038842 ＥＶの普及等による銅需要拡大に対応する銅リサイクル事業進出計画 株式会社エフアンドエム

2361 R140100043 九州 福岡県 株式会社なぎのき製薬 2290001083674 製造工程の一部内製化による生産規模の拡大と利益率の向上の実現 西岡　隆

2362 R140100044 九州 福岡県 ＯＮＥ　ＮＡＴＩＯＮ株式会社 8290001080055
位置情報×観光スポットアプリ「Ｒｅｍｌｙ」における新しい広告・マネタイズ機
能開発事業

株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

2363 R140100049 九州 福岡県 北九食品株式会社 1290802017063 「業務フォローシステム」の開発・導入による業務プロセス改善 太田　範雄

2364 R140100053 九州 福岡県 加藤瓦工事店株式会社 4290001082476 新焼成窯の導入による生産性の向上とオートクチュール瓦の受注拡大 福岡県商工会連合会

2365 R140100057 九州 福岡県 オーディーエー 事業のデジタル化への転換と商品及び販売チャネルの多様化

2366 R140100058 九州 福岡県 有限会社山下自動車 5290002051909 時代の変化に対応した先進整備事業への取り組み 株式会社佐賀銀行

2367 R140100059 九州 福岡県 有限会社吉村組 8290802022684
３Ｄグレーダーマシンコントロールシステム導入による道路施工の効率化及
びＩＣＴ化

髙村　英子

2368 R140100063 九州 福岡県 株式会社戸畑製作所 7290801002498 羽口先端肉盛溶接工程自動化による販売競争力強化

2369 R140100065 九州 福岡県 ジャステクト株式会社 6290001032090
業務市場拡大、品質強化と工程効率化を目的としたひび割れ計測システム・
３Ｄスキャナの導入

藤川　剛士

2370 R140100067 九州 福岡県 株式会社山水製作所 3290001003160
最新ＮＣ加工機及びスポット溶接機の活用による店舗用看板等の生産体制
刷新計画

株式会社西日本シティ銀行

2371 R140100068 九州 福岡県 有限会社佐藤商店 7290002045504
縁なし薄畳の製造を高精度化！クロス工事と組み合わせた空間コーディネー
トで新規顧客獲得

株式会社シャイン総研

2372 R140100069 九州 福岡県 トータルケア・システム株式会社 1290001024704 油圧脱水機への入れ替えによるＣＯ２削減と収益性の向上 大牟田商工会議所

2373 R140100070 九州 福岡県 株式会社ＳＹＮＥＲＧＹ　ＷＯＲＫＳ 1290001047036 音声・映像オンライン配信を目的とするスタジオ設備の設置 西岡　隆

2374 R140100071 九州 福岡県 株式会社永末組 9290801016620 施工誘導システム搭載のミニショベル等の導入による生産性向上計画 髙村　英子

2375 R140100072 九州 福岡県 株式会社アルタス 9290001079773 アスベスト対策＆環境にやさしい「ポリウレア」で社会に貢献

2376 R140100073 九州 福岡県 株式会社大石茶園 3290001047133 粉砕機ビーズミル購入による国内、海外販路の拡大事業

2377 R140100074 九州 福岡県 株式会社ＣＧＣ 8290801022719 鉄骨製作に自走式ケガキロボを導入した製作効率と精度向上化事業

2378 R140100075 九州 福岡県 ひろえ歯科医院 歯科用ＣＴ、光学印象導入による患者負担軽減でサービス品質向上 株式会社アクセルパートナーズ

2379 R140100076 九州 福岡県 竹下防水工業
高機能サイディングに対応した出隅接着の高度化とリードタイム短縮による
差別化

2380 R140100077 九州 福岡県 株式会社菜根譚るきあ 2290001020074 異物混入検知システムの導入

2381 R140100078 九州 福岡県 小畠畳店
ＣＯ２削減とＣＮ促進のダブル効果「１級技能士が手掛ける高耐久性畳の生
産性向上」

福岡県商工会連合会

2382 R140100079 九州 福岡県 竹市株式会社 7290001047328 八女すだれの海外展開 福岡県商工会連合会

2383 R140100081 九州 福岡県 株式会社ウシジマ 9290001043969 部品内製化による水門工事の工期大幅短縮と新製品受注への取組 株式会社フロウシンク

2384 R140100084 九州 福岡県 株式会社折園 9290801009731 薪の製造工程確立による事業拡大計画

2385 R140100085 九州 福岡県 株式会社伍代産業 5290001042594 高齢化等の社会変化に対応する独自の防草 株式会社佐賀共栄銀行

2386 R140100087 九州 福岡県 かねこ建材工業株式会社 1290001086959 需要が高まる「安全設計ドア枠」製作における自動化ラインの構築 福岡県商工会連合会

2387 R140100088 九州 福岡県 株式会社ラバーコーン 3290001080142 ＣＡＤ／ＣＡＭインレーへの対応及びインプラント需要への展開 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

2388 R140100089 九州 福岡県 藤崎駅ビル歯科 手術用顕微鏡による根管治療、歯周病、インプラント治療の高度化

2389 R140100091 九州 福岡県 株式会社ＦＯＲＷＡＲＤ 8290001083578
食品ロス削減に向けた添加物フリーなパンの開発による生産性向上と新市
場の開拓

中島　隆宜

2390 R140100092 九州 福岡県 えいらく歯科クリニック
歯科へのＤＸ導入により院内完結型治療体制を確立し労働生産性の向上を
実現する

株式会社フロウシンク

2391 R140100094 九州 福岡県 株式会社ＪｉＨＡＮ 7290001065016 【おうちでシェフの味】を実現するスマートな無人販売店舗

2392 R140100095 九州 福岡県 株式会社名島鉄工所 1290801022428 生産プロセスの改善　複数台持ちの実現による生産性向上の取組 井上哲也

2393 R140100096 九州 福岡県 株式会社Ｂｅｙｏｎｄ 9290001097040 新規創業：鍵事業の強みを活かして取り組むドローン映像・点検事業 長井　寿郎

2394 R140100097 九州 福岡県 株式会社グローバル・スコープ 5300001004147 ＩＴ分野に疎い業界でも活用頂ける、電子契約の締結サービス「オン・サイン」 稲山哲智

2395 R140100099 九州 福岡県 合名会社中村商店 7290803001614 ピストン充填機などの導入による作業効率の向上と多品種への対応 田川商工会議所

2396 R140100100 九州 福岡県 Ｗｈｉｔｅ　Ｌａｐｉｎ株式会社 9011401022409 写真を商品に「刺繍」する、笑顔を贈るベビー用品サイトの構築

2397 R140100101 九州 福岡県 かわら工房春風 屋根工事専門という強みを活かしたドローンによる点検・清掃事業 ノーサイド行政書士法人

2398 R140100103 九州 福岡県 中村歯科くりにっく
デジタル技術を活用した気道中心の治療による睡眠時無呼吸症候群の治療
と予防

株式会社フロウシンク
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2399 R140100104 九州 福岡県 藤田航
自家製クラフトビール醸造販売による売上拡大・生産性向上事業福岡発・自
家製クラフトビール醸造販売事業

フィッシュリップル株式会社

2400 R140100106 九州 福岡県 株式会社ライブリンクス 3290001069615 自社開発を更に加速させて教育業界の課題解決に貢献する事業 坂本　淳

2401 R140100107 九州 福岡県 有限会社泉屋 8290002014128 メンズブランド帽子クリーニングのネット展開によるＤＸ 有限会社　エムケイブレーン

2402 R140100108 九州 福岡県 ウチカワ工業株式会社 7290801019410 難加工材ＳＤ４９０鉄筋加工の内製化による高層マンション施工の強化

2403 R140100109 九州 福岡県 株式会社ベストワーク 4290001021104 クラウド型運行管理システムの開発による運行管理事業の生産性向上
一般社団法人九州広域行政事務
支援機構

2404 R140100110 九州 福岡県 テクレル株式会社 2290001085778 電気自動車 福岡県商工会連合会

2405 R140100111 九州 福岡県 株式会社タイキ 5290001019031 ファブデッキ設計プロセスのデジタル化への挑戦 株式会社アクセルパートナーズ

2406 R140100114 九州 福岡県 株式会社先崎測量 3290001079481 空陸調査技術を融合した次世代３次元デジタル測量の実現 アトムコンサルティング株式会社

2407 R140100115 九州 福岡県 長門屋畳店 洋室にマッチする薄畳で伝統文化の継承と新規顧客獲得に挑戦 株式会社シャイン総研

2408 R140100117 九州 福岡県 株式会社コイシ 6320001001075 ３Ｄプリンターを活用した現場の見える化サービス事業

2409 R140100118 九州 福岡県 株式会社ルークス 5290801021426 ～　九州初ＡＩ技術搭載型ＣＴ導入について　～

2410 R140100119 九州 福岡県 株式会社アドウェルズ 7290001042948 超音波接合強度向上とユーザー試験内製化により収益力を向上する計画 ひまわり経営サポート株式会社

2411 R140100120 九州 福岡県 株式会社ファーストコーポレーション 5290001079208 大型設備導入し、効率の良い積極的メンテナンスサービスの提供

2412 R140100121 九州 福岡県 株式会社大光電機製作所 5290801002293 タップ工程の自動化による制御盤といった盤類の生産能力の向上 株式会社ゼロプラス

2413 R140100123 九州 福岡県 広洋貿易株式会社 6290001076732 注文システム開発による生産性・ユーザビリティ・継続率の向上

2414 R140100124 九州 福岡県 峰松工業株式会社 8290001063869 ファイバーレーザー切断機導入による防火ダクト製造への進出

2415 R140100125 九州 福岡県 株式会社フリーダム 8290001076136 自動検品システムを活用した倉庫業における新たな出荷体制の確立 鈴木　良洋

2416 R140100126 九州 福岡県 株式会社ＴＣＫ 9330002020723 真空ポンプ製造プロセス改善のための真空排気計測装置の導入

2417 R140100127 九州 福岡県 株式会社スーパーラップ 9290001070815 最先端レーザー加工機導入による顧客ニーズ多様化への対応

2418 R140100130 九州 福岡県 藤井精工株式会社 7290801014428 超精密金型一貫生産工程における生産力の向上 福岡県商工会連合会

2419 R140100132 九州 福岡県 株式会社ハナブサ 4290001009727 少し緩めのデジタル化でＳＤＧｓな時計店へ！ 有限会社　エムケイブレーン

2420 R140100133 九州 福岡県 株式会社三笠 6290001041224 ＡＩ搭載最新型ＭＣ導入による生産性強化と新素材加工への挑戦 株式会社佐賀銀行

2421 R140100134 九州 福岡県 株式会社リクリエ 4290001073038 中期宿泊ニーズ対応に向けたＡＩを活用した革新的集客基盤の構築

2422 R140100138 九州 福岡県 株式会社鷹取製作所 1290001055170 中小型漁船向け操船支援システムの開発・事業化

2423 R140100142 九州 福岡県 金之橋ヒューマンブリッヂ株式会社 6290001031183 サービス提供プロセスの改善を図り新サービスの実現を目指す。

2424 R140100143 九州 福岡県 株式会社ＮＩＮＯ　Ｓｙｓｔｅｍ 3290001034288 規格外農産物の特殊粉末食品製造・販売

2425 R140100144 九州 福岡県 株式会社日研稲吉 3290801014935
電動車（ＥＶ・ＨＶ・ＰＨＶ）用モーターコア金型マシニング加工の大型化と高効
率化の取り組み

2426 R140100145 九州 福岡県 株式会社ジュウロック 5290001008091 色・香り落ちのない八女玉露菓子開発と全国初の焼菓子連続生産

2427 R140100146 九州 福岡県 サンパック株式会社 7290001004584 食品用特殊製袋の品質・生産性向上の取り組み

2428 R140100147 九州 福岡県 株式会社クイックス 4290001038222
トンネルフリーザー及びスライサー導入による加工食品の生産性向上、品質
向上の取り組み

2429 R141100004 九州 佐賀県 有限会社貴輪ロードサービス 1300002005965
増加する事故や災害への対応力を強化するためのレッカーサービス体制刷
新計画

株式会社エフアンドエム

2430 R141100006 九州 佐賀県 株式会社野中畳店 4300001012654 薄型畳の内製化によるフルラインでの「野中畳店品質」の提供 小城商工会議所

2431 R141100007 九州 佐賀県 有限会社たなべ屋 2300002011236
中食の増加健康志向に対応すべく、燻製商品の生産量拡大に向けた新たな
生産体制の構築

株式会社エフアンドエム

2432 R141100008 九州 佐賀県 天吹酒造合資会社 7300003000506 日本酒を使用した和リキュール充填ライン導入による生産性の向上 佐賀県商工会連合会

2433 R141100009 九州 佐賀県 むら雲堂本舗 当店が独自に試作開発した新製品「冷やし生ようかん」の本格製造 小城商工会議所

2434 R141100010 九州 佐賀県 株式会社西村商会 6300001009418 遠隔顧客対応システム導入による金属スクラップ買取業務のＤＸ計画 株式会社佐賀共栄銀行

2435 R141100011 九州 佐賀県 株式会社ミートフーズ華松 2300001009891 佐賀牛をＶＳＰ包装し賞味期限延伸とフードロス削減を実現する

2436 R141100013 九州 佐賀県 有限会社馬場酒造場 6300002006851 瓶詰め工程の自動化により人を再配置し営業・研究開発活動を強化

2437 R141100014 九州 佐賀県 株式会社塚本鐵筋 1300001009629
スポット溶接工法における鉄筋加工能力の拡大による大型案件の受注獲得
事業

若杉　拓弥

2438 R141100016 九州 佐賀県 有限会社定松ファーム 2300002007572 未利用資源の籾殻を燃料へ！ＳＤＧｓに向けた循環型農業の実現 佐賀県商工会連合会

2439 R141100018 九州 佐賀県 株式会社原ノ町鉄工 8300001003253 対話式ＣＮＣフライス盤導入による加工精度向上と生産性向上 株式会社フロウシンク

2440 R141100019 九州 佐賀県 熊手蜂蜜株式会社 2290001048669 高い生産性を確保した高鮮度、適量新商品の試作開発

2441 R141100020 九州 佐賀県 株式会社みろくや秀麺工房 6300001006687 自動包装機導入による生産性向上・製品付加価値ＵＰによる販路拡大 佐賀県商工会連合会

2442 R141100023 九州 佐賀県 株式会社鶴松造園建設 1300001007252
木チップに付加価値を付け販売、温室効果ガスの削減を行い、持続的な事
業へ

税理士法人ウィズラン

2443 R141100025 九州 佐賀県 株式会社クルール・ド・銀月 6300001006761 パティシエ手仕込みによる自動販売機向け冷凍ケーキの開発

2444 R141100028 九州 佐賀県 株式会社メリーランド 4300002006003 入退場管理システムを導入した屋内型キッズ空間の創出 佐藤　健一郎

2445 R141100030 九州 佐賀県 株式会社まるきん 3300001005642 高精度加工、製品開発高効率化のためのマシニングセンタ導入計画 山浦　義行

2446 R141100031 九州 佐賀県 有限会社松浦漬本舗 3300002011086 深絞り包装機導入による包装の機械化により、品質の向上を図る。
一般社団法人九州広域行政事務
支援機構

2447 R142100001 九州 長崎県 エヌイーエススタジオ 最新プリンター導入でプリント技術強化によるオーダーグッズ即納 長崎県商工会連合会

2448 R142100002 九州 長崎県 米倉製材所 ハーベスタ搭載油圧ショベル導入による、原木伐採プロセスの大幅効率化 株式会社フロウシンク
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2449 R142100003 九州 長崎県 株式会社グリーンテック九州 5310002017460 産業廃棄物処理量の拡大による県央地区の循環型社会強化計画 株式会社エフアンドエム

2450 R142100005 九州 長崎県 かわはら歯科 デジタル技術による歯の喪失の回避、口腔外科手術の安全性の向上

2451 R142100006 九州 長崎県 総合インテリア寿屋 ウイズコロナに向けた一貫生産体制構築による経営基盤強化事業 長崎県商工会連合会

2452 R142100008 九州 長崎県 冨士樹脂株式会社 4180001024225 高性能ＮＣルーター導入による次世代半導体等製造装置製作取組 吉永　正範

2453 R142100009 九州 長崎県 株式会社ライムイシモト 6310001008212 一体的な金属加工による生産プロセス改善策と働き方改革 諫早商工会議所

2454 R142100011 九州 長崎県 有限会社ヒロシ畳店 6310002004607 先端技術導入で薄畳の量産体制確立と品質向上による販路拡大戦略 長崎県商工会連合会

2455 R142100016 九州 長崎県 有限会社小関 2310002018379 実娘夫婦の経営参画に基づく内部スタッフ育成型経営基盤強化事業 長崎県商工会連合会

2456 R142100018 九州 長崎県 雲仙栗原ねぎ 九州初！白ネギフィルム包装機の導入による生産性向上とブランド拡大事業 長崎県商工会連合会

2457 R142100019 九州 長崎県 株式会社イシマル 9310001000141
自社で取り組むＤＸ・働き方改革の実例をノウハウとし、顧客企業へ価値提供
を行う

2458 R142100021 九州 長崎県 藤井歯科医院新戸町診療所 「歯周病総合メディカルケア」の開発

2459 R142100023 九州 長崎県 有限会社杉谷本舗 1310002015245 カステラ職人が作るどら焼で観光市場から自家消費市場へ転換計画 税理士法人ASPIRE

2460 R142100024 九州 長崎県 有限会社きのこ屋 6310002019605 菌床製造ラインの生産性向上と商品差別化・販路拡大計画

2461 R142100025 九州 長崎県 株式会社サンミシェル 7310001004680 クッキー（焼菓子）の、地域に無い新たな販売スタイルで売上拡大を図る。 長崎商工会議所

2462 R142100030 九州 長崎県 アカウントリンクス株式会社 2310001015212
会計ソフト連動型の予実管理ＳａａＳソフト開発〜中小企業の予算作成、経営
分析業務の効率化と資金繰り支援〜

森　健史

2463 R142100031 九州 長崎県 株式会社フォーオールプロダクト 7290001055561 企業の廃材活用と福祉のものづくりをデザインするプロジェクト

2464 R142100032 九州 長崎県 テクノオガワ株式会社 3310001004148 除菌効果の高い保育施設向け小型除菌ボックスの開発

2465 R142100037 九州 長崎県 立山建設株式会社 6310001010201 後付けＭＣ・ＭＧ機器活用による島内土木施工ＩＣＴ化のリード 長崎県商工会連合会

2466 R142100038 九州 長崎県 株式会社細川建設 6310001006752 五島列島最北端の離島ビジネスを繋ぐ小型運搬船の付加価値拡大 長崎県商工会連合会

2467 R142100040 九州 長崎県 株式会社丸昇水産 7310001017088 生産性向上・商品価値向上及び販路拡大に伴う真空包装機の導入 長崎県商工会連合会

2468 R142100042 九州 長崎県 株式会社慶和 6290001024567 非接触型システムによるウィズコロナ型アミューズメントの実現 辻・本郷税理士法人

2469 R142100043 九州 長崎県 一ノ瀬自動車商会 ネットワーク連携対応検査ライン導入による革新的車検センター事業

2470 R143100003 九州 熊本県 株式会社川北製作所 4330002018417
半導体チップ用トレイ等の製造における生産性向上による多品種小ロット対
応計画

シェアビジョン株式会社

2471 R143100004 九州 熊本県 有限会社山本建設工業 3330002029258 ＩＣＴ施工による浚渫工事の生産性向上と新規受注拡大 株式会社フロウシンク

2472 R143100005 九州 熊本県 株式会社千原組 5330001015240 ＩＣＴ施工対応による生産性向上と防災減災対応による地域貢献 株式会社フロウシンク

2473 R143100007 九州 熊本県 有限会社トヨテック 8330002007390 難加工である薄板面への刻印工程の生産効率向上と不良率低減計画 シェアビジョン株式会社

2474 R143100008 九州 熊本県 天翔物産株式会社 2330001006787 中食市場の拡大に資する中華まんの生産拡大並びに新商品開発計画 株式会社エフアンドエム

2475 R143100010 九州 熊本県 株式会社稲永工業 6330001025395 防災・減災需要高まる中でＩＣＴ活用による砂防工事対策の強化 株式会社エフアンドエム

2476 R143100012 九州 熊本県 株式会社斉藤商店 1240001030657 合成樹脂原料の押出成形によるＰＰ畳表の製造販売

2477 R143100013 九州 熊本県 南九州コンクリート株式会社 9330001014098 プレキャストコンクリート製造における蒸気養生工程の効率化

2478 R143100015 九州 熊本県 有限会社本田興業 6330002020313 ＩＣＴ施工による生産性向上と中山間地域の農業基盤整備への対応 株式会社フロウシンク

2479 R143100016 九州 熊本県 荒木建装株式会社 8290001054645 ３Ｄデータ連携によるオーダーメイド型ゴルフクラブ製造の自動化 株式会社フロウシンク

2480 R143100018 九州 熊本県 吉本水産 最新の急速冷凍技術で、戸馳産車海老の高品質凍結を実現し販路を拡大
株式会社ビジネスモデルサイエン
ス

2481 R143100019 九州 熊本県 株式会社メイソウ 9330001010361 複雑形状のプレス金型に対する形状および寸法計測技術の高度化

2482 R143100021 九州 熊本県 株式会社地盤研究所 9330001014536 ３Ｄ測量機及びソフト導入による測量業務のデジタル化と生産性向上 株式会社フロウシンク

2483 R143100025 九州 熊本県 株式会社九州クラフト工業 5330001008376 自動画像検査機の導入による品質と生産性の向上

2484 R143100027 九州 熊本県 株式会社ＫＤＳ熊本ドライビングスクール 5330001001471 ＡＩ・自動運転技術及び無線技術による生産性・付加価値の向上 熊本商工会議所

2485 R143100029 九州 熊本県 九州条鋼加工株式会社 1290801010944 複合機の導入による、大規模物流倉庫向け胴縁の製造・販売事業 株式会社ゼロプラス

2486 R143100031 九州 熊本県 株式会社エー・エム・エル農業経営研究所 5330001009358 自動充填機導入による生産性向上と製品品質の安定化
税理士法人さくら優和パートナー
ズ

2487 R143100033 九州 熊本県 株式会社黒田建設工業 5330001014928 柱大組立溶接ロボットの導入による鉄骨製作の高品質化・工期短縮 前之園　博一

2488 R143100034 九州 熊本県 株式会社森商 2330001019079
ＩＣＴ施工能力獲得による技術的優位性強化と各種新規プロジェクト参入推進
計画

株式会社エフアンドエム

2489 R143100035 九州 熊本県 有限会社ヨミヤクリーニング 6330002029858 非接触型サービスの充実による利用者の利便性向上の取組 熊本県商工会連合会

2490 R143100037 九州 熊本県 乳菓子屋株式会社 3330001024516 ネット販売及びＢｔｏＢ向け流通販売に伴う生産プロセスの改善

2491 R143100040 九州 熊本県 株式会社東亜建設コンサルタント 7330001003136 防災計画支援の為の３Ｄ簡易シミュレーション事業の発足

2492 R143100042 九州 熊本県 株式会社森本建設 6330002023547 最新ＩＣＴ建設機器導入による労働環境の改善及び生産性向上の実現 加藤　誠貴

2493 R143100043 九州 熊本県 株式会社旭製作所 1330001018362 最先端の溝切加工機導入によるウエハー洗浄工程の生産性向上事業

2494 R143100045 九州 熊本県 アーク・リソース株式会社 1330001000361 食物アレルゲン検出用定量型イムノクロマト試薬の試作品開発 津曲　千鶴

2495 R143100046 九州 熊本県 株式会社熊防メタル 8330001005528 生産における全体最適化

2496 R143100047 九州 熊本県 株式会社マル亀工業 2330001012744 穴あけ＆切断複合機導入によるプラント製品製造の生産効率向上

2497 R143100048 九州 熊本県 株式会社三計テクノス 3330001001960 統合型業務支援システムによる検査業務及び社内業務工程の一元管理化 ノーサイド行政書士法人

2498 R143100049 九州 熊本県 まよみ堂 生産性向上で、時代のニーズを捉えた健康志向菓子等の開発
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2499 R143100052 九州 熊本県 株式会社ＣＥＮＯ 7330001023431 代理店と連携した外構エクステリア業務の施工管理システムの開発

2500 R144100002 九州 大分県 有限会社伊藤食品 5320002018706 業務用漬物製造会社による個人消費マーケットでの収益基盤づくり 日田商工会議所

2501 R144100004 九州 大分県 有限会社岩崎精機 6320002001058
生産ラインのＩｏＴの活用によるデジタル化の制度と量産を改善し販路拡大を
目指す

大分信用金庫

2502 R144100008 九州 大分県 吉田歯科医院 歯科用ＣＴの導入と工程の改善によるインプラント治療の質的向上

2503 R144100010 九州 大分県 株式会社イーアール 2320001007588 循環型社会実現に向けた、処理能力の強化と地域貢献への取組み 株式会社大分銀行

2504 R144100011 九州 大分県 株式会社田嶋製作所 5320001010060 ショットブラストによる塗装下準備工程での金属剥離作業の自動化

2505 R144100014 九州 大分県 株式会社石田製材所 2320001010617 国産材（桧）建築資材の小割材生産能力向上に向けた設備導入 大分県商工会連合会

2506 R144100017 九州 大分県 精巧エンジニアリング株式会社 7320001004077
ドローンレーザー測量システムおよびドローンカメラの導入による競争力の強
化

駒田　裕次郎

2507 R144100018 九州 大分県 羽田歯科医院 精度向上と非接触歯型取りで高齢患者様に高満足度の治療を提供

2508 R144100019 九州 大分県 玖珠液化ガス協業組合 4320005007384 地域のプロパンガス配送システムの構築 大分県商工会連合会

2509 R144100020 九州 大分県 別府速見自動車整備協業組合 1320005004459 県内屈指の先進的自動車整備工場になり新たな雇用を創出する為に 大分県商工会連合会

2510 R144100021 九州 大分県 株式会社藤建興業 2320001013842
大分県中央山間部の過疎少子化地域での建設会社の若手雇用とＩＣＴの取
組

久多良木　清隆

2511 R144100022 九州 大分県 有限会社イチマルカンツー工業 6320002000984 最新設備導入により解体工事を一括受注できる体制構築及び生産性向上

2512 R144100025 九州 大分県 株式会社九州セミコンダクターＫＡＷ 6290801016177 ウェハ加工における製造環境の改善により顧客要求品質の見える化
公益財団法人大分県産業創造機
構

2513 R144100027 九州 大分県 有限会社木村石油店 4320002015167 鈑金塗装工程の生産性向上及び塗装の多様化への対応事業 大分県商工会連合会

2514 R144100028 九州 大分県 三隈工業株式会社 1320001010139 先端設備導入及び「包装設計室」の設置による競争力強化に向けた取組み 株式会社大分銀行

2515 R144100030 九州 大分県 株式会社デンケン 6320001001843 熱磁気による有機物分解炉の開発 株式会社豊和銀行

2516 R144100034 九州 大分県 愛宕自動車工業株式会社 6320001010679
エコロジーボックス及びリニボ製造部品の対応力強化による効率化と生産性
向上

公益財団法人大分県産業創造機
構

2517 R144100035 九州 大分県 株式会社カスガ水産 9320201000196 生産性向上のための、ブリ内臓部門除却の機械化 株式会社大分銀行

2518 R144100036 九州 大分県 ニシジマ精機株式会社 1320001009065 高性能設備導入による生産性向上と高付加価値なものづくりの実現

2519 R144100037 九州 大分県 日田石油販売株式会社 4320001010169 地域の特性に配慮した新規サービスの展開による新規顧客開拓

2520 R144100038 九州 大分県 株式会社アーテック 4320001009946 コンクリート試験事業における生産性向上と新規試験の展開 日田商工会議所

2521 R144100041 九州 大分県 有限会社サンエイデンタル 4320002021454
デジタル技工設備拡充による生産性向上および高付加価値製品ニーズへの
対応

株式会社大分銀行

2522 R144100042 九州 大分県 有限会社重冨食品 5320002018854 もやし根切機導入で、最終顧客対応とＳＤＧｓへの取り組み 久多良木　清隆

2523 R144100043 九州 大分県 有限会社エム・オー・イー 8320002016178
新たな市場展開へ向けた、先端設備導入による労働環境（雇用条件・安全
性・クリーン化）の整備・向上

株式会社大分銀行

2524 R144100046 九州 大分県 株式会社三共テック 4320001008634 立形マシニングセンタの増設に伴う収益力の強化
公益財団法人大分県産業創造機
構

2525 R144100047 九州 大分県 有限会社高畠装業 1320002016928 木製加工技術を生かした贈答用・独自製品の開発と生産性向上
公益財団法人大分県産業創造機
構

2526 R144100048 九州 大分県 有限会社グリーンファーム久住 1320002017868 鶏卵の加工場および直売所の開所事業

2527 R144100051 九州 大分県 株式会社ヨシダ 4320001009161 最新機器導入による自動化へ、生産性向上と作業環境の改善を図る
公益財団法人大分県産業創造機
構

2528 R144100054 九州 大分県 日本連合警備株式会社 4320001002174 個人資産保管市場と次世代警備への参入へのシステム開発

2529 R145100002 九州 宮崎県 株式会社もろつか中村林業 2350001016859 新型設備導入による生産性向上と若手・女性社員の作業環境整備

2530 R145100003 九州 宮崎県 大村板金工業株式会社 6350001015799 資材高騰による事業変化に対応するための板金加工工程効率化 日向商工会議所

2531 R145100005 九州 宮崎県 株式会社ｗｏｏｄ’ｓ 3350001017451 測定機器保管用木箱の工程合理化による生産プロセスの改善

2532 R145100006 九州 宮崎県 株式会社カジサ工業 2350001017452 ＩＴ活用のフルオート折曲機の導入による生産性向上と販路拡大 宮崎県商工会連合会

2533 R145100007 九州 宮崎県 有限会社ライト調査設計 2350002011297 森林地帯でも対応できる新たな航空写真測量技法の導入事業 長井　寿郎

2534 R145100009 九州 宮崎県 株式会社創建 8350001006020
ＵＡＶ搭載型三次元レーザースキャナー調査測量システムの導入による競争
力の強化

駒田　裕次郎

2535 R145100011 九州 宮崎県 株式会社サンロード出荷組合 4350001010752 農業デジタル技術を活用した「にら」の品質と生産性向上計画 アトムコンサルティング株式会社

2536 R145100012 九州 宮崎県 株式会社エス・サンク 4350001017319 新鮮なフルーツを使ったオリジナルジェラートケーキの開発と販売 宮崎商工会議所

2537 R145100014 九州 宮崎県 株式会社Ｐｏｗｅｒ　Ｗｏｍａｎ 8350001016498 個人〜小規模事業者向け商品開発プラットフォームの構築

2538 R145100015 九州 宮崎県 株式会社松長鐵工 2350001012024 アーク溶射加工事業拡大による対応力強化と新規顧客開拓 延岡信用金庫

2539 R145100016 九州 宮崎県 株式会社金本組 3350001000358 レーザースキャナ等の導入による測量業務の生産性・品質向上 合同会社ブループランニング

2540 R145100021 九州 宮崎県 ビーフォレスト レーザードローン３Ｄ撮影による林業のＤＸ化

2541 R145100024 九州 宮崎県 株式会社Ｌｉｂｅｒｔｙｓｈｉｐ 6350001016070 温浴施設のＤＸ化を実現。ＩｏＴ技術を活用した、ＳａａＳ型サウナＩｏＴシステム。

2542 R145100026 九州 宮崎県 株式会社黒木鉄工所 9350001014773 医療用素材製造装置部品加工の品質・生産性向上の取り組み

2543 R146100001 九州 鹿児島県 株式会社大迫精機 7340001008167
高精度三次元測定機導入による幾何公差測定の自動化による高精度製品
受注拡大

2544 R146100005 九州 鹿児島県 株式会社尾辻建設 4340001009432 地域材木を活用した外壁用浮造り杉板板の製造販売

2545 R146100006 九州 鹿児島県 株式会社サンライズ精工 9340001008371 半導体製造装置向け精密部品生産拡大事業

2546 R146100009 九州 鹿児島県 ジェイエイト デイタイムのスイーツ＆カフェ需要を獲得し昼・夜二毛作ビジネスへ　！ 川内商工会議所

2547 R146100010 九州 鹿児島県 株式会社有村鉄筋工業 8340001020022 鉄筋自動曲装置導入により「一貫工事体制」を構築する計画 株式会社ティグレ

2548 R146100011 九州 鹿児島県 エバーブルー屋久島 ナイトロックス導入による事業基盤強化と地域貢献事業 ノーサイド行政書士法人

51 / 52 ページ



No 受付番号 ブロック 都道府県 商号又は名称 法人番号 事業計画名
認定経営革新等

支援機関名

2549 R146100013 九州 鹿児島県 有限会社マツダ測量 7340002021318 奄美大島初レーザードローンによる３Ｄ測量ＤＸ生産プロセス改善

2550 R146100015 九州 鹿児島県 有限会社中村酒造場 5340002013952 海外向け商品の量産化に向けた充填機等設備導入による生産性向上 角　幸憲

2551 R146100016 九州 鹿児島県 株式会社オリッジ 7340001012482 攪拌機及び粉末定量充填機によるパンケーキミックスの生産力向上

2552 R146100017 九州 鹿児島県 有限会社宮原園 1340002024400 濃い茶を製造する三角ティーバッグ包装機の導入 鹿児島県商工会連合会

2553 R146100018 九州 鹿児島県 南商事株式会社 8340001011847 ＩＴ化と自社の強みを生かした製造業への参入で売上拡大 市竹　敦

2554 R146100019 九州 鹿児島県 キンコー醬油株式会社 9340001001269 最新型充填機導入による醤油等の生産性・品質向上と販路拡大

2555 R146100021 九州 鹿児島県 株式会社タバタ 6340001016971 ＣＮＣ形鋼切断用バンドソー導入で畜産資材の品質向上と量産体制構築 株式会社さくら優和コンサルタント

2556 R146100027 九州 鹿児島県 株式会社西村浅盛商店 5340001012617 鰹節製造における生産力向上・競争力強化のための機械導入

2557 R146100028 九州 鹿児島県 中村歯科補綴研究室
最新ＣＡＤ／ＣＡＭ機器と匠の技で、地域歯科医療へ貢献するデジタル対応
歯科技工所の誕生

株式会社鹿児島銀行

2558 R146100030 九州 鹿児島県 土地家屋調査士法人和田事務所 7340005009203 レーザースキャナーを利用した革新的な測量プロセスの導入 吉元秀樹

2559 R146100031 九州 鹿児島県 株式会社萬來 5340001015058 志布志が誇る「鹿児島豚角煮まんじゅう」生産拡大事業 鹿児島県商工会連合会

2560 R147100001 沖縄 沖縄県 本永デンタルオフィス 高効率の設備導入で衛生環境の向上に加え顧客満足度、生産性の向上 中村　清悟

2561 R147100002 沖縄 沖縄県 池之工業合同会社 8360003007528 鉄筋自動曲装置の刷新による生産性向上の実現

2562 R147100003 沖縄 沖縄県 沖縄ハイタク事業協同組合 3360005002052
車検、整備等の業務効率化による納期短縮並びにカーボンニュートラル化へ
の対応

2563 R147100004 沖縄 沖縄県 北谷パレスデンタルクリニック
ＣＡＤ／ＣＡＭシステムの導入による補綴治療のフロー改善とＣＡＤ／ＣＡＭ冠
の内製化実現

株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

2564 R147100007 沖縄 沖縄県 株式会社ＣＥＬＬ 5360001028000 最先端ラジオ波機器導入によるエステサロンサービス品質向上 税理士法人エヌズ

2565 R147100008 沖縄 沖縄県 よみたんハート歯科 設備導入によりウィズコロナに対応した持続可能な歯科医療提供体制構築 中村　清悟

2566 R147100009 沖縄 沖縄県 株式会社レフトステージ 1360003007583 演劇専門ポータルサイト「シアトレ」の開発

2567 R147100010 沖縄 沖縄県 ジョブマネ株式会社 7360001023065
システム連携で承認フローを効率化！大企業向けワークフローシステムの開
発

2568 R147100012 沖縄 沖縄県 農業生産法人株式会社あけのフルーツ 1360001017790 県産マンゴーを用いた加工品製造・販売事業に係る事業計画書 SHIEN株式会社

2569 R147100013 沖縄 沖縄県 コスモプラン有限会社 3360002015676 ３Ｄスキャナの導入による新技術サービスの提供及び生産性の向上

2570 R147100016 沖縄 沖縄県 酒井貴博 世界最高峰の焙煎機による世界基準による生産体制の構築

2571 R147100017 沖縄 沖縄県 八重山殖産株式会社 1360001013583 多品種生産を介した藻類デパート化推進プロジェクト

2572 R147100018 沖縄 沖縄県 中城みなみ歯科 ＣＴによるＤＸ推進と歯を抜かない根管治療の強化 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

2573 R147100019 沖縄 沖縄県 ｔＷｏｒｋｓ合同会社 5360003006607 最先端エンジン導入による沖縄　渡名喜・粟国でのダイビング事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

2574 R147100020 沖縄 沖縄県 株式会社アコール 4360001017953 Ｒ面取り機導入による作業の自動化に伴う生産性向上計画

2575 R147100025 沖縄 沖縄県 株式会社クガニ 3360001025445
食用廃油再生燃料化装置・空き缶選別機・粉砕機導入による生産性向上と
雇用拡大

2576 R147100026 沖縄 沖縄県 アクシオへリックス株式会社 4360001006007 個室型ベビーカー用エアコンの開発

2577 R147100027 沖縄 沖縄県 株式会社竹珠食品 6360001019320 沖縄県における観光客をターゲットにした革新的つけ麺の開発・販路拡大 藤原亮

2578 R147100029 沖縄 沖縄県 株式会社グリーンプラントカミヤ 5360001023050 播種緑化管理と運搬自動化・収穫作業機械化による収益力アップ 沖縄県商工会連合会

2579 R147100030 沖縄 沖縄県 有限会社グリーンフィールド 2360002009522 野菜洗浄工程の自動化による労働環境改善事業

2580 R147100032 沖縄 沖縄県 粟國ボディー 高品質自動車部品に特化したＥＣサイト設立及び業務フロー改善 村中　研治

2581 R147100036 沖縄 沖縄県 株式会社ｔａｂｅｒｕ．ｆｕｎ 6370001043947 観光と結びつけた、宮古島産コーヒーのブランド化 STAR税理士法人

2582 R147100037 沖縄 沖縄県 沖縄加工食品 カット野菜製造における生産プロセスの作業効率化および生産性向上

2583 R147100040 沖縄 沖縄県 株式会社ＡｌｇａｌｅＸ 5050001048789 魚を消費しない未来のＤＨＡ供給システムの開発

2584 R147100041 沖縄 沖縄県 株式会社親川鋼業 7360001006540 沖縄県リゾート開発案件参入のための鉄筋切断技術の獲得
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