
No 受付番号 ブロック 都道府県名 商号又は名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

1 R101110001 北海道 北海道 有限会社笈川刃物工業 2430002053991 特殊形状チップソーのメンテナンスへの取組

2 R101110002 北海道 北海道 三友自動車興業株式会社 2430001019481 デジタル技術活用の塗装用乾燥機及びスポット溶接機の導入事業
株式会社　北海道共創パート
ナーズ

3 R101110003 北海道 北海道 てらさわ歯科 当院のライフワークともいえる咬合治療のさらなる強化 アルタス・パートナーズ合同会社

4 R101110004 北海道 北海道 株式会社若山農場 5460101006498 最新スプレーヤ導入によるＪＧＡＰ認証の維持 帯広信用金庫

5 R101110005 北海道 北海道 有限会社金信高木商店 4462502000196 冷凍ホタテ貝柱の品質向上による自社ブランド確立と販路拡大の実現 大地みらい信用金庫

6 R101110006 北海道 北海道 月寒ファミリー歯科医院 医院の特徴を強化し地域への浸透を目指すための機器導入 アルタス・パートナーズ合同会社

7 R101110008 北海道 北海道 みかさ歯科 歯科医院の少ない地域におけるワンストップ治療体制の強化 アルタス・パートナーズ合同会社

8 R101110009 北海道 北海道 株式会社北杜設計 6460301003237
網走市のインフラ整備を迅速化する最新デジタルデータを活用した建設ＤＸ
に資する革新的なＩＣＴ施工体制の確立

9 R101110010 北海道 北海道 株式会社十勝建材工業 5460101003223 製造プロセスの改善による生産性向上と雇用の安定化 帯広信用金庫

10 R101110011 北海道 北海道 株式会社きはらふぁーむ 3450001011923 肥料や燃料の価格高騰対策及び環境に配慮したスマート農業の実現 税理士法人小島会計

11 R101110013 北海道 北海道 株式会社丸あ野尻正武商店 6460301003435 新設備導入による知床ブリの生産販売と道産冷凍野菜の販路開拓 北海道商工会連合会

12 R101110014 北海道 北海道 岩井歯科医院 先進機器を用いて今後とも地域に密着した歯科医院としてあり続けるために 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

13 R101110015 北海道 北海道 有限会社北清アルステックス 2430002038489
道内トップを目指す！先端デジタル技術導入による「革新的なＩＣＴ施工体制
の構築」

14 R101110016 北海道 北海道 株式会社土木開発センター 7450001001994 ＵＡＶレーザ計測導入による生産性向上、及び新規事業確立への取組み

15 R101110017 北海道 北海道 有限会社ダイマルファーム 6460102001803 一流が一流を作る！　肉用牛の大規模飼養におけるエサ作り効率化。 帯広信用金庫

16 R101110019 北海道 北海道 三浦印刷株式会社 8430001016309 デジタル技術を活用した製造工程の簡略化と新分野における製造・販売

17 R101110021 北海道 北海道 有限会社太陽有機 2460302000922 新たな鶏糞散布機の導入で地域の需要を取込み売上拡大を図る 遠軽信用金庫

18 R101110022 北海道 北海道 株式会社海幸フーズ 4450001011708 ３Ｄフリーザーの瞬間冷凍技術導入による生産能力向上計画
株式会社　北海道共創パート
ナーズ

19 R101110023 北海道 北海道 ２４軒歯科クリニック
歯科用ＣＴを用いた根管治療プロセスの改善による「一貫した治療プロセス」
の構築

株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

20 R101110025 北海道 北海道 合同会社ファームリンクス 7462503000176
適正な労働力で持続可能な酪農事業を創設すること！～哺乳作業の機械化
で労働環境の負担軽減を図る～

税理士法人令月会

21 R101110026 北海道 北海道 有限会社ヤマヨ第十八弘誠丸斉藤漁業 5440002008901 鮭やホッケの受注急増を踏まえ加工設備の導入による量産体制の整備 北海道商工会連合会

22 R101110029 北海道 北海道 くろさわ歯科クリニック 立体的画像診断の導入による歯周外科治療および顎関節治療の強化 アルタス・パートナーズ合同会社

23 R101110030 北海道 北海道 株式会社ファーム善蔵 6450001011607 移植栽培から直播栽培へ切り替え、生産性の向上を図る。 税理士法人小島会計

24 R101110033 北海道 北海道 有限会社大貴 2430002059171
工場が多い胆振東部で油やタールの酷い汚れを落とす市内唯一の最新ク
リーニング機を導入

苫小牧信用金庫

25 R101110035 北海道 北海道 有限会社竹谷工業所 4460002001649 最新シャーリング機の導入による生産性向上と短納期化の実現 大地みらい信用金庫

26 R101110036 北海道 北海道 株式会社シー・ブライト 5460101004816 牧草生産の規模拡大並びに品質向上へ向けた大型牧草刈取機の導入 帯広信用金庫

27 R101110037 北海道 北海道 株式会社マルエヌ野村工業 7430001022852
自動でサクサク！自動孔あけ＆工具自動交換で孔あけ加工効率大幅ＵＰ事
業

28 R101110038 北海道 北海道 株式会社クドウ 2430001004938 フレアマシン等導入による生産性向上および品質向上を目指す事業
株式会社　北海道共創パート
ナーズ

29 R101110039 北海道 北海道 有限会社永井畜産 4460102007281 作業効率化による良質な粗飼料作りと肉牛育成技術の向上を図る。 帯広信用金庫

30 R101110042 北海道 北海道 上川大雪酒造株式会社 3190001015777 日本酒造りにＩＴ導入！品質維持向上で当社ブランド強化を実現！ 森藤　啓治郎

31 R101110044 北海道 北海道 有限会社青山商会 5462502000014 ＤＰＦ洗浄工程の内製化により、商圏の拡大と生産性向上を目指す事業
株式会社　北海道共創パート
ナーズ

32 R101110045 北海道 北海道 中村農場 良質な土壌づくりを目指して～生産性向上と高品質作物の提供～ 帯広信用金庫

33 R101110046 北海道 北海道 株式会社Ｉ．Ｗ．Ａ．Ｏ　Ｆａｒｍ 8460101006306
機械の力を最大に利用した営農を展開。肥料削減と収量ＵＰを同時に達成し
ます。

帯広信用金庫

34 R101110047 北海道 北海道 櫻井牧場 スマート農業の模範となれる牧場を目指して 帯広信用金庫

35 R101110048 北海道 北海道 株式会社函館酪農公社 6440001001773 生産工程の集約と自動化による高付加価値商品生産工場への転換
株式会社　北海道共創パート
ナーズ

36 R101110050 北海道 北海道 伊藤隆志歯科医院
銀歯からＣＡＤ／ＣＡＭ冠製作への移行による精度向上・時間短縮・利益向
上

和田　純子

37 R101110051 北海道 北海道 佐藤弘志 最新ポテトハーベスター導入による労働力不足と生産ラインの改善 帯広信用金庫

38 R101110054 北海道 北海道 山﨑農場 幻の穀物「アマランサス」の増産体制に向けた業務の機械化 帯広信用金庫

39 R101110055 北海道 北海道 内田農場
作業効率化による国内需要に対応した生産規模拡大及び高品質な大豆の
提供

帯広信用金庫

40 R101110057 北海道 北海道 上方牧場 最高級和牛【上方牛】の品質向上に向けた飼料作りへの取り組み 帯広信用金庫

41 R101110058 北海道 北海道 鍋谷歯科医院 口腔内スキャナー導入による補綴治療の迅速化と対応できる患者様の拡大 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

42 R101110059 北海道 北海道 株式会社麻井文本 3430001045601
錠剤供給装置付き全自動分割分包機導入によるサービス提供プロセスの改
善

株式会社北海道銀行

43 R101110061 北海道 北海道 株式会社佐原工業所 1430001056716 ドリルマシン導入による鉄骨加工の高精度化・生産性向上事業

44 R101110062 北海道 北海道 株式会社わらく堂 2430001018376 人気洋菓子２品の生産性向上を達成する効率的設備投資事業 北村　耕司

45 R101110063 北海道 北海道 二ツ山牧場 土壌づくりおよび肥料散布の方法を変えることで持続的な営農を目指す。 帯広信用金庫

46 R101110064 北海道 北海道 福岡農場 スマート農業の魅力を同業者へ伝えられる事業を目指す。 帯広信用金庫

47 R101110065 北海道 北海道 株式会社プレスボード 2430001033053
新設備導入による製造効率化と外断熱パネルの全国提案で、猛暑・厳冬に
Ｗ貢献

株式会社シャイン総研

48 R101110066 北海道 北海道 株式会社竹中 2460101003151
鉄骨用高低速ショットブラスト導入による業務効率化及び収益改善・付加価
値創造

帯広信用金庫

49 R101110068 北海道 北海道 株式会社中浜組軀体興業 1440001001464 パネルソー導入で生産性向上、技術力向上と提案力強化で差別化 株式会社シャイン総研

50 R101110069 北海道 北海道 トム製麺 十勝産小麦使用の「油そば」を全道・全国へ商圏拡大！！ 帯広信用金庫

51 R101110070 北海道 北海道 株式会社野口畜産 4460101006268 自動給餌機導入による生産性向上を図り和牛生産能力を強化する！ 帯広信用金庫

52 R101110071 北海道 北海道 株式会社サクシン 1460101003326 ＩＣＴを活用し土木作業の高精度化、働き方改革、生産性向上を実現 帯広信用金庫

53 R101110073 北海道 北海道 株式会社わっか 3460301004832
地域１の検査力を備え、エキゾチック動物の診療水準の飛躍と検査センター
機能を獲得

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

54 R101110080 北海道 北海道 株式会社アスコ 2450001006008 ＤＰＦ洗浄機器導入による生産性の向上及び内製化に伴うコストの削減事業

55 R101110081 北海道 北海道 有限会社石山農場 3460102006144 本別町のじゃがいもを日本中の食卓へ 帯広信用金庫

56 R101110082 北海道 北海道 株式会社長栄通建 7430001028651
連続掘削機械（トレンチャー搭載トラクター）を活用した無電柱化・風力・太陽
光発電の電線管路の施工。

株式会社　北海道共創パート
ナーズ

57 R101110083 北海道 北海道 株式会社三協板金工業 4460101004569 最新の定尺切断機の導入を通した女性が活躍する次世代体制の確立 帯広信用金庫

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１１次締切

採択案件一覧　一般型（2,786者）
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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１１次締切

採択案件一覧　一般型（2,786者）

58 R101110084 北海道 北海道 有限会社北藤ファーム 2460102006814
ベルトマージャーの導入による牧草収穫の作業効率化及びグラスサイレー
ジの品質向上

帯広信用金庫

59 R101110088 北海道 北海道 炭火焼小料理　おおはら
地域食材を活かしたジェラートのＨＡＣＣＰ対応と生産能力向上で遠隔地や通
販への販路拡大

60 R101110090 北海道 北海道 株式会社共立測量設計 3430001004788 最新鋭バックパック型ライダーによる測量技術のイノベーション 室蘭信用金庫

61 R101110092 北海道 北海道 有限会社平井測研 5460102002802 国産ドローンレーザー新技術導入で３次元デジタル測量

62 R101110093 北海道 北海道 株式会社芭里絵 8430001013644 デジタル連携強化による業務改善と美容商品クローズドＥＣの拡販

63 R101110095 北海道 北海道 北栄物産株式会社 6430001046654 たまねぎ選果ラインの自動化による生産性向上事業 空知商工信用組合

64 R101110097 北海道 北海道 たたみの宮崎 畳床を独自の技術で製造し、ペットと快適に過ごせる空間の提案に挑戦！ 株式会社シャイン総研

65 R101110098 北海道 北海道 アズマイファーム株式会社 3460101004768 土づくりの効率化実現により、畑作・畜産事業の生産性向上へ 帯広信用金庫

66 R101110102 北海道 北海道 アルケミストコーヒージャパン合同会社 5430003013505 大型焙煎機導入による生産性向上と、新たな事業展開

67 R101110104 北海道 北海道 株式会社エルムホースクリニック 7430001072963
馬の一生涯に手厚く寄り添う病院へ進化し、道内、ひいては日本の馬産の発
展を牽引

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

68 R101110106 北海道 北海道 株式会社ソフトネクスト 3430001038373 ＡＩを駆使した住宅・空き家の相談＆売買マッチングシステムの開発 石井　伸暁

69 R101110109 北海道 北海道 ハコー印刷株式会社 9440001001787 地域の要求に応えるデザイン体制強化

70 R101110111 北海道 北海道 安田正志
ポテトカッティングプランター等の導入による馬鈴薯生産能率向上および省
力化

帯広信用金庫

71 R101110112 北海道 北海道 川村農場 馬鈴薯の母である種イモをスマート農業の展開により増産を図る！ 帯広信用金庫

72 R101110115 北海道 北海道 株式会社ホクリンコンサルタント 5460301000994 最新測量設備導入による生産性向上と働き方改革プロジェクト 北見信用金庫

73 R101110116 北海道 北海道 株式会社ロードテクノ 1460301002656 地中レーダー装置導入による交通インフラ入替作業の効率向上 北見信用金庫

74 R101110120 北海道 北海道 味乃しゅうか合同会社 4430003011988
ミシュラン店の技術と北海道初の養鰻場を提携し、ウナギ処理機を活用した
冷凍鰻食品製造卸／販売事業

75 R101110121 北海道 北海道 合同会社吉井ファーム 6450003001011 セクションコントロール・可変施肥によるコスト減・品質向上計画 伊藤　隆

76 R101110122 北海道 北海道 株式会社山拾村上商店 8460001001902 古紙リサイクルライン高度化による生産性向上 協同組合さいたま総合研究所

77 R101110123 北海道 北海道 株式会社樋口 3430001013863 札幌市小中学校用流し台製造工程における生産性向上と販路拡大 株式会社北海道銀行

78 R101110127 北海道 北海道 有限会社ワイズスタイル 3440002008812 製造設備投資及びＥＣ展開による量産体制と販路拡大戦略
一般社団法人共創デザイン総合
研究所

79 R101110131 北海道 北海道 カドウフーズ株式会社 5440001005800 生産管理システム導入による経費削減と生産性向上事業

80 R101110133 北海道 北海道 アソンブロッソ北海道株式会社 1430001085789 食材本来の美味しさや食感を再現する革新的な急速冷凍技術の導入 株式会社はせべ経営

81 R101110136 北海道 北海道 株式会社フレアサービス 4450001006096 クックチルと真空調理のハイブリッド調理 小林　孝至

82 R101110137 北海道 北海道 ホワイト歯科 超高齢社会における地域歯科医療の拡充に向けた口腔内スキャナー導入 北星信用金庫

83 R101110141 北海道 北海道 株式会社小六 5430001006411 収益向上と販路拡大を実現させる乾麺製造ラインの内製化計画

84 R101110145 北海道 北海道 株式会社リイチ 9430001058283
ホットパックと液体凍結技術による美味しい冷凍サムゲタンの製造と自動販
売

85 R101110146 北海道 北海道 千秋庵製菓株式会社 9430001008841 新商品生ノースマンの包装工程生産性向上を通じた製造ロス低減

86 R101110147 北海道 北海道 有限会社野﨑プレス興業 5460102002629 ＣＮＣ切断機導入による作業効率化および受注体制の強化 帯広信用金庫

87 R101110150 北海道 北海道 伊藤農園 ＩＣＴ技術が搭載された高性能コンバイン導入による農業ＤＸ化事業 空知信用金庫

88 R101110151 北海道 北海道 有限会社樹工房 5450002000691 ボディプレス導入による家具組立の品質安定化および生産性の向上

89 R101110152 北海道 北海道 有限会社大坂林業 5460102006753 バイオマスバーナー導入による苗木の生産効率改善及び産廃の有効活用 帯広信用金庫

90 R101110161 北海道 北海道 あい歯科クリニック 地方での高度歯科治療提供の為の口腔内撮影スコープ等設備の導入 スズカ税理士法人

91 R101110162 北海道 北海道 株式会社パーペル 9460101003483 高級デザインを彩るエンボス加工機械導入による生産性向上計画 帯広信用金庫

92 R101110165 北海道 北海道 倉繁醸造株式会社 1460301003134 袋詰め工程の機械化による生産量ＵＰと当社コア技術の技能承継 網走商工会議所

93 R101110172 北海道 北海道 株式会社ＷＮＫ 2450001010703 最新ドローンによるスマート農業の拡大とインフラ点検参入の実現 旭川信用金庫

94 R101110174 北海道 北海道 株式会社道南産機 7440001007811
新型プラズマ切断機の導入による生産プロセスのデジタル化、生産性向上
を通じた販路開拓

95 R101110177 北海道 北海道 株式会社北海道フードプランニング 9450001012809 稚内特産品ネットショップのピッキングセンター拡張事業

96 R101110179 北海道 北海道 むらたファーム 包装機による効率化と近隣生産者との連携による販路拡大
一般財団法人旭川産業創造プラ
ザ

97 R102110001 東北 青森県 株式会社青い郷里 6420001014166 シェフの技術を活用した洋風デリ事業・食品製造業への新分野進出

98 R102110004 東北 青森県 株式会社貝塚 2420001005706 最先端の落花生カビ豆選別機「Ｑ－ＳＯＲＴＥＲ」導入計画 株式会社みちのく銀行

99 R102110005 東北 青森県 有限会社アンジェリック 7420002016144 アップルパイの全国販売展開及び作業効率化へ向けた設備導入計画 株式会社青森銀行

100 R102110006 東北 青森県 葛巻建設有限会社 6420002009446 生産性向上と受注増加へ向けた重機用マシンガイダンス導入計画 株式会社青森銀行

101 R102110008 東北 青森県 協同印刷工業株式会社 7420001012350 高性能中綴じ機導入による生産性向上

102 R102110009 東北 青森県 江利山タイヤ商会 大口径タイヤチェンジャー導入による地域産業向け新サービスの確立 黒石商工会議所

103 R102110010 東北 青森県 株式会社長谷川鉄工 7420001009339
設備投資による大型プロジェクト対応強化と生産性向上・収益事業の多角化
事業

104 R102110013 東北 青森県 共立自動車工業株式会社 2420001005771 自動車用塗装ブースの導入による省エネルギー型塗装システム構築

105 R102110015 東北 青森県 株式会社インターセンス 7420001007375 侵入検知付プレス機による圧縮簡略化とプラスチック再生事業実施 石動龍

106 R102110016 東北 青森県 キュウデン車輛 アルミニウム溶接設備の導入による車両整備サービスの提供

107 R102110017 東北 青森県 トマトデンタル 歯科技工におけるＣＡＤ／ＣＡＭ冠等の製作の高精度化と生産性向上 和田　純子

108 R102110019 東北 青森県 株式会社出雲 9420001011391 リモートセンシング技術・機械装置導入計画

109 R102110026 東北 青森県 平冷プロマリン株式会社 4440001000439 噴火湾の漁業者を救う高付加価値製品製造の実現

110 R103110002 東北 岩手県 株式会社セントラル 7400001006552 検査体制の刷新により、品質向上を実現し、物流市場に貢献する 株式会社フラッグシップ経営

111 R103110003 東北 岩手県 株式会社ふるさと木材 3400001013511 林地残材を活用し木質ある木質バイオマスチップ製造工程の確立 岩手県商工会連合会

112 R103110004 東北 岩手県 有限会社サワ 2400002008172
ＦＡ工場組立ラインにおけるネジの安定供給を実現するネジフィーダーの改
良・開発・量産化

一般社団法人ビジネスサポート
花巻

113 R103110006 東北 岩手県 有限会社アイオー浄化槽 7400002012707 革新的ハイブリット３方式探査・ワンストップ漏水工事の新展開 岩手県商工会連合会

114 R103110007 東北 岩手県 株式会社コアクラフト 4400001008502 精密大型、量産部品の双方を生産可能とする生産体制の確立 株式会社ＡＢＣオフィス

115 R103110009 東北 岩手県 百鳥石材店 墓じまいサービスによる回収墓石の循環式リサイクルの構築 岩手県商工会連合会
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116 R103110011 東北 岩手県 株式会社ＴＥＲＵＩ 6400001005381 全国に先駆けた車両積載型循環式ブラストシステムの確立

117 R103110013 東北 岩手県 株式会社キクホー 2400001006607 半導体製造装置需要に対応する小ロット・短納期生産体制の構築 株式会社ゼロプラス

118 R103110014 東北 岩手県 トラステックアース株式会社 7400501000435 トンネル拡幅用シールドマシン向けテールパッキン製作技術革新事業
株式会社ABKビジネスパートナー
ズ

119 R103110015 東北 岩手県 有限会社旭屋商店 8400502001423
セルフレジ導入で生産性向上・マンパワーを有効活用した新サービス展開事
業

小野寺　哲

120 R103110017 東北 岩手県 和田工業株式会社 2020001009508 プレス成形シミュレーション技術に基づく仮想試作プロセスの構築

121 R103110020 東北 岩手県 有限会社吉田研磨工業 4400002003584 増加・多様化する研磨需要を取り込みＳＤＧｓに貢献していく！ 株式会社北日本銀行

122 R104110002 東北 宮城県 有限会社サトー測地 6370502000471 ＵＡＶ３Ｄレーザー測量システムの導入による増収増益の実現 駒田　裕次郎

123 R104110003 東北 宮城県 株式会社富士精密 4370201002507 日本の半導体戦略に寄与するための切削加工技術の高度化計画 株式会社七十七銀行

124 R104110004 東北 宮城県 佐々木鐵工株式会社 2370401000650
穴明け作業の機械化による、東北地方に拡大する先進的物流倉庫等の建
築需要への貢献

株式会社仙台銀行

125 R104110005 東北 宮城県 株式会社昭和紙工 6370001005286 経営改善計画書　Ｆ４くるみ機の導入

126 R104110007 東北 宮城県 株式会社熊谷林業土木 4370001041234
国産材住宅用素材の需要の高まりに対応すべく、素材製造における生産体
制の一新を図る。

株式会社北日本銀行

127 R104110009 東北 宮城県 三丸化学株式会社 8370101000227 検査工程の体制強化による生産性向上の促進

128 R104110010 東北 宮城県 株式会社クリーンライフ 2370401000667 ＲＰＦの品質を担保する選別工程の改善と検査工程の構築事業 協同組合さいたま総合研究所

129 R104110013 東北 宮城県 株式会社ＪＭＤ 7370001046817
最新ボディプリンター導入によるデザインラッピング事業の強化と物流業界
活性化への貢献

仙南信用金庫

130 R104110014 東北 宮城県 株式会社ＳＴＫオートモービル 3370001040600 水性塗料対応塗装ブース導入による高品質自動車塗装の実現 株式会社七十七銀行

131 R104110015 東北 宮城県 フジ技研工業株式会社 2370601000715 自社プログラミングによる顧客ニーズへの対応の迅速化

132 R104110016 東北 宮城県 株式会社志波姫運輸 1370201003235 地上型燃料タンクを導入しＥＭＳと連動した管理システムの構築

133 R104110018 東北 宮城県 株式会社佐藤土木測量設計事務所 9370301000538 国産産業用ＵＡＶ及びＵＡＶ搭載型３Ｄレーザースキャナの導入 石巻商工信用組合

134 R104110020 東北 宮城県 イデア・インターナショナル株式会社 8290801017958 新しい生産プロセスの開発で生産工程を効率化しＬｉＥＦの生産性向上を図る

135 R104110022 東北 宮城県 有限会社大町機工 1370802000812 最新の測定機を導入することで加工プロセスの改革を行う 株式会社フラッグシップ経営

136 R104110024 東北 宮城県 株式会社ＺＥＡＬ 8370101001902 高機能ＡＳＶに対応した最新の自動車整備サービス体制構築計画 仙南信用金庫

137 R104110026 東北 宮城県 有限会社丸繁商店 8370502000841 新規機能性商品開発と量産体制の構築 制野　友樹

138 R104110030 東北 宮城県 宮城第一メタル株式会社 5370001006574 蛍光Ｘ線分析装置を活用した非鉄スクラップの選別高度化の実現 株式会社東京経営サポーター

139 R104110031 東北 宮城県 株式会社アルコム 1370001017732 生産効率を高める新たな金型構造の開発

140 R104110032 東北 宮城県 株式会社大場工業 5370001004801 新型プラズマ切断機の導入による生産プロセスのデジタル化と販路開拓

141 R104110036 東北 宮城県 日新シャーリング株式会社 9010601014991 鉄骨梁貫通孔補強工法向け金属部材供給のための切断加工技術革新事業
株式会社ABKビジネスパートナー
ズ

142 R104110037 東北 宮城県 妙法産業株式会社 5370001006194
縁なし畳対応製造ラインの構築　リフォーム×縁なし畳の和空間提案で個人
顧客開拓

株式会社シャイン総研

143 R104110039 東北 宮城県 株式会社石巻金剛コルメット工場 8370301000084
オリジナルの新型遠心鋳造機を導入し、市場ニーズの納期短縮・品質向上
を実現

144 R105110001 東北 秋田県 株式会社エスケー機工 4410001011901 高機能を付帯した設備導入による製造プロセスの改善

145 R105110002 東北 秋田県 有限会社佐藤養悦本舗 9410002007893 ～稲庭うどんを世界へ～製麺工程のＤＸによる新食感焼そばの提供 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

146 R105110005 東北 秋田県 有限会社横堀自動車 2410002011919 ４輪アライメント等で内製化による生産性向上と保管サービスの展開 秋田県商工会連合会

147 R105110006 東北 秋田県 有限会社小西タイヤ 3410002003097
オリジナルＲＰＡ導入でＥＣオペレーション効率化により生産性向上と機会損
失低減体制の構築

株式会社秋田銀行

148 R105110008 東北 秋田県 有限会社慶技精工 4410002007378 最新加工技術の導入によるＱＣＤの改善

149 R105110009 東北 秋田県 株式会社岡部総合技術 9410001012325 ドローン導入で既存業務の効率化と洋上風力発電設備点検への進出

150 R105110010 東北 秋田県 株式会社秋田丸魚 2410001010649
卸売市場における急速冷凍・真空包装技術を利用した製品開発と新規事業
への参入

株式会社秋田銀行

151 R105110012 東北 秋田県 秋田協同印刷株式会社 4410001000284 画像処理を用いた品質検査システムによる印刷品質保証事業 株式会社秋田銀行

152 R105110014 東北 秋田県 昭和第一産業株式会社 3010501005403 生産効率向上の為のデジタル機器導入及び自社製品の企画製造販売 秋田県商工会連合会

153 R105110015 東北 秋田県 ダイキョー精機株式会社 9410001005130 マシニングセンタ加工の自動化生産ライン構築への取り組み 有限会社ジー・エフ・シー

154 R105110016 東北 秋田県 有限会社ステップミル 5410002007261 高精度な大型・難削材加工のワンストップ化を実現し新市場に参入

155 R105110017 東北 秋田県 株式会社オンワードエース 4410001008212 高性能自動機導入による短納期一貫生産体制の実現と新規販路開拓 長谷川　晃

156 R105110019 東北 秋田県 ブレード秋田株式会社 7410001012847
全自動研磨装置導入により、技能継承と顧客ニーズ対応課題を一挙に解
決！

株式会社秋田銀行

157 R105110020 東北 秋田県 株式会社シーグ 8410001007978 地中熱利用するための掘削マシン導入で商圏拡大・生産性向上 秋田県商工会連合会

158 R105110023 東北 秋田県 株式会社神室のめぐみ 7410001010207 即席めん不良品の原因追及によるロス削減と販路拡大

159 R105110024 東北 秋田県 有限会社佐々木商事 8410002005618 飲食部門のメニュー数と生産数量の増加による顧客満足度の向上 秋田県商工会連合会

160 R105110026 東北 秋田県 株式会社石岡ソーイング 5410001007304 ボトルネック解消！二刀流でオールアイテム縫製業へ拡大 秋田県商工会連合会

161 R105110028 東北 秋田県 株式会社秋田マシナリー 1410001005088
金型段取りの自動化・熟練者のノウハウのデジタル化技術導入による曲げ
加工の高効率化と工程削減への取組み

162 R106110001 東北 山形県 株式会社ニクニアサヒ 2390001013167 省エネ型精密レーザ溶接機の導入による自社製品の生産能力の強化 株式会社山形銀行

163 R106110003 東北 山形県 有限会社Ｍ・Ｔ・Ｓ 8390002014209
最新加工機の導入と加工条件研究による自社加工領域の拡大及び新製品
展開事業

牛腸　真司

164 R106110009 東北 山形県 有限会社高榮工業 5390002012826 ＣＮＣ精密平面研削盤導入による露光装置向け部品の生産性向上 株式会社山形銀行

165 R106110011 東北 山形県 株式会社広川製作所 1390002013299 樹脂切削加工技術の革新と自動化による生産性の向上 株式会社山形銀行

166 R106110013 東北 山形県 株式会社感動ハウス 1390001002212 顧客向けポータルシステム導入によるアフターサービスの品質向上

167 R106110014 東北 山形県 株式会社銘菓の錦屋 7390001010779 山形の果物濃縮果汁と伝統の自社製餡技術を融合した新商品開発 山形県商工会連合会

168 R106110016 東北 山形県 田村技研工業株式会社 6390001008089 手作業工程の自動化と生産工程の見える化による生産性向上推進事業

169 R106110018 東北 山形県 株式会社グローバルマシーン 8390001012543 デジタル技術を活用した見積業務の効率化と稼働計画の見える化

170 R106110019 東北 山形県 ベア・ロジコ株式会社 4390001004569 自動プリントによるトラックデザインサービスの新規提供 税理士法人あおば

171 R106110020 東北 山形県 デンタルモティベート合同会社 7390003001719 デジタル機器の導入による歯科技工物の革新的な生産体制の新構築 株式会社イージーネット

172 R106110022 東北 山形県 東和絞工業株式会社 6020001009082 曲げ工程の生産性向上による新型有機ＥＬ市場への進出 株式会社ゼロプラス

173 R106110023 東北 山形県 有限会社梅花堂 2390002013273 看板商品の生産性向上と新たな販路拡大による事業拡大 米沢商工会議所
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174 R106110024 東北 山形県 株式会社八代鈑金 7390001010960
革新的な最新型切断設備の導入を通じた増産体制の構築と新規事業分野
への進出

株式会社荘内銀行

175 R106110027 東北 山形県 三協コンサルタント株式会社 9390001004044 産業用ドローンを利活用したＩＣＴ施工推進による生産性向上計画 長井　寿郎

176 R106110030 東北 山形県 太田食品株式会社 7390002005299 魚類の甘露煮の袋詰め作業の自動化により生産性向上と売上拡大を実現 株式会社荘内銀行

177 R106110031 東北 山形県 株式会社東北精工 2390001004810 ＡＰＣ付マシニングセンタ導入によるステンレス材中量生産への対応 株式会社山形銀行

178 R106110034 東北 山形県 株式会社斎藤建設 5390001009369 産廃からの再生砕石製造にて、環境配慮型リサイクル事業の実現

179 R106110035 東北 山形県 高精技研株式会社 6390001004765
横型両頭平面研削機の導入によるビレット加工効率化及び受注増産への対
応

山形信用金庫

180 R106110036 東北 山形県 南館歯科クリニック インビザライン内製化によるＷｉｔｈコロナに対応した歯科治療の展開
株式会社リアルコンテンツジャパ
ン

181 R106110037 東北 山形県 有限会社ワイエスプリント 8390002013045 ＩｏＴ監視システム導入による印刷精度および事業継続性の向上 株式会社ゼロプラス

182 R106110040 東北 山形県 株式会社山口製作所 1390001011196 高性能大型ＮＣ旋盤導入による半導体分野拡大と労働生産性の向上 株式会社山形銀行

183 R106110041 東北 山形県 株式会社長沢建設 2390001010767
全自動バンドソー導入によるボトルネック解消・短納期化による新規受注の
拡大及び社員定着化の実現

米沢信用金庫

184 R106110043 東北 山形県 株式会社丸定 9390001010117 最新型製函設備の導入による生産プロセス改善と生産性向上

185 R107110003 東北 福島県 江尻鉄筋株式会社 4380001012507
地域の都市再開発等に貢献する建設用鉄筋の高精度および生産性向上体
制の構築計画

株式会社東邦銀行

186 R107110004 東北 福島県 株式会社サイトウ 8010001184742 ＦＡ機器・半導体業界に関わる自動制御機器部品の製造

187 R107110005 東北 福島県 株式会社光守興業 6380001015020 ウェルド（溶接）とベンド（曲げ）の二刀流加工でＳＤＧ’ｓに貢献！ 株式会社ＡＢＣオフィス

188 R107110006 東北 福島県 株式会社コンド電機 7380001010573 自動組立て半田付け装置（特注品）の導入 株式会社東邦銀行

189 R107110007 東北 福島県 ホワイト歯科クリニック ３次元画像解析による智歯抜歯、インプラント、根管治療等の高度化

190 R107110009 東北 福島県 米のうちやま 高精度選別機械導入による新製品の均質、高品質化 福島県商工会連合会

191 R107110010 東北 福島県 自家製麺じゃじゃ。 拘り自家製面のパッケージ技術高度化による非対面販売の実現 菊地　康博

192 R107110011 東北 福島県 丸又蒲鉾製造有限会社 9380002026212 揚げ蒲鉾製品のおつまみ市場参入の為の高性能多羽巻導入計画
株式会社グッドビジネスパート
ナーズ

193 R107110014 東北 福島県 有限会社エム牧場 2380002016145 オリジナルブランド牛加工販売による付加価値創出と事業拡大 福島県商工会連合会

194 R107110017 東北 福島県 有限会社ヒロデンタルワークショップ 6380002025662 最新設備の導入による「デジタル化への対応」「人手不足の解消」 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

195 R107110018 東北 福島県 合資会社喜多の華酒造場 5380003001911 「三季醸造」の実現と、国内初「ブレンド貴醸酒」の量産体制確立 株式会社東邦銀行

196 R107110019 東北 福島県 和田装備株式会社 4380001011442
免震ＥＸＰ．Ｊカバーの高品質かつ短納期の生産体制構築による、当社事業
の収益拡大

株式会社ゼロプラス

197 R107110022 東北 福島県 株式会社南進測量 3380002032661 鳥獣被害対策測量の実現！デジタル＆女性活用の革新的サービス展開

198 R107110024 東北 福島県 株式会社シマ商会 2380001015610 福島と世界をつなぐ中古トラック・建設機械販売ＤＸ事業 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

199 R107110027 東北 福島県 株式会社大栄木材 3380001010981 製品積載作業自動化による生産性向上と経営力向上 福島県商工会連合会

200 R107110028 東北 福島県 末廣酒造株式会社 2380001017549 歴史ある「嘉永蔵」を有効活用した新商品開発と量産体制の構築 株式会社東邦銀行

201 R107110029 東北 福島県 目黒麹店 製造ライン強化による生産性向上及び利益率の向上 福島県商工会連合会

202 R107110038 東北 福島県 ホームデンタルクリニック 歯科用ＣＴを活用したインプラント治療と高度歯科治療への対応

203 R107110040 東北 福島県 第一精機株式会社 9011501002566 医療機部品増産に向けたプレス工程自動化による全体工程の適正化 株式会社ＡＢＣオフィス

204 R107110041 東北 福島県 合名会社リッチプレス 7380003000886 自社裁断による一貫生産体制の確立と製品品質の向上 有限会社クレメンティア

205 R107110043 東北 福島県 株式会社グランシア須賀川 9380001011264 地域に根差した冷凍菓子、焼き菓子開発とスイーツショップ展開 株式会社ガイア・プロジェクト

206 R107110044 東北 福島県 六洋電気株式会社 4380001001823 その場で廃プラリサイクル！廃プラ油出張生成サービスの新展開
株式会社グッドビジネスパート
ナーズ

207 R107110045 東北 福島県 株式会社薄井測量 6380001010112 ３Ｄ測量器械導入による測量の短納期・高品質化での販路開拓事業 福島県商工会連合会

208 R107110046 東北 福島県 株式会社山元工業所 5380001006870 自動追尾型測量機の導入による効率的な測量業務体制の構築計画 ＢＭＳアソシエイツ株式会社

209 R107110047 東北 福島県 有限会社鎌田自動車整備工場 5380002017669
トータルカーライフサポート実現への鈑金塗装内製化と次世代車輌への対応
力強化

福島県商工会連合会

210 R107110049 東北 福島県 武藤歯科医院 難治療実施と「ＬＩＮＥ」予約システムの構築による次世代型医院の実現

211 R107110050 東北 福島県 株式会社コンフェクションわたなべ 4380001011211 ジャストインタイム。新生産方式による和菓子でＳＤＧｓへ貢献。

212 R107110051 東北 福島県 株式会社クリタ 2380001017961 最新型容器洗浄機導入による高効率な容器洗浄ラインの構築計画 ＢＭＳアソシエイツ株式会社

213 R107110052 東北 福島県 株式会社しま動物病院 2380001030502 高度画像検査センターの構築と高難度外科的治療の継続的提供 セレソン・パートナーズ株式会社

214 R108110002 関東 茨城県 アウトバーン 経年劣化を払拭！レーザーブラストによる車両リフレッシュサービス

215 R108110004 関東 茨城県 いしざき歯科医院 歯科用ＣＴの導入を通じた提供治療の拡大、安全性、迅速性の向上 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

216 R108110006 関東 茨城県 逢鹿電工株式会社 4050001022877
ステータの機械化製造の実現による遠心分離機需要への貢献と第三市場の
獲得

株式会社エフアンドエム

217 R108110007 関東 茨城県 いがらし歯科クリニック ３次元ＣＴ等の導入による歯科診断・治療精度の高度化実現 大野順弘

218 R108110008 関東 茨城県 株式会社テラセイ 2050002036507
ＤＸの進展を見据えた半導体材料製造プラント用保守部品の供給体制の構
築

株式会社ゼロプラス

219 R108110011 関東 茨城県 株式会社製作所穂積 5011801002419
協働ロボット導入による単独プレス機械でのコンパクト多工程自動生産シス
テムの構築

220 R108110013 関東 茨城県 大東製袋株式会社 8050001019028 インラインコーナーカット装置導入による販路拡大、付加価値向上 株式会社リアリゼイション

221 R108110015 関東 茨城県 株式会社磯山自動車販売 5050001010311 メカ式シャーリング導入によるトラック架装の一貫生産体制の構築 株式会社ゼロプラス

222 R108110016 関東 茨城県 株式会社木城製作所 4050001031399
新規設備導入と独自チャック及び半自動切削作業化による技術課題の解決
と競争力強化

223 R108110017 関東 茨城県 鈴縫工業株式会社 6050001023270 ３ＤスキャナとＢＩＭ／ＣＩＭによる三次元モデル対応の体制整備
公益財団法人いばらき中小企業
グローバル推進機構

224 R108110018 関東 茨城県 日本テクノストラクチャア株式会社 4012401004855 組込み端末ソフト開発でのモデリング技術による開発プロセス改革

225 R108110021 関東 茨城県 株式会社生体分子計測研究所 8050001016264 未知試料の定量・状態分析のための新規小型分光分析装置開発

226 R108110022 関東 茨城県 株式会社つくし 7050001009541 仕出し弁当事業の製造プロセス改善による生産性向上

227 R108110023 関東 茨城県 アリーズケバブ ハラール対応ソーセージの開発と製造

228 R108110025 関東 茨城県 株式会社三渓産業 8011801020277 生産回帰して日本経済を支える安心安全の国産ペイントローラー 足立成和信用金庫

229 R108110026 関東 茨城県 有限会社荒井商事 2050002014495 特殊作業車修理での油圧動力源の提供サービスによる車両早期復旧

230 R108110029 関東 茨城県 株式会社グリーン・アース 6050001045422 プラスチックリサイクル加工拡大対応、品質向上の為の生産体制計画 株式会社常陽銀行

231 R108110030 関東 茨城県 株式会社エム・ディ・インスツルメンツ 5010601037724 小焦点とフルデジタル電源を有する歯科用Ｘ線発生部の試作品開発
株式会社ヒューマンネット・コンサ
ルティング
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232 R108110031 関東 茨城県 合同会社ホテルベストランドパートナーズ 1050003001808 デリバリーロボットを活用したホテル運営業務のサービス品質向上

233 R108110032 関東 茨城県 株式会社神保製作所 6050001006804
事業承継を契機にした経営革新実行！従来の自社製造体制の高度化と新
顧客獲得の推進

株式会社ケーエーマネジメントオ
フィス

234 R108110034 関東 茨城県 株式会社８８ 8050001037525 エコに配慮した衣料のマネキン買いプラットフォーム事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

235 R108110035 関東 茨城県 清水ノーヅル株式会社 1050001006809
脱下請けに向け宇宙産業へ挑戦！高性能小型ギアポンプ開発と超精密加
工体制の確立

株式会社ケーエーマネジメントオ
フィス

236 R108110037 関東 茨城県 有限会社村松自動車 2040002087195 最新塗装ブース・調色システム導入による塗装サービス高度化計画 佐原商工会議所

237 R108110039 関東 茨城県 来福酒造株式会社 8050001032204 日本酒の革新的生産プロセス改善による多様ニーズ対応体制の構築

238 R108110041 関東 茨城県 湊歯科医院 導入設備の活用による治療プロセスの改善・「健口作り」の促進 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

239 R108110044 関東 茨城県 有限会社加藤鉄筋工業 3050002016920 床版の芯となる鉄筋製品の高品質安定供給体制の構築 茨城県商工会連合会

240 R108110046 関東 茨城県 株式会社ＫＳＫ 1050001028670 構造物の調査・診断におけるインフラＤＸを踏まえた高度化・効率化 茨城県商工会連合会

241 R108110047 関東 茨城県 株式会社ＦＯＲＬＩＮＫＳ 2050001033810 地域の農家を活性化する農業体験マッチングプラットフォーム開発 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

242 R108110049 関東 茨城県 株式会社牛久製作所 5050001027990 省電力型工作機械に不可欠な高精度部品の飛躍的な炭素生産向上
公益財団法人日立地区産業支援
センター

243 R108110050 関東 茨城県 芳州園歯科医院 ３Ｄ気道、骨格、歯型解析での安全・確実な治療への新型ＣＴの導入 茨城県信用組合

244 R108110051 関東 茨城県 東周株式会社 8060001030421 鋼材鋼板高度加工ライン構築による鉄骨造建材の低コスト化 遠山　純夫

245 R108110052 関東 茨城県 ３Ｄバーチャルコンテンツ株式会社 7011001134449 地域通貨で買物ができる３ＤＶＲモール店舗による地域ＤＸの構築

246 R108110053 関東 茨城県 岩瀬光学株式会社 3050001032233 非接触技術を利用した測定誤差や測定傷のない全数測定の実現 茨城県信用組合

247 R108110054 関東 茨城県 ＯＡＳＩＳ デジタルモックアップを使った当社独自の一貫施工プロセスの確立 茨城県商工会連合会

248 R108110055 関東 茨城県 株式会社大平組 3050001005718 自動鉄筋結束機を導入し建設現場の生産性向上に貢献する計画です。 株式会社常陽銀行

249 R108110056 関東 茨城県 常陸工研 研削盤導入により超高精度研磨時間を半減し顧客要求を満足させる 茨城県商工会連合会

250 R108110057 関東 茨城県 木内製菓株式会社 7050001020531 和菓子ラベリング改善とＱＲコード活用の商品管理システム導入 茨城県商工会連合会

251 R108110058 関東 茨城県 株式会社寿多庵 1050001007212 高品質常陸秋そばのそば粉開発プロセス実現と魚卸販売事業の展開 茨城県商工会連合会

252 R108110060 関東 茨城県 株式会社トトモニ 3010901025224 高性能木材を使用した１００年超の耐久性を有する住宅の建築

253 R108110061 関東 茨城県 株式会社さくら菓子本舗 5050001044160 大正時代からの伝統の味を継承“さくらふ菓子”の生産性向上

254 R108110063 関東 茨城県 株式会社結城麦酒 6050001050496 結城市唯一のクラフトビール事業の拡大に向けた新商品開発

255 R108110065 関東 茨城県 株式会社アップライズ 7050001030563 新感覚カヌレ開発によるギフト事業への転換 茨城県商工会連合会

256 R108110066 関東 茨城県 株式会社かぶら屋 1013301022108 急速冷凍機導入による新商品開発で商圏拡大と加盟店経営安定化

257 R108110067 関東 茨城県 株式会社城東フルーツ 2050001042893
大型冷蔵設備導入による芋加工品の効率的な販売手法の確立並びにフー
ドロスへの取組

258 R108110068 関東 茨城県 株式会社ＳＡＹコンピュータ 7050001007537 建設業のＤＸ化・ＡＩ化に資するＥｙｅ－ＣｏｕｎｔＡＩ＋の開発 安達　曉宏

259 R108110069 関東 茨城県 株式会社住まい工房ナルシマ 5050001027512 リフォーム予測でリピート増加！戸建特化型顧客管理システム構築
シーアンドエイチコンサルティング
合同会社

260 R108110073 関東 茨城県 三美工業株式会社 9050001002825 最新鋭ベンディングマシンによる高精度化及び人員配置の最適化 株式会社常陽銀行

261 R108110075 関東 茨城県 森永牛乳配給株式会社 8050001002677 地産地消食材を利用した２色団子を開発して自動化し生産する。 株式会社常陽銀行

262 R108110076 関東 茨城県 株式会社対崎工業 3050001016351 ＩＣＴ工事導入による働き方改革の実現で、地域の活性化に貢献する

263 R108110079 関東 茨城県 株式会社ティーキューオー 8010701006196 リニア搬送システムパーツへの参入、クリーンルーム品質への挑戦

264 R108110080 関東 茨城県 福島歯研 従来の常識を覆す生産体制構築による新しい部分入れ歯の提供 アイアンドアイ株式会社

265 R108110081 関東 茨城県 ありす歯科医院 歯科衛生士に注目した画期的な疾患の早期発見体制の構築

266 R108110082 関東 茨城県 株式会社ヘルスケアエイド 2050001046093 ＡＩを活用したセルフケアメニュー提案システムの開発 下館商工会議所

267 R108110084 関東 茨城県 株式会社ランバーテック 3030001021270 脱炭素社会に貢献！非住宅の木造化を推進する、構造躯体の量産化 株式会社ダイワマネジメント

268 R108110085 関東 茨城県 株式会社セイワ食品 3050001032092 チョコレート・パレタイジング生産性向上の為の協働ロボット導入 茨城県信用組合

269 R108110087 関東 茨城県 時吉工業株式会社 9020001071245
新型設備の導入で工程改善を行い生産性の向上と人材育成を推進する事
業計画

270 R108110089 関東 茨城県 株式会社月の井酒造店 3050001007227 日本酒の搾り工程における品質の向上及び生産プロセスの改善
公益財団法人いばらき中小企業
グローバル推進機構

271 R108110090 関東 茨城県 津田歯科医院 清潔さと正確性にあふれた画期的な補綴治療体制の実現

272 R108110091 関東 茨城県 株式会社ジェイ・アイ・エム 4050001018017 スマートキーボックス「満室くん」サービスの開発と提供 株式会社筑波銀行

273 R108110092 関東 茨城県 株式会社オーエヌ 8050001046963 お灸の艾（もぐさ）を純国産・伝統製法による再興プロジェクト 土浦商工会議所

274 R108110093 関東 茨城県 栗原工業株式会社 6050001027718 アルミ建築金物　長尺物精密切断作業時間短縮・作業負担の軽減化 茨城県商工会連合会

275 R108110094 関東 茨城県 水戸歯研株式会社 1050001008441
歯科補綴物製作における最新デジタル機器による感染予防対策と原材料の
転換

株式会社常陽銀行

276 R108110095 関東 茨城県 株式会社根本製作所 6050001050777 ４Ｍ改善によるステンレス製パイプ曲げ加工の受注拡大への取組 株式会社筑波銀行

277 R108110100 関東 茨城県 株式会社まえけん 6050001040571 海産物加工事業での新商品開発と他事業との相乗効果をＵＰさせる施策 吉田　博人

278 R108110101 関東 茨城県 長洲農園 メロン農家によるホーレン草事業への展開と機械化等の設備導入
株式会社ひたちなかテクノセン
ター

279 R108110102 関東 茨城県 株式会社カンパーニュ 5050001027165 設備導入によるパン製造における職人依存脱却と生産性向上

280 R109110002 関東 栃木県 株式会社星野アルミ建材 4060001011540 新商品　スリコーナ　開発事業 株式会社栃木銀行

281 R109110003 関東 栃木県 有限会社星野鉄工所 8060002020867 外注の内製化と大型加工偏重から脱却し小物加工を充実し生産性の向上

282 R109110005 関東 栃木県 ときわ歯科クリニック 口腔内スキャナによる低侵襲治療のプロセス改善およびＤＸ化 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

283 R109110006 関東 栃木県 有限会社増田製作所 6060002037351 ベッドサイドモニタ部品の高精度かつ効率的な量産体制の構築 株式会社ゼロプラス

284 R109110007 関東 栃木県 Ｎｏｂｕ　Ｄｅｎｔａｌ ＣＡＤＣＡＭ導入による高付加価値な歯科技工物提供と生産性向上 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

285 R109110008 関東 栃木県 合資会社ひまわり 5060003000986
熟練工のノウハウをデジタル技術によって再現し工程を自動化し生産性向
上を図る

株式会社ビジネスリノベーション

286 R109110009 関東 栃木県 有限会社千秋鍍金工業所 5060002005986 クロム及びニッケル等のめっき加工における生産性向上及び品質改善 株式会社群馬銀行

287 R109110010 関東 栃木県 菊地歯車株式会社 9060001018507 曲がり歯傘歯車用歯切り設備導入による新規ビジネスへの参入

288 R109110011 関東 栃木県 有限会社加藤研磨工業 3060002019831 研磨工程の現場改善で需要増に応え、効率化と生産力のアップ 鹿沼相互信用金庫

289 R109110012 関東 栃木県 青木歯科 歯科用ＣＴ導入によるインプラント治療プロセスの効率化と患者の負担軽減 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ
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290 R109110013 関東 栃木県 株式会社サプリパーク 6060001026289 業界初「低糖質・保存料無添加プロテイン」の開発・量産体制確立 東　健司

291 R109110014 関東 栃木県 室井光学株式会社 4060001033576 「質」と「量」を兼ね備えた革新的高効率生産ラインの確立 大田原商工会議所

292 R109110016 関東 栃木県 植木歯科医院 外科手術ノウハウを活かした高齢者向け高度根管治療体制の構築 アイアンドアイ株式会社

293 R109110017 関東 栃木県 サンスチール工業株式会社 7060001014722 鋼材切断能力改善による道路メンテナンス用大型部材の製造強化 株式会社ゼロプラス

294 R109110018 関東 栃木県 フジ研磨工業 最新鋭機械鋸研磨機導入で顧客ニーズの「短納期・切れる」研磨を目指す 補助金活用支援会合同会社

295 R109110019 関東 栃木県 株式会社ユモトワークス 2060001021203
半導体製造装置用カバーの量産体制構築による、当社半導体事業の収益
拡大

株式会社ゼロプラス

296 R109110020 関東 栃木県 株式会社鶴田ファーミング 9060001020082 農業に変革を！スマート農業の実現によるネギの生産性向上プロジェクト 株式会社サクシード

297 R109110021 関東 栃木県 川島自動車有限会社 8060002035857 最新の高性能リフトと洗車機導入による生産性向上 井上　拳

298 R109110023 関東 栃木県 赤石工業株式会社 4060001018148 自動化と品質向上によるステンレス製医療機器分野への進出 株式会社ゼロプラス

299 R109110028 関東 栃木県 いしざきデンタルクリニック
確かな技術とＣＡＤ／ＣＡＭソリューションの融合で地域医療を支えるデンタ
ルクリニックへ

300 R109110029 関東 栃木県 株式会社エンタメシ 9060001025065 ３Ｄホログラムを用いて遠隔地の人物と会話するシステムの製造販売 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

301 R109110030 関東 栃木県 クリエイトパックス株式会社 9060001010100 生産性向上を図る生産管理システムの機能アップによる生産革新 ナック・ワース・プロ有限会社

302 R109110031 関東 栃木県 有限会社久米製作所 5060002035983 加工精度・品質の安定化で新規事業分野開拓の為の生産プロセス構築 株式会社群馬銀行

303 R109110032 関東 栃木県 エルライズ株式会社 6060001024251
携帯端末向けヘルスケア用アプリケーション「メニスコープ」の開発・販売
サービス

株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

304 R109110033 関東 栃木県 株式会社増渕工業所 2060001013786 高精度な薄板溶接技術獲得による工作機械製造分野への進出 株式会社ゼロプラス

305 R109110035 関東 栃木県 有限会社しのぶや 5060002023071 リサイクル事業者の使命として取組む廃タイヤ処理の本格的事業化

306 R109110036 関東 栃木県 有限会社東光精機 3060002014072 高機能旋盤導入で実現する生産性向上を活用した新規事業の拡大

307 R109110037 関東 栃木県 株式会社ランドプロジェクト 3060001015732 最新ＩｏＴの組合わせによる太陽光発電設備の革新的サービス開発 土田　順一

308 R109110038 関東 栃木県 油伝味噌株式会社 4060001016176
原材料の選別・洗浄工程・製麹工程の高品質化・生産性向上及び収益力向
上

株式会社足利銀行

309 R109110039 関東 栃木県 株式会社高尾屋 3060001006780 日本初、クラウドを介した介護事業者間の情報共有システム開発 株式会社サクシード

310 R109110040 関東 栃木県 有限会社味噌まんじゅう新井屋 4060002040118 和菓子屋の事業承継、新たな成長戦略への挑戦 栃木県商工会連合会

311 R109110041 関東 栃木県 おひさま歯科安川クリニック 診査・診断から再評価までを高品質化し、重度の歯周病から天然歯を守る。

312 R109110042 関東 栃木県 株式会社シンエイ 7020001094421 土木部門の内製化により、収益改善し、さらに新規市場へ

313 R109110043 関東 栃木県 田政砿業株式会社 8060001016420 畜産用石灰製造におけるオペレーション自動化による生産性向上 株式会社ＵＩ志援コンサルティング

314 R109110045 関東 栃木県 株式会社那須技研 9060001012195 レーザー加工機高出力発信機の導入 株式会社足利銀行

315 R109110046 関東 栃木県 有限会社卵明舎 9060002009728 鶏卵の増産体制の構築と鶏糞を活用した６次産業化の取組み 株式会社サクシード

316 R109110049 関東 栃木県 有限会社鈴雅製菓工場 3060002005088 包装ラインの無人化高速化を実現！労働環境改善による事業拡大計画 株式会社サクシード

317 R109110050 関東 栃木県 株式会社カルックス 7060001010309 新型発泡スチロール成形機の導入による小物・小型製品群の生産 ナック・ワース・プロ有限会社

318 R109110051 関東 栃木県 株式会社サイトウ化成 4060001011383 プラスチック製品の製造過程で出る端材を再生し販売する循環作り 石田　信行

319 R109110055 関東 栃木県 みずしろ歯科 ＡＩ技術を用いた次世代型歯科治療によるワークライフバランスの充実

320 R109110057 関東 栃木県 有限会社栄久食品 3060002001797 導入設備で品質向上と生産性向上、新商品開発時間の確保 櫛田　祐一

321 R109110058 関東 栃木県 株式会社鹿沼市学校給食パン工房 6060001010350 学校給食依存体制からの脱却！昔懐かしい×イマドキで販路拡大 株式会社サクシード

322 R109110059 関東 栃木県 株式会社大東技建 9060001022582
最新のＩＴ技術を搭載した地盤改良機械による、施工性を可視化！　リモート
業務導入により、成長性を向上

Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｓｔｒａｔｅｇｙ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉ
ｎｇ合同会社

323 R109110060 関東 栃木県 日光金属株式会社 1060001013259 小型造型無枠化と大型造型専用反転機導入による造型生産性改善

324 R109110061 関東 栃木県 有限会社日進精機 5060002024210 最新のＣＮＣ旋盤を導入、農業機械の自動運転用装置部品の生産性向上 那須信用組合

325 R109110065 関東 栃木県 おかもとこどもおとな歯科 顎顔面矯正による小児歯科に特化した医院としてのブランドの確立

326 R110110001 関東 群馬県 諏訪歯科医院
マイクロスコープ及びミリングマシン導入による歯を最大限残した治療の実
現

株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

327 R110110003 関東 群馬県 株式会社セキグチデイリー 6070001021801
包装工程の高度化による新商品開発力強化と食品ロス・廃プラ削減への貢
献

株式会社エフアンドエム

328 R110110004 関東 群馬県 株式会社ハイ・テック 8070001019967 半導体製造装置部品製作でのレーザー溶接技術による高精度接合の実現

329 R110110005 関東 群馬県 グリンリーフ株式会社 2070001023388
環境負荷低減および消費者ニーズに向けたミールキットのシュリンク包装体
制の確立

株式会社東和銀行

330 R110110008 関東 群馬県 有限会社大澤製作所 1070002009081 最新式ダボ打ち機導入による製造効率化と、躯体部品製造への挑戦

331 R110110009 関東 群馬県 株式会社ヒロヤス 5070001017890 発電・航空機部品用難削材の切削加工品の測定検査工程の効率化

332 R110110010 関東 群馬県 株式会社群協製作所 5070001006745 フィルム、シートの高度化に寄与する検査機部品製造への挑戦 立野　靖人

333 R110110011 関東 群馬県 株式会社ハーツ 4070001029994 溶接工程の生産性向上による食品機械部品事業の拡大 株式会社ゼロプラス

334 R110110012 関東 群馬県 亀井工業株式会社 3070001019022 新たな製造方法の導入による生産性向上事業 群馬県商工会連合会

335 R110110013 関東 群馬県 株式会社渡辺製作所 5070001020358 金型自動交換パンチレーザ複合機導入による短納期生産体制の構築 株式会社東和銀行

336 R110110014 関東 群馬県 大＿工業株式会社 4070001019574 高品質と高効率を実現するドロス・酸化被膜除去技術の確立

337 R110110015 関東 群馬県 昭和自動車 水性塗料対応、生産効率・環境にメリットのある鈑金塗装事業 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

338 R110110016 関東 群馬県 株式会社フロントブリッジ 1070001032497
超高性能レーザー技術を駆使し実現する「革新的な３次元デジタル測量事
業」の展開

339 R110110017 関東 群馬県 ダイシン工業有限会社 1070002026473 焼却炉の長寿命化を可能とする熱交換器の製造を目指す 立野　靖人

340 R110110022 関東 群馬県 株式会社ＳＣＴ 4070001014856 匠の技と自動化を融合した新型一体成形カーボンシートの開発 鈴木　秀幸

341 R110110024 関東 群馬県 株式会社池田製作所 2070001018677 成形シミュレーション導入により提案型自動車部品メーカーへ！ 惠美須丈史

342 R110110026 関東 群馬県 株式会社Ｍ．Ｉ．Ｃコーポレーション 3070001024501 専用ライン化で歯科技工所の生産性及びサービスを飛躍的に向上 野竿　健悟

343 R110110030 関東 群馬県 パティスリーブランシール 高機能焼き菓子製造機器による生産性向上とＥＣによる全国販売

344 R110110032 関東 群馬県 高井歯科クリニック インプラント治療のさらなる高度化・効率化と予防歯科の向上 株式会社東京経営サポーター

345 R110110033 関東 群馬県 市川鉸工業株式会社 8070001006197 免震機能と微振動制御機能を両立させた革新的な免震装置部品の製造 立野　靖人

346 R110110034 関東 群馬県 株式会社小池鉃工 4070001021704 建設産業に於ける鉄骨事業を短納期化し、生産性及び収益力向上を図る 群馬県商工会連合会

347 R110110038 関東 群馬県 株式会社原澤自動車鈑金塗装 6070001025323 水性塗料導入による有機化合物排出量の削減と競争力強化 群馬県商工会連合会
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348 R110110039 関東 群馬県 有限会社大渡自動車鈑金工業 7070002001132 最新式ボディアライメントシステムによる高精度自動車鈑金への挑戦

349 R110110040 関東 群馬県 株式会社村上製作所 1070001011955 光学式三次元測定機の導入による先端部品の製造プロセス再構築 株式会社東和銀行

350 R110110041 関東 群馬県 有限会社東製作所 3070002016761 成形機を油圧式から電気式に更新し、ＱＣＤ改善と新市場進出事業

351 R110110042 関東 群馬県 アルプス動物病院有限会社 3070002013593 ペットの高齢化・小型化に対応した診療体制の生産性向上

352 R110110044 関東 群馬県 三守測量株式会社 8070001008499 最新測量技術の導入による新サービス創出と地域活性化への取組 株式会社匠コンサルティング

353 R110110045 関東 群馬県 株式会社ナカジマ 4070002021199 工程集約による生産プロセスの革新 小川秀樹

354 R110110047 関東 群馬県 相生製函株式会社 1070001025856
段ボール箱製造の生産性向上と製品出荷用組立段ボール箱の増産体制整
備

株式会社横浜銀行

355 R110110049 関東 群馬県 株式会社大桐 6070001016223 ＸＹＭ３軸稼働型のサガラ刺繍技術導入と高級アパレル市場開拓 桐生商工会議所

356 R110110050 関東 群馬県 株式会社アイリス 8070001018597 超深度カメラと自動検査システム導入による製品検査方法の改善

357 R110110053 関東 群馬県 有限会社井野口解体 7070002034157 鉄・銅のスクラップの需要拡大等に対応する効率的な廃車解体体制の構築 株式会社エフアンドエム

358 R110110054 関東 群馬県 Ｓｗｅｅｔ　Ｂａｕｍ株式会社 9070001033158 リーフパイの高品質化と生産性向上事業 群馬県商工会連合会

359 R110110056 関東 群馬県 三陽技術コンサルタンツ株式会社 7070001001447
グリーンレーザスキャナによる３　次元測量ビックデータでｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ
実現

株式会社コムラッドファームジャ
パン

360 R110110057 関東 群馬県 株式会社メディカルベア 4070001015326 滅菌業務のトレーサビリティ管理による品質向上と生産性向上 ペンデル税理士法人

361 R110110058 関東 群馬県 有限会社中沢精工 4070002024301
共働ロボット、小型多関節ロボット向けの部品を供給するにあたりその加工
精度を保証する

362 R110110059 関東 群馬県 株式会社清水精密 9070001011766 機械学習に基づく外観検査システム導入によるＥＶ部品検査高度化 早瀬　達

363 R110110060 関東 群馬県 株式会社エイシン 4070001005962 洗浄ロボット・赤外線カメラ付ドローン点検で太陽光パネル維持新サービス 前田　直

364 R110110063 関東 群馬県 株式会社求人ジャーナル 4070001008899
受注から原稿制作までの効率化・広告効果向上を目的とした求人広告ＡＩヒ
アリングアプリ

365 R110110064 関東 群馬県 株式会社武蔵屋 5030001008308 作業工程改善による効率化の実現、顧客満足度と生産性の向上計画
一般社団法人共創デザイン総合
研究所

366 R110110068 関東 群馬県 ケイ・エム企画株式会社 5070001015936 あ なつみ総研株式会社

367 R110110069 関東 群馬県 株式会社ノグチ 7070001031717
ファイバーレーザー加工機導入による加工技術の高度化と天井クレーン製
造事業へ参入

群馬県商工会連合会

368 R110110071 関東 群馬県 株式会社凱飛 5070001027659 飲食店の売上向上を図る販促物のワンストップ支援事業 なつみ総研株式会社

369 R110110072 関東 群馬県 株式会社坂井養蜂場 2070001023578 遠隔管理システム構築による養蜂業務のＤＸ化計画 なつみ総研株式会社

370 R110110075 関東 群馬県 ラクーン・トレーディング 素早く自在に長さ調節できるスリングベルトとアジャスターの開発

371 R110110077 関東 群馬県 株式会社ヨーユーラボ 1070001020304 ライフサイエンス材料用途有機化学薬品の生産性向上 税理士法人栗林会計事務所

372 R111110004 関東 埼玉県 有限会社葛西精機 6030002037602 段取り半自動マシニングセンタ導入による生産方式近代化促進

373 R111110006 関東 埼玉県 有限会社向町紙工 7030002118252 自社の強みを生かした極厚紙抜き加工の品質ならびに生産性の向上 行田商工会議所

374 R111110008 関東 埼玉県 株式会社サステナブルワークス 7030001130778 洋上風力発電施設へのアクセス性向上事業

375 R111110009 関東 埼玉県 有限会社隆林工業 5030002052081 静加圧スポット溶接機導入による高品質・高付加価値スポット溶接の実現

376 R111110010 関東 埼玉県 西大和歯科クリニック 画期的な医療機器導入により実現する、当院ならではの矯正治療 アルタス・パートナーズ合同会社

377 R111110011 関東 埼玉県 株式会社サンユウ 2030001120057 地域活性化に向けた効率的な建築物解体サービスプロセスの改善計画 株式会社東和銀行

378 R111110012 関東 埼玉県 稲葉板金株式会社 6030001040160
医療機器製造業界に貢献するＣＴ等画像診断装置用部品の効率的な生産
体制の構築

埼玉縣信用金庫

379 R111110013 関東 埼玉県 杉澤歯科医院 歯性上顎洞炎、埋伏歯抜歯やインプラント治療の診断精度の向上

380 R111110014 関東 埼玉県 株式会社クリスタルアート 8030001020202 画像測定機の導入とその独自活用による生産性と加工精度の向上 株式会社やまと経営

381 R111110015 関東 埼玉県 株式会社ベンチャーウイスキー 2030001091463 秩父産ウイスキーの開発強化と検査工程のプロセス革新 秩父商工会議所

382 R111110017 関東 埼玉県 株式会社ベルズワン 5030001067898 検査工程の完全自動化による需要の増大への対応

383 R111110018 関東 埼玉県 株式会社バイオピーク 1070001028090 アルパカ抗体作製サービスの構築

384 R111110019 関東 埼玉県 有限会社関和製作所 9030002054149 ターボチャージャー部品の精密化と医療機器の複雑形状部品の加工 市木　圭介

385 R111110020 関東 埼玉県 城南コーテック株式会社 8010701004118 「ストックライン」の設置による金属塗装生産効率の改善

386 R111110021 関東 埼玉県 株式会社ナンブ 2030001006165 最新光学式選別機導入による病院食等業務用精米工程の生産性向上 大谷　公紀

387 R111110023 関東 埼玉県 ハート歯科クリニック
歯科用ＣＴ・マイクロスコープ導入による根管治療プロセスの効率化と患者の
負担軽減

株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

388 R111110024 関東 埼玉県 ニチエイエンジニアリング株式会社 8030001060669 ＥＶ用急速充電器　基板生産ラインの構築 しののめ信用金庫

389 R111110025 関東 埼玉県 Ｙ．Ｍ．Ｇ株式会社 2011001123679 設計データの工程間連携による効率的な新製品製造体制の構築 鈴木　清

390 R111110026 関東 埼玉県 有限会社太陽精工 7030002097892 革新的なマシニングセンタによる超精密・超微細な金型加工の実現 中山　和彦

391 R111110028 関東 埼玉県 有限会社若林工業 2030002122399 高度な溶着技術の習得による新分野進出・量産化対応事業 秩父商工会議所

392 R111110029 関東 埼玉県 株式会社ケー・テック 1040001038836 高精度ロール成型機の開発で新しい生活様式の住宅ニーズに対応

393 R111110030 関東 埼玉県 高橋歯科医院 症例に応じた最適な治療方法を提供するための設備導入 アルタス・パートナーズ合同会社

394 R111110031 関東 埼玉県 有限会社樋口製作所 7040002048110
高性能マシニングセンターを導入して大型筐体の高品質の金型製作に取組
む

395 R111110032 関東 埼玉県 飯能精密工業株式会社 9030001089542 ダイクッション付プレス機と熟練技術による高付加価値生産の実現 飯能信用金庫

396 R111110034 関東 埼玉県 蔵元歯科医院 ＣＥＲＥＣシステム導入による補填物製作の内製化、治療期間の大幅短縮 野竿　健悟

397 R111110035 関東 埼玉県 株式会社サンテクノ 2030001054841 エコアクション２１マネジメントシステムに活用する先端的溶接手法の確立

398 R111110036 関東 埼玉県 東和螺子株式会社 2030001032871 加工対応力と生産性向上による積極的な受注拡大への体制強化 株式会社東和銀行

399 R111110037 関東 埼玉県 有限会社小嶋製作所 4030002053717 欧州の環境規制に対応した鉛レス鉄素材の旋盤加工技術の確立 鈴木　崇史

400 R111110040 関東 埼玉県 株式会社埼玉商工サービス 7030001091681 地域名物料理の冷凍商品開発および販売拡大事業 埼玉信用組合

401 R111110041 関東 埼玉県 株式会社礎 2030001066894 自社システム開発により各事業の連携を促進し利用者の満足度向上 須永　達也

402 R111110042 関東 埼玉県 株式会社Ｏｆｆｉｓｉｓ 6011501021494 キッチンカーＤＸを推進するオーダー＆注文管理システムの構築 西武信用金庫

403 R111110043 関東 埼玉県 株式会社高橋鉄骨 7030001046751 ファイバーレーザ溶接を用いた新生産工法の確立

404 R111110044 関東 埼玉県 あれとこれ株式会社 6030001138566 ３Ｄスキャナーで空間を丸ごと迅速、正確、安全にデータ化

405 R111110046 関東 埼玉県 有限会社高橋木工 6030002086938 多機能切断機による生産向上と品質向上
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406 R111110048 関東 埼玉県 株式会社高速 5030001054673 最新デジタル紙面検査機導入による品質・生産体制向上計画 平田　晃大

407 R111110051 関東 埼玉県 株式会社ヘプレグス 5030001013506 既存の知見とシニア用賃貸住宅を活用したシニアフィットネス事業 多摩信用金庫

408 R111110052 関東 埼玉県 ゆう歯科医院 地域高齢者のＱＯＬ向上に貢献するための治療体制の整備 アルタス・パートナーズ合同会社

409 R111110053 関東 埼玉県 吉田測量設計株式会社 9030001056600 レーザースキャナーによる精密測量・データ活用での大型案件挑戦 税理士法人ＴＭコンサルティング

410 R111110056 関東 埼玉県 株式会社木屋製作所 5030001054624 脱炭素化に向けて需要の拡大するＥＶトラック部品の生産体制構築 株式会社ゼロプラス

411 R111110057 関東 埼玉県 あべ登記測量事務所
最先端の測量３Ｄデジタルデータを駆使し実現する「革新的な土地家屋調査
体制の構築」

412 R111110058 関東 埼玉県 株式会社メイリン 2030001056862 丁合プロセスの高度化による生産性向上と顧客ニーズ充足の取組

413 R111110059 関東 埼玉県 株式会社ナカムラ 6030001035383 新型マシニングセンター導入による生産性向上 株式会社やまと経営

414 R111110060 関東 埼玉県 株式会社本州 9030001077167 測量業務のＤＸ化による生産性と顧客提供価値の向上 浮島　達雄

415 R111110061 関東 埼玉県 釜久米菓株式会社 7030001070181 多品種少量生産におけるコスト削減と効率化

416 R111110062 関東 埼玉県 株式会社第一包装機製作所 9030001018030 カップシーラー機製造におけるボトルネック工程の大幅な生産性向上事業 小原　恭子

417 R111110063 関東 埼玉県 株式会社ファイネス 4030001027795 高剛性新型装置の新規組立工法の確立による生産プロセス革新

418 R111110064 関東 埼玉県 有限会社鈴木精工 8030002049117 半導体製造装置用部品の一貫加工技術の確立による納期短縮

419 R111110065 関東 埼玉県 北西酒造株式会社 4030001041961 ブレンド技術を応用したヴィンテージ日本酒の開発

420 R111110066 関東 埼玉県 ＪＰ　Ｄｒｏｎｅ株式会社 8010001217171 ＡＩを活用したドローンの点検分野でのアイ・コンストラクション実現 本多　剛士

421 R111110067 関東 埼玉県 東都フォルダー工業株式会社 8030001076260 リネンサプライ業界の新ニーズに対応する革新的生産プロセスの構築事業

422 R111110068 関東 埼玉県 株式会社アットサウンドカンパニー 2030001044454 空間演出力と提供価値の向上を実現する屋外高輝度ＬＥＤビジョンの導入 小櫃　義徳

423 R111110069 関東 埼玉県 株式会社環境総合研究所 6030001054565
ＩＣＰ－ＭＳ導入による高精度高効率な金属分析と分析分野の大幅な販路拡
大

株式会社東和銀行

424 R111110073 関東 埼玉県 株式会社アイル 1030001029217 大型造形物の少分割加工による生産性向上とポストコロナ対応 青梅信用金庫

425 R111110074 関東 埼玉県 株式会社エーワークス 3030001083212
地域農産物を加えたバイオマスプラスチック活用によるオリジナルグッズ製
造事業

426 R111110075 関東 埼玉県 東武ボンド株式会社 4030001031228 接着剤製造の革新的な生産性向上と新製品の開発による収益性向上 原田　総介

427 R111110076 関東 埼玉県 共栄機器産業株式会社 6030001023933 ファイバーレーザ溶接機による高精度溶接を用いた生産プロセスの革新

428 R111110077 関東 埼玉県 鈴木製本有限会社 2011802004144 エコ製品生産対応と廃棄物のアップサイクル製品開発による収益化 阿部　俊英

429 R111110080 関東 埼玉県 明和精機有限会社 6030002083927 特殊形状チップソーの再研磨技術確立による加工の高付加価値化

430 R111110081 関東 埼玉県 株式会社光和製袋 6030001028478 環境に配慮した機能性災害用トイレ袋の開発及び生産設備の導入 飯能信用金庫

431 R111110082 関東 埼玉県 粟澤歯科医院
被せ物に流用できる歯様の隔壁を作製し、治療の精度向上・期間短縮を実
現

432 R111110083 関東 埼玉県 有限会社三矢鋼業 8030002047921 異形管成形プロセスを革新する口付け加工機、落込リフターの導入 小櫃　義徳

433 R111110084 関東 埼玉県 エムケー工業株式会社 4030001130608 ロボットＴＩＧ溶接機の導入による溶接品質の安定化と生産性向上
公益財団法人本庄早稲田国際リ
サーチパーク

434 R111110086 関東 埼玉県 ＴＡＫＡＤＡ環境株式会社 8030001005302 高純度の再生資源生成による循環型ビジネスの実現

435 R111110087 関東 埼玉県 大雄技術株式会社 4030001084960 デジタル機器を利活用し、地域社会に貢献する高効率の事業構造を構築 戸髙　成二

436 R111110088 関東 埼玉県 株式会社大西製作所 7011501005819 ＡＩ・デジタル技術の活用による革新的な自動測定体制の新構築事業

437 R111110092 関東 埼玉県 株式会社ノーベル機械工業 1030001103038 貴重品、重要書類の簡便な保管、管理システムの開発及び販売

438 R111110094 関東 埼玉県 若林興業株式会社 3030001039032 鋼材の高難度削孔処理を含むデザイン建材加工一貫工程の構築

439 R111110095 関東 埼玉県 有限会社アキモト・パーツ 7030002017842 革新的超微細製品加工技術開発事業

440 R111110097 関東 埼玉県 株式会社エヌエスエイチ 2030001110289 射出成形機を油圧式から電気式に取替え、新規ＥＶ市場に参入する

441 R111110098 関東 埼玉県 株式会社リクテック 3030001086000 １個の歯車から量産品までワンストップで提供し新規事業を展開

442 R111110100 関東 埼玉県 株式会社相広タイヤ商会 9030001054208 出張サービスカーの導入による安全なクルマ社会の実現 川越商工会議所

443 R111110101 関東 埼玉県 有限会社島田工業所 2030002024414 当社メッキ加工技術力を可視化し、売上拡大・技術承継促進を図る

444 R111110104 関東 埼玉県 株式会社寺尾工げい 1030001090870
高性能型ボーリングダボ打ち機導入による木製家具の糊注入工程の効率化
と生産性向上

445 R111110105 関東 埼玉県 有限会社秀和工業 3030002033810 緊急避難所に電力を！小型発電機の開発 伊藤　洋介

446 R111110107 関東 埼玉県 万和ホールディングス株式会社 8010401157629 精密測定の作業効率化が可能となる高性能ＣＮＣ画像測定機の導入 補助金活用支援会合同会社

447 R111110108 関東 埼玉県 株式会社アサヒコミュニケーションズ 2030001061623 顧客ニーズを満たす生産体制の強化と「環境対応」への取り組み

448 R111110113 関東 埼玉県 株式会社インターパックス 7030001086673 立形マシニングセンタ導入による加工能力向上と販路拡大

449 R111110114 関東 埼玉県 有限会社周和製袋 2040002051655 製袋機導入によるガゼット袋の内製化と生産速度・歩留まりの向上

450 R111110116 関東 埼玉県 株式会社東京アワクメ 8030001036207 塗装サービスの強化による安全性向上及び顧客満足度向上 株式会社武蔵野銀行

451 R111110119 関東 埼玉県 株式会社テクニカルアーツ 5030002026127 丸刃の旋盤加工における検査及び取り出し自動化で連続運転の実現 中内　善文

452 R111110120 関東 埼玉県 渡辺歯科医院 院内ＤＸ化を通じた訪問治療、予防治療の拡充

453 R111110121 関東 埼玉県 株式会社一二三 9030001080583 樹脂サッシ加工の生産性向上事業

454 R111110122 関東 埼玉県 株式会社グリーンホープ 1030001011315 熱特性を向上させて高機能化した樹脂皮膜をもつ微粒子の開発 松井　明則

455 R111110125 関東 埼玉県 いちも動物病院 最新デジタル技術を活用した、地域完結型獣医療連携の構築 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

456 R111110127 関東 埼玉県 株式会社ＦＵＪＩＭＩ 3030002021666 水素エネルギー開発におけるインフラ設備基幹部品の生産能力強化 山地　真吾

457 R111110128 関東 埼玉県 有限会社田嶋木工所 2030002074129 デジタル式スライドソー導入により木製特注家具の生産性向上 飯能信用金庫

458 R111110129 関東 埼玉県 株式会社茜工房 9030001000426 後継者兄弟で進める新規設備導入による生産性向上 伊藤　洋介

459 R111110131 関東 埼玉県 株式会社ダイトウ 1011801009401
設備導入による加工精度引上げと生産性向上でコスト削減・短納期実現・強
みである提案力強化

460 R111110132 関東 埼玉県 有限会社大相模動物ケアセンター 5030002088712 超音波診療装置のデジタル化で生産性向上と機会損失の抑制を実現

461 R111110133 関東 埼玉県 有限会社栄久堂 9010602028339 断裁工程の自動化による革新的な短納期大量製本体制の構築事業

462 R111110135 関東 埼玉県 貴商エンジニアリング株式会社 4011601001729
塩ビ切り抜き工程の機械化・自動化で、研究開発費増加に伴う実験装置の
拡販体制を構築する

埼玉縣信用金庫

463 R111110139 関東 埼玉県 株式会社ハラダ製作所 7012701003802 今後の半導体パッケージ基板の微細化に対応する測定技術の開発 株式会社東和銀行
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464 R111110144 関東 埼玉県 株式会社緑川製作所 5012701004216 革新的な分析機器向け樹脂部品の加工・生産プロセス改善

465 R111110145 関東 埼玉県 株式会社アスプル 3030001081042 キャラクタービジネスの機会損失を防ぐ！短納期の生産体制構築

466 R111110151 関東 埼玉県 三恵工業株式会社 9030001036024 ２次元コード等の非文字情報を印字した電気絶縁用手袋の製造

467 R111110153 関東 埼玉県 株式会社トクヨシ精機 4030001076355 半導体分野向けＦＡ装置・産業ロボット部品生産体制構築計画 石山　賢

468 R111110155 関東 埼玉県 マテックス株式会社 8013301011855 樹脂スペーサー仕様でガス入りペアガラスを市場に提供していく 青野　雅恵

469 R111110156 関東 埼玉県 株式会社ハートクリーナーズ 8030001006894 付加価値の高い商品ラインへの転換と生産性向上による収益改善

470 R111110158 関東 埼玉県 株式会社ｂｉｂｉｎ 8030001138911
インフルエンサーへの案件紹介や個人情報共有等のコミュニケーション業務
システム化

株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

471 R111110160 関東 埼玉県 マルキユー株式会社 1030001043036 ルアー製造の内製化による品質向上と顧客満足度向上 株式会社エイチ・エーエル

472 R111110163 関東 埼玉県 有限会社大川板金 6030002036348 新型高出力ファイバーレーザ溶接による新工法確立

473 R111110166 関東 埼玉県 有限会社江尻ダクト 5011802010412 新型ポータブル溶接機導入による競争優位の強化と販路拡大

474 R111110167 関東 埼玉県 株式会社ネギシ 7030001042486 潜熱蓄熱材（ＰＣＭ）の新たな製造・生産システムの導入

475 R111110170 関東 埼玉県 株式会社不二工芸 7030001089065 排水処理工程を環境負荷軽減と生産性向上に向けた省エネ化・自動化事業 株式会社東和銀行

476 R111110176 関東 埼玉県 有限会社功亜工業 2030002120163 難削材の超精密加工技術開発による半導体製造装置部品への参入 牛腸　真司

477 R111110178 関東 埼玉県 株式会社エアークローゼット 6040001086707 洗濯乾燥機の自社開発による生産性と品質の最大化と異物検出力強化

478 R112110001 関東 千葉県 亀田酒造株式会社 8040001074164 地域資源を活用したクラフトジンの新商品開発と製造体制の構築

479 R112110004 関東 千葉県 有限会社いどや 4040002064663 高性能ボーリングマシン導入による土壌汚染調査への環境貢献と事業拡大 株式会社京葉銀行

480 R112110006 関東 千葉県 株式会社エムズファクトリー 2040001059773 女性を繋ぐ、クラフトバンド事業拡大するために生産ラインを革新する。
公益財団法人千葉県産業振興セ
ンター

481 R112110007 関東 千葉県 マルヤス機工株式会社 3040001047785 ＰＣＤチップソー再研磨の完全自動化

482 R112110009 関東 千葉県 八街製作所 小径・複雑形状への加工対応力と生産性向上による積極的な受注拡大 千葉信用金庫

483 R112110010 関東 千葉県 丸高ライフエナジ－株式会社 5040001073929 容器検査所自動粉体塗装装置ライン変更

484 R112110011 関東 千葉県 八千代舞台美術有限会社 6040002011853 ＵＶデジタルプリント導入によるワンストップサービスの実現

485 R112110012 関東 千葉県 株式会社高橋測量設計事務所 3040001062784 ３Ｄ測量機器・システム導入による提供サービス向上・働き方改革 税理士法人木村会計

486 R112110013 関東 千葉県 株式会社Ｊ・Ｔ・Ｆ 7040001070478 半導体・車載電池需要に応える高精度治具の生産性向上と加工精度向上 株式会社京葉銀行

487 R112110015 関東 千葉県 株式会社ジオテクノ・ジャパン 4040001061546 狭小地に特化した小型地盤改良機導入による地盤改良工事の最適化

488 R112110016 関東 千葉県 株式会社カワイチ・テック 5011801017549 新型加工機導入による海洋生分解プラスチックの生産性向上

489 R112110017 関東 千葉県 池澤加工株式会社 9040001059008
顧客ニーズに対応した新型ふるい機の開発と輸出用ＰＰペレットの物流加工
による新分野進出

490 R112110018 関東 千葉県 有限会社斉藤プレス 8040002037888 アルミ大物部品の生産性向上、機械・人員の全体最適化で売上拡大 内田経営株式会社

491 R112110019 関東 千葉県 株式会社豊和ベース 6011701019925 狭小地向け小型地盤改良機の導入による地盤改良工事の高付加価値化

492 R112110024 関東 千葉県 株式会社イトウ 9040001000581 ワイヤーレス１インチチップ作成のため新規破砕機導入計画 株式会社京葉銀行

493 R112110025 関東 千葉県 手賀の杜歯科医院
最先端ＣＡＤ／ＣＡＭ設備導入による補綴治療プロセスの効率化と患者の負
担軽減

株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

494 R112110027 関東 千葉県 有限会社成田ヤマニ 6040002060132 成田新市場ＨＡＣＣＰ認証工場発。空港直結輸出機能を活かす販売事業

495 R112110029 関東 千葉県 マルナカ工業株式会社 7040001061452 溶接ロボットの追加導入と作業効率化による生産性の向上

496 R112110030 関東 千葉県 株式会社銚子大洋自動車教習所 8040001062284 ほめる教習✕デジタル化がもたらす自動車教習所のサービス革新 銚子信用金庫

497 R112110031 関東 千葉県 東商ゴム工業株式会社 2010601013620 開発・検査体制の整備によるデジタル化・企画開発型企業への脱皮

498 R112110033 関東 千葉県 株式会社ニハゼ 5040001108172 自家焙煎コーヒー（スペシャルティコーヒー）を用いた連携事業の強化 近山　寿博

499 R112110034 関東 千葉県 有限会社長谷川ベッツ 5040002083183 高齢化するペットを救う！ＣＴによる地域獣医療高度化の実現 株式会社東京経営サポーター

500 R112110036 関東 千葉県 株式会社トコトコ 4040001110963 低侵襲で高難度心臓手術を提供する地域有数の１次診療施設へ 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

501 R112110037 関東 千葉県 株式会社ビスト 3040001061522 当社初の大型建設機械部品のエンドカバーライン構築の為の新規設備投資 銚子信用金庫

502 R112110040 関東 千葉県 有限会社鈴木鰹節店 4040002100872 老舗鰹節店が取組む体の負担軽減と生産量増加のための自動梱包機導入 山口　庸一

503 R112110041 関東 千葉県 Ｔｓｕｒｅ‐ＬｉＦＥ合同会社 9040003020017 プレジャーボートの売買支援ＡＩマッチングサイト構築

504 R112110044 関東 千葉県 株式会社加瀬建設 6040001074117
ＩＣＴ／３Ｄナビを活用した新しい土木施工で生産性を向上し、南房総を守
る！

打越　大輔

505 R112110045 関東 千葉県 ウォームキッチンスダ株式会社 5040001011905 冷凍パンの量産化と独自販路の開拓 近山　寿博

506 R112110047 関東 千葉県 オクトス サーファーのニーズに応える一貫生産体制確立と生産性向上事業 房総信用組合

507 R112110048 関東 千葉県 株式会社ＰＯＴＡＴＯ 3040001120897 受発注管理システムと連携したＥＣサイト構築と新製品開発
一般社団法人千葉県中小企業診
断士協会

508 R112110050 関東 千葉県 ジャンボ株式会社 3020001090746 オーダードライアイス圧縮機制作導入による生産効率向上 川崎　佳朗

509 R112110051 関東 千葉県 株式会社川小商店 8010501002395 ＣＯ２排出量を削減した環境配慮型商品開発と百貨店業界への展開

510 R112110052 関東 千葉県 市原興業株式会社 5040001053567 「ＡＩ教習」を活用した企業・高齢者向け高付加価値サービスの提供

511 R112110053 関東 千葉県 ７５３（なごみ）歯科医院 革新的歯根破折治療法開発による地域歯科医療の高度化

512 R112110054 関東 千葉県 株式会社シェファムフードファクトリー 2040001114058 地元大学との連携による非常食・防災食の開発・販売による事業拡大 関谷　満

513 R112110056 関東 千葉県 フォーリーフクローバー株式会社 2040001012229 店舗向けトイレ見守りサービス「トイレビアン」小型化開発

514 R112110057 関東 千葉県 株式会社みやび工芸 6040001038922 レーザー加工機導入による利益率の改善と生産性向上 株式会社京葉銀行

515 R112110060 関東 千葉県 株式会社アクセル 2040001046061 新型シャーリング機導入による金属加工プロセスの高度化計画 千葉信用金庫

516 R112110063 関東 千葉県 株式会社ラインワークス 6040001007877
重量物ワ－クの製造工程における自動化・省人化を可能とするＭＴロックの
開発

公益財団法人千葉市産業振興財
団

517 R112110065 関東 千葉県 エース加工株式会社 3030001053355 最新鋭のシートカッターの導入による生産性向上と顧客満足の両立 株式会社武蔵野銀行

518 R112110066 関東 千葉県 有限会社協和デンタル・ラボラトリー 1040002045352 オールデジタル歯科医療を支える高度歯科技工物生産体制の構築
公益財団法人千葉県産業振興セ
ンター

519 R112110067 関東 千葉県 株式会社テーエーエヌ 3040001047694 エレベータ重要保安部品の国内一貫生産体制構築 飯田　順

520 R112110068 関東 千葉県 株式会社キヨシゲ 3040001029412 形鋼の穴あけ加工工程の革新を実現し、建材の大型化・ユニット化に対応！ 西川貴人

521 R112110069 関東 千葉県 ジャスミン歯科クリニック 理想の咬合再構築を実現する「プロファイリング治療体制」の構築 アイアンドアイ株式会社
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522 R112110070 関東 千葉県 株式会社Ｇｒａｎｄ　Ｐｒｉｘ 8040001105555 生産性向上を目指す自動梱包ラインを活用した新たな出荷方式の導入 鈴木　良洋

523 R112110071 関東 千葉県 合同会社ＣＯＥＬ 3011103010015
デジタルと匠の技の融合強化により品質向上・即日発送・就業環境改善を実
現

524 R112110072 関東 千葉県 株式会社昭和精機 5040001035763 世界初のＮＣ研削盤技術導入による効率・品質の向上と収益基盤の拡大

525 R112110073 関東 千葉県 ＪｐｎＴＥＣＨイノベーション株式会社 3040001053569 高性能ベンダー導入による生産性向上と一貫生産体制の強化 株式会社ゼロプラス

526 R112110074 関東 千葉県 株式会社ワーナー 3040001008060
生産工程の電子化による革新的な管理体制・ワークフローの構築と生産性・
付加価値の向上

527 R112110075 関東 千葉県 福合同会社 1040003019933 設備導入で歯科技工プロセスの内製化とデジタル対応化を実現する 野竿　健悟

528 R112110076 関東 千葉県 三幸鍍金株式会社 3040001057198 膜処理工程改善で強みの硬質クロムメッキ工程全体の最適化計画
ＨＴＭコンサルティンググループ
株式会社

529 R112110077 関東 千葉県 株式会社Ｏｌｉｖｅ　Ｖｅｔｅｒｉｎａｒｙ　Ｓｅｒｖｉｃｅ 5040001105723 デジタル技術を活用した革新的ながん検査の提供 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

530 R112110078 関東 千葉県 極東ベンド株式会社 9040001020654 プラント工事向けパイプ曲げ製品の短納期化に向けた生産体制の強化 株式会社ゼロプラス

531 R112110082 関東 千葉県 株式会社千葉通信システム 4040001045061 集合住宅向け孤独死早期発見ＩＰインターホン開発事業 千葉県商工会連合会

532 R112110083 関東 千葉県 株式会社モーリレーザ 4011701007840 レーザー加工技術の高度化による極薄板金加工の生産性向上 西川貴人

533 R112110085 関東 千葉県 株式会社ベイテック 3040001051291 ＮＣバンドソー導入と溶接・施工技術高度化による競争力強化・新事業立上 片桐　圭司

534 R112110086 関東 千葉県 株式会社ガレージＳＥＫＩ 5040001101292
自動車ディーラーオプション装備品取付から回送引取業務までの一括受託
事業

房総信用組合

535 R112110087 関東 千葉県 株式会社小松原製作所 3040001075118 研磨技術を活かした大型金型部品の国内生産の実現

536 R112110089 関東 千葉県 株式会社カネコ 4040001029386
半導体製造装置等の需要拡大による多品種小ロット高精度ねじの生産性向
上・品質向上計画

株式会社エフアンドエム

537 R112110090 関東 千葉県 株式会社ＶＥＴＯＩＬＥ 2040001113530 千葉県内の高度な軟部組織疾患治療を牽引する地域随一の動物病院へ 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

538 R112110093 関東 千葉県 みらいブライト株式会社 3040001120641 企業・サプライチェーン向けＣＯ２排出量算定のＩＴサービス事業化

539 R112110094 関東 千葉県 ｎａｎｏ　ｃｒａｆｔ 様々な欠損歯状態の症例に対応可能な高精度義歯の開発 アイアンドアイ株式会社

540 R112110096 関東 千葉県 ＡＤＳ株式会社 5040001077021 デジタル機器を備えたハイブリッド歯科技工所の実現

541 R112110101 関東 千葉県 株式会社コモダエンジニアリング 1040001067604 油圧制御弁の加工自動化による余力の創出と新規用途へのチャレンジ

542 R112110102 関東 千葉県 三洋コンクリート工業株式会社 7040001057426 残コンを利用したリサイクル砕石の製造・販売 近山　寿博

543 R112110103 関東 千葉県 ナルタ牧場 デジタル化の第一歩、競走馬の走行環境をコントロールできる体制構築

544 R112110104 関東 千葉県 有限会社立石煙火製造所 4040002071445 打上花火プログラム導入による安全性確保と生産性向上に向けた取組み 山口　庸一

545 R112110105 関東 千葉県 三晃印刷株式会社 6011101037858 輪転印刷業界屈指の品質向上と短納期化の確立を目指す事業

546 R112110106 関東 千葉県 株式会社優歯企画 7040001081327 チタン冠の短納期製作を実現するデジタル切削加工プロセス導入
株式会社リアルコンテンツジャパ
ン

547 R112110108 関東 千葉県 株式会社生方製作所 6040001034921 円熟の長尺旋盤技をＣＮＣ旋盤と融合し工業用ロール生産の効率を向上

548 R112110116 関東 千葉県 有限会社栄鈑工業 2040002001643
地域に先駆けた普通自動車からトラックまで対応した自動車整備のワンス
トップサービス

549 R112110118 関東 千葉県 株式会社テアテル 5120001207197 設備増設における生産率の工場

550 R112110121 関東 千葉県 株式会社ネットワークス 4110001025790 ＤＸ化を進め、物流の働き方改革に挑戦！物流の２０２４年問題にも対応 株式会社シャイン総研

551 R112110122 関東 千葉県 有限会社匠製作所 3040002079638 生産管理のＤＸ化による大物・小物板金加工の生産体制の革新 西川貴人

552 R112110123 関東 千葉県 株式会社玉澤商会 9040003003665 焙煎プロファイルデータを活用し焙煎工程自動化・珈琲豆販売強化

553 R112110125 関東 千葉県 株式会社ワンゲイト 5040001116266 オンラインで整体院・整骨院と整体関連業者を繋ぐ場の構築 伊藤　央

554 R112110127 関東 千葉県 株式会社横浜桂林 7010001031664 最新鋭設備の導入で検査工程を自動化し、法人向け販売に挑戦！ 株式会社シャイン総研

555 R112110128 関東 千葉県 株式会社雷神 6011701010875 冷凍餃子専門店が増産体制確立し卸販売強化と冷凍自販機販売進出

556 R112110129 関東 千葉県 Ａｎｉｍａｌ　Ｃｌｉｎｉｃ　ＧＡＬＡＰＡＧＯＳ 保護猫の避妊去勢用及び帝王切開用の手術機材の導入 柏商工会議所

557 R112110131 関東 千葉県 株式会社ミールセレクト 4040001120913 業界初！送料無料のエキナカ総菜ＥＣプラットフォーム開発 株式会社京葉銀行

558 R113110002 関東 東京都 株式会社Ｒｅｖｉｅ 3010501047536 ＢｔｏＣブランド向け顧客体験パーソナライズ支援ＳａａＳ

559 R113110003 関東 東京都 小川源歯科医院 アスリート向け咬合治療のノウハウを活かしたデジタル歯科治療 アルタス・パートナーズ合同会社

560 R113110005 関東 東京都 加園工業株式会社 2013101001293 レーザ切断加工機導入によるフレキシブルブランクシステムの構築

561 R113110006 関東 東京都 センデン株式会社 1010601055473 非対面型サンプリングサービスの生産性向上システムの構築

562 R113110009 関東 東京都 ＴＯＹＯＴＯＭＩ株式会社 2010701040564 インターン型「ＴＯＹＯＴＯＭＩリノベーション　オンラインアカデミー」 熊野　一成

563 R113110012 関東 東京都 株式会社ＴＷＩＮ　ＰＬＡＮＥＴ 8011001049927 ＴＶＣＭ　広告枠のプラットフォーム・サービス 株式会社三井住友銀行

564 R113110013 関東 東京都 すずき歯科クリニック 地域患者層の特性に対応し高品質治療の幅を広げる取組 アルタス・パートナーズ合同会社

565 R113110014 関東 東京都 株式会社川上商店 6010001099686 創業１１０余年の老舗箸メーカーが挑む、「純国産」の箸づくり。

566 R113110016 関東 東京都 株式会社晃栄調査設計 3011101006411 広域調査測量及び災害時緊急対応調査測量のための３Ｄ測量の実現 東京東信用金庫

567 R113110017 関東 東京都 株式会社アップクオリティ 1010001126899 地域の農畜水産特産物の受発注業務のＤＸ化による効率化の実現 伊藤　文彦

568 R113110018 関東 東京都 山口よしのぶ歯科医院 デジタルデータの活用による全顎的な咬合再構成治療の高度化 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

569 R113110019 関東 東京都 チェレステ矯正歯科 歯科矯正分野におけるインバウンド需要を獲得するための新規設備導入 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

570 R113110022 関東 東京都 小尾羊ジャパン株式会社 5013301024694 ロボットシステム導入による業務効率化と革新的なサービス提供事業

571 R113110024 関東 東京都 村越金属有限会社 4010602006134 最新鋼材切断機の導入による生産性向上と高精度化＆短納期化計画 永田　朋之

572 R113110025 関東 東京都 メディカルエクスポート合同会社 4012403003905
コロナ禍後の医療インバウンド需要に対応する日本初オンライン診療予約
サービスの構築

多摩信用金庫

573 R113110029 関東 東京都 ケイレックス・テクノロジー株式会社 4010001086298 ＡＩトレーサビリティシステムの開発

574 R113110031 関東 東京都 マルチプリケーション株式会社 6011001073409 アメリカ車のＥＶ化事業の新規立ち上げ 西村伸郎

575 R113110032 関東 東京都 バルール株式会社 6010401073448 歯科医療分析モデルを用いた持続的な労働意欲分析ＤＸ経営改善 芝信用金庫

576 R113110033 関東 東京都 山下歯科医院 デジタル化推進による「信頼できる地域の歯科医院」の更なる追求

577 R113110034 関東 東京都 有限会社ミナガワ 7010702008036 重要保安部品の配管継手の製造と測定の課題にデジタル技術で解決

578 R113110035 関東 東京都 有限会社中風製作所 4010102004951 パンチレーザ複合機導入によるブランク工程の革新実現

579 R113110037 関東 東京都 とうき歯科医院 最先端設備導入による歯列矯正治療及び虫歯治療プロセスの改善 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ
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580 R113110038 関東 東京都 荒江紙器株式会社 6012301000168
食い込み防止装置付き自動結束装置の活用による段ボール製品の品質改
善と新規顧客層開拓

松井　淳

581 R113110039 関東 東京都 もりた歯科クリニック デジタル技術の活用で自分の歯を将来に残す治療体制の整備

582 R113110041 関東 東京都 株式会社天時情報システム 1010001108063 無人アルコール検知システム開発による運送業ＤＸ支援 平田　晃大

583 R113110042 関東 東京都 株式会社テクノハイ 6010601027666 受発注の一連の流れをシームレスに行える運行管理システムの開発 須永　達也

584 R113110043 関東 東京都 株式会社田村歯車工業 8013101006452 マシニングセンタ活用と工程改善によるＦＡ機器部品の効率生産
一般社団法人多摩西部コンサル
タント協会

585 R113110045 関東 東京都 国立プレス株式会社 5012801002037
大型マシニングセンタ筐体製造におけるＣＡＭ等のデジタル化対応による生
産効率向上計画

シェアビジョン株式会社

586 R113110046 関東 東京都 渡辺歯科医院
マイクロスコープ及びカリーナシステムの導入による治療・説明プロセスの高
度化

株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

587 R113110048 関東 東京都 大曽根歯科医院 歯科用ＣＴとマイクロスコープの導入を通じた難化する根幹治療への対応 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

588 R113110049 関東 東京都 株式会社玉川パイプ 6010801007170 引抜鋼管製造における生産性向上の為の酸洗処理設備設置計画

589 R113110050 関東 東京都 株式会社渡航機 9010801012903 最新ＣＮＣ旋盤導入による製造現場のＤＸ化と質・スピードの向上の両立 伊藤　文彦

590 R113110051 関東 東京都 株式会社日乃本錠前 2011501003934 検査体制刷新による開発工程短縮と高性能スーツケースキーの開発 株式会社フラッグシップ経営

591 R113110052 関東 東京都 株式会社用賀精工社 5010901012526 縦型マシニングセンタ導入と生産プロセスの革新による生産性向上 株式会社やまと経営

592 R113110053 関東 東京都 八幡山ｋデンタルクリニック デジタル技術による矯正治療プロセスの改善 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

593 R113110054 関東 東京都 株式会社ｋｏｍｅｅ　ｋｏｍｅｅ 2011001112855
冷凍技術導入による冷凍弁当の製造に挑戦！ロス軽減と業務効率化で新
規顧客獲得

株式会社シャイン総研

594 R113110057 関東 東京都 東洋工学株式会社 5011701005455 安心安全な飲み水を造る独自製品「アクアメーカー」の開発計画 飯泉　悟

595 R113110060 関東 東京都 株式会社オプトアート 7010601009531
半導体検査装置専用カメラの高精密化に対応するための最新鋭測定機器
の設備導入

596 R113110061 関東 東京都 Ｇ－ｐｒｏｊｅｃｔ株式会社 2030001117160 メンテナンスの受発注を見える化・効率化する新システムの開発 巣鴨信用金庫

597 R113110062 関東 東京都 株式会社オリックコーポレーション 2011101065747 クラウド管理システムによる部門間連携でリソースの最適化を図る

598 R113110063 関東 東京都 株式会社ショウエイ 3010001003667 ＳＤＧｓで需要拡大が見込まれる古紙再生可能なＰＰレス印刷の実現

599 R113110064 関東 東京都 株式会社プレイスクリエイト 6011101057088 コロナ禍で変化した顧客ニーズに対応する新たなサービスプロセスの構築

600 R113110065 関東 東京都 株式会社ｍｉｈａｋｕ 8130002022311 次世代型厨房改革　「ＴＴＢＯＸ」の導入

601 R113110066 関東 東京都 ヒカリ産業株式会社 7011801011343
増加する需要に対応した最新設備の導入と社内業務効率化による増産体制
の整備

602 R113110067 関東 東京都 株式会社ＡＲＴ　ＫＮＯＴ 4010401152749 美術品に特化したＶＲアートギャラリーによる世界への販路確立 伊藤　文彦

603 R113110068 関東 東京都 株式会社ハートの小径 3013301043465 オーガニック／無添加の洋菓子・チョコレートのギフトサービスの開発

604 R113110071 関東 東京都 株式会社ｕｎｌｏｃｋ．ｌｙ 5010401162508 フリーランスの為の革新的紹介サービスの構築 増田　考邦

605 R113110075 関東 東京都 笹塚駅前あだちデンタルクリニック 治療提供プロセス改善と診療精度向上による包括的診療体制の強化

606 R113110076 関東 東京都 シェアリス レンタルＥＣプラットフォームの構築

607 R113110078 関東 東京都 ａｉ‐ｋｅｎ株式会社 1010001227912 愛犬共助マッチング（一時預かり）等の新サービスに関するアプリ開発事業

608 R113110079 関東 東京都 田村畳店
３年後の法人化に向けた生産性向上と売上拡大！～縁無し・薄畳の内製化
～

野竿　健悟

609 R113110080 関東 東京都 ハタテ歯科医院 歯科口腔外科医の歯科用ＣＴ導入によるＱＯＬ改善と健康寿命延伸
株式会社ヒューマンネット・コンサ
ルティング

610 R113110081 関東 東京都 イノベーションソフト株式会社 2013301033203 物流業界のデジタル化に資する動態管理システムの開発 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

611 R113110082 関東 東京都 株式会社クニナカ 3010901003378 新規横切り加工機導入による生産性向上 川井　良訓

612 R113110083 関東 東京都 株式会社アップ・アンド・ネクスト 7010601031163 ＡＩ技術を活用した「ポンプ内潤滑油状態監視システム」の構築 株式会社エイネットコンサルタント

613 R113110085 関東 東京都 株式会社ＲｅｖｉｔａｌＴｏｋｙｏ 6010001168103 マンションの管理不全をなくすＷＥＢサービスの開発

614 R113110086 関東 東京都 株式会社トゥーエイト 8011001072409 店舗のコロナ・人手不足を解決するクラウド型アナウンスシステム 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

615 R113110088 関東 東京都 後楽園デンタルオフィス 患者負担を軽減するデジタル技工と歯科医師育成に向けた挑戦

616 R113110089 関東 東京都 三鷹ハートフル矯正歯科医院
高機能３Ｄ口腔内スキャナーと３Ｄプリンター導入によるデジタル先進歯科医
療の提供及び保定用マウスピースの内製化

株式会社ヒューマンネット・コンサ
ルティング

617 R113110091 関東 東京都 株式会社まりも 6012701012201 新規設備導入による夜間救急対応体制（病院常駐）の整備計画

618 R113110094 関東 東京都 祐天寺ブライト歯科 ダイレクトボンディングを応用した新・歯周病治療法の開発 アイアンドアイ株式会社

619 R113110095 関東 東京都 株式会社ニーズエクスプローラ 5013301044081 ＡＩ等を活用した特許データの自動分析クラウドサービスの提供

620 R113110096 関東 東京都 株式会社Ｄｅｌｉｇｈｔ 3013301040248 短尺動画ＳＮＳ方式の就活・採用支援サービス 株式会社アカウティングプロ

621 R113110098 関東 東京都 かめいどファミリー歯科 デジタル医療機器活用による歯科および全身の健康への貢献
株式会社リアルコンテンツジャパ
ン

622 R113110100 関東 東京都 株式会社ネクスウィル 5011101086732
不動産業界初、ＣｔｏＣ特化型不動産売買マッチングプラットフォーム「ＵＲＩ・Ｋ
ＡＩ」の展開

合同会社G&N

623 R113110102 関東 東京都 株式会社オーディーケー 1013101003514 自動バリ取り機等の導入による空気清浄機新規事業の生産体制構築

624 R113110103 関東 東京都 合同会社ＬＯＴＵＳ企画 2010103001537 アンチエイジングニーズに対応するＮＭＮ配合サプリメント事業の推進

625 R113110104 関東 東京都 Ｍｏｒｕｓ株式会社 8011001139793 日本発の昆虫原料事業化　「カイコパウダー安定供給に向けたプラント建設」

626 R113110107 関東 東京都 みやぎし歯科クリニック 不正咬合治療強化体制の構築

627 R113110108 関東 東京都 東海ビジネスサービス株式会社 4010001051681 監査業務の生産性を向上するクラウドストレージサービスの開発

628 R113110109 関東 東京都 スリーシックスティ・チャネル株式会社 3011001106963 ＮＦＴアートプラットフォームによるピクセルアートの文化的価値創造 伊藤　文彦

629 R113110111 関東 東京都 株式会社グリーンリノベーション 6010601061112 断熱処理機器導入による内製化で売上拡大及び生産性アップ 川崎　佳朗

630 R113110114 関東 東京都 ＰＬＡＹ株式会社 9011101087314
業務可視化ＳａａＳサービスへの新たな機能開発による業務効率化及びサー
ビス提供方法の改善

株式会社アカウティングプロ

631 R113110116 関東 東京都 オンデマンド株式会社 6010501029283 印刷事業者向けの名刺注文システム構築

632 R113110117 関東 東京都 株式会社シーテク 6010001156297 不動産管理システム構築によるＤＸ化の推進 平田　晃大

633 R113110118 関東 東京都 ミユキ商事有限会社 2011402008677 ＩＴの力で温泉施設を多目的利用できる地域の居場所に変革する

634 R113110119 関東 東京都 株式会社アシスト１ 3011801022162 歯科用３Ｄプリンター導入によるマウスピース矯正装置の開発

635 R113110120 関東 東京都 帆足歯科医院 コロナ禍での新しい需要に対応する訪問診療サービスの実践 アイアンドアイ株式会社

636 R113110121 関東 東京都 株式会社日本産業医支援機構 2010001204893 医師の働き方改革を支援する「長時間労働医師面接」事業の展開 前田　由美子

637 R113110123 関東 東京都 株式会社ソフトユージング 6020001108116 業界初のプログラミングに特化したＡＩ搭載型教育システム 鈴木徳子
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638 R113110127 関東 東京都 株式会社いろもの 7011001110565 成婚の鍵を教えてくれる！婚活プラン自動提案機能の開発・提供事業 株式会社ｂｔｏｂｅｅ

639 R113110129 関東 東京都 株式会社ランデブー 7011001118757 国内外の新規顧客創出に向けた、業務効率化のための最新機械導入

640 R113110130 関東 東京都 株式会社ＭＩＫ 3010401166659 医師転職サービス「メディラボキャリア」の開発

641 R113110131 関東 東京都 ロック・イン・チューブ 衛生的で安全性、効率性を高めた新しい鍼管の製造販売

642 R113110136 関東 東京都 株式会社Ｆｕ 1011101089202
ブロックチェーン等の暗号資産関連の技術を活用した自社デジタルコンテン
ツ開発

中井　一

643 R113110137 関東 東京都 株式会社ひととこむ 1030001135312 パーソナルジムの営業サポートツールでトレーナーの事務業務軽減

644 R113110138 関東 東京都 株式会社アスタ 5010601055585 ソーシャルチャットゲーム　ＣＭＳ　開発による収益化事業

645 R113110139 関東 東京都 株式会社ソトレシピ 3011001132225 日本初のキャンプ飯プラットフォーム開発事業計画

646 R113110140 関東 東京都 赤坂ヴィーナスデンタルクリニック 補綴物作製のプロセス改善による、迅速で高品質な治療の実施
株式会社リアルコンテンツジャパ
ン

647 R113110141 関東 東京都 ｈａｐｐｙ　ｈｏｕｒ合同会社 4011103011400 出版プロデュース事業のＡＩ活用・自動化システム構築

648 R113110142 関東 東京都 Ｎ＆Ｉシステムプロダクツ株式会社 8010701041029 「車両の下に潜む危険を警告」車両ナンバー連携型の異物検知装置

649 R113110143 関東 東京都 有限会社堀澤精工 6010102006327 先端医療機器に組み込まれるレーザースケール用の光接続端子の製造

650 R113110144 関東 東京都 有限会社堀内製作所 6010602014077 溶接ロボット導入によるパイプ溶接加工の生産性と収益性の改善

651 R113110145 関東 東京都 株式会社クロスマニア 1011001049355 インフルエンサーブランド総合プロデューススタジオの立ち上げ

652 R113110146 関東 東京都 株式会社ＤＧＳＡＬＥＳ 4010401092020 鍵のかけ忘れの不安を解消！センサーによる開閉状態確認サービス 河村裕司

653 R113110150 関東 東京都 あそう歯科クリニック 健康状態スコア・顎運動データを活用した全人的医療体制の構築 アイアンドアイ株式会社

654 R113110151 関東 東京都 株式会社Ｏ－ＤＥ 2010001211618 ＶＣ・ファンド向けキュレーションプラットフォームの新規開発 林　恭輔

655 R113110153 関東 東京都 株式会社アイト 2010001009491 終活市場（エンディング市場）向けミニ自分史サービス 松本　圭介

656 R113110154 関東 東京都 株式会社ヒューマノーム研究所 4360003006070 「誰もが簡単にＡＩ活用」に向けたＣａｔＤａｔａの追加機能開発

657 R113110155 関東 東京都 株式会社ＵＮＢＯＲＤＥＲ 3010401103827 革新的クリエイター参加型ＬＰ制作システムによるＤＸ化事業拡大
ＨＴＭコンサルティンググループ
株式会社

658 R113110156 関東 東京都 プーニョ合同会社 8010403021980 業界初のインディーズ音楽に特化したＮＦＴマーケットプレイスを展開 德田　進

659 R113110157 関東 東京都 祐天寺歯科クリニック 治療負担を軽減した最新インプラント治療の実現 井上　拳

660 R113110158 関東 東京都 株式会社ブリスフル 5010001197499 不動産取引のデジタル化を推進する、ＡＩを用いた新機能開発

661 R113110159 関東 東京都 株式会社いえメシ 4010401159562 デリバリーフードサービス比較注文アプリにおける一括検索エンジンの構築 株式会社アカウティングプロ

662 R113110160 関東 東京都 株式会社ピージーインターナショナル 4010001132465 競争力強化に向けた新サービス開発と生産性向上への新設備導入 株式会社アクセルパートナーズ

663 R113110162 関東 東京都 株式会社東京動物眼科醫院 5010901038884 最新式の医療機器の導入により、高度な眼科専門動物病院の整備 中山　和彦

664 R113110163 関東 東京都 株式会社ワンアーカー 8011001144067 ＡＩ機能を活用したダンスレッスンアプリ「ｉＮＳＹＮＣ．」
Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式
会社

665 R113110165 関東 東京都 株式会社エドテク 4010001205873 保育業務改革ソリューションサービスによる園の生産性向上支援 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

666 R113110167 関東 東京都 株式会社エルフ 5012801003984 電力線通信を活用した地下施設の防災ＰＬＣモデムの開発 株式会社アクセルパートナーズ

667 R113110172 関東 東京都 株式会社土屋企画 3012401010565 ＴＰＣ＿ＩＰＳと先端ＩＰＳシステムとの統合事業 東京都商工会連合会

668 R113110177 関東 東京都 株式会社ラルジュ 5010501026570 リアルタイムの販売・貿易管理プラットフォームによる新商品開発体制確立 株式会社ビジネスリノベーション

669 R113110178 関東 東京都 有限会社ソービジィー 3010102003888 製造から現場納品まで一気通貫した体制を効率化し、失注ゼロへ 株式会社シャイン総研

670 R113110179 関東 東京都 株式会社温活ドクターＬａｂｏ 9010401138462 ＬＩＮＥと連携した管理システム導入による業務効率・生産性向上

671 R113110180 関東 東京都 株式会社小川製作所 3011801000845 ファイバーレーザー溶接機導入によるアルミ対応と生産性向上 東京東信用金庫

672 R113110181 関東 東京都 ＬＩＦＥＨＵＢ株式会社 9011501026524 次世代モビリティ（次世代電動車いす）の開発

673 R113110183 関東 東京都 リアルワールドゲームス株式会社 1010001181630 地域経済活性化に寄与するＡＲコンテンツを活用したツーリズム提案 合同会社G&N

674 R113110185 関東 東京都 株式会社ＳＥＡＭ 3011101079779 心と体に安心な低アルコールスパークリングの商品開発及びＥＣ販売 株式会社アクセルパートナーズ

675 R113110186 関東 東京都 ｇｒａｍ株式会社 8010001206348 可変・格納型自社オリジナル什器家具の企画販売

676 R113110187 関東 東京都 株式会社スマイルテレビ 9010401093451 商業施設の催事販売をＤＸ化！「電子店員」システムの開発事業 株式会社ｂｔｏｂｅｅ

677 R113110189 関東 東京都 株式会社シックスコーポレーション 1010001173958 自宅トレーニングの革新。オンライントレーニング全国展開事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

678 R113110192 関東 東京都 フォー・ノーツ株式会社 4010001116591 適性診断システムの内製化による人事評価コンサルティングの高度化事業 大谷　周平

679 R113110197 関東 東京都 Ｍａｔｏｕ株式会社 6010003026993 Ｗｅｂシステム導入による革新的な着物体験サービスの提供

680 R113110199 関東 東京都 株式会社ＫＯＵＪＵＮ 1010001211874 ギターレッスンプラットフォーム化によるユーザビリティ向上 株式会社アカウティングプロ

681 R113110201 関東 東京都 株式会社ｍａｇｉｃｎｕｍｂｅｒ 4011001090389
動画を用いたＥＣの開発による高効率での自社ブランド商品インターネット販
売計画

株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

682 R113110205 関東 東京都 経堂デンタルケアクリニック デジタル化によるインプラント周囲炎と２次カリエスの解決

683 R113110207 関東 東京都 株式会社Ｌｉｐｐｌｅ 9010401139519 製造業ＤＸを加速するシステムモジュール化による汎用管理システムの構築 株式会社アカウティングプロ

684 R113110208 関東 東京都 株式会社ホロンシステム 5010001101502
助成金クラウドの電子政府「ｅ－Ｇｏｖ電子申請」対応と関連機能の改良開発
事業

株式会社ヒューマンネット・コンサ
ルティング

685 R113110215 関東 東京都 株式会社バイオフェイス 7010401073505 新技術で室内環境を改善！高性能除菌フィルターの開発・製造事業 河村裕司

686 R113110216 関東 東京都 株式会社スカイ 2011101087502 経営管理と現場の負担軽減を両立する介護記録システムの商品化 東京中央経営株式会社

687 R113110217 関東 東京都 Ｌｉｂｒｕｓ株式会社 9011001119365 クラウド型情報セキュリティマネジメントソリューションの開発 行政書士法人INQ

688 R113110219 関東 東京都 ツリーベル株式会社 1011101073354
会員専用アプリのリニューアルによる既存顧客の退会率の低減と新規顧客
の獲得の実現

689 R113110226 関東 東京都 株式会社オンラインドクター．ｃｏｍ 1170001016300 仮想待合室によるラディアル型オンライン診療サービスの再構築事業 松永　俊樹

690 R113110227 関東 東京都 ＲＥＭＥＭ株式会社 4010001193490
好きな声であらゆる本を聴ける！音声合成によるクラウド型音声書店の開発
事業

株式会社ｂｔｏｂｅｅ

691 R113110228 関東 東京都 Ｆｏｌｋａ株式会社 2010001212517 マインドフルネスプログラム受講・プログラム実施補助アプリの企画・開発 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

692 R113110231 関東 東京都 宮澤研磨工業所 半導体製造装置向け大型ワークの超精密研削加工技術習得事業

693 R113110233 関東 東京都 株式会社ＦＲＥＥ　ＷＥＢ　ＨＯＰＥ 2011101060921 ＬＰ複製とテキスト置換が無制限に可能な革新的サブスクサービス

694 R113110234 関東 東京都 株式会社ケアクル 2011101077222 フィットネス施設向け革新的な会員管理・コミュニケーションサービスの提供

695 R113110235 関東 東京都 河谷歯科医院 開院５６年目の大改革！ＤＸ化の推進と新治療への挑戦
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696 R113110236 関東 東京都 ジギョナリーカンパニー株式会社 1011001126138 特許を活用した「デジタル遺産継承」システム開発とサービス提供

697 R113110237 関東 東京都 株式会社ＧＬＯＢＡＬ　Ｄ 3010503003751 東南アジア企業向け知的財産権Ｅラーニングシステムの開発 東京中央経営株式会社

698 R113110238 関東 東京都 ＢＦネット株式会社 3010401163763 ローカルインフルエンサー特化のマッチングプラットフォーム開発 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

699 R113110239 関東 東京都 株式会社稲毛屋 7011301000747 充填包装機の導入による製造プロセスの革新と生産性の向上 株式会社コンサラート

700 R113110240 関東 東京都 ＭｅｔａＢｏｘ株式会社 7010001210391
民間レベルの炭素排出権市場をＷｅｂ基板上に構築。低炭素化の実現に貢
献。

補助金活用支援会合同会社

701 R113110241 関東 東京都 加藤歯科医院 デジタル技術を活用した高齢者診療の高度化

702 R113110242 関東 東京都 株式会社ＪＥＭ 9010401090655 飲食店企業向け集客情報一括管理システムの開発

703 R113110243 関東 東京都 株式会社Ｒｉｎ 7010401156474
「Ｐａｔｉｓｓｉｅｒｅ　ＭＡＹＯ」ブランドを冠したテイクアウト専門のアイスクリーム店
の出店

千葉　勇人

704 R113110244 関東 東京都 株式会社Ｐｒｏｚ 3010601057419 コンタクトセンターの分析・レポート自動生成システムの構築

705 R113110245 関東 東京都 スターリングエンジン・ジャパン株式会社 3021003005997 次世代エコ発電システム 松本　圭介

706 R113110247 関東 東京都 株式会社らマルキ 8011801005253 需要変化を捉えた洋菓子店のアイスクリーム製造・販売事業

707 R113110248 関東 東京都 株式会社ソキエ 9010001088042 交通誘導ロボットシステムの開発、製品化 東京商工会議所

708 R113110249 関東 東京都 合同会社ａｌｓｏ 5010003034007 台湾料理専門店のセントラルキッチン体制構築による多店舗展開 株式会社北陸銀行

709 R113110251 関東 東京都 烏山駅前デンタルクリニック
歯科用ＣＴ導入とＣＴ撮影完全内製化による患者負担と治療時リスク軽減の
同時達成

株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

710 R113110252 関東 東京都 ＮＡＶＹＰＯＯＬ株式会社 8010402035247 日本の食文化の継承をテーマとしたレシピ情報検索システム事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

711 R113110254 関東 東京都 合同会社Ｃ－３ 4010403018411 キャスティング事業の業務プロセスＤＸ化による生産性向上と拡販

712 R113110257 関東 東京都 株式会社ＶＡＩＡＢＬＥ 6013301049204 ブロックチェーン技術による多様なクリエイター参加ＮＦＴアート販売
株式会社コムラッドファームジャ
パン

713 R113110258 関東 東京都 株式会社ベラルナ 4011003006731
⻭科技工物に対する受給の逼迫に伴う技工事業の再開と歯科技工物作製
プロセスのデジタル化

株式会社リアルコンテンツジャパ
ン

714 R113110259 関東 東京都 東京タック株式会社 1010501009331 単能工から多能工への生産・加工方式の変革による生産性向上 石塚　勝久

715 R113110260 関東 東京都 いけした女性クリニック 地域初：レーザー治療で更年期治療を行い女性のＱＯＬを飛躍的に改善する

716 R113110261 関東 東京都 株式会社シェアダイン 9010001183826
個人向けと飲食店向け二方面で出張シェフサービスを展開、シェフの新しい
働き方を提案

717 R113110262 関東 東京都 株式会社ファイン 7011001121744 既存事業とのシナジーを図ったサロン用公式ＬＩＮＥ拡張ツールの開発と販売

718 R113110264 関東 東京都 桜の街どうぶつ病院 動物病院の経過観察を減らし、早く高度な手術が受けられるように

719 R113110266 関東 東京都 合同会社ｅｍｂｒｉо 8010703005840 高倍率ＡＩ精子解析スキャナーの開発

720 R113110267 関東 東京都 千鳥町鍼灸整骨院 認知症患者の脳血流量、認知機能、日常生活動作の改善及び向上 ローズマインド株式会社

721 R113110268 関東 東京都 ＳＯＬＩＳＭ株式会社 9010001124078 日本製珈琲焙煎機販売における有料会員向けサービス体制の構築

722 R113110269 関東 東京都 株式会社ｇｒｏｗ 4011801041013
最新デジタル設備導入によるインプラント治療に有効な高精度技工物の提
供事業

藤原　和重

723 R113110270 関東 東京都 シンヨー電器株式会社 1010401013862 工注・原価管理・会計連携型総合システムの開発

724 R113110271 関東 東京都 株式会社ロイスジャパン 1010501026095
高度化する顧客ニーズに対応するため高品質なＣＡＤ導入による貴金属製
品の生産性向上

駒田　裕次郎

725 R113110272 関東 東京都 ＫＡＳＵＹＡ税理士法人 3010905001873 クラウド信託受託者会計及び情報連携システムの構築 ＫＡＳＵＹＡ税理士法人

726 R113110273 関東 東京都 株式会社キレーナ 8010001098562 日本初ベンディングマシンを活用したサンプリングサービスの実現 上原　航平

727 R113110274 関東 東京都 有限会社黛製作所 8010802013604 アルミ製大型複雑形状部品の生産体制を構築し会社の経営基盤強化を図る

728 R113110275 関東 東京都 グローバルキッチン株式会社 2021001045988 需要予測・在庫最適化ＡＩシステム導入によるコスト削減事業

729 R113110276 関東 東京都 株式会社ｓｈｅｅｐ 6011501014713 結婚式場における接客用ＶＲ配信システム

730 R113110278 関東 東京都 株式会社ＴｈｅＦｌｏｗ 6010901046746 小規模企業の事務処理を大幅に改善する事務ＤＸシステムの開発

731 R113110279 関東 東京都 株式会社ノーヴォ 6011201021902 遠隔のアニメーション編集を叶える次世代アニメーションスタジオ

732 R113110280 関東 東京都 株式会社ＳＫコーポレーション 7011801029534 デジタル技術を用いたスマート農業支援サービスの開発 長井　寿郎

733 R113110281 関東 東京都 株式会社ｇｏｆｆａ．ｘ 7011001122560 管理業務をＤＸ化しつつ新たな販売手法を導入して増収増益を図る

734 R113110282 関東 東京都 株式会社グレイスグループ 7010401154940 アプリシステム導入による卵子凍結サービス提供方法の高度化

735 R113110283 関東 東京都 株式会社オモチ 9010501038430 コロナ後の消費者来店に向けたポイントサービスプラットフォーム化 株式会社アカウティングプロ

736 R113110285 関東 東京都 株式会社六合テクノロジー 5011101080553 損害保険会社代理店に対するコールセンター用システムの開発

737 R113110286 関東 東京都 株式会社八洋 7012401008440 高性能マシニングセンタ導入による防衛装備品の生産性向上
一般社団法人首都圏産業活性化
協会

738 R113110287 関東 東京都 株式会社ネクタール 8010001193883 『Ｕｍａｍｉ　Ｂｏｘ』海外向けお菓子サブスクリプションサービスの実現
株式会社ジエック経営コンサルタ
ント

739 R113110288 関東 東京都 株式会社隅田屋商店 9010601012673 ブランディングを目的とした飲食業態としての商業施設出店事業

740 R113110289 関東 東京都 邦栄測量設計株式会社 7012401008572 ３Ｄレーザースキャナーの導入による業務改善と顧客満足度の向上 安達　隆久

741 R113110290 関東 東京都 株式会社船橋ロッキー 4040001022812 ジム経営システムのＤＸ化による顧客利便性と付加価値の向上 CAコンサルティング株式会社

742 R113110292 関東 東京都 株式会社ＳＩＧ 3011301026135 買取査定プロセスのＤＸ化で業務効率化・対応件数増加を実現

743 R113110293 関東 東京都 有限会社吉田印刷所 1010002026231 生産工程の合理化で適切な人員配置と可変データ印刷の充実

744 R113110294 関東 東京都 丸和工業株式会社 1010801011400 製造効率化と品質の安定化による販路拡大

745 R113110297 関東 東京都 有限会社藤電設工業 9012702013708 ファイバーレーザ溶接による飲料サーバ部品のワンストップ提供
株式会社ビジネスモデルサイエン
ス

746 R113110298 関東 東京都 ＰｒｅＳｅｅｄｓ株式会社 9011001136187 デジタルサイネージ導入による医療法人向け院内広告サービスの展開 株式会社アクセルパートナーズ

747 R113110299 関東 東京都 サンシャインサイド太田歯科 最新機材導入による根尖性歯周炎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 R113110300 関東 東京都 アスクプロ株式会社 1010401095736 士業に気軽に相談できる専門家シェアリングサービスの展開

749 R113110301 関東 東京都 ルナドクター株式会社 2010001212384 日本初女性専用の検査キット開発によるオンライン診療システム

750 R113110302 関東 東京都 山手デンタルクリニック 最先端機器導入による治療領域拡大と対歯周病の根源的治療の実現 株式会社ＰｒｏｓＷｏｒｋ

751 R113110303 関東 東京都 有限会社あこ天然酵母 2010102011421 新製品・即日活性種の販路拡大と生産体制の確立事業

752 R113110304 関東 東京都 株式会社ダンパー 8010101002374 短納期は当たり前！皺ゼロ・超短納期を提供するクリーニング事業 アイアンドアイ株式会社

753 R113110307 関東 東京都 ジャパンウェディング株式会社 7010401014293 タブレットやＲＦＩＤ等のシステム導入による革新的な業務の効率化 株式会社フォワード・グッド
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754 R113110308 関東 東京都 株式会社ＭｏＴｒａｎ 3011501027585 メタバース／ＶＲ空間上での３Ｄコンテンツ売買プラットフォームサービス 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

755 R113110309 関東 東京都 ベジベジ株式会社 8011001129646 デジタルバイオレンスの発見から報告・削除までのオペレーションをＤＸ化 合同会社G&N

756 R113110310 関東 東京都 有明デンタルクリニック デジタル診療台の導入による先進的治療サービスの実現
株式会社リアルコンテンツジャパ
ン

757 R113110311 関東 東京都 株式会社令素 1010901045249 新受発注・物販システムを活用した水素トリートメントの販売拡大
株式会社ビジネスモデルサイエン
ス

758 R113110312 関東 東京都 ボーイズアンドガールズデンタルクリニック三宿 最先端「３Ｄ・ＣＴスキャン」導入による小児咬合・矯正治療の強化
株式会社中央ライズアクロスソ
リューション

759 R113110313 関東 東京都 株式会社Ａ２Ｔ 1010401168376
内装工事を行いたい飲食店と飲食業界に精通した内装業者を、施工会社を
介さず直接繋ぐマッチングサービスの提供

藤原　和重

760 R113110314 関東 東京都 株式会社ＨＵＬＴＹ 6011001119962 スクール事業を通じた法人顧客の育成

761 R113110315 関東 東京都 アインビズ株式会社 1013401006951 高齢者や疾患者が超簡単に使えるＡＩ問診クラウドサービス

762 R113110318 関東 東京都 ＳＫリフォームプロデュース 産業用ドローンによる外壁診断技術サービスの開発 長井　寿郎

763 R113110319 関東 東京都 矢野口さちこ歯科医院 再治療いらずの質の高い歯科治療の提供体制向上
株式会社リアルコンテンツジャパ
ン

764 R113110320 関東 東京都 康楽株式会社 4010001201988 半導体プロセス化学品用レベルセンサーの開発と製造販売業の実施
ＴＭ人事労務コンサルティング株
式会社

765 R113110321 関東 東京都 株式会社ＳａｖｅＥｘｐａｔｓ 3010001226086 ウェルビーイングを実現する、オンライン医療相談及び各種新機能開発

766 R113110324 関東 東京都 Ｚｓｉｔｅ株式会社 7010401158470 Ｚ世代向け商品開発を実現する製造販売の体制構築

767 R113110325 関東 東京都 株式会社Ｃｈｏｔｔ 8011001138325 教育コンテンツで差別化！エンジニア採用プラットフォームの構築 株式会社アクセルパートナーズ

768 R113110326 関東 東京都 ＳＯＲＡＢＩＴＯ株式会社 1180001114268 建機レンタル会社の意思決定を支援するＡＩ・決済システムの開発 合同会社G&N

769 R113110327 関東 東京都 株式会社ジンジャーアップ 4010001078832 新世界規格準拠のｅラーニングシステムによる新サービス提供

770 R113110328 関東 東京都 株式会社クレディ 1220001018349 真贋を見極める人材育成のためのｅラーニングシステムの構築 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

771 R113110329 関東 東京都 株式会社ＷＡＺＡＷＡＺＡ 9010401152182 歯科医院業務効率改善クラウドサービスの機能拡張とアップデート 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

772 R113110330 関東 東京都 Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ株式会社 6010001184901 インターネット予約システムによる産後ケアサービスの生産性の向上

773 R113110331 関東 東京都 株式会社Ｕｒｂａｎ　Ｃａｍｏｕｆｌａｇｅ 5010901025552 ＮＦＴを活用したデジタルアート売買プラットフォーム「ｎｅｏｎ」の開発

774 R113110333 関東 東京都 株式会社越後鶴屋 1011301021823 人気店の味を関東全域に！コロナ禍におけるＢ　ｔｏ　Ｂ事業展開 吉元秀樹

775 R113110334 関東 東京都 株式会社ＷＯＧＯ 6011001137849 人や動物をスキャンできるようにする３Ｄスキャンの筐体・ソフトウェアの開発 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

776 R113110335 関東 東京都 株式会社ｉｎｄｉ 9010401141895 ＡＩによるキャッチコピーや紹介文などの自動生成ツール開発 株式会社アカウティングプロ

777 R113110336 関東 東京都 有限会社ハットオフ 1010602034088 シニアに伝わるチラシを簡単に作れるＷＥＢサービスの開発 株式会社ユア・ストラテジー

778 R113110338 関東 東京都 株式会社Ｇｏｌｄ　Ｊｕｎ 5011801032440 システム導入によるデジタル化でセキュリティ・生産性向上 平田　晃大

779 R113110339 関東 東京都 株式会社テイワイケイ 1010801007530 デジタルプレス機×高精度金属加工技術で目指す世界一の美容道具
ＨＴＭコンサルティンググループ
株式会社

780 R113110340 関東 東京都 柳塗装工業株式会社 3012801003706 大型新規案件受注と工場排水清浄精度向上実現の取り組み 西武信用金庫

781 R113110341 関東 東京都 ぱんどら株式会社 6010401164511
ＥＣ事業者と複数の物流業者を繋ぎ、コスト最適化が可能な新たな物流マッ
チングサービスの提供

藤原　和重

782 R113110342 関東 東京都 株式会社ＵＰＤＡＴＡ 2010401071678 データ加工のノーコード化によるデータドリブン経営の推進 株式会社アカウティングプロ

783 R113110344 関東 東京都 株式会社三陽機械製作所 8010801004843 コンプレッサ部品等製造工程のＤＸ推進による製造業基盤への貢献
株式会社さがみはら産業創造セ
ンター

784 R113110346 関東 東京都 株式会社ウェルアウェイ 8010401162439 新規遺体保存装置の開発

785 R113110347 関東 東京都 株式会社ニュートラストワン 4011801017450 新システム開発で保険手続きの効率を高め保険金請求適正化を図る 山口　良明

786 R113110349 関東 東京都 ＦＡＶＯＬＩＳＴ５株式会社 5011001137057 ランキング×趣味嗜好を掛け合わせた音声ＳＮＳサービスの開発
Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式
会社

787 R113110350 関東 東京都 株式会社ジャパネストフロンティア 9012701015003 ＡＩ技術を活用した不動産マッチングサイトの開発及び運営

788 R113110351 関東 東京都 五軒町　伊藤歯科医院 最新設備による高年齢層の満足度上昇および新規顧客の獲得
株式会社リアルコンテンツジャパ
ン

789 R113110353 関東 東京都 ゼストグレイン株式会社 4010401115103 ＬＩＮＥを活用した革新的な受発注・顧客管理システムの導入
株式会社ビジネスモデルサイエン
ス

790 R113110354 関東 東京都 合同会社セラピストキャンプ 5011003011417 セラピストが知るべき知識や技術が学べるオンラインセミナーＰＦの開発事業 合同会社G&N

791 R113110356 関東 東京都 合同会社ＥＴＥＲＮＡＬ　ＹＯＫＥ 9011103006841 別荘オーナー・一般宿泊客向け宿泊予約プラットフォームの開発 野竿　健悟

792 R113110358 関東 東京都 株式会社ＢｉｇＢｅｌｌｙ 5013301030321
最新の自動焼き鳥製造機と急速冷凍機を用いたＦＣ店調理工程の生産性向
上

塩津　友輝

793 R113110362 関東 東京都 有限会社山五商店 6010002025906 「特殊冷凍機」導入で高品質商品のネット通販事業に挑戦

794 R113110363 関東 東京都 株式会社Ｗａｌｋｌｏｇ 9011001136666 インフルエンサー向けの新規システム開発により経営革新を実現 株式会社コンサラート

795 R113110365 関東 東京都 株式会社ビーム 4011101017878 業界老舗企業の挑戦！ポストプロダクション４Ｋ動画高度化事業

796 R113110369 関東 東京都 株式会社メルタ 2010701030210 高精度３Ｄプリンターの導入による加工精度の向上と外注コストの削減 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

797 R113110370 関東 東京都 株式会社日信フェルト 9011501008175 高精度多機能加工機導入と効率的生産体制構築で競争力強化を図る

798 R113110372 関東 東京都 株式会社セームページ 2240001044879 サブスクシステム導入による新たな顧客層の囲い込み

799 R113110373 関東 東京都 岩崎歯科クリニック 最新歯科設備によるデジタル化されたインプラント治療の実現
株式会社中央ライズアクロスソ
リューション

800 R113110375 関東 東京都 株式会社ＶｏｉｃｅＵｔｏｐｉａ 2010401156454
「声」に特化したアプリ「ＶｏｉｃｅＵｔｏｐｉａ」へライブ配信機能・プロフィール機能
搭載事業

株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

801 R113110377 関東 東京都 コンテンツワークス株式会社 9010001072789 Ｐｈｏｔｏｂｏｏｋ市場における競争力向上のための新システム開発

802 R113110378 関東 東京都 浅野歯科医院 新型マイクロスコープとレーザーの導入で矯正歯科治療の充実を図る

803 R113110379 関東 東京都 株式会社ラヴォックス 8011401011924 レーザー元素分析を用いた原因解析業務のサービスの拡充

804 R113110380 関東 東京都 株式会社Ｐｒｏｊｅｃｔ 5011801032457
ＣＡＤ／ＣＡＭ機材等導入による歯科技工のデジタル化・短納期化・生産性向
上

有限会社サステイナブル・デザイ
ン

805 R113110381 関東 東京都 株式会社Ｐｅｃｈｉｌｌ 2011001136037 心理的安全性を高めるオンライン相談プラットフォームの提供

806 R113110382 関東 東京都 株式会社ＢＲＩＣＫ’ｓ 5011101058228 自治体や企業のＤＸ化をサポートする通訳プラットフォームの構築 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

807 R113110383 関東 東京都 細田製作所
ＣＮＣルーター導入による生産性向上と、複雑形状部材加工受注による新規
顧客開拓

808 R113110385 関東 東京都 株式会社ミサワアソシエイツ一級建築士事務所 4010001058371 国内トップメーカー結集　ＡＩアバターが案内するＶＲモデルルーム

809 R113110387 関東 東京都 株式会社給与アップ研究所 1010401157627 業務改善コーチングと人事評価コーチングのクラウドサービスの開発・販売 株式会社リアリゼイション

810 R113110388 関東 東京都 株式会社ニアメロ 8011001132278 集客を大幅に増加させる革新的ポップアップ広告表示システムの開発 安野　元人

811 R113110390 関東 東京都 株式会社ｗｅｌｌｄａｙ 6011001127453 自身の気分の変化に向き合えるメンタルヘルス健全化ＰＦの開発事業 合同会社G&N
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812 R113110391 関東 東京都 株式会社田代合金所 5010501007315 ＦＥＭ逆解析によるタンク減肉推定システムの開発 東京商工会議所

813 R113110392 関東 東京都 小金井ファーストデンタルクリニック 診断結果のデジタルデータ蓄積・活用による予防歯科診療の革新

814 R113110394 関東 東京都 株式会社ＤＭ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｌａｂｏ 7010001158391
技工所用３Ｄスキャナー　等の導入による保険適用ＣＡＤ／ＣＡＭ冠の売上拡
大

松本　悦子

815 R113110395 関東 東京都 株式会社Ｓｃａｌｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 8011001132006 ＤＸ推進に資する採用業務の精度向上、効率化の為のＡＩツールの開発 セブンセンス税理士法人

816 R113110396 関東 東京都 株式会社ＡＬＯＨＩ　ＤＥＳＩＧＮ 3012801020362 アーティスト向けファングッズ制作のワンストップサービス

817 R113110397 関東 東京都 株式会社ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮＳ 1010001177364 アフターコロナにも対応できるＡＩマネジメント支援ツールの開発 セブンセンス税理士法人

818 R113110398 関東 東京都 株式会社メディオテクノ 4012801017770 集荷拠点を持つ設備工事と建設廃棄物処理のパッケージ化の展開

819 R113110401 関東 東京都 ＷＷＳ　ＪＡＰＡＮ株式会社 6011003006507
ポイント制によるオーディション領域への取り入れた新規プラットフォーム構
築

株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

820 R113110402 関東 東京都 株式会社スカイダイニング 8010001137130 既存事業で蓄積した知見と新システム活用による自動券売機当開発の取組 森藤　啓治郎

821 R113110408 関東 東京都 ワンダーグループ株式会社 5010703002782
短期人材紹介サービスシステムの開発による業務のＤＸ化とパッケージシス
テムの販売

株式会社シェアードバリュー

822 R113110409 関東 東京都 株式会社中商ホールディングス 9380001028829 都市型再生資源リサイクルシステム運営事業
株式会社ABKビジネスパートナー
ズ

823 R113110410 関東 東京都 有限会社ガイアフォース 6010902003853 馬の往診とエキゾチックアニマル診療の二本矢でニッチ分野を射抜く 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

824 R113110414 関東 東京都 合同会社しろくろ 7010003025631 ＥＣ事業者向けポスト投函サイズ専門のコンサルティング型３ＰＬ事業の展開

825 R113110415 関東 東京都 つきじ歯科クリニック インプラント治療と歯性上顎洞炎に対する医科歯科連携のＤＸ化
株式会社中央ライズアクロスソ
リューション

826 R113110418 関東 東京都 合同会社ｍＳｔａｒＣＯＳＭＩＣ 5030003013479 周波数測定器の増設による、新規サービスの提供と雇用促進 櫛田　祐一

827 R113110419 関東 東京都 株式会社Ｇ－ＣａＬ 5011601023565 テレビ番組編集業務をＡＩで効率化する画期的サービスを追加開発 坪井　亮

828 R113110420 関東 東京都 株式会社ＡｉｌａＢ 5011001131976 個人取引を可能にするアプリ売買のＭ＆Ａマーケットプレイス開発

829 R113110421 関東 東京都 株式会社ＴＡＭＡＲＩＢＡ 1011101081547 メタバースプラットフォーム開発による収益化事業

830 R113110422 関東 東京都 有限会社清水線材工業所 5013102007601 ニーズに合わせた曲げ加工技術導入での、競争力アップ事業

831 R113110424 関東 東京都 株式会社Ｄｏ　ａｌｌ 3011001133834 セルフ脱毛器等の導入による「治療＋美容サービス」の開発 石川　和比古

832 R113110425 関東 東京都 株式会社Ｍ　ＣＬＯＵＤ 6011501023581 著名インフルエンサーのＳＮＳデータによる自動ＡＩ分析システム構築

833 R113110429 関東 東京都 ジェイブイテクノロジーズ合同会社 8011003014549 美容サロン向け会員制人材採用・定着支援プラットフォーム事業

834 R113110430 関東 東京都 有限会社ニューワールド 4010702006249 ２４時間無人受渡システムの導入とハイブランド品サービスの提供

835 R113110432 関東 東京都 三一化学合同会社 8010603005172 豊洲市場から中国国内への水産物オンライン直送販売専用アプリの開発

836 R113110433 関東 東京都 Ｐｏｍａｌｏ株式会社 2010401122431 ファッション特集ページの制作が簡単に行えるノーコードＣＭＳの開発事業 合同会社G&N

837 R113110434 関東 東京都 ｉｎｔｅｒｄｉｓｃｉｐｌｉｎａｒｙ　ｄｅｓｉｇｎ　ｌａｂ． ＡＩ・情報工学活用！太陽光発電パネル洗浄事業で炭素生産性ＵＰ 河村裕司

838 R113110435 関東 東京都 有限会社森田製作所 3013202006496 革新的手法による超精密ブランクギヤの生産性向上事業

839 R113110438 関東 東京都 株式会社地盤試験所 1010601012994 新たな急速載荷試験手法の精度実証による洋上風力分野の受注拡大
株式会社アルファコンサルティン
グ

840 R113110439 関東 東京都 アランチヲネ株式会社 7010401140156 人気絵本のキャラクター商品を販売する中国向けＥＣサイトの構築

841 R113110440 関東 東京都 株式会社森井製作所 6010801011908 ＩｏＴを駆使した先端システム導入による社内不良半減への取り組み

842 R113110441 関東 東京都 ノダネーム株式会社 8012701000823 新型溶接機導入による品質向上・低コスト化・人材不足解消 西武信用金庫

843 R113110442 関東 東京都 株式会社Ｔｉｍｂｅｒ　Ｆｏｏｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ 3010901035710 店舗のセントラルキッチン化～個客から飲食店向け事業へのシフト

844 R113110443 関東 東京都 株式会社ディグロード 1010001166986 ＳａａＳのセキュリティ管理ツール『ＳＡＡＳＣＯＲＥ』における拡張機能の開発

845 R113110444 関東 東京都 株式会社ＶＯＹＡＮ　ＨＯＴＥＬＳ 7010001199436 宿泊プラットフォーム×ＮＦＴ会員権導入による無人型宿泊業の展開 野竿　健悟

846 R113110445 関東 東京都 株式会社リベルワークス 3010001106809 ウェアラブル体温計ソリューションビジネス向けの試作開発

847 R113110447 関東 東京都 株式会社ＯＲ　ＮＯＴ 8010401166274
衣料業界の廃棄問題に対しアパレルブランドが自ら２次流通を手掛けるシス
テムの開発

株式会社ビジネスリノベーション

848 R113110448 関東 東京都 株式会社亀屋百貨店 7010801002773 家具業界を活性化させる、多販売形態対応の販売管理サービス開発 税理士法人仁科忠二郎事務所

849 R113110450 関東 東京都 廣田硝子株式会社 8010601014308 すみだから始める小さな会社のガラスリサイクル事業 東京東信用金庫

850 R113110451 関東 東京都 株式会社飯山特殊硝子 6010801000794 レーザー加工機の性能を向上させる超高精度の集光レンズの開発

851 R113110452 関東 東京都 ファーマメディカルソリューション株式会社 5010401084322 生産性と収益性の向上を目指した運営業務支援システムの構築 駒田　裕次郎

852 R113110453 関東 東京都 株式会社ジーアール 1020001078108 ｃｏｏｋｉｅの同意管理ツールによる承認トレーサビリティ 安達　曉宏

853 R113110458 関東 東京都 株式会社Ｗｅｂｅｒ　ｄｅｎｔａｌ　ｌａｂｏｒ 4010001174152 ３Ｄスキャナーと５軸ミリングマシンを用いた、入れ⻭作製工程のデジタル化
株式会社リアルコンテンツジャパ
ン

854 R113110460 関東 東京都 株式会社ＳｔａｒｔＰａｓｓ 1011001143819 スタートアップの資金調達及び経営支援をＤＸ化するアプリ開発

855 R113110461 関東 東京都 株式会社スタッフ 5011801008952
新規革漉き機導入と当社技術による柔らかい革の極薄加工精度向上と自社
製品開発

特定非営利活動法人エヌピー
オービジネスサポート

856 R113110463 関東 東京都 株式会社Ｋ－ｒｅｌａｔｉｏｎｓ 8011001052939 教育用メタバース空間体験サービスの開発 ゼノンクリエイツ株式会社

857 R113110464 関東 東京都 エコーデンタルラボ デジタル技工術＋アナログ技・拘り＝歯科ニーズ充足＋技の承継

858 R113110465 関東 東京都 アマリ歯科クリニック
感染させない！徹底した殺菌、滅菌により安全性を高めた歯科外科治療の
提供

株式会社リアルコンテンツジャパ
ン

859 R113110469 関東 東京都 株式会社Ｕ５ＷＯＲＫＳ 9010401167478 療育記録のデータ化による知的障害児童の支援施設向けＤＸ促進 越沼　康明

860 R113110471 関東 東京都 堀越精機株式会社 2010801010970 精密切削における複合加工の工程統合による生産性向上

861 R113110472 関東 東京都 なりひら歯科医院 地域医療機関連携高度化に向けた取り組み 坂林　弘文

862 R113110474 関東 東京都 ＵＭＡＭＩ　ＣＯＬＡ株式会社 8011601024668 健康を考えたクラフトコーラを多くの人に！工場設立の実現 吉元秀樹

863 R113110475 関東 東京都 株式会社ティーオーエア 7011001100467 中小エンタメ事業者のＤＸ推進による収益改善と文化振興の継続 株式会社中央ビジネスグループ

864 R113110476 関東 東京都 岡口歯科クリニック 最新医療機器導入による新たなインプラント周囲炎の治療計画

865 R113110477 関東 東京都 Ｎｅｘｔ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ株式会社 7010001213196 オンラインを活用した、【守りの経営業務】効率化プロジェクト

866 R113110479 関東 東京都 株式会社オフィスバンク 4011001042299 オフィス移転ノウハウが詰まったオールインワンサイト構想

867 R113110481 関東 東京都 株式会社ＭＥＭＥ 3010001216954 サービス向上を目指した自社完結型デビット決済システムの開発 行政書士法人INQ

868 R113110482 関東 東京都 有限会社ボンビアン 7010802013159 「ひとり需要・利便性」に対応する生産力強化と個包装商品の開発

869 R113110485 関東 東京都 東信測量株式会社 9011201003749 高性能レーザードローンを活用したデジタル測量によるＤＸ化事業 株式会社フォーバル
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870 R113110489 関東 東京都 Ｆｏｒｅｃａｓｔ株式会社 9010601059806 経営者に「気付き」を与える事業計画書作成システムの高度化開発

871 R113110490 関東 東京都 ふるかわ歯科クリニック 福生市の歯科健康を促進する最先端の歯科診断事業 合同会社G&N

872 R113110491 関東 東京都 北参道歯科クリニック
地域ニーズに応えるためデジタル技術を活用し「審美・短期・咬合・安価」にこ
だわる補綴治療提供体制の構築

株式会社東京経営サポーター

873 R113110492 関東 東京都 プルチーノデンタルクリニック 最新ＣＴ装置導入による高度な歯科治療の院内完結の実現
有限会社サステイナブル・デザイ
ン

874 R113110493 関東 東京都 西郷歯科クリニック 最新歯科医療機器の導入による体系的予防歯科治療計画

875 R113110495 関東 東京都 株式会社源コンサルティング 2011001138066 『伴走型起業家支援タスクスケジュール管理サービス』の提供

876 R113110496 関東 東京都 株式会社アイフーズ 8011001063548 感情認識ＡＩ搭載ＥＣシステム「おもてなしｗｅｂ接客」の開発 西川貴人

877 R113110497 関東 東京都 株式会社ルミエール 5010001195726 個人のスタートアップを支援するＷｅｂサービス構築で新規顧客層への展開 株式会社シャイン総研

878 R113110500 関東 東京都 有限会社タイシン 5011502003484 技術力を強化し、特定企業依存体質からの脱却を目指す。 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

879 R113110501 関東 東京都 株式会社プラグ 2013301019838 パッケージデザインを評価するＡＩサービスのアジア各国向け開発

880 R113110502 関東 東京都 レンタルＥＣ株式会社 5011501025348 新規事業開発支援に特化したオンライン学習サービスの構築

881 R113110503 関東 東京都 株式会社ＥＩＳＨＩＮ 7010701038760 採用応募者の歩留まり改善を実現する追加機能の開発

882 R113110506 関東 東京都 株式会社プレカル 2011001129197 クラウド型レセコン（レセプトコンピュータ）の開発・提供 合同会社G&N

883 R113110507 関東 東京都 株式会社三旺コーポレーション 9010401010745 タキシフォリンの吸収率向上及び代謝時間延長を目指した製品改良

884 R113110511 関東 東京都 ソプラ銀座株式会社 6010001144302 新しく犬を飼い始めた飼い主向けのペットのオンライントレーニングサービス

885 R113110512 関東 東京都 有限会社藤豊工業所 7010602014506
「クロムなめし」と「タンニンなめし」、性質の異なる２製品の品質・生産を両立
させるための製造ライン強化

水口　健

886 R113110516 関東 東京都 サチ・アドバンス株式会社 6010101011022 焼きだんご卸売り事業の営業プレゼンの強化と研修サービスの提供

887 R113110517 関東 東京都 Ｉｒｉｓ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｏ ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを導入し、社内の生産体制の幅を広げ、効率化する。
株式会社リアルコンテンツジャパ
ン

888 R113110518 関東 東京都 株式会社モンブラン 6010601039100 オリジナル図柄の刺しゅうと生地内製による新たな東京洋傘の開発

889 R113110521 関東 東京都 株式会社Ｂａｓｉｃ　ｏｎｅ 4010901045758
マーケティングリサーチ会社が、ＩＴによる若年層獲得の強みを活かした、新
世代の人材バンクを構築！

Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｓｔｒａｔｅｇｙ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉ
ｎｇ合同会社

890 R113110523 関東 東京都 株式会社日本動物医療センター 6011001017844 動物病院のネットワーク化を目指したＤＸプラットフォームの開発

891 R113110524 関東 東京都 株式会社マンキャピタル 2013301030794
ＩＴスキルを学べる就活ツールの無料提供で学生・第二新卒を囲い込み！　Ｉ
Ｔの技術で、学びから就職までを一気通貫。次世代のＩ

Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｓｔｒａｔｅｇｙ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉ
ｎｇ合同会社

892 R113110525 関東 東京都 おおこし歯科クリニック １０年先の健康を提供する革新的な包括的歯科治療サービスの展開 中村　太郎

893 R113110526 関東 東京都 株式会社ビットツーバイト 2012401022529
自社サービス「時計のオンライン・コンシェルジュ」を展開！　大口顧客に依
存した体質から脱却！

株式会社シャイン総研

894 R113110527 関東 東京都 株式会社信友 1011501025863
日本に移住したいＩＴエンジニアと海外エンジニアを必要とする日本企業の
マッチングを図るプラットフォーム開発・運営事業

合同会社G&N

895 R113110528 関東 東京都 アクリルアイ株式会社 3011801016461 ウィズコロナを見据えた大型パーテーションへの対応

896 R113110531 関東 東京都 Ｏｎｅ　Ｗｏｒｌｄ　Ｌｉｎｋ株式会社 9020003007313 ＩＲに関わる英文ローカライズ業務支援システムの開発

897 R113110533 関東 東京都 有限会社宮沢製作所 6012702003612 精密部品加工技術を応用した半導体製造部品への展開と受注拡大 川中　明夫

898 R113110535 関東 東京都 株式会社Ｅｘ－Ｗｏｒｋ 1011001134792
ジョブ型雇用の効率的、効果的な運用をＤＸする新たな人事ソリューションの
開発、展開

合同会社G&N

899 R113110536 関東 東京都 ネット印刷ＩＴＰ株式会社 7130001066244 非対面のネット印刷通販と対面のお客様サービスで新たな販路拡大 協同組合さいたま総合研究所

900 R113110537 関東 東京都 株式会社ミルプラトー 2011601020895 再生医療におけるサプライチェーン管理システムの開発

901 R113110539 関東 東京都 有限会社平井金属 1011702009616 特殊治具の生産効率を向上させるための設備投資計画

902 R113110541 関東 東京都 株式会社新東海旅行 1010501027705 大学と連携し外国人留学生の受入れ支援のためのアプリ開発

903 R113110543 関東 東京都 ＯＡＯ　Ａｇｅｎｃｙ合同会社 4010003038207 Ｖｔｕｂｅｒライブ開催用高輝度プロジェクター、高精度社幕レンタル事業の構築 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

904 R113110545 関東 東京都 株式会社ｍｅｅｔｉｎｇ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 5010401160313 国内初のメタバースを導入したマッチングアプリの開発へ 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

905 R113110546 関東 東京都 株式会社Ｔｅｃｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ 5010801024745 『世界トップレベルのＣＭＯＳイメージセンサの開発』 銀座スフィア税理士法人

906 R113110547 関東 東京都 株式会社日研製作所 6013202004794 マシニングセンタとして使用可能なＡＴＣ付立型ＣＮＣフライスを新規導入 城南信用金庫

907 R113110548 関東 東京都 株式会社クイック 8120001129736 プロトン凍結機を導入し、生産性向上および冷凍ギフトでの販路拡大を図る 株式会社シザコンサルティング

908 R113110553 関東 東京都 ジェネラルエイチ株式会社 1010501042803 講習のノウハウを生かしたドローン操縦ライセンススクール ＴＲＵＳＴＥＰ　ＪＡＰＡＮ株式会社

909 R113110557 関東 東京都 株式会社東亜ゴム製作所 5011801003268 ＱＲコードを活用したゴム打抜自動設定による高精度打ち抜き体制の構築

910 R113110558 関東 東京都 株式会社中村鋼材 8010701007277 ３軸切削加工機による生産体制の構築

911 R113110559 関東 東京都 株式会社美幸コーポレーション 1010401044478
２つの特許を組み合わせた「天然由来成分１００％のシャンプー」を製造・販
売する

長谷　有希央

912 R113110560 関東 東京都 日本熱管工業株式会社 1010801009048 パイプ製品の短納期化、高品質化を実現する革新的切断工程の改善 株式会社ＮｅｗBeginningsＪａｐａｎ

913 R113110562 関東 東京都 オープンキッズベース株式会社 5011001120244 ブロックチェーン転売防止機能搭載デザイナーズトイＤ２Ｃ事業

914 R113110563 関東 東京都 株式会社結 4013301037805 現場管理のシステム化による内装業者の品質向上と業務効率化
株式会社ビジネスモデルサイエン
ス

915 R113110564 関東 東京都 玉路物産株式会社 5011501021306 越境ＥＣ「ＦＬＯＲＡ　ＷＯＲＬＤ」プラットフォームの開設 合同会社G&N

916 R113110565 関東 東京都 フレームデザイン株式会社 8010001087020 『エコ素材カコックを用いた深さのある食品用汎用容器の開発』 銀座スフィア税理士法人

917 R113110566 関東 東京都 コーヒーアンプ　ザ　ロースター 新型焙煎機導入による品質の向上と増産体制の構築

918 R113110567 関東 東京都 株式会社Ｍｉｇｈｔ　ｐｌｕｓ 9010401160895 グッズ製造の内製化、製造自動化における製造量強化＆商圏拡大戦略

919 R113110568 関東 東京都 株式会社舘野機械製作所 6011501002817 半導体関連製造に伴う精密面取り機開発による半導体業界の参入

920 R113110570 関東 東京都 パル株式会社 8010001126777
中国市場進出ノウハウを生かした、Ｔｍａｌｌとミニプログラムによる日本製品
特化型ＥＣ事業の進出

株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

921 R113110572 関東 東京都 合同会社ｂｅｙｏｎｄＳ 5011003007927 治験・臨床試験向けｅＰＲＯ＋ｅＣｏｎｓｅｎｔサービスの開発

922 R113110576 関東 東京都 有限会社岩間打抜型製作所 5010502001110 メンテナンス（再研磨）事業の生産性向上と技能承継の推進

923 R113110577 関東 東京都 株式会社村上音楽事務所 2010701009592
新たな結婚の形をサポートするオンラインプラットフォームとＡＩを活用した
サービスの提供

924 R113110578 関東 東京都 株式会社丸上 1010501013374 デジタル技術を活用したプラスチックヒールモデルの生産プロセス改善

925 R113110579 関東 東京都 株式会社ｐｒｏｔｏ 7011101083414 ＩＴ人材の自発的な成長と企業の採用を支援する「ＳｔａｒＳｔａｃｋ」の開発と展開 合同会社G&N

926 R113110582 関東 東京都 株式会社Ｃａｔａｌｌａｘｙ 6010703002765 金属加工の商取引プラットフォームの新機能開発事業

927 R113110583 関東 東京都 株式会社Ｂｒａｃｅ 9010403018092 歯科技工所の生産性を飛躍的に向上させる受注管理システムの開発
株式会社リアルコンテンツジャパ
ン
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928 R113110585 関東 東京都 株式会社ＧＨｏｌｄ 3011201021335 【超簡単・超手軽・超安く出店可能】食品専門ＥＣモール開発

929 R113110587 関東 東京都 株式会社トヨフク 9013201004248 歯切り加工の精度・加工速度の向上のための最新鋭ホブ盤の導入 安達　曉宏

930 R113110589 関東 東京都 デンタルクリニック広尾スマイルライン 最先端デジタル機器導入で患者のニーズを喚起するきっかけを作る

931 R113110591 関東 東京都 株式会社ＫＩＤＳ　ＳＮＡＣＫ　ＬＡＢ 6010901050608 Ｄ２Ｃ立ち上げのためのシステム構築及び初期製造環境構築事業

932 R113110593 関東 東京都 森田建築 伝統工法の技術と国産材を生かした新改築の直接受注への販路拡大

933 R113110594 関東 東京都 Ｍ’ｓ　Ｃｏｎｓｔｅｌｌａｔｉｏｎ合同会社 2010403021243 働き方を改革するセールスコピーライター育成オンラインシステム

934 R113110596 関東 東京都 株式会社ピクシー 7011001042214
最新ＡＩを活用したブリーダーと子犬・子猫購入希望者とのマッチングプラット
フォームサイトの新規開発

935 R113110597 関東 東京都 株式会社コムズクエスト 5013301032375
専門家のバックアップ体制完備、次世代不動産個人売買プラットフォームの
構築

936 R113110600 関東 東京都 株式会社Ｃｒｅａｔｉｖｅ　Ｃａｐｉｔａｌｉｓｍ　Ｊａｐａｎ 3011001115758
企業のサステナビリティ経営を推進するサステナビリティ情報開示支援シス
テムの開発

937 R113110601 関東 東京都 株式会社Ｂ－ＯＮＥ 6011001121497 業務効率化と若手社員の早期戦力化による生産性・顧客対応力向上

938 R113110604 関東 東京都 ＣＬＩＮＩＡＬ 治験業務プロセスのＤｘ化に資する治験支援ソフトウェアの構築

939 R113110605 関東 東京都 株式会社パルファンサトリ 2011001060096 大量生産に対応する自動製瓶の自社金型製作により製造工程を変革する

940 R113110607 関東 東京都 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｌｉｃｉｏｕｓ 競合店舗に先駆けた、脱毛・痩身サービス提供の為の設備投資

941 R113110609 関東 東京都 多摩岡産業株式会社 2012401000889 プラスチックリサイクル率を上げる革新的シュレッダーの開発

942 R113110610 関東 東京都 竹内歯科 マイクロスコープによる「破折ファイルのサルベージ治療」の開発 アイアンドアイ株式会社

943 R113110612 関東 東京都 株式会社野生動物保護管理事務所 1012301006038 鳥獣対策における多面的支援のためのプラットフォームの構築

944 R113110613 関東 東京都 ハネクトーン早川株式会社 1060001015180 ＤＸを活用した注文・納品・返品システムにより競争優位をさらに高める

945 R113110615 関東 東京都 株式会社トーカンエクスプレス 7011101043541 管理システムの導入による管理業務の効率化及び品質向上 北村　亮太

946 R113110616 関東 東京都 株式会社ビービージーシー 2010601031861
自社サーバー導入を導入し事前テスト環境を構築することによる業務・人材
育成の効率化

株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

947 R113110617 関東 東京都 デジタルパートナーズ株式会社 3010701040456 ＡＩ技術搭載のＯＣＲ開発による郵便物の受渡し業務を大幅改善 フィッシュリップル株式会社

948 R113110618 関東 東京都 株式会社Ｄｒｅａｍ　Ｄｒｉｖｅ 8012401035293 増産依頼に応える生産性強化計画事業

949 R113110620 関東 東京都 Ｂｒａｎｄ　Ｍａｋｅｒ　Ｅｎａｂｌｅｒ株式会社 4010901048083 顧客ニーズを満たし業務効率化を実現する電池レス電子錠の開発 城南信用金庫

950 R113110621 関東 東京都 株式会社エスプリ 9010001201744 新賃貸管理ツール開発・導入における不動産賃貸管理市場の健全化事業

951 R113110622 関東 東京都 株式会社クレコム 4010001111080 スマホを持たない高齢社員の労務管理を実現する独自アプリの開発 越沼　康明

952 R113110623 関東 東京都 株式会社ＣＡＬＥＮＤＡＲ 3010001224908 習慣化メソッドに基づく運動習慣化アプリＣＡＬＥＮＤＡＲの開発

953 R113110624 関東 東京都 大山歯科医院 炭素排出量を抑えつつ歯周再生治療を実施する革新的取り組み

954 R113110626 関東 東京都 株式会社フツラ 4011701006966 水圧駆動技術を活かした新たな介護入浴支援装置の開発

955 R113110627 関東 東京都 株式会社トモエ美術印刷社 6010701007056 抗菌加工された付加価値の高い安全安心な封筒印刷サービスを実現

956 R113110628 関東 東京都 株式会社クロノス 4011501021323 「当日ワイン配送と酸化しないワインの預かり保存」サービス 石川　和比古

957 R113110631 関東 東京都 株式会社ヨセミテ 4011501027881 消費財製造業者向けのデジタル直販プラットフォーム

958 R113110632 関東 東京都 株式会社ＬＯＨＩ 7010401074940 医療業界向けＡＩ型チャットボットの開発

959 R113110633 関東 東京都 ウォーターポイント株式会社 8240001005751 インボイス制度に対応したＥＣサイトの構築による生産性向上事業 株式会社　Gサポート

960 R113110637 関東 東京都 アッカディミュージックエンタテインメント株式会社 7010401076029 ヘルスケアセキュリティのミマモリ映像ＤＸサービスシステム開発 東京商工会議所

961 R113110639 関東 東京都 合同会社ＶＩＶＡ－ＺＵＣＣＡ 4011003007102 厨房設備導入による、生産効率化と品質向上の両立。

962 R113110641 関東 東京都 日本平版印刷株式会社 9010001005971 モノクロ／２色印刷への機能特化による生産性向上と受注拡大
株式会社アルファコンサルティン
グ

963 R113110642 関東 東京都 ＷｉｓＨｅａｌｔｈ株式会社 5030001135259 医療機関のＣＸ・ＤＸを推進する医療体験改善プラットフォームの開発 青山　裕之

964 R113110644 関東 東京都 株式会社Ｄｉｇｉｋａ 3010001125858 子供の学習履歴データを活かし、先生・保護者等との接点強化開発

965 R113110647 関東 東京都 株式会社ｉｆ 9011201022666 ＩＴ人材育成を促進するプログラミング学習Ｗｅｂサービスの開発

966 R113110648 関東 東京都 株式会社キビテク 6011101061718 多機能な双腕自律走行ロボット向け遠隔制御システムの開発

967 R113110649 関東 東京都 加藤農園株式会社 6011601001470 高付加価値農作物の作成の試作開発とその販売システムの構築

968 R113110650 関東 東京都 酒ストリート株式会社 9010001191218 日本酒の充填設備新規開発による小分け充填販売強化

969 R113110653 関東 東京都 株式会社スポーツネーション 2013301045644 プロスポーツチーム会員権のブロックチェーン導入によるＮＦＴの開発 岩井　久典

970 R113110660 関東 東京都 ディー・アール・テクノロジー株式会社 6010001127835
ＥＲＰ技術者発掘・採用・育成からパッケージ化したＥＲＰ人材育成事業で中
小事業者のＤＸ推進へ貢献

971 R113110661 関東 東京都 株式会社東屋 1010701018413 デジタル技術を活用した業務効率の大幅な改善

972 R113110662 関東 東京都 ＩｏＴＢＡＳＥ株式会社 6010401116462 作業管理アプリ作成システムに対するＩｏＴ連携システムの開発

973 R113110663 関東 東京都 株式会社エクスプロア 2012401016877 穿孔時の痛みを軽減、感染症を防止するピアス用クリップ型穿孔器

974 R113110664 関東 東京都 ＢＵＳＩＮＥＳＳ－ＡＬＬＩＡＮＣＥ株式会社 8011001128755 顧客企業が自ら行う新事業立上げに必要なＢＰａａＳプラットフォーム開発

975 R113110665 関東 東京都 株式会社テクニシモ 7010801022524 環境発電を用いた自立電源テレメータ装置の改良

976 R113110668 関東 東京都 ミラリス・アセスメント株式会社 4120001205482 ホログラム注意喚起看板装置の防災・災害情報の配信システム開発

977 R113110669 関東 東京都 泰興物産株式会社 4012801000925 ＩｏＴｘデザインｘ射出成形によるライフスタイル関連製品の開発

978 R113110672 関東 東京都 株式会社Ｙｏｕｒ　Ｖｅｒｓｅ 2011001129511 教育機関向けセルフアウェアネス（自己認識）支援ツールの開発

979 R113110674 関東 東京都 株式会社ＭＥＴＲＩＫＡ 2010001217879 データの分散管理システム「ＭＥＴＲＩＫＡ　ＨＵＢ」の開発

980 R113110680 関東 東京都 弁護士法人ＫＯＭＯＴＯ　ＳＡＴＯ法律会計事務所 1010005033563 経営管理アプリ及び新しい法務・税務相談フロー 石田　和也

981 R113110681 関東 東京都 株式会社クリーン・ワークマン 8012801009343
画像解析技術を応用した殺鼠及び捕獲・パッケージ装置の開発並びにアプ
リの開発

982 R113110682 関東 東京都 株式会社ＦＬＩＧＨＴＳ 4010401123618 ＵＡＶを用いた革新的な橋梁点検システムの開発

983 R113110683 関東 東京都 株式会社シルキースタイル 8010401083098 フェムケア（膣ケア）商品と、顧客健康管理を可能としたＬＩＮＥの開発

984 R113110684 関東 東京都 株式会社サンワ 8010001017910 立体印刷物制作への挑戦による情報活用サービス業の高度化事業

985 R114110002 関東 神奈川県 株式会社ＳＹアリメントス 2020001121626 エコキッチンカーでエコビジネス～健康食を通じたエコの拡散～
行政書士法人横浜行政手続事務
所
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986 R114110003 関東 神奈川県 株式会社ＳＴ 1020001120934 売上増をはかる！イメージングプレートスキャナーによるＸ線検査 土田　高記

987 R114110004 関東 神奈川県 株式会社エムピーエム 1021001038183 先進的な自動車電装部品に向けた金型部品の生産体制の高度化計画 さがみ信用金庫

988 R114110005 関東 神奈川県 有限会社及川精工 9020002032989 ５Ｇ制御装置及び電源ＢＯＸ開発の板金部品及び筐体の試作

989 R114110007 関東 神奈川県 株式会社星和精機 4020001006379 最新旋盤の導入による工場効率最大化と創出工数での新分野展開 かながわ信用金庫

990 R114110008 関東 神奈川県 株式会社ＡＯＢコンサルティング 4020001130484 あ～らくせんたく集荷集配サービス 川崎商工会議所

991 R114110010 関東 神奈川県 ＥＡＲＬＹ　ＭＯＵＮＴＡＩＮ　ＷＯＲＫＳ株式会社 4021003002250
ＤＥＥＲＲＡＶＥＮ　ＬＥＡＴＨＥＲプロジェクト（害獣被害で駆除された獣革と実演
型　移動工房ＰＯＰＵＰ展開）

平塚信用金庫

992 R114110011 関東 神奈川県 株式会社ナガシマ製作所 7020001073788 板金加工から組み立て加工まで一貫生産を実現するシステムの構築

993 R114110014 関東 神奈川県 株式会社アズテック 9021001058538
業界初！鋼板不使用の防水断熱材の開発に大手企業と連携して挑戦し、省
エネ化に貢献！

株式会社シャイン総研

994 R114110016 関東 神奈川県 株式会社アーク・アップ 2020001142358 需用高まる建設機械の大型アタッチメントの短納期レンタル対応 株式会社エフアンドエム

995 R114110017 関東 神奈川県 荏田ファミリー歯科・矯正歯科 ＣＴの導入による矯正精度の向上と治療プロセスの改善 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

996 R114110018 関東 神奈川県 井口歯科医院 口腔内スキャナーによる義歯・補綴物作成の生産性向上 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

997 R114110019 関東 神奈川県 有限会社三興技研 1021002045022 ＣＮＣ円筒研削盤の導入による研磨加工内製化と収益性・生産性の向上 ひまわり経営サポート株式会社

998 R114110020 関東 神奈川県 有限会社山口建材 5021002036620 重機アタッチメントに係るレンタル依存体制からの脱却による競争力強化

999 R114110021 関東 神奈川県 株式会社今井製作所 8012301005586 日本の国力強化と世界課題解決に寄与する熟練工の技術継承事業 ひまわり経営サポート株式会社

1000 R114110022 関東 神奈川県 高城畳店 複雑形状の畳製造の実現性と生産性向上による競争優位性確保事業 神奈川県商工会連合会

1001 R114110023 関東 神奈川県 株式会社進正電 9020001053846 女性も扱える省力化設備で生産性を向上させ無電柱化の需要に対応

1002 R114110025 関東 神奈川県 行政書士事務所ＶＥＲＤＥ 行政書士業務受発注デジタル化事業

1003 R114110028 関東 神奈川県 イスト株式会社 6020001106573 コンクリート構造物における検査および切断プロセスのデジタル化 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1004 R114110029 関東 神奈川県 株式会社矢野ルーフ工業 3020001089739 特注屋根部材の生産能力強化による屋根工事高度化への挑戦 鈴木　崇史

1005 R114110031 関東 神奈川県 株式会社ユーデザイン 6020001106929 玩具著名クリエイターが手掛けるＹｏｕＴｕｂｅｒ向けオリジナル商品の製造販売 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

1006 R114110032 関東 神奈川県 株式会社しまざき牧場 7021001023691
新機械導入によるハムソーセージ製造工程の高品質化と生産販売量の拡
大

厚木商工会議所

1007 R114110033 関東 神奈川県 おおぬき歯科 先端歯科治療の提供による３つの新サービス開発と生産性向上

1008 R114110034 関東 神奈川県 株式会社Ｉｎｄｕｓｔｒｉｇｇｅｒ 8021001071327 ３Ｄデザイン技術によるキャンピングカーの量産プロセスの確立 株式会社ルーツ

1009 R114110035 関東 神奈川県 市川畳店
生産効率化、作業負担削減の為に薄い畳や縁なし畳に対応可能な設備導
入

野竿　健悟

1010 R114110036 関東 神奈川県 株式会社ＵＮＩＳｏｎｓ 9020001132063 アパタイトをオゾンナノバブルにて活性化した消臭剤の製造販売 小林伸行

1011 R114110038 関東 神奈川県 株式会社アトラス 6021001011185 ＡＩを活用した業務プロセスのＩＴ統合による業務品質と生産性の向上
公益財団法人相模原市産業振興
財団

1012 R114110040 関東 神奈川県 まこと歯科医院 マイクロスコープによるＤＸの推進と根管治療プロセスの精度及び効率向上 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1013 R114110041 関東 神奈川県 有限会社ジョウエツ 8020002061576 ミーリング技術を活用した建設機械用の複雑形状の新規継手製造 石山　賢

1014 R114110042 関東 神奈川県 株式会社Ｈ＆Ｈ 2020001094665 「医療的ケア児支援業務を含めた包括的な業務システムの開発及び販売」 未来経営パートナーズ株式会社

1015 R114110043 関東 神奈川県 田中水力株式会社 6021001028667 全自動の工作機械（ＭＣ）の導入による更なる生産性向上の達成

1016 R114110044 関東 神奈川県 とも歯科クリニック金沢文庫 光学スキャナー技術を活用した患者の負担軽減と生産性向上 株式会社群馬銀行

1017 R114110045 関東 神奈川県 まひるデンタルクリニック 感染リスクを抑制した「子どもの歯科矯正」の実現 井上　拳

1018 R114110047 関東 神奈川県 たんぽぽ歯科クリニック ライフパートナー歯科のＭＴＭデジタル化
株式会社中央ライズアクロスソ
リューション

1019 R114110048 関東 神奈川県 ア歯科亀井診療所 最新歯科設備による院内完結型の補綴治療の実現
株式会社中央ライズアクロスソ
リューション

1020 R114110049 関東 神奈川県 ふくの歯科　矯正歯科 ３Ｄスキャナー・スコープによるインプラント・矯正治療の高度化
株式会社中央ライズアクロスソ
リューション

1021 R114110050 関東 神奈川県 有限会社ルーブデンタルラボ 3020002085530 ＣＡＤ／ＣＡＭと従来型巧みの技の融合による天然歯に近い技工物の製作

1022 R114110051 関東 神奈川県 株式会社ハッピーカーズ 7021001058399 在庫滞留時間の削減による収益性及び満足度向上での加盟店増加 静岡県商工会連合会

1023 R114110052 関東 神奈川県 株式会社大成 9020001008916 ＳＤＧｓ活動の促進による環境対応の販促用印刷物の事業拡大 安達　延行

1024 R114110053 関東 神奈川県 有限会社シマムラ製作所 3021002002599 最新ベンディングマシン導入による自動車関連治具の生産体制構築 株式会社ゼロプラス

1025 R114110054 関東 神奈川県 長後製パン株式会社 2021001004481 パン製造におけるアレルゲン混入防止に関する製造技術の開発

1026 R114110055 関東 神奈川県 バイタルパスポート株式会社 1020001136930
業界初、チャット健康相談とバイタルデータ管理が可能なヘルスケアアプリの
開発

株式会社ビジネスリノベーション

1027 R114110056 関東 神奈川県 富士興業株式会社 4020001024298 新たな生産体制の構築による「超短納期・高品質製品」の提供

1028 R114110057 関東 神奈川県 グローバルコーポレーション株式会社 5020001078979 経歴登録管理システム導入による、効率化された人材紹介サービスの構築 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

1029 R114110060 関東 神奈川県 関東プリンテック株式会社 4020001032350 学習効果を高めた小ロット多品種の教材を安価に提供可能にする事業 安達　延行

1030 R114110061 関東 神奈川県 株式会社タカラホーム 3020001061185 新鋭の畳製造装置の導入による生産性向上と薄型畳の受注拡大 横浜信用金庫

1031 R114110062 関東 神奈川県 瀧澤歯科医院 「根管治療難民」の駆け込み寺となる高度歯科治療体制の構築 アイアンドアイ株式会社

1032 R114110065 関東 神奈川県 つちはし歯科
三次元スキャンＣＴ画像を活用した患者様の身体・精神的負担を改善する治
療の確立

株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1033 R114110066 関東 神奈川県 株式会社ＶｅｔｓＵｎｉｔｅｄ 9021001039067 歯科診療専用処置室の設置による革新的な高度医療の提供 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1034 R114110067 関東 神奈川県 竹林歯科医院 「揺り籠から墓場まで」をカバーできるかかりつけ医の実現
株式会社中央ライズアクロスソ
リューション

1035 R114110069 関東 神奈川県 Ｌａｐｉｎ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ 最高品質のＣＡＤ／ＣＡＭ冠の提供体制の構築
株式会社中央ライズアクロスソ
リューション

1036 R114110071 関東 神奈川県 おおかめ歯科クリニック 口腔機能発育不全や口腔内トラブルを解消するための設備投資

1037 R114110072 関東 神奈川県 キョウワ工業株式会社 1021001027310 飛躍的生産性向上で実現する自家消費型太陽光発電架台の新規受注

1038 R114110073 関東 神奈川県 大塚印刷株式会社 1021001029562
自動化されたオフセット印刷機を導入して薄紙印刷の生産性向上を図る事
業

安達　延行

1039 R114110076 関東 神奈川県 高田歯科医院 指標点と座標軸をリンクさせたシンクロ変則根管治療の開発 アイアンドアイ株式会社

1040 R114110078 関東 神奈川県 有限会社和成工業 2020002087643
複合ＮＣ旋盤の導入による社内一貫生産体制の構築及び加工の自動化の
実現

川崎信用金庫

1041 R114110079 関東 神奈川県 株式会社ヴァリアント 6020001124534 デジタル技術の活用し、地域獣医療のがんニーズを受け入れる事業 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1042 R114110080 関東 神奈川県 名取研究所 マシニングセンタ導入による精度の高度化と一貫体制の構築

1043 R114110081 関東 神奈川県 株式会社エーシーエム 5020001043405 ＣＮＣ三次元測定器での自動測定による検査効率向上
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1044 R114110083 関東 神奈川県 株式会社深津機器製作所 5021001025822 溶接工程の品質向上と効率化による防衛関連設備部品の受注拡大
株式会社ビジネスモデルサイエン
ス

1045 R114110084 関東 神奈川県 越光歯科医院 高度医療提供とデータ活用で地域の中核医療を担う！ 株式会社東京経営サポーター

1046 R114110085 関東 神奈川県 ウスイ住装株式会社 7020001014313 顧客ニーズが高まる縁なし畳・薄畳の製造工程機械化・自動化計画 坪井　亮

1047 R114110086 関東 神奈川県 Ｋ’ｓデンタルワークス 歯科用３Ｄプリンタ等の導入で補綴物製作過程のデジタル化を図る

1048 R114110087 関東 神奈川県 有限会社泰治産業 6020002084315 スタッド溶接工程の加工速度と精度高度化を実現し、受注を拡大
株式会社ビジネスモデルサイエン
ス

1049 R114110091 関東 神奈川県 古城歯科クリニック 感染根管治療へのＣＴ等機器導入による治療品質・炭素生産性向上

1050 R114110092 関東 神奈川県 株式会社コバヤシ精密工業 3021001030997 コンベア付切粉破砕機導入による無人運転安定化と生産２倍の実現
公益財団法人相模原市産業振興
財団

1051 R114110095 関東 神奈川県 しっぽアニマルクリニック 最新技術をとりいれ地域最高レベルのがん治療病院へ 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1052 R114110097 関東 神奈川県 有限会社シュービ 6020002023966 日本初の新しい接着剤で見開きのよい無線綴じ製本冊子を安価に提供 安達　延行

1053 R114110098 関東 神奈川県 ホワイトエッセンス株式会社 5011001049186 ホワイトニング潜在市場をデジタル技術の活用で開拓 補助金活用支援会合同会社

1054 R114110100 関東 神奈川県 株式会社ＰＯＯＬ　ＬＡＢＯ 3020001126319 革新的なオンライン型デジタルスコアボードシステムの導入

1055 R114110102 関東 神奈川県 株式会社Ｔｒｉｐｌｅ　Ｗｉｎ 9021001039760 オールインワンシステム化による顧客満足度および利益率の向上 安達　隆久

1056 R114110104 関東 神奈川県 合同会社Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｓｕｐｐｏｒｔ 4021003009403 復・離職技工士への最新デジタル技術教育と補綴装置制作の効率化
株式会社リアルコンテンツジャパ
ン

1057 R114110105 関東 神奈川県 アンカーマルコウ株式会社 1021001035560 非破壊検査の内製化を通じた、施工プロセスの短縮・収益向上の実現 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1058 R114110106 関東 神奈川県 株式会社ものづくりヨコハマ 9020001146360 薄板大口径銅素材ワークにおける量産可能な高精度研削技術の確立

1059 R114110107 関東 神奈川県 ビーズ情報サービス株式会社 7020001015848 顧客管理・請求管理システムの導入による営業力強化と業務の効率化 株式会社フォワード・グッド

1060 R114110108 関東 神奈川県 荒木技研工業株式会社 6020001010916 金属３Ｄプリンターによる高品質な試作品開発を可能にする製造環境の整備 中山　健

1061 R114110109 関東 神奈川県 戸塚ヒロ眼科
オルソケラトロジー療法の新規開始・極早期の緑内障検出を行う県内有数の
眼科医院へ

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1062 R114110110 関東 神奈川県 株式会社田中紙工 4010801007123 小型成形を強化するデジタル活用射出成形プロセスで新市場へ進出
ＨＴＭコンサルティンググループ
株式会社

1063 R114110111 関東 神奈川県 鶴見動物病院株式会社 6020001143393
生体管理のデジタル化を通じて内視鏡及び外科手術による専門性の高いが
ん治療を一次診療施設で実現

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1064 R114110112 関東 神奈川県 カサイアニマルクリニック ペットの負担削減にコミットしたペット第一の動物病院へ 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1065 R114110113 関東 神奈川県 長津田おおや歯科 ウィズコロナを見据えたデジタル化推進と治療改革

1066 R114110114 関東 神奈川県 株式会社神奈川環境研究所 6021001000485 アスベスト分析本格参入の為の既存業務コスト削減と労働力創出

1067 R114110115 関東 神奈川県 株式会社アンドエイチ 2021001070152 特殊素材に対する自社保有技術の優位性を生かす為、工作機械を導入 中栄信用金庫

1068 R114110117 関東 神奈川県 今坂歯科クリニック ＤＸ化による掌蹠膿疱症難民患者救済事業
株式会社リアルコンテンツジャパ
ン

1069 R114110119 関東 神奈川県 藤沢松本歯科＆矯正歯科
「口腔内スキャナ」導入により実現する、デジタル技術を活用したマウスピー
ス矯正の提供

藤原　和重

1070 R114110120 関東 神奈川県 株式会社大脇金型製作所 2020001078379 最新制御機能付きＭＣにより入れ子の多いダイカスト金型切削加工を革新 城南信用金庫

1071 R114110121 関東 神奈川県 岩切空調設備株式会社 2020001114035 ポリウレアを使用した普通免許で牽引できるトレーラーハウスの開発
行政書士法人横浜行政手続事務
所

1072 R114110124 関東 神奈川県 株式会社未来産業研究所 5020001123124 教育管理システム構築によるＩＣＴリカレント教育サービス

1073 R114110125 関東 神奈川県 株式会社東京精密器具製作所 1010801007794 次世代ＥＶ向け超高性能ベアリング製造用装置開発事業

1074 R114110128 関東 神奈川県 Ｎｏｒｔｈ　Ｓｔａｒ　Ｍｅｔｒｉｃ株式会社 5020001137693 デジタルを活用した実践的な農業教育プログラムで指導員を育成！ 株式会社シャイン総研

1075 R114110133 関東 神奈川県 株式会社キャリアドライブ 3080101008758 陸から空へ！卒業後の活躍も視野に入れたドローンスクールの実現 藤沢商工会議所

1076 R114110134 関東 神奈川県 株式会社隆健製作所 9020001009542 深曲げ、段曲げにおける曲げ精度と生産性の向上による受注の拡大
株式会社ビジネスモデルサイエン
ス

1077 R114110135 関東 神奈川県 株式会社ビギニング 4021001069449 最新の測量技術の導入による競争力強化と多様な雇用の実現

1078 R114110137 関東 神奈川県 株式会社共栄製作所 9021001022915 ロボット導入による革新的な軸受用ころ生産プロセス構築

1079 R114110138 関東 神奈川県 合同会社メディカルアンサーズ 7020003019269 薬剤部サポート業務のＤＸ化による業務効率化と顧客満足度向上

1080 R114110141 関東 神奈川県 株式会社山崎製作所 1010901012281 最新の曲げ加工機による工作機械部品の高精度・短納期化への対応
株式会社ビジネスモデルサイエン
ス

1081 R114110142 関東 神奈川県 ＢｒｅａｋＢｅｎｄｅｄ合同会社 9020003021727 脳科学に基づくＶＲ（仮想現実）脳トレーニングプログラムの開発

1082 R114110143 関東 神奈川県 パール歯科医院 住宅街の歯医者が実現！無痛治療と最高の歯科メンテナンス

1083 R114110144 関東 神奈川県 山下マテリアル株式会社 1010701009940 製造ラインのＤＸ化と世界初のＦＰＣと新規な補強板の組合せ実現

1084 R114110145 関東 神奈川県 株式会社エーアイ・テクニカル 2020001126014 高機能ＣＡＤ／ＣＡＭで高難度プログラム工程を革新的に短縮

1085 R114110148 関東 神奈川県 株式会社アカウティングプロ 5020001110031 【チャレンジのベストパートナー】経営革新コンシェルジェサービスの開発

1086 R114110151 関東 神奈川県 芝工業有限会社 1020002086621
ボトルネック工程の改善を行う設備投資で当社の強みを強化しつつ人材育
成を強化する

1087 R114110152 関東 神奈川県 久津間製粉株式会社 2021001032598
新たな事業展開（冷凍生麺製造）に伴う安心・安全をお客様に提供するため
の設備導入

さがみ信用金庫

1088 R114110153 関東 神奈川県 株式会社ラ・ルース 8011001040877 地元の森の間伐材を利用した大型木造看板づくり

1089 R114110154 関東 神奈川県 有限会社平井自動車板金工業 7020002031191 ハイエンド３次元ＣＡＤの導入による顧客とのデータ連携・ＤＸ化の実現 川崎信用金庫

1090 R114110156 関東 神奈川県 株式会社高島製作所 7020001035417 超音波洗浄装置導入による脱脂の内製化・生産性向上・費用削減

1091 R114110157 関東 神奈川県 ＫＲ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｃｌｉｎｉｃ　金沢文庫
ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による補綴物の内製化実現と治療プロセスの質と効率の
向上

株式会社リアルコンテンツジャパ
ン

1092 R114110158 関東 神奈川県 株式会社由紀精密 2021001007518 センサー部品量産ラインの構築

1093 R114110163 関東 神奈川県 株式会社Ｊ－ｍｏｌｄｉｎｇ 3020001140369 無人自動加工ライン構築と生産管理システム導入による生産性向上の実現 川崎信用金庫

1094 R114110166 関東 神奈川県 有限会社サンシステム 8020002079767 産業機械向け「安全カバー」の製造および自社設計体制の構築 経営ビューイング株式会社

1095 R114110167 関東 神奈川県 ペッツヴィレッジ株式会社 3020001140658 オンライン型飼育代行マッチングサービス 株式会社ＰｒｏｓＷｏｒｋ

1096 R114110168 関東 神奈川県 株式会社ＥＡＳ 2020001132482
ｅスポーツ向けサプリメント開発と適正診断システム・ＡＩ受発注システムの開
発

1097 R114110170 関東 神奈川県 有限会社溝呂木動物病院 4020002031649 高難度の腫瘍外科を成功させ、横浜市を代表する１．５次診療機関に

1098 R114110172 関東 神奈川県 リカザイ株式会社 7020001070422 ひずみセンサーの量産化のための検査・品質保証体制の確立
公益財団法人川崎市産業振興財
団

1099 R114110180 関東 神奈川県 三恵歯科医院 最新医療機器導入による感染防止対策を伴う高度なインプラント治療計画

1100 R114110183 関東 神奈川県 岩崎眼鏡枠製作所 地方都市の地域密着型眼鏡店に対する小ロットＯＤＭ眼鏡の開発体制構築

1101 R115110002 中部 新潟県 新潟トーヨー株式会社 1110001023112 タイヤ等保管管理システムの構築による「てぶらく事業」の拡大 株式会社富山第一銀行
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1102 R115110003 中部 新潟県 株式会社カサイ 1110001007115
ステンレス製のパイプ切断時のもらい錆抑制と熟練溶接工依存脱却による
短納期化計画

シェアビジョン株式会社

1103 R115110007 中部 新潟県 シンエツ ＥＶ用モーター巻線機部品の生産性向上達成による収益増強計画 長岡信用金庫

1104 R115110008 中部 新潟県 有限会社小山鉄工所 7110002022677
新規取引先の機械加工部新設に伴ったロボット溶接による工程の自動化対
応

シェアビジョン株式会社

1105 R115110010 中部 新潟県 株式会社富田刃物 1110001016116
国内外向けアウトドアナイフ専用モーター制御型広範囲３軸可動型研削加工
機の導入

燕商工会議所

1106 R115110012 中部 新潟県 北陸工業株式会社 1110001014986
目視の検査工程からの脱却！インライン３Ｄ外観検査装置導入による検査
工程自動化へ

Ｌ＆Ｂヨシダ税理士法人

1107 R115110013 中部 新潟県 有限会社イクマメタルワークス 8110002016851 大型ボルトクリッパ向け台座の製造技術獲得
株式会社コムラッドファームジャ
パン

1108 R115110014 中部 新潟県 株式会社山本鉄工所 3110001016147
Ｈ形鋼の大型化ニーズに応えるためのショットブラストの効率化による生産
性の向上＆短納期化事業

シェアビジョン株式会社

1109 R115110017 中部 新潟県 株式会社ベンド．エー 6110001036266
デジタル化を応用した加工技術高度化によるアウトドア製品の生産性向上と
収益増強計画

協栄信用組合

1110 R115110018 中部 新潟県 株式会社オータス 5110001016310 先端設備導入による工程自動化の実現・高精度要求への対応 株式会社大光銀行

1111 R115110023 中部 新潟県 三上歯科医院 歯科用ＣＴ、口腔内スキャナー導入で患者負担軽減とサービス向上 株式会社アクセルパートナーズ

1112 R115110024 中部 新潟県 下村企販株式会社 3110001015909 新製品開発の迅速化を実現する自社工場の生産能力強化の取り組み 合同会社バリューアップ

1113 R115110025 中部 新潟県 あおやぎ歯科クリニック 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

1114 R115110026 中部 新潟県 株式会社柏崎インサツ 2110001017220 もっと手軽に！超短納期で！デジタル印刷機で箔印刷を提供！ 株式会社東京経営サポーター

1115 R115110030 中部 新潟県 有限会社石田製作所 4110002016839 最新鋭マシニングセンタの導入による航空機部品分野への進出 株式会社ゼロプラス

1116 R115110032 中部 新潟県 坂井輪ライト歯科 歯科用ＣＴセファロ導入で患者負担軽減と矯正サービスの質向上 株式会社アクセルパートナーズ

1117 R115110033 中部 新潟県 有限会社イシコ精機 2110002023886 コロナ禍で不足する医療機器部品加工製造に向けた新たな取り組み 上越信用金庫

1118 R115110034 中部 新潟県 豊島歯科医院 被せ物の内製化による歯型データの高精度化・納期短縮・利益向上 和田　純子

1119 R115110035 中部 新潟県 株式会社長沢 1110001015282 調色塗料製造工程に自動調色機を導入、生産性向上を実現する 株式会社大光銀行

1120 R115110037 中部 新潟県 株式会社カイセ工業 9012301000545 金属パイプの加工品質向上と全量検査体制構築 市木　圭介

1121 R115110039 中部 新潟県 栄通信工業株式会社 9020001069347 ＣＮＣ旋盤導入によるケース加工の高精度効率化と混流生産の確立

1122 R115110040 中部 新潟県 東洋スチールオーダー株式会社 6110001008042
最新設備のファイバーレーザ溶接機と型鋼加工機の導入による溶接工程の
革新的な改革を計画する。

1123 R115110041 中部 新潟県 株式会社かみえちご測地 9110001020606 各種センサによるＲＯＶ（水中ドローン）を使用した水中構造物点検 上越信用金庫

1124 R115110042 中部 新潟県 大川印刷株式会社 3110001025338 ラベルデザイン・印刷への対応による地域復興

1125 R115110043 中部 新潟県 株式会社片貝製作所 9110001025349 黒鉛球状化試料、切断・研磨・画像解析自動化による検査改善事業 税理士法人小宮山会計事務所

1126 R115110044 中部 新潟県 有限会社坂井工業 9110002017114 定番品の完全自動化による生産性の向上 燕商工会議所

1127 R115110047 中部 新潟県 有限会社ブライト 9110002014680 小径長尺シャフトの革新的加工技術開発事業

1128 R115110048 中部 新潟県 株式会社アズサ 9110001013849 最新レーザ加工機導入による生産性向上と内製化および新事業展開 三条信用金庫

1129 R115110050 中部 新潟県 株式会社ほしゆう 7110001016077 チョコ停を分析し停滞を解消、生産性向上・利益率向上を目指す！ 株式会社イストワール

1130 R115110051 中部 新潟県 有限会社シンエー木型工業 8110002027808 半導体産業向け大型発砲型の生産性拡大事業

1131 R115110052 中部 新潟県 東三条まもる眼科
最新ＯＣＴ活用による糖尿性網膜症に対する次世代の早期発見・治療体制
の構築

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1132 R115110054 中部 新潟県 ドコドア株式会社 9110001016983 アプリ開発ツール「ａｐｐｌｉｍｏ」の“ＣＭＳ化”を通じた新サービス開発

1133 R115110055 中部 新潟県 株式会社あさひ測量設計事務所 3110001013838 新潟県の砂防整備事業における高度ＩＣＴ砂防測量とＤＸ化の実現

1134 R115110057 中部 新潟県 株式会社布施材木店 5110002024329 最新型木材乾燥機の導入による建築木材の増産及び販路の開拓 株式会社ＩＳＴコンサルティング

1135 R115110058 中部 新潟県 マルシン食品株式会社 9110001005334 美味しい防災食の製造で地域貢献し新たな売上の柱を構築する 株式会社第四北越銀行

1136 R115110059 中部 新潟県 有限会社熊倉製作所 3110002018522 超重量タイプ供給ガントリーローダーによる旋盤加工の自動化 落合　孝夫

1137 R115110060 中部 新潟県 有限会社柄沢ヤスリ 3110002019157 ヤスリのテーパー付け成形機械の開発

1138 R115110062 中部 新潟県 有限会社霜鳥熔接所 8110002019359 レーザー溶接機導入による生産性の改善と受注拡大 燕商工会議所

1139 R115110063 中部 新潟県 オノエンタープライズ株式会社 5110001013209 ＩＣＴ建機化による生産性向上と人材確保・育成の環境づくり

1140 R115110064 中部 新潟県 有限会社タムラ・インダストリー 9110002008138 最先端設備導入で樹脂部品全般の内製化により顧客サービスを向上

1141 R115110065 中部 新潟県 石井鉄工所 小物の加工対応による、安定的な売上増加のための生産性向上事業 株式会社やまと経営

1142 R115110068 中部 新潟県 株式会社セキ 1110001008030 革新的手法による半導体産業向け精密部品の量産化技術習得事業

1143 R115110074 中部 新潟県 りんご歯科医院
最新型マイクロスコープとレーザーを活用した院内デジタル化による高品質
外科治療の提供

1144 R115110075 中部 新潟県 株式会社ウイネット 4110001001387 個別最適な学習を生み出すＥｄＴｅｃｈ電子書籍プラットフォーム

1145 R115110076 中部 新潟県 株式会社赤堀鉄工所 1110001017114
革新的複合旋削加工技術の習得による精密シャフト部品の品質及び生産性
向上事業

1146 R115110077 中部 新潟県 有限会社中央印刷所 2110002019620 デジタル印刷機導入による生産性向上と利益構造改革 協栄信用組合

1147 R115110081 中部 新潟県 せきや歯科クリニック
Ｘ線スキャンと光学スキャンを併用した　閉塞性睡眠時無呼吸症（ＯＳＡ）治
療の歯科的アプローチの確立

1148 R115110083 中部 新潟県 齋藤建築株式会社 3110001032020 鉄骨加工における生産性の向上と高品質化の実現 燕商工会議所

1149 R115110084 中部 新潟県 株式会社佐藤製作所 2020001017502 新たな溶接加工技術の獲得によるクリーニング設備部品の受注拡大
株式会社ビジネスモデルサイエン
ス

1150 R115110085 中部 新潟県 有限会社クリエイト技研 2110002020462 次世代自動車用部品の多品種少量生産体制に向けた生産技術の革新 株式会社やまと経営

1151 R115110086 中部 新潟県 双葉貿易株式会社 6110001015014 作業効率を向上させる製造現場の環境整備 長井　寿郎

1152 R115110087 中部 新潟県 加藤歯科医院 最先端マイクロスコープを活用した外科治療提供フロー

1153 R115110088 中部 新潟県 高桑製作所 バリ取り機導入による生産体制の強化と短納期の実現 燕商工会議所

1154 R115110089 中部 新潟県 有限会社イカラシ建興 2110002011180 角パイプ支柱ガードレール打込機械導入による新たな事業展開

1155 R115110090 中部 新潟県 有限会社綾子舞本舗タカハシ 8110002020184 いつでも焼きたて「冷凍満天ぱん」の開発と２４時間販売の実現 柏崎信用金庫

1156 R115110091 中部 新潟県 大和写工印刷株式会社 2110001014341
環境配慮型ＣＴＰ刷版設備導入による、生産能力・生産性の向上と環境取り
組みの強化

1157 R115110092 中部 新潟県 診断技術株式会社 5110001029691 ３Ｄスキャナによる高精度な構造物３次元化データ事業 長井　寿郎

1158 R115110093 中部 新潟県 株式会社ひらき農園 8110001035778 食べごろを自宅で。農家を救う農業特化型クラウドファンディング

1159 R115110098 中部 新潟県 ＴＥＥ’Ｓ　ＷＯＲＫＳ 樹脂素材とデジタル化に対応し、アナデジで精度９９％を目指す
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1160 R116110003 中部 富山県 合同会社毛利精密 7230003001684
ＥＶ自動車向け電装ライン及び半導体装置部品の受注獲得に向けた生産プ
ロセス改善

1161 R116110005 中部 富山県 有限会社ホクトミ 1230002004025
立形ＭＣ導入による切削加工プロセスの改善及び内製化による製造リードタ
イムの短縮・収益化

1162 R116110007 中部 富山県 有限会社石金音響 3230002000294 ワンストップ体制でイベント企画を実施する新サービスの提供
株式会社ジエック経営コンサルタ
ント

1163 R116110009 中部 富山県 有限会社テント山田 4230002008709
綿帆布生地の溶着品質向上と安定化を実現する革新的生産プロセスの改
善

1164 R116110013 中部 富山県 株式会社カーリペア平成 9230001012384 働く環境の改善、生産効率ＵＰと受注拡大を図る３柱リフトの導入 株式会社アクティブ・フォー

1165 R116110014 中部 富山県 やまざき歯科医院 アバットメントの内製化によるインプラント治療期間の短縮 株式会社富山銀行

1166 R116110016 中部 富山県 ヒラオ製本株式会社 7230001002619 紙折工程における加工技術の高度化による中綴じ製本加工の体制強化 富山信用金庫

1167 R116110017 中部 富山県 有限会社パウンドハウス富山 9230002002731
富山の地域経済特性に対応し洋菓子の生産性向上に資する設備導入で売
上利益を向上させる。

1168 R116110018 中部 富山県 長岡工業株式会社 2230001005072 表示塗装工程の自動化による高圧ガス容器検査の生産性向上と商圏拡大 株式会社北陸銀行

1169 R116110021 中部 富山県 有限会社北信精機 4230002003156 ＣＮＣ円筒研削盤導入による生産性向上と研削加工技術の可視化の実現 富山商工会議所

1170 R116110024 中部 富山県 有限会社ダイサン大丸水産 3230002008081
集合包装等包装形態多様化ニーズ対応を実現する高品質・低コストフレキシ
ブル包装工程の構築

にいかわ信用金庫

1171 R116110028 中部 富山県 株式会社稲のいえ 5230001015820 稲作全体の「スマート農業」を実現する独自技術開発と新市場開拓事業 あかねパートナーズ株式会社

1172 R116110029 中部 富山県 株式会社タナテック 8230001014737
部材切断・溶接接合工程の改善による型鋼・鋼板一貫設計・製造・施工体制
の高度化

高岡信用金庫

1173 R116110031 中部 富山県 株式会社糧の郷 4230001017347 水稲栽培の中干し工程延長体系化によるメタンガス排出抑制事業

1174 R116110032 中部 富山県 豊島産業株式会社 4230001005178
廃コンクリートリサイクル技術の高度化による解体・リサイクル・土木施工一
貫サービスの強化

バンカーズアンドアソシエイツ株
式会社

1175 R116110033 中部 富山県 株式会社タニグチ印刷 3230001012472
印刷後加工工程における工程集約化・自動化の推進による超小ロット化・超
短納期化対応力強化

株式会社北陸銀行

1176 R116110034 中部 富山県 株式会社ナンブ 8230001016700 工程集約化による高精度・低コスト複雑形状刃先研磨技術の確立
バンカーズアンドアソシエイツ株
式会社

1177 R116110035 中部 富山県 清水樹脂工業株式会社 8230001009456
成形金型コントロール技術の強化と生産平準化による高精度・低コスト生産
体制の構築

石動信用金庫

1178 R116110036 中部 富山県 株式会社エイチエフェクト 4230001014749 鉄筋自動曲げ機及び鉄筋溶接機の導入による全体最適化事業
株式会社ジエック経営コンサルタ
ント

1179 R116110037 中部 富山県 株式会社スガマサ 2230001010238
高意匠・高精度アルミ建材一貫生産技術高度化に向けた高精度・低コストア
ルミ建材曲げ加工技術の確立

バンカーズアンドアソシエイツ株
式会社

1180 R116110040 中部 富山県 株式会社坂田プラスチックス 6230001013518 バイオプラスチックホームウェア製品開発とその生産体制の構築 石動信用金庫

1181 R116110041 中部 富山県 酒井容器株式会社 1230001010065
製品機能性向上・低コスト化を実現する新たなダブルタクト・ダブルモールド
技術の確立

バンカーズアンドアソシエイツ株
式会社

1182 R116110042 中部 富山県 有限会社細川 1230002013117
冷凍調理済鉄板焼きコース食品製造における低コスト生産体制構築による
飲食サービス事業の高度化

バンカーズアンドアソシエイツ株
式会社

1183 R116110043 中部 富山県 キタムラ機械株式会社 5230001009905
医療機器製造分野をターゲットとした高速・高トルクスピンドル高効率生産技
術の高度化

バンカーズアンドアソシエイツ株
式会社

1184 R116110044 中部 富山県 山元醸造株式会社 9230001011097 海外展開加速化に向けた低コスト全自動包装工程の構築 株式会社北陸銀行

1185 R117110002 中部 石川県 有限会社茶谷鉄工所 4220002003850 工作機械のテーブルギアにおける高位相精度の側面穴加工の実現
公益財団法人石川県産業創出支
援機構

1186 R117110003 中部 石川県 株式会社飯田 8220001013046 洗浄機による新生産プロセスで品質×生産性×環境負荷低減を追求
株式会社ＢＡＵＭ　ＭＡＮＡＧＥＭＥ
ＮＴ

1187 R117110004 中部 石川県 有限会社プランドル飯田 5220002016686 高難易度の薄い紙媒体への刺繍製造プロセス改善による生産性向上 石川県商工会連合会

1188 R117110005 中部 石川県 大成どうぶつ病院
地域初！ペット用心臓血管外科機器導入による顧客ニーズ対応サービスの
開発と提供

1189 R117110007 中部 石川県 高鍬金庫株式会社 7220001008798 パイプ曲げ加工技術高度化を伴った社内一貫生産体制の構築 株式会社北國銀行

1190 R117110009 中部 石川県 株式会社クラスコデザインスタジオ 6220001018187 レーザー加工機の導入による賃貸物件の外観リノベーション事業 株式会社北陸銀行

1191 R117110012 中部 石川県 宝達山本舗松月堂 オリジナル冷凍プリンの生産・衛生面の強化による商品の拡充と販路拡大
公益財団法人石川県産業創出支
援機構

1192 R117110013 中部 石川県 株式会社いずみ動物病院 6220001021629 県内トップの獣医療機関が、治療水準の深化と新たな医療分野への挑戦 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1193 R117110016 中部 石川県 三幸食品株式会社 8220001002932 生産機械とシステムの導入で生産効率の向上と持続可能社会への取り組み

1194 R117110017 中部 石川県 吉川農園
金沢ブランドのサツマイモ（五郎島金時）の生産性向上から新商品開発によ
るブランド力向上と売上向上を図る

1195 R117110020 中部 石川県 有限会社大窪鉄工 3220002014964
半導体分野への展開に向けたボトルネック工程の自動化による量産体制確
立

石川県商工会連合会

1196 R117110021 中部 石川県 宇野製作所株式会社 9220001001297 建築金物溶接システムで建築金物の溶接精度と能率向上への取組 ひまわり経営サポート株式会社

1197 R117110023 中部 石川県 吉田製紐株式会社 7220001016842 革新的なオリジナル機械の開発による生産性向上と競争力強化 石川県商工会連合会

1198 R117110024 中部 石川県 有限会社タナカ精工 1220002012565 特許医療器具部品の高難度加工での多能工化・生産性向上の取組 ひまわり経営サポート株式会社

1199 R117110026 中部 石川県 北陸プレス工業株式会社 3220001006475 提案力強化による多品種少ロットニーズへの受注拡大
公益財団法人石川県産業創出支
援機構

1200 R117110027 中部 石川県 株式会社牧野太郎商店 9220003000611 タイヤ管理プラットフォーム構築による新サービスの展開

1201 R117110029 中部 石川県 株式会社ナオックス 7220001004698 バックオフィス業務のＩＴによる効率化で新事業促進 税理士法人マネジメント

1202 R117110030 中部 石川県 株式会社一真 4220001001161 職人の技を機械化へ　デジタルを活用した自動溶接機への挑戦 株式会社迅技術経営

1203 R117110031 中部 石川県 ヤマサ商事株式会社 8220001016684 魚醤（いしる）残渣再資源化へ向けた時短化 株式会社北國銀行

1204 R117110032 中部 石川県 株式会社松本商店 4220001018916 地物食材を使用した地産地消の冷凍海鮮棒寿司の製造・販売 中村孝治

1205 R117110033 中部 石川県 株式会社土一板金工業所 8220001015819 承継を機とした防災・老朽化対策向け非住宅リフォーム事業への展開 石川県商工会連合会

1206 R117110034 中部 石川県 有限会社改建工業 7220002010092
社会インフラ維持コストの低減化に向けた開削不要下水道管修繕工法の確
立

株式会社北陸銀行

1207 R117110035 中部 石川県 株式会社三和工業所 9220001017566 新型切削加工機導入による大判セラミック材の生産プロセスの改善 株式会社北陸銀行

1208 R117110036 中部 石川県 グローバルマイクロニクス株式会社 9040001066474 最新技術を集結させた生産ライン及び品質管理体制の構築
株式会社ジエック経営コンサルタ
ント

1209 R117110037 中部 石川県 荒木工業株式会社 4220001008966 溶接ロボット導入による建設機械の部品加工の増産化への対応 ひまわり経営サポート株式会社

1210 R117110039 中部 石川県 木下化成有限会社 7220002016552
金型開閉プログラム開発による高精度・低コスト大型プラスチック精密部品
成形技術の確立

金沢信用金庫

1211 R117110041 中部 石川県 株式会社ＦＫゴルフスポーツ 4220001015087 指導技術の均質化及び予約平準化を実現する測定システム導入事業

1212 R117110042 中部 石川県 高千穂工業株式会社 9220001004052
生産効率倍増と３Ｋ職場撲滅を目論む特殊ベアリング製造工程の一部自動
化

公益財団法人石川県産業創出支
援機構

1213 R117110043 中部 石川県 有限会社多田工業所 3220002011623 自動化装置の導入により、収益性向上と製造キャパシティ拡大を実現
株式会社ジエック経営コンサルタ
ント

1214 R117110044 中部 石川県 株式会社メイク・ア・ボックス 1220001007046
ボトルネック工程解消をおこない生産性向上を図るとともに新機能による精
密面板製作を行う

1215 R117110045 中部 石川県 有限会社パンあづま屋 8220002011032
高付加価値ニーズを捉える生食パンホワイトサンド開発とその生産体制の構
築

株式会社北陸銀行

1216 R117110046 中部 石川県 柳田建設株式会社 8220001016651 ＩＣＴ建機導入による生産性向上を地域に広げる！ 浅田　章大

1217 R117110048 中部 石川県 株式会社ヤスヨシ 6220001007157 産業機械精密部品一貫生産高度化に向けた精密切削加工技術の獲得 金沢信用金庫
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1218 R117110049 中部 石川県 株式会社アサヒゴウセン 2220001012615 加工糸の先染加工を可能とするソフト巻き加工の実施
公益財団法人石川県産業創出支
援機構

1219 R117110050 中部 石川県 有限会社中島木材工業 1220002014248
高品位・高速・低コスト乾燥技術の導入による石川県産材低コスト・安定供給
体制の構築

バンカーズアンドアソシエイツ株
式会社

1220 R118110002 中部 福井県 加野建設株式会社 3210001010503
ほ場整備工事におけるＩＣＴ施工の実現による短工期化及び施工品質均一化
計画

株式会社福邦銀行

1221 R118110003 中部 福井県 スキット株式会社 9210001001901 ネット印刷における当日注文の当日出荷の生産体制の構築
株式会社ジェック経営コンサルタ
ント

1222 R118110004 中部 福井県 株式会社ディプロ 8210001017064
次世代補綴物「チタン冠」の普及促進による歯科医院・患者への負担軽減計
画

福井信用金庫

1223 R118110006 中部 福井県 松本商事株式会社 3210001003903
綿商品の製造とデジタル体制の構築によるアニメ市場のグロバール化への
対応

株式会社エフアンドエム

1224 R118110007 中部 福井県 株式会社ノベルティアイウェア 8210001013146 物流のデジタル化による、作業効率の向上及び事業展開の加速 福井商工会議所

1225 R118110008 中部 福井県 株式会社下畑組 5210001010575
ＩＣＴ油圧ショベル導入による生産性向上を実現し、福井県及び敦賀市の公
共事業に貢献する

株式会社福井銀行

1226 R118110009 中部 福井県 白崎印刷株式会社 7210001001572 根強い需要がある冊子印刷の生産体制強化により受注拡大 株式会社北陸銀行

1227 R118110011 中部 福井県 有限会社奥義肢製作所 3210002000783
高齢者の健康を支える義肢装具の生産工程刷新による不良削減と短納期
化計画

株式会社北陸銀行

1228 R118110012 中部 福井県 株式会社中村正 4210001002409 国土強靭化に貢献するＩＣＴ活用による建設コンサル高効率化事業 株式会社福井銀行

1229 R118110013 中部 福井県 株式会社越前水産 5210001000469 真空急速冷凍による越前ガニ等日本海産魚介類の卸売事業への展開 藤野　恵子

1230 R118110014 中部 福井県 いわた歯科クリニック デジタル歯科診療機器を活用した虫歯、歯周病、矯正治療の高度化

1231 R118110015 中部 福井県 有限会社成瀬鉄筋 3210002013851 課題工程での特殊鉄筋加工・結束実現による地元大型案件受託実現

1232 R118110016 中部 福井県 日本ディシーフーズ株式会社 3210001002632 雲丹加工食品製造ラインの自動化によるボトルネック解消 福井商工会議所

1233 R118110017 中部 福井県 クリーンテクノ株式会社 1190001018377 国内最大級の半導体製造工場向け局所排気ダクト量産体制整備事業 株式会社北國銀行

1234 R118110018 中部 福井県 株式会社かまや 9210001011553 クラウド利用による製造管理営業に渡るＧＬ鋼鈑在庫量の見える化 株式会社福井銀行

1235 R118110019 中部 福井県 株式会社エヌ・エム調査設計 3210002008942 新たなレーザー計測事業への進出による競争力強化と収益確保 福井県商工会連合会

1236 R118110021 中部 福井県 若狭機械工事株式会社 6210001011168
配管溶接工程自動化による、生産性向上と高付加価値工事であるサニタ
リー配管への新規参入

株式会社福邦銀行

1237 R118110023 中部 福井県 株式会社国府印刷社 1210001012443
再評価されるＤＭニーズに対応した宛名印刷・封入封緘の自動化による生
産性向上計画

株式会社エフアンドエム

1238 R118110024 中部 福井県 株式会社武生製麵 8210001011777 ポストコロナを見据えた原料にこだわる和スイーツの量産体制構築 株式会社北國銀行

1239 R118110025 中部 福井県 株式会社ワープ 6210001004816 レーザー切断技術を用いたカーテン製造工程の大幅合理化 福井信用金庫

1240 R118110026 中部 福井県 株式会社日盛興産 3210001014116 高強度・高流動・低炭素コンクリートの生産能力増強

1241 R118110027 中部 福井県 大和金属工業株式会社 6120001020938 高度な洗浄工程構築による高品質・短納期・低コストの実現 鯖江商工会議所

1242 R118110028 中部 福井県 横井建設株式会社 2210001010132 地上型３Ｄレーザースキャナーによる出来形管理の三次元計測事業 株式会社ＧＫコンサルティング

1243 R118110029 中部 福井県 株式会社エル 3210001009470 梱包作業効率化による外注リスク低減及び新事業での付加価値向上 株式会社福井銀行

1244 R118110031 中部 福井県 株式会社フィッシュパス 3210001016517 生態系調査のＤＸ化による地域の川の復活〜日本の川の未来を創る〜

1245 R118110034 中部 福井県 大協建設株式会社 3210001001980
福井県におけるＩＣＴ土工の推進による熟練技能者に依存した作業体制から
の脱却

株式会社福井銀行

1246 R118110035 中部 福井県 株式会社水上プリント工業 7210001007066 プリントネームの生産効率化による販路拡大と環境問題への対応 福井県商工会連合会

1247 R118110036 中部 福井県 株式会社やなぎ町 4210001009247 鮮度抜群「越前蟹・福井産魚介類」の安定供給・拡販事業

1248 R118110037 中部 福井県 株式会社ソリッドラボ 9210001018796 海洋プラスチックをリサイクルし、製品化するための商品開発事業 福井商工会議所

1249 R118110039 中部 福井県 株式会社丸岡シール印刷 6210002007974 刷版出力と露光装置導入で業務効率化と利益向上率を図る 株式会社ＧＫコンサルティング

1250 R118110040 中部 福井県 株式会社ミルタニ工業 4210001003844 自走式撮影ロボットの導入による下水管検査・修理の一貫体制の整備 株式会社エイチ・エーエル

1251 R118110041 中部 福井県 山井編織興業株式会社 6210001009947
長尺且つ重量物な極細糸の経編（たてあみ）原反の保管機能の高効率化の
事業

株式会社ジエック経営コンサルタ
ント

1252 R118110042 中部 福井県 市橋板金株式会社 5210001015582 空調ダクト工事での手作業の強みと機械化による生産性向上の両立 福井県商工会連合会

1253 R118110046 中部 福井県 タケフナイフビレッジ協同組合 7210005007070 共同工房生産設備革新による生産性向上と売上増加
公益財団法人ふくい産業支援セ
ンター

1254 R118110049 中部 福井県 株式会社拓建工業 9210002002097 新規ラインマーカー車導入による水性ペイントへの対応と高精度化 株式会社ＧＫコンサルティング

1255 R118110052 中部 福井県 株式会社宗近 7210001012033 食の多様化ニーズに対応した手打ち式「十割そば」製麺ライン構築 株式会社福井銀行

1256 R118110054 中部 福井県 サバエリサイクル協同組合 9210005007969
生産プロセスデジタル化での高品質・低コストリサイクル路床路盤材高効率
生産体制の構築

株式会社北陸銀行

1257 R119110002 中部 山梨県 丸茂商事株式会社 6090001010166 新ワインダー導入による異素材糸に対応した製品開発と品質の向上

1258 R119110004 中部 山梨県 株式会社光富士 8090001009966 最先端のファイバーレーザ溶接機導入による放電加工機タンク増産 株式会社ゼロプラス

1259 R119110005 中部 山梨県 有限会社ＷＡＴＡＳＯ 4090002015406 環境問題に対応した「自家用給油取扱所」設置による軽油提供とＩＴ管理

1260 R119110006 中部 山梨県 有限会社グローイング 7090002007276 新規蕎麦打ち機械等の導入による自家製蕎麦の製造・販売 山梨県商工会連合会

1261 R119110007 中部 山梨県 竜伸工業有限会社 6090002013985 クレーン部材製造に自走式溶接技術導入による生産プロセス改善 山梨信用金庫

1262 R119110008 中部 山梨県 株式会社小澤建築工房 1090001003389 一般住宅に対する木繊維断熱材施工の高度化と最適設計の研究開発 山梨信用金庫

1263 R119110009 中部 山梨県 株式会社花田モータース 3090001007999 高齢化が進む商圏におけるサポカーやシニアカーのレンタル事業 山梨県商工会連合会

1264 R119110011 中部 山梨県 株式会社原工業所 7090001017400 モーター封止分野におけるプロセス改善および革新的技術の確立へ

1265 R119110012 中部 山梨県 赤池米穀店 無洗米機、色彩選別機導入による生産性向上と販路拡大計画 山梨県商工会連合会

1266 R119110015 中部 山梨県 株式会社信玄食品 5090001009119 山梨県産規格外フルーツを原料としたドライフルーツの開発

1267 R119110018 中部 山梨県 株式会社山内煙火店 9090001006211
国力アップ！国産花火玉製造販売拡大に向けた、玉貼り工程の自動化によ
る生産性向上事業

株式会社山梨中央銀行

1268 R119110019 中部 山梨県 有限会社名原 5090002009456 伝統工芸「甲州印伝」を用いたオリジナルソファの開発・製造 山梨県商工会連合会

1269 R119110020 中部 山梨県 株式会社シグマ技研 9090001001030 山梨県の都市計画道路整備における高度ＩＣＴ道路測量の実現とＤＸ化

1270 R119110021 中部 山梨県 株式会社ミクニ 3090002009771 環境性能、安全性、生産性向上に寄与する脱脂洗浄工程の実現

1271 R119110022 中部 山梨県 株式会社ちぼりスイーツパック＆サプライ 6021001068655 炭素生産性・生産性向上及び海外贈答需要等への対応強化 株式会社アカウティングプロ

1272 R119110023 中部 山梨県 株式会社いつみ家 7090001003425 枝肉で直輸入し日本国内で加工する「イベリコ豚ハム」の新商品開発 株式会社アクセルパートナーズ

1273 R119110024 中部 山梨県 有限会社相模鉄工所 5090002009654 丸形状加工品の納期短縮及び複雑形状の対応力向上への取り組み 株式会社やまと経営

1274 R119110025 中部 山梨県 株式会社ハッピーカンパニー 1090001009337 自動袋詰めシール機導入による省人化生産体制の構築 池田　哲郎

1275 R119110030 中部 山梨県 株式会社サイトー製作所 5090002012071 電動自動車の空調高性能化へ向けた部品小型化・高精度化の確立 山地　真吾
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1276 R119110032 中部 山梨県 有限会社深澤木工所 3090002002710
新型パネルソー導入による木工工程効率化を実現する中、新分野へ挑戦す
る

株式会社山梨中央銀行

1277 R119110036 中部 山梨県 まつき畳店 設備導入で畳製造を高速化　提案型営業で個人顧客の新規開拓に挑戦 株式会社シャイン総研

1278 R119110038 中部 山梨県 中沢歯科医院
地域に根ざした歯科医院によるインプラントに代わる革新的な治療サービス
の提供

株式会社リアルコンテンツジャパ
ン

1279 R119110040 中部 山梨県 株式会社中村商事 9020001062426 ワイン製造後の搾りカスの再利用（Ｒｅ－ｗｉｎｅ）

1280 R119110041 中部 山梨県 株式会社宮下測量 6090001006544 ３Ｄレーザースキャナー、ＵＡＶ導入による効率的な測量体制の構築 株式会社山梨中央銀行

1281 R119110042 中部 山梨県 株式会社ＲＳＳ 6090001013524 ＡＩ　ツールの導入による警備業の　ＤＸ　化

1282 R119110043 中部 山梨県 有限会社井上製作所 3090002009276 医療機器向けプラスチック射出成形の生産性向上および技術者の育成 株式会社山梨中央銀行

1283 R119110044 中部 山梨県 株式会社甲府コトブキ 3090001004864 乾式塗装ブースの導入・劇場椅子のグローバルサプライチェーンの再構築 青山　裕之

1284 R120110002 中部 長野県 ホンダヒロト製作所 ＥＶ車駆動力テストに使用するトルク変換器の増産対応 ひまわり経営サポート株式会社

1285 R120110003 中部 長野県 清和製作所 切削技術の高度化による小径部品の受注拡大計画 長野信用金庫

1286 R120110004 中部 長野県 株式会社ウィード 5100001026946 薄型・大型非磁性物質の加工内製化による短納期・低価格化の実現 株式会社八十二銀行

1287 R120110006 中部 長野県 株式会社丸眞製作所 4100001019760 熟練技能とデジタル技術を融合した新生産システム装置の開発 株式会社八十二銀行

1288 R120110009 中部 長野県 上田エンジニアリング株式会社 8100001011417 自動車部品用金型等の４軸加工実現による生産工程の刷新と高精度化 長野県信用組合

1289 R120110010 中部 長野県 株式会社アイ・プランニング 9100001000071 箔押の内製化による高級感あるパッケージ需要への対応と受注強化 株式会社ＩＳＴコンサルティング

1290 R120110011 中部 長野県 株式会社マエダ 3100001022740 県のリサイクル率向上に貢献！工程革新によるサービス体制強化！

1291 R120110012 中部 長野県 株式会社小松製作所 3100001013120 次世代農機・建機開発に対応した重要保安部品の生産プロセス構築 松本商工会議所

1292 R120110013 中部 長野県 有限会社山本商会 6100002005485 ＩＣＴ工事体制の構築による短納期の実現と人的資源の最適化 株式会社ＩＳＴコンサルティング

1293 R120110014 中部 長野県 アタゴシステム株式会社 5100001019999 環境調査機器製造工程の自動化による生産性向上と競争力強化
特定非営利活動法人諏訪圏もの
づくり推進機構

1294 R120110016 中部 長野県 合資会社渡辺家具店 8100003002950 加工工程の半自動化による生産性の向上と作業負担の軽減 株式会社八十二銀行

1295 R120110018 中部 長野県 れんがはうす株式会社 9100001003801 トンネルオーブン導入による生産性の改善と事業拡大 株式会社八十二銀行

1296 R120110020 中部 長野県 スマイル歯科クリニック 歯科技工所と連携したＤＸ推進による、高精度・短期間の補綴治療実現 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1297 R120110023 中部 長野県 伴野酒造株式会社 9100001007471 低アルコール純米生酒の醸造期間を延長し海外向け増産体制を構築
一般社団法人佐久産業支援セン
ター

1298 R120110024 中部 長野県 善美歯科 デジタル技術を活用した補綴治療・噛み合わせ治療の実現 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1299 R120110025 中部 長野県 木本歯科 高齢者医療の新たなる治療体制の構築と効率化

1300 R120110030 中部 長野県 平和特殊鋼材株式会社 6100001019742
半導体検査装置等の需要拡大に対応する研磨加工プレートの高精度化及
び安定供給体制の構築

長野県信用組合

1301 R120110031 中部 長野県 株式会社沓掛工業 9100002013849
厚板及びパイプ加工能力の獲得と属人化からの脱却による持続可能性の強
化

株式会社ゼロプラス

1302 R120110032 中部 長野県 有限会社小泉工業 2100002013987 生産工程自動化による生産性向上と熟練工による精密加工体制の構築 株式会社八十二銀行

1303 R120110033 中部 長野県 有限会社新井造園 2100002038662 廃材を有価物へ転換し顧客満足度を向上させる循環型社会促進事業 株式会社八十二銀行

1304 R120110034 中部 長野県 丸和木材有限会社 9100002008849 規格外木材の加工体制整備と加工プロセスの生産性向上

1305 R120110036 中部 長野県 株式会社上林ニット 2100001035116 独自製法を活用したローゲージニット製品の生産力増強 株式会社八十二銀行

1306 R120110037 中部 長野県 株式会社マテリアル白馬 4100001017599 新型破砕機導入による骨材品質向上および生産ラインの効率化計画 株式会社八十二銀行

1307 R120110041 中部 長野県 平沢土建株式会社 4100001014431 ＩＣＴ施工に対応した土木・災害復旧工事プロセスの業務改善化事業
ＴＭ人事労務コンサルティング株
式会社

1308 R120110042 中部 長野県 株式会社青木機械 1100001004047
医療機器産業に貢献する透析装置部品の高精度化および新たな供給体制
の構築

株式会社八十二銀行

1309 R120110043 中部 長野県 春日井クローム工業有限会社 4100002031104 制御盤装置導入による加工技術を生かした生産性向上への取り組み 株式会社八十二銀行

1310 R120110046 中部 長野県 ウォッサン貿易株式会社 3100001003880 鉄筋挿入工事への進出に伴う法面工事の一貫受注体制構築 株式会社長野銀行

1311 R120110048 中部 長野県 株式会社イシワタグラフィックス 3100001006033
カスタムカラーのデータベース化とロボット化による、品質と生産性の高い
パッケージ製造工程の構築

株式会社ＩＳＴコンサルティング

1312 R120110049 中部 長野県 株式会社ＴＭマテリアル 2100001020258
高精度高効率マシニング加工技術の習得による高付加価値超精密プレート
の事業化

1313 R120110050 中部 長野県 株式会社キック 5100001011717 ＤＸ導入と脱炭素の取組を開始する革新的試作ライン構築事業 長野県信用組合

1314 R120110051 中部 長野県 有限会社座間製作所 1100002014103 研磨工程の自動化による革新的な生産プロセスの再構築事業

1315 R120110052 中部 長野県 合資会社山万加島屋商店 3100003002591 製品力強化、内製化による顧客満足度向上のための補助事業 株式会社八十二銀行

1316 R120110055 中部 長野県 株式会社柳原製作所 1100001011118
一点物（多品種少量型）生産プロセスのＩｏＴ化とバリューチェーン全体のＤＸ
による効率経営の実現

株式会社八十二銀行

1317 R120110056 中部 長野県 株式会社北川製菓 9100001021191 ゼッポリーネ製造工程に於ける省人化実施による生産効率の向上

1318 R120110057 中部 長野県 有限会社有賀ミクロ精機 6100002029641 ＮＣ複合機の導入により長物加工品や両側同時加工品の量産体制構築 茅野商工会議所

1319 R120110059 中部 長野県 亜細亜印刷株式会社 4100001000101 印刷欠陥に関する革新的発生予防技術の開発

1320 R120110062 中部 長野県 株式会社内田重建 7100001000338 大型クレーン導入による災害復旧工事体制の確立と地域貢献事業 長野信用金庫

1321 R120110065 中部 長野県 株式会社横沢麺業 3100001034397 個包装・冷凍耐性生めんの開発と製麺ライン自動化で非対面販売対応強化 中田　麻奈美

1322 R120110067 中部 長野県 株式会社中村商店 4120001024718
高付加価値！安曇野のおいしい水で作るコールドブリュー珈琲で売上拡大
を狙う

兼本　宗徹

1323 R120110069 中部 長野県 シナノカメラ工業株式会社 3100001013194
ＩＭＴ実装と検査の内製化でエネルギー使用効率向上と事業領域の拡大を図
る

1324 R120110071 中部 長野県 株式会社アクロス 3100001009011 最新式測量ドローン導入による地形測量プロセスの改善および生産性向上 税理士法人成迫会計事務所

1325 R120110072 中部 長野県 株式会社ジオヒルズ 4100001029405
自動滓下げ装置導入によるスパークリングワイン及びシードルの生産効率
の向上

株式会社八十二銀行

1326 R120110077 中部 長野県 株式会社豊田ダイカスト 6100001018505 重要製品の変化に対応するための製造工程の革新

1327 R120110078 中部 長野県 北信地域材加工事業協同組合 2100005001485 羽柄加工機の導入による新生産システム構築と付加価値向上 長野県中小企業団体中央会

1328 R120110080 中部 長野県 株式会社山口電機 2100001008278 自動搬送装置を用いた製造工程の抜本的改革 株式会社八十二銀行

1329 R120110085 中部 長野県 株式会社長野サイン 9100001021869 作業効率５０％短縮を目標とした加工システムのＤＸ事業 株式会社八十二銀行

1330 R120110086 中部 長野県 株式会社征矢製作所 8100001019600 短納期・高精度実現に向けた立形マシニングセンタ導入計画 株式会社八十二銀行

1331 R120110087 中部 長野県 有限会社藤むら 3100002021337 老舗菓子店ヒット商品の機械導入による生産性向上と販路拡大 株式会社八十二銀行

1332 R120110088 中部 長野県 株式会社栗庵風味堂 1100001005805 老舗栗菓子店の挑戦！地元フルーツと和菓子の融合 株式会社八十二銀行

1333 R120110089 中部 長野県 株式会社不二精密製作所 6100001018612
最新テクノロジーの活用による加工技術の開発および生産性向上による人
員不足解消、収益力向上

株式会社八十二銀行
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1334 R120110092 中部 長野県 株式会社オカモエンジニアリング 3100001006933 作業工程改善による売上増加と社内体制の整備、新規雇用の拡大 株式会社八十二銀行

1335 R120110093 中部 長野県 株式会社もりだくさん 3100001029273
廃棄リンゴを活用した健康食品開発による農家支援と消費者ニーズへの対
応

飯田信用金庫

1336 R120110095 中部 長野県 佐久プロパンガス協同組合 5100005002935 プロパンガス充填合理化システム導入による生産性向上

1337 R120110096 中部 長野県 株式会社川上 4100001028506
ＰＲＯ－ＥＹＥおよびスーパー繊維ロープウインチ付プロセッサ導入による木
材生産プロセスの革新

1338 R120110097 中部 長野県 株式会社まちノベイト 8100001026225 オンラインガイドプラットフォームの開発

1339 R120110098 中部 長野県 内山建築 建設用アタッチメント導入による造成工事の効率化と新規工事の受注 飯田信用金庫

1340 R120110099 中部 長野県 エヌ・エス・エス株式会社 6100001022275 デジテル技術活用による調達業務プロセスの変革

1341 R120110100 中部 長野県 北村機電株式会社 3100001018986 加工機の効率化による製品付加価値の向上化と作業の属人化対策 茅野商工会議所

1342 R120110101 中部 長野県 飯田ポリッシング株式会社 4100001031419 ドローンを活用したインフラ点検と農薬散布の代行サービス 株式会社八十二銀行

1343 R121110001 中部 岐阜県 株式会社太昴産業 5200001018306 建設現場の生産性向上・安全性向上を目的としたＩＣＴ建機の導入 東濃信用金庫

1344 R121110002 中部 岐阜県 プリンテク株式会社 7200001004618
スポーツウェア需要拡大に貢献するシリコン加工技術を生かした服飾部材製
品の高度化計画

岐阜信用金庫

1345 R121110003 中部 岐阜県 ヨシテク工業株式会社 8200001016249 レーザ加工機導入による一次加工の内製化

1346 R121110004 中部 岐阜県 株式会社佐藤製作所 5200001007119 食品加工機械に求められるドロス除去工程の品質・生産性の実現 株式会社市岡経営支援事務所

1347 R121110006 中部 岐阜県 株式会社ナカジマ 2200002011056 ＩＣＴ建機の導入により若手を活用し地方の土工現場の生産性を改善する。 羽根田　隆弘

1348 R121110007 中部 岐阜県 株式会社恵山工業 7200001023345 熟練技術と切断、溶接工程への新設備導入による生産性向上の実現 株式会社十六銀行

1349 R121110009 中部 岐阜県 森鉄筋株式会社 1200001014374 曲げ加工自動化による地域再開発需要における太物加工ニーズへの対応 株式会社アカウティングプロ

1350 R121110010 中部 岐阜県 株式会社ＪＵＳＴ・Ｒ 5200001024650
新型コロナに対応しつつ密の回避、感染リスク低減により生産性の向上から
賃金ベースアップ事業

1351 R121110011 中部 岐阜県 株式会社ヤシマ 5200001007597 革新的複合材製大腿骨骨折治療具の生産能力向上

1352 R121110012 中部 岐阜県 株式会社ハイテックレジン 9180001067426 受発注業務及び生産プロセスのＩＴ化

1353 R121110014 中部 岐阜県 株式会社かのう 8200001016471 五輪効果で国内外が注目「独自製法による鯛焼の生産性向上計画」 坪井　亮

1354 R121110018 中部 岐阜県 株式会社樋口製作所 7200001007447 金型設計支援ソフト導入による生産性向上と商圏拡大

1355 R121110019 中部 岐阜県 株式会社伊藤紙器 7200001000352 新設備と自社ノウハウによる新パッケージ紙器生産プロセスの確立 新山　寛晃

1356 R121110023 中部 岐阜県 株式会社イデア 3200001010520 オリジナル印刷の事業化による付加価値創出 廣瀬　陽介

1357 R121110025 中部 岐阜県 薮田精密株式会社 3200001008845 ロータリー平面研削盤の導入で研削工程を改善し、取引先の要求に応える 岩本　秀巳

1358 R121110026 中部 岐阜県 相地工業株式会社 9200001035248 作業時間低減及び手作業工程廃止を実現する半自動設備導入事業 関信用金庫

1359 R121110027 中部 岐阜県 たなかファミリー歯科
精神鎮静根管治療等の診療プロセス改善を図るデジタル運用及びデータ連
携体制の構築

株式会社十六銀行

1360 R121110030 中部 岐阜県 株式会社アドバンテックマルダイ 2200001017467 次世代を担う高硬度軽量資材を使用した新たな部品製造への挑戦 岐阜県商工会連合会

1361 R121110031 中部 岐阜県 株式会社新巧製作所 4200001032489 設備投資による銅合金切削加工の生産性向上と環境問題への取組み 岐阜県商工会連合会

1362 R121110032 中部 岐阜県 有限会社大福工業 5200002013735 機会損失軽減のためのショットブラスト導入事業

1363 R121110033 中部 岐阜県 株式会社上野産業 4200001024395 廃棄木材から作る環境に優しい木質バイオマス燃料の生産性向上 岐阜信用金庫

1364 R121110034 中部 岐阜県 株式会社ライフサポート 3200001033307
歯科技工物のＷＥＢ受発注体制の構築と高難易度治療に必要な付加価値
の高い歯科技工物の受注体制を整える。

1365 R121110036 中部 岐阜県 エレネ株式会社 1180001110283 縮小するマスク市場で力強く成長！生産性向上で更に競争力強化！ 篠田　陽子

1366 R121110037 中部 岐阜県 稲川精工 刃物の研磨技術高度化による難削材へのチャレンジと生産性向上 岐阜県商工会連合会

1367 R121110038 中部 岐阜県 株式会社プラズマ総合研究所 5180001090514 超硬合金のアトム窒化法による高硬度化処理法の開発

1368 R121110039 中部 岐阜県 有限会社野沢製作所 8200002007973 加工精度・生産性の強化で高付加価値な高級包丁部品の受注拡大 株式会社市岡経営支援事務所

1369 R121110040 中部 岐阜県 株式会社キング印刷紙工 6200001017843 極小ロットのパッケージ受注に応えられる生産体制実現による生産性向上

1370 R121110044 中部 岐阜県 三郷陶器株式会社 8180001079546 高齢者と障がい者の雇用創出と陶磁器鋳込み事業

1371 R121110045 中部 岐阜県 株式会社ケイビーフォーム 2200001007071 セキュリティー印刷進出によるビジネスフォーム印刷事業の拡大

1372 R121110047 中部 岐阜県 クリアライト工業株式会社 2200001019769
分析機器（特殊部品仕様）導入による分析時間の飛躍的改善と分析者の負
担軽減

関信用金庫

1373 R121110051 中部 岐阜県 有限会社マルイ鈑金 8200002017287 水性塗料への需要増加に対応する鈑金塗装事業 稲山哲智

1374 R121110052 中部 岐阜県 株式会社シラカワ 2200001024884 飛騨の家具製造技術でワーキングスペースを彩る長尺ＮＣ加工革新

1375 R121110053 中部 岐阜県 有限会社ティム 6200002009914
アフターコロナにおけるファッションのカジュアル化進行に対応する生産性向
上計画

岐阜信用金庫

1376 R121110054 中部 岐阜県 株式会社美濃重機 3200001019677 生産設備等のデジタル化に向けた短納期での移設ノウハウの構築 関信用金庫

1377 R121110055 中部 岐阜県 美濃窯業株式会社 5200001021920
耐火物製品の熱処理効率化による炭素生産性向上を達成するための設備
導入計画

1378 R121110056 中部 岐阜県 有限会社佐藤鉄工所 9200002018714 独自治具を活用した段取時間短縮とＣＡＤ／ＣＡＭ導入における生産性向上 関信用金庫

1379 R121110060 中部 岐阜県 株式会社ティースクリエイトナガナワ 5200001031606 無医地域への訪問診療にも対応するデジタル生産体制の構築 アイアンドアイ株式会社

1380 R121110061 中部 岐阜県 有限会社コバヤシヒーテイング 5200002018692 製品品質の均一化及び納期短縮に係る前工程内製化事業 関信用金庫

1381 R121110063 中部 岐阜県 建築板金　岸本工業 動力折曲機等の導入により板金加工のＱＣＤ向上の実現事業

1382 R121110065 中部 岐阜県 有限会社佐々工業所 5200002017026
内燃機関用試作・開発実験用小ロット特注製品から　半導体製造装置用サ
プライヤー事業への挑戦

中川　晋輔

1383 R121110066 中部 岐阜県 株式会社鷲見建設 3200001010314 ＩＣＴ施工の活用による熟練技術者に依存しない業務プロセスの確立 岐阜県商工会連合会

1384 R121110067 中部 岐阜県 株式会社コーテック 8200001016843 マシニングセンタ導入による半導体向け製品における生産工程改善 小倉　裕樹

1385 R121110068 中部 岐阜県 株式会社からっぽ 9200001032724 画像認識技術によるエアコン工事の自動段取り・見積システム構築 伊藤　智史

1386 R121110069 中部 岐阜県 株式会社レミックマルハチ 6200001019716 生コンクリート製造業界でのＬＴＥ通信を用いた遠隔操作システム

1387 R121110071 中部 岐阜県 ３ＤＩＣｏｎｃｅｐｔ株式会社 4200001038841 試作容器の品質向上・短納期・低コスト化を図る製作プロセス改善 東濃信用金庫

1388 R121110072 中部 岐阜県 株式会社アイテックラボ 1200001027426 被験物質の機能性・有害性に関する革新的解析評価サービスの開発

1389 R121110074 中部 岐阜県 有限会社山王動物病院 5200002026357 動物用ＣＴ導入による、地域初の高度医療体制の構築 飛驒信用組合

1390 R121110075 中部 岐阜県 三和産業株式会社 8180001134375 ＰＥペレット生産の事業化によるＳＤＧｓへの適合 廣瀬　陽介

1391 R121110076 中部 岐阜県 株式会社芝製作所 6200001002515 車体用部品の量産化迄の期間短縮に貢献する金型玉成工程の高度化



No 受付番号 ブロック 都道府県名 商号又は名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

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１１次締切

採択案件一覧　一般型（2,786者）

1392 R121110077 中部 岐阜県 有限会社長屋自動車 1200002009662
サポカー・自動運転車時代の新たな自動車修理技術への早期対応によって
生産性と収益向上・ＳＤＧ’ｓの両立を図る

1393 R121110078 中部 岐阜県 株式会社花井金型製作所 8200001017255 ＣＡＤ／ＣＡＭ導入により製品精度及び生産性を向上させる計画

1394 R121110079 中部 岐阜県 株式会社仙石 9200001008947 ＣＮＣ旋盤導入による生産ライン自動化の取組 小倉　裕樹

1395 R121110080 中部 岐阜県 株式会社スパークル 1200001008426 工場内仕分け作業の自動化・自動集合包装化による生産性向上

1396 R121110082 中部 岐阜県 株式会社横山製作所 9200001007627 平行２スピンドルＣＮＣ旋盤導入による生産工程の高度化 小倉　裕樹

1397 R121110083 中部 岐阜県 株式会社中央物産 4200001023414
ＤＸ実現の取り組みとして、生産実績収集システムの導入により、全業務の
全体最適化を図ること。

1398 R121110084 中部 岐阜県 デンタルラボレゴリス 匠の技工を後世に。コーヌスデンチャーのデジタル工程への挑戦 アイアンドアイ株式会社

1399 R121110085 中部 岐阜県 有限会社シンコー精器製作所 2200002018068 当社独自の振動切削技術の構築による難加工・高精度部品市場への進出 株式会社エコ・ブレーンズ

1400 R121110086 中部 岐阜県 デンタルラボイトー
最新ミリングマシン・シンタリングファーネスを活用したデジタル歯科技工物
製作の実現

株式会社ＫＳビジネスコンサル
ティング

1401 R121110087 中部 岐阜県 株式会社伊藤食品 3200001000356 顧客ニーズ対応と業務平準化につながるレトルト製品製造改革 虫鹿　真司

1402 R121110088 中部 岐阜県 柏木工株式会社 9200001024762 市場ニーズの高度化に対応する高レベルの生産工程の自動化 岐阜県商工会連合会

1403 R121110089 中部 岐阜県 株式会社ＨｉｇｈｌａｎｄＦａｒｍ東濃 4200001023174 日本で初めて国産養殖エビによる冷凍エビ餃子の量産・販売体制を確立
ＨＴＭコンサルティンググループ
株式会社

1404 R121110090 中部 岐阜県 ふかがや眼科
ダイオードレーザー検眼鏡を中心として糖尿病網膜症の検査体制をデジタル
化し失明の回避を確実に

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1405 R121110091 中部 岐阜県 株式会社イワビシ 3200001023605 ダイカストマシンとロボットによるダイカスト工程の自動化導入

1406 R121110093 中部 岐阜県 各務工業所
最新型三次元座標測定機導入による検査精度向上とスピードアップの両立
及び生産性向上

中津川商工会議所

1407 R121110095 中部 岐阜県 株式会社ドゥウェル 8200001033707 調剤の機械化で薬剤師の業務効率改善による生産性向上

1408 R121110097 中部 岐阜県 三承工業株式会社 8200001008171 Ｚ世代向け新商品提供における、チャットポットシステム導入

1409 R121110098 中部 岐阜県 株式会社小椋クロージング 6200001019014 「日本製」が持続的に作れる会社　企画生産販売体制の強化 美濃商工会議所

1410 R122110001 中部 静岡県 株式会社セイショー 9080101016383 継手工法の導入による、空調配管工事の施工性の向上と省略化の実現 富士信用金庫

1411 R122110003 中部 静岡県 株式会社駿河調査設計 7080101004126 ドローン３次元レーザースキャナの導入による測量設計業務の効率化 駒田　裕次郎

1412 R122110007 中部 静岡県 有限会社豊山デンタルラボラトリー 9080102007225 新型ＣＡＤ／ＣＡＭ機器の導入によるジルコニア製補綴物の完全内製化 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1413 R122110008 中部 静岡県 株式会社オートヨ 9080401002934 車輌カスタマイズおよび車検における納期短縮のための作業効率改善事業 浜松磐田信用金庫

1414 R122110009 中部 静岡県 井山工作所有限会社 7080102009512 半導体製造装置関連部品の高精度化への対応及び製造工程の確立 株式会社静岡銀行

1415 R122110011 中部 静岡県 株式会社村松鋳造所 6080401005394 「砂型鋳造」というニッチな分野で静岡県トップクラスの技術確立 浜松磐田信用金庫

1416 R122110013 中部 静岡県 株式会社フジマシン 3080101009533 デジタル機器導入で革新的固定方法である自社製品の実用化を促進

1417 R122110015 中部 静岡県 株式会社Ｃ２・ＢＩＳＥＮ 8080101017572 画期的なプロテクションフィルム施工の本格展開 松井　洋治

1418 R122110017 中部 静岡県 株式会社メークリヒカイト 3080401025461 自社フリーズドライ加工体制の構築によるイチゴの通年販売の実現 静岡県商工会連合会

1419 R122110018 中部 静岡県 ツイキ歯科医院 最新の歯科デジタル技術を活用した歯科治療工程の変革

1420 R122110019 中部 静岡県 有限会社栩木シャーリング 3080402005495 超高張力鋼に対応したシャーリング生産体制の構築 浜松磐田信用金庫

1421 R122110020 中部 静岡県 株式会社三光 4080401016328 廃アルミサッシのリサイクルライン高度化による高純度アルミ素材の製造 協同組合さいたま総合研究所

1422 R122110021 中部 静岡県 小林食品株式会社 1080001014817
世界中の日本料理店が求めている常温保管が可能な無菌充填液体ダシ生
産能力向上計画

株式会社静岡銀行

1423 R122110023 中部 静岡県 有限会社中央シート 7080402017520 高耐久・高防水化による付加価値向上のための新型溶着機導入 島田掛川信用金庫

1424 R122110024 中部 静岡県 有限会社サクラデンタルラボラトリー 1080102013973 完全データ化による歯科技工体制の確立 株式会社静岡銀行

1425 R122110026 中部 静岡県 永野精工 ワイヤー放電加工機の導入による金型スライド部品製造工程の確立 ひまわり経営サポート株式会社

1426 R122110027 中部 静岡県 日本物流株式会社 8080001016666 放置竹林を資源化する有機農法用途「乳酸発酵竹粉」製造販売 島田掛川信用金庫

1427 R122110030 中部 静岡県 株式会社伏見鉄工所 6080001009060 ＥＶ用モーターの自動組立装置に搭載する産業用ロボットの部品試作

1428 R122110031 中部 静岡県 株式会社伊豆工機 5080101005217
灼熱の鋳造現場に安全・安心を！！　トリミング作業をロボットハンドで自動
化

株式会社コムラッドファームジャ
パン

1429 R122110032 中部 静岡県 桜屋 正ピロー包装機の導入における生産性の向上 株式会社清水銀行

1430 R122110033 中部 静岡県 市川ルーフテック株式会社 7080001018374 板金工事における動力折曲機の導入による生産性の向上 辻　拓真

1431 R122110034 中部 静岡県 村越農園 料理人絶賛「村越筍」の旬の味覚を常時提供する新サービスの構築 静岡県商工会連合会

1432 R122110036 中部 静岡県 株式会社アイ・ケイ 6080101011965 使用材を銅からアルミ等に転換する混流生産・異種金属加工の確立 富士宮商工会議所

1433 R122110037 中部 静岡県 篠ケ瀬工業株式会社 6080401009726 ピストンの高精度加工安定化による検査数削減と生産効率向上

1434 R122110038 中部 静岡県 株式会社丸紅 1080001013298 点群データを活用した、ＩＣＴ技術の導入によるサービス展開 島田掛川信用金庫

1435 R122110040 中部 静岡県 株式会社ハイブリッド 1080101006061
高品質車載フィルムコンデンサ製造治具の開発による電気自動車産業への
参入

三島信用金庫

1436 R122110041 中部 静岡県 有限会社三光紙業 5080002017550 デジタル製函機の導入により複雑かつ高付加価値の段ボール箱を製造 静清信用金庫

1437 R122110042 中部 静岡県 有限会社ハマナ部品製作所 1080402006529 スプライスプレート製造における生産性の向上 遠州信用金庫

1438 R122110044 中部 静岡県 有限会社片山食品 2080002009600 独自の地産地消型の食品加工製品製造強化のための生産性向上と自動化 株式会社清水銀行

1439 R122110045 中部 静岡県 三成木業
高度な品質要求に対応した木工製品の需要増加に対応した製造プロセス改
善と自動化

株式会社清水銀行

1440 R122110047 中部 静岡県 戸田眼科医院 次世代超音波白内障手術装置導入による生産性・安全性の革新計画 補助金活用支援会合同会社

1441 R122110048 中部 静岡県 株式会社愛栄警備 7080101020247 警備業・建設業で働く女性を応援　快適トイレカーの製造販売 補助金活用支援会合同会社

1442 R122110051 中部 静岡県 芹澤歯科医院 デジタル技術活用による矯正治療体制の確立 株式会社静岡銀行

1443 R122110052 中部 静岡県 マーブ工業株式会社 3080001009154 金属表面の脱脂処理における洗浄工程自動化による競争力強化

1444 R122110053 中部 静岡県 株式会社中野機工 9080101012028 旋削加工機導入による品質安定、工程見直しと設計ノウハウ蓄積 富士宮信用金庫

1445 R122110054 中部 静岡県 有限会社市川酸素 4080102000341 ＩＴシステムを活用した新たな非接触型の産業用備品の販売スタイル確立 株式会社清水銀行

1446 R122110055 中部 静岡県 有限会社鈴木精工 1080002013693
自動制御による高精度加工技術を活用した丸物形状加工品の精度向上お
よび短納期の実現

島田掛川信用金庫

1447 R122110056 中部 静岡県 有限会社棗組 3080102007288 災害対策工事の掘削用土留め工法の実現と、掘削工事の効率の増大 静岡県商工会連合会

1448 R122110057 中部 静岡県 そのだ歯科 高齢者患者の身体的負担低減のための歯科治療体制の確立 株式会社静岡銀行

1449 R122110058 中部 静岡県 井上玩具煙火株式会社 6080001012907 独自の立体造形高級手持ち花火の製造環境の構築 株式会社静岡銀行
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1450 R122110059 中部 静岡県 株式会社オギ 3080101011324 従来の金型システムを高度化した生産体制の構築
公益財団法人静岡県産業振興財
団

1451 R122110061 中部 静岡県 株式会社芳和建設工業 1080401011190 鋼材の自動切断及び曲げの一貫工程化による生産性の向上 浜松磐田信用金庫

1452 R122110062 中部 静岡県 株式会社エヌティシー 8080001007698
避難所の「発災直後」と「滞在長期化」の課題を解決した防災簡易テントの開
発と技術継承の加速化事業

しずおか焼津信用金庫

1453 R122110063 中部 静岡県 株式会社ＮｏｖａＥｒａＤｅｓｉｇｎ 9080101022464 横断幕の印刷内製化とトータルデザインを活かしたトートバック製作販売 沼津信用金庫

1454 R122110065 中部 静岡県 有限会社東海技術 2080102011126 溶接技術を強みとした大型生産用機械等の長尺鋼材加工の進出 静岡県商工会連合会

1455 R122110067 中部 静岡県 株式会社魚あら 3080401006263 魚あらブランドを打ち出した冷凍食品市場への参入 株式会社静岡銀行

1456 R122110068 中部 静岡県 ヤマゴ　松永農園 中山間地における茶業経営持続に向けた管理機アタッチメント開発

1457 R122110069 中部 静岡県 株式会社エヌケイスリー 6080001012329
大形看板印刷における従来型シート印刷からの脱却を目指したダイレクトＵ
Ｖ印刷への高度化

しずおか焼津信用金庫

1458 R122110070 中部 静岡県 株式会社サインアートツカ 9080001018059 異物混入排除によるカーラッピング性能の向上 静岡県商工会連合会

1459 R122110076 中部 静岡県 サンコー精産株式会社 9080001013051 高精度な金型の製造「精度１ミクロンへの挑戦」 島田掛川信用金庫

1460 R122110078 中部 静岡県 有限会社ホリ・ボーリング 7080002018217 頻発する土砂災害防止のための集排水ボーリング工事の高度化 しずおか焼津信用金庫

1461 R122110079 中部 静岡県 合資会社堀野紙工 1080103000657
脱プラスチックに対応した帯封テープ等のスリット加工における生産性・品質
向上計画

株式会社静岡銀行

1462 R122110080 中部 静岡県 株式会社山十佐野製作所 1080101009898 ＣＮＣプラズマ切断でプラント補修部品の超短納期化を図る事業 三島信用金庫

1463 R122110082 中部 静岡県 有限会社エムケイテクノ 8080102009692 極小電子部品のワンストップサービスの確立

1464 R122110084 中部 静岡県 株式会社アートデンタルラボラトリー 5080102019232 「完全デジタル化・内製化」歯科技工所体制構築による地域貢献 株式会社静岡銀行

1465 R122110086 中部 静岡県 株式会社ペ・ド・ノンヌ 8080101020287 機械化とデジタル技術を活用した製造工程の自動効率化の実現 山田　盛史

1466 R122110087 中部 静岡県 株式会社サンオーネスト 7080101002047 包餡設備導入による新商品開発 株式会社イワサキ経営

1467 R122110088 中部 静岡県 松浦食品有限会社 4080002014730 梱包ライン増設による効率改善を通じた持続可能な製造体制の確立 島田掛川信用金庫

1468 R122110090 中部 静岡県 協同組合ソイックス 7080405000481 内視鏡検査用マスクの製造における不織布の抜き打ち工程の確立 浜松磐田信用金庫

1469 R122110092 中部 静岡県 株式会社ナカヤ 5080402021706 大型ＭＣバックホウ導入による販路開拓事業

1470 R122110093 中部 静岡県 静岡製罐有限会社 2080002003132 缶製造工程の自動化・シームレス化による生産性の向上 静清信用金庫

1471 R122110096 中部 静岡県 株式会社クリエイティブ・システム 3080401012807 スパイラル形状のグラウンド「Ｇマーカー」の開発 浜松商工会議所

1472 R122110097 中部 静岡県 安田製菓株式会社 5080101012907 最新型自動包装機導入による生産効率改善と顧客ニーズへの対応 株式会社静岡銀行

1473 R122110098 中部 静岡県 アオシマデンタルラボラトリー 生体親和性が高く、患者にも歯科医療にも優しいチタン製補綴物の製造 島田掛川信用金庫

1474 R122110099 中部 静岡県 ナカダ食品 ４層多加水麺の開発による販路開拓 静岡県商工会連合会

1475 R122110103 中部 静岡県 有限会社宇佐美製作所 4080102013418 生産性を向上する高効率製紙機械部品の生産体制構築
株式会社コムラッドファームジャ
パン

1476 R122110105 中部 静岡県 有限会社元気食品 4080402002748
中小規模の小売・飲食店の商品開発をコーディネートするＯＤＭ製造体制の
構築

株式会社静岡銀行

1477 R122110106 中部 静岡県 黒木歯科診療所 地域に密着した歯科診療のデジタル化とスポーツ歯科体制の構築 株式会社静岡銀行

1478 R122110108 中部 静岡県 合同会社ケーツーリンク 4080403003415
全自動分包機および自動鑑査機導入による薬剤師の生産性を向上させ、在
宅医療を強化する

株式会社静岡銀行

1479 R122110110 中部 静岡県 オガワデンタルラボ 歯科技工にデジタル技術を導入し義歯製作の生産性向上を図る 静清信用金庫

1480 R122110111 中部 静岡県 株式会社ジャクソン 7080001002147 クラウドＢｔｏＢ受発注システム構築による生産性向上と営業活動強化 静清信用金庫

1481 R122110112 中部 静岡県 有限会社アルジス 9080402018541 化繊カーテン形態安定加工機を用いた社内一貫製造体制の確立 静岡県商工会連合会

1482 R122110113 中部 静岡県 尾崎歯科医院
デジタル可視化技術を用いた根管治療プロセス改善による地域歯科ニーズ
への対応事業

浜松磐田信用金庫

1483 R122110114 中部 静岡県 稲葉工業 人力と重機を合わせた新たな工程による解体作業効率の向上 静岡県商工会連合会

1484 R122110115 中部 静岡県 株式会社パネックス 6010001221415 自動接着装置の導入による複合パネル製造工程の高度化

1485 R122110116 中部 静岡県 株式会社アイドラッグ 8080001018365 「かかりつけ薬局の機能強化に向けた業務プロセスの革新 静清信用金庫

1486 R122110117 中部 静岡県 株式会社カネヨシ水産 2080001014733 歩留まりに優れた自動活饅割き機の共同開発と導入による生産性向上 島田掛川信用金庫

1487 R122110118 中部 静岡県 株式会社エヌアールエス 6080401016466 高精度測定機による生産効率の向上と測定委託事業への参入 税理士法人ヤマダ会計

1488 R122110119 中部 静岡県 ヴェルト工業株式会社 8080401011928 加工条件のデータベース化による作業標準化の実現 株式会社静岡銀行

1489 R122110121 中部 静岡県 有限会社ヤシの実どうぶつ病院 5080102011882 人と動物の負担軽減に寄与する新たな動物白内障手術の提供 沼津信用金庫

1490 R122110122 中部 静岡県 株式会社マルヨシ加工 1080001015947
ハーネス部品の製造から検査・梱包・保管・出荷までワンストップで請け負い
付加価値を向上させる

加藤　祐輔

1491 R122110123 中部 静岡県 いで歯科医院 Ｅｒ：ＹＡＧレーザーと半導体レーザーの併用による革新的外科治療の提供

1492 R122110124 中部 静岡県 有限会社加納製作所 1080102013684 ＥＶ生産用「パッキン通し治具」の生産による経営課題解決事業
株式会社コムラッドファームジャ
パン

1493 R122110125 中部 静岡県 株式会社杉山製作所 2080401006215 破砕能力を向上させるための試作開発と生産効率化 静岡県商工会連合会

1494 R122110128 中部 静岡県 有限会社東新熱理工業所 1080002016060
船舶エンジンのディーゼルからガスへの転換に伴うエンジン配管のメタルラッ
キング仕様の高度化

しずおか焼津信用金庫

1495 R122110129 中部 静岡県 コスモケミカル株式会社 8080101008506 苛性ソーダ希釈システム導入よる付加価値の向上と新規顧客の獲得 静岡県商工会連合会

1496 R122110131 中部 静岡県 静和工業株式会社 5080001002504
ＩＣＴ活用工事への対応を図るデジタル技術習得による業務プロセスの高度
化

静清信用金庫

1497 R122110132 中部 静岡県 小児歯科よしいけ 小児歯科専門治療のデジタル化・感染症リスク低減のための取組み

1498 R122110133 中部 静岡県 有限会社さかな家物産店 3080402003202
フードロス削減とセントラルキッチン化を冷凍技術導入により実現し生産性向
上を図る

遠州信用金庫

1499 R122110135 中部 静岡県 ちはる歯科 炭素生産性の向上を伴った革新的な遠隔診療体制の構築

1500 R122110136 中部 静岡県 有限会社遠江自動車 2080402005414 大型車の燃費向上にアライメントからアプローチする取組み 遠州信用金庫

1501 R122110137 中部 静岡県 株式会社グローバルエナジー 9010001077243 高効率なマイクロ風車の普及に繋げる多段式風車翼の開発と内製化

1502 R122110138 中部 静岡県 トミタメタルテック株式会社 1080001020550 ボトルネック工程を解消し、生産性向上を図る 静清信用金庫

1503 R122110140 中部 静岡県 株式会社Ｅ－ＣＯＮ 1080001019023 戸建住宅向け地震計及び建物健全性評価システムの開発 しずおか焼津信用金庫

1504 R122110141 中部 静岡県 株式会社建装 3080001001367 アスベストを安全・迅速にワンストップで処理できる体制への高度化 しずおか焼津信用金庫

1505 R122110142 中部 静岡県 株式会社栗原商店 5080101005522
従来品と新しい食物繊維から新商品を開発し、売上の安定化と顧客の健康
増進を図る事業計画

1506 R122110143 中部 静岡県 有限会社バオバブ 3080402017615 高精度ＣＡＤ／ＣＡＭシステムの導入による歯科技工技術の高度化 株式会社静岡銀行

1507 R122110145 中部 静岡県 有限会社鈴昭技研 6080402022117 自動ロー付機導入による高付加価値チップソーの開発と生産体制の構築 天野　敏彦
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1508 R122110146 中部 静岡県 株式会社ムラックス 6080401005386 高性能ベンダー導入と基幹システム連携による高効率板金工場の実現 浜松商工会議所

1509 R122110147 中部 静岡県 有限会社清風園 6080402017884 燃料の転換による省エネ・脱炭素の実現と荒茶品質の向上 島田掛川信用金庫

1510 R122110149 中部 静岡県 株式会社山口製作所 6080101001941 リアルタイムサプライチェーン体制の構築 株式会社アカウティングプロ

1511 R122110153 中部 静岡県 恵愛歯科医院 労働生産性の向上と感染対策の徹底による医院のブランド強化

1512 R122110155 中部 静岡県 丸由　富田園 過熱蒸気の活用による蒸し工程の改善 島田掛川信用金庫

1513 R122110156 中部 静岡県 株式会社フィトメトリクス 7080401024113 農業データ収集用ロボット開発による自動化の実現 株式会社静岡銀行

1514 R122110157 中部 静岡県 杉本機工有限会社 5080002013673 高硬度な焼入ステンレス鋼の高精度・高効率な加工への取り組み 島田掛川信用金庫

1515 R122110158 中部 静岡県 株式会社アルトス 4080001016232 原料麦の保管条件の厳格化による高付加価値なアルファ化麦茶の製造 島田掛川信用金庫

1516 R122110159 中部 静岡県 東海工業株式会社 6080401014668 親和性の高いシミュレーションソフト導入による更なる短納期化への取組み 島田掛川信用金庫

1517 R122110160 中部 静岡県 株式会社カワムラ 6080001001141 砕石プラントの生産性改善と建築廃材リサイクル事業の実施 静清信用金庫

1518 R122110161 中部 静岡県 坂下接骨院 高気圧酸素ルーム導入による保険適用外診療サービスの生産性向上 静岡県商工会連合会

1519 R122110163 中部 静岡県 陽だまりの里足立柿園 地元特産品である次郎柿の輸出を強化する最新選果機の導入 浜松磐田信用金庫

1520 R122110164 中部 静岡県 合同会社フジヨシ 2080403003227
新開発の振動型研磨装置の導入で最高品質なアルミホイールの鏡面仕上
げを行う

静岡県商工会連合会

1521 R122110168 中部 静岡県 ＫＡＷＡＮＥ抹茶株式会社 7080001020000 自動測定データを瞬時に反映した究極の糖酸黄金比のイチゴ作り 島田掛川信用金庫

1522 R122110170 中部 静岡県 有限会社加瀬澤製版 2080002001417 メディアフリーを実現する色校正業務の革新 静清信用金庫

1523 R122110173 中部 静岡県 山本歯科医院
歯科用ＣＴ導入による精密手術の生産性向上及び基礎疾患患者治療体制
の確立

三島信用金庫

1524 R122110175 中部 静岡県 有限会社岩本木工所 2080002000682 ＮＣスライドソーを導入し生産性向上と職人技術の標準化を進める 静清信用金庫

1525 R122110176 中部 静岡県 株式会社東和 8080001020461 輸入品に頼らない国産マスクの生産体制構築への取組 しずおか焼津信用金庫

1526 R122110177 中部 静岡県 ヌマセン株式会社 4080101001522 設計開発のデジタル化による新製品開発の迅速化と知的財産化

1527 R122110178 中部 静岡県 株式会社ＨＯＭＵＲＡ 6080001024704
ハイスピードカメラ搭載ロボットアーム型撮影装置の導入による新たな提供
方式の実現

株式会社静岡銀行

1528 R122110179 中部 静岡県 株式会社オーケイコーポレーション 2080001018825 ハーフコンベアとリフトによる効率的な荷役と選別作業事業 しずおか焼津信用金庫

1529 R122110180 中部 静岡県 株式会社トリイ 8080401003628 ハイブリッドグリーン金型による高効率・低炭素化事業の取り組み

1530 R122110181 中部 静岡県 株式会社タイユウ 7080002010561 薄型プラスチック成形を実現するための新しい製造方法への転換 セブンセンス税理士法人

1531 R122110183 中部 静岡県 株式会社第一印刷 9080401002810
帳票・伝票のインターネット受注での小ロット短納期全国対応印刷事業の構
築

株式会社静岡銀行

1532 R123110002 中部 愛知県 マツイ工業株式会社 4180001047275 ＥＶと産業用ロボット向け精密歯切り加工の品質保証体制の確立 佐原　啓泰

1533 R123110006 中部 愛知県 株式会社新生興業 5180001095892
高性能塗装ロボット導入によるＥＶ部品の品質安定と生産性向上による量産
体制の構築

碧海信用金庫

1534 R123110007 中部 愛知県 株式会社丸伸木型製作所 3180301017086 高速連続ミキサーの導入で混練最適速度を実現し生産性向上を図る 税理士法人スマッシュ経営

1535 R123110008 中部 愛知県 合資会社浅井染工場 6180303001184 「災害に強く、環境に優しいハウスバンド」の開発へ、難接合素材への対応 豊橋信用金庫

1536 R123110009 中部 愛知県 石川鋼業株式会社 1180001024698
名古屋再開発及び耐震強化に資する鉄筋加工の精度向上並びに生産体制
刷新計画

株式会社愛知銀行

1537 R123110010 中部 愛知県 津村鐵工株式会社 8180001000825
半導体とＣＦＲＰ加工用新型レーザー加工機向け中核部品の精密切削加工
技術の確立

佐原　啓泰

1538 R123110011 中部 愛知県 株式会社豊化工工業所 3180301002220
高性能押出機によるＥＶ化に向けたプラスチック需要への対応と新素材への
挑戦

碧海信用金庫

1539 R123110012 中部 愛知県 株式会社あおやま 6180301007968 ＥＶ用精密旋削部品の研磨レス加工を実現する高精度バイトホルダの開発 佐原　啓泰

1540 R123110013 中部 愛知県 株式会社ミクニ製作所 1180301011396 燃料電池自動車普及に対応する部品加工精度・生産体制整備の構築

1541 R123110014 中部 愛知県 共和化工株式会社 9180301022428 ロボット導入による組付け工程の不良率削減による生産性向上 西尾信用金庫

1542 R123110019 中部 愛知県 有限会社岩月鬼瓦 7180302020382 新たな焼き物への挑戦とその製造方法の確立へ 愛知県商工会連合会

1543 R123110020 中部 愛知県 株式会社日本理工 3180001001043
最新のプレス機導入による生産性の向上及び新製品の自社製造体制の構
築

瀬戸信用金庫

1544 R123110021 中部 愛知県 有限会社万豊 9180002052096 歯科医の負担を軽減し、歯科技工士の減少に対する義歯製造機器の導入
株式会社　Ｓ・Ｔコンサルティング
オフィス

1545 R123110022 中部 愛知県 株式会社愛工製作所 3180001053076 溶接工程の高度化による食品製造機械市場への参入 株式会社中京銀行

1546 R123110023 中部 愛知県 合資会社鍛治勝製作所 6180003012416
研削加工工程の高度化により高精度な大型ボルト製造装置製造事業に進
出

株式会社中京銀行

1547 R123110024 中部 愛知県 藤田ししゅう 刺繡技術の発展に貢献する、高い刺繡技術の量産体制の確立 東野　礼

1548 R123110025 中部 愛知県 鳥居化成工業株式会社 8180301022560 低発泡樹脂加工における高精度加工の工数大幅削減による受注拡大 碧海信用金庫

1549 R123110026 中部 愛知県 株式会社イトコー 9180301009747
高齢大工の雇用の場を創出！造作材にかかる研削加工の全面自動技術の
獲得

豊橋信用金庫

1550 R123110027 中部 愛知県 有限会社松尾工業 8180302004640 デジタル技術を活用した長尺鉄骨素材切断工程の高度化 西尾信用金庫

1551 R123110029 中部 愛知県 有限会社コジマ段ボール工業 6180302018270 ３Ｄデータを活用した段ボール梱包材試作の品質とスピードの革新

1552 R123110030 中部 愛知県 株式会社小松屋クリーニング 7180001139697 生き残りをかけた低価格路線からの脱却、富裕層獲得大作戦！！

1553 R123110031 中部 愛知県 株式会社Ｍａｋｅｒ＆Ｆａｃｔｏｒｙ’ｓＨＵＢ 7180301035159
環境型社会に貢献するスマートドライブ駆動システム対応の破砕刃加工技
術の開発事業

磯貝　常太

1554 R123110032 中部 愛知県 株式会社マツザキ 2180301007138
サプライチェーン再構築に貢献！フラッシュドア製造に係る加工技術の高度
化による生産能力増強

豊橋信用金庫

1555 R123110034 中部 愛知県 株式会社トーコー 5180001079086 曲げ加工の設備とプロセス改善による大型電気機器筐体事業の開始 株式会社ゼロプラス

1556 R123110036 中部 愛知県 株式会社カワグチ 2180001073967 溶接工程の高度化を実現しＥＶ向け充電スポット部品製造事業へ進出 岐阜信用金庫

1557 R123110037 中部 愛知県 有限会社杉浦木型 2180002083560 新たな加工工程の構築による鋳造用木型の短納期化の実現 知多信用金庫

1558 R123110038 中部 愛知県 有限会社大島工作所 3180002091505
回転翼機向け治具と飛翔体エンジン部品治具の精密切削加工技術と品質
保証体制の確立

佐原　啓泰

1559 R123110039 中部 愛知県 斉藤鋳造株式会社 9180301011001
高性能工作機械の国内外需要に向けた重要鋳造部品の生産効率向上体制
の構築

株式会社愛知銀行

1560 R123110041 中部 愛知県 友機産業株式会社 5180301012077 アルミダイカスト製品の品質を向上可能とするバリ取り自動化装置の開発 立野　靖人

1561 R123110042 中部 愛知県 株式会社光コーポレーション 1180001087976
オリジナル顧客管理システム導入による顧客情報の一元管理体制構築及び
顧客満足度向上

株式会社愛知銀行

1562 R123110043 中部 愛知県 株式会社ウィード 3180001088873
脱自動車依存！特殊プレス導入で景気に左右されない強靭な経営体質を目
指す！

愛知信用金庫

1563 R123110045 中部 愛知県 上興業株式会社 1180001045298 鉄筋加工省人化による名古屋駅周辺再開発関連事業受託体制の強化 株式会社アカウティングプロ

1564 R123110046 中部 愛知県 矢田金属工業株式会社 4180301019726 大型印刷製品の量産化による一貫生産体制強化計画 岡崎信用金庫

1565 R123110047 中部 愛知県 有限会社小原工業 4180002042127 ターニングセンタ導入での加工の高度化と内製化による生産性向上 ひまわり経営サポート株式会社
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1566 R123110048 中部 愛知県 有限会社藤工業所 2180002026445 自動車部品の軽量化に伴う深絞り加工の進化を支える金型製作革新 岡崎信用金庫

1567 R123110050 中部 愛知県 中神製菓有限会社 2180002024119 技術承継を機にデジタル化した製餡技術による高級最中開発 岡崎信用金庫

1568 R123110051 中部 愛知県 株式会社山城産業 5180001029033 電気特性コントロールに関わるゴム配合技術の開発 株式会社名古屋銀行

1569 R123110052 中部 愛知県 株式会社ＰＡＣ 4180301027869
国内初となる動物へのインプラント治療により日本で唯一無二の歯科動物病
院へ

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1570 R123110053 中部 愛知県 株式会社鈴重 3180001054669 溶接技術の刷新で、ＥＶ自動車事業に挑戦する 株式会社三彦経営

1571 R123110054 中部 愛知県 竹内エンジニアリング株式会社 4180001091810 旋盤加工工程を高度化し、鉄鋼業界のサプライチェーンの国内回帰に寄与 知多信用金庫

1572 R123110055 中部 愛知県 株式会社ＶＡＲＩＯＵＳ．ＦＩＥＬＤＳ 7180001136406
美容室向け全自動ヘアカラー剤計量調合装置の効率的な改良の試作機開
発

1573 R123110056 中部 愛知県 株式会社トラステック愛知 2180001099269 ＰＣＲ検査等に欠かせない安全キャビネット内の殺菌（除染）装置を開発 株式会社愛知銀行

1574 R123110057 中部 愛知県 株式会社アイワット 8180001039178 高品質・高精細印刷を実現する印刷技術の生産工程の改善強化

1575 R123110058 中部 愛知県 株式会社田中自動車 1180301013054 コンビネーションテスターの導入による生産性の向上 株式会社フォーバル

1576 R123110060 中部 愛知県 株式会社松本鉄筋 8180001098001
曲げ加工自動化による名古屋市を中心とした新築マンション等再開発需要
への対応

株式会社アカウティングプロ

1577 R123110061 中部 愛知県 オザワ繊工株式会社 9180001082342 国内初の設備と当社の強みにより染色品質向上とＣＯ２削減の達成 東野　礼

1578 R123110062 中部 愛知県 株式会社脇田工業所 9180301013468
新たな自動車部品の金型需要に対応するための研削加工技術の高度化実
現

1579 R123110063 中部 愛知県 プライムケア愛知株式会社 7180001106615 高齢化社会の必需品「福祉用具の貸与サイクル高効率化計画」 坪井　亮

1580 R123110064 中部 愛知県 株式会社ビレッジ開発 3180301013250 スマート農業で高糖度栽培かつ機能性表示食品に挑戦 愛知県中央信用組合

1581 R123110065 中部 愛知県 双和鉄筋株式会社 5180001014737
鉄筋加工自動化及びリニア開通に向けた名古屋周辺再開発需要等への対
応

株式会社アカウティングプロ

1582 R123110066 中部 愛知県 有限会社山口研磨 4180302017365
電子部品高度化に貢献するプレスフィット端子製造用金型保全に用いる研
削加工技術の向上事業

磯貝　常太

1583 R123110067 中部 愛知県 ハジメエンジニアリング株式会社 9180001141131 ワイヤ放電加工効率化によるスーパーエンプラ金型の販路拡大

1584 R123110069 中部 愛知県 株式会社学書 5180001011825 ＱＲコードを活用した新学習指導要領に基づく英語教材のデータ開発 株式会社アクセルパートナーズ

1585 R123110070 中部 愛知県 株式会社ＵＬＴＲＡ　ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ　ａｎｄ　Ｇｕｉｌｄｓ 8180301035991 フルＣＧ環境ＡＩ技術を用いたバーチャルスタジオサービス 株式会社市岡経営支援事務所

1586 R123110071 中部 愛知県 株式会社なっぷる 2180301033381 選果機導入により実現する日本初のりんご専門店兼民間選果施設

1587 R123110072 中部 愛知県 南星機工株式会社 9180001068259 鋼管用バンドソー導入による製造プロセス改革と顧客対応力の強化 須永　達也

1588 R123110074 中部 愛知県 まつい歯科
最新のデジタル技術を活用し、「歯科保存療法」における治療の高度化及び
生産性の向上

株式会社静岡銀行

1589 R123110075 中部 愛知県 有限会社豊正金型 1180302023399
精密化、複雑化、大型化する難易度の高い金型の高付加価値化と生産性向
上。

株式会社市岡経営支援事務所

1590 R123110076 中部 愛知県 井上電設株式会社 4180001034323
国内最高品質の木質バイオマス燃料乾燥機開発による事業継続体制の強
化

株式会社ゼロプラス

1591 R123110078 中部 愛知県 有限会社栄補綴研究所 6180002015923 デジタルデータ及びＣＡＤ／ＣＡＭシステムを活用した歯科治療への貢献 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1592 R123110080 中部 愛知県 Ｂｅｒｒｙ工房 １５色刺繍できる大型刺繍機導入による新規販路拡大

1593 R123110081 中部 愛知県 東名ブレージング株式会社 1180301001587 加工油洗浄・脱脂工程の高度化による短納期化と作業安全性の向上 碧海信用金庫

1594 R123110082 中部 愛知県 三河プロペラ株式会社 2180301011395 小型船舶用プロペラの品質向上による新たな市場ニーズへの挑戦 櫛田　將司

1595 R123110083 中部 愛知県 三晴工業株式会社 7180302016711 ネジコーティングの加工プロセス改善による生産性向上 碧海信用金庫

1596 R123110084 中部 愛知県 株式会社美和製作所 8180001098471 自動車部品の高精度測定及び溶接非破壊測定システムの確立 株式会社十六銀行

1597 R123110087 中部 愛知県 旭メタルズ株式会社 5180301027851 自社開発した鋳造製品用自動研削装置の製品化 鈴木　篤

1598 R123110089 中部 愛知県 ゼロコンサル株式会社 9180001134060 テレワーク、コロナ対応したオフィス向け不動産提案のＤＸ 伊藤　文彦

1599 R123110091 中部 愛知県 株式会社尾北 6180001087963
最新ねじ転造機導入によるロングボルト加工の完全自動化の実現と生産性
向上

1600 R123110092 中部 愛知県 有限会社牧野合成 1180302015891 射出成型高度化事業による自動車ＥＶ部品分野への進出

1601 R123110093 中部 愛知県 株式会社ロジカルピッグ 9180301035454 飼料高騰対策に対応したクラウド型養豚管理システムの開発 清水　進矢

1602 R123110094 中部 愛知県 有限会社渡邊鐵工所 5180002019891 高性能横中ぐり盤の導入による加工技術の高度化と生産性向上 秋田　秀美

1603 R123110098 中部 愛知県 株式会社藤光 5180301012465 デジタル技術・ドローンを活用したメガソーラー設置工事の高度化 岡崎信用金庫

1604 R123110099 中部 愛知県 ワンライフコミュニケーション株式会社 1180301024860 顧客と写真店双方の満足度を高める写真販売システムの研究開発 東野　礼

1605 R123110100 中部 愛知県 有限会社リッド 6180002013002 スキー板チューン技術と新設備の融合でスノーボード分野に進出

1606 R123110101 中部 愛知県 伴染工株式会社 8180001083507 尾州から世界へ、染色工程の改善とクイック対応の実現 尾西信用金庫

1607 R123110102 中部 愛知県 有限会社イワキ 5180002085950 窯業機械装置と輸送機械部品の生産性と品質向上を目指す 山家　達弥

1608 R123110103 中部 愛知県 株式会社大澤熔接工業所 2180001149404 検査工程を完全自動化し、生産性と収益性を飛躍的に向上させる 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

1609 R123110104 中部 愛知県 株式会社富士ファクトリ 3180001074865 食品製造設備向け制御盤筐体受注獲得のための生産体制の構築 株式会社ゼロプラス

1610 R123110105 中部 愛知県 森三樹脂株式会社 5180001093005 新設備導入し粉砕材安定生産を実現、顧客と循環サイクルを確立 知多信用金庫

1611 R123110106 中部 愛知県 株式会社トライアル 8180301027031 三次元測定機の導入による製造治具の短納期化と精度向上

1612 R123110107 中部 愛知県 株式会社エフケイシステム 2180001065097 機能性を高めたＱＲコードリーダーの活用による飲食店や工場のＤＸ化促進 株式会社市岡経営支援事務所

1613 R123110111 中部 愛知県 十四山歯科
デジタル技術を活用した高度歯科治療の提供及び高齢者向け訪問診療へ
の取り組み

株式会社静岡銀行

1614 R123110114 中部 愛知県 株式会社石亀工業 7180301012637 切削加工の高精度化・内製化による電動車部品検査装置の増産対応 株式会社ゼロプラス

1615 R123110115 中部 愛知県 株式会社大和工業 7180001137610 ＣＮＣ旋盤導入による、多品種少量・高精度部品の新たな生産体制の構築 株式会社市岡経営支援事務所

1616 R123110117 中部 愛知県 秀栄精工株式会社 7180001023686
ファイバーレーザー加工機の導入による精度・生産性の向上と新素材への
進出

碧海信用金庫

1617 R123110118 中部 愛知県 株式会社瓶屋商店 2180301005414 低炭素住宅を木材から支える、通気胴縁加工の自動化による生産性向上 豊橋信用金庫

1618 R123110121 中部 愛知県 ピーエムアイ有限会社 9180302023185 自動車向け大型樹脂製品の量産体制の確立 岡崎信用金庫

1619 R123110122 中部 愛知県 共榮プラテクス株式會社 3180002063958 バイオプラスチック金型製作のための精密加工技術の高度化 神谷　隆生

1620 R123110123 中部 愛知県 有限会社坂野商店 1180002019111 薄経木を利用した文庫折包装材製造の自動化
一般社団法人アジアコンサルティ
ングスイート連合会

1621 R123110124 中部 愛知県 有限会社トーコー 1180302022780 次世代自動車部品の増産に向けた革新的な生産体制の構築 ひまわり経営サポート株式会社

1622 R123110125 中部 愛知県 株式会社宿福 7180301028229 登録有形文化財の老舗旅館をＩＴを活用し高付加価値・効率化する 愛知県商工会連合会

1623 R123110126 中部 愛知県 株式会社カワセー工業 3180301012797 高性能ベンダー導入による小型化及び精密金属加工への挑戦 碧海信用金庫
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1624 R123110129 中部 愛知県 矢野工業株式会社 8180001067039 低Ｐｂ（鉛）銅合金製軸受保持器の高精度化と生産性向上による売上拡大 株式会社市岡経営支援事務所

1625 R123110130 中部 愛知県 東和製菓株式会社 8180301006381 歴史ある地場産業「特産銘菓・豊橋寒天ゼリー」の生産性向上 岡崎信用金庫

1626 R123110131 中部 愛知県 株式会社松江鉄工所 5180301015518 「イレギュラー」事象に対応した管理システム等の構築

1627 R123110132 中部 愛知県 株式会社Ｊｐキュービック 3180301011683 微細化・精密化を求められる特殊装置コア部品の製造技術高度化 株式会社ピースマネジメント

1628 R123110133 中部 愛知県 ニッコアイエム株式会社 9180001133913
　大学・専門学校向けの親子で話す、ぬりえ学習を活用した３Ｄデジタルイベ
ントサービスの開発

1629 R123110136 中部 愛知県 有限会社ニシカワ運輸 1180302024827 自動車輸送企業間を結ぶ革新的サプライチェーン管理システム

1630 R123110138 中部 愛知県 有限会社常磐産業 6180002085850 中ロットの長尺部品加工を実現するための新たな生産体制の構築 ひまわり経営サポート株式会社

1631 R123110139 中部 愛知県 株式会社藤工業所 7180001118718 抜本的生産性革命をサプライチェーン全体のＤＸで解決する 碧海信用金庫

1632 R123110140 中部 愛知県 株式会社豊保 4180302024527 二軸押出機の導入により生分解性バイオマスプラスチックを開発
公益財団法人中部科学技術セン
ター

1633 R123110144 中部 愛知県 桟生工業株式会社 3180001095267
⾧尺・高精度曲げ加工の実現による、自動工場用設備製造における生産性
向上

1634 R123110145 中部 愛知県 株式会社マップフォー 5180001124701 低コスト複合航法システムの組込みセンサユニットの新規開発 名古屋商工会議所

1635 R123110146 中部 愛知県 有限会社ヤマハナ工業 3180302019726 ＣＮＣ旋盤導入による自動化で、自動車部品の国内生産実行計画 株式会社名古屋銀行

1636 R123110148 中部 愛知県 森工業株式会社 1180001015788 自動車生産ラインで使用されるエンジン組立パレットの生産体制の構築

1637 R123110149 中部 愛知県 株式会社中庄商店 2180001101125 国内初の専用うなぎ焼きロボットを活用した生産性向上計画 井之川　宗弘

1638 R123110150 中部 愛知県 大和リテック株式会社 8180001019964
循環型社会形成実現に寄与！最新型の移動式ギロチン導入による鉄スク
ラップのリサイクル効率化事業

株式会社名古屋銀行

1639 R123110151 中部 愛知県 株式会社日建コンサルティング 8180001077780 環境に優しく強度の高い地盤改良における新工法の開発 株式会社名古屋銀行

1640 R123110152 中部 愛知県 株式会社ＴＫ 1180302011569
国内アルミ資源の好循環へ！輸送効率４倍！アルミスクラップの高効率輸送
プロセスの構築

豊橋信用金庫

1641 R123110153 中部 愛知県 株式会社服部エンジニアリング 9180301006802 工作機械用モーター部品の増産に向けた革新的な生産体制の構築 豊橋信用金庫

1642 R123110154 中部 愛知県 鈴木マーク株式会社 6180001025857 印刷業の多品種少量品と後工程の生産性向上

1643 R123110156 中部 愛知県 有限会社ニュー・キャッスル 2180302020858 製造工程の改善による品質・精度・生産性の向上

1644 R123110157 中部 愛知県 株式会社品川製作所 8180001098414
三次元モデリングで高度化された検査工程を構築し、高精度加工の量産を
強化

株式会社名古屋銀行

1645 R123110158 中部 愛知県 有限会社細井鉄工所 5180302015847 眼科医療向け円筒カム部品の高精度加工を目指す体制整備の構築 蒲郡信用金庫

1646 R123110159 中部 愛知県 株式会社ｇｒｏｗｓ測量 2180001142912 ３次元測量導入による生産プロセスの変革を通じたＤＸ化 浮島　達雄

1647 R123110160 中部 愛知県 株式会社古屋工業所 1180001051767
切削加工の業務プロセス集約改善による炭素生産性向上でグリーン成長戦
略推進！

上島　一丈

1648 R123110161 中部 愛知県 アストン工芸有限会社 3180302016236
耐震性向上に資する大型薄型古レンガを使用した乾式レンガの独自加工技
術習得事業

1649 R123110162 中部 愛知県 株式会社加納歯研 7180301035448
デンチャーのデータ製作プロセス構築による需要増加歯科技工物の安定供
給体制の確立

豊川信用金庫

1650 R123110163 中部 愛知県 エスケイエム株式会社 4180301017952
高精度ベンダー機導入による複雑曲げ加工の実施と段取り自動化による生
産性の向上

碧海信用金庫

1651 R123110164 中部 愛知県 株式会社ＥＩＳＥＮＤＯ 6180001089951 高性能パイローラーの導入による高品質パイ生地商品の開発販売 浮島　達雄

1652 R123110165 中部 愛知県 株式会社エーアイテック 4180001108242 板金加工事業立上げによる板金加工～設備工事のワンストップ対応 株式会社名古屋銀行

1653 R123110166 中部 愛知県 キャリーフラップ株式会社 6180001055532
軽貨物業務のＤＸ化による配送状況の可視化と女性ドライバーの雇用促進
事業

1654 R123110168 中部 愛知県 株式会社夢現設備 9180001126883 配管製作、施工の革新的新工法による飛躍的な生産性向上 株式会社名古屋銀行

1655 R123110169 中部 愛知県 株式会社ティー・アール・シー 5180001107383 社員・顧客・環境・事業の四方を利する車両全塗装サービスの展開 株式会社アクセルパートナーズ

1656 R123110170 中部 愛知県 大宝金属株式会社 9180001019930 鉄のリサイクルの活性化に向けた可鍛コロ加工の生産性向上 株式会社大垣共立銀行

1657 R123110172 中部 愛知県 岩井岡谷マシナリー株式会社 8180301019607
三次元座標測定機導入によるＥＶ車用バッテリー部位の治具の生産体制確
立

新大和税理士法人

1658 R123110173 中部 愛知県 株式会社共和製作所 8180001094256 事業拡大に必要な高精度ＣＦＲＰ部品の全数測定・検査技術の開発 碧海信用金庫

1659 R123110174 中部 愛知県 株式会社高瀬金型 1180001085971
プレッシングプレス機導入によりパーティングラインの金型精度を上げ全工
程の生産性向上

尾西信用金庫

1660 R123110175 中部 愛知県 阿倉川歯科医院 高度補綴治療治療強化による、患者様の「健やかな人生」の実現
株式会社中央ライズアクロスソ
リューション

1661 R123110176 中部 愛知県 株式会社エヌ・クラフト 8180301003908
産業廃棄物の再資源化に貢献する高効率分別システム「櫛式コンベア」部品
の開発事業

磯貝　常太

1662 R123110177 中部 愛知県 株式会社村瀬紙工 4180001088286 高剛性ダンボールで組仕切りを製作して包装廃棄の削減を進める 岐阜信用金庫

1663 R123110178 中部 愛知県 株式会社英幸 8180001024849 加工の自動化による増産要請対応と生産性向上によるコスト削減 株式会社市岡経営支援事務所

1664 R123110179 中部 愛知県 坂本電機工作所 グリーン冷媒型エアコンガスの冷媒回収再生技術獲得による生産性向上 豊橋信用金庫

1665 R123110182 中部 愛知県 山陽金属鋼業株式会社 5120001044079 次世代自動車対応の高精度磨棒鋼を提供しＳＤＧｓ達成に貢献 株式会社uluコンサルタンツ

1666 R123110183 中部 愛知県 有限会社トピア動物病院 8180302006471 硝子体アプローチによる網膜剥離手術サービスの開発 猪口　建太朗

1667 R123110184 中部 愛知県 株式会社愛康 2180001075526 低炭素化に資するアルミ製マニホールドブロックの生産体制の確立 東濃信用金庫

1668 R123110185 中部 愛知県 三輝工業株式会社 2180001092802 自動車の燃費性能向上に貢献！ニーズが高まる軽量部品の生産性向上 株式会社名古屋銀行

1669 R123110187 中部 愛知県 有限会社佐藤鉄工 7180302018336 ＮＣ旋盤を用いた鋳物製品の高度化と生産工程の改善

1670 R123110188 中部 愛知県 株式会社カスガ 3180001087842 抜き加工の品質および生産性の向上による高難度案件の受注獲得 株式会社ゼロプラス

1671 R123110189 中部 愛知県 日響楽器株式会社 2180001039522 ＡＩ搭載ＶＲショールームで、次世代型アートピアノを世界に発信

1672 R123110190 中部 愛知県 ひまわり歯科
デジタル技術を用いた患者様の身体的負担軽減、診断の高精度化・効率化
の実現

株式会社ＫＳビジネスコンサル
ティング

1673 R123110191 中部 愛知県 株式会社渡辺米穀店 9180301002504 「米（マイ）ブレンド」小分け包装精米工程の改善 岡崎信用金庫

1674 R123110192 中部 愛知県 しみず巧芸株式会社 3180001099425
曲線加工の高度化で審美性と感染症対策を両立する医療クリニック向け空
間演出事業

1675 R123110194 中部 愛知県 株式会社マークハンズ 6180002079019 一貫生産体制の構築 株式会社市岡経営支援事務所

1676 R123110195 中部 愛知県 南部鉄工所 大径薄肉超精密リング部品の高精度加工技術習得事業

1677 R123110196 中部 愛知県 株式会社豊アルミ工業 5180001116129 生産性の高いトロンメル及びＩＯＴの導入でアルミスクラップの再生事業

1678 R123110204 中部 愛知県 平成ペット有限会社 5180302023354 治療難度が高い「高齢×小型ペット」の医療サービスのモデル確立 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1679 R123110206 中部 愛知県 株式会社タケウチ建設 9180301032162 油圧ショベルの導入によるコンクリートガラの再利用強化

1680 R123110207 中部 愛知県 愛和基礎工業株式会社 2180001073612 資材の調達費用削減に資する地域初の敷鉄板レンタル事業の新展開 東濃信用金庫

1681 R123110209 中部 愛知県 澤田機械商事株式会社 5180001138197 クレーン車の修理工程の内製化による利益拡大計画 株式会社アクセルパートナーズ
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1682 R123110210 中部 愛知県 株式会社スタッフエージェント 8180001059977 求人サイト開発とデジタル技術による付帯業務の自動化事業

1683 R123110211 中部 愛知県 松英工業株式会社 6180001030725 ペーパーレス化による業務効率化による生産性の向上 吉野　康太

1684 R123110213 中部 愛知県 ＧＲＯＷＴＨ株式会社 2180001089501 水道工事業界の働き方を一新する文書作成支援ツール構築と展開 別所　大介

1685 R123110214 中部 愛知県 株式会社東海精器 2180001006935 立形マシニングセンタ導入による新製品における生産工程構築 小倉　裕樹

1686 R123110215 中部 愛知県 菅沼・エンタープライズ有限会社 9180302022393 水中ドローンを活用した配水池点検・調査サービスの開発

1687 R123110217 中部 愛知県 株式会社星野製作所 9180301002660 担い手の高齢化・不足に陥る鉄骨製造業における製造技術の高度化 MASTコンサルティング株式会社

1688 R123110218 中部 愛知県 有限会社小川商会 1180002065477 超高圧洗浄機導入による安全性向上と工期短縮の実現

1689 R123110219 中部 愛知県 三浦鉄工株式会社 9180301014524 高級鋼生産とＣＯ２削減に資する耐火レンガ用大型金型の高度化

1690 R123110220 中部 愛知県 アイ眼科クリニック 緑内障などの重要な疾患を確実に検査し、治療につなげる体制の構築 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1691 R123110221 中部 愛知県 弥富デンタルクリニック
歯科治療におけるデジタル技術を導入し、「地域のかかりつけ歯科医院」とし
ての診療体制の構築

株式会社静岡銀行

1692 R123110225 中部 愛知県 株式会社フューテックホールディングズ 2180001055899 家づくりの安心を保証するデジタル施工をベースとしたアプリの開発

1693 R123110226 中部 愛知県 綿源養魚
新ナノバブル装置と低温養殖による無投薬エコウナギの完成と温室効果ガ
スの削減

有限会社竹内総合研究所

1694 R123110227 中部 愛知県 株式会社Ｑｓｅｔ 6180001131028 インプラント治療等の増加する需要に向けた生産体制強化 小倉　裕樹

1695 R123110229 中部 愛知県 有限会社鈴大製作所 6180002066355 複合旋盤導⼊による多品種少量生産品の生産性向上 小倉　裕樹

1696 R123110231 中部 愛知県 ｍｉｍｏｓａ合同会社 6180003022919 プロセスの一元化システム導入によるＢｔｏＣ映像制作サービスの提供 株式会社アクセルパートナーズ

1697 R123110232 中部 愛知県 有限会社飛天 1180002081227 キッチンカーと全自動中華調理機によるテイクアウト事業新分野展開 奥村　景二

1698 R123110234 中部 愛知県 株式会社マサイン 2180001148190 顧客へ良質な看板を届ける、革新的な一貫製造体制構築への取組

1699 R123110236 中部 愛知県 希望ヶ丘動物病院 動物医療における先端的な診断と処置の融合で高度な腫瘍科を確立

1700 R123110238 中部 愛知県 株式会社ヒビノ化成 6180002052033 車載用スイッチ分野における小型透明部品の量産化加工への挑戦 株式会社アクセルパートナーズ

1701 R123110239 中部 愛知県 伊藤歯科医院
歯科における「睡眠時無呼吸症候群」に対する治療体制の確立及び「医科・
歯科」連携に向けた取り組み

株式会社静岡銀行

1702 R123110240 中部 愛知県 有限会社宮崎鉄工所 4180302020633 ＣＮＣ旋盤導入による生産体制の効率化 小倉　裕樹

1703 R123110241 中部 愛知県 株式会社竹内工作所 2180001099186 立形マシニングセンタ導入による鉄道部品向け短納期対応 小倉　裕樹

1704 R123110242 中部 愛知県 株式会社来光工業 7180001013860 産業用ロボットのロボットハンド製造に向けた生産体制の構築

1705 R123110243 中部 愛知県 株式会社ヤマト金属製作所 4180001081175 【新挑戦】国内回帰×新技術を武器に新たな付加価値を掴み取る！

1706 R123110244 中部 愛知県 森田歯科医院
特別な配慮が必要な方へも対応可能なデジタル技術を用いた新たな治療方
法の確立

株式会社ＫＳビジネスコンサル
ティング

1707 R123110245 中部 愛知県 デンタルアート　カズ スキャナー等を用いた歯科補綴物製作のデジタル化への取組 小倉　裕樹

1708 R123110246 中部 愛知県 新栄工業株式会社 4180001092809 ロボドリル導入による高精度・高効率生産体制の確立 小倉　裕樹

1709 R123110248 中部 愛知県 株式会社広田 4180001028779 ニーズの高い個包装スープ製造による顧客満足度及び利益率の向上 株式会社アクセルパートナーズ

1710 R123110249 中部 愛知県 株式会社玄工 3180001118250 長尺加工への対応及び工程のＮＣ化による付加価値および生産性向上 株式会社アカウティングプロ

1711 R123110250 中部 愛知県 株式会社河合清光堂 6180001016419 伝統の人的力とＤＸが融合したシステムで第二創業を進展します

1712 R123110251 中部 愛知県 株式会社南部食鶏 8180005004112 燻製商品の生産性向上と新商品開発による純系名古屋コーチン拡販計画 株式会社名古屋銀行

1713 R123110252 中部 愛知県 株式会社愛三 5180001149236 耐火湿式不燃工事への需要増加に応えていく整備の導入 稲山哲智

1714 R123110253 中部 愛知県 有限会社今井工業所 5180002084580 強みのバフ加工の精度を活かした超高級車内装部品分野への進出 株式会社中京銀行

1715 R123110254 中部 愛知県 株式会社タイセイ 8180301028780 省人化機器の製造・検査体制の刷新による生産性向上 株式会社フラッグシップ経営

1716 R123110255 中部 愛知県 有限会社和田屋 3180302014280 ファイバーレーザ溶接の導入によるステンレス部品の増産体制構築 株式会社ゼロプラス

1717 R123110256 中部 愛知県 ＺｕｔｔｏＲｉｄｅ少額短期保険株式会社 2180001132822 保険申請プロセスの完全ＤＸ化

1718 R123110259 中部 愛知県 株式会社ＣＯＲＡＬ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｌａｂｏ 8180001146874 歯科治療におけるＤＸ「デジタルデンタルセンター」の創設

1719 R123110261 中部 愛知県 株式会社Ｒ‐ＬＡＢ． 4180301035013 顧客を飽きさせない自家焙煎によるオリジナルブレンド珈琲の提供 株式会社ミッドランド経営

1720 R123110263 中部 愛知県 山岸補綴研究所
顧客ニーズへの対応と職場環境の改善を目指す最新歯科技工用ＣＡＤ／Ｃ
ＡＭの導入

株式会社ＫＳビジネスコンサル
ティング

1721 R123110265 中部 愛知県 はなのき歯科 患者様と共に促進する予防歯科の普及 株式会社エモーサル

1722 R123110267 中部 愛知県 有限会社弘大化成 2180002017931 新設備導入による発泡成形プラスチック製品の生産体制構築 小倉　裕樹

1723 R123110268 中部 愛知県 名古屋メツキ工業株式会社 8180001010774 半導体部品の受注拡大に伴う、検査工程の改善 常滑商工会議所

1724 R123110269 中部 愛知県 東春電気工業株式会社 3180001074568 電気設備のデマンド監視システムの提供事業 髙木　一貴

1725 R123110271 中部 愛知県 株式会社ワイマーケット 3180001106288 最新型タンクと国産素材を導入し、新感覚のクラフトビールを開発

1726 R123110273 中部 愛知県 有限会社吉津機工 4180002041764 マグネットチャック導入による生産効率向上 小倉　裕樹

1727 R123110275 中部 愛知県 宝合金鋳造株式会社 5180003002608 生産体制・検査体制の刷新による自動車試作部品の品質向上 株式会社フラッグシップ経営

1728 R123110276 中部 愛知県 イトックスデンタルラボ
歯科技工用ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による内製化および生産性・効率性の向上の
実現

株式会社ＫＳビジネスコンサル
ティング

1729 R123110277 中部 愛知県 株式会社アイカ 5180001024546 印刷物のクラフト紙包装を素早く美しく機械で完全自動化。 税理士法人名南経営

1730 R123110279 中部 愛知県 清水畳店 洋間ににも最適な薄畳で、新しい畳の楽しみ方を提案する 豊橋信用金庫

1731 R123110280 中部 愛知県 永井自動車工業株式会社 4180001083295 高性能塗装ブース導入と水性塗料による環境配慮型鈑金塗装の実現

1732 R123110281 中部 愛知県 株式会社ソナス 6180001101328 建設業に特化した業務効率・コスト削減可能な勤怠／施工管理のアプリ開発

1733 R123110282 中部 愛知県 有限会社ビー・デー・エル 6180002072980
デジタル技術を活用した技工物製作工程の革新的な刷新による生産性向上
への取り組み

株式会社静岡銀行

1734 R123110283 中部 愛知県 有限会社尾崎金型 2180302027473 ＰＰＳ樹脂製レゾルバー部品に資する成形用金型の高度化事業

1735 R123110286 中部 愛知県 株式会社ＴＭＴオックスラボ 5180001045501 審美性・耐久性を高めたノン・メタル式の新しい部分入れ歯の開発 アイアンドアイ株式会社

1736 R123110291 中部 愛知県 株式会社オムニツダ 2180001035050
シームレスな業務間連携で生産性を向上！ＤＸ時代の基幹業務システムの
開発

株式会社中京銀行

1737 R123110293 中部 愛知県 株式会社アイテス 9180301002421
ＩＣＴ化で経営理念「お客様の大きな満足と従業員の物心両面の幸福」を叶え
る企業に

税理士法人ブラザシップ

1738 R123110294 中部 愛知県 セツダ動物病院 １次診療と２次診療の中間、腫瘍治療に特化した１．５次診療へ 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1739 R123110295 中部 愛知県 株式会社ディーピーシー 1180301004689 人工呼吸器を用いたペットの重症肺炎対応医療の確立 平家　勉
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1740 R123110298 中部 愛知県 有限会社三嶋商事 3180002062423 次世代パワー半導体の高生産化に寄与「転造用協働ロボット開発」 坪井　亮

1741 R123110299 中部 愛知県 アイム株式会社 1180001018741 凸版ＣＴＰ導入に伴う高品質化と作業時間・製造コスト削減 ＳＢＮ税理士法人

1742 R123110300 中部 愛知県 株式会社岡村製作所 2180001009946 小ロット・多品種生産できる汎用性の高いマシニングセンタの導入 水野　正勝

1743 R123110302 中部 愛知県 株式会社モワノー 7180001111598 ３Ｄプリンター＋ソフト応用による品質向上及び生産プロセスの改善

1744 R123110303 中部 愛知県 株式会社カーグリーコマゼン 5180001048941 最新型の自動車解体機導入で実現！資源化率向上による利益向上事業 翔陽コンサルティング株式会社

1745 R123110304 中部 愛知県 ＰＤエアロスペース株式会社 3180001061839 燃焼モード切替型ロケットエンジンの販売

1746 R123110305 中部 愛知県 ＧＯＯＤ　ＡＩＤ株式会社 5180001122358 ＯＭＯ薬局アプリ開発によるセルフメディケーション・零売促進
株式会社コムラッドファームジャ
パン

1747 R123110307 中部 愛知県 合同会社バーライフ 9180003018435 総菜小売り販売における新たな提供方式の導入および効率化

1748 R123110314 中部 愛知県 株式会社太洋鋼機 4180001080482 Ｈ鋼加工可能なＮＣ加工技術の導入による生産性・付加価値向上 グロースリンク税理士法人

1749 R123110317 中部 愛知県 山田工機株式会社 9180001029038 新型タレットパンチプレス導入による生産プロセスの改善 小倉　裕樹

1750 R123110322 中部 愛知県 はとやネーム 刺繍加工工程の高度化・効率化による収益力の向上 有限会社えんがわ

1751 R123110331 中部 愛知県 三和興産株式会社 4180001085143 再生アスファルト混合物への添加剤使用による再生材混合量増量

1752 R123110332 中部 愛知県 大和精工株式会社 5180001045484 「ワークホルダー及び構成部品」の精度・品質検査体制の高度化

1753 R123110335 中部 愛知県 株式会社尾張桂新堂本舗 5180001093137 専用攪拌機導入によるえびせんべい生地の原材料混合技術の高度化 西尾信用金庫

1754 R123110338 中部 愛知県 株式会社ユニケミー 3180001023070
水質検査業務の劇的なリードタイム短縮及び酸性廃液の引火点測定サービ
スの開発

株式会社ポジティブブレイン

1755 R124110002 近畿 三重県 株式会社エコプラントサービス 6040001014246 ＲＯ膜リサイクル洗浄再生拡大事業

1756 R124110003 近畿 三重県 和田デンタルラボ ＣＡＤ／ＣＡＭデジタル設備導入による非金属製補綴物生産工程の刷新 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1757 R124110006 近畿 三重県 株式会社イワマテクニカル 5190001014372 薄板加工能力獲得と軽量化実現による資材コスト低減要請への対応 株式会社ゼロプラス

1758 R124110009 近畿 三重県 ウエダ工業株式会社 1190001014384
精密深穴加工及び三次元加工能力向上による電子部品・化学品工場の生
産装置・検査治具の受注拡大

1759 R124110012 近畿 三重県 有限会社俵田屋 6190002009544 全自動ＮＣラジアルソーの導入による生産プロセスの改善

1760 R124110013 近畿 三重県 アイエムテック株式会社 9190001021233 レーザー溶接技術獲得・生産性向上による薄板溶接製品の量産対応 株式会社ゼロプラス

1761 R124110015 近畿 三重県 三電工業株式会社 9190001013107 バッテリーフォークリフト用モーターの回転子部品の製作 株式会社ミッドランド経営

1762 R124110021 近畿 三重県 水越歯科医院 事業承継に向けた新たな診療体制の確立とデジタル化への取り組み 株式会社東京経営サポーター

1763 R124110022 近畿 三重県 呉山コルク工業株式会社 1190001014764 サステナブル素材コルクの自動制御生産の実現でＳＤＧｓに貢献 三重県商工会連合会

1764 R124110023 近畿 三重県 楠精器株式会社 1190001007355 自動シート洗浄機の導入による板金加工製品の表面汚れの品質向上

1765 R124110024 近畿 三重県 株式会社シーティーエス 2190001027567 ＥＣサイト向けクラウドシステムを構築し、成長戦略実現に資する取組 岩﨑　良子

1766 R124110025 近畿 三重県 株式会社大裕工業 6190001026474 フレアマシンを導入し強みを強化！持続可能な企業体制の確立。

1767 R124110028 近畿 三重県 なかむらデンタルクリニック ネットワークを活用した補綴治療のデジタル化・高度化の取組

1768 R124110030 近畿 三重県 いちどろ合同会社 9190003003931 高精度赤外線カメラ搭載ドローンを用いた企業向け建物設備点検事業

1769 R124110031 近畿 三重県 有限会社イワタ 8190002017677 合成繊維の再生と成形で新しい分野へチェレンジ！ 桑名三重信用金庫

1770 R124110032 近畿 三重県 中勢製氷冷蔵株式会社 2190001000631 日本初！市販用・業務用かちわり氷両用設備の開発 浮島　達雄

1771 R124110033 近畿 三重県 若戎酒造株式会社 5190001009083 多彩な季節限定清酒商品の増産改革・ＱＲＣ向上を伴う製造・販売事業

1772 R124110034 近畿 三重県 コビトラック株式会社 5190001024958 自動車整備業から架装・塗装工程を内製化して、総合整備業へ変革する 岩佐　修二

1773 R124110036 近畿 三重県 錦見鋳造株式会社 5180001007113 米国人向け鋳鉄製フライパン等を開発し、米国市場に進出する 税理士法人TAG経営

1774 R124110038 近畿 三重県 山泰建設株式会社 6190001016649 産廃処理業者が挑戦、解体から造成一貫工事の革新的な効率化 奥岡　亮太

1775 R124110040 近畿 三重県 辻歯科医院
デジタル技術を活用した歯科治療方法による治療の高精度化および効率化
の実現

株式会社ＫＳビジネスコンサル
ティング

1776 R124110041 近畿 三重県 株式会社廣建設 7190001023000 ＩＣＴ施工体制構築による生産性の向上と事業拡大計画 株式会社アスライト

1777 R124110042 近畿 三重県 セキシーリング印刷所 ラベル印刷技術と設備の融合、地域のイノベーターを目指す取組。 北伊勢上野信用金庫

1778 R124110044 近畿 三重県 株式会社プレサイス 2190001005622 射出成型精度を高め、モーターの小型化・グリーン成長戦略に貢献 鈴鹿商工会議所

1779 R124110045 近畿 三重県 株式会社関谷食品 6190001006740 ＰＯＳ連動マーケティングシステム導入による販売活動の効率化 株式会社アクセルパートナーズ

1780 R124110048 近畿 三重県 合同会社リノジオプラス 6190003003389
地方における「中古住宅×リノベーション」の利便性の向上を図るシステムの
開発

稲山哲智

1781 R124110050 近畿 三重県 イノウエ株式会社 5190001016889
焼成設備の見える化・データのデジタル化と製造日報のデジタル化システム
による効率的な生産体制の構築

桑名三重信用金庫

1782 R124110051 近畿 三重県 合同会社山大 4190003003878 金属建材内製化による業務効率化と付加価値向上

1783 R124110053 近畿 三重県 有限会社サンコウ 6190002011392 ＮＣ加工機導入による作業効率及び生産性の向上

1784 R124110054 近畿 三重県 有限会社ウチダ 4190002015692 在宅薬剤師業務参入を見据えたデジタル化による業務改善

1785 R124110056 近畿 三重県 有限会社安藤鉄工所 2190002000077 ＣＮＣフライス盤導入による生産性向上と若手従業員の育成強化

1786 R124110057 近畿 三重県 株式会社坂谷自動車工業 5190001006650
圧倒的な効率化を実現した塗装事業の展開～高付加価値な事業サイクルの
実現～

1787 R124110064 近畿 三重県 有限会社Ｂｉｓｓ 4190002006130 曲げ加工技術向上によるトラック架装部品の短納期対応力向上 株式会社ゼロプラス

1788 R124110065 近畿 三重県 有限会社カー・ファミリー・ヒグチ 6190002006178 塗装技術とテクノロジーの融合。革新的な高難度塗装への挑戦 奥岡　亮太

1789 R124110066 近畿 三重県 南勢糧穀株式会社 1190001006860 揚げ菓子の「揚げ工程」を自動化することにより生産性向上を図る事業計画 株式会社百五銀行

1790 R124110067 近畿 三重県 株式会社松本製鋼 7190001025517 生産効率向上の実現と販路開拓の体制整備 税理士法人決断サポート

1791 R124110068 近畿 三重県 有限会社レッカージャンボ 9190002007330 大型化するトラック等の事故への対応が効率的行える体制の構築 鈴鹿商工会議所

1792 R124110069 近畿 三重県 タタサク 薄畳用製造ラインを構築　畳提案の幅を広げて新規顧客開拓に挑戦 株式会社シャイン総研

1793 R124110070 近畿 三重県 水谷鉄工株式会社 5190001013382 半導体製造装置部品の加工精度の向上と増産対応

1794 R124110071 近畿 三重県 株式会社雪岡建設 7190001029286 法人化を契機に作業効率と受注増加を目指す新事業 株式会社シザコンサルティング

1795 R124110072 近畿 三重県 こむらデンタルクリニック
最新の口腔内スキャン等デジタル技術を活用して治療範囲拡大と精度向上
を図る

1796 R124110073 近畿 三重県 富永米穀店 新設備導入と倉庫拡張に伴う生産能力の向上とギフト米展開の強化

1797 R125110002 近畿 滋賀県 株式会社三栄 9160001005115 半導体製造に貢献する洗浄装置用大型樹脂筐体の高度化生産体制の構築 株式会社関西みらい銀行
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1798 R125110003 近畿 滋賀県 大一プレス工業株式会社 4160001013460 更なるＤＸ推進への取り組み強化による多品種少量生産能力の向上 京都中央信用金庫

1799 R125110004 近畿 滋賀県 有限会社竹内製作所 5160002012196
ＥＶ関連金型等高精度製品製造強化のため検査工程の自動化及び高精度
化

シェアビジョン株式会社

1800 R125110005 近畿 滋賀県 株式会社スリーケー 4160001010400 天然消臭剤による豚舎環境における臭気改善の基礎研究 滋賀県商工会連合会

1801 R125110007 近畿 滋賀県 有限会社ＫＥＩＪＩ 1130002013721 セルロースファイバーの自製化によるコストダウンの実現 株式会社京都銀行

1802 R125110009 近畿 滋賀県 株式会社ウィンズスコア 3160001015994
吹奏楽や合唱の多種多様なニーズに対応するオンデマンド製本印刷体制刷
新計画

株式会社京都銀行

1803 R125110010 近畿 滋賀県 有限会社石部工作所 4160002004979 ポストコロナ禍でのＣＮＣ精密旋盤導入による内製化及び技術継承 滋賀県商工会連合会

1804 R125110011 近畿 滋賀県 有限会社三協製作所 6160002012088 切削装置・検査機導入による、加工精度及び生産性向上計画

1805 R125110014 近畿 滋賀県 北鈑自動車 レーザー加工設備導入による鈑金業務効率化と新規顧客開拓 滋賀県商工会連合会

1806 R125110015 近畿 滋賀県 株式会社雅 4160001023328 マンション解体工事参入のための中型油圧ショベルの導入 滋賀中央信用金庫

1807 R125110016 近畿 滋賀県 フジカーボン株式会社 9160001005395 最新ＮＣによる急拡大するファインカーボン精密加工の生産性向上 株式会社滋賀銀行

1808 R125110017 近畿 滋賀県 株式会社光栄テクニカ 4160001013361 レーザ溶接による高品質化と生産性向上計画 滋賀中央信用金庫

1809 R125110019 近畿 滋賀県 ライトケミカル工業株式会社 9160001015717 全体ＤＸによる製造生産性向上及び高付加価値領域へのシフト

1810 R125110022 近畿 滋賀県 有限会社中川ガス 5160002007320 羽毛布団や敷布団の洗濯もでき専用布団まで購入できるランドリー 滋賀県商工会連合会

1811 R125110025 近畿 滋賀県 リラシオネス株式会社 9160001021987 積算システムの効率化と高度化による生産性向上と新規顧客開拓 川島　康史

1812 R125110026 近畿 滋賀県 川島酒造株式会社 5160001011851 日本酒の新たなトレンド商品スパークリング化導入 滋賀県商工会連合会

1813 R125110027 近畿 滋賀県 株式会社定豊 4160001007388
ＩＣＴ設備の導入で継続して公共工事を受注し、環境に配慮した事業展開で、
魅力ある職場へ

ひかり戦略パートナーズ株式会
社

1814 R125110028 近畿 滋賀県 株式会社常盤 8130001011265
あったら良いなを構想段階からサポートするものづくり応援加工センター事
業

経営ビューイング株式会社

1815 R125110030 近畿 滋賀県 安心コンサル有限会社 5160002004796 保険代理店向け営業支援ツール「保険管理表」のシステム開発

1816 R125110032 近畿 滋賀県 株式会社キョーエイ 9160001005965 最新粉末成形プレス機導入によるセラミックス製品の売上拡大 廣川・岩田税理士法人

1817 R125110034 近畿 滋賀県 進幸金属興業株式会社 2160001013421 自社の技術等を活かし、新たに大型設備の現地解体を行う事業 野澤　正太

1818 R125110035 近畿 滋賀県 株式会社つばさ 5122001029258 日本初・純国産医療用マスクの安定生産用機器導入

1819 R125110036 近畿 滋賀県 株式会社ソーラーアグリイノベーションズ 6160001022947 生花業界を技術革新！廃棄花を用いたサステナブルフラワーの加工 株式会社ダイワマネジメント

1820 R125110037 近畿 滋賀県 株式会社ホンマ 9160001011170
製造プロセスのデジタル化および地下水の節減を通じた、介護施設用牛乳
製造プロセスの構築

株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1821 R125110038 近畿 滋賀県 山仁産業株式会社 9120001091324 ＤＸプラットホーム構築による生産性向上と経営基盤強化への取組 株式会社池田泉州銀行

1822 R125110039 近畿 滋賀県 トランスブート株式会社 5160001004293 自家消費型太陽光発電システム向け三相３線電力計測器の開発

1823 R125110040 近畿 滋賀県 株式会社ルチル 1130001055715 縫製の内製化とレーザー加工機によるセミオーダー商品の新規販売 京都商工会議所

1824 R125110041 近畿 滋賀県 ＴＳＵＮＡＧＵテクノロジー株式会社 2160001023750
アプリケーションソフト「ＴＵＮＡＧＵ」を活用した相続争いをなくす新たなビズネ
スモデルの提供事業

京都信用金庫

1825 R126110003 近畿 京都府 北澤機械工業株式会社 3130001020394
ＥＶ車及びＨＢ車用バッテリーの海外生産量増加に伴う生産設備増強への対
応

1826 R126110005 近畿 京都府 日本タブレット株式会社 1130001032540 慢性的な目視検査要員不足の解消と飛躍的な生産性向上事業

1827 R126110006 近畿 京都府 有限会社ケーワイ商会 9130002031393 「高輝度のレーザユニット量産化」に向けた検査機器の導入 京都府商工会連合会

1828 R126110007 近畿 京都府 株式会社福山合成 8130001071193 ハイブリット式高性能射出成型機の導入により生産性を向上

1829 R126110008 近畿 京都府 ベトカム動物病院
ペットのＱＯＬを取り戻す！歯周病・前十字靭帯断裂へのハイレベルな治療
実現

1830 R126110010 近畿 京都府 岡野デンタル ＣＡＤ／ＣＡＭ設備導入による非金属製補綴物作製の内製化事業 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1831 R126110011 近畿 京都府 株式会社ビークル 1260001008362 ウイルス粒子タンパク質の製造技術の開発 株式会社京都銀行

1832 R126110012 近畿 京都府 アキスチール株式会社 6120001028436 戸建て住宅需要拡大による、高品質鉄骨部材のさらなる増産体制の構築 株式会社南都銀行

1833 R126110013 近畿 京都府 株式会社ＫＵＯＥ　ＧＬＯＢＡＬ 3130001068797 腕時計の即納体制の効率化と新製品・サービスの充実 京都中央信用金庫

1834 R126110014 近畿 京都府 くろすみ歯科医院 最新機器導入による難しい根管治療の症例の治療プロセスの改善 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1835 R126110015 近畿 京都府 株式会社田中印刷 1130001015009 偽造防止デザインの高度化や高品質要求に対応した印刷物の作成

1836 R126110016 近畿 京都府 林工作所 誤差±０．００１以下。超精密研削加工の生産能力拡大の取組 ひまわり経営サポート株式会社

1837 R126110019 近畿 京都府 小畑商会 ＮＣ旋盤による超精密加工品の安定供給、コスト削減による受注拡大

1838 R126110020 近畿 京都府 株式会社極鶏ジャパン 3130001050367 超濃厚肉濁鶏白湯製造工程の時間短縮・バラツキ抑制・コスト削減 小松﨑　哲史

1839 R126110021 近畿 京都府 有限会社クワハラフォトサービス 6130002013709
一度しか訪れない大切な思い出写真の購入機会を拡大する写真販売のデ
ジタル化計画

京都中央信用金庫

1840 R126110023 近畿 京都府 ＰＩＺＺＥＲＩＡ　ＳＬＯＷ
地域資源である舞鶴茶を使用した日本遺産赤れんが倉庫での醸造から販売
へのワンストップ内製化

株式会社マドック

1841 R126110024 近畿 京都府 梅田土建株式会社 1130001035155 大型土工事参入に向けたチルトローテータの導入 京都府商工会連合会

1842 R126110025 近畿 京都府 株式会社フジタイト 8130001033961 生産体制の強化で重切削加工品の増産と短納期を実現

1843 R126110027 近畿 京都府 株式会社山城物産 1120001048067
有機茶葉による多品種生産と安全性向上を通じた高付加価値製品による販
路拡大

株式会社京都銀行

1844 R126110029 近畿 京都府 日本リフレクト化学工業株式会社 7130001012256 道路業界の資材廃棄を限りなく削減！薄型フレキシブルＬＥＤ開発事業 税理士法人広瀬

1845 R126110032 近畿 京都府 株式会社木村製作所 3130001029997
薬の飲み忘れ防止に！革新的な薬箱「タイムオープナー」等の商品開発によ
る社会福祉への貢献

京都中央信用金庫

1846 R126110033 近畿 京都府 株式会社ｆａｔマネジメント 6130001054076 アウトドア宿泊施設における自家製クラフトビール製造と販売事業 京都府商工会連合会

1847 R126110034 近畿 京都府 株式会社フォルティ 7130001034333 精密金属部品及び精密樹脂部品の総合受注による売上再拡大への強化 京都中央信用金庫

1848 R126110036 近畿 京都府 株式会社ティ・アイ・シー 3130001051547 ＩＣＴ施工の体制構築による作業効率化と生産性向上

1849 R126110038 近畿 京都府 株式会社カーステップ 6130001048243 ＳＤＧｓに基づく、自動車部品リサイクル事業の拡大と構築

1850 R126110040 近畿 京都府 株式会社Ｄｅｃｎｏ 7130001071095 不動産取引の透明化に貢献するＣｔｏＣの不動産マッチングサイトの開発

1851 R126110042 近畿 京都府 株式会社イマムラ 6130001009030 「手作りもなか」の需要拡大に対応できる新たな生産方式の導入
堀江コンサルティングオフィス株
式会社

1852 R126110043 近畿 京都府 株式会社ウィンウィンアソシエ 9130001031097 アイスクリームファクトリーで実施する製造品質の革新的向上計画 ゆあすけっと合同会社

1853 R126110044 近畿 京都府 株式会社スタッコ 8130001044315 日本のＤＸ革新を推進する技術調達プラットフォーム運用 三宅　真司

1854 R126110046 近畿 京都府 加藤眼科医院
ＯＣＴＡ機能を備えた光干渉断層計と当院の技術力・診療体制により、緑内
障の早期発見・早期治療のワンストップ診療体制の構築

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1855 R126110051 近畿 京都府 株式会社阪村テクノロジーセンター 3130001033792
高精密自由形状内面研削盤導入による圧造金型の高精度研削技術確立及
び生産体制強化計画
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1856 R126110052 近畿 京都府 よしおか歯科 最先端設備導入で実現する歯の神経を抜かない最新治療法の確立 藤原　和重

1857 R126110054 近畿 京都府 株式会社神谷紙器工業所 3130001020320
中ロット生産のハーフオートメーション化による特殊貼箱等高付加価値製品
対応及び技術継承計画

株式会社京都銀行

1858 R126110058 近畿 京都府 佐々木化学薬品株式会社 1130001012716 環境配慮型吸湿性樹脂ペレットの開発

1859 R126110059 近畿 京都府 黄桜株式会社 1130001014175 製麹センシングシステムと空調設備による高品質日本酒の大量生産

1860 R126110060 近畿 京都府 清水戸樋金物製作所 寺社・仏閣用戸樋金物の品質、生産性向上のための体制構築 アドバンスト・エム株式会社

1861 R126110062 近畿 京都府 西京バイオテック株式会社 4012401034638 血小板吸着を抑制し高い生体親和性を有する血管修復パッチの開発

1862 R126110064 近畿 京都府 有限会社ダクタリ 8130002008987 京都最大の動物病院として椎間板ヘルニアの革新的治療法を確立 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1863 R126110066 近畿 京都府 株式会社協栄製茶 7130001038912 ＥＵ圏及び北米向け有機ほうじ茶一貫生産体制の構築 京都府商工会連合会

1864 R126110067 近畿 京都府 株式会社シオノ鋳工 7130001040703 最新設備を導入し焼付塗装を内製化し鋳物製造に付加価値を付ける

1865 R126110068 近畿 京都府 株式会社岩本組 1130001042754 型枠製造のＩｏＴ化による作業効率改善・原価抑制・人手不足への対応 京都府商工会連合会

1866 R126110069 近畿 京都府 株式会社ハタイタ製作所 5130001033568
摩擦攪拌接合（ＦＳＷ）の導入による各種金属構造体の軽量化と省エネ製造
プロセスの確立

1867 R126110070 近畿 京都府 株式会社シービル 9130001041633 災害発生時にすばやく対応！迅速な被災状況調査技術の導入

1868 R126110071 近畿 京都府 舞鶴倉庫株式会社 5130001043658 電動式移動ラックの導入による保管効率および作業効率の向上 京都北都信用金庫

1869 R126110076 近畿 京都府 大善株式会社 8130001042780 最新レピア織機導入による半導体洗浄フィルター高密度化への対応 京都府商工会連合会

1870 R126110077 近畿 京都府 二九精密機械工業株式会社 6130001011366 静圧高速センタレスグラインダ活用でＮｂＴｉ合金小径パイプ量産

1871 R126110078 近畿 京都府 伏見織物加工株式会社 9130001015554 ＩｏＴシステム導入による捺染業のＡＩ制御とプリント精度の大幅向上 株式会社ゼロプラス

1872 R126110082 近畿 京都府 株式会社カネ七畠山製茶 8130001015398 体験型カフェ事業による販路の拡大

1873 R126110084 近畿 京都府 株式会社Ｆｕｊｉｍａｋｉ通信システム 9130001053975 世界標準のケーブルテスター導入によるＬＡＮ配線工事の効率化

1874 R126110085 近畿 京都府 株式会社京都動物高度医療センター 8130001042541
デジタル技術と専門治療を掛け合わせて神経疾患・呼吸器疾患に特化した
二次診療施設へ

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1875 R126110087 近畿 京都府 ユメノキ
ホログラム近赤外分光法を用いた高空間分解能ウェアラブルＢＭＩデバイス
の開発

1876 R126110088 近畿 京都府 牧草総合設計株式会社 9130001053901 地上レーザー計測による地形測量の効率化と応用

1877 R126110089 近畿 京都府 株式会社シオガイ精機 7130001033459
機械設計開発におけるモデル製造を最先端デジタル技術で改善し、炭素生
産量を大きく向上させる計画

1878 R126110090 近畿 京都府 ユアサ化成株式会社 3130001023018 ガラス製キュベット製造における洗浄工程効率化事業
株式会社ジャストコンサルティン
グ

1879 R126110091 近畿 京都府 ＭＫラボ ＣＡＤ／ＣＡＭ機器導入で歯科技工物の短納期化と歯科医院の受注獲得 株式会社京都銀行

1880 R126110094 近畿 京都府 洛陽工業株式会社 2130001016071 ダクト製品の成型工程刷新による生産性向上と販路拡大

1881 R126110097 近畿 京都府 ＫＡＩ工業 処理プロセスの刷新で大型施設の高精度分別解体を実現させる事業 野澤　正太

1882 R126110101 近畿 京都府 株式会社ベッセル福知山 2130001041276 独自のバイオマスプラスチックを使用した工具の生産プロセス改善 京都北都信用金庫

1883 R126110102 近畿 京都府 株式会社アイステップ 8130001044281 ユーザー視点で開発する「成形機」周辺モジュール機器の事業展開

1884 R126110103 近畿 京都府 株式会社ニシムラ溶工所 3130001054145 溶接ロボットを用いた自動溶接技術及び工程の確立 京都中央信用金庫

1885 R126110104 近畿 京都府 川十株式会社 9130001014143 デジタルツインで見える化やシミュレーション活用による取り組み 公益財団法人京都産業21

1886 R126110108 近畿 京都府 株式会社西浦商店 2120901007765 自動団子製造機の更新により生産性の向上を図る事業計画 株式会社滋賀銀行

1887 R127110004 近畿 大阪府 有限会社カネタカ工業 7120002044662 最新鋭タレットパンチプレス導入による生産性の向上 松下　隆信

1888 R127110007 近畿 大阪府 有限会社大上金属工業所 7120002009260
付加軸マシニングセンタ導入による時間短縮・高精度化を実現し量産体制を
構築する

1889 R127110009 近畿 大阪府 株式会社大一製作所 5122001012313 特注品の照明器具の生産能力を向上させる事業 松下　隆信

1890 R127110011 近畿 大阪府 株式会社創作工房 2120001115139 ＵＶプリンター導入により、サイン製作の生産性向上と内製化を図る

1891 R127110012 近畿 大阪府 井上歯科医院
歯科用ＣＴの導入によるガイデッドサージェリーを用いたインプラント治療の
実現

株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1892 R127110014 近畿 大阪府 日本駐車場メンテナンス株式会社 8120001116676 ＡＩ搭載の車番認証カメラを活用した駐車場システムの新規開発

1893 R127110017 近畿 大阪府 株式会社富士鉄工所 3120001050608 ＣＮＣ旋盤導入による金属製品加工体制の構築で生産性の向上を実現

1894 R127110018 近畿 大阪府 川瀬産業株式会社 4120101038618 プラスチックマテリアルリサイクル製造工程の革新的生産性向上
特定非営利活動法人アタック・メ
イト奈良

1895 R127110019 近畿 大阪府 いづみ美術印刷株式会社 6120001155239 「貼加工」の開始による加工事業の確立と同業社および地域経済への貢献 株式会社京都銀行

1896 R127110022 近畿 大阪府 三友産業株式会社 3120101027035
火力発電設備および各種プラントの安全確保に貢献する高圧洗浄体制の高
度化計画

尼崎信用金庫

1897 R127110023 近畿 大阪府 株式会社アクト石原 6120001016721 最新型プレス機を導入することによる成長分野への進出

1898 R127110024 近畿 大阪府 大和食品株式会社 3120101004240 和泉工場生産性向上計画

1899 R127110025 近畿 大阪府 株式会社オージャスト 9120001143926 最先端クラウドシステム導入によるイベント運営業務のＤＸ化

1900 R127110027 近畿 大阪府 阪神機工株式会社 9120001232191
食品・医薬品業界の安心・安全に資するサニタリー配管等の品質・生産性向
上計画

尼崎信用金庫

1901 R127110030 近畿 大阪府 株式会社丸山食品 9120001058579
ミニマルチスライサーとたれ充填機導入による国産牛焼肉商品の製造体制
効率化

1902 R127110031 近畿 大阪府 北島鋼材株式会社 4120001030526
半導体製造装置などの需要増に対応する特殊鋼の切断加工技術の高度化
による生産性向上計画

株式会社エフアンドエム

1903 R127110032 近畿 大阪府 西村鉄工株式会社 2122001005484 平行２主軸ＣＮＣ旋盤の導入によるギヤブランク加工の量産体制の構築

1904 R127110033 近畿 大阪府 有限会社松本精工 1120002071365 ワイヤ放電加工の加工精度向上と生産性向上による受注拡大 大阪シティ信用金庫

1905 R127110034 近畿 大阪府 株式会社田中金属製作所 3120101025419 主軸台移動形ＣＮＣ自動旋盤で新規半導体用洗浄装置部品への展開 堀田　幸男

1906 R127110035 近畿 大阪府 協立工業株式会社 7120001012133 ファイバーレーザー溶接機と溶接作業用３Ｄ定盤導入による生産性向上 松下　隆信

1907 R127110036 近畿 大阪府 大平産業株式会社 6120901010567 健康増進に貢献する冷凍合鴨肉の品質向上および新商品開発体制の構築 京都中央信用金庫

1908 R127110037 近畿 大阪府 株式会社三好製作所 6120101031257
建設機械需要拡大に貢献する油圧シリンダー用ピストン等の高精度化およ
び効率生産計画

株式会社関西みらい銀行

1909 R127110038 近畿 大阪府 晋光測量株式会社 8120001114614 用地測量等の短工期化に向けたＤＸに資する３次元測量体制の構築 大阪シティ信用金庫

1910 R127110039 近畿 大阪府 株式会社ダイレオ 6120001031051 デジタルミキシングバルブの開発 大阪商工会議所

1911 R127110040 近畿 大阪府 ニュー三豊電器株式会社 3122001013890 ファイバーレーザー溶接機導入による工法転換 松下　隆信

1912 R127110041 近畿 大阪府 福井歯科 ワークフローデジタル化による革新的な歯科医療サービス体制の構築 株式会社フロウシンク

1913 R127110042 近畿 大阪府 木本電子工業株式会社 8122001001916
熟練工依存の脱却及び超高精度かつ短納期の実現による小型部品のリー
ドタイム短縮計画

シェアビジョン株式会社
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1914 R127110044 近畿 大阪府 株式会社ＳＦＫエンジニアリング 7120001200514 施工工程を機械化し小～中規模案件の内製化による収益拡大計画 シェアビジョン株式会社

1915 R127110046 近畿 大阪府 前田矯正歯科クリニック 歯科用ＣＴの導入による矯正治療プロセスの改善 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1916 R127110047 近畿 大阪府 株式会社中川製作所 9122001014850 ＣＮＣ旋盤導入による納期・精度・コスト面などでの競争力強化 田中　道彦

1917 R127110048 近畿 大阪府 株式会社山片金型 6122001007551 ＤＬＣコーティング樹脂成形用金型の効率的な生産体制の確立

1918 R127110049 近畿 大阪府 河野鉄工所 新規設備導入で、材料費高騰やコストダウン要求に対応する ひまわり経営サポート株式会社

1919 R127110050 近畿 大阪府 株式会社Ｍ＆Ｍ 2120101055623 耐火材圧送ポンプの共同開発による熱絶縁工事業の生産性向上計画 北おおさか信用金庫

1920 R127110051 近畿 大阪府 ヨモツ工業株式会社 9120001208010 ワイヤーカット工程の内製化による生産性向上と受注拡大計画 ひまわり経営サポート株式会社

1921 R127110052 近畿 大阪府 株式会社不二工業 8120001125000 混合ピッチ搭載の穴加工機導入による内製化と受注機会拡大の計画

1922 R127110056 近畿 大阪府 メイホウ株式会社 5122001007412 ２種類の研削盤導入による精密プレス用金型部品の再研磨体制の構築

1923 R127110057 近畿 大阪府 有限会社松原リード 3120102014593 金筬の製造体制刷新によ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

1924 R127110060 近畿 大阪府 ＴＯＫＩ バンドソーとアイアンワーカーを導入する事による生産性向上 松下　隆信

1925 R127110061 近畿 大阪府 光ゴム工業株式会社 5120001010808 プレス工程の生産性向上および生産体制強化による収益拡大 株式会社ゼロプラス

1926 R127110062 近畿 大阪府 日興金属工業株式会社 9122001019602 大径ばね研削盤導入による半導体製造装置用ばね等の生産体制構築

1927 R127110063 近畿 大阪府 土橋製袋株式会社 4120001010494 印刷環境の最適化と不良検出精度の向上による生産性向上 株式会社フラッグシップ経営

1928 R127110064 近畿 大阪府 有限会社上田紙器 5120002073622
今後ますます増加する極小ロットニーズに応えるための生産性改善プロジェ
クト

1929 R127110065 近畿 大阪府 株式会社フラップ 6120101024426 複雑形状で高精度なプラスチック製品・部品の製造体制の構築

1930 R127110066 近畿 大阪府 株式会社大阪タケナカ 4120001019305 自動化製造ライン構築プロジェクト

1931 R127110067 近畿 大阪府 株式会社ハヤテツ 4120001177045
特定分野の機械部品の補修のみならず、予防保全・オーバーホール事業に
進出

のぞみ信用組合

1932 R127110068 近畿 大阪府 三建電業株式会社 5120001175790 電気工事業の事務工程をデジタル化し、生産性を向上させる事業

1933 R127110071 近畿 大阪府 株式会社ＴＡＫＥ－ＧＥＮ 2120001209097
新製品ハイブリッド型減圧脱水乾燥装置による実証試験体制の整備で売上
増

杉浩行

1934 R127110074 近畿 大阪府 株式会社アセンション 7122001032557 空撮技術高度化による設備保全３次元コンサルティングへの新展開

1935 R127110077 近畿 大阪府 株式会社星光空調 2120901027268 ダクトの外注部材、仕入品の製造を内製化して事業拡大を図る計画 北おおさか信用金庫

1936 R127110078 近畿 大阪府 株式会社未来創想 5120001136520 レーザー彫刻機の導入による納期の短縮と外注コストの削減 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

1937 R127110079 近畿 大阪府 日本坩堝株式会社 9011001018113 最新鋭の検査体制構築による新製品開発の短縮と新市場への進出 株式会社フラッグシップ経営

1938 R127110081 近畿 大阪府 有限会社ラボテック・ヨネダ精密 7120002073348 歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭによるデジタル技工物を安定供給する計画 北おおさか信用金庫

1939 R127110082 近畿 大阪府 株式会社澤田工業所 3122001002976
需要拡大する建設構造物の安全基準に向けた避雷針の効率的な生産体制
の構築

株式会社エフアンドエム

1940 R127110083 近畿 大阪府 有限会社一功製作所 2120102020799 リバースエンジニアリングによる金型生産需要への対応強化 株式会社エフアンドエム

1941 R127110084 近畿 大阪府 株式会社ムロガ 8120901021190 ドローン測量により、新たな顧客を獲得し、事業を拡大する 尼崎信用金庫

1942 R127110085 近畿 大阪府 株式会社堀木工所 1120101038430 ＮＣラジアル加工機導入による、日本伝統技法を取り入れた新商品開発

1943 R127110087 近畿 大阪府 株式会社中谷工作所 9120001021132 新規プレス機導入による特殊工程の内製化及び生産性向上計画 尼崎信用金庫

1944 R127110093 近畿 大阪府 合同会社エコー製本 4120003016341 自動化・デジタル化機能搭載の製本機導入による生産性向上計画 大阪信用金庫

1945 R127110094 近畿 大阪府 株式会社荒磯水産 8120101030265 食肉加工の生産性向上、高品質化、及び新商品製造に取組む計画

1946 R127110096 近畿 大阪府 有限会社麻生川織布工場 6120102020721 先端技術を搭載したエアジェットルーム導入による生産性向上計画 大阪信用金庫

1947 R127110097 近畿 大阪府 株式会社Ｈ２Ｏ 8120101052061 アパレルと商品台紙の自社製造による工程短縮と販路拡大を実現 大阪府商工会連合会

1948 R127110098 近畿 大阪府 なかのデンタルクリニック ３Ｄスキャナーの常時稼働によるプロセス・イノベーションの実現

1949 R127110099 近畿 大阪府 株式会社ＨＥＩＺＯ　ＫＩＴＣＨＥＮ 9122001029881 新調理システム導入による生産性向上でセントラルキッチン事業化

1950 R127110100 近畿 大阪府 株式会社富士製作所 7122001006833 高性能ＣＮＣ旋盤導入による品質の安定と、内製力及び生産性向上計画

1951 R127110101 近畿 大阪府 フレスデザイン株式会社 8120901028780 最新プリンターとデジタルセンサーの導入による生産性向上計画

1952 R127110105 近畿 大阪府 株式会社Ｄｒｏｐ 4120001220143 企業の「ビジネスと人権」への取組みを支援する新システムの開発

1953 R127110109 近畿 大阪府 有限会社井筒製作所 2120002021170 新素材（ハステロイ、チタン）難削材の配管部品を製作・販売

1954 R127110110 近畿 大阪府 矢野興産株式会社 1120001071408 ＤＸ化による総合美容サービスの最小人数経営とＦＣ展開の実現！

1955 R127110112 近畿 大阪府 株式会社ベリープラント喜平 8120101054578 農産物加工品の製造効率向上による、加工品販売事業の拡大

1956 R127110119 近畿 大阪府 西川デンタルクリニック 歯科ニーズの対応及び高度な訪問診療による地域医療の推進

1957 R127110120 近畿 大阪府 株式会社フラウ・インターナショナル 3120001119923 韓流タレントとファンの交流をＤＸ化！オンラインイベントアプリ開発事業 株式会社ｂｔｏｂｅｅ

1958 R127110121 近畿 大阪府 株式会社テクニカルプラス 2120101030527 新市場を開拓することで車から排出されるフロンガスを減らす事業

1959 R127110122 近畿 大阪府 株式会社埴渕鉄筋 5120901036209 鉄筋自動曲装置導入による耐震工事事業の拡大 西川　和予

1960 R127110123 近畿 大阪府 株式会社ＩＮ－ＫＡＲＤＩＡ 1120001235986 警備業界特化型クラウドプラットホーム構築による中小警備業の生産性向上 補助金活用支援会合同会社

1961 R127110131 近畿 大阪府 有限会社ＯＥＨ 7120002073752 オンライン英会話アプリ及びデータ連携・管理ソフトウェアの開発

1962 R127110132 近畿 大阪府 株式会社吉春バルブコック製造所 8122001022540 工程集約とプログラミングノウハウを活かした旋盤加工の生産性向上 株式会社京都銀行

1963 R127110133 近畿 大阪府 株式会社Ｊ・ファースト 2120101060656 受発注システムのＩＴ化と最新設備による新規顧客の獲得計画 アドバンスト・エム株式会社

1964 R127110134 近畿 大阪府 株式会社サンアイ 9122001017127 最新型のシャーリングマシンを用いた品質・生産性向上事業 横山　昌司

1965 R127110135 近畿 大阪府 西村金網株式会社 8120001168247 新型波付機導入による基盤技術の高度化と付加価値の飛躍的向上 ひまわり経営サポート株式会社

1966 R127110136 近畿 大阪府 関本総業株式会社 6120001149868
スマホで簡単取引可能な受発注管理システムを開発！ＤＸでお客様と従業
員の利便性向上

1967 R127110138 近畿 大阪府 有限会社ジャパンサーベイングシステム 1120102002419 悪条件時の道路工事に対応したデジタル測量及び数量算出事業 株式会社シロモジ

1968 R127110139 近畿 大阪府 税理士法人古屋会計事務所 1120905006252 ＡＩ仕訳システム導入による会計事務所のＤＸ化事業

1969 R127110140 近畿 大阪府 株式会社Ａｓｎａｘ分析センター 3120001238129 分析業務を効率化するＤＸを導入し増収増益を図る

1970 R127110141 近畿 大阪府 株式会社ＯＫＡＺＵ総研 4120001200021 ガス置換包装と液体式急速冷凍技術の活用による製品品質の向上

1971 R127110142 近畿 大阪府 共栄精密 精密部品専用ラインの新設による飛躍的増産体制の構築計画
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1972 R127110143 近畿 大阪府 株式会社谷口商店 8120001169591 特殊な研削技術の獲得により、大阪万博はじめ大型案件受注に挑戦 株式会社シャイン総研

1973 R127110145 近畿 大阪府 小林物産株式会社 7120001063952 セントラルキッチンの生産性効率化と全体プロセスの改善

1974 R127110148 近畿 大阪府 株式会社プラステック 6120001201703
可搬式防水施工システム導入による高層ビル防水工事体制整備による事業
展開

1975 R127110149 近畿 大阪府 信和商事株式会社 2130001038082 空容器の高効率選別・処理による、高品質・大量リサイクル体制の確立

1976 R127110150 近畿 大阪府 坂口鋼材株式会社 4120001012367 鋼材加工の品質・生産性向上による農業機械用刃物事業への進出 株式会社ゼロプラス

1977 R127110151 近畿 大阪府 株式会社黒沢商店 2122001032207 サステナビリティへの更なる貢献による４者ＷＩＮ計画

1978 R127110152 近畿 大阪府 有本工業株式会社 5120101059464 センサー活用自動制御で高速・高品質の敷均し工事を提供する計画

1979 R127110153 近畿 大阪府 株式会社ＧＣＥＲＴＩ－ＪＡＰＡＮ 4120001221389 業務管理用のアプリケーションのシステム開発による業務効率化事業

1980 R127110154 近畿 大阪府 株式会社フォトンレイズ 4120001226462 重金属の微量分析に特化した蛍光Ｘ線分析装置の開発と事業化

1981 R127110156 近畿 大阪府 株式会社けものみち動物病院 5120901037181
増加傾向にあるペットの循環器疾患の早期発見及び新治療サービス構築事
業

株式会社京都銀行

1982 R127110158 近畿 大阪府 株式会社ヨシムラオートサービス 9120001167850 商用トラック修理・整備のさらなる短納期化及び高品質化体制の構築 古橋　忠男

1983 R127110159 近畿 大阪府 永沢化成工業所 ハイブリッド式射出成形機によるプラスチック加工の生産性向上 大阪信用金庫

1984 R127110160 近畿 大阪府 ＰａＭｅＬａ株式会社 4120901036507 遠隔医療における疼痛管理の為のクラウドシステム開発 安田　有一

1985 R127110162 近畿 大阪府 有限会社杉村工業 2120002071645 画像測定器で品質保証能力を手に入れ、新規事業へ挑戦！ 北大阪商工会議所

1986 R127110165 近畿 大阪府 株式会社オーミヤ 8122001001437 独自開発の高機能継手を拡販し、市場シェア５０％以上獲得を実現 京都信用金庫

1987 R127110167 近畿 大阪府 イノコス・ラボ株式会社 6120001239470 当社独自の開発ノウハウを生かした新型粘着式ロール掃除機の開発

1988 R127110168 近畿 大阪府 株式会社エフ・シー 5122002015273 半導体製造装置部品に最適化された生産ラインの構築 柏崎　裕介

1989 R127110169 近畿 大阪府 丸竹コーポレーション株式会社 5120101044417 原料回収から再商品化まで資源循環が可能なリサイクル毛布の新規開発
株式会社マネジメントオフィスい
まむら

1990 R127110170 近畿 大阪府 恵和製螺株式会社 7122001030775
コストダウンに寄与する切削加工技術の技術継承と高精度化を通じた競争
力強化

株式会社京都銀行

1991 R127110172 近畿 大阪府 株式会社寿工業 6120102023303 Ｈ形鋼の高速・高精度切断能力の獲得による生産性向上 株式会社ゼロプラス

1992 R127110173 近畿 大阪府 木村石材 レーザー加工機の導入で、高度な石材彫刻加工を実現する計画 株式会社ティグレ

1993 R127110174 近畿 大阪府 株式会社ライジング 1120101057496 住宅の解体作業の省力化・効率化

1994 R127110178 近畿 大阪府 宝島造形有限会社 4120902018958 造形物の精緻製造及び製造体制刷新による生産性向上 株式会社フラッグシップ経営

1995 R127110179 近畿 大阪府 ＳＩＫＩ株式会社 1010001148398 美泡シャワーヘッドと塩素除去カートリッジのサブスクサービス

1996 R127110180 近畿 大阪府 千代田空調機器株式会社 6120101004304 レーザー加工により金型レスで鏡板穴加工を効率化

1997 R127110181 近畿 大阪府 株式会社岩崎企画 4120001060853 クラウド対応！業務管理システムによる革新的な業務効率化事業

1998 R127110182 近畿 大阪府 中谷歯科医院 再発リスクを抑制する「精密な根管治療」の実現

1999 R127110184 近畿 大阪府 株式会社アルファ・ローヤル 9120101060468 フライス工作機購入における新商品開発

2000 R127110186 近畿 大阪府 ともファミリー歯科 最新鋭の立体Ｘ線ＣＴ診断装置導入による、歯科診断のＤＸ化事業

2001 R127110187 近畿 大阪府 株式会社コロンブスマン 2010001107980 新たな空間演出提案に対応する紙製造作物ＩｏＴ加工技術構築事業 株式会社シロモジ

2002 R127110189 近畿 大阪府 株式会社橋本電気 5120001181418 高精細画像と赤外線画像による太陽光発電システムの点検体制の確立 アドバンスト・エム株式会社

2003 R127110192 近畿 大阪府 宏明工業株式会社 5120001049607 新設備の導入による機械式駐車場のメンテナンス需要等への対応 尼崎信用金庫

2004 R127110193 近畿 大阪府 みよし眼科 マイボーム腺機能不全によるドライアイの根治を実現する事業 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

2005 R127110194 近畿 大阪府 山片矯正歯科 データ利用で負担と無駄を無くす治療変革と笑顔を増やす歯科医院

2006 R127110196 近畿 大阪府 東勝株式会社 3120101051266 増加するテイクアウト需要に向けた生産体制と衛生面の強化計画 芦谷義一

2007 R127110197 近畿 大阪府 美里　大阪 エクステリア事業のノウハウを活かし、アスファルト舗装事業への挑戦！

2008 R127110199 近畿 大阪府 有限会社キヨタキ 5120002015442 住宅リフォームの仕様打合せを効率化するオンラインシステムの導入

2009 R127110201 近畿 大阪府 豊榮印刷株式会社 4120001070282 環境保護とデジタルデータを活用した短納期対応可能な生産工程の構築 株式会社ＧＩＭＳ

2010 R127110202 近畿 大阪府 株式会社デコラス 9120001213852 再生段ボール等を使用した環境型商品ディスプレイの生産方式導入

2011 R127110203 近畿 大阪府 株式会社ヒライ工業所 9120101025636 最先端プレス機の導入、金属加工の技術応用による耐震分野への進出 松原商工会議所

2012 R127110204 近畿 大阪府 エーアールファクトリー有限会社 3122002013246
点字印刷対応インクジェットプリンター導入による福祉事業分野での新事業
展開

2013 R127110205 近畿 大阪府 大西歯科医院 ＣＴ装置と口腔内スキャナの導入による補綴物作製プロセスのＤＸ化
株式会社リアルコンテンツジャパ
ン

2014 R127110206 近畿 大阪府 株式会社相合家具製作所 8120001020655 高級椅子はり工程の社内生産体制を構築して売上向上させる計画

2015 R127110208 近畿 大阪府 株式会社ダイサンエンタープライズ 9120001150014 最新型横型マシニングセンタの導入による新規案件への取組計画

2016 R127110209 近畿 大阪府 れいこ眼科クリニック 緑内障検査の最適化による感染リスクの低減と、検査・診療体制の確立 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

2017 R127110210 近畿 大阪府 株式会社ルーミナス 2120001202853 ＳＥＳ事業者向け人材管理システムの開発 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

2018 R127110212 近畿 大阪府 株式会社中井製作所 6122001021107 最新洗浄設備による生産能力拡大とコスト削減で競争力強化 株式会社エフアンドエム

2019 R127110214 近畿 大阪府 福地歯科医院 難治性の根管治療・ＭＴＡを受けにくる患者さんの受け入れ体制の強化
株式会社リアルコンテンツジャパ
ン

2020 R127110215 近畿 大阪府 摂津化成株式会社 8120901009574 最新の射出成形機導入による新たな製作品の生産体制の確立 株式会社日本修身経営

2021 R127110216 近畿 大阪府 旭紙工株式会社 8120101024894 従来にない包装スピードと複雑包装対応で全体生産性向上の実現

2022 R127110217 近畿 大阪府 昭和化工株式会社 1120001055955
多様な用途に応える食用離型油の新たな生産体制整備による供給量増強
計画

株式会社京都銀行

2023 R127110218 近畿 大阪府 シルバー株式会社 2122001018791
生産販売統合システム導入と次世代エネファーム向け電磁ポンプ製品化を
通じた社内体制の強化

株式会社ダイワマネジメント

2024 R127110220 近畿 大阪府 株式会社ケーシ製作所 8122001018381
ＤＸ等により需要が増加している工作機械部品の高付加価値化に対応した
生産体制の構築

シェアビジョン株式会社

2025 R127110223 近畿 大阪府 株式会社岸本製作所 3122001031926 生産ライン変革による生産性向上と安全で働きやすい環境構築の両立 大阪シティ信用金庫

2026 R127110225 近畿 大阪府 株式会社共栄アルミニウム工業所 2122001018288
最新ロボットの活用によるアルミニウム地金の生産体制刷新と新製品製造
計画

大阪シティ信用金庫

2027 R127110228 近畿 大阪府 株式会社エムアイシー 8122001024256 全自動真空プレス機導入によるゴム成型加工の高度化と生産性向上の取組 株式会社日本修身経営

2028 R127110229 近畿 大阪府 株式会社修和 8120101024507 高精度な３Ｄ画面の人口大理石カウンターの開発

2029 R127110231 近畿 大阪府 株式会社エリザ 8120001022528 ペットフード市場の新規参入及び既存事業強化による売上拡大
堀江コンサルティングオフィス株
式会社
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2030 R127110232 近畿 大阪府 株式会社コンフォート 8150002010165
測量ＩＣＴ化による建設土木現場の生産性向上と建設業ＤＸへの取組みによ
る競争力の強化

大阪シティ信用金庫

2031 R127110233 近畿 大阪府 株式会社安治川商店 3120001028422 長尺鉄筋加工への対応により太陽光発電基礎工事をコストダウン

2032 R127110237 近畿 大阪府 共和精機株式会社 8120001051568 生産用機械のニーズに応える複雑・高精度・小型部品の生産体制確立 株式会社匠コンサルティング

2033 R127110238 近畿 大阪府 かね徳水産株式会社 5120901000544 長期保存を可能とする新技術を用いたシャリ玉の拡販戦略事業 芦谷義一

2034 R127110239 近畿 大阪府 株式会社森田ダイカスト工業所 4120001019065 ダイカスト技術の高度化によるニッチ戦略強化と社内生産体制構築 株式会社ダイワマネジメント

2035 R127110241 近畿 大阪府 株式会社前田製作所 9120001050643 ファイバーレーザー溶接機導入による薄板精密板金加工の高度化事業 松下　隆信

2036 R127110242 近畿 大阪府 大野鋼管株式会社 6120101001292 最新ロボット技術を活用したコラムの生産性向上

2037 R127110243 近畿 大阪府 ライトクリニック
顧客の治療期間短縮および身体的負荷軽減のための設備導入～医療痩身
～

福井　正嗣

2038 R127110244 近畿 大阪府 メガネの松岡 メガネの訪問・出張サービスを広げるために生産性向上設備を導入

2039 R127110246 近畿 大阪府 有限会社深井研磨工業 1120902009076 高性能の精密平面研削盤の導入による研磨加工の生産性向上計画

2040 R127110248 近畿 大阪府 このはな動物病院 脾臓腫瘍手術を行いうる１次診療施設として、地域で希有な動物病院へ 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

2041 R127110251 近畿 大阪府 株式会社ツチノコ製作所 7120001227689 高性能切削加工機導入による、難削材の精密切削受注能力の向上 大阪信用金庫

2042 R127110253 近畿 大阪府 株式会社サカエ 7120101031479 業務用インクジェット印刷機を導入し総合印刷業へ躍進

2043 R127110254 近畿 大阪府 おかぞえ歯科医院
インプラント・根管・矯正３つの治療の大改革！新治療への挑戦と炭素生産
性の向上

2044 R127110257 近畿 大阪府 ヨーホー電子株式会社 6120001158365 試作開発設備導入による開発効率の向上と製品生産性の大幅向上 守口門真商工会議所

2045 R127110263 近畿 大阪府 株式会社ダイゼン 9010001117486 ＳＤＧｓが後押し。都市鉱山からの非鉄金属リサイクル率向上計画 佐藤　鉄昭

2046 R127110265 近畿 大阪府 木田バルブ・ボール株式会社 1122001001798 特殊加工ボールの超精密加工における生産効率化

2047 R127110266 近畿 大阪府 株式会社ジェイ・ポート 6120001106209
産業廃棄物の選別の自動化と破砕能力の向上により、資源循環率の向上を
図る

株式会社フォーバル

2048 R127110267 近畿 大阪府 有限会社愛媛製作所 4120902017794 ＣＮＣ精密旋盤機導入によるロール加工の高精度化と生産性向上の取組 株式会社日本修身経営

2049 R127110268 近畿 大阪府 株式会社ジャストコンサルティング 5120001184321 ＡＩ活用による経営支援業務の超効率化とサービスの高品質化

2050 R127110269 近畿 大阪府 株式会社Ｎ木型製作所 9120101061185 デジタル接続による木型設計・生産の効率化と新規受注獲得拡大

2051 R127110270 近畿 大阪府 美津和産業株式会社 2120001013755
高精度フィルターのＡＩ画像検査による品質管理体制構築・生産能力向上計
画

大阪シティ信用金庫

2052 R127110271 近畿 大阪府 株式会社宮本ネジ製作所 3120001029940 ねじ加工の高度化による発電および産業分野における脱炭素化への貢献 尼崎信用金庫

2053 R127110272 近畿 大阪府 ユニオンエタニティ株式会社 7120001198468 自動車関連サービスに特化したポータルサイト『ｍｏｂｉｆｕｌ』の構築計画

2054 R127110274 近畿 大阪府 株式会社宮崎加工所 7122001023399 大型化する複雑構造の金型の社内一貫製造事業による競争力強化
アクセルコンサルティング株式会
社

2055 R127110275 近畿 大阪府 ティエム化成株式会社 3120001181394 多品種小ロット加工を若年技術者でも可能な体制づくり 曽我部　聡

2056 R127110277 近畿 大阪府 有限会社大西商店 8120002000160 レーザー加工機導入による廃材を利用した新製品の製造 杉田　一弥

2057 R127110279 近畿 大阪府 株式会社ＡｓｏｂｏＬａｂｏ 6120001135546 ＡＩを活用したＢｔｏＢ－ＥＣサイト及び販売管理システムへの連動 ウィズアップ税理士法人

2058 R127110289 近畿 大阪府 合同会社七野水産 5120103004138 魚のピンボーン（小骨）除去工程の機械化による高付加価値製品製造計画 大阪信用金庫

2059 R127110290 近畿 大阪府 有限会社岸田製作所 2122002001549 半導体産業向け超高性能搬送装置向け精密部品事業への進出

2060 R127110292 近畿 大阪府 株式会社三谷製作所 1120001026873 新設備導入で作業効率、コストを改善。競争力強化で受注増加事業 やまと税理士法人

2061 R127110293 近畿 大阪府 日西製罐株式会社 8122001015759 缶の蓋の内製化により、生産性を向上させて経営安定化を図る計画 株式会社関西みらい銀行

2062 R127110294 近畿 大阪府 株式会社シーキューブ 7122001018696 住宅概算見積・業者間受発注システムによる売上、対応力向上事業
シーアンドエイチコンサルティング
合同会社

2063 R127110295 近畿 大阪府 株式会社ビズベース 8120001162035 アルコールチェック管理クラウドサービスの開発計画

2064 R127110297 近畿 大阪府 株式会社コイズミ 4120001133849
交通インフラの安全性に貢献する道路設備工事関連部品の生産性向上事
業

2065 R127110299 近畿 大阪府 株式会社ＭＡＸ 2120001124775 環境商材によるサイン・看板事業の環境負荷低減の実現

2066 R127110301 近畿 大阪府 株式会社はればれ商店 2122003001531
デジタル技術活用による生産性向上を目的とした不動産仲介社内マッチン
グシステムの開発

五味田　匡功

2067 R127110302 近畿 大阪府 株式会社ＬＡＺＡＲＵＳ 8120001172348 デジタル機械加工で原価低減・画像合成で販路拡大する歯科技工所

2068 R127110303 近畿 大阪府 株式会社協同精工 7120101001944 自動倉庫の棒状長尺部品の短納期化、大量生産計画 升谷道教

2069 R127110307 近畿 大阪府 株式会社クラフトスクエア 2120101057925 ＤＸ化によるクラシックカーユーザーとの接点増加とニーズ対応 株式会社フラッグシップ経営

2070 R127110308 近畿 大阪府 山野設備 配管加工にフレアマシンを導入し現場施工の円滑化・品質向上を実現する 株式会社日本修身経営

2071 R127110309 近畿 大阪府 合同会社ＴＡＮ 1122003001417 付加価値商品の開発・製造・販売により障がい者の工賃増加に挑戦します 株式会社シャイン総研

2072 R127110310 近畿 大阪府 株式会社岩本モデル製作所 4120001147411 自動化による生産性向上と要求される量産ワークへの対応

2073 R127110311 近畿 大阪府 株式会社フクメ印刷 8120001020432 サーボ式製袋機の導入による　加工速度アップと製品品質向上事業 大阪商工会議所

2074 R127110313 近畿 大阪府 株式会社日版プリント 9120001057606 一貫生産システムにより世の中にないパッケージを創造する事業！ 株式会社りそな銀行

2075 R127110317 近畿 大阪府 ＤＩＤ－ＧＬＯＢＡＬ株式会社 7120001172613 ＩＴによる管理機能付き賃貸申込みシステム汎用型モデルの開発

2076 R127110319 近畿 大阪府 松村産業株式会社 4120001050680 化粧料用途向け強鱗片状タルク粉体の開発と販売

2077 R127110321 近畿 大阪府 ＲＴ．ワークス株式会社 3120001184265 ユーザー層を拡大する介護市場向け歩行アシストロボットの開発

2078 R127110322 近畿 大阪府 株式会社関西電工 5122001008591 めっき処理の高効率化・高品質化を可能とする生産体制の構築 MGS税理士法人

2079 R127110323 近畿 大阪府 株式会社ＮＰテック 4120101061256 立型マシニングセンタ導入による大径部品の生産プロセス刷新 株式会社フラッグシップ経営

2080 R127110324 近畿 大阪府 株式会社オーシャンサービス 1120001180431 送迎付き放課後等デイサービスの事業の為の教室予約システムの開発 豊中商工会議所

2081 R127110325 近畿 大阪府 株式会社フェイスフル 9120001186116 大規模建築物でも効率的に三次元測量を行える革新的な測量体制の構築 吉元秀樹

2082 R127110327 近畿 大阪府 昌和印刷株式会社 2120001020537
最新カッティングマシンを導入し、顧客ニーズのある販促物の拡充、新製品
の製作に取り組む。

2083 R127110329 近畿 大阪府 永原工芸株式会社 8120901024961 ＮＣルーター導入による生産能力拡大と新事業進出計画

2084 R127110330 近畿 大阪府 丸安工芸 環境面に配慮した変形など複雑形状の樹脂製品の箔押し事業への挑戦 大阪シティ信用金庫

2085 R127110333 近畿 大阪府 株式会社カワデン 1120001026221 震災対策用緊急遮断弁のＷＥＢ遠隔監視システムの開発 阿乘　安弘

2086 R127110334 近畿 大阪府 有限会社神谷鉄工所 3120102017951 高精度切削加工のデジタル化による高品質な製品の量産化

2087 R127110340 近畿 大阪府 株式会社ｓｔａｃｋ　Ｄ 6120101060751 ＮＣルータ導入で生産性向上、新たに家庭向けオーダー家具の製造に挑戦 株式会社シャイン総研
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2088 R127110341 近畿 大阪府 フィッシュ・バイオテック株式会社 6120901038716 水産養殖に特化したＥコマースアプリ開発による販路開拓事業

2089 R127110343 近畿 大阪府 株式会社林鉄工所 8120101049561 ベアリング関連部品の高効率加工を実現し生産量の増加を目指す 株式会社共立コンサルタント

2090 R127110345 近畿 大阪府 株式会社小南総合メンテナンス 6120001005278 ビルメンテナンス業務管理システムの構築による生産性と収益性の向上 駒田　裕次郎

2091 R127110346 近畿 大阪府 株式会社山元紙包装社 9120001008889 高機能エコプリンターの導入で、生産性向上と脱炭素化社会へ貢献 株式会社関西みらい銀行

2092 R127110347 近畿 大阪府 株式会社ディクセル 2120001239598 独自オンライン診療システムを核とした医療プラットフォーム事業 岩﨑　良子

2093 R127110351 近畿 大阪府 能勢酒造株式会社 7120901021258 安全性、耐久性を向上させた新しいリターナブル瓶ビジネス

2094 R127110352 近畿 大阪府 小縣　順一
ＣＡＤ／ＣＡＭシステム・口腔内スキャナーを組み合わせ、業務効率化・顧客
満足度向上を図る

税理士法人FIA

2095 R127110353 近畿 大阪府 株式会社シケン 7120001023626 チタン電極表面処理装置（過酸化水素法による）の新規導入 仲橋　孝治

2096 R127110354 近畿 大阪府 有限会社エムケイ企画 9120002052085 調剤薬局の生き残りをかけたＤＸ化による業務拡大及び主益確保

2097 R127110356 近畿 大阪府 株式会社シマテック 4120001155959
スカラロボットを組み合わせた新型パーツフィーダの開発とデモ機による販
売促進

京都信用金庫

2098 R127110357 近畿 大阪府 株式会社Ｇ１ｃｏｍｐａｎｙ 9120001241127 バーチャルツーリズム　ＶＲゴーグル用アプリ開発とプロモーション

2099 R127110360 近畿 大阪府 バイオニクス株式会社 8120001097917 各戸型血中酸素飽和度・脈拍測定機能付き血流認証装置

2100 R127110363 近畿 大阪府 サンワ工業株式会社 2122001003348
ダクト成型工程の刷新とデータ利用の効率化を通じた生産性向上、販路開
拓

2101 R127110366 近畿 大阪府 株式会社ニード 1120001046203 バリアブルでバリュアブルな販促ノベルティの新展開

2102 R127110370 近畿 大阪府 ユニカー工業株式会社 8120001094435
最新の機械設備を導入することで、リードタイム削減によるさらなる生産性向
上を図る

サポート行政書士法人

2103 R127110372 近畿 大阪府 株式会社生田 2120001122770
セレクトオーダーランドセル製造業のマーケティングＤＸを実現する顧客管理
一元化システムの開発

株式会社トリプルバリュー

2104 R127110374 近畿 大阪府 大喜工業株式会社 5120902008850 デジタル化で業務効率と生産性向上を目指し差別化戦略を実施 山本　修平

2105 R127110376 近畿 大阪府 株式会社ＨＡＮＯＷＡ 9120001218554 決済システム導入による決済プロセスの省人力化

2106 R127110381 近畿 大阪府 株式会社カンダ 5120101032000 小型ＣＮＣ旋盤導入による原子力関係部品の生産強化 大阪シティ信用金庫

2107 R127110383 近畿 大阪府 株式会社山本金属製作所 7120001021984 軽量・高強度な構造最適化部品を活用したロボットＳＩｅｒ事業の拡大

2108 R127110390 近畿 大阪府 有限会社武山電研工作所 7122002014100
需要の上がっている耐食金属における特殊金属建材の開発と生産プロセス
改善

2109 R128110002 近畿 兵庫県 日本ジャバラ株式会社 6140001014681 クリーンカットの安定供給が可能な生産体制の構築 松下　隆信

2110 R128110003 近畿 兵庫県 ＳＧステンレス工業株式会社 3140001042611 真空チャンバーの増産オーダーに対応する設備投資 松下　隆信

2111 R128110004 近畿 兵庫県 笹原歯科医院
先端設備導入による歯科治療の効率化、顧客満足度の向上による生産性
向上

2112 R128110005 近畿 兵庫県 株式会社神戸工業試験場 1140001014570 次世代産業の樹脂材料試験の高度化ニーズに応える生産体制の構築

2113 R128110006 近畿 兵庫県 株式会社金諾フーズ 4140001026407 カット野菜のサービス拡大による食品ロス削減・人手不足解消への貢献 播州信用金庫

2114 R128110008 近畿 兵庫県 朝日海洋株式会社 5140001109152 自社製品の改良により、付加価値向上・ブランド力強化を図る 尼崎商工会議所

2115 R128110009 近畿 兵庫県 ルートコンストラクション株式会社 5140001086037 高付加価値建設機械を用いたＩＣＴ土工による農地再生工事への展開 株式会社徳島大正銀行

2116 R128110010 近畿 兵庫県 株式会社南海製作所 5140001078678 クリーン発電の拡大へ！バイオマス発電用スートブロワ部品の製造 ひまわり経営サポート株式会社

2117 R128110011 近畿 兵庫県 レザーソー工業株式会社 1140001076941
ＤＩＹ需要増加によって増える鋸ニーズに対応するための洗浄における新生
産体制構築事業

シェアビジョン株式会社

2118 R128110013 近畿 兵庫県 山純建設 中小型の油圧ショベル導入による生産性向上・受注拡大計画

2119 R128110014 近畿 兵庫県 播州製鎖株式会社 9140001060723 切断機・ウインチ導入によるチェーン製造の増産体制整備 姫路信用金庫

2120 R128110015 近畿 兵庫県 株式会社長尾工作所 6140001017750 エネルギー効率が高い電動シリンダ用長尺ボールねじ製造への事業展開 日新信用金庫

2121 R128110016 近畿 兵庫県 株式会社織田鉄工所 9140001123777 拡大する産業用ロボット製造部品の生産体制の構築と脱炭素化への貢献 播州信用金庫

2122 R128110017 近畿 兵庫県 大協磨鋼材株式会社 6140001016356 切断工程の精度・生産性向上によるＩＣＴ建機向け鋼材事業への進出 株式会社ゼロプラス

2123 R128110019 近畿 兵庫県 ＳＨＩＰ株式会社 7120001235221 アクリルグッズの生産性向上と時間外労働削減の事業拡大計画

2124 R128110022 近畿 兵庫県 株式会社小笹建設 6140001056253 ＩＣＴ建機の導入による受注獲得と生産性向上を実現する計画 株式会社但馬銀行

2125 R128110023 近畿 兵庫県 ヴェルデ動物病院 「ペット終末医療」のニーズ増加にいち早く対応！優しい診療体制の実現

2126 R128110024 近畿 兵庫県 紀の庄木材株式会社 7140001078247 木材加工機導入による新規顧客開拓及び従来顧客へのサービス向上 久芳　剛

2127 R128110025 近畿 兵庫県 有限会社上月電設 9140002053940 土木ＩＣＴ化による建設現場の生産性向上と地域の防災・減災への貢献 姫路信用金庫

2128 R128110026 近畿 兵庫県 ビップテクニカルサービス ファイバーレーザー溶接機による工法転換事業 松下　隆信

2129 R128110027 近畿 兵庫県 トータルカープロデュースアデン オートスポッターＡＳＩ－１４０００Ｔ－Ⅱの導入

2130 R128110029 近畿 兵庫県 株式会社大昭精機工作所 1140001013465 三次元測定機を導入した高精度測定を可能とした検査体制の刷新 株式会社フラッグシップ経営

2131 R128110030 近畿 兵庫県 株式会社マイスターズ・ユニオン 2120001181809 曲げ加工機とブランクＣＡＭ導入による生産性向上 松下　隆信

2132 R128110031 近畿 兵庫県 三川産業株式会社 5140001005384 新装置導入による生産性・品質の向上を実現し売上増を目指す計画 淡路信用金庫

2133 R128110032 近畿 兵庫県 とよだ疊店 安価＝粗悪を覆す「高耐久・高品質・低価格の琉球畳」の高生産化 坪井　亮

2134 R128110033 近畿 兵庫県 株式会社朝日外工 7140001113904 測量・設計・施工工程の三次元データ化による生産性向上計画 尼崎信用金庫

2135 R128110042 近畿 兵庫県 北淡路産業株式会社 9140001085357 デジタル技術搭載のＩＣＴ建機導入による生産性向上・増収計画

2136 R128110043 近畿 兵庫県 株式会社境界測量 3140001117231 ３Ｄレーザースキャナ導入により測量のＩＣＴ化を目指す計画

2137 R128110044 近畿 兵庫県 ダイヤ製薬株式会社 8150001010661 皮膚透過性能有する乳化膜の開発および製剤化技術の獲得

2138 R128110048 近畿 兵庫県 株式会社田中塗装 5140001038822 塗装の自動化で環境に配慮した高品質高精度の量産体制の確立 兵庫県信用組合

2139 R128110051 近畿 兵庫県 株式会社アシダコーポレーション 6140001040876 三次元高速カッター導入でＳＤＧｓ対応立体造形市場新規取引実現 兵庫県商工会連合会

2140 R128110052 近畿 兵庫県 株式会社Ｇｒｏｗ　Ｄｅｓｉｇｎ 1140001104289 顧客ニーズにマッチした売れ筋商品を柔軟に生産するための計画 尼崎信用金庫

2141 R128110055 近畿 兵庫県 株式会社上田工業 6140001046485 曲げ加工の精度および生産性の向上による短納期増産能力の獲得 株式会社ゼロプラス

2142 R128110058 近畿 兵庫県 株式会社ｅｖｅｒ 9140001087691 機材の管理体制強化と生産性向上を通じて顧客開拓を進める計画 但陽信用金庫

2143 R128110060 近畿 兵庫県 株式会社Ｙ’ｚ　Ｏｎｅ 2140001077716 ＢＭＷに特化した独自のエンジンチューニングサービスの提供

2144 R128110061 近畿 兵庫県 東英建設株式会社 4140001060174 ＩＣＴ重機の導入で、市街地工事の生産性と精度を大幅アップする 泉　正道

2145 R128110063 近畿 兵庫県 株式会社藤田食品 5140001079619 新商品「消泡剤不使用の薄揚げ・京揚げ」による販路開拓 赤田　健行
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2146 R128110065 近畿 兵庫県 株式会社ハマコン 8140001056739 若手人材によるデジタル技術の活用！精密・安全な砂防えん堤測量
シーアンドエイチコンサルティング
合同会社

2147 R128110066 近畿 兵庫県 株式会社富士工作所 2140001017878
ＣＮＣフライス盤とファイバーレーザ溶接機導入による増産オーダーへの対
応

松下　隆信

2148 R128110068 近畿 兵庫県 株式会社東邦ゴルフ 7140001063521 高品質でオンリーワンのゴルフクラブを製造し新規顧客を開拓する 兵庫県商工会連合会

2149 R128110072 近畿 兵庫県 株式会社岩居建設工業 6140001036081 物流倉庫建設業への進出に向けたＨ型鋼製造の品質・生産性向上 株式会社ゼロプラス

2150 R128110074 近畿 兵庫県 株式会社マリン神戸 7140001037095 大径部品の高精度生産体制構築による生産性向上と競争力強化

2151 R128110075 近畿 兵庫県 吉田実業株式会社 6140001005499 選別機導入による廃棄物選別作業の生産性向上と効率化 株式会社アクセルパートナーズ

2152 R128110076 近畿 兵庫県 寺西工業株式会社 4140001060166 自動車部品の量産加工の自動化に向けたロボット制御技術と専用機の開発

2153 R128110079 近畿 兵庫県 株式会社ピーエムシー 2140001085157 内製化によるコスト削減と短納期化及び製造卸への移行

2154 R128110082 近畿 兵庫県 有限会社中植製作所 9140002049856 高性能ＣＮＣ旋盤等でセルフレジ駆動部重要部品の精度と能率向上 ひまわり経営サポート株式会社

2155 R128110085 近畿 兵庫県 共新工業株式会社 5140001104649 ＣＫフレアマシンⅢ導入によるは配管工事の生産プロセス改善事業 姫路信用金庫

2156 R128110089 近畿 兵庫県 小林種苗株式会社 4140001042800 生産ラインの一新による生産性の向上 但陽信用金庫

2157 R128110090 近畿 兵庫県 株式会社六甲歯研 6140001004286 大型ＣＡＭ機によるチタン補綴物への対応と労働環境の整備 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

2158 R128110092 近畿 兵庫県 油研化学株式会社 2140001062172 分析機器の導入によるアルコール消毒剤の安全性・生産効率の向上 但陽信用金庫

2159 R128110095 近畿 兵庫県 株式会社山陽盃酒販 6140001039019 冷蔵設備の導入により、当社史上最高のプレミアム日本酒を開発

2160 R128110097 近畿 兵庫県 日本精機宝石工業株式会社 2140001056579 最新のＣＮＣ旋盤導入による生産プロセスの改善とデータの資産化 株式会社但馬銀行

2161 R128110100 近畿 兵庫県 株式会社ｄｏｈａｋｕ 7140001123424 就活サイト構築により中小企業支援の生産性を向上する計画 株式会社伊予銀行

2162 R128110101 近畿 兵庫県 ゼロ精工株式会社 2140001053106 高品位型　洗浄システムの導入

2163 R128110104 近畿 兵庫県 古川鉄工合同会社 1140003017423 ＣＮＣ旋盤導入による生産性の改善と加工精度の向上 但陽信用金庫

2164 R128110105 近畿 兵庫県 西脇倉庫株式会社 3140001075776 アパレルメーカー向けのＥＣ物流フルフィルメントサービス事業 中兵庫信用金庫

2165 R128110107 近畿 兵庫県 千代田金属工業株式会社 5140001060066 主軸台固定型ＣＮＣ自動旋盤導入による棒材加工の量産とコスト低減 姫路信用金庫

2166 R128110108 近畿 兵庫県 姫路電子株式会社 6140001062631 ＡＩ機器の導入による選別能力向上とものづくり思考の転換

2167 R128110109 近畿 兵庫県 富士プレート株式会社 3140001044426 高精度検品機械導入による作業効率向上と販路拡大 但陽信用金庫

2168 R128110111 近畿 兵庫県 有限会社淡路 5140002069668 災害・防災用簡易トイレ用ポリ袋製造の内製化

2169 R128110112 近畿 兵庫県 スマイルクラフト株式会社 4140001111480 独自性ある施工体制を活かした生産性向上 但馬信用金庫

2170 R128110114 近畿 兵庫県 井上化成株式会社 2140001042496 設備導入による特殊形状のゴム製品製造の完全自動化 但陽信用金庫

2171 R128110117 近畿 兵庫県 興国索道株式会社 2140001003317
高性能高所作業リフト導入により安全性の高い新しい索道工法・短納期化を
実現！

森本　次郎

2172 R128110118 近畿 兵庫県 株式会社土居工作所 3140001056842 熟練技術者が持つ暗黙知のデジタル化による高度技術承継計画

2173 R128110119 近畿 兵庫県 池本醬油合名会社 5140003000854 小規模醸造設備を活用したオリジナル醤油及び関連製品の開発

2174 R128110120 近畿 兵庫県 株式会社広島製作所 2140002054788 レーザー溶接機ＦＬＷ１５００ＭＴ導入による品質向上計画 兵庫県信用組合

2175 R128110121 近畿 兵庫県 新崎将和製瓦所 大型電気窯の導入による生産能力増強と短納期化の実現 兵庫県商工会連合会

2176 R128110124 近畿 兵庫県 株式会社サワダ製作所 7140001054529 産業用ボイラ部品の需要増加に対応する高精度量産体制の構築

2177 R128110125 近畿 兵庫県 セレクトサロン　ガーデン 深部加温施術ノウハウを生かした健康エステサービスへの事業拡大 兵庫県商工会連合会

2178 R128110127 近畿 兵庫県 有限会社北野製作所 6140002048200 高品質・低コスト・短納期を実現する最新ワイヤ放電加工機の導入
株式会社ジャストコンサルティン
グ

2179 R128110131 近畿 兵庫県 はりま紙商株式会社 1140001086461 革新的な古紙リサイクルＢＯＸの導入 加藤　祐輔

2180 R128110132 近畿 兵庫県 栄和興業株式会社 9140001085539 ロボット溶接の導入による建築用鉄骨製造の生産性向上と増産 株式会社ゼロプラス

2181 R128110133 近畿 兵庫県 株式会社生駒製作所 9140001037894 自動二輪車向け金型製造への着手 但陽信用金庫

2182 R128110135 近畿 兵庫県 あいじょう株式会社 3140001073219 新型裁断縫着機の導入による生産性向上事業 株式会社アルマ経営研究所

2183 R128110136 近畿 兵庫県 神戸シヤーリング株式会社 5140001044770 ベンダー曲げ機に自動搬送機を付け収益増強を目指す 株式会社京都銀行

2184 R128110137 近畿 兵庫県 株式会社ＥＧＯＡＬ 4140001098082
駅ナカスイーツ販売拡大に向けた、充填工程の自動化等による生産体制の
変革

長谷川　浩之

2185 R128110138 近畿 兵庫県 アフォードセンス株式会社 6020001103307 現場作業者や高齢者の体調管理・危険予知や見守りサービスの開発

2186 R128110143 近畿 兵庫県 株式会社江渕工業所 6140001058027 生産性を飛躍的に向上させるバリ取り機導入計画 姫路信用金庫

2187 R128110146 近畿 兵庫県 株式会社名刀針 5140002061996 高性能研磨技術による釣針生産プロセスの革新 兵庫県信用組合

2188 R128110149 近畿 兵庫県 株式会社ザ・リアルマッコイズ・インターナショナル 3120001078112 延反・裁断の精度向上と製造時間短縮を図る革新的製造工程の構築 中居　広行

2189 R128110155 近畿 兵庫県 此の友酒造株式会社 1140001046804 全国新酒鑑評会金賞受賞の技を見える化し生産効率向上を図る。 但馬信用金庫

2190 R128110156 近畿 兵庫県 情報セキュリティ株式会社 2200001030924
エンドポイントにおけるサイバー攻撃及びポリシー違反から保護するセキュリ
ティシステム

中井　一

2191 R128110159 近畿 兵庫県 森合精機株式会社 5140001011358 減速機の自社ブランド化と高品質化・高効率生産体制の実現

2192 R128110160 近畿 兵庫県 株式会社三朋フーズ 5140001030721 食の安全と生産性向上を実現する真空冷却器の導入 高瀬　加奈子

2193 R128110165 近畿 兵庫県 株式会社都建築 2140001105666 銘木一枚板での家具・看板製作

2194 R128110168 近畿 兵庫県 中外建設株式会社 3140001001996 ドローンによる高精細画像と赤外線画像による建物検査事業 アドバンスト・エム株式会社

2195 R128110169 近畿 兵庫県 オートリメイク　オオサキ 密室型塗装ブースの導入による生産性及び品質の向上と業容拡大 兵庫県商工会連合会

2196 R128110170 近畿 兵庫県 スズキカンバン 従来印刷技術の高度化を目指し、溶剤印刷一貫生産での革新事業 兵庫県商工会連合会

2197 R128110173 近畿 兵庫県 有限会社播磨化学製作所 6140002042228 高性能射出成型機導入による生産能力拡大と不良改善システム構築

2198 R128110175 近畿 兵庫県 コンチネント株式会社 7140001036295 油圧ショベル導入による生産性向上と働き方改革の実現

2199 R128110176 近畿 兵庫県 株式会社キタムラ 2140001058484
最新のワイヤ放電加工機導入による高難度加工の自動化及び量産体制の
確立

2200 R128110178 近畿 兵庫県 啓文社印刷工業株式会社 8140001007403 新事業「オーダーメイドパッケージ箱製造」の生産性・収益性向上 株式会社ＧＩＭＳ

2201 R128110179 近畿 兵庫県 たにぐちデンタルクリニック 患者が治療を理解でき負担を減少する治療方法への転換

2202 R128110182 近畿 兵庫県 株式会社デミックケア 9140001084177 レセプトコンピュータの機能拡充を目的としたシステムの開発

2203 R128110184 近畿 兵庫県 有限会社ヘイワパッケージ 5140002050751 落丁工程の機械化による熟練工の配置転換実現と工程時間の短縮 株式会社フラッグシップ経営
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2204 R128110185 近畿 兵庫県 株式会社さかもと食鳥 9140001048900 細切カット工程の機械化による生産効率・品質・売上の向上 槇下　伸一郎

2205 R128110186 近畿 兵庫県 株式会社アグロワークス 5140001093974 代理店向けＤＸ受発注システム「フクくる〜！ＰＲＯ」の導入 岩井　久典

2206 R128110189 近畿 兵庫県 稲岡鉄工株式会社 8140001042499 サプライチェーン国内回帰と脱炭素要求のための生産プロセス改革 但陽信用金庫

2207 R128110190 近畿 兵庫県 多月歯科クリニック
技工士の職人技術とデジタル技術の融合による補綴治療フローの改善と高
精度化

岩﨑　良子

2208 R128110194 近畿 兵庫県 津田宇水産株式会社 5140001067334 冷凍牡蠣の製造工程の自動化及び省力化による生産性の向上

2209 R128110198 近畿 兵庫県 株式会社ＡＭＤｌａｂ 5140003013583 建築設計業務支援クラウドサービス

2210 R128110199 近畿 兵庫県 株式会社広正建設 4120001134608 ケレン機導入により安全性・顧客満足度向上そして販路拡大へ

2211 R128110205 近畿 兵庫県 株式会社善太 4140001086269 新型包装機導入による作業効率の向上

2212 R129110001 近畿 奈良県 イドノカフェテラスアンドナナ 機能性表示ヘルシー麵の製造による麺類製造業への新規参入

2213 R129110002 近畿 奈良県 谷一木材株式会社 7150001009399 木材加工における最先端ロボットによる生産力の向上 大和信用金庫

2214 R129110003 近畿 奈良県 株式会社シードコンサルタント 5150001000954
ドローンレーザーシステムおよびモバイルレーザーシステム導入による測量
高度化とＩＣＴ化普及促進

一般財団法人 南都経済研究所

2215 R129110004 近畿 奈良県 株式会社三栄測量設計 2150001004867 ３Ｄレーザーと多数衛星対応測量機の導入による生産性向上の実現 一般財団法人 南都経済研究所

2216 R129110005 近畿 奈良県 有限会社トラステック 5122002003591
石油由来樹脂の利用量削減につながる石灰石等複合素材射出成形時の熱
分解ガス排出技術確立

2217 R129110007 近畿 奈良県 有限会社葛城製作所 3150002008817 ＣＮＣ旋盤導入による金属加工部品の生産性向上と受注拡大計画

2218 R129110011 近畿 奈良県 株式会社オカダ電子 8150001005463 中小企業の財務状況を一括管理する財務管理システムの試作開発

2219 R129110013 近畿 奈良県 中川鉄骨株式会社 1150001011658 溶接ロボット導入による大型物流倉庫用の鉄骨製造事業への進出 株式会社ゼロプラス

2220 R129110014 近畿 奈良県 株式会社佐々木製作所 1150001015485 ＥＶ市場向けベアリング加工工具の高品質・高効率生産体制の確立

2221 R129110015 近畿 奈良県 マルニケミックス株式会社 3150001014320
安価に郵送できる薄型化粧品ボトルを量産する全電動式ブロー成形機の導
入

2222 R129110016 近畿 奈良県 有限会社ベルグ 1130002029940 デジタル技術を用いたプロセス改善によるチタン入れ歯の品質向上

2223 R129110019 近畿 奈良県 株式会社ファーストワン 5140001042147 全身写真から骨格情報を分析し運動指導に繋ぐサービスの開発 岩﨑　良子

2224 R129110022 近畿 奈良県 奥大和ビール 奥大和発！地域原料を生かした当店独自ビール製造による販路拡大 株式会社ルーツ

2225 R129110027 近畿 奈良県 有限会社イーストプランニング 2120002069689 マリモの量産化で日本全国に癒しを届けるアクアリウム事業

2226 R129110029 近畿 奈良県 株式会社明日香 1150001010263
高精度マシニングセンタ導入による半導体製造装置向け精密部品の高精度
加工及び安定供給体制確立計画

2227 R129110030 近畿 奈良県 吉川コンクリート工業株式会社 6150001014020 コンクリート製造技術の高度化によるニッチ戦略強化 株式会社ダイワマネジメント

2228 R129110031 近畿 奈良県 株式会社Ｍ・Ｉ産業 1150001025708 シリコンウエハーの歩留まり向上へ寄与する難削材加工技術の確立

2229 R129110032 近畿 奈良県 株式会社塚本 2150001014115 カスタマイズソックスを新たな販売網を駆使してＤ２Ｃを確立する。 水上　和之

2230 R129110033 近畿 奈良県 株式会社ズーノ 4120001212215 顧客ニーズに応えた本当にほしいモノを贈るお祝いアプリの開発

2231 R129110034 近畿 奈良県 天迦久珈琲 珈琲豆のオーダーメイドブレンドでネット通販事業へ挑戦

2232 R129110035 近畿 奈良県 有限会社日東工作所 5150002004236
高性能ロボドリル導入により、高度技術を要する分析機器部品の生産体制
を確立

株式会社南都銀行

2233 R129110037 近畿 奈良県 株式会社ダイワマネジメント 6150001013047 製造現場の人材不足を劇的に解消するシニア向けマッチングサイトの構築

2234 R129110038 近畿 奈良県 株式会社松徳工業所 2122001021242 工程内廃熱の利用による高品質・熱処理締結部品の炭素生産性向上 税理士法人ＴＥＮＷＡ

2235 R129110044 近畿 奈良県 株式会社Ｃｕｃｃｈａ　Ｂｅｃｃｈａ 8150001025445
ドクターとナースの雇用と機械設備導入によるエステサロンから美容クリニッ
クへの業態転換

株式会社クロスタウン

2236 R129110046 近畿 奈良県 梅乃宿酒造株式会社 8150001012402 ロボットによる機械化が生む、人的余力による新たな価値創造
公益財団法人奈良県地域産業振
興センター

2237 R130110002 近畿 和歌山県 尾高ゴム工業株式会社 5170001000424
２軸ウォーターカッター導入により作業効率の大幅ＵＰ＆外注品の内製化に
よるコストカット

2238 R130110003 近畿 和歌山県 株式会社岡畑農園 2170001008585
安全・安心な食品づくりを目指した高品質梅干しの生産性向上および品質高
度化体制の確立

株式会社紀陽銀行

2239 R130110004 近畿 和歌山県 株式会社大原板金工作所 2170001014443
自然災害時の緊急補修屋根工事等に向けた鋼板屋根製品の高精度化およ
び工期短縮計画

株式会社紀陽銀行

2240 R130110006 近畿 和歌山県 林田株式会社 4120001024932 ＣＡＭ導入によるシャツ、ポロシャツ生産の効率化とオーダー展開

2241 R130110007 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効率向上に伴う付加価値の向上とコロナ後に向けた新
商品開発

2242 R130110008 近畿 和歌山県 株式会社西川製作所 1170002002869 ファイバーレーザ溶接機導入による薄板溶接実現と売上増加計画

2243 R130110009 近畿 和歌山県 有限会社山本板金 1170002009501 省エネ改修用遮熱パネル『シャネパネル』と省人化新工法の開発

2244 R130110010 近畿 和歌山県 株式会社ＣＡＭＰＳ有田川 8170001015320 新商品となる「缶容器入りクラフトビール」の製造工程効率を図る 和歌山県商工会連合会

2245 R130110015 近畿 和歌山県 株式会社小川製作所 9170001007746
溶接ロボットの導入により溶接工程のボトルネックを解消し、半導体製造装
置市場への更なる参入拡大を実現

株式会社商工組合中央金庫

2246 R130110017 近畿 和歌山県 東濱植林株式会社 4010001054858 企業の周年記念事業支援のための記念品製造とイベント企画・開催

2247 R130110018 近畿 和歌山県 トップマン工業株式会社 5122001005267 新機導入による化成品など産業資材のテープカット加工事業への参入

2248 R130110021 近畿 和歌山県 株式会社くすもと寿司 6170001014910 凍結技術で地元食文化を伝承、地域貢献と販路拡大を図る。 和歌山県商工会連合会

2249 R130110023 近畿 和歌山県 株式会社Ａｒｃａ　Ｄｅｓｉｇｎ 2170001016919 ダイビングショップのセールスサポートができる場の創出サービス

2250 R130110024 近畿 和歌山県 菱紀塗裝工業株式会社 3170001003560 ＣＯ２排出を抑制できる粉体塗装ラインの構築 近山　寿博

2251 R130110025 近畿 和歌山県 株式会社西村物産 5170001007394 シラス干し生産ライン（袋・パック）の開発による増産体制の構築

2252 R130110027 近畿 和歌山県 株式会社阪中緑化資材 2170001007793 直輸入・製造・保管　自社一貫製造販売で幅広サイズから多品種に対応

2253 R130110028 近畿 和歌山県 有限会社福梅本舗 1170002009402 ネック工程の自動化・内製化による生産性向上で機会損失削減 株式会社紀陽銀行

2254 R130110029 近畿 和歌山県 有限会社ヒラショク 8170002011624 最新設備の導入による商圏の拡大及び生産性向上
株式会社ジャストコンサルティン
グ

2255 R130110030 近畿 和歌山県 株式会社メイワ 4170001008162 株式会社メイワ

2256 R131110002 中国 鳥取県 有限会社ナカイ精工 9270002001580 洗浄機導入による増産への対応力強化及び高品質体制の構築 古町　悟

2257 R131110003 中国 鳥取県 やじまアニマルクリニック オゾン療法による、高齢ペットへのターミナルケア支援 株式会社島根銀行

2258 R131110004 中国 鳥取県 株式会社大地企画 4270001000431 レーザー測量機の導入による測量業務の“高度化”と“生産性向上” 株式会社鳥取銀行

2259 R131110005 中国 鳥取県 有限会社ヒロコーポレーション 4270002002641
画像診断・歯科治療のレベル向上による高齢動物に対する革新的な検査・
治療の取り組み

2260 R131110007 中国 鳥取県 有限会社山尾製作所 4270002010628 ファイバーレーザ溶接機導入による生産効率向上を図り受注拡大へ 株式会社鳥取銀行

2261 R131110008 中国 鳥取県 ＭＡＳＵＹＡＭＡ－ＭＦＧ株式会社 5270002002211 半導体製造装置、ＥＶ関連部品などの高単価難加工製品の生産性向上計画
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2262 R131110009 中国 鳥取県 鳥取電子株式会社 6270001000933
新技術構造リフロー炉の導入による生産性向上及び消費電力削減の実現
計画

公益財団法人鳥取県産業振興機
構

2263 R131110011 中国 鳥取県 株式会社オートルビーズ 9270001007711 板金塗装整備の完全内製化による、納期短縮と顧客満足度の向上 株式会社鳥取銀行

2264 R131110013 中国 鳥取県 Ｅ歯科クリニック 挑む

2265 R132110002 中国 島根県 有限会社はら屋 8280002005879
全国初！大判焼きにおける２種類の餡を包んだ新たな商品の生産ライン構
築事業

シェアビジョン株式会社

2266 R132110006 中国 島根県 浅尾繊維工業株式会社 4280001003037 寝具類等の「移動式抗菌・消臭・乾燥サービス」 出雲商工会議所

2267 R132110007 中国 島根県 有限会社石倉建築板金 7280002002943 大型自動折り曲げ機の導入による板金加工工程の生産性向上事業 島根県商工会連合会

2268 R132110008 中国 島根県 合同会社ＤＣＶｅｔｓ 2280003001619 地域で唯一となる２次診療ができる動物総合病院化へ 益田商工会議所

2269 R132110009 中国 島根県 有限会社小川商店 2280002007914 クルマの美容院とヴィンテージバイク整備による売上と生産性向上 島根県商工会連合会

2270 R132110010 中国 島根県 株式会社山﨑組 8280002007826 アスベスト分析機器の導入による労働生産性向上と競争力強化
公益財団法人　しまね産業振興
財団

2271 R132110011 中国 島根県 株式会社大建コンサルタント 5280001005057 最新式測量システムとクラウドによる革新的環境負荷軽減測量の実現

2272 R132110015 中国 島根県 足立石材株式会社 7280001000048
モバイル３ＤＣＡＤ・見積統合プレゼンシステム構築による顧客への新たなア
プローチ（営業）手法の確立

2273 R132110016 中国 島根県 和光産業株式会社 5280001000883 製造設備を高性能化・自動化し、生産能力・安全性の向上を図る。

2274 R132110018 中国 島根県 有限会社福花園 2280002007765
チョコレート菓子の低コスト量産化に向けたチョコレートコーティング機の導入
事業

大田商工会議所

2275 R132110021 中国 島根県 日進自動車株式会社 1280001005556 スマート車検システム導入による生産性向上とデジタル営業の展開

2276 R133110001 中国 岡山県 株式会社ビサン 9260001009270 溶接体制の構築による半導体関連分野への進出と低炭素化の取組み 岡山県商工会連合会

2277 R133110002 中国 岡山県 株式会社岡本農産 8260001012069 有機農作業請負業新設による有機米の栽培受託と販路拡大

2278 R133110003 中国 岡山県 株式会社太健産業 5260001011445 廃棄から再生材へ、再生コンクリートの製造及び販売による新分野展開

2279 R133110004 中国 岡山県 有限会社サンジェットアイ 4260002023283 革新的発酵技術を用いた製造装置導入による酵素肥料の生産性向上

2280 R133110005 中国 岡山県 有限会社スポーツ・ショップ・ムサシ 7260002030525 自社ＥＣサイトによる野球グローブ専門オンラインショップ構築
公益財団法人岡山県産業振興財
団

2281 R133110006 中国 岡山県 株式会社藤本鉄工所 5260001010307 切削加工から後処理までの全自動化による建機部品加工事業への参入 岡山商工会議所

2282 R133110007 中国 岡山県 友晃産業株式会社 9260001004635 廃プラ以外の廃材と融合した新たな再生産品の試作対応強化 岡山商工会議所

2283 R133110009 中国 岡山県 有限会社スマイル産業 1260002013337 ３Ｒを推進する中間処理事業者の高度化と再生燃料への挑戦

2284 R133110011 中国 岡山県 株式会社みゆきやフジモト 8260001006525 新たな業務用こんにゃくの開発と生産体制構築による事業拡大 岡山商工会議所

2285 R133110012 中国 岡山県 株式会社ミヤガワ 7122001021254 板厚１５ｍｍ対応コードレックス駆動穴付ドリルねじの開発と生産性向上 大阪府商工会連合会

2286 R133110014 中国 岡山県 有限会社笹井鉄工所 7260002025707 ステンレス切削加工の生産性向上への取り組み 株式会社ゼロプラス

2287 R133110015 中国 岡山県 株式会社ナカモト 9260001020608 単一工程化による生産性向上で物価高等の社会課題の解決に貢献 津山信用金庫

2288 R133110016 中国 岡山県 株式会社トラスト工業 9260002007091
ガントリーローダー付ＣＮＣ旋盤導入による大量生産体制の確立、短納期化
及び不良率の低減

おかやま信用金庫

2289 R133110017 中国 岡山県 岡山ニックス株式会社 9260001008685
文具用品クリヤーケース生産性向上・環境へ配慮した素材製品への生産移
行

2290 R133110018 中国 岡山県 株式会社粟倉電機製作所 6260001023134 コイルモールド製造工程の全自動化による生産性向上・不良率低下 岡山県商工会連合会

2291 R133110028 中国 岡山県 西阿知クォーツ歯科クリニック 最先端の歯科治療による岡山県民の歯科健康促進事業 合同会社G&N

2292 R133110032 中国 岡山県 株式会社ケミテック渡部 1260001030606 ＦＲＰ素材配管の効率的な加工体制により高品質な施工を提供する 株式会社中国銀行

2293 R133110033 中国 岡山県 Ｉｍｐｏｒｔ　Ｃａｒ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ株式会社 1011101093864 中古車販売店の生産性を向上させる集客×業務効率化のシステム開発 野竿　健悟

2294 R133110036 中国 岡山県 成栄工業株式会社 1260001022529 高効率加工方式と多機能ＮＣ旋盤で収益拡大と生産性向上を実現

2295 R133110037 中国 岡山県 スポーツスピリット株式会社 9260001033361
「現場測量」作業の効率化・高精度化による当社サービス提供プロセスの改
善

2296 R133110038 中国 岡山県 有限会社エーシン 8260002001211 バイオ可塑剤塩ビシートの高周波溶着技術を確立し事業拡大を図る 水上　和之

2297 R133110040 中国 岡山県 株式会社タグチ工業 7260001004109 主要工程ロボット化推進による多機能建機アタッチメントの量産化

2298 R133110041 中国 岡山県 山陽鉄工株式会社 4260001026089 協働ロボットを活用した人手作業の効率化への取り組み 株式会社ゼロプラス

2299 R133110042 中国 岡山県 有限会社恒和技研 6260002023190 拡大する金属屋根需要に対応する生産性向上と経営資源最適化計画 玉島信用金庫

2300 R133110043 中国 岡山県 株式会社モリナリー 8260001025822 ベンディングマシン導入による工程内製化で一貫生産体制構築 岡山県商工会連合会

2301 R133110044 中国 岡山県 有限会社オーシーファーム 2260002032889 高齢期犬に向けた「おやつタイプの健康補助食品」の開発 玉野商工会議所

2302 R133110047 中国 岡山県 大石金属工業株式会社 9122001001163 洗浄工程の生産性向上による自動運転車の部品製造事業への進出 株式会社ゼロプラス

2303 R133110048 中国 岡山県 三晃株式会社 7140001001555
新テストベンチの導入によるハイブリッド車や電気自動車用のリビルト品（再
生品）の提供サービス事業

2304 R133110049 中国 岡山県 株式会社新興製作所 1120001007758 大型化セラミックプレートの加工精度と生産性向上に係る研磨機の導入

2305 R133110050 中国 岡山県 株式会社ヒラタコーポレーション 3260001020167 銅原料販売後の加工工程進出によるバリューチェーン伸長の取組み
岡山県経営コンサルタント事業協
同組合

2306 R133110051 中国 岡山県 長尾鉄工株式会社 2260001022404 新型の三次元測定機の導入による高精度な加工の実現と生産性向上 株式会社百十四銀行

2307 R133110052 中国 岡山県 安田産業株式会社 2260001006704 解体現場をパソコン上で再現！３次元モデルを活用した革新的な解体工事 吉元秀樹

2308 R133110054 中国 岡山県 吉井歯科医院 歯科技工物製造工程の内製化による一貫した治療体制の構築 野崎義博

2309 R133110055 中国 岡山県 株式会社スズキフィック 1260001013701 新たにコンクリートパネルの製造販売事業を展開 株式会社アルマ経営研究所

2310 R133110056 中国 岡山県 奥野歯科クリニック Ｘ線ＣＴ診断装置等導入による革新的スピード根尖病巣治療の提供 東　俊道

2311 R133110057 中国 岡山県 有限会社アイ・ティー・エム 7260002022150 町の景観にマッチしたオリジナルデザイン住宅による事業拡大 岡山県商工会連合会

2312 R133110060 中国 岡山県 株式会社親幸産業 8260001009370 運送業務システムのクラウド提供により業界課題解決＆地域活性化

2313 R133110061 中国 岡山県 株式会社Ｐ．Ａ．Ｃ 1260001029128 訪問看護ステーションのＩＣＴ技術を活用した業務プロセスの改善 岡山県商工会連合会

2314 R133110062 中国 岡山県 株式会社クールウエスト 9260001017389 顧客・作業管理システム導入での業務効率化による生産性向上

2315 R133110064 中国 岡山県 トモキ板金 フルオート折り曲げ機導入による生産性改善と需要増加への対応 岡山県商工会連合会

2316 R133110065 中国 岡山県 有限会社エイメック 3260002016759
高齢の犬猫やエキゾチックアニマルまで幅広い分野に質の高い医療を提供
し、地域最大の動物病院になる

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

2317 R133110066 中国 岡山県 Ｌｉｆｅ　ｉｎｄｅｘ 独自架電管理システム構築による生産性及び顧客満足度向上

2318 R133110067 中国 岡山県 大松機工株式会社 1260002018121 旋盤加工のデジタル化と完全内製化による建機市場で競争力確保

2319 R133110069 中国 岡山県 株式会社倉敷きのこ園 2260001016281 菌床椎茸栽培時に発生する廃棄菌床を活用した昆虫増殖事業



No 受付番号 ブロック 都道府県名 商号又は名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

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１１次締切

採択案件一覧　一般型（2,786者）

2320 R133110071 中国 岡山県 倉敷青果株式会社 2260001035091 岡山県倉敷市から全国へ！『倉敷ねぎ』の販路拡大と生産性向上

2321 R133110074 中国 岡山県 そらファーム合同会社 2260003002750 加温装置による筍の効率的な生産体制構築で地域の発展に貢献する 岡山県商工会連合会

2322 R133110075 中国 岡山県 株式会社岡山大建 4260001001166 新型高周波接着機の導入により世界的な木材不足に対応 株式会社中国銀行

2323 R133110077 中国 岡山県 ますだ眼科クリニック デジタル技術を活用した硝子体疾患の革新的治療 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

2324 R133110078 中国 岡山県 西日本アレンジメント株式会社 1260001027065 最適なファイリングシステム構築に向けた設備導入事業 玉島信用金庫

2325 R133110079 中国 岡山県 株式会社内外プロセス 8260001004842 ＲＰＡと最新色校正ソフトのシナジーによる印刷工程の生産性向上

2326 R133110081 中国 岡山県 株式会社たまの動物病院 7260001036390
術前検査の徹底・手術・手術後管理のレベルアップによる革新的な獣医療
サービスの提供

2327 R133110084 中国 岡山県 中村実商店 船舶用主機の新規導入で海洋環境変化への対応と新サービス開発 岡山県商工会連合会

2328 R133110086 中国 岡山県 株式会社ビゼンオート 7260001021310 一貫生産の高収益化・短納期化を実現する、最先端ロボットの導入
公益財団法人岡山県産業振興財
団

2329 R133110090 中国 岡山県 株式会社勝山鉄工所 1260001022669 Ｈ形鋼開先加工機導入による新体制構築と作業環境の改善 株式会社トマト銀行

2330 R133110094 中国 岡山県 レイプロ株式会社 8260001032447 最新設備導入による持続可能な生産性向上計画！

2331 R134110002 中国 広島県 三協プラスチック工業株式会社 5240001004054 生産体制革新により成長市場の電気自動車向け製品等の売上拡大 中村　清悟

2332 R134110003 中国 広島県 有限会社サワ建具工芸 5240002007196 市場ニーズに対応するため国産材を活用した生産向上計画 広島信用金庫

2333 R134110004 中国 広島県 株式会社ショーダ 9240001024593 高性能ＣＮＣ旋盤を導入し生産効率の向上による受注拡大への取り組み

2334 R134110007 中国 広島県 藤栄鉄工株式会社 6240001007411
建築用メッキ鋼板におけるコン止めの需要増に対応するための大量生産体
制の構築による短納期の実現

シェアビジョン株式会社

2335 R134110008 中国 広島県 広機工株式会社 3240001026414 生産管理システム導入による生産性向上と新規受注の拡大 荒瀬　秀俊

2336 R134110009 中国 広島県 有限会社中路産業 4240002035157
当社独自の高難度切削加工技術を活用した高精度・高生産性を実現する革
新的マシニングセンタ導入による受注拡大

広島県商工会連合会

2337 R134110010 中国 広島県 多加津堂酒店有限会社 3240002037971 急速冷凍機と冷凍庫の導入により生産性を向上させ機会損失を解消 広島県商工会連合会

2338 R134110011 中国 広島県 広島シンター株式会社 1240001009338 粉末冶金後の研削技術の導入による生産体制の安定化と競争力強化計画 シェアビジョン株式会社

2339 R134110012 中国 広島県 有限会社寿木工 8240002029205 ３０穴ボール盤導入による新アイテムの効率的生産 広島県商工会連合会

2340 R134110014 中国 広島県 株式会社大方工業所 6240001001637 フレア配管接合により時間・コスト・ＣＯ２排出量削減を同時実現

2341 R134110015 中国 広島県 ＮＣＴフロンティア株式会社 3120001168326 能力試験を内製化し外注費削減と受注拡大による売上増加計画

2342 R134110017 中国 広島県 合同会社ＳＫＹ　ＴＲＹＩＮＧ 7240003005296 農業用ドローンを活用した革新的なサービスの開発

2343 R134110018 中国 広島県 株式会社平本鉄工所 5240001010093
需要の高まる製品の生産体制を革新し短納期化や加工品質安定化等を実
現

中村　清悟

2344 R134110019 中国 広島県 株式会社やました組 6240001046062 最新の大型解体マシンの導入による非木造建物解体工事への参入 広島県商工会連合会

2345 R134110021 中国 広島県 株式会社浅井製作所 1240001022357 熱ひずみの少ないファイバーレーザー溶接機導入による生産性向上 松下　隆信

2346 R134110022 中国 広島県 リアライズ有限会社 8240002035995 人手不足の解消など「町工場のＤＸ化」協働ロボットシステムの開発 株式会社伊予銀行

2347 R134110023 中国 広島県 株式会社広栄建設産業 1240001024007 北広島町のインフラを脅かす自然災害から地域を守るＩＣＴ施工 中田　哲也

2348 R134110024 中国 広島県 株式会社勝矢和裁 2240001015888 ＤＸで縫製加工を効率化し顧客満足度を向上 賀川　将彦

2349 R134110026 中国 広島県 株式会社シンコウ 6240001042904 解体工事における産業廃棄物処理の内製化による低コスト化の実現 呉信用金庫

2350 R134110027 中国 広島県 濱本工芸株式会社 2240001008891 家具のオーダーメイドサービス充実による差別化と製造革新 株式会社ビジネスブレイン

2351 R134110029 中国 広島県 株式会社サトウ製作所 8240001030700 多品種少量大型再生樹脂成形の安定生産の実現と生産性向上

2352 R134110030 中国 広島県 フタミ精機株式会社 5240001024580
ロボット産業に寄与する工業機械用部品等の製造と効率化の追求による生
産性安定化計画

シェアビジョン株式会社

2353 R134110031 中国 広島県 株式会社伸和 6240001005068
生産性を向上して、高付加価値企業へと変革するパン生地分割・まるめ機の
導入

川上　正人

2354 R134110032 中国 広島県 株式会社ダイフク工業 5240001033929 高速高精度ＭＣ導入による半導体製造装置製品等の一括受注の強化

2355 R134110033 中国 広島県 株式会社梶本工業 2240001016218 生産プロセスの革新による生産性向上で成長事業の優位性強化 中村　清悟

2356 R134110034 中国 広島県 有限会社常藤家具製作所 7240002036697 一枚板テーブルの高精度と短納期を実現するＮＣルーターの導入 廿日市商工会議所

2357 R134110036 中国 広島県 三ツ和工業有限会社 1240002029467 需要拡大へのネック工程バリ取作業の生産能力アップと高品質への革新

2358 R134110037 中国 広島県 有限会社渡辺製菓 3240002043862 個包装工程の安定化による商品領域の拡大と利益改善計画

2359 R134110038 中国 広島県 株式会社テイケン 1010401018325 砥石加工プロセスにおける仕上・検査工程のＤＸスマート化 株式会社伊予銀行

2360 R134110039 中国 広島県 不二倉庫運輸株式会社 4240001010128 取引先製品の在庫管理・配送業務の効率化による対応力強化計画 株式会社もみじ銀行

2361 R134110040 中国 広島県 株式会社セポデザイン 3240001021563 百貨店の要望に応え、飲食店の利益につなげる食品加工業への参入 川上　正人

2362 R134110041 中国 広島県 ドヒハウス株式会社 1240001026259 革新的自動小口接合機械導入による特注建具の販路拡大 呉商工会議所

2363 R134110045 中国 広島県 有限会社製菓宮本 9240002050787 計量工程の改善による生産性の向上

2364 R134110050 中国 広島県 株式会社アース開発コンサルタント 4240001025464
３Ｄレーザースキャナー導入によるデジタル技術を活かしたＢＩＭ／ＣＩＭへの
対応

浮島　達雄

2365 R134110051 中国 広島県 株式会社八天堂 2240001040011 ブランド拡大戦略を支える、ＩＴを活用した仕入・生産・販売管理の高度化 株式会社広島銀行

2366 R134110052 中国 広島県 株式会社児玉製作所 8240001036318 最新マシニングセンター導入の生産性向上で生産能力増強と利益改善
特定非営利活動法人ＡＴＡＣひろ
しま

2367 R134110053 中国 広島県 有限会社キクプランドゥー 8240002004422 日本酒製造業向けの特許製品の一貫生産体制構築、全国販路開拓 広島県商工会連合会

2368 R134110054 中国 広島県 ケイ・エム・ティー 大型切削加工の内製化による大型金属部品の短納期製作の実現

2369 R134110055 中国 広島県 有限会社鉄南精機 5240002028011 最新３次元ＣＡＤシステム導入による金型設計業務の効率化
特定非営利活動法人ＡＴＡＣひろ
しま

2370 R134110056 中国 広島県 株式会社研創 9240001003119 穴あけ、タップ専用ＮＣ加工機導入による「切文字」の生産性向上
特定非営利活動法人ＡＴＡＣひろ
しま

2371 R134110057 中国 広島県 株式会社日留田製作所 3240001010038 小型量産部品の飛躍的生産性向上で実現する半導体市場の受注拡大

2372 R134110058 中国 広島県 株式会社タナカ繊維商事 9240001029634 部材メーカーからユニットメーカーへ革新的取組のための設備計画 株式会社中国銀行

2373 R134110059 中国 広島県 株式会社アカシン 4240001029696 人とロボットのハイブリッド生産ラインによる作業環境改善と生産性の向上

2374 R134110063 中国 広島県 あいおい通り歯科クリニック ＣＡＤ／ＣＡＭによるデジタル治療化と予防診療のさらなる拡充

2375 R134110064 中国 広島県 有限会社シンセイ 9240002031044 ファイバーレーザー切断機の導入による搬送装置の生産性向上 広島県商工会連合会

2376 R134110068 中国 広島県 ムカイショウソウ 全自動両表張り両框縫い機の導入よる薄畳の生産能力の強化 株式会社アルマ経営研究所

2377 R134110069 中国 広島県 ジェイ・ワークス株式会社 2240001035077 看板業のノウハウを生かした革新的な段ボール什器受注サービス 福山商工会議所
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2378 R134110070 中国 広島県 カロエ　ワークス 新刺繍システムによる生産プロセスの向上、新たな販売方法の確立

2379 R134110072 中国 広島県 奥本技研工業株式会社 2240001041323 ＮＣスロッターの導入による新規受注の拡大・内製化推進事業 株式会社　Gサポート

2380 R134110073 中国 広島県 岡本食品株式会社 4240001037872 自動化による省人力化と人員の再配置による付加価値向上計画 株式会社中国銀行

2381 R134110074 中国 広島県 有限会社ナカムラ鉄工 7240002028091 新規設備導入による作業効率化と新たな事業展開の実現 広島県商工会連合会

2382 R134110076 中国 広島県 新栄工業有限会社 1240002053244 新規設備導入による船舶ダクト分野の課題解決と新規分野参入事業

2383 R134110078 中国 広島県 ヒラト産業株式会社 5240001024110 海面養殖用稚魚育苗管理システム（水温水質，病害防除）の導入 広島県商工会連合会

2384 R134110079 中国 広島県 株式会社テック 5240001037310 偏光フィルムの検査及びクリーニング工程自動化による生産性向上
株式会社ジャストコンサルティン
グ

2385 R134110082 中国 広島県 有限会社ボディーショップ・サンビーム 4240002029035 車両計測・板金作業等の改善による自動車整備の高度化対応 田久保　普三

2386 R134110085 中国 広島県 弘文株式会社 6240001031832 オリジナルユニフォームのワンストップサービスによる事業拡大

2387 R134110086 中国 広島県 後士鉄工所
暗黙知の形式知化とＩＴ利用による技能伝承とＮＣ工作機多台持ちによる生
産性向上

広島県信用組合

2388 R134110087 中国 広島県 株式会社シグナル 8240001004563 国民の生命と財産を守る消防業界改革ＤＸシステム 新開　好江

2389 R134110088 中国 広島県 有限会社下垣内工業 4240002047169 競争力強化の為、ＮＣフライス導入による生産性向上を目指す。

2390 R134110092 中国 広島県 にしなか歯科クリニック 最先端ＣＡＤ／ＣＡＭシステムの導入による高度歯科治療の当院内製化
株式会社リアルコンテンツジャパ
ン

2391 R134110095 中国 広島県 株式会社寺岡工業 3240001041289 新仕様のヴェルディマンション建築に対応するための加工場改善事業

2392 R134110098 中国 広島県 有限会社シラカワ 4240002020225 建設用鉄筋のユニット工法を確立するための加工能力向上事業

2393 R134110100 中国 広島県 有限会社本田石材工業 5240002053620 カニクレーン導入による墓石設置・墓じまいの生産性効率化事業 株式会社シェアードバリュー

2394 R135110002 中国 山口県 有限会社新栄商事 9250002004908
ＣＮＣ旋盤の導入によるロボット部品加工等の生産効率向上とコスト競争力
強化計画

シェアビジョン株式会社

2395 R135110006 中国 山口県 有限会社厚南鉄工 3250002004673 社内生産性改善による経営体質強化に向けたＮＣ長尺加工機導入
特定非営利活動法人ＡＴＡＣひろ
しま

2396 R135110007 中国 山口県 有限会社マシヤマ印刷 7250002013464 高性能機器導入とマーケティングサービスプロバイダーへの転換 山本　文則

2397 R135110008 中国 山口県 しまだ歯科 高度設備導入で治療品質向上や顧客満足度向上を実現 中村　清悟

2398 R135110009 中国 山口県 山口金属曲板工業株式会社 1120001021940 ブランク加工におけるボトルネック解消による生産性向上と生産能力拡大 株式会社フロウシンク

2399 R135110010 中国 山口県 株式会社サンピット 8250001012648 新たな菌床を使った販路開拓及び棚差しシステムによる生産性向上 谷口　修

2400 R135110011 中国 山口県 兵庫ボルト株式会社 8250001009628 鉄道車両用特殊ボルト製造の高能率加工プロセスの確立

2401 R135110012 中国 山口県 西京の森どうぶつ病院株式会社 4250001017493
デジタル技術を活用した外科手術機器の導入による生産性の高い緊急手術
受入環境の構築

2402 R135110013 中国 山口県 株式会社山口測地 5250001001546 ３Ｄ測量機器導入によるＩＣＴ活用工事等の測量業務への新規参入 小林　昭康

2403 R135110014 中国 山口県 株式会社オートサービスイシカワ 4250002013995 車検サービスを利用した、顧客との継続関係性を保つ仕組みの構築 山口県商工会連合会

2404 R135110015 中国 山口県 株式会社原田食品 9250001012531 こんにゃく寒天スイーツの開発と販路開拓による付加価値の向上 松永　暢夫

2405 R135110016 中国 山口県 原田丸海産有限会社 6250002001247 菓子製造行程を高品質化・効率化して顧客のニーズに応え売上拡大

2406 R135110017 中国 山口県 西峰テクノス株式会社 4250003001009
精密ガス配管溶接機導入による半導体製造装置本体製造事業の内製化事
業

2407 R135110018 中国 山口県 協和機工株式会社 3250001001473 熱交換器の補修メンテナンスを効率化し受注を増やす取り組み 中田　哲也

2408 R135110020 中国 山口県 酒井酒造株式会社 6250001011362 新型加熱殺菌装置の導入による酒質向上と輸出拡大

2409 R135110022 中国 山口県 株式会社熊谷 8250001018273 自社設備導入で有利な契約形態への転換を図る 株式会社西京銀行

2410 R135110024 中国 山口県 株式会社トレーディア 9250001017935 精密プレス機の導入によるＥＶ製品製造工程の完全内製化

2411 R135110025 中国 山口県 有限会社オカザキ 4250002003848 ＩＴを活用した改善とプラント導入による処理能力向上で売上拡大 市竹　敦

2412 R135110028 中国 山口県 八千代酒造合名会社 1250003000847 主力商品『ＲＯＯＭ』の生産性向上のための設備導入と販路拡大

2413 R135110029 中国 山口県 大興工業株式会社 3250001011448 Ｗｅｂアプリを用いた場の共有とヒトの最適配置による業務効率化

2414 R135110031 中国 山口県 エルクホームズ株式会社 8250001009181 屋根部分の新たな製造方法導入による生産性向上事業 溝田　修司

2415 R135110035 中国 山口県 有限会社橋本設備工業所 1250002003330 先端設備の活用による配管工事の効率化及び高品質化の達成 溝田　修司

2416 R135110036 中国 山口県 マリンハイドロテック株式会社 7290001006382 船舶用機械装置部品熔接加工の品質・生産性向上の取り組み

2417 R135110038 中国 山口県 株式会社大島オイスター 9250001018140 革新的な養殖方法を取り入れ世界で通用する牡蠣生産計画 株式会社西京銀行

2418 R135110039 中国 山口県 株式会社サンショウ技建 3250001002819
成型工程の効率化、精密化による競争力強化と販路拡大のための設備投
資

2419 R135110040 中国 山口県 ジェラテリアクラキチ 競争優位性確保のための設備導入と第２の主力製品の開発

2420 R135110041 中国 山口県 有限会社福谷オート 1250002019203 環境変化に対応したビジネスモデルの構築による差別化事業 溝田　修司

2421 R136110001 四国 徳島県 石本歯科医院
超高齢社会・非金属治療シフトに対応した院内ＣＡＤ／ＣＡＭ補綴治療の実
現

2422 R136110002 四国 徳島県 株式会社永井機械製作所 6480001001605
最新のベンディングマシンの導入により板金加工としての一貫生産を可能と
し、受注増加を目指す。

株式会社伊予銀行

2423 R136110003 四国 徳島県 株式会社シャースプ 8480001004647
度重なる地震にも強い革新的な“制震”性をもつ建材の開発と、工場の完全
自動化に向けた高効率化計画

株式会社ダイワマネジメント

2424 R136110004 四国 徳島県 株式会社ヤマサス工業 7480001009853 高効率溶接機の導入によるタンク受注増とトラック架装への参入 徳島県商工会連合会

2425 R136110005 四国 徳島県 有限会社森測量設計事務所 6480002016032 ＩＣＴ測量技術導入による３次元測量業務プロセス改善と生産性向上 株式会社ＭＭパートナーズ

2426 R136110006 四国 徳島県 株式会社ホームズコーポレーション 6480001002074 部材切削の効率化による県外需要対応サービス事業 さくら税理士法人

2427 R136110008 四国 徳島県 津乃峰測量設計株式会社 1480001006749 最先端のレーザードローン導入で「陸・水・空」での測量を実現

2428 R136110010 四国 徳島県 漆川テント製作所 環境に優しい樹脂シートの間仕切りカーテンを短納期で製造する取組

2429 R136110013 四国 徳島県 有限会社山田宝来堂 9480002014066 包装機導入による包装工程の効率化と顧客・従業員満足度向上

2430 R136110016 四国 徳島県 株式会社國丸 2490001004759 ＤＸ・ＩＴ活用による注文・厨房発注・会計のデジタル化 合同会社M.キャスト

2431 R136110017 四国 徳島県 有限会社大坂工務店 5480002013930 木材の付加価値化の経営革新的事業

2432 R136110019 四国 徳島県 合同会社水天丸 3480003001317 遊漁船における安全性向上のための設備投資 阿南信用金庫

2433 R136110020 四国 徳島県 株式会社野口モータース 7480001009713 当社・お客様・地域の３方にメリットのあるロードサービス体制の構築 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

2434 R136110022 四国 徳島県 藤井木工株式会社 3480001005344 木と他素材を融合した高品質オーダーメイド家具のネット販売での展開

2435 R136110023 四国 徳島県 山口製材株式会社 2480001007705 ＡＩ画像認識とロボットアームを組み合わせた製材工程の自動化事業 税理士法人アクシス
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2436 R136110029 四国 徳島県 そがわ歯科 四国初！最新治療法を導入した、小児矯正歯科治療の普及促進事業 税理士法人アクシス

2437 R136110031 四国 徳島県 富士製紙企業組合 7480005002994 伝統的な製造工程の見直しを進め脱炭素と環境負荷の軽減をする事業

2438 R136110032 四国 徳島県 イツモスマイル株式会社 9480001004010 介護専門職が利活用できる認証機能付きのビデオ通話／会議アプリ

2439 R136110035 四国 徳島県 株式会社原製作所 7480001007568 精密曲げ加工の実現で受注拡大と人手不足の改善を図る事業計画 佐藤　剛

2440 R137110002 四国 香川県 株式会社村上製作所 5470001004015 機械加工工程のライン化及び自動化 細川　和彦

2441 R137110003 四国 香川県 株式会社きさらぎ 1470001008713 自動包装機導入による菓子屋の働き方改革で賃上げと雇用拡大 株式会社香川銀行

2442 R137110004 四国 香川県 株式会社藤本造船鉄工所 1470001000059 アルミ板の切断工程効率化によるアルミ漁船の短納期化 株式会社ゼロプラス

2443 R137110006 四国 香川県 株式会社吉野鉄工所 1470001011626 形鋼加工機で金属加工を効率化し、受注増大と収益確保を図る 榎並　忠樹

2444 R137110007 四国 香川県 株式会社エフディアイ 5470001010418 最新型画像認識エッジＡＩ検査機器を導入、品質向上を実現する。 観音寺信用金庫

2445 R137110009 四国 香川県 株式会社ハル 1470001011766 子育て世代を支援するための便利な宅配食事事業をシステム化 東矢　憲二

2446 R137110013 四国 香川県 三豊鉄工株式会社 1470001010504 曲げ工程の高度化による大型・ステンレス材への加工進出事業 株式会社百十四銀行

2447 R137110017 四国 香川県 四国司法書士法人 2470005002100 司法申請オンライン構築で、所在不明土地解消・相続登記義務化に貢献。 高松信用金庫

2448 R137110018 四国 香川県 株式会社松本商店 2470001012020 地域介護施設事業者向けの施設運営サポートの革新的サービス事業 尾原　慎也

2449 R137110020 四国 香川県 有限会社大西建工 9470002011114 大型バンドソー導入による鉄骨生産性向上で大臣認定グレードアップ
一般社団法人香川県中小企業診
断士協会

2450 R137110022 四国 香川県 株式会社イチレン 6470001014715 アウトドア用品の生産性向上並びに新製品製造に係る新たな設備の導入

2451 R137110023 四国 香川県 砂川スチール工業株式会社 7470001011100
最新プラズマ加工機の導入による加工技術の向上と新規市場獲得による事
業復活

山本　純

2452 R137110024 四国 香川県 株式会社中野屋高松 2470001015287 仕入販売しているお土産販売用うどんの内製化による収益力の改善

2453 R137110027 四国 香川県 株式会社讃岐商会 1470001009265 ＮＥＷ嵌合立平隅切装置導入で労働生産性向上・機会損失解消 高松信用金庫

2454 R137110029 四国 香川県 コスモファシリティ株式会社 1470001001511
食品を真空包装及び急速冷凍加工し、自社取扱のオリジナル自販機とセット
で販売

株式会社香川銀行

2455 R137110030 四国 香川県 株式会社前場工業 8470001012048 新たなサービスを提供することにより独自性を発揮し、競争力強化 観音寺信用金庫

2456 R137110032 四国 香川県 Ｇ－ＳＴＡＧＥ・ＪＡＰＡＮ株式会社 6120001112529
縫製工程の改善による生産性の拡大とアパレル業界の国内生産回帰への
貢献

尼崎信用金庫

2457 R137110034 四国 香川県 宮武土地家屋調査士事務所 ３Ｄスキャナを活用した新サービスによる付加価値向上 株式会社Ｂ・Ｍ・Ｃ

2458 R137110036 四国 香川県 株式会社近藤溶工 1470001018200 最新鋭ロボット溶接機、ＪｏｙＰＥＮを活用した高品質溶接の実現 観音寺信用金庫

2459 R137110039 四国 香川県 チーズテン　アレグリア 新設備導入による生産性向上と高品質商品の開発による売上増加 丸亀商工会議所

2460 R137110040 四国 香川県 有限会社林材木店 4470002013305 大容量切削加工機による国産材の効率的生産への取り組み 株式会社ゼロプラス

2461 R137110041 四国 香川県 株式会社かにわし 9470001006008 熱交換装置導入によるフレッシュフルーツタルトのＥＣ流通販売計画 吉川　和良

2462 R137110044 四国 香川県 株式会社ユニティー 9470001008326 印刷技術のデジタル化による多品種小ロットの印刷体制を構築。 株式会社ルーツ

2463 R137110047 四国 香川県 アイナ・ふろーりあん 冷凍コルネの開発とコルネ専門店の出店による売上拡大計画 香川県商工会連合会

2464 R137110048 四国 香川県 株式会社パル技研 4470001003422 ソフトウェア設計品質の向上を実現する為の高度なＣＩ環境の構築
特定非営利活動法人　四国ス
テップアップ・コンサルティンググ
ループ

2465 R137110050 四国 香川県 大西歯科医院
歯科医院のＤＸ化へのシフト。技工物の院内製作開始。生産性の向上と審
美・予防歯科体制の確立。

乾　京子

2466 R137110052 四国 香川県 有限会社サンファソン 2470002008703 定量充填機と包装機で主力焼菓子の生産性向上と人的省力化の確立 株式会社中国銀行

2467 R138110001 四国 愛媛県 株式会社公益社 8500001001559 デジタル技術で「故人・家族の想いを伝える新しい葬儀」への取組

2468 R138110004 四国 愛媛県 有限会社高戸製作所 5500002004183 省力化を背景とした農業用機械部品の受注増に備えた設備投資計画 長岡　弘晃

2469 R138110005 四国 愛媛県 株式会社ドイ 8500001007390 愛媛県米等の生産性及び品質向上による地産地消の取組強化計画 株式会社伊予銀行

2470 R138110006 四国 愛媛県 三栄自動車リース株式会社 4500001001703 環境負荷低減に向けた水性塗料による新たな板金塗装体制の構築計画 愛媛信用金庫

2471 R138110007 四国 愛媛県 有限会社日野自動車 3500002015199
自動車整備業における塗装工程の刷新による生産性向上及び作業環境の
改善計画

シェアビジョン株式会社

2472 R138110008 四国 愛媛県 株式会社シーネット 3500001014664
高性能ロールラベル検査装置を導入し、新規事業の事業化と既存事業の課
題解決を同時に行う

観音寺信用金庫

2473 R138110009 四国 愛媛県 株式会社土居銘木 9500001015459 住宅向け愛媛県産木材加工ニーズに対応するための生産性向上 株式会社四国銀行

2474 R138110010 四国 愛媛県 岡田建設株式会社 9500001011326 ３Ｄレーザースキャナーと杭ナビショベルシステムで土木のＩＣＴ

2475 R138110011 四国 愛媛県 株式会社安藤製作所 2500001023146 旋盤加工工程の自動化とベテラン技術の承継による売上高拡大計画 長岡　弘晃

2476 R138110012 四国 愛媛県 株式会社しまなみ環境計測 4500001019662 ガスクロマトグラフ法による分析工程の刷新による土壌調査の納期安定化 シェアビジョン株式会社

2477 R138110013 四国 愛媛県 有限会社塩崎工業 9500002016506 材料自動供給・排出ロボットの導入によるレーザー加工工程の生産性向上 株式会社ゼロプラス

2478 R138110015 四国 愛媛県 株式会社アキ工業 5500001007278
ＳＤＧｓに貢献する米を使用したバイオマスプラスチックの射出成形技術の確
立

愛媛信用金庫

2479 R138110016 四国 愛媛県 えひめ　二宮果樹園 ＡＩ技術を利用したネットショップ向け柑橘商品の開発事業

2480 R138110017 四国 愛媛県 株式会社武智商店 7500001011889 コロナ禍で需要増の抗菌・抗ウィルスタオルの生産体制強化

2481 R138110018 四国 愛媛県 株式会社八紘設計コンサルタント 1500001015747 ３Ｄレーザースキャナ導入で地域の協力会社と一体でのＤＸ化を推進

2482 R138110022 四国 愛媛県 株式会社サントラスト 9500001005633 養殖業者との直接取引のための販売管理システムの導入と販路拡大 岡本　悠己

2483 R138110023 四国 愛媛県 株式会社愛南リベラシオ 8500001016697 新規養殖用飼料開発・事業化に必須の成分測定技術の開発 税理士法人マスエージェント

2484 R138110024 四国 愛媛県 児玉産業株式会社 6500001004729 加工工程の機械化で生産性向上と業務効率化による新事業立ち上げ 伊予商工会議所

2485 R138110025 四国 愛媛県 株式会社野村貨物 2500001007990 天井クレーン導入による輸送サービスのプロセス改善と対応力向上 株式会社伊予銀行

2486 R138110027 四国 愛媛県 株式会社高須賀製作所 9500001002589 ファイバーレーザー溶接機導入による工程の革新的改善と売上拡大 長岡　弘晃

2487 R138110029 四国 愛媛県 いっしき有限会社 2500002009004 がんの検査から手術まで一貫して行える地域随一のかかりつけ医へ 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

2488 R138110030 四国 愛媛県 株式会社程野商店 3500001005886 新豆乳製造プラント導入による豆乳歩留まりの改善と再現性の向上 株式会社愛媛銀行

2489 R138110032 四国 愛媛県 株式会社中温 5500001002691 革新的な里芋収穫プロセス構築による里芋加工食品の生産能力増強

2490 R138110033 四国 愛媛県 株式会社白石設計 7500001014074 鉄骨専用ＣＡＤ（ＢＩＭ対応型）システム導入による事業領域の拡大 株式会社伊予銀行

2491 R138110034 四国 愛媛県 有限会社井出刺繡 9500002017735 最新の刺繍マシン導入による生産性・品質向上を図り、受注増に対応する サポート行政書士法人

2492 R138110035 四国 愛媛県 三和ステンレス工業株式会社 6500001001866 最新のベンディングマシンの導入で生産性の向上を図る

2493 R138110036 四国 愛媛県 株式会社ＴＥＣＨ２１ 8500001016532 生産性向上に向けた工程集約による競争力強化事業 愛媛信用金庫



No 受付番号 ブロック 都道府県名 商号又は名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

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１１次締切
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2494 R138110037 四国 愛媛県 株式会社ヒューネット 6500001003433 多品種小ロット時代に対応した製造システム設置事業

2495 R138110038 四国 愛媛県 有限会社ホリエ 4500002006081 高効率工場の構築による生産プロセスの改善及び炭素生産性の向上

2496 R138110039 四国 愛媛県 安永広告株式会社 3500001004178 地域初！屋外広告事業における一元管理システムの開発 安野　元人

2497 R138110042 四国 愛媛県 萩尾機械工業株式会社 8500001010221 基礎工事機械部品の受注増加に対応するための生産体制の構築 株式会社愛媛銀行

2498 R138110044 四国 愛媛県 株式会社フィースト 2500001006282 最新検査ライン導入によるデジタル変革への対応と車検最適化事業 愛媛県商工会連合会

2499 R138110045 四国 愛媛県 株式会社ジツタ 3500001002090 建設と林業のＩＣＴ化を支援し、安全で安心な地域環境を確立する 株式会社伊予銀行

2500 R138110047 四国 愛媛県 おおもり歯科 治療内容の説明の充実と高齢化対応の革新的な往診医療の提供 岡本　悠己

2501 R138110049 四国 愛媛県 有限会社佐賀鉄工 1500002008477 ＣＮＣ横中ぐりフライス盤の導入による鋼材加工の効率化 株式会社伊予銀行

2502 R139110001 四国 高知県 都築工業株式会社 3490001004790 最新式ドリル導入によるアンカー工事の工期短縮及び国土強靭化事業 株式会社四国銀行

2503 R139110002 四国 高知県 総合歯科技工所有限会社ワールドラボラトリー 2490002002910 ミリングマシン・３ＤＣＡＤ導入によるチタン製技工品生産性向上 株式会社四国銀行

2504 R139110004 四国 高知県 株式会社アッシュ 7490001006973
「先端デジタル技術×自社技術」による革新的な　ＩＣＴ　施工プロジェクトへ
の挑戦

2505 R139110006 四国 高知県 有限会社アリス 1490002000353 西日本初！腎疾患に対する死亡リスクを低減した新術式の導入

2506 R139110007 四国 高知県 よさ来いワイナリー ＩｏＴを活用した自然派ワイン内製化による事業改革 高知商工会議所

2507 R139110008 四国 高知県 株式会社土佐洋 9490001005800 自社一貫で生産するツナ缶の販売により須崎のマグロ文化を発信！

2508 R139110009 四国 高知県 株式会社エヌ・シー・ビー 2490001000155 新システム導入による地方信販会社の「家賃保証事業」への進出

2509 R139110012 四国 高知県 都市開発コンサルタント株式会社 2490001001632 地上型３Ｄレーザースキャナーを用いた技術革新及び生産性向上 高知商工会議所

2510 R139110013 四国 高知県 有限会社エコ企画四万十 5490002008871 グラップル導入による木材運搬の生産性向上と売上拡大事業 高知県商工会連合会

2511 R139110014 四国 高知県 株式会社かね岩海苔 9490001000314 フレークタイプ海苔の新商品開発と製造現場における生産性向上事業 高知商工会議所

2512 R139110015 四国 高知県 高知ケンセン株式会社 2490001005286 独自技術である高機能健康肌着の精密且つ高効率な生産体制構築

2513 R139110016 四国 高知県 ＭｅｔａｌＢｏｄｙＷｏｒｋｓ斧板 専用塗装ブースの導入による生産性向上と高品質塗装の実施 株式会社四国銀行

2514 R139110017 四国 高知県 西内歯科医院 設備導入による補綴物製造の内製化と歯周病進行の視覚化及び治療

2515 R139110019 四国 高知県 株式会社ジャパンダイニング 4490001008477 観光地への新規出店及び新商品開発による業績回復実現事業 安岡　和孝

2516 R139110020 四国 高知県 株式会社アンク犬猫病院 6490001004722 デジタル化によるがん・ホルモン系疾患の革新的医療提供 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

2517 R139110023 四国 高知県 株式会社香北ファーム 3490005004580 菌床ブロック製造の内製化を図る為、クリーンルームの新規設置 高知県商工会連合会

2518 R139110025 四国 高知県 チカミミルテック株式会社 3490001001466 不織布業界のＤＸ推進に資する企業間データ連携システム開発事業 高知商工会議所

2519 R140110001 九州 福岡県 木村歯科医院
口腔内スキャナーの導入による新たな院内デジタルワークフローの構築と小
児矯正治療分野でのＤＸ推進

福岡県商工会連合会

2520 R140110004 九州 福岡県 株式会社イワサキテック 5290801024321
ツーノズルブラストマシンと改良技術のシナジーによる低コスト・高品質施工
体制の構築

2521 R140110005 九州 福岡県 株式会社ナベタ精工 4290001047660 新設備と高い技術力の融合が生み出す生産性向上と売上拡大 株式会社フロウシンク

2522 R140110006 九州 福岡県 株式会社岡林工業 8290801013916 最新フレアマシン導入による外注コスト低減と技術伝承 笑顔商店株式会社

2523 R140110008 九州 福岡県 株式会社加来野製作所 8290801015078 ＳＤＧｓに貢献する「熱分解装置」高性能化・小型化試作機の開発 山根誠司

2524 R140110009 九州 福岡県 株式会社カルカヤ 7290001006837 新たなオフィス創造に向けた高品質ロッカーの塗装ライン高度化計画 株式会社筑邦銀行

2525 R140110010 九州 福岡県 合同会社平崎事務所 3290003011987 ドローンを活用した３次元デジタル測量による生産性向上と新規事業参入 株式会社フロウシンク

2526 R140110011 九州 福岡県 株式会社幸和 6290001038716
機械化によるワイヤーハーネス製造の生産能力増強と高品質維持の取り組
み

大庭　光則

2527 R140110014 九州 福岡県 井上邦子歯科クリニック
ＣＡＤ／ＣＡＭシステムによる治療プロセスのデジタル化および多種多様な補
綴物作製の実現

株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

2528 R140110015 九州 福岡県 株式会社ＡＳＳＯＯＮＡＳ 4290001096096 「中古マンション特化型売買マッチングシステム」の開発

2529 R140110016 九州 福岡県 有限会社清水工機製作所 8290002046807 特殊金属加工のデジタル化による量産・自動生産体制の構築 株式会社フロウシンク

2530 R140110017 九州 福岡県 古賀研装 磨きムラと塗りムラをなくした高品質の大型テーブル用天板の開発 大川信用金庫

2531 R140110018 九州 福岡県 新栄工業株式会社 2290001052927 溶接ロボットと３軸ポジショナー導入による新製品の受注獲得 笑顔商店株式会社

2532 R140110019 九州 福岡県 英工業合同会社 8290803003527 ＩＣＴ重機導入と若手人材雇用・育成による事業基盤の確立 福岡県商工会連合会

2533 R140110020 九州 福岡県 有限会社橘ビニール工業 7290002032097
次世代の施設園芸普及への貢献とビニールハウス用被覆資材の安定供給
体制の確立

株式会社エフアンドエム

2534 R140110021 九州 福岡県 千草歯科医院 ＣＴとマイクロスコープ導入による迅速かつ正確な治療の提供 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

2535 R140110022 九州 福岡県 株式会社メタルマート 8290001039729 最新設備導入による内製加工製品の新規販売ＰＪ

2536 R140110024 九州 福岡県 童夢の国株式会社 3290001039915 最新型製粉機導入による生産性向上と革新的地産地消体制の実現 安達　隆久

2537 R140110025 九州 福岡県 株式会社メグシ 9290801011654 先端半導体国内供給へ向けた製造装置部品の生産能力強化 株式会社フロウシンク

2538 R140110026 九州 福岡県 有限会社松栄土肥産業 1290002018820 高発酵の独自素材を配合したお手軽スタンドパックコンポスト開発 牛嶋　雄二

2539 R140110027 九州 福岡県 株式会社大幸組 7290801002358 ＩＣＴ施工を自社で一気通貫して可能な体制を構築し生産性向上 中村　清悟

2540 R140110028 九州 福岡県 光産業 「見た目」と「意匠性」の高い店舗用什器の開発と多能工化の実現 大川信用金庫

2541 R140110030 九州 福岡県 青葉イーストコート歯科・こども歯科 デジタル技術を活用した次世代型セラミック治療による生産性向上

2542 R140110031 九州 福岡県 株式会社メールファクトリー 9290001056896 高速宛名プリンター導入による大ロット対応と短納期化の実現 福岡県商工会連合会

2543 R140110033 九州 福岡県 よしなが歯科医院 歯科用ＣＴと手術用顕微鏡を活用した歯の喪失や合併症の回避

2544 R140110034 九州 福岡県 サンライズ　インディアン　レストラン 独自ブレンドの激辛カレースパイスの製造及び卸売事業 北九州商工会議所

2545 R140110036 九州 福岡県 フォースウェーブ・パートナーズ株式会社 9290001085012
ロボット自動化システム製品の内製化・効率化によるリードタイム短縮の取
組み

株式会社ドーガン

2546 R140110037 九州 福岡県 株式会社グランド印刷 4290001023298 日本中の印刷会社に貢献する、帳票など特殊な印刷物の生産性向上 株式会社東京経営サポーター

2547 R140110040 九州 福岡県 有限会社山口製作所 3290002047801 切り板切断機で、外注委託のガセットプレート製作を内製化する 株式会社エクステンド

2548 R140110041 九州 福岡県 有限会社アクロス・デンタル・ファクトリー 6290802000287 ハイブリッド加工ＣＡＤ／ＣＡＭによるＤＸ等で革新的補綴物提供 楠本　拓也

2549 R140110042 九州 福岡県 有限会社楽天地 2290002013671 スライサー等導入によるもつ肉加工工程の自動化の促進

2550 R140110043 九州 福岡県 有限会社くーた 6290002030218 氷感冷蔵庫の導入による食材準備の前段取り化とフードロスの削減 松代　和也

2551 R140110044 九州 福岡県 株式会社ケントク 7290001031604 ３Ｄレーザースキャナとドローンの導入による生産性向上と土木工事のＤＸ化 髙村　英子
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2552 R140110045 九州 福岡県 有限会社第一建設工業 4290802023190 ＩＣＴ建機導入による職人レス化・生産性向上への取組み 西岡　隆

2553 R140110048 九州 福岡県 Ｋ＆Ｒ株式会社 6010401145973 ＡＩによるパーソナルトレーナー検索サイトの新サービス開発 株式会社アクセルパートナーズ

2554 R140110049 九州 福岡県 ターボサービス沖 バランシングマシン導入によるターボの品質向上・売上拡大 井上　拳

2555 R140110051 九州 福岡県 ケイテック株式会社 7290001026661 アルミ加工の高精度化・大型対応によるアルミフロント製作の新規事業開始 株式会社フロウシンク

2556 R140110052 九州 福岡県 博多シヤリング工業株式会社 7290001015664 曲げ工程の生産性向上による横持ちの解消およびリードタイムの短縮 松代　和也

2557 R140110056 九州 福岡県 ＩＤＬ カスタムジルコニアアバットメントの開発

2558 R140110059 九州 福岡県 持続性未来総研株式会社 4290801026269 ナノバブル活用によるメロンの革新的な水耕栽培開発

2559 R140110061 九州 福岡県 株式会社ＭＴ企画 7290801024113 昇華プリント工程の内製化による製作プロセスの確立と新分野展開
堀江コンサルティングオフィス株
式会社

2560 R140110062 九州 福岡県 ウメザキシートメタル株式会社 8290001052649 バリ取り工程改善・増産体制構築による特定業種依存からの脱却 松代　和也

2561 R140110063 九州 福岡県 有限会社戸田工業 6290002044696 簡易型ＮＣ加工機導入と部材最適効率化ラインで売上げ拡大をはかる

2562 R140110065 九州 福岡県 竹下畳店 デザイン性が高い薄畳等の生産性向上と若い世代への販路拡大 北九州商工会議所

2563 R140110067 九州 福岡県 有限会社笹原 4290802023728
災害復旧・防災対策工事への対応力強化を目的とした土木工事ＩＣＴ化への
取組み

西岡　隆

2564 R140110069 九州 福岡県 有限会社ＣＯＲＥ 6290802012142 ワイヤ放電加工機の導入による納期短縮及びコスト競争力の強化
公益財団法人北九州産業学術推
進機構

2565 R140110070 九州 福岡県 東洋突板工芸株式会社 1290001053067 ツキ板製造に係るＵＶ照射装置による塗装・乾燥工程の製造時間の短縮 大川商工会議所

2566 R140110071 九州 福岡県 大久保設備工業株式会社 1290801000615 酸・アルカリを含む排気に対応する空調ダクトの製造システム構築

2567 R140110072 九州 福岡県 小倉合成工業株式会社 1290801001456 ＧＬ反応器導入による化粧品原料新規製造プロセスの開発

2568 R140110073 九州 福岡県 有限会社篠栗製作所 8290002036411 高齢化社会向けユニバーサルデザインキッチンの製造および工程の自動化 経営ビューイング株式会社

2569 R140110075 九州 福岡県 有限会社松尾木工 9290002054354 脚物家具への進出！マルチダイニングテーブルの開発 大川信用金庫

2570 R140110076 九州 福岡県 毎日新聞福岡販売株式会社 8290001010532 新聞販売サポート会社が新聞販売店システム内製化の実現でＤＸ支援

2571 R140110078 九州 福岡県 馬刺し専門店たけちゃん 純国産馬刺の冷凍自動販売機による販路拡大とブランド力向上計画

2572 R140110079 九州 福岡県 佐和屋産業株式会社 5290001040730 新たな一貫施工体制構築による資源循環サービスの高付加価値化
一般社団法人城西コンサルタント
グループ

2573 R140110080 九州 福岡県 ゆきざね歯科医院 口腔スキャナ導入で効率化、患者負担の少ない診療体制へ！ 松代　和也

2574 R140110081 九州 福岡県 有限会社大倉織物 6290002043426 織物デザインシステムによる新しいニーズに応じた博多帯の開発

2575 R140110084 九州 福岡県 アドバンス
ＣＮＣ成型研削盤導入による製造プロセス改善で、非加工時間の削減と加工
領域の拡大

株式会社フロウシンク

2576 R140110086 九州 福岡県 松影堂印刷株式会社 7290001013833 複写用紙製造工程の改善による経営力強化と事業拡大 株式会社ＧＩＭＳ

2577 R140110087 九州 福岡県 富士食品株式会社 4290001002186 家庭向け「便利たまごミニ」の製造販売による新規市場開拓

2578 R140110088 九州 福岡県 ペイントプランニング株式会社 7290001070338
マンション大規模改修におけるタイル貼り替えの革新的な工期短縮体制の構
築

株式会社エフアンドエム

2579 R140110089 九州 福岡県 彩唯技研株式会社 6290801020385 産業用ドローンによるインフラ・設備点検におけるデジタル化事業 長井　寿郎

2580 R140110092 九州 福岡県 中村歯科 高解像度の撮影環境構築による革新的な咬合再構成治療法の実現 株式会社フロウシンク

2581 R140110093 九州 福岡県 株式会社Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｒｉｃｈ 4290001098274 ＡＩによるボディラインのチェックを可能にする自社アプリの開発

2582 R140110096 九州 福岡県 株式会社ケィ・テックス 6011101023180 インプラント用歯科技工物にかかる手作業調整プロセスの改善

2583 R140110098 九州 福岡県 株式会社大村紙工 8290001045272
最先端加工機導入によりＱＣＤの革新的な進化と従業員の安全性確保を実
現

丸田　佐和子

2584 R140110101 九州 福岡県 有限会社北九州写眞製版社 9290802012494
フイルム生産設備導入による生産性の向上とペーパーアイテム事業への展
開

2585 R140110102 九州 福岡県 株式会社日税サービス西日本 6290001015450 自社基幹システム改修やインボイス対応商品化によるサービス向上

2586 R140110103 九州 福岡県 もりた住機設備株式会社 2290001053272 ミニバックホー導入による下水道工事の革新的効率化 加藤　祐輔

2587 R140110105 九州 福岡県 なかの歯科クリニック
理想的な咬合平面を再生する義歯修復治療において治療期間７２％減を実
現

2588 R140110115 九州 福岡県 渡邊愛 妊婦さんをターゲットとした「加熱寿司」の開発販売 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

2589 R140110116 九州 福岡県 合同会社ＶＩＥＬ 1290003006015 ＡＩシステムを利用した薬剤師向け転職マッチングサービスの提供 株式会社ＷｅｌｌＦｌａｇｓ

2590 R140110117 九州 福岡県 ビルトテック株式会社 1290001097824 工期圧縮と省力化が図れる新たな化粧板の開発 有限会社クレメンティア

2591 R140110119 九州 福岡県 伊藤建具店 公共施設の木質化に対応したユニバーサルデザインの造作家具作り 井上哲也

2592 R140110120 九州 福岡県 株式会社カイショー 2290001056449 中古品販売事業拡大のための新規機械導入による省力化と生産性向上

2593 R140110121 九州 福岡県 株式会社ワーキングハセガワ 6290001045299 ＤＸを活用した「サステナブル医療ウェア」の製造販売の実現 弁護士法人桑原法律事務所

2594 R140110122 九州 福岡県 有限会社單葉社 3290802003747 大型・長尺対応および量産性能向上による実証プラントへの案件拡大 経営ビューイング株式会社

2595 R140110123 九州 福岡県 株式会社エデルプ 4290001092038
外気や室内熱移動を積極利用することで消費電力を大幅に抑える室内温湿
度環境維持装置の開発

2596 R140110126 九州 福岡県 株式会社優輝総合コンサル 3290001024966 ドローンを利活用したデータとデジタル技術による業務変革 長井　寿郎

2597 R140110128 九州 福岡県 大西化成株式会社 7290001012075
住宅用断熱材の自動加工ライン構築による生産性向上と脱炭素社会への貢
献

株式会社フロウシンク

2598 R140110129 九州 福岡県 安德鉄筋工業有限会社 9290002052647 細物鉄筋加工製品の卸売参入に向けた生産性向上に係る取り組み

2599 R140110131 九州 福岡県 有限会社ＹＵＫＹＯ 2290802007278 最新フレア加工機導入による加工製品領域の拡大に係る取り組み

2600 R140110132 九州 福岡県 池田農園 瞬間冷凍機導入による完熟いちごの販売 サポート行政書士法人

2601 R140110135 九州 福岡県 株式会社心和水産 3290001086742 全自動高効率・高品質海苔選別機の導入事業

2602 R140110136 九州 福岡県 八幡板金工業株式会社 3290801009480 高性能設備導入における生産性の向上

2603 R140110137 九州 福岡県 株式会社ＬＥＡＦ 7290001058226 穴加工工程に設備導入して家具製造の生産性を革新的に向上させる計画

2604 R140110139 九州 福岡県 株式会社金子技建 2290001052753 鉄骨柱大組立シングル溶接ロボット導入による生産性向上への挑戦
税理士法人山田アンドパートナー
ズ

2605 R140110140 九州 福岡県 株式会社日本守環 5290801022705 杭ナビショベル搭載の油圧ショベル導入による土木施工の効率化 髙村　英子

2606 R140110141 九州 福岡県 株式会社デサフィアンテ 1290001037846
キッチンカ―で人気を博した一流ホテルシェフ監修オリジナル本格チキンカ
レーを、ギフト商品化で全国展開へ

一般社団法人九州広域行政事務
支援機構

2607 R140110143 九州 福岡県 株式会社プロスパー 1290001045056
従来型の営業対応から、デジタル化による業務効率化で成約率を向上。高
齢者向け不動産相談専用アプリ「ふどまどプラス」の開発

一般社団法人九州広域行政事務
支援機構

2608 R140110144 九州 福岡県 株式会社ＴＯＥ 3290001063551 ブランディングツール％支援サービス 福岡商工会議所

2609 R140110145 九州 福岡県 株式会社Ｏｎｅ　Ｄａｙ　Ｄｅｓｉｇｎ 2290801026931 プライベートサウナとＤＸの導入によるワンストップ提供力の向上 宇野　裕
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2610 R140110146 九州 福岡県 株式会社ミヤビック 2290001070516 超速硬化ウレタンスプレー防水工法による工期短縮等の生産性向上 福岡県商工会連合会

2611 R140110147 九州 福岡県 どんぐり倶楽部株式会社 5290001098273 立体造形物を用いたＳＴＥＡＭ教育教材の開発

2612 R140110148 九州 福岡県 株式会社ｆｏｕｒ　ｔｅｅｔｈ　ｃｌｏｖｅｒ 8290001094278 ３Ｄプリンターを活用したセラミック製マウスピース製作のＤＸ化

2613 R140110149 九州 福岡県 株式会社ネクスト 6290801013100 カーリース販売をオンラインで完結できる非来店型システムの開発

2614 R140110151 九州 福岡県 株式会社鳶一 9290001063372 革新的な足場組立工法の導入による競争力強化と販路開拓

2615 R140110154 九州 福岡県 マフレン株式会社 6290801018966 石灰石の自然膨張を利用した自動給脂器の製造販売体制の確立 北九州商工会議所

2616 R140110156 九州 福岡県 ヴイリード 大型公園計測および図面化のデジタル化

2617 R140110158 九州 福岡県 秀真環境工学株式会社 8290001087538 ＩＣＴを活用した自社一元的管理によるサービスの提供

2618 R140110159 九州 福岡県 からだ環境総研株式会社 9290001037731 子供「足部成長見える化」ＡＩ解析システムによる非対面提供の実現

2619 R140110161 九州 福岡県 株式会社マクロジ 7290001079742 ＡＩ導入によるコンサルサービス提案の効率化と品質向上を図る事業
株式会社ジャストコンサルティン
グ

2620 R140110162 九州 福岡県 株式会社シスコム 2290801006818 光変調信号のＩＰ変換で８０ＧＨｚ無線伝播するシステムの開発 北九州商工会議所

2621 R140110164 九州 福岡県 株式会社直角 7290001056403
小規模事業者による初の３Ｄレーザスキャンシステムを導入した建築専門測
量会社の働き方改革

2622 R140110165 九州 福岡県 株式会社村井工機 6290001055918
新型マシニングセンタの導入による生産性向上・開発型機械部品メーカーと
しての展開

税理士法人アーリークロス

2623 R140110167 九州 福岡県 株式会社松尾米穀店 3290001089761 地域の小規模農家の存続と収益改善を手助けする新サービスの提供 福岡県商工会連合会

2624 R140110169 九州 福岡県 有限会社ムラモト 7290002040307 ３Ｄワンマン測量の実現による山地防災調査事業への新たな参入 アトムコンサルティング株式会社

2625 R141110001 九州 佐賀県 株式会社中島工務店 5300001003339 マシンガイダンスシステム搭載の建設重機導入によるＩＣＴ化の推進 小城商工会議所

2626 R141110002 九州 佐賀県 株式会社森博 3290001070424 自動車・タイヤ製造装置のベース・部品の測定検査の効率化

2627 R141110003 九州 佐賀県 鹿島印刷株式会社 6300001004897 印刷工程における熟練作業の標準化と検品時間省力化体制の構築 株式会社佐賀銀行

2628 R141110004 九州 佐賀県 株式会社お菓子のじろう 6300001011019 職人技術から脱却し”どら焼き”の生産性向上と量産化体制づくり 佐賀県商工会連合会

2629 R141110005 九州 佐賀県 株式会社ＬｉｆｅＳａｌｏｎ 7300001008906 ＣＲＭ強化と店舗管理の効率化を実現するフロー・システムの構築 株式会社アクセルパートナーズ

2630 R141110006 九州 佐賀県 小川歯科医院 「ＭＩＳＴ」を用いた低侵襲性歯周組織再生療法の開発

2631 R141110008 九州 佐賀県 近藤歯科医院 「ハイパフォーマンス・オーラルケア」の開発

2632 R141110009 九州 佐賀県 つかもと歯科・小児歯科医院 最新歯科用設備による革新的な顎顔面口腔育成治療サービスの展開 株式会社フロウシンク

2633 R141110010 九州 佐賀県 松本ツキ板工業株式会社 6300001001168 当社独自技術を融合させたレーザー組子の開発

2634 R141110016 九州 佐賀県 秋山歯科医院 「マイクロサージェリー」に対応した歯科医療技術の革新事業 税理士法人ライジング

2635 R141110017 九州 佐賀県 アシック株式会社 8300001008062 新たに大型乾燥炉導入にて金属表面加工の一貫生産と量産体制構築 税理士法人アップパートナーズ

2636 R141110018 九州 佐賀県 有限会社玉喜 5300002000814 脱プラスチック海苔商品拡販に向けた原価改善と生産性向上 佐賀商工会議所

2637 R141110019 九州 佐賀県 重富畳店 デザイン性活かし現代住宅にフィットする高機能畳を提案 有田商工会議所

2638 R141110020 九州 佐賀県 株式会社シード 8300002006899 建設プロセス間の３Ｄモデル連携による業務の効率化・高度化 佐賀県商工会連合会

2639 R141110021 九州 佐賀県 有限会社ヤハタ印刷 8300002004928 最新型オンデマンド印刷機の導入による生産性向上と販路開拓 佐賀県商工会連合会

2640 R141110022 九州 佐賀県 デンタル　ラボ　イシマル デジタル技工への進出！咬合を重視したハイブリッド技工物の開発

2641 R141110028 九州 佐賀県 株式会社デタント 8300001009317 郷土の歴史と素材を使った手土産用新商品のための生産設備導入 武雄商工会議所

2642 R141110032 九州 佐賀県 山口産業株式会社 8300001003625 膜構造建築物の市場開拓に向けた生産プロセス向上の取組み

2643 R141110036 九州 佐賀県 株式会社酒井組 7300001006190
軽量レーザースキャナによる高高度三次元設計データ作成による生産性向
上に向けて

鳥栖商工会議所

2644 R142110002 九州 長崎県 Ｔ．Ｈメタル
二酸化炭素排出量低減等の環境影響に貢献するリサイクル金属の生産性
向上計画

株式会社エフアンドエム

2645 R142110005 九州 長崎県 有限会社秀工社 7310002015207 横型マシニングセンタ導入による次世代エネルギー関連部品の生産性向上 株式会社フロウシンク

2646 R142110007 九州 長崎県 株式会社山口マシナリー 4310001007117 大型修理部品等の寸法測定迅速化によるリードタイム短縮

2647 R142110013 九州 長崎県 サキタ技研株式会社 5310001011844 地盤調査機導入に基づく地盤改良工事による新規事業収益増加計画 松村　秀史

2648 R142110014 九州 長崎県 ｓｔｕｄｉｏ　ｗａｎｉ 高付加価値製品の制作・販売による生産性向上 山田　周作

2649 R142110015 九州 長崎県 株式会社マルヨシ 9310001009042 トレーサビリティ強化と作業効率化の両輪で赤土馬鈴薯を高級商品化 税理士法人ASPIRE

2650 R142110018 九州 長崎県 株式会社崎戸運送 4310002013304 配車受発注マッチングシステム導入事業 長崎県商工会連合会

2651 R142110020 九州 長崎県 株式会社仲倉工業 5310001013808 最新溶接機導入による防災工事へのニーズ対応及び生産性向上

2652 R142110022 九州 長崎県 有限会社オカモト・シェ・ダムール 3310002016687 お菓子製造ラインのオートメーション化による生産性向上と販路開拓事業 長崎県商工会連合会

2653 R142110023 九州 長崎県 株式会社みのるオート 8310001013409 自動車業界の技術革新とＳＤＧｓに対応した短納期型整備工場事業 長崎県商工会連合会

2654 R142110024 九州 長崎県 澤本歯科医院 歯科用ＣＴの導入、デジタルデータの活用による高度な無呼吸治療の実現

2655 R142110025 九州 長崎県 いでぐち歯科医院 歯ぎしり・食いしばりを防ぐ口蓋装着装置の本格事業化

2656 R142110026 九州 長崎県 てつ工房 圧力鋳込成型機の導入による民藝陶器の生産性を向上させる事業

2657 R142110027 九州 長崎県 株式会社バイオジェノミクス 7310001008888 パーソナルフェムケアサービス・製品の提供
公益財団法人長崎県産業振興財
団

2658 R142110028 九州 長崎県 株式会社西日本流体技研 3310001006466
カーボンニュートラル社会実現に向けた３Ｄプリンター導入によるＣＯ２削減
機器開発の効率化

株式会社ベンチャーテクノサービ
ス

2659 R142110029 九州 長崎県 株式会社須崎屋 7310001015661 特注五三焼かすてら専用トンネル窯の導入による製造量拡大と海外展開

2660 R142110030 九州 長崎県 株式会社ヤマヨ 9310001017656 雲仙市初！センサー選別機導入による馬鈴薯の選別作業の生産性向上
株式会社コムラッドファームジャ
パン

2661 R142110033 九州 長崎県 平木工業株式会社 5310001001829 圧接プロセス改善による高付加価値化・品質向上・作業者負担軽減 青山　周広

2662 R142110034 九州 長崎県 株式会社プラス２ 5310001014509 急速冷凍機等導入で中食事業に参入、品質課題の克服と生産量増大 税理士法人アップパートナーズ

2663 R142110037 九州 長崎県 有限会社松栄工業 2310002010369
デジタル化を通じた生産性向上と販路拡大のための新型プレスブレーキ導
入

2664 R142110041 九州 長崎県 有限会社森酒造場 7310002019521 世界に誇る高品質ブランド確立のための製造プロセスを構築する。 株式会社十八銀行

2665 R142110042 九州 長崎県 ＢｕｇｓＷｅｌｌ株式会社 9310003003984 食料不足解決の為の昆虫食推進。飼育システム導入と生産性向上。

2666 R143110002 九州 熊本県 有限会社坂田製材所 7330002019692
熊本県産木材のＣＬＴ活用等を図るための乾燥技術高度化による生産性向
上計画

株式会社エフアンドエム

2667 R143110003 九州 熊本県 株式会社十八測量設計 8330001002376 ＵＡＶ３次元レーザー測量システムの導入による競争力の強化 駒田　裕次郎
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2668 R143110004 九州 熊本県 有限会社古沢建設 7330002023430 ＩＣＴ利活用による土木建設業の生産性向上と働き方改革の推進 株式会社フロウシンク

2669 R143110005 九州 熊本県 株式会社ツイジ工業 9330001012003 活発化する建設需要に対応するコラムの開先加工における生産性向上計画 株式会社エフアンドエム

2670 R143110007 九州 熊本県 山口工業株式会社 1330001012927
３次元スキャニングトータルステーションによるＩＣＴ測量と設計データ提供
サービス事業展開

株式会社フロウシンク

2671 R143110010 九州 熊本県 Ｔ－ＷＯＲＫＳ 立型マシニングセンタ導入による高エネルギ－加速装置分野への参入 熊本県商工会連合会

2672 R143110012 九州 熊本県 有限会社農産ベストパートナー 3330002018946 窒素ガス充填包装機の導入による食品ロス削減への取り組み

2673 R143110013 九州 熊本県 株式会社Ｋ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｌａｂｏ 2330001028815 完全カラーオーダー対応ジルコニア技工物の開発

2674 R143110018 九州 熊本県 株式会社一休本舗 7330001000331 生産性の向上を図るための包装作業ロボットシステムの導入

2675 R143110019 九州 熊本県 株式会社たいし 9330001022299 ３Ｄレーザースキャナーの導入とＧＮＳＳ技術を活かした測量のＤＸ化の実現 浮島　達雄

2676 R143110021 九州 熊本県 森永組 型枠大工業における木工機械・専門ソフト導入による生産性向上 株式会社セームページ

2677 R143110023 九州 熊本県 株式会社不二宮製作所 2330001011671 大型フレーム生産プロセス刷新による品質向上と短納期対応の実現 株式会社フラッグシップ経営

2678 R143110027 九州 熊本県 株式会社双葉金属 4330001004104 先端設備導入により、半導体製造装置向け部品製造へ進出を図る ノーサイド行政書士法人

2679 R143110028 九州 熊本県 株式会社福田酒造 5330003004225 「プチ贅沢」の家飲み需要に応じる高品質焼酎のパック製造拡大

2680 R143110029 九州 熊本県 株式会社なかせ農園 8330001022944 シンクピア導入による残渣処理業務の提供

2681 R143110030 九州 熊本県 株式会社ｇｒａｖｉｔｙ 1330001017934 デジタル技術による視力測定の効率化と、最新レンズの提供

2682 R143110033 九州 熊本県 株式会社コスミック 3021001019751
高性能ＣＮＣ旋盤導入による、リチウムイオン電池開発・製造用治工具製作
事業参入

2683 R143110034 九州 熊本県 じん歯科クリニック 小児⻭科の高度治療の実現とプロセス改善

2684 R143110036 九州 熊本県 大久保巧芸株式会社 6330001006412 ボトルネックの改善により、工程全体を効率化し顧客ニーズを充足

2685 R143110037 九州 熊本県 並木坂デンタルクリニック
地域住民のＱＯＬ向上に向けたデジタル技術を駆使した先進的歯科診療の
提供

2686 R143110039 九州 熊本県 株式会社山麓園 9330001017662 茶葉からティーバッグへ　商品開発体制と品質・サービスの向上 熊本商工会議所

2687 R143110041 九州 熊本県 株式会社九州人材派遣サービス 9330001024213 雇用型ギグワークを推進する新規サービス「スキバイ」事業展開 株式会社東京経営サポーター

2688 R143110042 九州 熊本県 株式会社ラ・モード 2330001010351 高性能自動裁断機を導入し生産性向上と国内生産回帰の対応 山鹿商工会議所

2689 R143110043 九州 熊本県 片山歯科医院 デジタル検査装置による完全デジタル製作の歯科技工治療へ アトムコンサルティング株式会社

2690 R143110045 九州 熊本県 山都酒造株式会社 4330001020456 高性能糖化装置導入による生産性と品質向上による収益力の向上

2691 R143110050 九州 熊本県 有限会社白水乃蔵 6330002023464 製造ラインの半自動化による生産性向上と売上向上を目指す ノーサイド行政書士法人

2692 R143110052 九州 熊本県 ジーエム九州株式会社 1330002019525 新型業務用ドローン部品等製造体制構築の取り組み

2693 R143110053 九州 熊本県 合同会社栄興産業 8330003004791 市場拡大が進む半導体製造装置向け精密部品の生産性向上事業

2694 R143110058 九州 熊本県 山根歯科医院 最先端機器の導入による診断治療のＤＸ化・高度効率化と顧客満足度向上 株式会社フィールドワークス

2695 R143110059 九州 熊本県 株式会社Ｎｕｔｒａｉｓｅ 4330001027014 在宅特化型調剤薬局のＩＣＴ化による調剤業務効率の向上 株式会社フィールドワークス

2696 R144110003 九州 大分県 株式会社佐々木精工 5320001007800
手持ちのプローブを当てるだけで高精度な三次元測定ができるハンディプ
ローブ三次元測定機導入と販路拡大

豊後高田商工会議所

2697 R144110006 九州 大分県 有限会社大清解体 3320002004063 新設備導入による解体処理の効率化及び銅ナゲット販売による売上拡大

2698 R144110009 九州 大分県 ネクストラボ
保険制度改正で需要が拡大しているＣＡＤ／ＣＡＭ冠の効率的な製造プロセ
スの構築

大分みらい信用金庫

2699 R144110010 九州 大分県 株式会社東プラスチック・エンジニアリング 9180001076377 小型で高精密２色成形品の生産を実現するための製造プロセスの確立

2700 R144110011 九州 大分県 有限会社綾部建築 3320002010846 ドローンを活用した建設ＤＸ戦略 株式会社大分銀行

2701 R144110012 九州 大分県 株式会社ＡＭＣ末松どうぶつ病院 4320001013048 日田から発信、革新的な治療技術の普及で獣医療の発展に寄与する 株式会社ビジネスブレイン

2702 R144110013 九州 大分県 有限会社エイコー水産 2320002016423 持続可能な陸上養殖に向け、新たな生産方式の確立

2703 R144110014 九州 大分県 株式会社和高組 2320001011474 解体工事で出るコンクリートくずの自社リサイクル事業への進出 大分県商工会連合会

2704 R144110016 九州 大分県 株式会社ゆふいん花由 5320001004104 ＩＴ活用による人的ミス削減と作業効率化による高付加価値化の実現 大分県商工会連合会

2705 R144110017 九州 大分県 株式会社みらい蔵 8320001009629 データに基づく農業のニーズに応える分析診断能力の拡充の取組 大分県商工会連合会

2706 R144110020 九州 大分県 大洋印刷紙器株式会社 5320001010829 オンデマンド印刷システム導入による小ロット高品質冊子の提供

2707 R144110022 九州 大分県 株式会社長尾製作所 6320001009052 ファイバー溶接機及び画像採寸装置導入による成長産業への貢献
公益財団法人大分県産業創造機
構

2708 R144110024 九州 大分県 株式会社アイ・エス・アイ 4320001008337 ロボットによる精密板金溶接作業の生産性および品質の改善 税理士法人大分綜合会計事務所

2709 R144110025 九州 大分県 有限会社津崎商事 8320002017969 ウイスキー製造工程の簡素化・自動化による生産能力向上計画 株式会社大分銀行

2710 R144110028 九州 大分県 ファミリー歯科クリニック
光学印象とＣＡＤ／ＣＡＭのデジタル連携による総義歯修理の大幅納期短縮
とＱＯＬ改善

2711 R144110029 九州 大分県 西日本精機株式会社 3320001007694 新規マシニングセンタによる生産性向上計画

2712 R144110031 九州 大分県 大分折箱有限会社 5320002000085 脱プラ環境変化とコロナ禍の健康、家での需要増での貼箱製造実現 久多良木　清隆

2713 R144110032 九州 大分県 株式会社国美 8320201000065
当社初の「和菓子」商品を製造販売・展開。ターゲット顧客の拡大によるサス
テイナブル経営の実現。

株式会社大分銀行

2714 R144110033 九州 大分県 有限会社庚申和裁研究所 9320002011351 手縫いミシン導入と顧客管理のＤＸ化で海外縫製との競争力向上 矢野　俊樹

2715 R144110036 九州 大分県 株式会社國本組 3320001007488 ＩＣＴ施工による生産性向上策 株式会社大分銀行

2716 R144110037 九州 大分県 エムエム・シー株式会社 6021001065512 最新型射出成型機導入による高精度自動車部品製造の生産性向上

2717 R144110038 九州 大分県 株式会社豊産業 2320201000293 自走式破砕機の導入により、生産性向上、広域受注を可能とする。 大分信用金庫

2718 R144110039 九州 大分県 株式会社若杉 4320001014269 小規模調剤薬局の調剤作業の軽減策とＤＸによる顧客サービス向上 久多良木　清隆

2719 R144110040 九州 大分県 株式会社　友永工業 3320001009419 付加価値領域拡大による収益性向上戦略 株式会社大分銀行

2720 R144110044 九州 大分県 株式会社クニナリ 1320001008918 自動アーク溶接システムの導入による生産性向上と労働環境の改善
公益財団法人大分県産業創造機
構

2721 R144110047 九州 大分県 株式会社ファインコーティング 9320001007994 塗装事業に加えて、治具等の塗膜剥離事業参入による売上拡大

2722 R144110049 九州 大分県 ノキアートジュエリー 最新鋭のレーザー溶接機のよる溶接工程のデジタル化と内製化

2723 R144110053 九州 大分県 株式会社テクノコンサルタント 5320001001844 災害被害をレーザーで測量調査し、一元管理するシステム構築事業
公益財団法人大分県産業創造機
構

2724 R145110001 九州 宮崎県 ユニーズ工業株式会社 2350001015448 井戸掘削工事における掘削深度増大の為の設備投資事業 延岡商工会議所

2725 R145110002 九州 宮崎県 株式会社丸祐運送 5350001007525 宮崎県初のプリンター施工事業展開による塗装業への新規参入 税理士法人あおば
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2726 R145110003 九州 宮崎県 株式会社西都すっぽん 1350001015390 大型ＮＣ加工機導入による生産効率向上と大物樹脂部品の販路開拓 西都商工会議所

2727 R145110004 九州 宮崎県 虎コーポレーション株式会社 9350001016225 精米事業を内製化！こだわりのシャリで寿司虎ブランド強化を実現！

2728 R145110005 九州 宮崎県 株式会社ユニフローズ 3013101001210 小型・高機能型ＨＰＬＣ早期製品化のための部品内製

2729 R145110006 九州 宮崎県 株式会社第一テクノコンサルタンツ 2350001007164 非破壊調査と３次元モデルによる橋梁の維持点検調査の生産性向上 石川　由也

2730 R145110007 九州 宮崎県 シード宮崎株式会社 7350001016474 自社農産物の予約販売サービスに係る加温技術開発事業

2731 R145110009 九州 宮崎県 株式会社建設コンサルタントナガトモ 4350001005728 レーザードローン等の導入による測量業務の生産性向上・ＤＸ推進

2732 R145110012 九州 宮崎県 株式会社三ッ瀬木材 1350003001232 木材加工機の生産効率向上による人材不足と需要への対応

2733 R145110013 九州 宮崎県 株式会社アイエヌティ 9120001053398 検査体制の刷新による半導体製造装置部品の量産対応 株式会社フラッグシップ経営

2734 R145110015 九州 宮崎県 まなび野動物病院
デジタル機器導入による米国獣医学データベースも利用可能な診断治療技
術のさらなる向上

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

2735 R145110018 九州 宮崎県 有限会社デンソー宮崎 5350002012334
最先端の自動車整備設備の導入による特定整備制度に対応した自動車事
業への新規参入

ストラーダビジネスサポート株式
会社

2736 R145110019 九州 宮崎県 笠山建築板金株式会社 8350001012811 先端の鋼板折曲機の導入による板金加工技術と受注能力を向上させる事業 株式会社宮崎銀行

2737 R145110020 九州 宮崎県 株式会社エミオテクノロジー 2350002010431 はんだ付けロボット・３Ｄ検査機導入による生産性・品質向上 合同会社ブループランニング

2738 R145110021 九州 宮崎県 株式会社サン・グリーン出荷組合 7350001006277 ピーマンの選別～出荷までの流れの自動化

2739 R145110022 九州 宮崎県 有限会社カードックサービス 6350002015253 地域社会、地域産業を支える生産性の高いレッカー作業の実現

2740 R145110028 九州 宮崎県 株式会社ＳＨＵＮ 8350001016044 規格外品を用いた新商品開発と新たな機械装置による生産性向上 宮崎県商工会連合会

2741 R145110031 九州 宮崎県 株式会社きりき動物病院 2350001011967 難病である門脈シャントに対する革新的な院内完結型治療の提供 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

2742 R145110032 九州 宮崎県 株式会社システム技研 1350001008023 車載用電池業界進出に向けた生産管理体制の革新

2743 R145110033 九州 宮崎県 有限会社拓生会 2350002009399 宮崎県の畜産業・獣医療を救う、より地域に根ざした動物病院へ 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

2744 R145110034 九州 宮崎県 有限会社永﨑建設 9350002017940 「舗装工事のＩＣＴ化」による生産性・品質向上及び人手不足対応 小林商工会議所

2745 R146110003 九州 鹿児島県 株式会社幼保支援 4340001017352 社会福祉法人並びに学校法人運営に伴う法人運営管理クラウドソフト

2746 R146110004 九州 鹿児島県 マイテックス ＮＣミル導入による精度向上と自動加工体制確立による生産性向上 株式会社フロウシンク

2747 R146110006 九州 鹿児島県 林田歯科クリニック
医療情報のデジタル化による高度な先進歯科医療の提供と感染症リスク軽
減

株式会社フロウシンク

2748 R146110008 九州 鹿児島県 株式会社タイガー奄美 2340001010631
最新のＣＮＣ旋盤導入により夜間の無人自動加工を行いパイロットピンの生
産に取り組む

2749 R146110009 九州 鹿児島県 有限会社ＭＮＢ 1340002024937 うなぎ蒲焼冷凍品の生産能力を増強して県外販路を拡大する

2750 R146110011 九州 鹿児島県 有限会社ふくどめ小牧場 3340002026304 自動燻製庫の導入による希少豚燻製品の生産性向上と売上拡大

2751 R146110012 九州 鹿児島県 有限会社ビッグドライブ 4340002027961 自動串刺機等の導入によるやきとり串製造体制確立と生産性拡大事業 鹿児島県商工会連合会

2752 R146110013 九州 鹿児島県 インフラテック株式会社 7340001000479 モルタル用３Ｄプリンタ導入による型枠フリーの製造技術の確立

2753 R146110015 九州 鹿児島県 株式会社伊東組 4340001010852 建設ＤＸで離島インフラ強靭化に資する施工精度生産性向上の取組み
税理士法人さくら優和パートナー
ズ

2754 R146110017 九州 鹿児島県 有限会社中間モータース 9340002015994 福祉自動車等の整備体制再構築による地域基幹店への挑戦 鹿児島県商工会連合会

2755 R146110018 九州 鹿児島県 株式会社海連 9340001009279 特許技術を活用したレトルト加工による長期常温保存商品の開発 眞本　崇之

2756 R146110019 九州 鹿児島県 国治建設株式会社 3340001001480 ＩＣＴ設備導入により女性や外国人の雇用を促進し生産性を向上させて 角　幸憲

2757 R146110021 九州 鹿児島県 せと歯科医院
矯正治療のニーズへの高まりへの対応と患者データのオンラインデータベー
ス化

2758 R146110022 九州 鹿児島県 株式会社ライトハウス 9340001020450 陸上での淡水エビ養殖事業の確立 奄美大島商工会議所

2759 R146110024 九州 鹿児島県 守島デンタルクリニック 最新機器導入による歯周病治療の患者の早期日常生活の回復の実現
株式会社リアルコンテンツジャパ
ン

2760 R146110025 九州 鹿児島県 さんかいファーム 地域の課題である害獣を有効活用！「ジビエ肉加工場機能」の確立事業 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

2761 R146110026 九州 鹿児島県 株式会社杉山工業 8340001006112
２軸破砕機導入による産業廃棄物の減容化と再資源化（リサイクル）率の向
上による収益性の改善

2762 R146110032 九州 鹿児島県 株式会社ボタニカルファクトリー 1340001019129 農業と連携した自然派化粧品の生産性向上による僻地経済への波及 鹿児島県商工会連合会

2763 R146110033 九州 鹿児島県 ＭＩＲＡＩＮＯ株式会社 8010001223517 ５軸加工機導入による半導体製造装置部品等加工体制構築の取り組み

2764 R147110002 沖縄 沖縄県 株式会社なつめ 3080401010703 遠赤外線低温乾燥機の導入における珈琲豆生産性の向上 辻　拓真

2765 R147110003 沖縄 沖縄県 まつしま歯科医院
ＣＡＤ／ＣＡＭシステム等のデジタル技術を活用した「配慮ある治療」の高度
化

株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

2766 R147110005 沖縄 沖縄県 ウォルフブロイ合同会社 2360003009158 缶ビール充填工程構築による生産性向上と売上機会損失の解消

2767 R147110007 沖縄 沖縄県 彩橋フーズ株式会社 4360001017978 「黒毛和牛あやはし」への新たな付加価値の創出 宮里　悠司

2768 R147110008 沖縄 沖縄県 株式会社アースン 7360001014832 小動物用の高品質な国産おやつ開発を行い高まるペット需要に対応 安里　匡平

2769 R147110009 沖縄 沖縄県 株式会社マーミヤ 2360002021972 高付加価値の商品開発、製造に向けた製造設備の生産性向上

2770 R147110013 沖縄 沖縄県 名幸花鉢工場 手作業で行っていた精土工程の自動化による生産プロセス改善 長岡　玄

2771 R147110015 沖縄 沖縄県 株式会社森岡産業 6360001010097 ＡＩシステムの構築による産業廃棄物の積載量測定向上

2772 R147110016 沖縄 沖縄県 株式会社フナテック 2360001011553 ３Ｄスキャナーとソフトウェア導入による計測受託サービスの提供

2773 R147110017 沖縄 沖縄県 さくもと歯科クリニック 小児から高齢者まで安心安全で痛みの少ない歯科治療の提供
株式会社ヒューマンネット・コンサ
ルティング

2774 R147110018 沖縄 沖縄県 株式会社沖縄トータルサービス 4360001005297 一般消費者向け惣菜開発・販売に向けた生産体制構築

2775 R147110023 沖縄 沖縄県 株式会社ハレノヒ 8300001009481 エンタメ業と連携した観光客向けトキ消費型写真館サービスの開発

2776 R147110024 沖縄 沖縄県 株式会社沖縄計測 8360001007273 磁気インピーダンス効果を用いた局所磁気傾度測定システムの開発

2777 R147110025 沖縄 沖縄県 合同会社第一スタジオ 8360003007684 新印刷機導入による生産性向上と多様化するニーズへの対応強化 株式会社アクセルパートナーズ

2778 R147110026 沖縄 沖縄県 有限会社大平シール印刷 7360002015383
県内初！デジタル印刷機の導入による高精細シールの生産体制強化と生産
性向上

株式会社アカウティングプロ

2779 R147110027 沖縄 沖縄県 有限会社白バラ洋菓子店 2360002000522 新規顧客層の獲得に向けた菓子製造工程の抜本的な改善と新商品の開発

2780 R147110030 沖縄 沖縄県 オールドルック株式会社 6360001028908 デジタル設備導入による商品管理体制強化・直接配送サービス開始 安里　匡平

2781 R147110031 沖縄 沖縄県 株式会社しまねこ 6360001021004 食品ロス削減に向けた最新の急速冷凍機導入による生産性向上の取組

2782 R147110032 沖縄 沖縄県 菓子の島かみやま 機械設備の導入と新たな生産体制構築による新商品開発 沖縄県商工会連合会

2783 R147110034 沖縄 沖縄県 株式会社高江洲製塩所 7360001013009 自然エネルギーを活用した高効率な海水濃縮装置の開発 株式会社琉球銀行
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2784 R147110037 沖縄 沖縄県 株式会社ユウヒ開発 9360001007883 吹付機・ブラスター導入による土木工事現場の生産性向上 尾関　亮

2785 R147110043 沖縄 沖縄県 有限会社エーエムピー 6360002018619 環境対応製品展開のための作業効率化・生産性向上

2786 R147110044 沖縄 沖縄県 石垣島物産センター 石垣島プリンのたれ容器の変更によるコスト削減と製造時間の短縮 沖縄県商工会連合会


