
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 R101120002 北海道 北海道 中村農場 9F961FE5 労力が掛り生産者から敬遠される食用馬鈴薯メークインの増産計画 帯広信用金庫

2 R101120005 北海道 北海道 有限会社門別清掃社 1430002062928 現場における作業効率および能力向上のための機材導入計画

3 R101120006 北海道 北海道 アルナチュリア株式会社 1430001058423 道産小麦の小売から健康志向に応える新鮮な全粒粉製造への挑戦
株式会社　北海道共創パート
ナーズ

4 R101120007 北海道 北海道 発寒中央歯科クリニック 5296DF53 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

5 R101120008 北海道 北海道 有限会社大村純司商店 9430002004022 最新畳製作機械の導入による新製品の商品化と生産性の向上

6 R101120009 北海道 北海道 木幡農場 DEA1A7E5 スマート農業の実現より国内食料自給率の向上に貢献する 帯広信用金庫

7 R101120010 北海道 北海道 株式会社十勝家畜人工授精所 4460101001112 ストロー印刷機の導入による業務効率化・生産性向上 帯広信用金庫

8 R101120011 北海道 北海道 株式会社松原特殊農機 1460101001750 ファイバレーザ加工機導入による生産性向上・食品選別機参入事業 北村　耕司

9 R101120012 北海道 北海道 有限会社新生農場 6460102006967
スプレイヤー導入による農作物育成・管理作業のスマート農業化の実
現

帯広信用金庫

10 R101120013 北海道 北海道 白石農場 202A66EB
けん引スプレイヤー導入で畑作・肉牛混合経営ならではの循環型農業
を促進する。

帯広信用金庫

11 R101120015 北海道 北海道 高野牧場 AF87DE8D 自動哺乳ロボット導入による哺乳作業の自動ライン化 帯広信用金庫

12 R101120017 北海道 北海道 有限会社丸中中里商店 4440002004570 デジタルトラックスケール導入による生産性向上と新規顧客開拓
株式会社　北海道共創パート
ナーズ

13 R101120018 北海道 北海道 株式会社マルイ 7450001009724 ロボットパテライザ導入による生産性の向上及び省エネ実現事業
株式会社　北海道共創パート
ナーズ

14 R101120019 北海道 北海道 有限会社平山設備 6430002016730 最新型パイプ分岐加工装置導入による低コスト短納期化で事業拡大 堀川　昌章

15 R101120020 北海道 北海道 有限会社福田農場 2460102004140 最新型梱包機の導入による生産性向上への取り組み 帯広信用金庫

16 R101120021 北海道 北海道 深川グリーン歯科医院 3CD44B94 治療の選択肢の幅を広げるための画像診断力向上と業務生産性向上
アルタス・パートナーズ合同会
社

17 R101120022 北海道 北海道 藤内農場 60261CCB 大豆専用コンバイン導入による適期収穫で生産効率と品質の向上 帯広信用金庫

18 R101120023 北海道 北海道 株式会社北島土建 3460001001519 最先端ＩＣＴ機能搭載の油圧ショベル導入による作業効率向上 株式会社北海道銀行

19 R101120024 北海道 北海道 有働牧場 92E4F485
１頭当たり乳量の更なる向上を目指し、市況変化に耐えうる経営環境
を築く

帯広信用金庫

20 R101120025 北海道 北海道 日重建設株式会社 1430001043838
最新型ＩＣＴブルドーザーコマツＤ６１ＰＸＩ－２４型導入による施工の生産
性向上

株式会社北海道銀行

21 R101120026 北海道 北海道 株式会社三浦商店 7460101004500 ＥＣサイト連動型在庫管理システムによる効率化と利益率の改善

22 R101120027 北海道 北海道 株式会社杢匠 1430001071888 加工技術の高度化と効率化、複雑な寺社工事の対応で新規顧客開拓 株式会社シャイン総研

23 R101120028 北海道 北海道 有限会社坂本空調 2460102005626 切断加工の効率化が生む、未来へ向けたマイナー業種のメジャー化 帯広信用金庫

24 R101120030 北海道 北海道 有限会社すがの商店 9460302004702 菓子製造プロセスの改善による生産性向上事業 網走信用金庫

25 R101120031 北海道 北海道 株式会社小田嶋農場 1460101006163 長芋輸出拡大を捉えた技術革新による増産計画 帯広信用金庫

26 R101120032 北海道 北海道 株式会社大野きのこファーム 6440001007110 燃料自動投入システム導入による生産性及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

27 R101120034 北海道 北海道 株式会社アグリダイレクト 1460101004828 自社向け輸入タスク管理システム導入による輸入業務のデジタル化 株式会社北海道銀行

28 R101120035 北海道 北海道 株式会社ｎｏｒｔｈｃｌｏｖｅｒ 9430001068506
機械導入で下請け課題を解決し、札幌の大規模都市開発に「木工」か
ら貢献！

株式会社シャイン総研

29 R101120036 北海道 北海道 株式会社エヌ・エヌ・ワイ 7460101007172 良い牛を育て、良い牛乳を提供するためのセミドライフォグ導入 帯広信用金庫

30 R101120037 北海道 北海道 有限会社和田農園 7460102003823 環境配慮による長芋の種植えとＩＣＴ活用による品質向上 帯広信用金庫

31 R101120038 北海道 北海道 株式会社高橋牧場 3460103000716 牛の変化を見逃すな！ＩＣＴデバイスを活用した新しい飼養管理。 帯広信用金庫

32 R101120039 北海道 北海道 桶作畳店 D8D6D488
新製造ラインの構築で畳製造を高速化　洋間にマッチする機能性薄畳
を新たに開発

株式会社シャイン総研

33 R101120043 北海道 北海道 有限会社カネコ小松鋼業 7430002045497 ＩＣＴプレス機によるＤＸ化、生産性・安全性の向上、雇用の促進 安達　隆久

34 R101120044 北海道 北海道 株式会社ブロスティー 6430001071826
アートロックフリーザー等導入による生産性向上及び品質向上を目指
す事業

株式会社　北海道共創パート
ナーズ

35 R101120045 北海道 北海道 岩城農場 7539E18B 拘りの小豆生産に注力する為に必要な営農工程の改善 帯広信用金庫

36 R101120046 北海道 北海道 農業 34B29DE4 豆類収穫工程における飛躍的な改善 帯広信用金庫

37 R101120047 北海道 北海道 いとう歯科医院 E07120FE １２歳以下を対象とした、乳歯から混合歯列期の咬合誘導事業

38 R101120049 北海道 北海道 白木建設工業株式会社 1430001051741
後志管内の工事効率を劇的に改善！３次元データを活用した図面製
造内製化事業！

株式会社　北海道共創パート
ナーズ

39 R101120050 北海道 北海道 株式会社矢代工業 4430001076034 金属切断技術獲得による小水力発電設備用金属部品の製造 株式会社ゼロプラス

40 R101120052 北海道 北海道 株式会社末広ボデー 6450001001566 水性塗料による塗装時の乾燥時間短縮による塗装品質向上計画 株式会社エフアンドエム

41 R101120056 北海道 北海道 デンタルクラフト・Ｎ EE1DC93D 旭川市で初の高度なチタン鋳造・加工設備導入による生産性の向上

42 R101120058 北海道 北海道 八軒みらい歯科 114A4705 ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを活用した１日治療の実現 楠木　一央

43 R101120059 北海道 北海道 くりやま歯科クリニック 48EC98CD 根管治療や歯周病治療等の高度化とインプラント治療の安全性向上

44 R101120063 北海道 北海道 福住デンタルオフィス BDA14BA4 アライナー矯正治療への対応と診療スペースの拡充による売上拡大

45 R101120064 北海道 北海道 細川歯科医院 9C1BFE21
口腔内スキャナを活用した訪問歯科診療の提供と自由診療患者の獲
得

46 R101120065 北海道 北海道 長澤省吾 AEFB29BE 地域農業を支える！６畦真空播種機導入による大豆栽培の高効率化 佐藤　潤一

47 R101120066 北海道 北海道 株式会社海好 7462501000681 ３Ｄフリーザーを使用した高品質冷凍ホタテの製造

48 R101120067 北海道 北海道 渡邊農場 8AC025A8 新型スプレーヤー導入による農業の生産性向上と持続性の両立 帯広信用金庫

49 R101120069 北海道 北海道 有限会社新村牧場 1460102001519 『遺伝子組換え飼料』を使わない為の良質な土壌づくり 帯広信用金庫

50 R101120071 北海道 北海道 小笠原勝利 80ED4E2A 農地のポテンシャルを最大限にの導入 帯広信用金庫

51 R101120073 北海道 北海道 早瀬農場 085AE8D1 馬鈴薯選別ラインの導入による飛躍的な作業能率の向上 帯広信用金庫

52 R101120074 北海道 北海道 株式会社ＯｆｆｉｃｅＫ２ 7450001005285 独創性の有る商品開発及び高品質な仏壇文化の継承と刷新を行う。
一般財団法人旭川産業創造プ
ラザ

53 R101120076 北海道 北海道 株式会社北見車輌部品センター 2460301000287
新車の早期納車と危害要因解消へ！新型リフト導入による作業効率
向上

北見信用金庫

54 R101120077 北海道 北海道 インターステラテクノロジズ株式会社 5010401080445 三次元計測機導入によるロケットの品質保証体制構築 帯広信用金庫

55 R101120079 北海道 北海道 有限会社久保商会 8460302005239 解体市場成長に備えた最新金属マテハン機導入による生産性向上

56 R101120080 北海道 北海道 株式会社十勝ふじや牧場 5460101006911 農薬散布用ドローン導入によるスマート農業の実践

57 R101120081 北海道 北海道 太田農場 5A545792 馬鈴薯の未来を守る！種芋新規耕作に向けた最新スプレーヤー導入 帯広信用金庫

58 R101120082 北海道 北海道 ダブルブイ株式会社 9430001082903 動物病院向け新システム開発による生産性向上と経営多角化の実現 補助金活用支援会合同会社

59 R101120083 北海道 北海道 佐藤農園 FA906EA9 健全な種子の安定供給のためスマート農業による防除作業効率化

60 R101120084 北海道 北海道 有限会社北土重建 6430002049771 ＩＣＴ施工×高精度・高性能重機導入による飛躍的な生産性向上事業 空知信用金庫

61 R101120086 北海道 北海道 株式会社プリントハウス 1440001001976 集客と売上をデジタルで支援、環境配慮型の製造へ転換

62 R101120089 北海道 北海道 オートボディー斎藤 3418F662 ４段クレーン導入による、ロードサービス品質の向上 空知信用金庫

63 R101120090 北海道 北海道 アルファ　クラフト 41A890A5
鋼材切断の機械化による作業効率アップと生産性向上、新規受注の
獲得へ！

北見信用金庫

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１２次締切

採択案件一覧　一般型（1,885者）



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

64 R101120091 北海道 北海道 野口興業 193B4FA9 新ハーベスタ導入による木材生産の効率化 帯広信用金庫

65 R101120096 北海道 北海道 株式会社まるたか 1430001023385 本格蕎麦店の味を家本物志向の本物志向の冷凍製品の開発と販売

66 R101120097 北海道 北海道 大椋牧場 B93A671A スマート農業で生乳量増加～ＩＴ技術活用し、生産性向上を目指す～ 帯広信用金庫

67 R101120098 北海道 北海道 北海道ニプロ株式会社 6430001047578
薄板ハイテン材の精密曲げ加工技術確立による新製品製造体制の構
築

牛腸　真司

68 R101120099 北海道 北海道 有限会社丸仁 4460402000523 当社の優位の源泉である「コマイ加工商品」の通年量産化の実現 網野　征樹

69 R101120101 北海道 北海道 北見鈴木製菓株式会社 5460301000532 菓子製造における受発注システムのＤＸ化と生産設備導入

70 R101120102 北海道 北海道 小山農場 94A93E3F
オーダーメイド型の立ち植え式長いもプランター導入による長いも生産
性向上計画

帯広信用金庫

71 R101120105 北海道 北海道 田本農場 93C2CFCC 小麦の品質を守る乾燥ラインの再構築 帯広信用金庫

72 R101120111 北海道 北海道 株式会社篠田興業 9462501000102
新型レーザーさび取り機の導入による表面処理工程の刷新と販路開
拓

73 R101120112 北海道 北海道 Ｋエナジー株式会社 8462501000755 ＳＤＧｓな森林活用、作業の効率化で経営体制の更なる強化

74 R101120117 北海道 北海道 株式会社ＲＥＡＬＩＺＥ８３ 6430001081032
嗜好性・安全性の高い燻製ベーコン等の開発と機械化による生産能力
の向上

75 R101120118 北海道 北海道 株式会社ノースデンタルコネクト 3430001078675 ＤＸ活用による歯科技工の効率化と教育推進事業
株式会社リアルコンテンツジャ
パン

76 R101120119 北海道 北海道 建基コンサルタント株式会社 9430001005450
レーザースキャナー搭載ドローン導入による測量技術の高度化と生産
性向上事業

株式会社　北海道共創パート
ナーズ

77 R101120122 北海道 北海道 串田牧場 0C0ACFFC 粗飼料生産の作業効率化及び品質向上による生乳生産拡大を図る 帯広信用金庫

78 R101120123 北海道 北海道 株式会社一直線道 2430001086290 地域未着型除雪サービス事業の立ち上げ

79 R101120125 北海道 北海道 株式会社まつやコンサルタンツ 7460001002125 海中 釧路信用金庫

80 R101120126 北海道 北海道 マルイ包裝株式会社 4430001022855
厚肉樹脂シートに対する新たな高精度・低コスト真空・圧空成形技術の
確立

バンカーズアンドアソシエイツ
株式会社

81 R101120127 北海道 北海道 株式会社毛利印刷 7430001051109 製版・印刷工程の生産効率向上と新製品の企画・提案力向上

82 R101120131 北海道 北海道 有限会社ダイシン印刷 1430002059180 廃棄物から作った紙など環境にやさしい素材による印刷事業の開発
株式会社コムラッドファーム
ジャパン

83 R102120003 東北 青森県 株式会社コンテック東日本 9420001000873
３Ｄ測量技術の導入で自社課題を解決し、地域災害復旧の迅速化に貢
献する

株式会社秋田銀行

84 R102120004 東北 青森県 株式会社アンカリンク 3420001017857 青森県内の企業と学生をつなげるマッチング就活サイトの開設

85 R102120005 東北 青森県 自家焙煎　有枝珈琲 61424615 発祥の地イタリアの本格的「エスプレッソ」で集客を図る。

86 R102120007 東北 青森県 株式会社クロックアップ 1420001013073 新設備導入による青森市初コーヒーディップバッグの製造販売事業

87 R102120008 東北 青森県 ウッドインテリア西澤 1151CDC9 大型木材も加工可能な工作機械導入による作業の短縮化と効率化

88 R102120009 東北 青森県 漁師の息子本舗株式会社 6420001014141 未利用魚の付加価値向上及び遊漁船業サービスの新事業構築 株式会社青森銀行

89 R102120012 東北 青森県 三浦建設工業株式会社 4420001006636 鋼材価格高騰と納期長期化に挑むショットブラストマシン導入

90 R103120001 東北 岩手県 有限会社トモエ屋煙火工業 2400002004056 新たな花火製品の開発及び製造プロセス強化による生産性向上 岩手県商工会連合会

91 R103120002 東北 岩手県 株式会社マルショウ紫波 8400001008960 ドローンを活用した苗木運搬等の林業への参入、及び事業効率化 岩手県商工会連合会

92 R103120003 東北 岩手県 スリーランドシーフーズ株式会社 5400001015209 新商品開発及び生産プロセス強化による収益力強化 大船渡商工会議所

93 R103120005 東北 岩手県 株式会社ちばデンタルらぼ 3400001014105 新規設備導入による非金属補綴物の内製化と生産体制の効率化 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

94 R103120006 東北 岩手県 株式会社シグマ製作所 6030001075314 ショット工程の高度化による生産性向上及び循環型社会への貢献 埼玉縣信用金庫

95 R103120007 東北 岩手県 有限会社大和製作所 3400002009789 旺盛な需要に対応するためロボットを導入し生産性向上を図る 株式会社ＡＢＣオフィス

96 R103120009 東北 岩手県 インテック株式会社 4400001008262 新商品開発及び新生産プロセス構築による収益力強化 岩手県商工会連合会

97 R103120013 東北 岩手県 上田土地家屋調査士事務所 74EFEE0D
最新測量機器の導入と後進の育成によって地域の新陳代謝を牽引す
る

98 R103120014 東北 岩手県 株式会社門崎 9400501000805 地域の持続可能性向上のための生産性改善と販路拡大

99 R103120017 東北 岩手県 株式会社オヤマ 4400501000586 輸出拡大のために処理工程の生産力向上とサニテーションの効率化

100 R103120019 東北 岩手県 株式会社松栄堂 1400501000408 新規顧客の獲得を目指したアイスクリーム事業への進出
山田コンサルティンググループ
株式会社

101 R104120001 東北 宮城県 株式会社セーフティー 4370301002183 ブランドマーク（眼帯）の材質変更と処理能力ＵＰで注文増加に対応

102 R104120002 東北 宮城県 池田畳工業株式会社 3370101001097 平面から立体への藺草の需要を引き出す事業 宮城県商工会連合会

103 R104120003 東北 宮城県 玉川電器株式会社 6020001069597 自動印刷設備導入による生産性向上と事業拡大の計画

104 R104120004 東北 宮城県 有限会社三和建装工業所 7370602000833 環境負荷低減を実現する循環式ブラスト工法の確立 株式会社仙台銀行

105 R104120005 東北 宮城県 有限会社渡辺動物病院 9370802000730 県内の獣医療界の外科治療水準を牽引する一次診療所の誕生 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

106 R104120007 東北 宮城県 金の井酒造株式会社 9370201003145 季節限定「四季綿」シリーズの品質強化と小ロット生産体制の構築

107 R104120009 東北 宮城県 株式会社インテクス 6370202003452 ３軸ＮＣルーターの導入によるケイカル板加工の生産性向上 千葉　勇人

108 R104120015 東北 宮城県 株式会社鈴木アド・プロセス 3370001015701 染料印刷の生産体制確立によるアパレル市場への参入 株式会社ゼロプラス

109 R104120017 東北 宮城県 有限会社司製茶仙台 5370002005575 世界のティーバック市場におけるお茶の拡販を目指す設備導入事業 株式会社ＩＰＪ

110 R104120018 東北 宮城県 株式会社永瀨商店 3370001009570 新設備導入による生産性改善及び、畳需要の創造と拡大 座間　裕史

111 R104120020 東北 宮城県 グローテック株式会社 2370001039916
加工品内作率向上による「汎用自動化ＡＳＳＹライン」のコストダウンとＬ
Ｔ削減による競争力強化

公益財団法人みやぎ産業振興
機構

112 R104120021 東北 宮城県 株式会社戸引製畳 9370801000574 抗菌抗カビの薄い畳生産とＩｏＴ制御による売上付加価値拡大 座間　裕史

113 R104120024 東北 宮城県 城南鋼鉄工業株式会社 6010801005001 自動ロッカー搬送ライン導入による生産性の向上 城南信用金庫

114 R104120025 東北 宮城県 株式会社ビック・ママ 4370001009966
新お直しシステム導入によるお直し店舗受付サービス品質と生産性の
向上

株式会社ＮｅｗBeginningsＪａｐａ
ｎ

115 R104120026 東北 宮城県 株式会社はむ 8370001040728 キャットフレンドリー対応と専門医療の高度化で需要を最大化する
セレソン・パートナーズ株式会
社

116 R104120028 東北 宮城県 ＫＦアテイン株式会社 7370001013858
部品専用塗装設備導入による生産性２倍アップのトラックシャーシ防錆
塗装事業

117 R104120029 東北 宮城県 Ｅｎｔｅｒ株式会社 7370301003187 金型開発による顧客ニーズに対応した「めかぶ」特殊容器の販売 株式会社リアリゼイション

118 R104120030 東北 宮城県 株式会社利久 2370801000738 新生産方式による宮城の食財資源を活用したビールの量産化の実現

119 R104120034 東北 宮城県 株式会社今野製作所 6370301002280 機械導入で溶接工程の高度化を図り課題解決と生産性向上を目指す ＹＡＣ税理士法人

120 R105120001 東北 秋田県 株式会社サンテックス 3410001006191
産学連携等を活用した小中学生向けタブレット用ＷＥＢアプリ教材の開
発

兎澤　正倶

121 R105120002 東北 秋田県 秋田印刷製本株式会社 9410001000180 米粉１００％おいしいグルテンフリーパンの開発と市場展開

122 R105120004 東北 秋田県 株式会社マシンマックス 3410001004930 進化する次世代ＥＶ車関連の受注拡大に向けた生産体制強化 秋田県商工会連合会

123 R105120006 東北 秋田県 有限会社菅原印刷 8410002008612 秋田の観光活性化に向けた先端デジタル印刷による印刷のＤＸ化

124 R105120007 東北 秋田県 株式会社蒼真建設 9410001012705 木造解体工事の工程プロセス改善と鉄骨解体事業への進出

125 R105120012 東北 秋田県 ゼネラルオプティックス株式会社 9011401003549 深紫外線のみを透過するＵＶ殺菌フィルターの開発事業 株式会社ｔｚコンサルティング

126 R105120013 東北 秋田県 ＶＥＲＹ　ＳＷＥＥＴＳ合同会社 2410003003378 オーブン・自動包装機導入による生産能力向上と販路拡大 鈴木　森

127 R105120016 東北 秋田県 株式会社光システム 1410001011160
ＡＩ搭載ドローンと最新サーモカメラによる保守点検業務の単能機への
挑戦

128 R106120002 東北 山形県 株式会社ヨコタ東北 9390001008854 食品トレーのリサイクルイノベーションを実現する新型成型機導入 新庄信用金庫

129 R106120003 東北 山形県 有限会社ミツヨシ機工 6390002014763
設備導入と自社技術開発による半導体製造装置部品への生産性向上
事業
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130 R106120006 東北 山形県 株式会社川崎精工 3390001011599 生産性向上及びコスト削減への挑戦 株式会社山形銀行

131 R106120008 東北 山形県 東栄コンクリート工業株式会社 3390001001294 河川災害の早期復旧に向けたお手伝い 株式会社山形銀行

132 R106120012 東北 山形県 有限会社ファッション四季 4390002010285 衣類リフォーム・リメイク事業着手に伴う生産性の改善 山形県商工会連合会

133 R106120013 東北 山形県 株式会社アイタ工業 7390001009706 木材乾燥機の導入による山形県産広葉樹の付加価値向上と利用拡大
公益財団法人山形県企業振
興公社

134 R106120015 東北 山形県 株式会社天童給食センター 7390001004467 給食基幹システム導入による生産性向上及び収益改善

135 R106120016 東北 山形県 株式会社山形ハーネス 2390001007409
全自動両端端子打機の導入により、切断・圧着・検査工程の自動化を
実現する

株式会社荘内銀行

136 R106120018 東北 山形県 有限会社佐藤製餡所 1390002010841 自動圧搾機導入による生産能力向上計画 新庄商工会議所

137 R106120020 東北 山形県 株式会社佐勇 9010401090531 ピッツァ製造工場管理のＩＴ化による安全性と効率性の向上 銀座スフィア税理士法人

138 R106120021 東北 山形県 須藤米菓有限会社 7390002011669
新規乾燥設備導入にて、煎餅メーカーと協調し、米菓市場の拡大を図
る。

北郡信用組合

139 R107120001 東北 福島県 コスミック通信株式会社 3380001012846
半導体製造装置等の需要拡大に寄与するワイヤーハーネスの安定的
な生産体制の確立

株式会社エフアンドエム

140 R107120002 東北 福島県 菊地歯科医院 403A909E
デジタル技術の活用した治療プロセスの効率化による忙しい働き世代
への治療提供と訪問診療の両立の実現

株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

141 R107120003 東北 福島県 株式会社矢部工業 8380001018905
デジタル技術を活用した板金加工体制の増強による高耐久性建築金
物の製造

株式会社ゼロプラス

142 R107120006 東北 福島県 株式会社矢澤鋳工所 2030001077578 生産性向上を図り高精度かつリードタイムの短縮を図る！ 株式会社ＡＢＣオフィス

143 R107120008 東北 福島県 有限会社新港精機製作所 7020002034021
強みの高精度な加工技術力等を活かし大型部品への事業展開で事業
拡大を図る

144 R107120009 東北 福島県 常興工業株式会社 5380001003174 熟練工技術を視える化・見える化し技術力・生産性向上で成長する 株式会社ＧＩＭＳ

145 R107120010 東北 福島県 ヒロシ歯科クリニック A6AB945E デジタル技術による根管治療等の高度化と智歯抜歯の安全性向上

146 R107120011 東北 福島県 有限会社プラスワン 7380002011959 宅配クリーニングサービスの受注拡大に対応するための体制構築 株式会社やまと経営

147 R107120012 東北 福島県 株式会社共和電機製作所 8380002034265
半導体・通信系部品の小ロット多品種生産を実現するボトルネックを解
消

有限会社クレメンティア

148 R107120014 東北 福島県 人気酒造株式会社 1380001009951
「完全木桶仕込み」によるスパークリング日本酒の開発で国内外の家
飲み需要の開拓

149 R107120016 東北 福島県 三正工業株式会社 4011801001818
工程短縮とリードタイム改善による技術課題の解決と生産性向上によ
る競争力強化

150 R107120018 東北 福島県 株式会社ウインテックス 7120101023170 育苗用抗菌ポット紙の研究開発成功による量産体制作り 堺商工会議所

151 R107120021 東北 福島県 株式会社おくや 7380001019103 健康日本２１推進に向けヘルスフルな豆菓子商品生産体制の確立

152 R107120022 東北 福島県 株式会社いちい 5380001000139
惣菜調理プロセス見直し（セントラルキッチン整備）による生産性・収益
性の向上

株式会社常陽銀行

153 R108120002 関東 茨城県 あべ歯科クリニック 75AF25F0
デジタル技術を搭載した歯科用ＣＴの導入を通じた治療サービスのプロ
セス改善

株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

154 R108120004 関東 茨城県 株式会社中泉建設 4050001016805 ＩＣＴによる工事現場の生産性向上と労働環境の改善

155 R108120007 関東 茨城県 バンプスヘアーデザイン DB524082 セルフ機材の導入でセルフエステ店ＦＣ展開のモデルづくり 白川　淳一

156 R108120008 関東 茨城県 株式会社梅山工業所 2050001000488 曲げ加工の高度化による屋根とエントランスパネルの一括受注対応 株式会社ゼロプラス

157 R108120011 関東 茨城県 株式会社根本製作所 3050001023604 旋盤導入により製造時間を８２％削減させ顧客要求を満足させる

158 R108120014 関東 茨城県 大里ブロック工業株式会社 6050001015441 コンクリート資源循環エコシステム構築に向けた新製品開発

159 R108120015 関東 茨城県 井嶋金銀工業株式会社 4011501005466 連続鋳造機導入による製造工程の短縮化及び新規受注の獲得 株式会社常陽銀行

160 R108120016 関東 茨城県 会津建設株式会社 5050001020054 生産効率を高め、若者や女性の建設業担い手を増やすＩＣＴの取組

161 R108120017 関東 茨城県 もっくりん協同組合 9050005008678 計測・カット・結束の自動化による製材最終工程の高度化と技術革新
株式会社ケーエーマネジメント
オフィス

162 R108120019 関東 茨城県 川光物産株式会社 4010001039891
きな粉ブームに合わせた個包装きな粉の業務用販売と包装プロセスの
ＤＸ

株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

163 R108120020 関東 茨城県 有限会社吉﨑モータース 4050002028873 コロナ禍の整備需要を捕捉するワンストップ自動車整備体制の構築 佐原信用金庫

164 R108120021 関東 茨城県 株式会社Ｋ．Ａ．Ｃ 5050001049812 茨城県随一の高度な軟部組織外科手術を可能とする動物病院へ 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

165 R108120022 関東 茨城県 有限会社三興精機製作所 8010702003507 精密切削加工技術と歩留まり向上による精密切削部品市場開拓事業

166 R108120024 関東 茨城県 株式会社キット 3050001015543 全自動電線切断・圧着加工による品質安定化と生産性向上の取組 株式会社常陽銀行

167 R108120025 関東 茨城県 あくつ技房 2D387D6D 「コーピング２分割法」による歯科技工物の新生産体制の構築 アイアンドアイ株式会社

168 R108120026 関東 茨城県 株式会社ＳＴＮエンジニアリング 5050001048327 最新のマシニングセンタ導入により生産性を向上し事業拡大する

169 R108120027 関東 茨城県 株式会社シンギー 5010401074612 打錠・カプセル・糖衣錠のＯＥＭサービス開始に向けた設備導入 マジェステ株式会社

170 R108120028 関東 茨城県 株式会社藤鶏 4050001019031 　鶏肉（親鶏）レトルト商品需要に対応する高度な食肉加工工程開発 茨城県商工会連合会

171 R108120029 関東 茨城県 有限会社ミズキ工業 5050002044267 切断・溶接工程の自動化による建設機械市場の事業拡大 株式会社ゼロプラス

172 R108120032 関東 茨城県 有限会社三吉電器工業所 5050002031463 環境にやさしい「窒素発生装置」導入計画
公益財団法人日立地区産業
支援センター

173 R108120035 関東 茨城県 株式会社シー・テック 8050001037260 革新的研削加工技術の習得による半導体関連超精密部品の事業化

174 R108120036 関東 茨城県 吉田真下工業株式会社 9050001021718 曲げ工程の生産性向上による大型工作機械カバーの新商品開発 株式会社ゼロプラス

175 R108120037 関東 茨城県 株式会社後藤商店 4050001004660 最新籾摺り機導入による労働生産性向上と販路拡大、地域課題対応
株式会社ひたちなかテクノセン
ター

176 R108120039 関東 茨城県 株式会社ケイキ工業 8050001034019 街・人々を元気にするおしゃれタイルブロック開発・製造と効率化

177 R108120040 関東 茨城県 株式会社坪和企画 9050001050840 【新規事業拡大】マサラ香辛料の販売事業拡大に伴う機械導入 茨城県商工会連合会

178 R108120042 関東 茨城県 片桐金型工業株式会社 6011801006922
超微細ワイヤ加工の高精度化と内製化を図る革新的な生産プロセス
構築事業

179 R108120043 関東 茨城県 ジー・イー・ティ株式会社 5050001044920 分析機器の導入によるリサイクルプラスチックの売上拡大 レンタルＥＣ株式会社

180 R108120044 関東 茨城県 日栄縫製株式会社 9050001013392 裁断工程にかかる生産力増強及び生産効率改善 株式会社常陽銀行

181 R108120045 関東 茨城県 株式会社マカベ 9050001031923
中品種中量生産品のネック工程の溶接工程を複線化工程とする生産
刷新事業

株式会社足利銀行

182 R108120046 関東 茨城県 新光物流株式会社 2050001001271 非接触自動認識技術を活用した人的作業改善による作業効率化
株式会社エスエムイーパート
ナーズ

183 R108120047 関東 茨城県 ＵＭＩ　ｃｏｃｏｒｏ株式会社 1050001040320 溶接工程の自動化による生産性向上事業 株式会社足利銀行

184 R108120048 関東 茨城県 有限会社赤津製作所 2050002030047 再生可能エネルギー拡大に貢献する大型切削部品の生産体制強化

185 R108120049 関東 茨城県 ゼロフォー株式会社 7021001029697 属人化工程へ３次元データ活用でスマートファクトリーへの挑戦 内田　哲夫

186 R108120050 関東 茨城県 池島歯科クリニック C3918039 歯科治療のＤＸ活用による労働生産性と治療体験の向上

187 R108120051 関東 茨城県 有限会社テック・カジヤマ 4050002035721 「歯車用円状厚板」加工の精度及び生産効率向上による経営力強化
公益財団法人いばらき中小企
業グローバル推進機構

188 R108120052 関東 茨城県 有限会社片桐自動車修理工場 1050002042670 高性能車が求める最高レベルのアライメント精度の実現と体制整備 茨城県商工会連合会

189 R108120054 関東 茨城県 玄創建株式会社 6050001044572 太陽光発電設備工事の事業拡大による脱炭素社会への貢献 田尻　明裕

190 R108120055 関東 茨城県 鈴木金属工業株式会社 6050001045950 エコフレンドリーなフォークリフトの導入によるＳＤＧｓの達成 田尻　明裕

191 R108120056 関東 茨城県 株式会社高萩エンジニアリング 6050001001623 最新型ドローンの導入による労働生産性と付加価値の向上 畠山　佳樹

192 R108120057 関東 茨城県 東部歯科診療所 08A0489C
デジタル技術を活用した医療機器による患者満足度向上および治療
時間短縮の実現

193 R108120058 関東 茨城県 有限会社ストアー谷津 4050002004016 料理人との共同生産革命！右腕プロジェクトで調理業務改善 水戸信用金庫

194 R108120059 関東 茨城県 冷水酒造株式会社 8050001011827 地産地消型エコ・ブルワリーの新規開発 伊藤　圭佑

195 R108120064 関東 茨城県 株式会社ＳＩＪテクノロジ 3010001140270 水蒸気で均一加熱・低酸素化・低ＶＯＣを実現する省エネ加熱炉



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

196 R108120065 関東 茨城県 株式会社端工務店 1050001013400 新工法提供体制の構築による公共修繕工事分野の強化事業 牛腸　真司

197 R108120070 関東 茨城県 有限会社太陽産業社 7050002025760 食品廃棄物汚泥由来の未利用菌体タンパク飼料化と加熱乾燥機導入 茨城県信用組合

198 R109120001 関東 栃木県 アンドー株式会社 3010801000475 福原製丸編機導入による幅広生地に自社集中生産および安定供給

199 R109120002 関東 栃木県 有限会社丸昭工業所 9060002020940
製品の多様化に伴う、加工精度や速度等の現場改善でコストの低減と
生産性の向上

鹿沼相互信用金庫

200 R109120004 関東 栃木県 有限会社武田機工 1060002028826 座位姿勢で安全操作のベンダー導入による女性の雇用促進 株式会社栃木銀行

201 R109120005 関東 栃木県 にいやま整体院 985DBBD4 整体と脱毛による美と健康のトータルコーディネートの提供 宇都宮商工会議所

202 R109120007 関東 栃木県 株式会社ケーエムサービス 9070001027143
配管工事施工現場の有害物質削減による安全性・品質向上への取組
み

蓮實　光博

203 R109120008 関東 栃木県 株式会社マルイテクノ 9060001013846 世界スタンダード測定器製造工程の改善で生産の効率化と品質向上 鹿沼相互信用金庫

204 R109120010 関東 栃木県 有限会社小阪製作所 4060002023997
案件増加に対応するための新型型鋼バンドソー導入による生産体制
強化

株式会社ゼロプラス

205 R109120011 関東 栃木県 村田発條株式会社 4060001004404 ばね端面研削盤への製品投入自動化による生産性の向上

206 R109120013 関東 栃木県 ショウワエンジ株式会社 1060001027218
大型ＮＣ旋盤導入による大判異種材貼り合わせ技術の確立、及び製品
製造体制の確立

207 R109120014 関東 栃木県 工房レン 27FA0582 健康的で、これまでにない食感の納豆ドレッシングの開発 石田　信行

208 R109120015 関東 栃木県 関谷　裕昭 3A9F688A スマート農業推進に向けた農薬・肥料散布代行の自動化展開 長井　寿郎

209 R109120016 関東 栃木県 ムロオカ産業株式会社 2060001019271
リザーブタンクブロー成形ラインの１マン２ライン化による省力と生産性
向上計画

210 R109120017 関東 栃木県 有限会社田代精密 5060002014533
設備導入と自社技術開発による高級容器用金型製造の生産性向上事
業

栃木県商工会連合会

211 R109120018 関東 栃木県 有限会社中田鉄工所 8060002036921 金型生産技術の革新による新分野市場における需要獲得 株式会社やまと経営

212 R109120019 関東 栃木県 四季の森デンタルクリニック DBC1AE68 口腔内環境の完全把握による患者に最適な歯科診療と予防の提供

213 R109120021 関東 栃木県 岡田歯科医院 4D786352 セレックを生かしたメタルフリー補綴治療開始と治療フロー改革

214 R109120022 関東 栃木県 株式会社寺内動物病院 5060001035142
産学連携で栃木畜産界の高付加価値化！和牛の体外受精卵生産事
業

215 R109120024 関東 栃木県 中央測量設計株式会社 1060001014414
ＵＡＶ搭載型３次元レーザー測量、測量ＣＡＤ、現場端末の導入による
競争力強化

駒田　裕次郎

216 R109120025 関東 栃木県 ベリーコンサルタント株式会社 2060001031061 地表面を可視化するレーザー技術を用いた３次元データ作成の確立 長井　寿郎

217 R109120027 関東 栃木県 三山技研株式会社 1030001045107
製造業のＤＸを推進し、生産性の向上と働きがいのある労働環境の創
出

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

218 R109120029 関東 栃木県 タツネ株式会社 2060001018851 昇華転写による多色プリントボディタオル製造の多品種小ロット化 栃木県商工会連合会

219 R109120030 関東 栃木県 株式会社チームバリスタ 3060001024543 チームバリスタブランドの全国展開を目指す、商品生産基盤の獲得 株式会社サクシード

220 R109120032 関東 栃木県 株式会社コウセツプランニング 7060001005878 地域の新プラント建設に貢献！溶接の自動化と労働環境改善計画 株式会社サクシード

221 R109120036 関東 栃木県 株式会社丸高屋 1060001027259 フードテックの導入による省人化・効率化・データ分析基盤の構築 伊藤　文彦

222 R109120037 関東 栃木県 宇都宮矯正歯科 0DF8280E 歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置導入によるワンストップ治療の提供実現 株式会社足利銀行

223 R109120038 関東 栃木県 雄　歯科 FAD31A37 革新的連続冠多数歯インプラント治療によって患者様のＱＯＬを向上

224 R109120039 関東 栃木県 株式会社サカエ工業 8060001016759 多関節ロボットによる家電向け樹脂成形品の自動バリ取りシステム 早瀬　達

225 R109120041 関東 栃木県 株式会社おばねや 2060001014140 塩漬け貯蔵漬物用自動計量装置導入による生産性及び品質向上事業 小山商工会議所

226 R109120042 関東 栃木県 株式会社マキシム 7060001025728 愛されるスイーツを！ポストコロナ投資で生産性向上プロジェクト 株式会社サクシード

227 R109120043 関東 栃木県 みやした歯科医院 A9451561
セファロ分析による歯科治療のＤＸと当院技術を融合した新たな治療体
制の確立

228 R109120044 関東 栃木県 若駒酒造株式会社 4060001014691
創業１６２年の酒蔵による、新たな販路開拓に向けた生産体制の再構
築

株式会社サクシード

229 R109120046 関東 栃木県 関東農機株式会社 6060001014145 業界初「二連管理機」の製造プロセス改善による生産受注量拡大 税理士法人優貴会

230 R109120047 関東 栃木県 日東産業株式会社 5060001019756 地産地消・地域を武器に新商品開発！ライン再編で生産性Ｕｐ 株式会社サクシード

231 R109120048 関東 栃木県 株式会社東部興業 3060001005469 ＩＣＴ付きの建機導入による掘削工事と丁張りの高精度化と生産性向上 和田　純子

232 R110120001 関東 群馬県 株式会社武田製作所 2070001021210 協業ロボットによる無人化

233 R110120002 関東 群馬県 川浦製作所 072DC90C
最新マシニングセンター導入による高精度金型部品加工システムの構
築

234 R110120005 関東 群馬県 株式会社ユニテク 9070001005421
建築構造物に使用される折板屋根用溝形鋼の高精度化および効率的
化生産体制の構築

株式会社東和銀行

235 R110120006 関東 群馬県 有限会社ＳＷＩ 7070002014282 溶接工程の品質・生産性向上によるプラント保守事業の強化 株式会社ゼロプラス

236 R110120008 関東 群馬県 日本包装システム株式会社 1070001002434 当社初となる紙製小型容器の生産体制構築 株式会社足利銀行

237 R110120009 関東 群馬県 株式会社萬栄 7070001024365 コの字型コーナー部品の新たな生産体制構築による売上拡大計画

238 R110120010 関東 群馬県 株式会社ＧＡＫＵ 1070001026879 顧客管理システムと配膳ロボで待ち時間削減と生産性向上を実現！ 須永　達也

239 R110120011 関東 群馬県 ひらた歯科クリニック 15A52455 ＩＴ利活用による歯周病の予防・治療、根管治療、智歯抜歯等の高度化

240 R110120012 関東 群馬県 松井田工業株式会社 7070001010092 溶接スパッタの抑制と生産性向上事業 群馬県商工会連合会

241 R110120017 関東 群馬県 株式会社川島セルコンソーイング 3130001006179
フルオーダー製品をニッチな分野で少量多品種生産し収益性の高い事
業を実施する

京都商工会議所

242 R110120018 関東 群馬県 株式会社田中製作所 9070001011799 建築機器向け部品製造における検査体制刷新による生産性の向上 株式会社フラッグシップ経営

243 R110120019 関東 群馬県 オリジン工芸株式会社 5011302011596
災害時に活用可能な省スペースソファ型２段ベッドＳＩＴＮＥＬの製造販
売

244 R110120020 関東 群馬県 株式会社ほしのドライ 3070001016556
クリーニング技術の生産性向上により　ＢｔｏＣ　から脱却し　ＢｔｏＢ　へ
のアプローチを可能にする事業

しののめ信用金庫

245 R110120021 関東 群馬県 株式会社北澄製作所 9070001015858 成形条件出し自動化による射出成形の段取時短と多品種小ロット化 早瀬　達

246 R110120022 関東 群馬県 株式会社オアシス 1070001025633 先端ＡＩ技術を活用した次世代調剤薬局ＤＸ化事業 ＪＩＮ＆Ｐａｒｔｎｅｒｓ株式会社

247 R110120023 関東 群馬県 株式会社やる人 4070001036322 原価高騰に負けない、油を使わないベイクドドーナッツの開発 群馬県商工会連合会

248 R110120024 関東 群馬県 アイエムエス株式会社 7070001018573 データセンター等向け空調設備部品の高付加価値化

249 R110120025 関東 群馬県 折原　二郎 A3096317 歯科用ＣＴ導入による画像診断の高精度化と顎のトレース時間削減 ＪＩＮ＆Ｐａｒｔｎｅｒｓ株式会社

250 R110120030 関東 群馬県 須川工業株式会社 7011801008884 ＡＩ画像認識による高精度ブレーキパッド品質確保・効率的検査の実現
株式会社コムラッドファーム
ジャパン

251 R110120031 関東 群馬県 エヌ・シー・エル株式会社 8011101085070 切断設備新規導入（洗浄機、ランダム投入型ホッパー含）

252 R110120032 関東 群馬県 黒岩技研株式会社 7070001039330 最新マシニングセンタ導入による鋳造部品加工の高度化事業

253 R110120035 関東 群馬県 北部車体整備工業有限会社 9070002004793
整備・塗装工程の革新による、外国自動車の整備・塗装事業の受注拡
大

254 R110120037 関東 群馬県 野村歯科医院 ED70E4B5 難症例の根管治療体制構築によるワンストップ治療の実現 アイアンドアイ株式会社

255 R110120044 関東 群馬県 有限会社岩田農園 2070002037065 野菜の保管方法並びに生産工程の革新による通年出荷体制の確立 群馬県商工会連合会

256 R111120002 関東 埼玉県 株式会社はじまりビジネスパートナーズ 7013303004453 商品開発の効率化を目指したＡＩによる分析システム 白川　淳一

257 R111120003 関東 埼玉県 デンタルラボＦｉｔ CCDDA044
ＣＡＤ／ＣＡＭ導入と歯科技工ノウハウ活用で生産性向上と新分野進
出を実現！

埼玉県商工会連合会

258 R111120005 関東 埼玉県 有限会社マシック 7030002107057 最新のＣＮＣ旋盤導入による競合が敬遠する鋳物加工の生産性向上 株式会社やまと経営

259 R111120006 関東 埼玉県 株式会社ＫＵＭＡＱ 6030001135530 もっと迅速且つ質の高い医療を届け続ける夜間動物病院でありたい

260 R111120007 関東 埼玉県 有限会社住田製作所 6030002024534
ＣＴスキャナの測定品質の向上を可能とするガントリー部フレームの製
造

立野　靖人

261 R111120008 関東 埼玉県 株式会社大和建設 2030001089466 アスファルト舗装工事における作業効率改善及び施工品質向上計画 株式会社東和銀行



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

262 R111120011 関東 埼玉県 合同会社モリウチデンタルサポート 2030003014182 従来の欠点を解消した新・アドヒュージョンブリッジの開発事業 アイアンドアイ株式会社

263 R111120012 関東 埼玉県 ＦＣＲ株式会社 5011501009978 潜在的リスクの解決を図る新型伏び管内位置探査サービスの提供 株式会社エフアンドエム

264 R111120013 関東 埼玉県 有限会社藤田製作所 6013102003657 ステンレス筐体の溶接工数削減による競争力強化

265 R111120014 関東 埼玉県 株式会社かねよし 2030001074402
ＩＴシステム・溶接ロボット・曲げ機導入で顧客の望む高付加価値製品を
生産性良く提供

片桐　圭司

266 R111120016 関東 埼玉県 アドポスト株式会社 2030001000498 丁合作業のデータ化と自動化によるポスティング事業のスマート化
株式会社ぶぎん地域経済研究
所

267 R111120017 関東 埼玉県 株式会社イー・エス・ピー 8010001010873 業界最速レーザー加工機による生産性向上＆革新的ギター製造事業 サポート行政書士法人

268 R111120018 関東 埼玉県 株式会社中央測地 5030001005387 測量業務のＩＣＴ化による防災・長寿命化工事への対応強化 埼玉縣信用金庫

269 R111120019 関東 埼玉県 株式会社タハラ測量 7030001047816 測量のＤＸ化を推進し、３Ｄ化によるイノベーションを実現する 安達　隆久

270 R111120022 関東 埼玉県 株式会社エヌアイキュービック 9030001049208 レーザー方式による表面処理の高度化と訪問整備サービス展開事業
ＨＴＭコンサルティンググルー
プ株式会社

271 R111120023 関東 埼玉県 株式会社エムラ精工 8030001071988 高精度微細加工の自動化に挑戦する革新的な生産プロセス構築事業

272 R111120024 関東 埼玉県 伊藤鉄工株式会社 4030001073765 販売システム導入による全国販売シェア拡大 川口商工会議所

273 R111120026 関東 埼玉県 株式会社開青通商 1070001006476 半導体向けジャケットヒーターの増産体制と超短納期化への取組み
辻・本郷ビジネスコンサルティ
ング株式会社

274 R111120027 関東 埼玉県 株式会社大和田石英 5030001017837
手作業工程の自動化による石英硝子部品の高精度短納期生産体制
の新構築事業

275 R111120029 関東 埼玉県 カヤマ製作所 6FD6A014 複雑形状部品の穴あけ・タッピング加工プロセスの確立 城北信用金庫

276 R111120030 関東 埼玉県 株式会社松本化成 7013201005561 ガラス繊維入り樹脂成形品の高品質・高生産性及び省エネ化の実現 株式会社東和銀行

277 R111120031 関東 埼玉県 株式会社ボディーショップカーボーイ 1030001146185 板金塗装工程の効率化・高品質化に向けた作業環境の改善 埼玉県商工会連合会

278 R111120032 関東 埼玉県 有限会社松伏工業所 6030002091203
高精度加工の自動化に挑戦！大型金属丸物部品の高精度短納期生
産体制の構築事業

279 R111120036 関東 埼玉県 株式会社Ｃｏｓｉｒａｌ＆Ｃｏ． 3030001139749 ビリヤードキュー製造工程の機械化による生産性向上の取組 沼尻　洋一

280 R111120039 関東 埼玉県 大進工業株式会社 1030001031222 大型クレーンを導入し既存設備を活かして工場全体の生産性を向上 株式会社エイチ・エーエル

281 R111120040 関東 埼玉県 有限会社ゲンタ製作所 1030002095051 外注工程の内製化とプレス量産工程の改善による生産性向上

282 R111120042 関東 埼玉県 有限会社桜沢工芸社 3030002044262
審美性の向上と環境保護を備えた新しいプラスチック製品を生み出す
事業

283 R111120044 関東 埼玉県 株式会社ＳＨＩＭＡＤＡ 3030001115840 複合加工機を使ったＳｉＣウエハ研磨機用部品の製造工程を革新 埼玉県商工会連合会

284 R111120045 関東 埼玉県 株式会社アプロンアパレル 9010501017467 高品質なクリーンルーム用ユニフォームのＯＥＭ生産の新展開 中居　広行

285 R111120046 関東 埼玉県 株式会社ミカミ・アイエヌジー 1030001055634 ３次元測量による精密なデータ取得と３次元ＧＩＳ案件への挑戦
税理士法人ＴＭコンサルティン
グ

286 R111120050 関東 埼玉県 ＳＯＬＵＭ株式会社 6011801028859 ＡＩを活用した遺伝子検査サービスによる顧客満足と生産性の向上 青木信用金庫

287 R111120051 関東 埼玉県 株式会社広栄恒産 4030001041441
眼科診療のさらなる深化と皮膚科診療の検査の内製化や口腔外科の
新設による地域有数の１．５次病院へ

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

288 R111120054 関東 埼玉県 株式会社オルタライフ 8030001023213 製造業からの脱却！　ＥＶ充電設備の革新的課金サービス構築事業 松永　俊樹

289 R111120055 関東 埼玉県 株式会社飯島工務店 3030002082205 木材ロスを極限まで削減させるフィンガージョイント機器導入

290 R111120056 関東 埼玉県 アクアレスキュー埼玉株式会社 2030001138280 排水管内の探査システム導入による業務効率化

291 R111120057 関東 埼玉県 株式会社花畑製作所 3011801011231 曲げ加工の内製化による一貫生産体制の構築と生産性の向上 株式会社ゼロプラス

292 R111120058 関東 埼玉県 東川口さざんか歯科 0DEAD819 炭素生産性の向上を伴う予防歯科と補綴治療の機能強化

293 R111120059 関東 埼玉県 Ｍ＆Ｋマネージメント株式会社 5030001097706 レーシングカーのコーティング×メンテナンスのトータルサービス
株式会社アクセルパートナー
ズ

294 R111120060 関東 埼玉県 株式会社ＭＥＴＳ 7030001043716 既存事業とのシナジーを産む高付加価値新規事業への本格的参入 竹口　隆美

295 R111120061 関東 埼玉県 ピオニー歯科医院 146B852B 先端デジタル技術を活用した「高精度・時間短縮」口腔内画像治療 ＪＩＮ＆Ｐａｒｔｎｅｒｓ株式会社

296 R111120062 関東 埼玉県 株式会社Ｂｅ　ａｍｂｉｔｉｏｕｓ 6030001139928 トレーナーの知識向上と、経験機会提供を実現するサービス事業 伊藤　文彦

297 R111120064 関東 埼玉県 高橋蔵央 E93AB3B7 革製品製造の複合工程化による差別化・付加価値向上・競争力強化 株式会社栃木銀行

298 R111120065 関東 埼玉県 株式会社山中商店 6030001123782 最先端重機の導入による解体業需要の完全充足と地方創生

299 R111120067 関東 埼玉県 有限会社宮本機工 3030002022508
加工工程の自動連続運転による精密機械製品の高付加価値強化事
業

大谷　周平

300 R111120069 関東 埼玉県 こだま産業株式会社 7013201002096 Ｒカット自動化によるサスティナブル軟包装の量産化体制の構築 大高　努

301 R111120071 関東 埼玉県 たつみ印刷株式会社 5030001086411 デジタル技術による印刷業務の変革で生産性向上と短納期化を実現。

302 R111120074 関東 埼玉県 株式会社日本ケアーシステム 8030001073191 被介護高齢者の紙おむつ不足をネットワークで解決する事業 株式会社武蔵野銀行

303 R111120076 関東 埼玉県 株式会社大伸工業 6030001037248 新型抜き機による高生産性加工方法確立及びハーフ抜き新製品開発 亀有信用金庫

304 R111120077 関東 埼玉県 株式会社大洋工業所 5030001109205 高架橋下等の高さ制限のある狭所での効率的な杭打ち工程の構築
アルタス・パートナーズ合同会
社

305 R111120078 関東 埼玉県 むさしの歯科 6D7C8636
ＤＸ導入とフラップレス手術を組み合わせ、健康寿命を増進するインプ
ラント治療

株式会社リアルコンテンツジャ
パン

306 R111120080 関東 埼玉県 有限会社高千穂工芸 5030002030087 最新設備導入と高度な加工技術によるオーダー家具市場への進出 株式会社エイチ・エーエル

307 R111120087 関東 埼玉県 ＪＡＰＡＮ　ｖｅｇｅｔａｂｌｅｓ株式会社 2030001139205 高品質野菜を環境制御ハウスで通年栽培するクリーン農業 補助金活用支援会合同会社

308 R111120088 関東 埼玉県 合同会社ＲＡＤＬＩＮＥ 4010403027437
日本最高峰の獣医画像診断医による超音波実習の完全自社開催実
現

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

309 R111120089 関東 埼玉県 有限会社みずほ台アニマルホスピタル 5030002063764 内視鏡での新しい検査と術式を導入し原因不明の疾患に対応する

310 R111120092 関東 埼玉県 有限会社進悦工業 6030002046677 新型パンチプレス導入による、生産性向上と一社依存からの脱却

311 R111120094 関東 埼玉県 有限会社篠原木工芸 4030002058716 家具販売事業を拡大するための「木工用ＮＣルータ」の導入

312 R111120102 関東 埼玉県 株式会社大熊製作所 2030001074022
本社主導によるグローバルＤＸ化のシステム構築により海外工場との
連携強化を図る

313 R111120104 関東 埼玉県 株式会社キャステック 7030001033080
最新ＭＣ機の導入による、ダイキャスト金型用コアピン製造の製造プロ
セス高度化

株式会社常陽銀行

314 R111120108 関東 埼玉県 株式会社ＡＧＩラボテックス 3330001023229 新型ウイルスのワクチン開発を支える理化学用フラスコの量産化

315 R111120110 関東 埼玉県 株式会社アーモ印刷 3030001000101
ＳＤＧｓの環境対策時代を乗り切る！商圏拡大に向けた小ロット印刷事
業

さいたま商工会議所

316 R112120001 関東 千葉県 株式会社Ａｒｃ 3040001110725
美容機器ＦＡＭＵＢＯ、ＤＯＭＥ　ＳＡＵＮＡ、ＥＸＣＡＲＥ　ＰＲＯ３の導入に
よる新たな美容サービスの開発

カタチクリエイト株式会社

317 R112120006 関東 千葉県 株式会社マリノス 3040001062470 銚子産の魚を使った熟成加工食品の自社ブラド化と加工体制の構築

318 R112120007 関東 千葉県 株式会社パインテック 3040001097087 　自社製ニットハウスの商品化と製造・販売・設置の体制の確立

319 R112120009 関東 千葉県 株式会社石田 6040001061271
ウルトラファインバブルを活用した鮭加工品の品質及び生産性向上計
画

320 R112120011 関東 千葉県 株式会社加瀬製作所 2040001099209
省力化を進めるＡＧＶ運搬機器キーパーツ製造における生産体制の高
度化

銚子信用金庫

321 R112120014 関東 千葉県 ワールドポール株式会社 9040001047458 切削加工の導入によるバッテリー内蔵型角ポールの内製化

322 R112120015 関東 千葉県 株式会社花澤工業所 8040001058225 超軽量コンクリートパネルの試作開発

323 R112120016 関東 千葉県 有限会社大木鈑金 3040002084308 自動運転時代に対応した自動車修理体制の構築

324 R112120020 関東 千葉県 株式会社Ａ－ＣＬＩＰ研究所 3040003004669 どこでも迅速・簡便な「高感度ＱＤデジタルウイルス検出器」開発 木村　悦久

325 R112120021 関東 千葉県 ｔｏｍｏｎｉロジスティクス株式会社 7060001027732 自社製アプリと自動スケール導入による代理購入事業の工程効率化

326 R112120022 関東 千葉県 彦山精機株式会社 7011801004033
産業用ロール分野における革新的協調ロボット・ＲＰＡ活用プロセスの
確立

ＨＴＭコンサルティンググルー
プ株式会社

327 R112120023 関東 千葉県 鹿島鋼機株式会社 9040001062085
増産要請に応える！小規模企業による開先加工工程の生産性向上事
業

一般社団法人千葉県中小企
業診断士協会



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

328 R112120025 関東 千葉県 二宮産業株式会社 5040001008265
厚板曲げ能力の獲得による大型油圧ショベルのキャブ・構造用部品製
造

株式会社ゼロプラス

329 R112120027 関東 千葉県 株式会社エムエスビー 2040001016881 デジタル活用による板金加工から製缶・厚板切削加工への革新事業
ＨＴＭコンサルティンググルー
プ株式会社

330 R112120028 関東 千葉県 宝工業株式会社 1040001071325
ファイバーレーザ加工機導入による、切断工程の加工領域の拡大及び
生産能力の向上

株式会社ゼロプラス

331 R112120029 関東 千葉県 株式会社Ｅｌｅ　Ｍａｇ　Ｌａｂ． 4010001177873 電磁界を利用した新しい陸上養殖システム

332 R112120030 関東 千葉県 嶋田　光洋 A20ED5E5 国内初のサーフボード用ウレタンフォーム製造事業

333 R112120032 関東 千葉県 株式会社サクマ 1040001124529 踏まれても枯れない路面緑化「モスｉｎパネル」の開発及び生産

334 R112120033 関東 千葉県 ＧＢｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ株式会社 1040001086769 サイズ・重量の自動採寸による物流オペレーションの生産性向上 合同会社バリューアップ

335 R112120034 関東 千葉県 藤和工機株式会社 3040001047372
最新旋盤を交えた複数台持ちと溶接を強みに生産性向上と案件獲得
で飛躍

336 R112120035 関東 千葉県 有限会社いちかわ動物病院 1040002044346
がん治療と白内障治療の環境を整えることで高齢ペットの救命率とＱＯ
Ｌを最大に

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

337 R112120038 関東 千葉県 櫻井自動車鈑金工業 72E94C8D 専用塗装ブース導入による生産性向上とカスタム塗装の供給力強化 藤井　尊則

338 R112120040 関東 千葉県 佐久間産業 B4AE786B 新型電動式射出成形機導入による新製品開発と新規顧客開拓

339 R112120041 関東 千葉県 株式会社フジライフテック 2120001218684
当社特許製品ポリエステル断熱材のさらなる品質向上及び短納期化
計画

江本　誠

340 R112120042 関東 千葉県 ＪＰＢ 38EF9018
中心都市同様の、質の高いサービスを提供し、地域格差の是正に取り
組む！

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

341 R112120043 関東 千葉県 株式会社ＭａｒｉＣａｒｅ 2040001114941 自衛隊のノウハウと最先端ＩＴ技術を用いたヘルスケアアプリ開発
株式会社アクセルパートナー
ズ

342 R112120045 関東 千葉県 外房歯科 73CD003B デジタル技術を活用した「根幹治療」による地域歯科医療の展開

343 R112120048 関東 千葉県 オハナデンタルクリニック 7F784AD8 治療のデジタル化で歯周病・虫歯同時治療の抜歯・再発防止の実現
一般社団法人城西コンサルタ
ントグループ

344 R112120050 関東 千葉県 株式会社シーアールエー 9100001025837 高付加価値オーダースーツの受注システム開発による全国展開

345 R112120051 関東 千葉県 カワセコンピュータサプライ株式会社 2120001077131 封入業務サービスの効率化・迅速化と高品質化 株式会社池田泉州銀行

346 R112120053 関東 千葉県 ミツワ歯科医院 05C09DD8
働く現役世代を救う「革新的短期虫歯治療」で再発リスク・感染リスクを
低減

347 R112120054 関東 千葉県 厚生水産株式会社 9040001017254
遊休生け簀活用による大量仕入れの実現、そして生産性向上と新
サービスの提供

348 R112120055 関東 千葉県 株式会社安藤建設 3040001061365 ＩＣＴ対応重機導入により土木施工の生産性向上を図り地域に貢献する 株式会社千葉銀行

349 R112120057 関東 千葉県 小林製作所 745AE01E
多品種少量生産体制が必要な大型設備向け補修部品対応力強化事
業

銚子商工信用組合

350 R112120058 関東 千葉県 しんぽ歯科医院 CB674AB7 自己血由来ゲルによる骨造成を活用した革新的インプラント治療

351 R112120061 関東 千葉県 株式会社ケーズネットワーク 1040001009548 デジタル技術を駆使した店舗と本部の業務プロセス最適化 近山　寿博

352 R112120062 関東 千葉県 株式会社Ｓｅｃｏｎｄ　Ｂｒａｉｎ 8040001118838 日越コミュニケーションプラットフォーム（ＷＥＢシステム）

353 R112120063 関東 千葉県 株式会社セブングループ 4040001114717
クリエイターの売上向上アプリケーション開発による業務改善・売上改
善施策

354 R112120064 関東 千葉県 あすみ動物病院 C1273EA0 新規設備導入による循環器系専門医療対応体制の整備計画

355 R112120066 関東 千葉県 有限会社燈台 5040002019798 既存事業の強みと市場ニーズを掛け合わせた新事業への挑戦

356 R112120068 関東 千葉県 株式会社エーアイカウンセリング 6040001125398 チャットボット（ＡＩ）を活用したＥＡＰサービスの提供
公益財団法人千葉市産業振
興財団

357 R112120069 関東 千葉県 株式会社ツカサ研磨工業所 4040001020964
曲げ加工工程の革新により、増加する小ロットの特殊曲げ加工ニーズ
に対応

西川貴人

358 R112120071 関東 千葉県 長狹木材工業株式会社 7040001074223 千葉県産材の利活用促進に向けた高性能製材機械の導入

359 R112120072 関東 千葉県 有限会社アセットマネジメント 7011702015443 保険代理店の営業時間外集客を支援する新システムの開発事業 合同会社G&N

360 R112120074 関東 千葉県 五代目森山清次兵衛 189F1E29 千葉県原産米のみで作る「自家製発酵おかき」の試作開発事業 千葉県商工会連合会

361 R112120075 関東 千葉県 野田工業株式会社 7010001054005 板金材内製計画

362 R112120077 関東 千葉県 株式会社ＣＫ　ＪＡＰＡＮ 1040001114711 加工冷凍機器導入によるＥＣ・食肉卸事業の生産体制強化

363 R112120078 関東 千葉県 中嶋産業株式会社 2120001045996 炭素生産性向上による物流施設用制震部材の製造事業進出 株式会社ゼロプラス

364 R112120080 関東 千葉県 とうごう歯科口腔外科医院 70B6C71C 最新鋭のデジタル医療機器による歯科医療のデジタル化計画

365 R112120081 関東 千葉県 株式会社Ｅプラン 3040001020214 デジタル技術を活用した「ｅ－ＷＡＳＨと泡の生成機」の開発

366 R112120083 関東 千葉県 シンク精機株式会社 8040001038128 加工工程の効率改善で製版印刷機部品のワンストップ生産体制確立 株式会社京葉銀行

367 R112120084 関東 千葉県 デジタルクラウン 03C8FE54
デジタル歯科技工所による、ＤＸ促進新サービス提供による市場拡大
事業

株式会社京葉銀行

368 R112120085 関東 千葉県 Ｄｒｅａｗ合同会社 1010703005186 サロン管理業務を自動化！ＡＰＩ連携による革新的な業界待望サービス
株式会社ＮｅｗBeginningsＪａｐａ
ｎ

369 R112120087 関東 千葉県 有限会社小林断熱 4040002004388 ラッキング工程の内製化による断熱工事の完全内製化・新市場開拓 北村　亮太

370 R112120088 関東 千葉県 株式会社ｋｎｅｗｉｔ 3040001122167 運送会社向け納入手順管理クラウドサービスの開発事業

371 R112120089 関東 千葉県 株式会社ＺＵＭＥＮ 3040001110196 ＢＩＭ特化型クラウドソーシング事業

372 R112120094 関東 千葉県 株式会社Ｓｅａｓｉｄｅ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 1021001061565 大手流通への新たな販路開拓、バナメイエビ陸上養殖事業

373 R113120008 関東 東京都 株式会社Ｔｒａｎｃｅｐａｒｅｎｔ 3010001217432 自社ブランドのための受発注システムを活用したＥＣ販売

374 R113120009 関東 東京都 有限会社山田機械製作所 6011502006148
新たなマシニングセンタ導入により印刷機械部品の１社下請けから産
業機械部品製作へ脱皮する

375 R113120012 関東 東京都 株式会社ワールドベンチャー 1010001066534 電子画像彫刻機の国内印刷市場への展開

376 R113120014 関東 東京都 株式会社ネクストポステクノロジーズ 5011703002657
ポスティング業界のアナログ作業をＤＸ化｜ポスティング業界に特化し
たプラットフォームサービス『ポスクラウド』

377 R113120015 関東 東京都 株式会社Ｄ＆Ｄ 6010701019076 包あん機導入により店でしか味わえなかった本格肉まんを拡販

378 R113120017 関東 東京都 株式会社バイオン 6010001212141 ドライバーの配送管理もできる業務委託費前払いサービス

379 R113120018 関東 東京都 株式会社アリラ 6120001223516 ＤＸを実現するシステム「空のＥＴＣ」の開発及びサービスの提供 松下　洋之

380 R113120019 関東 東京都 こくば歯科 40AD83F3 最新医療機器導入によるデジタル化と最適環境での歯科治療の推進
株式会社リアルコンテンツジャ
パン

381 R113120020 関東 東京都 有限会社東栄精機製作所 5010802010001 品質管理高度化と次世代コネクター部品の量産でＩｏＴ化社会に貢献

382 R113120023 関東 東京都 ゆずり葉歯科 9554AB93
歯科用技工ソフトとミリングマシン導入による補綴治療提供過程の大幅
な改善

株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

383 R113120024 関東 東京都 グリーン歯科 69AF3A47
歯科用ＣＴの導入による説明、診断、治療プロセスの高度化を通した地
域の歯科医療への貢献

株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

384 R113120027 関東 東京都 三和航測株式会社 3011601002397 測量事業のＤＸ化による非対面型新測量サービスの開始と事業拡大 安達　隆久

385 R113120028 関東 東京都 株式会社ＨＡＳＨ 9020001123533
モーションキャプチャースタジオの設立による一気通貫の制作体制強
化

386 R113120029 関東 東京都 河津歯科医院 F7D1481C ＣＴ機器を活用した３Ｄ画像による高度な根管治療の実現 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

387 R113120030 関東 東京都 関土地家屋調査士事務所 71D4D01E 家屋調査に革新をもたらす「３次元デジタル測量事業」の展開

388 R113120031 関東 東京都 合同会社シェルシューズ 6020003015434 分子調理器と専用設備導入による新ドーナッツ開発と生産性向上

389 R113120032 関東 東京都 株式会社アクセルパートナーズ 9180003016744
中小企業向け伴走型支援と一体の戦略人事支援システムＳａａＳ提供
の実現

390 R113120034 関東 東京都 株式会社ケーズ・クルー 6011101037296 スタッフ管理等のデジタル化によるイベント運営能力拡大計画 興産信用金庫

391 R113120035 関東 東京都 株式会社フロンティアゲート 9010601035633 中小企業・クリニック向け「採用支援プラットフォーム」の開発

392 R113120037 関東 東京都 株式会社フットワークス 7011101056634 ポスティング事業における丁合作業の機械化と物流ラインの再構築 西武信用金庫

393 R113120039 関東 東京都 ビットウェア株式会社 8010001144787 安心して利用できるゲーム感覚の不要品譲渡システムの開発 東京中央経営株式会社



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

394 R113120040 関東 東京都 株式会社トネパーツ 6012301001694 電源トンラス試験の合理化による生産効率向上

395 R113120041 関東 東京都 株式会社バウムレーベン 5011101061850 遠隔地からでも映像の共同編集作業ができるオンライン編集室の構築 北見和生

396 R113120042 関東 東京都 株式会社ＩＹＣ 3011701024754 クラウド遠隔型冷凍技術の高度化による精肉・惣菜販路拡大事業
ＨＴＭコンサルティンググルー
プ株式会社

397 R113120044 関東 東京都 ＳＲＫ株式会社 4040001079299 物流管理システム導入による新たなバリューチェーン創出 平田　晃大

398 R113120045 関東 東京都 株式会社サイバーメディアＴＶ 2010001139891 ３次元ＣＧ映像技術を活用したバーチャルスタジオの構築

399 R113120046 関東 東京都 浅岡総合企画 FCEDFB89 高周波ウェルダー導入による重布製品に係る新素材・新製品の対応

400 R113120049 関東 東京都 アムトランス株式会社 2010001087728 新型測定器の導入によるオーディオ機器の修理・リユース事業の展開

401 R113120050 関東 東京都 武村法律事務所 432376BA 弁護士による相続・終活相談オンラインプラットフォームの構築 セブンセンス税理士法人

402 R113120051 関東 東京都 株式会社木内印刷 9011801018816 可変印刷における小さなスマートファクトリー 長谷川　聖一

403 R113120052 関東 東京都 株式会社プログミー 6010001213742
「一緒にやると楽しいね！」プログラミングツールへのソーシャル機能実
装

株式会社アカウティングプロ

404 R113120053 関東 東京都 株式会社ＨＲｄｅｖ 7011001144753
人材採用ノウハウとＡＩ技術で革新的な採用選定により大幅な生産性向
上

株式会社ルーツ

405 R113120054 関東 東京都 株式会社ＮＲＣ 9010601053866
インサイドセールスシステム・メディアシステムの導入による属人的な
営業からの脱却

406 R113120055 関東 東京都 合同会社インクマニア 1011803001273 ＳＤＧｓ市場獲得を目指す屋外広告をリユースする静脈ビジネスの実現

407 R113120056 関東 東京都 株式会社プロドライバーズ 5011601022971 多言語対応型ハイヤー配車システムの開発でインバウンド集客力強化 稲葉　隆治

408 R113120057 関東 東京都 株式会社ワイヤレスコミュニケーション研究所 9012401019031 ＵＷＢ無線により工場内の仕掛品管理を自動化するシステム開発

409 R113120059 関東 東京都 株式会社協和 3010501017043
廃棄物の処理効率化と太陽光パネル廃棄物中間処理事業への進出
による経営革新

協同組合さいたま総合研究所

410 R113120060 関東 東京都 株式会社トラント 2010401054146
ＳＥＳ営業管理を自動化！ＤＸ支援の生産性向上を果たす業界待望
サービス

株式会社ＮｅｗBeginningsＪａｐａ
ｎ

411 R113120062 関東 東京都 Ｅｎｅｌｉｖｅｒ株式会社 5011101099346 電気自動車の充電インフラ設置及び運営事業

412 R113120064 関東 東京都 株式会社Ｒ　ＳＱＵＡＲＥＤ 7010501046658
マーケティングリサーチの自動分析が可能な革新的法人向けデータ分
析支援サービスの提供

藤原　和重

413 R113120065 関東 東京都 株式会社デロフト 3010001225708 企業の海外展開コスパを圧倒的に向上する革新的ＶＲ標準基盤開発

414 R113120068 関東 東京都 都市農業開発株式会社 7012401036433 防除、農薬情報の取得、他農業者の防除情報閲覧ｗｅｂシステム 東京都商工会連合会

415 R113120069 関東 東京都 株式会社中央 9010601004415
ＣＡＤ／ＣＡＭによるジルコニアクラウン製造技術の確立と義歯の生産
体制強化

株式会社ｔｚコンサルティング

416 R113120070 関東 東京都 株式会社ローカルアド 6011001144580 拡大するＷＥＢプッシュを顧客の集客に結び付けるシステムの開発 日暮　健一

417 R113120071 関東 東京都 株式会社ルビス 3011001139237
営業活動のデジタル化と生産性向上に寄与する「セールスライド」Ｓａａ
Ｓ事業の立ち上げ

株式会社ＮｅｗBeginningsＪａｐａ
ｎ

418 R113120072 関東 東京都 株式会社トランスミュー 3011101096056 個人で働く時代に不可欠なコミュニケーションインフラの構築					 株式会社アカウティングプロ

419 R113120073 関東 東京都 株式会社三伸興業所 7010801004596 高精度測定によるアナログな検査体制の刷新による生産性の向上 株式会社フラッグシップ経営

420 R113120074 関東 東京都 株式会社Ａｂｕｒｉ　Ｔｏｒａ　Ｊａｐａｎ 5010001185017 最新型冷蔵装置導入による廃棄ロス削減・仕入原価圧縮の実現 佐藤淳

421 R113120076 関東 東京都 加賀屋産業株式会社 9010001013495
ドローン×圧縮機による備蓄・検査面での災害対策ビジネスモデルの
創出

株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

422 R113120077 関東 東京都 株式会社ＳＴＡＲＲＹ 8010903001549
アーティスト向けプラグインツール「ＳＴＡＲＲＹ」の海外展開システム構
築

423 R113120078 関東 東京都 ＡｎｉＣｕｒｅ株式会社 6010401162721
院内ＩＣＴ化による情報共有及び情報管理のシームレスを目指し動物医
療のＤＸ化推進

株式会社アカウティングプロ

424 R113120080 関東 東京都 株式会社あすみ技研 4011801021766 新たなニーズに対応するオゾン分解装置の開発

425 R113120081 関東 東京都 株式会社らいおん 6013101008863 高性能分包機導入による調剤業務の躍進的な生産性向上事業 飯能信用金庫

426 R113120083 関東 東京都 有限会社アチーブメント 6040002088545
自家焙煎設備導入による自社スペシャリティコーヒー「ＴＹＯ　ＣＯＦＦＥ
Ｅ」の開発

427 R113120084 関東 東京都 有限会社ケーナイン・デンタルテクニック 4012402007329 コバルト・コアブリッジによるロングブリッジの開発事業 アイアンドアイ株式会社

428 R113120086 関東 東京都 株式会社サルエド 3011001144492
デジタル枠②デジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方
法の改善					

株式会社アカウティングプロ

429 R113120087 関東 東京都 ＰａｓｓＰａｙ株式会社 1010401165902 世界初！円連動ステーブルコイン発行会社による多機能ウォレット									 株式会社アカウティングプロ

430 R113120089 関東 東京都 大和綜合印刷株式会社 6010001021699 フロントエンドＤＸ化によるＢＰＯサービスの受注拡大

431 R113120091 関東 東京都 株式会社小島屋 3010501003811 クラウド型ＳＥＯツール導入で、小島屋ブランドを広めて収益拡大

432 R113120092 関東 東京都 株式会社ココロミル 9011101096810 ｉＰｈｏｎｅから取得した心音データを解析するヘルスケアアプリの開発 株式会社アカウティングプロ

433 R113120093 関東 東京都 さいとう歯科 AFA69542 オーダーメイド義歯の提供体制とトータルサポートの実現
株式会社中央ライズアクロスソ
リューション

434 R113120095 関東 東京都 パネルサービス株式会社 5030001039443 カラーバーコード技術による仮設防音パネルレンタル事業のＤＸ 株式会社ルーツ

435 R113120099 関東 東京都 株式会社メゾンドゥース 8010101012919
世界が認める感動スイーツのカスタムフィットによる多様化ニーズへの
呼応

株式会社さがみはら産業創造
センター

436 R113120100 関東 東京都 有限会社協和段ボール 5013102005943 食料品向け梱包資材の自社一貫生産を実現する製造ラインの確立 近山　寿博

437 R113120101 関東 東京都 株式会社大研精機 2011401011368 精密ＣＮＣ旋盤導入による大型かつ難切削金属の加工技術の確立 株式会社ｔｚコンサルティング

438 R113120102 関東 東京都 株式会社ドクターブリッジ 5010901036491 オンラインカウンセリング事業参入により世の中の”心の病”を解決 菅原　寅太郎

439 R113120105 関東 東京都 株式会社アスエミ 3010401136075 業界初の「総合フィットネス・マッチング事業」を展開 德田　進

440 R113120107 関東 東京都 株式会社笠作エレクトロニクス 3010801002488 試作から量産までの一貫受注に向けた量産技術確立と生産性向上
株式会社ビジネスリノベーショ
ン

441 R113120108 関東 東京都 株式会社フアモサライフ 2010601040961 スタジアムスポーツチケットＮＦＴ化の自動生成プラットフォーム 横山　和志

442 R113120109 関東 東京都 有限会社藤 3010802012536 新規マシニングセンタ導入による高精度化及び高効率化の推進

443 R113120110 関東 東京都 木工房藤澤株式会社 7011501004705 クリニックに特化した感染症対策と空間演出を兼ねた家具製造事業 経営ビューイング株式会社

444 R113120111 関東 東京都 株式会社小寺学園 3011802027078 監理団体の生産性を大幅に高める技能実習生の受入管理システム 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

445 R113120112 関東 東京都 株式会社進徳ラボ 5013301005307 歯科技工物の製作工程の改革 巣鴨信用金庫

446 R113120113 関東 東京都 株式会社ｒｅｔｒｏ 8010401112039 業界初！一般顧客も参加できるライブオークション事業の実現 菱山　英弥

447 R113120116 関東 東京都 株式会社リグランド 9010101006408
地質調査の安全性および業務効率の向上を目的とした最新型削孔機
の導入

448 R113120119 関東 東京都 株式会社フューチャーコレクト 4010001229352 業界初！出店のやり取りを効率化するプラットフォームを運営！ 株式会社シャイン総研

449 R113120120 関東 東京都 有限会社横浜ツール 6012302008755
国土強靭化に伴う需要増に応えつつ工場内の効率化・技能継承など
の課題解決を実現させる事業計画

450 R113120122 関東 東京都 株式会社パールイズミ 9010601014819
高精細・高発色のサイクルウェア提供体制構築による、多様化する
ニーズへの対応事業

株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

451 R113120126 関東 東京都 藤井かおる歯科医院 1517591 Ｘ線ＣＴ診断装置の導入によるデンタル撮影の患者負担解消

452 R113120127 関東 東京都 株式会社成和 5020001126952 業務一元管理システムの導入で、短納期化と顧客満足度向上に挑戦 株式会社シャイン総研

453 R113120129 関東 東京都 ＷｉｚＭｕ合同会社 8010903004378 ＷｉｚＭｕ．ｃｌｏｕｄ開発事業 森本　晃弘

454 R113120130 関東 東京都 岡林測量設計株式会社 9010901047931 道路等の測量業務を３Ｄ図面データの活用によりＤＸ改革を起こす 安達　隆久

455 R113120131 関東 東京都 株式会社香麗舎 4020001121905
コインランドリーのキャッシュレス化等による効率向上・付加価値向上
事業

456 R113120132 関東 東京都 ヤポネサウンド合同会社 6010903004231
物価高に負けない。受発注・原材料費管理・顧客サポートシステムの
導入

株式会社アカウティングプロ

457 R113120133 関東 東京都 株式会社アイコニック 9010001215158 革新的なオーラルケア支援サービスの開発・提供

458 R113120134 関東 東京都
株式会社ＳＴＡＧＥ　ＴＯＫＹＯ　ＭＯＤＥＬ　ＡＧＥＮＣ
Ｙ

6010401061972 独自の外国人モデル管理システム開発による業務プロセス改善計画 株式会社イージーネット

459 R113120135 関東 東京都 株式会社Ｊｕｎｑｔｉｏｎ 4011101098506 エンタメコンテンツ制作特化プロジェクト管理サービスを創る					 株式会社アカウティングプロ
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460 R113120136 関東 東京都 株式会社ＭＴＣ 6011001071750 システム導入による店舗の包括管理・効率化

461 R113120137 関東 東京都 株式会社ジーエルシー 9010401122961 ＲＦＰ半自動作成システムの作成と運用
Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株
式会社

462 R113120139 関東 東京都 いまチカ株式会社 5010601052533 位置情報と連動した求人情報管理サービスの開発 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

463 R113120140 関東 東京都 株式会社北斗プラン 3011401005773 ３Ｄスキャナーを用いた測量データの自動収集による生産性の向上 松井　洋治

464 R113120141 関東 東京都 株式会社インデックスコンサルティング 8010401059619 建設プロジェクトマネジメント用プラットフォームのＤＸ化の推進 東京商工会議所

465 R113120142 関東 東京都 株式会社ｆｕｌｌ　ｈｏｕｓｅ 6240001054684 トイレ管理プラットフォームシステムによる公衆トイレ有料化の支援					 株式会社アカウティングプロ

466 R113120143 関東 東京都 Ｆａｎｔｒｅｃ株式会社 1010401169820 みんなのラリー

467 R113120145 関東 東京都 株式会社ｔｏｋｅｎ 6010901038405 企画から納品までワンストップで行える総合的な制作会社になる計画
株式会社マネジメント・シェル
パ・クリエイト

468 R113120146 関東 東京都 株式会社野村ブイセンター 5011201006177 最高峰の動物医療を可能にするＣＴをエリアに先駆けての導入 西武信用金庫

469 R113120147 関東 東京都 株式会社Ｂｅｓｐｏｋｅ 7013301043321 最新デジタル設備を導入し患者負担が少なく高度な動物医療を提供

470 R113120149 関東 東京都 グリーンパレス歯科医院 7C550B12 事業承継を見据えた新たな診療体制の確立

471 R113120150 関東 東京都 木下歯科医院 FFAEE075 歯科技工物製作プロセスの革新による自医院完結型診療体制の構築

472 R113120151 関東 東京都 株式会社エコミナミ 4013401002130 防災減災に役立つ割れないガラスを使用した省エネ二重窓の商品化 西武信用金庫

473 R113120152 関東 東京都 株式会社ＹＯＨＫＯ 2010401145390 ピラティスアプリの開発と販路拡⼤ 小菅　章太郎

474 R113120153 関東 東京都 株式会社ｆｅｉｌｅＢ 7013201017350
スムーズ且つ低コストでの治験実施を実現する総合支援システムＧＭ
Ｅの開発

475 R113120154 関東 東京都 株式会社シンギュレイト 6010001179975 企業のイノベーションを促すＨＲコンサルティングサービスの開発

476 R113120155 関東 東京都 株式会社リクリック 7010401084997
従業員の生産性を見える化するシステムを用いた生産性向上サービス
事業

477 R113120158 関東 東京都 小石貿易株式会社 1011101079938 内製化による新機能付与での日本製ＣＨＥＥＲブランド力向上

478 R113120159 関東 東京都 株式会社ミライコ 5010701037459 ＡＩを活用した革新的な幼児向け英語教育クラウドサービスの開発

479 R113120161 関東 東京都 ファイナンシャルトラスト株式会社 8011101078883
遠隔での営業業務を可視化し効率化する音声録音・解析システムの開
発

行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

480 R113120162 関東 東京都 ＲＰアドバイザリー株式会社 1011003012170 ＤＸ化を推進する業務フローチャート自動作成サービスの開発

481 R113120163 関東 東京都 グローバルシナジー株式会社 5010701036519 ハイエンド人材と企業を繋げるマッチングプラットフォームの構築

482 R113120164 関東 東京都 金鈴精工株式会社 5013101003527 最先端医療用内視鏡に使用するアンテナコイル部品の量産技術開発
一般社団法人首都圏産業活
性化協会

483 R113120165 関東 東京都 株式会社コネクトエム 4030001106946 民泊施設＆テレワーカーのＡＩ機能搭載マッチングアプリ開発事業 株式会社キクチカラ

484 R113120167 関東 東京都 田島歯科クリニック 38A95FDD デジタルデンティストリーの強化による高齢患者の診療体制充実化

485 R113120168 関東 東京都 松本　由佳梨 4624F613 人生１００年時代を支える「高齢者向けインプラント埋設術」の開発

486 R113120169 関東 東京都 株式会社プロバンクホーム 8010901030252 ＡＩ技術活用による革新的不動産査定システムの構築 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

487 R113120170 関東 東京都 鈴木歯科南阿佐ヶ谷クリニック D4E1B4FE
歯科用ＣＴの導入による根管治療の精度向上を通じた、治療プロセス
および生産性の改善

株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

488 R113120172 関東 東京都 株式会社スタディカルテ 1011401021954 ⽣徒個々の理解に合わせた新構造の学習チャットボットアプリ開発 カタチクリエイト株式会社

489 R113120173 関東 東京都 株式会社ロメー 6010801012749 高精度加工力の向上で小型タイミングプーリの複雑微細化に対応

490 R113120174 関東 東京都 まどか歯科医院 DE9552FA 「１７分」の壁に挑む新・歯根端切除術のデジタル治療体制構築 アイアンドアイ株式会社

491 R113120175 関東 東京都 マグネティーク株式会社 7010401123986 電子出版社用業務効率化ＤＸシステムの開発による経営基盤強化

492 R113120177 関東 東京都 パールセンター歯科 C85FEF1E ＣＴデータの分析により咀嚼能率を高める補綴治療体制の構築 アイアンドアイ株式会社

493 R113120178 関東 東京都 株式会社遠藤金属 6011801021707 最新のＮＣ自動盤の導入で実現する切削工程時の不具合の解消

494 R113120179 関東 東京都 有限会社村尾造園土木 2013102000765 ＩＣＴ建機・機械の導入により土木工事の生産性を向上させる事業 戸髙　成二

495 R113120187 関東 東京都 株式会社スマートシティ技術研究所 2011801036527
次世代自動リアルタイム道路管理プラットフォーム運用における専用デ
バイスの開発

株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

496 R113120193 関東 東京都 株式会社Ｍｏｄｅｓｔ　ｈａｐｐｉｎｅｓｓ 5011801036953 焼きたて有機低糖米パンケーキを全国展開

497 R113120194 関東 東京都 株式会社ニューエッジ 2030001106188 ＤＸによる製本ラインの効率化・見える化を目指したシステム開発

498 R113120196 関東 東京都 株式会社Ａｎｅｍａｋａ 7010401139413 生産性向上を図るビジネスチャット一元管理ツールの開発・販売 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

499 R113120197 関東 東京都 株式会社アイボウ 9011001140552 バーチャルモール「ＡＩＢＯＵＴＯＷＮ」

500 R113120198 関東 東京都 株式会社Ｃｙｂｅｒ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ　Ｊａｐａｎ 6011201021340
ＡＩ活用型インフルエンサー＆ＶＴｕｂｅｒと企業のマッチングプラットフォー
ム構築事業

株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

501 R113120199 関東 東京都 株式会社ザウルス 4011001117638 サロンスタッフモチベーション強化人事評価連動　ＰＯＳ　システム開発 ｅｚｉｓｏｎ株式会社

502 R113120201 関東 東京都 Ｅｎｊｏｙ　ｌｉｆｅ株式会社 5011502012849
電子カルテで顧客情報を資産化し、予約システムで効率化を実現す
る！

野竿　健悟

503 R113120202 関東 東京都 桜新町矯正歯科 08B73258 矯正歯科治療の診療プロセス変革による高精度化と生産性向上

504 R113120203 関東 東京都 株式会社ＣｏｗｏｒｋｉｎｇＫｉｔｃｈｅｎ 2013303005613 介護ＤＸ化促進事業 アイエクシード税理士法人

505 R113120204 関東 東京都 エデン株式会社 5030001127900 在留中国人向け生活支援サービス、交流機会の提供

506 R113120205 関東 東京都 株式会社プレシジョンケア 6010901050319 介護士の負担を軽減するコールセンターサービス業務

507 R113120207 関東 東京都 株式会社ワールドコインズ・ジャパン 6010401030936 システムの導入による、効率化とサービス向上の両立

508 R113120209 関東 東京都 ホジョキング合同会社 6011003014550 在日外国人経営者の資金調達及び経営支援をＤＸ化するアプリ開発 ｅｚｉｓｏｎ株式会社

509 R113120210 関東 東京都 株式会社アトラクティブテック 2010401157931 ＥＣ化が遅れているワイン業界にて、革新的なワイン通販サイトを開設 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

510 R113120211 関東 東京都 株式会社フォレストバーウッド 4012701010594 建設業に特化した工事台帳・人事管理ＤＸ・ＡＩ化システムの開発 安達　曉宏

511 R113120212 関東 東京都 有限会社エス・エス動物病院 2010902002446 高度な心臓病治療体制を確立した地域随一のかかりつけ医へ 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

512 R113120214 関東 東京都 復縁屋株式会社 9012401025178 高所得者向け、家事代行サービスマッチングアプリ事業で売上拡大
株式会社アクセルパートナー
ズ

513 R113120215 関東 東京都 株式会社ＰＲＥＮＯ 6011001128344 多言語・Ｗｅｂ３自動販売機を開発するための試作機の開発・検証 税理士法人タドルコ

514 R113120216 関東 東京都 株式会社ＦＩＲＳＴ　ＣＯＡＣＨ 7010001227543 ミクロニーズを捉えたオンライン特化型コーチングスクールの展開

515 R113120219 関東 東京都 株式会社アスカ２１ 6010501029622 文字起こし、翻訳、字幕のＡＩを利用した一環作成システムの開発 朝日信用金庫

516 R113120220 関東 東京都 たなべ歯科クリニック 0A0FC91A
独自の亀裂・破折修復治療を高品質化・効率化し、治療期間８０％減を
実現

517 R113120221 関東 東京都 有限会社ＳＨＩＮＯＳ　ＡＭＰＬＩＦＩＥＲ　ＣＯＭＰＡＮＹ 6011302015695 新製品の開発とＣＮＣルーター導入による自社生産ラインの構築

518 R113120222 関東 東京都 合同会社ＥＸｐｌａｎｎｉｎｇ＆ｃｏｍｐａｎｙ 1011803003476 カフェデリバリー事業のセントラルキッチンによる生産性向上 木村　和広

519 R113120223 関東 東京都 町田みらい歯科 669E76CA
マイクロスコープとスキャナーにより、高度な治療をシンプルに行う体制
を確立する

520 R113120227 関東 東京都 株式会社ＢＩＯＴＡ 8390001015785 室内環境の改善のための微生物を用いたデバイス開発						

521 R113120229 関東 東京都 初雁歯科クリニック 893BB16D 口腔機能維持および審美ニーズに対応する生産性向上の取り組み

522 R113120234 関東 東京都 グリービズ株式会社 1010701041670 ＥＣ購入時にカーボン・オフセットを実現するアプリケーション開発 ゼノンクリエイツ株式会社

523 R113120235 関東 東京都 祖師谷ポプラ歯科 ################## ＤＸ推進による精密医療体制と診療体制効率化の確立

524 R113120237 関東 東京都 株式会社しごとば 4011501017552 ワンストップＩＴ資産管理を実現！ＤＸによる倉庫業の高度化事業 河村裕司

525 R113120240 関東 東京都 株式会社アンカレッジ 2010401089002 檀家の寺院離れを解決！『檀信徒コミュニケーションサービス』の開発 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ



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

526 R113120241 関東 東京都 有限会社ナカムラ 9010802010732 研磨加工の高度化ニーズに基づいた高精度加工による新規開拓強化

527 R113120243 関東 東京都 コアソリューション株式会社 9120001107170 製造業界特化型「在庫管理適正化」ソフトウェアの提供

528 R113120244 関東 東京都 都ステンレス工業株式会社 4011501004567 売上拡大に向けたステンレス鋼の長尺・厚板の曲げ加工の内製化 株式会社ゼロプラス

529 R113120245 関東 東京都 Ｈｅａｌｔｈ　Ａｒｔ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ株式会社 5010901023424 歯科矯正治療計画立案代行サービスのＷｅｂシステムの刷新

530 R113120248 関東 東京都 株式会社Ｓａｕｃｅｒ 4011301021259 登記変更ＤＸサービスにかかるクラウドシステムの開発
MASTコンサルティング株式会
社

531 R113120250 関東 東京都 株式会社ジルエット 5140001112263 在庫管理と接客販売の効率を大幅に向上させるシステムの導入

532 R113120251 関東 東京都 東広プリント B2C99999 顧客志向のデータ入稿と小ロット印刷対応で顧客満足度向上を実現

533 R113120252 関東 東京都 株式会社Ｂａｃｈａｍｅ 3010001227357 モーションキャプチャーカメラの導入による生産性向上 黒瀬賢史

534 R113120253 関東 東京都 ｉｎ－ｃｕｒｖｅ株式会社 6011101082870 ファクトチェック自動ＡＩシステム構築

535 R113120254 関東 東京都 竹内歯科医院 38F79094 高齢者や障がい者の歯周病等における新治療サービスの高度化

536 R113120255 関東 東京都 低温技研 825E1809 高品質な冷凍食品と省エネを両立する革新的冷凍環境の構築
株式会社ＮｅｗBeginningsＪａｐａ
ｎ

537 R113120256 関東 東京都 合同会社マホロバーニーズ 7010603009570 世界初の高性能ウルトラファインバブル・シャワーヘッドの開発事業

538 R113120257 関東 東京都 株式会社サードプレイス 3010001144957 高齢者・乳幼児を対象とした【みそジュレ】の多種少量生産体制の構築 西京信用金庫

539 R113120259 関東 東京都 株式会社アバターディスパッチ 9010401162124
アバター人材派遣システムにおける顧客ストレスの解消と顧客満足度
向上事業

540 R113120261 関東 東京都 株式会社トーバン 4012801002384
ファイバーレーザ溶接機導入によりアルミ溶接の内製化と受注拡大の
実現

541 R113120262 関東 東京都 ゼネラルオーダー株式会社 4011401023469 地盤改良工事の作業効率の改善 アアル株式会社

542 R113120263 関東 東京都 株式会社文星閣 9010801010428 印刷前工程業務のデジタル化を通じた環境対応印刷の高度化

543 R113120264 関東 東京都 株式会社斉藤紙工 7010001044781 難加工素材への高精度かつ緻密なレーザー加工とＤＸ化の実現 本多　剛士

544 R113120267 関東 東京都 日昇工業株式会社 8012701000798 水道管工事に特化した工事台帳・人事管理ＤＸ・ＡＩ化システムの開発 安達　曉宏

545 R113120270 関東 東京都 キャリーパーク株式会社 4010001199942 キャリーパーク設置場所拡⼤のための代理店管理システム開発 ｅｚｉｓｏｎ株式会社

546 R113120272 関東 東京都 株式会社Ｓｕｎｎｙｌｉｖｅ 8010001207932
外国人向けオンライン「ヴィーガン和食調理技術認定資格」販売及びＥ
Ｃ事業

547 R113120273 関東 東京都 有限会社オカモト工房 5012402015272 重要文化財を守れ！大型アクリル製品の内製化、生産性向上計画

548 R113120277 関東 東京都 株式会社Ｃｏａｃｈｅｒｓ 7010901050334 求職者と人事担当をカジュアルに繋ぐ採用マッチングシステム構築

549 R113120278 関東 東京都 株式会社Ｗｏｒｌｄ　Ｕ　Ａｃａｄｅｍｙ 5120001107918
屋久島におけるデジタル化されたセミナーハウス構築による地域創生
事業

株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

550 R113120279 関東 東京都 株式会社平田精機 1012801003063 加工時間の短縮と安定した高精度加工の実現

551 R113120280 関東 東京都 ネジョウサイエンス株式会社 6012701015906
電子聴診器を用いて測定した心音等をデータベース化しＡＩ診断の基礎
を構築するための技術開発

552 R113120283 関東 東京都 グランサーズ株式会社 2011001096792 中小企業バックオフィスの最適化による生産性向上化事業

553 R113120285 関東 東京都 Ｒｅｓｏｕｒｃｅ株式会社 8011001125728 中小企業のＩＴ／ＤＸ化を支援するＳＥマッチングプラットフォーム構築

554 R113120286 関東 東京都 インタックＳＰＳ株式会社 5010001097138 統合基幹システム導入による社内業務プロセスのＤＸ化と効率改善

555 R113120287 関東 東京都 株式会社Ｓｉｍｐｌｅｅ 9010401168955
保育ＩＣＴ化実現に向けた、業務効率化システム「Ｓｉｍｐｌｅｅ」の新機能
開発

556 R113120288 関東 東京都 株式会社グラノラ 8010401166563 男性美容医療クリニック特化の　ＡＩ　マッチングプラットフォーム開発 ｅｚｉｓｏｎ株式会社

557 R113120292 関東 東京都 株式会社プロタゴニスト 2011001133158 ＮＦＴ×人材紹介業務。求職者のＩＴスキルをＮＦＴで可視化。

558 R113120293 関東 東京都 有限会社サンエイ製作所 9010802005716 ＮＣルーター導入で高度な絶縁物加工を実現！多様なニーズに対応。 株式会社シャイン総研

559 R113120294 関東 東京都 株式会社日本メディアシステム 2011801003691 送迎バス園児置き去り検知システムの開発と事業化

560 R113120296 関東 東京都 株式会社エージェントシェア 6010001221489 求人企業採用代行サービス事業における連携システムの開発

561 R113120298 関東 東京都 ＤＲＤ４株式会社 1011001147423 距離精算型の新しい自動車サブスクリプションビジネス 行政書士法人INQ

562 R113120299 関東 東京都 ニュースアンドコーヒー株式会社 6010701038860
ＤＸを活用したアプリの開発によるＡＲライブファッションサービスの提
供

563 R113120300 関東 東京都 インジェンタ株式会社 7010001192721 大学受験用のＡＩ学習システムＤｒ．Ｅｕｌｅｒの開発 安達　曉宏

564 R113120303 関東 東京都 株式会社エヴリック 9011101087363 コールセンター管理者育成Ｅラーニングのシステム化計画

565 R113120304 関東 東京都 株式会社ｔｈｅ　Ｙｏｕ 7011001131264
全国初！ＩＴエンジニアと企業をつなぐ会議マッチングプラットフォーム
事業

566 R113120305 関東 東京都 株式会社ＱＲＥＡＴＯＲＳ 8010401137572 顧客情報の一元管理システム導入による業務効率化・生産性の向上 北村　亮太

567 R113120306 関東 東京都 合同会社ＫＳデンタルラボ 6013103000471 陽極酸化処理により付加価値を高めたインプラント生産体制の構築 アイアンドアイ株式会社

568 R113120307 関東 東京都 Ｓｍａｒｔ－ＩＰ株式会社 4010401165949 知財申請に関する、明細書作成サポートシステム開発事業 木村　悦久

569 R113120308 関東 東京都 株式会社ファーストデンタル 9010401045147 ハイモビリティ歯科技工物生産プロセスの確立

570 R113120309 関東 東京都 エニー株式会社 2010901049810
新型コロナウイルスの影響による健康志向の高まりに対する完全栄養
食品の提供。

株式会社シェアードバリュー

571 R113120310 関東 東京都 株式会社全力アカデミー 3010401169793 リラクゼーションサロン向け研修支援プラットフォームの開発 ｅｚｉｓｏｎ株式会社

572 R113120311 関東 東京都 ノンズ株式会社 2010001200942 ＩＴフリーランス専門エージェントサービスによるＩＴ・ＤＸ化支援事業 株式会社三井住友銀行

573 R113120312 関東 東京都 株式会社ファシィ 1011001140254 ＩＰホルダーとファンをつなぐプラットフォームの追加機能開発

574 R113120314 関東 東京都 スウェット株式会社 3120001236982 ＤＩＹマッチングサイトによる新市場開拓と職人の働き方改革実現

575 R113120315 関東 東京都 Ｔｏｋｈｉｍｏ株式会社 8020003014780 外国人材の適性検査サービス　生産性の鍵はマッチング率の向上

576 R113120316 関東 東京都 株式会社パズルリング 7010401114184 オウンドメディアとＥＣサイトを融合するＥＣシステムの開発 米倉　徹

577 R113120317 関東 東京都 オータ事務所株式会社 4011101003845 業務生産性向上と行政書士向け新分野展開を実現するデジタル活用

578 R113120318 関東 東京都 ａｌｔｒｕｓｔ株式会社 1010001219430
人事制度設計・自社人財管理のジョブ型⼈事制度運⽤ＳａａＳ「Ｈｉｔｏｆｕｓ
ａ　ＨＣ」の開発と販売

行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

579 R113120319 関東 東京都 株式会社Ｒｏｎｄ 8010401161341 チームワークを加速させるリモートワークマネジメントサービス 株式会社アカウティングプロ

580 R113120320 関東 東京都 株式会社ｆａｖａｒｙ 7012701013322 自社ＷＥＢサイト埋め込み型のＮＦＴプラットフォームサービス開発 株式会社アカウティングプロ

581 R113120321 関東 東京都 ｃａｋｅ株式会社 1010001218507 ＳｏｃｉａｌＰｅｎｔａｇｏｎとのＡＰＩ連携システムの開発

582 R113120322 関東 東京都 株式会社トラスト 9120901002652
デジタル技術を活用した試験機の導入で、校正検査業務の効率化を
図る

株式会社共立コンサルタント

583 R113120325 関東 東京都 Ｍｐｏｗｅｒｅｄ　Ｓａｌｅｓ株式会社 5010001189736 Ｍ－Ｍａｐサーベイのシステム開発および提供サービスの拡充

584 R113120327 関東 東京都 ＥＮＶＬＯＰ株式会社 4012401036444 業界初ソーシャルギフトサービスのユーザー体験及び生産性向上					 株式会社アカウティングプロ

585 R113120328 関東 東京都 株式会社アクアクリエイティブラボ 3010401109007
建築設計におけるコンピュテーショナルデザイン業務の提供方式の確
立

586 R113120329 関東 東京都 チェルシー株式会社 6010701028408 高性能アプリ・システム開発による顧客・利用者満足度向上計画

587 R113120330 関東 東京都 岡本歯科医院 AD5DD4B9 根管治療の失敗根絶に向けたデジタル化の推進

588 R113120331 関東 東京都 株式会社ストラーツ 8010401141310 プラットフォーム新構築によるオンライン展示会上の商談化率向上 株式会社イージーネット

589 R113120336 関東 東京都 株式会社ｇｒａｃｅｎｏｔｅ 2010401142033
プロジェクトマネジメントの属人性排除を可能とする革新的管理ツール
の開発						

野竿　健悟

590 R113120337 関東 東京都 株式会社ＲＳＰ 4011101079472 社内データ全文検索システム「サーチストア」の開発 合同会社G&N

591 R113120343 関東 東京都 株式会社ＴＹ 2010401159705 ＤＸで高等教育が変わる！革新的ｅラーニングシステムの開発事業 河村裕司
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592 R113120345 関東 東京都 株式会社ニュースター楽器 8011301005282 ポスティングに特化したソフトウェア開発とコンサルサービスの開始 川橋　隆則

593 R113120346 関東 東京都 株式会社大東マーク工業 9010601012376 最新の印刷加工機を導入し高品質低コストの製品製造を実現する。

594 R113120352 関東 東京都 株式会社山陽エージェンシー 7010501004590 谷中霊園内で開店する新規カフェの生産性向上のための設備導入 安達　曉宏

595 R113120354 関東 東京都 ツル歯科医院 B7A675E7 デジタル技術活用による歯科治療プロセスの改善と地域への貢献 野竿　健悟

596 R113120359 関東 東京都 株式会社ＳＩＲＥ 3010701036644 不動産賃貸事業におけるバックオフィスのＤＸ化促進事業 合同会社G&N

597 R113120361 関東 東京都 株式会社Ｓａｋｅ　ＲＤ 2010401167204 在庫・需要分析管理システム導入による日本酒の中国販売拡大事業
株式会社ビジネスモデルサイ
エンス

598 R113120364 関東 東京都 株式会社メタクロシス 9011201024076 ３ＤＣＧモデルを用いたＥＣにおける新たな試着体験システムの開発 行政書士法人INQ

599 R113120365 関東 東京都 株式会社エモテック・ラボ 3010001143950
感情ＡＩを活用した営業力強化メソッドを開発し、オンライン商談の生産
性向上を支援　！

600 R113120366 関東 東京都 ＡＮＥＷ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社 4010401133963 ＮＦＴアート市場への参加と国内クリエイターへの公正な価値還元 株式会社ＮＫＫソリューションズ

601 R113120368 関東 東京都 株式会社日本ビルディング経営企画 1011301005438 ＨＰを起点とした不動産取引・管理の非接触型プラットフォーム構築 ペンデル税理士法人

602 R113120369 関東 東京都 株式会社ムニー 6011101096516 広告配信プラットフォーム開発による出稿最適化と業務効率向上
株式会社ＮｅｗBeginningsＪａｐａ
ｎ

603 R113120371 関東 東京都 ソレイワ株式会社 9010401146556 がん患者さん・サバイバーのこころとからだのケアアプリ開発 城南信用金庫

604 R113120372 関東 東京都 個別指導塾テスティー株式会社 1011301018175
個別指導塾用業務システム導入によるコミュニケーションの改善と業務
効率のアップ

有限会社クレメンティア

605 R113120373 関東 東京都 株式会社Ｒａｐｔｏｒｓ 1010401163476 デジタルアート現物化にかかる　２．５Ｄ　技術を内製化し生産性改善	株式会社アカウティングプロ

606 R113120374 関東 東京都 株式会社アップサイド 5010401061585 先進映像作品を、リモートかつ短納期にて制作する新方式の構築 東京中央経営株式会社

607 R113120375 関東 東京都 有限会社国分螺子製作所 3010602011795
新型ＣＮＣ旋盤の導入で工場の効率性向上と難加工対応力強化を両
立させ売上向上を実現する事業計画

608 R113120382 関東 東京都 株式会社Ｂｕｉｌｄｓ 7020001123808 オンライン型パーソナルジム「Ｃｌｏｕｄ　Ｇｙｍ」 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

609 R113120383 関東 東京都 株式会社カワショウ 3010801017692 高機能超音波剥離機と研削機の導入による業務効率化と品質向上

610 R113120386 関東 東京都 株式会社フィンデクス 6010001214113 金融機関向けデータサイエンス教育プラットフォームの開発 税理士法人ＡＳＣ

611 R113120387 関東 東京都 株式会社にほん 5010001206689 寺社のＤＸ化によるデジタルイベントの活性化

612 R113120389 関東 東京都 株式会社ｆｕｒｏ 4010901046970 テントサウナ及び薪ストーブの開発事業 合同会社G&N

613 R113120390 関東 東京都 レスパスビジョン株式会社 8011001025408 新規格対応のための連携システム開発と最高音質設備の導入 ｅｚｉｓｏｎ株式会社

614 R113120392 関東 東京都 キワ・アート・アンド・デザイン株式会社 5021003007281 スキャニングによるデジタルデザイン開発プロセスの構築

615 R113120395 関東 東京都 ＮｏｕｓＬａｇｕｓ株式会社 2010401158260 中小企業向けのデジタルツールをＡＩにより提案 川崎　佳朗

616 R113120396 関東 東京都 Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｓｔｒａｔｅｇｙ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ合同会社 6010003032785
経営コンサルタント会社が、中小企業の人手不足を解消！最新のＩＴ技
術を活用した人財紹介サービスの開始！

経営プラス合同会社

617 R113120397 関東 東京都 株式会社ＧＵＤ　ａｉｒ 3070001038492 「上を向かずに」直接眼に噴霧できる点眼補助器具の製品開発

618 R113120400 関東 東京都 株式会社日興 3010501033610 店舗の販売・購買・在庫のＤＸ化とオムニチャネル化の展開 伊藤　文彦

619 R113120404 関東 東京都 Ｂｏｄｙ　Ｐｉｏｎｅｅｒ株式会社 1010601042686
冷凍弁当を新たに開発！食×デイサービスで高齢者の健康へアプ
ローチ

株式会社シャイン総研

620 R113120408 関東 東京都 株式会社ＡＧＥ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 8011301023994
相続手続きサービス提供事業者の業務を効率化・ＤＸ化する支援シス
テム開発

合同会社G&N

621 R113120409 関東 東京都 株式会社宝泉製作所 1012401012984
機械加工部品の高難度化と増産要求に同時に対応する加工体制の確
立

622 R113120415 関東 東京都 有限会社植木製本所 2010602000444 需要増加するオンデマンド印刷の製本加工を強化する事業計画

623 R113120416 関東 東京都 日本ドローン機構株式会社 2010401080068
航空法改正に対応したドローンスクールの講習機関管理システム開発
事業

624 R113120420 関東 東京都 聖司歯科 0AA38982 エアフロープロフィラキシスマスターを使用した予防歯科の導入

625 R113120426 関東 東京都 株式会社ＭＵＳＥ 3011001147165 小売店舗に最適化した簡単操作可能なロボットの試作と製品化

626 R113120428 関東 東京都 株式会社エニアード 2012301012010 人が集まる空間を拡張するインタラクティブサイネージシステム

627 R113120429 関東 東京都 Ｒａｏｎ株式会社 5012801018272
企業がＩＴフリーランスを活用できるようになるＷｅｂシステムの発注シス
テムの開発

合同会社G&N

628 R113120430 関東 東京都 オンラインサポート合同会社 2011603003122 『Ｇｏｏｇｌｅ翻訳』アルゴリズムを活かした多言語対応のプラグイン開発

629 R113120431 関東 東京都 株式会社ハレタス 6010001225036 求職者を企業の成長を繋ぐ採用支援用動画配信サービスの開発

630 R113120433 関東 東京都 株式会社Ｃａｐｉｃｈｉ 7010001202876 ベトナム飲食店向けセルフオーダーシステムの開発・販売事業
Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株
式会社

631 R113120434 関東 東京都 エンゲート株式会社 6011001120912
スポーツにおける全く新しいオンラインギフティング体験ＥＧＴ２．０の創
出事業

株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

632 R113120436 関東 東京都 サイリージャパン合同会社 4010903006353 ＩｏＴサウナトラックを製造、地方のホテル等へレンタル提供

633 R113120438 関東 東京都 トクリン合同会社 7011303004242 ペット向けオンラインしつけ教室の実施

634 R113120439 関東 東京都 株式会社福祉工房アイ・ディ・エス 5013401002278 防衛産業等のマイクロフィルムロールの電子化サービス事業 大石　源治

635 R113120440 関東 東京都 ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ　ＢＡＴＯＮ株式会社 7012801021150 「もったいない」から発信するレトルトカレーの内製×増産計画

636 R113120442 関東 東京都 オーガニックサイエンス株式会社 1010401162552
塩化マグネシウム自社製造体制の確立によるブランド力強化・新商品
開発

株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

637 R113120443 関東 東京都 株式会社Ｎｅｗ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ 6011001120342 無人販売装置の生産工程システム化と内製化による生産性向上 株式会社フラッグシップ経営

638 R113120446 関東 東京都 清水もえか 7DC322A6 ｎｉｋｏｔｅオンライン秘書紹介デジタル化事業

639 R113120448 関東 東京都 株式会社クスリのたまき 2011301002013 全自動・一包化封入・監査システム導入による介護施設市場参入

640 R113120452 関東 東京都 株式会社サウンド・シティ 1010401010934 メタバースに向けた３Ｄコンテンツ制作対応スタジオ開設 飯島　伸博

641 R113120453 関東 東京都 株式会社ノークリー 1011101078808
企業型ＤＣの利用効果の可視化が図れるクラウド型給与明細システム
の開発事業

合同会社G&N

642 R113120455 関東 東京都 ＭＡＯＴＡ 87C8282B アパレル用の生地スキャナーと３Ｄソフトの導入による事業拡大

643 R113120456 関東 東京都 ハローフリーダム株式会社 8010403027086 バーチャルとリアルの融合！メタバースライブ事業への進出 川橋　隆則

644 R113120460 関東 東京都 ＵＰＷＡＲＤ株式会社 4020001041384 『ＵＰＷＡＲＤ』自動滞在検知の精度改良＆住宅地図機能拡張計画

645 R113120461 関東 東京都 株式会社多摩フードサプライ 2013101004791 新たな設備投資による、持続可能な事業展開の実現 平田　寿樹

646 R113120462 関東 東京都 日東香料株式会社 7013201004464 多品種少量生産の粉末調味料事業へ本格参入するための設備投資

647 R113120464 関東 東京都 株式会社マインド・エナジー・サイエンス 6012401024075
カウンセリング業界特化の会員サービス提供システムの生産性向上と
外部展開

648 R113120465 関東 東京都 ＦＯＸ　ＨＯＵＮＤ株式会社 1011201014869 業務特化型ＩＴ人材育成システム

649 R113120468 関東 東京都 株式会社ＭＯＳＥＳ　ＦＯＯＤ　ＳＹＳＴＥＭ 9011301017442 韓国料理の冷凍食品販売による高付加価値食品事業の確立

650 R113120469 関東 東京都 合同会社ＡＲＤＥＮＴ 3010003019307 光学印象を活用した補綴物作成を行う技工所の開設

651 R113120470 関東 東京都 大興化成商事株式会社 7010001021970 新型カッティングマシーンの導入による生産効率上昇及び販路開拓

652 R113120473 関東 東京都 えほんインク株式会社 9010801032752 ÉＨＯＮファミリープラス 株式会社シャイン総研

653 R113120474 関東 東京都 石塚化学産業株式会社 7011501000373 生産フローの最適化システムの構築

654 R113120475 関東 東京都 株式会社ＬＯＬ 5010001206549 大型ＬＥＤビジョンを使ったコスプレ撮影スタジオ事業 株式会社フォワード・グッド

655 R113120477 関東 東京都 株式会社ジェットセット 3010401114048 オンライン回数券システム

656 R113120481 関東 東京都 ＴＯＫＵＧＡＷＡ株式会社 2010001228827 日本初！同性同士の繋がりに特化したマッチングアプリの開発

657 R113120482 関東 東京都 株式会社ハピネスコーポレーション 3010401159852 小型・安価な排泄センサーの開発とお知らせシステムの開発 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ



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

658 R113120485 関東 東京都 ＡＫＴアドバイザリー合同会社 9010003031941
地域に根ざした住宅供給に資する、建築計画作成のコミュニティープレ
イスの提供

659 R113120486 関東 東京都 株式会社ＥＶＥＲＳＴＥＥＬ 2010001216682 画像認識を用いた鉄スクラップ　ＡＩ　解析システムの開発

660 R113120488 関東 東京都 株式会社電気書院 7011001014816 多様な知識ニーズに対応する情報サービスプラットフォームの開発 京都中央信用金庫

661 R113120490 関東 東京都 株式会社ソナーユー 9010401142885 ファンコミュニティサイトを構築しｓｏｎａｒ－ｕのライト版をリリース

662 R113120492 関東 東京都 株式会社Ｍａｔｔｏ 9010901042123 専門誌と連携したコンテンツ自動更新プラットフォームの構築

663 R113120493 関東 東京都 カジー・アイオーティー 3244C62F ＡＩアプリを活用した歯科領域への遠隔医療の導入促進
特定非営利活動法人東京都
港区中小企業経営支援協会

664 R113120494 関東 東京都 合同会社Ｌａｃｒｏｓｓｅ．Ｔｏｋｙｏ 4012403004052 新たな顧客へ強みを活かしたサービスの提供による収益性向上

665 R113120496 関東 東京都 株式会社アド・バンテージ 2010401077469 オリジナルデザインのスマホケース販売事業による売上拡大
株式会社アクセルパートナー
ズ

666 R114120006 関東 神奈川県 フィーブリケミカル株式会社 1013302021273 小型純水カートリッジの生産プロセス改善
公益財団法人相模原市産業
振興財団

667 R114120007 関東 神奈川県 株式会社カドワキカラーワークス 5020001041144 粉体塗装自動化による生産性向上 城南信用金庫

668 R114120009 関東 神奈川県 有限会社エフビーシーコーポレーション 9010002030325
最新機器導入による診療時間短縮と新たな歯科治療治療実績および
顧客満足度の向上

669 R114120010 関東 神奈川県 横田俊明 01E5E7B2
ＣＴ導入による患者様の時間と費用負担の減少を通じた精度の高い治
療の実現

株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

670 R114120012 関東 神奈川県 京町歯科医院 F08D5228 難症例に対応するための画像診断を中心とした外科処置体制の強化
アルタス・パートナーズ合同会
社

671 R114120013 関東 神奈川県 株式会社ＡＵＴＲＡＤ 7020001045060 ３Ｄプリンター等による欠品自動車部品の製造システム開発

672 R114120014 関東 神奈川県 株式会社ＭＵ 3020001129032 ＤＸ推進のノウハウを活かした小規模事業者向けチャットボットの開発 須永　達也

673 R114120015 関東 神奈川県 株式会社ＴＣＷ 6011001122520 ＡＳＶ（先進安全システム搭載自動車）のエーミング作業の内製化計画

674 R114120017 関東 神奈川県 有限会社鳥羽製作所 8021002043985 高精度高気密部品加工技術を活かした水素エネルギー分野への参入
イマジネーション・ヴィレッジ株
式会社

675 R114120018 関東 神奈川県 株式会社Ｓ＆Ａコーポレーション 2021001053017 加工精度向上による一気通貫体制の構築

676 R114120019 関東 神奈川県 有限会社高見製作所 8021002038143 ＣＮＣ旋盤を活用した切断・荒引工程の一体化による生産性向上

677 R114120020 関東 神奈川県 株式会社ラミックス 5021001023132 食品物流業バーコード活用型クラウド倉庫管理システムの構築 経営創研株式会社

678 R114120021 関東 神奈川県 デンタルアーツラボラトリー合同会社 6020003020392 デジタル化による地方の歯科医院からのデンチャー受注体制の構築 アイアンドアイ株式会社

679 R114120022 関東 神奈川県 共立歯科医院 6BEF6991 虫歯ゼロ・子供の成長速度に合わせた小児歯科矯正の実現
株式会社中央ライズアクロスソ
リューション

680 R114120023 関東 神奈川県 株式会社サンプラス 7020001105822 高精度ＰＶＣ材切削加工技術開発による新たな生産体制の確立

681 R114120024 関東 神奈川県 株式会社エムエスアイジャパン東京 2140001083524 スケジュールシステム開発事業

682 R114120025 関東 神奈川県 株式会社ＩＴＳグリッド 7020001089834 「安全運転解析システムのクラウド化」の開発
公益財団法人神奈川産業振
興センター

683 R114120026 関東 神奈川県 有限会社井上精機 5021002018008 車載バッテリーケース製造装置用部品の生産性向上

684 R114120028 関東 神奈川県 牧井ステンレス株式会社 9020001021778 半導体製造装置向け高品位ステンレス材料供給体制の確立

685 R114120030 関東 神奈川県 神津精機株式会社 4020001075449 主要パーツ製造工程の高度化及び自動化・無人化の実現
公益財団法人川崎市産業振
興財団

686 R114120033 関東 神奈川県 株式会社キャリアエッセンス 3020001140781 ＡＩ　チャットボットを活用した革新的な新卒紹介サービスの事業開発

687 R114120034 関東 神奈川県 株式会社アンバーパートナーズ 1021001031097
最先端レーザー技術導入により展開する「革新的なデジタル測量調査
事業」の構築

688 R114120035 関東 神奈川県 ざくろ歯科 78799828
舌接触補助床内製化による、ユニバーサルな摂食嚥下障害治療の提
供

株式会社中央ライズアクロスソ
リューション

689 R114120036 関東 神奈川県 有限会社端山鉄工所 3021002059193
独自のチャッキング技術のノウハウを活かした、複雑形状金属加工の
飛躍的な生産性の向上

690 R114120039 関東 神奈川県 株式会社ネオ 1021001026510 ＣＡＤ改変用ツール導入による、ＣＡＤカスタマイズ受注体制確立

691 R114120040 関東 神奈川県 橋口歯科 162DEF95 サイナスリフト・ソケットリフトの導入によるインプラント治療の拡大
株式会社中央ライズアクロスソ
リューション

692 R114120043 関東 神奈川県 マリモ歯科・矯正歯科 694C96D2 最新機器による柔軟な治療計画と院内完結型装置作製の体制の実現
株式会社リアルコンテンツジャ
パン

693 R114120045 関東 神奈川県 おおいし歯科クリニック EEC621BF 最新デジタル医療機器と再生治療の融合
株式会社中央ライズアクロスソ
リューション

694 R114120048 関東 神奈川県 株式会社Ａｌｌｅｓｇｏｏｄ 1011301026384
Ｚ世代におくる“エシカル就活”におけるダイレクトリクルーティングサー
ビスの展開

株式会社アカウティングプロ

695 R114120050 関東 神奈川県 有限会社フォーラム 6020002075867 宅地造成工事の工程短縮による生産性の向上 税理士法人あおば

696 R114120051 関東 神奈川県 Ｖｉｓｉｏｎ　ｓｕｐｐｏｒｔ株式会社 9020001146195 企業経営者の税務調査への不安を解消する税務分析システムの開発 山崎　暁生

697 R114120052 関東 神奈川県 有限会社ＬＡＢＯ　ＺＥＲＯ　ＴＷＯ 3021002036903 デジタル工程による「インプラント総合ミリングセンター」の構築 アイアンドアイ株式会社

698 R114120053 関東 神奈川県 アクリアデンタルクリニック上溝 EBB7250D デジタル技術と補綴治療を融合させた顎関節症治療法の開発 アイアンドアイ株式会社

699 R114120054 関東 神奈川県 株式会社ＩＸＩ　Ｃａｐｉｔａｌ 1021001075664 ★ＤＸ化★案件管理システム導入による進捗管理業務の大幅効率化 北村　亮太

700 R114120055 関東 神奈川県 株式会社れんがのいえ 6020001090339
高度医療センターと変わらない高度医療提供を可能し、域内屈指の高
度医療動物尿院へ

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

701 R114120057 関東 神奈川県 株式会社ＡＣＭ 8021001076813 アンティークコインの革新的マーケットプレイス構築への取り組み 鳥飼　祐介

702 R114120058 関東 神奈川県 株式会社大裕工務店 2021001066423 ＶＲ空間に寺社仏閣ショールームを作り建売モデル化し伝統継承 内山　崇行

703 R114120059 関東 神奈川県 かぶくん動物病院 738A78E2 デジタル技術を活用し、高度医療を提供できる次世代型動物病院へ 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

704 R114120061 関東 神奈川県 ウッディ株式会社 7021001063787
複数機材を組み合わせることによる、徹底した低侵襲皮膚科手術の実
現

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

705 R114120062 関東 神奈川県 株式会社高井製作所 9021001013006 新型普通旋盤導入による、技術承継と事業拡大

706 R114120063 関東 神奈川県 株式会社ＢＯＴＡＮＩＣＯ 9020001125281 増えるＷｅｂ業界の需要に応えるコミュニティ・プラットフォームの形成					 株式会社アカウティングプロ

707 R114120069 関東 神奈川県 安藤歯科医院 885CA55B
低侵襲型インプラント治療における更なる治療品質向上と患者負荷軽
減

708 R114120070 関東 神奈川県 有限会社竹林石材店 1021002049824 空間デザインの商材に新分野展開し、本小松石の魅力を再発掘する。 神奈川県商工会連合会

709 R114120071 関東 神奈川県 ＡｄｖａｎｔＦ　Ｇｒｏｕｐ株式会社 2020001144536 人材不足のＩＴ企業へグローバルで人材マッチするＡＩシステム構築

710 R114120074 関東 神奈川県 合同会社Ｂｏｏｔｓｔｒａｐ 4021003011978 業界初のＬＣＤ指板ギターの開発

711 R114120075 関東 神奈川県 慶歯科医院 D075B91D 徹底した感染症対策と歯科診療の生産性向上の両立 さがみ信用金庫

712 R114120076 関東 神奈川県 サン・エースパツク株式会社 4021001012243 ＮＣルーターの導入による量産性能向上および受注対応範囲の拡大 経営ビューイング株式会社

713 R114120077 関東 神奈川県 ＯｆｆｉｃｅＷａｋｕＷａｋｕ 60CA1743 除草作業時間の大幅な短縮による大規模事業への挑戦

714 R114120078 関東 神奈川県 株式会社ＣｌｏｃｋＷｉｓｅ　Ｓｙｓｔｅｍ 9021001050908 作業指示書編集システム開発による製造業現場の生産性向上

715 R114120080 関東 神奈川県 有限会社ディーエスワン 9021002035890
ＮＣルーター導入でプラスチック加工ラインの最適化、中堅企業にシェ
ア拡大

株式会社シャイン総研

716 R114120081 関東 神奈川県 植木医科工業株式会社 7010001000859 直動アクチュエーターのユニット化による多連装注入装置の量産化

717 R114120082 関東 神奈川県 田島歯科医院 B7782227 地域の高齢者・障がい者に対する歯科治療の提供プロセスの変革

718 R114120084 関東 神奈川県 有限会社アステ 4021002017506 最新の曲げ加工機の導入による、角度精度の向上と量産体制の構築
株式会社ビジネスモデルサイ
エンス

719 R114120085 関東 神奈川県 株式会社ホクト印刷 6021001034145 特殊紙加工とＡＲ融合の商品開発と効率化で小ロット短納期化実現 神奈川県商工会連合会

720 R114120086 関東 神奈川県 株式会社グランベッツ 8021001066384
腫瘍科と歯科を強みにすることで、ペットの高齢化に対応し競争力を高
める

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

721 R114120088 関東 神奈川県 株式会社Ｓ．Ｐ．ＣＯＭ 6020001078383 看板製作にシステム・設備導入し「飲食業の業態転換へ貢献」事業 坂本コンサルティング株式会社

722 R114120091 関東 神奈川県 川崎精研株式会社 9020001069132 当社初のＣＮＣ円筒研削盤導入による生産向上及び加工技術の継承 川崎信用金庫

723 R114120092 関東 神奈川県 株式会社ジェイ・トゥー 2020001081886 高速ファイバーレーザー溶接機による加工高精度・短納期化の実現
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724 R114120093 関東 神奈川県 株式会社牛山製作所 9020001008296 検査体制を刷新し、品質と生産性を向上させ受注拡大を図る。 株式会社フラッグシップ経営

725 R114120094 関東 神奈川県 合同会社マツダ 6021003005929
動物の予防医療という、未だ普及が不十分な分野を強みにすることで
地域の獣医療を支える

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

726 R114120095 関東 神奈川県 飯田歯科医院 B9378FE2
ＣＴとサージカルガイドで精緻で身体的負担が少ないインプラント治療
を実現

727 R114120096 関東 神奈川県 株式会社曽我製作所 2021001022129 ファイバーレーザ溶接技術の活用による、高品質溶接加工の実現
株式会社ビジネスモデルサイ
エンス

728 R114120097 関東 神奈川県 株式会社子の日 7021001035324 社内ＤＸにより、無駄を無くし生産性を飛躍的に向上する。

729 R114120100 関東 神奈川県 株式会社フジメタル 5020001074350 高硬度難削材におけるウォータージェットを活用した高精度化

730 R114120101 関東 神奈川県 未来に残したい日本文化財普及協会 C6BDDC3D 日本初のカード鑑定機関の設立
Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株
式会社

731 R114120102 関東 神奈川県 原光精工有限会社 8020002079420 最新のＣＮＣ旋盤を導入し、加工精度と生産性を向上する事業計画

732 R114120104 関東 神奈川県 合同会社ソラモ 2021003011435 ３次元モデルとセンシングデータによるスマート農業支援開発 長井　寿郎

733 R114120105 関東 神奈川県 株式会社星山デンタル・ラボ 7021001029796 ＣＡＤ設計に特化し上部構造作製を抜本的に見直す生産体制の構築 アイアンドアイ株式会社

734 R114120107 関東 神奈川県 株式会社菊伊歯車 1020001008485 ３Ｄ測定機を導入し、品質の向上と短納期対応を実現させる。 株式会社フラッグシップ経営

735 R114120108 関東 神奈川県 有限会社津田製作所 5021002053863 生産工程のＤＸ化による微細チップ搭載実装基板製造工程改善

736 R114120109 関東 神奈川県 株式会社Ｑｕｌｅａｄ 2021001007220 協働ロボット導入によるＴＣＳ気化供給装置の量産体制構築

737 R114120110 関東 神奈川県 石井歯科医院 F57816CD 歯科治療工程の変化による根管治療と感染症対策の強化 さがみ信用金庫

738 R114120111 関東 神奈川県 アイフォーコム株式会社 8020001055777 ＡＩを活用した創・蓄・省エネルギー統合制御システムの開発

739 R114120112 関東 神奈川県 Ｍ＆Ｍ株式会社 6010901049518 最先端デジタル技術を用いた精度の高いＡＳＶ整備の完全内製化 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

740 R114120113 関東 神奈川県 ＢＬＯＳＳＯＭ　ＤＥＳＩＧＮ株式会社 1140001097748 不動産の売り手と買い手を直接つなぐマッチングＷＥＢサービス事業

741 R114120115 関東 神奈川県 石山ネジ株式会社 9013201000560 マトリスライト導入による生産プロセスの改善

742 R114120116 関東 神奈川県 有限会社青木商店 8021002056574 廃棄物の有効活用を進める成分分析による金属リサイクルの効率化 株式会社東京経営サポーター

743 R114120117 関東 神奈川県 フリッパー D920EE71
地元で採れる高級ハーブを使用した地産地消餃子を全国へ発信、売
上につなげる！

744 R114120118 関東 神奈川県 株式会社ベイハウスサービス 7021001062954 ＩＴ活用による提案力、生産性向上

745 R114120122 関東 神奈川県 株式会社ニッセイエコ 5021001001682 最先端の画像処理技術を活用したゲートカット装置の導入

746 R114120124 関東 神奈川県 ひまわりデンタルクリニック 68F765A4 ３次元ＣＴと手術用顕微鏡の導入による歯科治療の高度化と時間短縮 和田　純子

747 R114120125 関東 神奈川県 カセツ工機株式会社 2020001007247 建設現場への環境にやさしい革新的技術導入による経営改善

748 R114120126 関東 神奈川県 株式会社ベントブルー 9020001118376 急速冷凍設備導入と製造プロセスの自動化による生産性向上

749 R114120127 関東 神奈川県 折田動物病院 76695125 抗菌剤の適正使用を促進するミニマムデータベース検査体制の構築

750 R114120128 関東 神奈川県 鈴木鍛造株式会社 4021001026375 電動車需要の増加に向けたプレス機向け部品の生産能力強化

751 R114120133 関東 神奈川県 株式会社エリアプロジェクト 5020001116631
都築区発！リサイクル・リユース事業者のプラットフォーム構築によりＤ
Ｘ化を推進

株式会社ルーツ

752 R114120134 関東 神奈川県 興和電気株式会社 4020001012864 デジタル保護リレー試験機で工事と一緒に低コスト法令点検を提供 エキスパート・リンク株式会社

753 R114120140 関東 神奈川県 株式会社アサヒプリンテイング 4020001071893 印刷業務における生産業務効率化による個人・商店街の需要喚起

754 R114120143 関東 神奈川県 株式会社たき航グループ 9020001042733 新たなサービス提供体制構築による顧客満足度の向上と業務改善

755 R115120001 関東 新潟県 株式会社後藤鉄工所 9110001014863 自動測定付きＣＮＣ旋盤導入によるギヤシャフトの生産性向上計画 三条信用金庫

756 R115120002 関東 新潟県 有限会社三井鉄工所 7110002029276 金属・機械加工工程の改善による精度品質や生産性の向上

757 R115120009 関東 新潟県 株式会社アッシュトンニイガタ 5110001007714 圧縮と自動化による、高品質・高密度の石油代替燃料の増産 税理士法人小川会計

758 R115120010 関東 新潟県 小菅建設興業株式会社 5110001011484 ３次元測量対応による作業効率向上とＩＣＴ活用工事の受注拡大
株式会社アクセルパートナー
ズ

759 R115120011 関東 新潟県 ノイエスト合同会社 2110003004150 クラウドサーバー化による新しい脳波解析サービス事業

760 R115120017 関東 新潟県 斎藤樹脂工業株式会社 7110001007472
バイオプラスチック・宅配ＢＯＸ市場に向けた、成形領域拡大への挑
戦！

Ｌ＆Ｂヨシダ税理士法人

761 R115120018 関東 新潟県 株式会社丸魚魚沼水産 4110001025485 販売管理システム導入による市場業務の生産性向上と高効率化 髙橋　拓

762 R115120020 関東 新潟県 株式会社武浩建装 4110001034370 精密な加工が可能な折り曲げ機を導入し高強度な唐草を製造する
パートナーズプロジェクト税理
士法人

763 R115120021 関東 新潟県 プラ・オプ合同会社 4110003004066 ３Ｄ計測器での測定に基づく眼鏡の販売と顧客満足の向上
パートナーズプロジェクト税理
士法人

764 R115120022 関東 新潟県 エム．ケイ．エフ株式会社 3110002009760
ＤＸ化×ＮＣルーター×職人技で特注家具の大型・大ロット生産体制の
構築

本多　剛士

765 R115120023 関東 新潟県 株式会社ネッツ 3110001025750 リチウムイオン二次電池用タブリードの生産技術と量産装置の開発
税理士法人小宮山会計事務
所

766 R115120024 関東 新潟県 株式会社Ｒｏｍａｘ 8110001035885 ラーメン用麺の製造を内製化し、品質の向上、原価率低減を目指す

767 R115120025 関東 新潟県 株式会社渡辺板金 2110001019522 生産性向上による防災市場拡大と多能工職人集団の構築の両立事業

768 R115120027 関東 新潟県 有限会社松木フーズ 3110002033975 高付加価値牛タンの２次加工体制構築計画 株式会社大光銀行

769 R115120028 関東 新潟県 中川畳店 6A7D396D 自動縫機導入による薄物および超薄物畳加工製造事業 野竿　健悟

770 R115120029 関東 新潟県 株式会社村山組 7110001021300 測量バリエーションと精度の向上による土木現場設計の効率化 株式会社大光銀行

771 R115120031 関東 新潟県 有限会社宮島畳産業 5110002031853 新規薄畳市場開拓を図るための先端設備導入によるリードタイム短縮 新潟県商工会連合会

772 R115120034 関東 新潟県 有限会社コンズカンパニー 3110002002402 農業用ドローンによるゴルフ場内の害虫駆除の自動化事業 長井　寿郎

773 R115120035 関東 新潟県 株式会社プラスワン 4110001014323 コンビネーション刺繍機械導入 新潟県商工会連合会

774 R115120036 関東 新潟県 株式会社グリーン東 8110001001755 除草作業の省人化に向けたアプリケーションを使用した作業導入 長井　寿郎

775 R115120037 関東 新潟県 櫻井精機株式会社 1110001015811
高速マシニングセンタの導入による高精度な加工と生産性向上による
短納期の実現

燕商工会議所

776 R115120038 関東 新潟県 プラウ株式会社 7110001033345 中山間地農業を維持・発展させるための６次産業チャレンジ事業

777 R115120039 関東 新潟県 株式会社野水鋼鐵店 5110001014545
自家消費型太陽光発電用鋼材の高精度切断にむけた生産体制の強
化

株式会社ゼロプラス

778 R115120040 関東 新潟県 株式会社丸菱電子 5110001023505 ソフトゾーンを生じない２台同時照射レーザー焼入れ技術の確立 株式会社第四北越銀行

779 R115120041 関東 新潟県 有限会社木戸商店 2110002017013 付加価値機能の構築による【平飼い卵】の商品化と収益力の向上 佐野　盛也

780 R115120042 関東 新潟県 株式会社アークリード 7110001033683 商品企画・縫製工程のデジタル化による生産性向上と利益構造改革

781 R115120043 関東 新潟県 有限会社石川工作所 3110002011592
溶接工程の革新的な改革による高品質・高精度加工、生産プロセスの
改善を図る。

782 R115120044 関東 新潟県 有限会社寿金属工業 8110002019251
チタン製民生品の製造に係るカーリング工程の自動化による生産性向
上事業

つばさ税理士法人

783 R115120045 関東 新潟県 みどり歯科 6E617E8C 患者の通院日数を減らす歯の即日補綴矯正サービス

784 R115120047 関東 新潟県 くまくら歯科・歯科口腔外科 98E61A51
デジタル化による感染対策・衛生基準の高度化と高効率医院運営の両
立

785 R115120049 関東 新潟県 有限会社石田樹脂 8110002018897 自動攪拌・搬送システム構築による生産性向上と労働環境の整備 協栄信用組合

786 R115120050 関東 新潟県 株式会社トミタ 3110002019685 ニューマブラスター導入による生産性の向上と受注拡大 燕商工会議所

787 R115120052 関東 新潟県 セキモリ精工 5BFB63AC パレットチェンジャーを用いた効果的な生産性向上への挑戦 三条信用金庫

788 R115120053 関東 新潟県 株式会社和田挽物 3110002020073 小径部品の量産化に向けた自動旋盤の導入 燕商工会議所

789 R115120054 関東 新潟県 山本ねじ工販株式会社 2020001035909 高品位切削加工部品の自動化による量産加工事業への参入



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

790 R115120055 関東 新潟県 株式会社イシダ商工 2110001036006
人×協働ロボットのハイブリッド生産！バリ取り工程自動化に向けた量
産体制への挑戦

Ｌ＆Ｂヨシダ税理士法人

791 R115120056 関東 新潟県 株式会社ニッセイ新潟 3110001024257 ルート配送業務効率化と人的資本最適化を図るＤＸ推進計画

792 R116120001 中部 富山県 株式会社アルテック 3230001004949
成形工程のＦＡ化・省人化・品質安定化・エンプラ需要対応に向けた設
備導入によるインストアシェア拡大・新規開拓事業

793 R116120002 中部 富山県 有限会社システムササキ 5230002008055
ＣＮＣ中型普通旋盤導入による、中～大型のポンプ・攪拌機シャフト加
工技術の確立

794 R116120005 中部 富山県 有限会社谷口鉄工所 9230002006740 レーザー溶接導入による薄物金属加工への参入と溶接工程の省力化 税理士法人タックス総研

795 R116120006 中部 富山県 株式会社佐伯成形 5230001006588
全社的な生産平準化を叶える独自開発と全員参画による品質保証強
化

あかねパートナーズ株式会社

796 R116120008 中部 富山県 株式会社トヨックス 1230001007383 カーボンニュートラル推進での売上向上事業

797 R116120014 中部 富山県 有限会社オカダ鐵工 8230002013647 最新設備導入による梁加工に特化した工場開発と生産能力の向上

798 R116120017 中部 富山県 株式会社ウェルテクノ 7230001003600 金属被膜除去作業のレーザー焼却ロボット化で生産性大幅アップ！！

799 R116120020 中部 富山県 北陸アイエヌティ株式会社 1230001002913 医療用カテーテル部品の生産体制刷新による品質向上と増産対応 株式会社フラッグシップ経営

800 R116120024 中部 富山県 株式会社若野鋳造所 8230001011180 塗型設備増強による公共事業用鋳鉄量産体制の構築

801 R116120026 中部 富山県 助野株式会社 1230001010230 エアー集中制御システム構築と医療用製品分野への進出 高岡商工会議所

802 R116120027 中部 富山県 株式会社石金精機 4230001000220
半導体製造装置の技術革新に合わせたシールフランジ加工技術の習
得

株式会社ジエック経営コンサ
ルタント

803 R116120028 中部 富山県 奥村板金株式会社 4230001016654
１工事当りに必要となる製造・施工サイクルの短縮化に向けた特注屋
根材・外壁材曲げ加工技術の高度化

にいかわ信用金庫

804 R116120029 中部 富山県 株式会社佐川プラスチック 2230001005295
徹底した手作業排除による高精度・高効率・低コスト精密部品射出成
形技術の確立

バンカーズアンドアソシエイツ
株式会社

805 R116120030 中部 富山県 三雄工業株式会社 7230001011248
大型塗装ライン生産工程改善による安定した高精度化とトータルコスト
の最適化

株式会社北陸銀行

806 R116120031 中部 富山県 八尾製麸株式会社 6230002006826
生産プロセス高度化による高付加価値製品でのＢｔｏＣビジネスへの参
入の実現

富山県商工会連合会

807 R116120032 中部 富山県 となみ大木歯科クリニック CD3EF5FA ３Ｄスキャナーの導入によって最短当日中の診療プロセスを実現する 株式会社北陸銀行

808 R116120034 中部 富山県 株式会社北陸製版センター 5230001010912
高再現性・低コスト・短納期液状樹脂版・板状樹脂版融合刷版製造技
術の確立

株式会社北陸銀行

809 R116120036 中部 富山県 株式会社ロンウッド 6230001008815
変形グリップエンド形状に対する三次元ＮＣ加工プログラム開発による
低コスト生産体制の構築

株式会社北陸銀行

810 R116120037 中部 富山県 北陸建工株式会社 1230001007887
太径土木工事用鋼管杭製造に係る高精度・低コスト太径薄肉Ｒ曲げ加
工技術の高度化

株式会社富山第一銀行

811 R117120001 中部 石川県 株式会社曽田製作所 6220001012074 薄型・高品質高周波熱処理に向けた開発体制の確立 株式会社迅技術経営

812 R117120004 中部 石川県 国勝運送株式会社 2220001002483
医療機器業界に貢献する最新の配送配車システムによる物流管理体
制の構築

株式会社北陸銀行

813 R117120005 中部 石川県 金沢まごころ歯科 45C763C2 デジタル口腔スキャナーを用いた訪問歯科診療サービスの開始 塩津　友輝

814 R117120006 中部 石川県 株式会社オーティ・マットー 6220001009046 アフターコロナを見据えた増産体制構築と自給率の向上

815 R117120007 中部 石川県 株式会社デーロス・ジャパン 2220001003135 予防保全管理事業の開始に伴うレーザーシェイブ工法の導入 むかい税理士法人

816 R117120008 中部 石川県 有限会社シミズ刺繡 3220002003109 最新刺繍機械導入による生産性向上と市場ニーズへの対応計画
株式会社アクセルパートナー
ズ

817 R117120011 中部 石川県 中山歯科医院 52B9D521
いびき検査と顎運動のデジタル計測を組み合わせた睡眠時無呼吸症
候群の診療

塩津　友輝

818 R117120012 中部 石川県 株式会社武田工業所 1220001012129
建機ＩＣＴ化・電動化を推進する特殊鋼材パーツの加工技術高度化事
業

819 R117120013 中部 石川県 株式会社Ｃ－ＲＩＳＥ 7230002013482 「クラウドＢＯＴ」で社内基幹システムと外部アプリケーションを連携 税理士法人中山会計

820 R117120014 中部 石川県 白江自動車整備株式会社 1220001017581
世界基準の最新デジタルおよび環境対応技術の導入により、脱炭素を
図りながら自動車塗装業務の生産性も大きく向上させる

株式会社北國銀行

821 R117120015 中部 石川県 京洛工芸株式会社 5130001050646 生産体制強化による日本オンリーワン技術の高度化事業

822 R117120017 中部 石川県 有限会社イシダ鉃工 1220002011583
当社独自の製造プロセスを構築し、新たな量産部品の新規受注を実現
する

株式会社ジエック経営コンサ
ルタント

823 R117120019 中部 石川県 株式会社テラクエスト 8220001019662 サッカー業界におけるスカウトＤＸ化事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

824 R117120020 中部 石川県 株式会社ランドスケープ開発 9220001016782 法面穿孔機導入による法面一環工事の実現

825 R117120021 中部 石川県 株式会社ｏ．ｆ．ｓ． 4220001021234 一般顧客向け能登かき商品の改良・開発とＥＣ販売強化 のと共栄信用金庫

826 R117120025 中部 石川県 杉山木材 541AF6AF
大型幅広県産構造材加工における高精度・低コスト同時・一体加工技
術の確立

バンカーズアンドアソシエイツ
株式会社

827 R117120028 中部 石川県 株式会社誠信技研 1220001023200 属人的な生産管理をＡＩ生産管理スケジューラ導入で生産性を向上 五十嵐　由和

828 R117120030 中部 石川県 株式会社ケージーテクニカル 2220001016021
研磨・研削融合による生産工程の高度化に向けた高精度・低コスト超
硬合金旋削技術確立

バンカーズアンドアソシエイツ
株式会社

829 R117120032 中部 石川県 株式会社ＥＸＩＺＺＬＥ－ＬＩＮＥ 6180002060044
複数ＥＣ及び実店舗の販売業務を効率化する統合管理システムの実
現

830 R117120033 中部 石川県 株式会社エリオ 1220001013060 ファイバーレーザ溶接機の高効率溶接によるボトルネックの解消
公益財団法人石川県産業創
出支援機構

831 R118120001 近畿 福井県 株式会社建昇 8210001004161
ＩＣＴ施工体制の確立による「飛躍するふくい」実現に向けた対応強化計
画

株式会社福邦銀行

832 R118120002 近畿 福井県 株式会社増田 9210001012213 玄そば製粉事業の強みを活かす飲食店人手不足に貢献する製麺事業 廣瀬　和広

833 R118120003 近畿 福井県 リンテック株式会社 1210001017780
シリコンウエハーの精緻化を可能とするシリコンウエハー研磨装置の製
造

立野　靖人

834 R118120004 近畿 福井県 株式会社アメニティウエルネス 2210001012665 容器包装プラスチック類、ペットボトルの再利用に向けた高度化事業

835 R118120005 近畿 福井県 小島メテック株式会社 3210001001246
スマートファクトリー化に貢献する高精度部品の品質保証体制の高度
化計画

株式会社北陸銀行

836 R118120006 近畿 福井県 株式会社本間金型製作所 2210001012211
二輪車等のダイキャスト金型製造における細リブ加工のリードタイム短
縮による受注拡大の実現

シェアビジョン株式会社

837 R118120008 近畿 福井県 株式会社ミズタニ工業 7210001016100
プラントの安全性向上に貢献する高品質配管の効率的な生産体制の
構築

株式会社北陸銀行

838 R118120010 近畿 福井県 五和工業株式会社 8210001001308 ３Ｄ図面化・Ａｉ対応のマシニングセンタによる生産プロセス改善

839 R118120011 近畿 福井県 太田木材株式会社 5210001007497 自動供給・積取りＡＩロボットシステム「パネル合板無人化ライン」の構築

840 R118120012 近畿 福井県 伊藤酒造合資会社 4210003000039 温度調整による製造期間の長期化と福井産純米大吟醸酒の生産強化

841 R118120013 近畿 福井県 株式会社メドルフ 7011101091326 クリーム製品の内製化によるコスト削減及び自社ブランドの展開

842 R118120020 近畿 福井県 有限会社加藤印刷 7210002007057 デジタル箔押し機導入で顧客が求める高付加価値の商品提供を行う 株式会社ＧＫコンサルティング

843 R118120023 近畿 福井県 横井チョコレート株式会社 8210001016207 健康志向の新商品開発による横井チョコレートブランド名の強化 株式会社福邦銀行

844 R118120024 近畿 福井県 株式会社増谷刃物製作 9210001017261 新たなターゲット層への商品開発に向けた製造ライン構築 株式会社福邦銀行

845 R118120025 近畿 福井県 株式会社ハシモト工房 1210001016774 造形物製作部門の社内内製化による顧客ニーズ及び売上の獲得事業 株式会社ＧＫコンサルティング

846 R118120027 近畿 福井県 イチナナバル B2F0B75A １カップで大野を味わえるジェラート店の開業と販路拡大

847 R119120001 関東 山梨県 有限会社わたなべ 6090002014356
山梨のトップシェアを誇る精肉加工の盛り付け機械化による生産性向
上計画

シェアビジョン株式会社

848 R119120002 関東 山梨県 株式会社龍栄 6090001002766 ＵＡＶ測量と３Ｄ測量とのジナジー効果による好循環な測量手法の構築 株式会社山梨中央銀行

849 R119120003 関東 山梨県 ナカムラ歯科医院 A70E7A1A 医科との連携による高齢患者様への迅速・正確・安全な治療の提供
株式会社中央ライズアクロスソ
リューション

850 R119120004 関東 山梨県 有限会社創美社 7090002005445 地域災害への復旧支援体制の強化で地域貢献と既存事業への波及 山梨県商工会連合会

851 R119120006 関東 山梨県 株式会社ハク研 7090001015643 ノンスリップ・メンテナンスフリーを実現する新工法の開発事業 アイアンドアイ株式会社

852 R119120010 関東 山梨県 デンタルラボ宮下 FF73BEC1 ＣＡＤ／ＣＡＭ冠対応による富士五湖周辺のニーズの取り込み

853 R119120012 関東 山梨県 株式会社ＯＳＨＩＮＯ 1010601040351
ぶどう栽培で自動灌水・施肥システム、温湿度管理システム導入での
スマート農業の実現

854 R119120014 関東 山梨県 有限会社ライズ工業 7090002006823
外注特化型企業から脱却するためマシニングセンタを導入し一貫加工
体制を確立する

株式会社山梨中央銀行

855 R119120015 関東 山梨県 小川歯科医院 3940EFA0
「かかりつけ歯科医」としてデジタル高度化と「身体にやさしい治療」の
質的向上

株式会社リアルコンテンツジャ
パン



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

856 R119120017 関東 山梨県 株式会社フジカワ紙販 2090001001862 ＦＳＣ認証紙加工品の生産販売

857 R119120019 関東 山梨県 株式会社ワークス 3090001010771
ウィズコロナの内食拡大を契機に、地元産冷凍餃子で地域経済を活性
化させる

株式会社山梨中央銀行

858 R119120020 関東 山梨県 森田塗装 6E77AFF1 強みである塗装品質をさらに向上し収益構造改革を完成させる取組 山梨県商工会連合会

859 R119120022 関東 山梨県 有限会社勝俣造園 8090002011863 ローダー導入による造園工事プロセス改善及び建材販売の取組

860 R119120023 関東 山梨県 有限会社管清社 9090002000700
下水管内検査用ＴＶカメラシステムを導入し業務効率を高め、労働環境
の改善を図る

株式会社山梨中央銀行

861 R119120024 関東 山梨県 株式会社エイティル 8090001014099 洋服のＥＣ販売及びお土産Ｔシャツプリント刺繍サービスの提供

862 R119120025 関東 山梨県 株式会社ノア動物病院 4090001004681
ＤＸ推進（最新鋭の８０列ＣＴ装置導入）による無麻酔ＣＴ検査実施体制
の構築

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

863 R119120026 関東 山梨県 山陽精工株式会社 4090001007924 体外診断カートリッジ生産統合システム

864 R120120001 関東 長野県 株式会社ＮＥＸＭ 6100001031136
解体工事業への展開と次世代の建設業界を支える人々のマッチング
力強化

内山　拓己

865 R120120003 関東 長野県 長野テクトロン株式会社 1100001002430 咬合力測定器開発に向けた印刷技術の高度化
一般社団法人日本中小企業
サポート協会

866 R120120004 関東 長野県 日本濾過器株式会社 4010901009143
自動化装置導入によるＱＣＤ力向上及び市場拡大を目的とした排ガス
規制対応フィルター製作ライン導入

税理士法人あおば会計

867 R120120006 関東 長野県 有限会社遠藤建機 7100002029789 最新ＩＴ技術搭載重機による工事効率アップ及び環境汚染物質の抑制
ＴＭ人事労務コンサルティング
株式会社

868 R120120007 関東 長野県 有限会社村上鉄工所 5100002021822 新設備のデジタル技術を駆使した新製品製造・短納期化実現事業

869 R120120011 関東 長野県 株式会社勝見農産 9100001034391 遠赤外線乾燥機の導入による米の品質向上と事業拡大

870 R120120012 関東 長野県 株式会社アトリエデフ 6100002014395 新たな竹製品の開発！～消臭性・安全性に優れた竹１００％の猫砂〜
一般社団法人日本中小企業
サポート協会

871 R120120013 関東 長野県 有限会社カネキン小椋製盆所 4100002027317 倣い機能付きロクロ機械導入による新生産体制の構築と新事業展開

872 R120120014 関東 長野県 株式会社みすゞ工務店 8100001017991 破砕機導入による木材チップ破砕加工プロセスの改善と生産性向上

873 R120120015 関東 長野県 有限会社中田スクリーン印刷 5100002023843 特殊印刷工程の自動化による圧力ゲージカバーの革新的生産体制 株式会社ＩＳＴコンサルティング

874 R120120016 関東 長野県 有限会社長野索道 1100002036964 ＮＳＤｐｒｏｊｅｃｔ（長野索道ドローンプロジェクト） 飯田信用金庫

875 R120120017 関東 長野県 株式会社玉井工務店 7100001001922 型枠の切断加工における多角度対応による土木型枠事業拡大 株式会社ＩＳＴコンサルティング

876 R120120018 関東 長野県 歯科技工ワン・ティース 86760EE9 地域ニーズに対応する入れ歯工程デジタル化による経営課題解決

877 R120120020 関東 長野県 株式会社ワイド 5100001020949
ドローンでの３次元測量を通じた測量作業のプロセス改善およびデジタ
ル化

株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

878 R120120022 関東 長野県 昭和樹脂工業株式会社 1100001011489 画像検査機の導入によるヒューマンエラー不具合発生の撲滅

879 R120120023 関東 長野県 ミヨシ精機工業株式会社 2011601006738 形状測定機等導入によるカメラ向け部品の生産性向上及び受注増加 有限会社三井経営研究所

880 R120120024 関東 長野県 中央タクシー株式会社 5100001001965 ダイナミックプライシングによる空港便の革新的な収益性向上 株式会社ＩＳＴコンサルティング

881 R120120025 関東 長野県 株式会社長野レジン 7100001010089 生産ラインの再構築による強い生産体制の確立と新たな受注
一般社団法人日本中小企業
サポート協会

882 R120120026 関東 長野県 有限会社酒井製麵 4100002001924 製麺加工プロセス整備による生産性向上・販路開拓・売上増加

883 R120120027 関東 長野県 有限会社勝山ステンレス工業 5100002008910 ステンレス薄板の溶接能力獲得によるトラック部品分野への進出 株式会社ゼロプラス

884 R120120028 関東 長野県 株式会社アクティヴワン 1100001005004 受注案件増加に向けた、新型機器導入による工事作業の大幅効率化

885 R120120030 関東 長野県 有限会社ジャンリッツ 5100002011708
個別オーダー病院食提供プロセスの革新的改善による顧客満足度向
上

北村　浩幸

886 R120120032 関東 長野県 株式会社コンパニーフランセーズ貿易 2100001034043 日本初ドイツ有機農業法人ＢＥＳＨの独占輸入販売を通じたＤＸ化 北村　浩幸

887 R120120035 関東 長野県 有限会社辰巳精機 6100002034880 革新的加工技術習得による超精密部品の事業化

888 R120120036 関東 長野県 有限会社センタープロセス 9100002031413
当社独自の加工手法構築によるＦＡ・搬送装置需要の獲得と生産性向
上

諏訪信用金庫

889 R120120039 関東 長野県 株式会社トップマクト 3100001018862
ＲｏＨＳに基づく環境負荷軽減対応可能な鉛レス材の高精度加工及び
生産性向上

諏訪信用金庫

890 R120120042 関東 長野県 有限会社レッカーサービス一一○ 5100002012821 最新レッカー装置導入による、県内ロードサービス市場のシェア拡大 株式会社ストラテジー・オフィス

891 R120120044 関東 長野県 野村ユニソン株式会社 8100001019204 事業部骨子強化　生産性向上と自社製品開発による利益の拡大

892 R120120045 関東 長野県 林眼科醫院 172BFB61
検査と治療のデジタル化により緑内障と糖尿病網膜症を救う眼科医院
へ

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

893 R120120046 関東 長野県 雪花どうぶつ病院 E53442D2 県内では行われていない高度な耳科診療に取り組む。

894 R120120049 関東 長野県 日本電材工業株式会社 8010901016284 自動車ワイパー部品の内製化による生産能力向上とコスト削減

895 R120120050 関東 長野県 株式会社ダイワコーポレーション 1100001010540 塗装ロボットに塗料調合導入して、スマートファクトリーを実現する 春原　眞一

896 R120120051 関東 長野県 伊藤製菓有限会社 1100002035743 三重包餡一口大福の新商品開発・製造ラインの導入 飯田信用金庫

897 R120120054 関東 長野県 株式会社エール・エンタープライズ 3100001021791
熟練技術者のノウハウとＡＩ技術を活用した電子回路開発設計業務の
革新

内田　英明

898 R120120058 関東 長野県 ヒカリ素材工業株式会社 8100001010856 ３Ｄプリンタで使用するアルミニウム新合金粉末の創出

899 R120120060 関東 長野県 株式会社澤﨑肇商店 7100001011599 ＤＸで実現する高品質・低価格でおいしい付加価値米の提供事業 長野県信用組合

900 R120120063 関東 長野県 株式会社エスケー精工 2100001011199 立型マシニングセンターを導入し半導体製造装置の部品製造に参入 市木　圭介

901 R121120001 中部 岐阜県 株式会社Ｔｒｅｅ　Ｔｕｍｂｏ 2200001035452 ハイテク機器の導入による生産システムの改革

902 R121120003 中部 岐阜県 株式会社エスイーアイ 7200002002620 防災対策アプリケーション開発による自治体防災対策提案事業 服部　司

903 R121120007 中部 岐阜県 和銅株式会社 7180001011369
金属材料卸売業から新たに加工技術を習得してロボットのアルミニウ
ム加工に進出する事業

神谷　隆生

904 R121120008 中部 岐阜県 株式会社エーエスジャパン 6200001029822
自動車の流行に柔軟に対応できる生産体制の確立による、収益基盤
の強化

株式会社ゼロプラス

905 R121120009 中部 岐阜県 小寺精工 82EC9CCB
小径穴加工技術を獲得し、半導体製造装置部品業界からの需要に応
える

岐阜信用金庫

906 R121120010 中部 岐阜県 株式会社エムテック 5200001018982 加工工程の自動化設備導入による黒皮除去加工の生産性向上 羽根田　隆弘

907 R121120011 中部 岐阜県 有限会社小島精工 1200002007344 穴あけ工程の自動化による、加工精度向上と納期短縮の実現 株式会社十六銀行

908 R121120012 中部 岐阜県 株式会社蓑島刺繡 1200001010183 多品種小ロットプリント加工の生産性向上による短納期・品質向上計画 株式会社エフアンドエム

909 R121120013 中部 岐阜県 株式会社ニッショー金属 1200002003517 環境に優しい製鉄材料である鉄スクラップの一貫生産体制構築 岐阜信用金庫

910 R121120014 中部 岐阜県 株式会社アルミック 3200001000298 プレーナー加工内製化で叶える生産性・利益率向上計画 株式会社十六銀行

911 R121120015 中部 岐阜県 株式会社ＴＹＫソリューションズ 8200001036379 材料切断工程、曲げ工程の改善を図り、納期短縮と不良率低減を実現 株式会社大垣共立銀行

912 R121120016 中部 岐阜県 株式会社松原スタジオ 4200001011518 芸術性が高く材料の多様性に応じる立体造形物の超短納期体制開発 岐阜信用金庫

913 R121120019 中部 岐阜県 ＮＭ物流株式会社 3200001022879 新ＷＭＳの導入による生産性向上及びタイル業界の物流合理化 多治見商工会議所

914 R121120022 中部 岐阜県 有限会社片桐ダイカスト 2200002016014
三次元測定機の導入等による「アルミダイカスト部品総合メーカー」へ
の転身プロジェクト

株式会社十六銀行

915 R121120023 中部 岐阜県 株式会社小熊製作所 4200001013332 次世代自動車金属部品製造における溶接工程の自動化と生産性向上 北辰コンサルティング株式会社

916 R121120024 中部 岐阜県 有限会社犬飼精工 8180002005757 半導体向けロボット部品加工　生産性及び品質の革新 株式会社名古屋銀行

917 R121120025 中部 岐阜県 金子設計株式会社 4200001038040 ３ＤＣＡＤ導入による金型設計の革新とモデリングによる業務拡大 関信用金庫

918 R121120026 中部 岐阜県 有限会社アンプラ 3200002014784
安定した高品質の射出成形工程確立による自動車樹脂部品の生産性
向上

株式会社市岡経営支援事務
所

919 R121120027 中部 岐阜県 株式会社美濃家具 7200001019665 図面データシームレス連携で販社を支える多品種少量ＮＣ加工革新 岐阜信用金庫

920 R121120030 中部 岐阜県 有限会社ダイマツ建設 3200002022630 整地・草刈り事業の生産性・安全性の向上を実現する建機導入事業 岐阜県商工会連合会

921 R121120031 中部 岐阜県 古瀬歯科 CBE56AC4
地域の高度歯科医療を推進！最新医療機器の導入によるオーラルフ
レイル啓発事業

翔陽コンサルティング株式会社



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

922 R121120034 中部 岐阜県 株式会社伊藤プレス型製作所 5200001000370 超ハイテン材を用いた絞り形状を極める金型シミュレーション革新
株式会社市岡経営支援事務
所

923 R121120035 中部 岐阜県 株式会社大成 2200001023845 新技術フィルターを活用した純度の高い目的物（古紙原料）の獲得

924 R121120037 中部 岐阜県 株式会社森田木型 1200001007766 移行型の生産体制強化による地域サプライチェーンの強靭化 各務原商工会議所

925 R121120038 中部 岐阜県 有限会社大氣 2200002008845 薬局業務のプロセス改善で対物から対人業務に舵を切る。

926 R121120039 中部 岐阜県 中央製陶有限会社 6200002020409 サステイナブル消費に対応するテラコッタ耐熱容器の製造工程改善 東濃信用金庫

927 R121120040 中部 岐阜県 リッツ・アート株式会社 2200001033968 最新機器導入による歯科技工物の製法革新 関信用金庫

928 R121120043 中部 岐阜県 有限会社ホープ精工 7200002018071
新規製品獲得に向けた新たな生産ラインの立ち上げと工場のＩｏＴ化の
実現

小倉　裕樹

929 R121120046 中部 岐阜県 中村屋フードアクト株式会社 6200001003075 品質向上と大量受注に対応できる新設備導入
公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

930 R121120048 中部 岐阜県 有限会社さとカンパニー 4200002008570 焼肉食堂への業態転換による物価高騰対策 廣瀬　陽介

931 R121120049 中部 岐阜県 協同組合日本ライン花木センター 9200005007193 ＤＭコスト軽減、情報発信量増加を目的としたアプリ開発 株式会社大垣共立銀行

932 R121120050 中部 岐阜県 有限会社遠藤精工 1200002019645 次世代パワー半導体製造装置向け流量調整カラムの製造技術獲得
株式会社コムラッドファーム
ジャパン

933 R121120053 中部 岐阜県 株式会社ワイエス・コーポレーション 8200001008205
国産バナナの生産・在庫・販売までをＩＴ活用で一貫したスマート農場の
展開

糸川　純平

934 R121120054 中部 岐阜県 株式会社田上商店 1200001002924 多様なウェアニーズに対応する別注商品の短納期化と生産性向上 岐阜商工会議所

935 R121120055 中部 岐阜県 ビッグウェンズデー E17F97C0
ＣＡＤ／ＣＡＭ裁断機導入によるフルオーダーグラブ製造と未開拓市場
への参入

岐阜県商工会連合会

936 R121120059 中部 岐阜県 株式会社牧野精機 6200001014246
電動車向プレス部品用金型へのデジタル技術活用による新プロセスの
構築

937 R121120061 中部 岐阜県 株式会社小栗電気工事 7200001021233 雷害対策機能付高圧気中開閉器等の効率的な工事方式の導入 水野　輝彦

938 R121120062 中部 岐阜県 樋田建築事務所 2BDF65D6
工場やプラントの設備更新・改造工事に対応する３次元測量サービス
の展開

株式会社プロシード

939 R121120063 中部 岐阜県 株式会社四防災 2200001029512 法面工事における画期的な工法の導入 水野　輝彦

940 R121120065 中部 岐阜県 株式会社中部製作所 5200001006789
革新的加工技術を活用したスマートファクトリー関連製品向け精密ギ
ヤ製造事業の構築

941 R121120067 中部 岐阜県 ＶＥＲＳＵＳみずなみ 43E9503B 地域初出店のレーシングシミュレーターショップで地域活性化に貢献 水野　輝彦

942 R121120068 中部 岐阜県 金子鞘入刃物製作所 819C88B1 新たなニーズに向けた新しい製造技術の開発 関信用金庫

943 R121120070 中部 岐阜県 フランス料理レストラン　オーエセル AD694848
画期的な「フレンチのコースをお取り寄せ」等に対応する生産性向上に
よる販売拡大

岐阜商工会議所

944 R122120001 関東 静岡県 稲葉工業有限会社 7080002009240 アルミダイカスト部品の多品種少量生産品の製造プロセスの確立 しずおか焼津信用金庫

945 R122120002 関東 静岡県 有限会社サトル精工 8080102015856
小型化、高精度、量産加工に特化した医療機器部品製造プロセスの構
築

株式会社清水銀行

946 R122120004 関東 静岡県 宮本歯科 26EF8CEC 金属アレルギー治療の強みを活かしたデジタル化への取組み スルガ銀行株式会社

947 R122120005 関東 静岡県 株式会社森下金型製作所 3080401012179 三次元設計ソフトを活用した複雑形状部品への対応と技術継承計画 株式会社静岡銀行

948 R122120006 関東 静岡県 中根製茶株式会社 2080401014432 バイオマス素材を多用したティーバッグ個別外装製品の開発 島田掛川信用金庫

949 R122120008 関東 静岡県 エム・ケイ・テック株式会社 7080101009711
自動運転の高度化に繋がる高精度センサ内蔵ハンドル部品向け検査
治具の製造

立野　靖人

950 R122120009 関東 静岡県 コアデンタルアート C90F022F チタン冠製作のデジタル化による歯科技工工程の変革 静清信用金庫

951 R122120010 関東 静岡県 中川歯科医院 BCF53DCC 高齢者歯科治療の強みを活かした歯科医院の生産性向上の取組み しずおか焼津信用金庫

952 R122120012 関東 静岡県 そのべ歯科医院 DA427642 歯科医院のデジタルデータ活用による診療工程の変革 島田掛川信用金庫

953 R122120013 関東 静岡県 有限会社まいさか丸三 7080402009996 シラスの塩茹加工の際魚体を保護する独自の間熱式煮釜の開発 静岡県商工会連合会

954 R122120014 関東 静岡県 あきやま歯科クリニック DBCAC62A 歯科のデジタル化対応による高精度なインプラント治療への取組み 株式会社静岡銀行

955 R122120015 関東 静岡県 株式会社小楠金属工業所 8080401001061 歪み取り工程の自動化によるシャフト切削加工の生産性向上計画 浜松磐田信用金庫

956 R122120017 関東 静岡県 有限会社吉田花木 5080402021012
遠隔草刈機導入による堤防維持管理工事の労働安全性改善と生産性
の向上

静岡県商工会連合会

957 R122120018 関東 静岡県 自家焙煎珈琲屋コスモス ADD111D4 コーヒースイーツ開発と焙煎自動化による品質標準化と生産性向上 静岡県商工会連合会

958 R122120019 関東 静岡県 須藤工業株式会社 8080101010998
食品業界向けの工場設備・メンテナンス・保全事業の製造システム構
築

株式会社清水銀行

959 R122120020 関東 静岡県 株式会社日晴農場 3080001020788 次世代型農業システムによる生産性向上及び新野菜生産計画 株式会社静岡銀行

960 R122120021 関東 静岡県 きのうち歯科医院 604FE8A5 マタニティ治療・高齢者医療の強化と歯科治療の生産性向上の実現 株式会社静岡中央銀行

961 R122120022 関東 静岡県 大建産業株式会社 5080401002863
溶接シミュレーター等の導入による　［人材の早期戦力化］×［利益拡
大］×［ＣＯ２削減］計画

株式会社アトリオン

962 R122120023 関東 静岡県 望月自動車販売株式会社 8080001023480 生産性向上による雇用増加とデジタル技術による安全性向上 しずおか焼津信用金庫

963 R122120024 関東 静岡県 株式会社いちうろこ 9080001011856 まぐろのしっぽを使用した練り製品の商品開発と作業効率の強化 静岡県商工会連合会

964 R122120027 関東 静岡県 株式会社ＫＭＯ 1080401021735 ＭＡＴ施工技術と型枠工事のイノベーション新事業による販路拡大 浜松磐田信用金庫

965 R122120029 関東 静岡県 光洋物産株式会社 5080401011501 機械導入による効率化で働きやすさの創出と若手の人材確保を実現 税理士法人TARGA

966 R122120030 関東 静岡県 株式会社フォレストラヴェル 3080101021430 災害に強い森づくり。持続可能な森林・林業経営の構築。 富士宮商工会議所

967 R122120031 関東 静岡県 東海ブリーディング株式会社 9080401014079
ゴミから資源へ　　循環型社会への貢献と豚糞処理経費の改善と収入
の複線化

服部　司

968 R122120032 関東 静岡県 有限会社ハギワラ 4080102014696 ３Ｄ　スキャナーによるデータ読込・作成サービス 富士信用金庫

969 R122120033 関東 静岡県 浜松ロール工業株式会社 4080401004233
食品・飲料向けフィルム用グラビア印刷の高品質化に貢献する印刷設
備用部品の高精度化計画

株式会社静岡銀行

970 R122120034 関東 静岡県 斉藤畳店 B5B80B94 ニーズの高い薄畳・縁なし畳の生産体制構築のための新規設備導入 野竿　健悟

971 R122120035 関東 静岡県 木村飲料株式会社 6080001012997 商品にＱＲコードを記載した環境配慮型ラベルによる海外販路拡大
株式会社あすなろマネジメント
パートナーズ

972 R122120036 関東 静岡県 有限会社ディーズ 9080402016710 雨水侵入防止効果の高い笠木板金の高精度・生産性向上の実現

973 R122120037 関東 静岡県 有限会社一成 8080002015056
茶葉の高品質維持を実現する短期集中加工依頼に対応可能なフレキ
シブル生産体制の構築

浜松磐田信用金庫

974 R122120039 関東 静岡県 土屋工業株式会社 9080101020170
空き家の増加などによる住宅解体需要に対応する解体工事生産性向
上計画

富士信用金庫

975 R122120041 関東 静岡県 小川歯科医院 EBD2FE82 「印象採得工程のデジタル化」による地域歯科医療への貢献 三島信用金庫

976 R122120042 関東 静岡県 よねざわ歯科医院 4F30C641 歯科用ＣＴと高周波治療器具導入による根管治療の高度化事業 浜松磐田信用金庫

977 R122120044 関東 静岡県 ヤマトエスロン株式会社 9122001020378
高品質化粧品容器の品質検査における自動化および高効率生産体制
の構築

株式会社エフアンドエム

978 R122120045 関東 静岡県 株式会社大村商会 7080402001730 スポークホイールの組立事業において日本トップクラスの技術確立 浜松磐田信用金庫

979 R122120046 関東 静岡県 大迫みき 6542953C 最新の光学スキャナーによるデジタル技術を駆使した矯正治療の確立 浜松磐田信用金庫

980 R122120047 関東 静岡県 株式会社富岳テック 4080101011026
ＮＣスッタド溶接機の導入と当社独自技術のデジタル融合による高品
質・高生産体制の確立

株式会社エコ・ブレーンズ

981 R122120048 関東 静岡県 レワードグループ協同組合 3080405000568
デジタル技術を活用した国内一貫生産にこだわった競技用野球帽子製
造への取組み

浜松磐田信用金庫

982 R122120049 関東 静岡県 有限会社ホーリーマイン 7021002039555 高速印刷可能な小型ホログラフィックプリンターの開発と展開 沼津信用金庫

983 R122120051 関東 静岡県 株式会社大栄商会 8080401013346
増加する工作機械の工場レイアウト変更サービスの抜本的な工程革
新

株式会社静岡銀行

984 R122120052 関東 静岡県 明和工業株式会社 7080101011865 三次元測定機導入でケガキを熟練から自動化へ生産プロセスの改善 富士宮信用金庫

985 R122120053 関東 静岡県 愛管株式会社 5080401000033 「地熱」を活用した技術提案によるワンストップ施工体制の構築！ 浜松磐田信用金庫

986 R122120055 関東 静岡県 株式会社カンナ工業 8080101008357 次世代パワー半導体製造装置向け高精度バルブの製造技術獲得
株式会社コムラッドファーム
ジャパン

987 R122120056 関東 静岡県 不二運輸株式会社 2080101001631 基幹システムのＤＸ化によるシステムの統合と配車の付加価値構築



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

988 R122120057 関東 静岡県 有限会社ミューズ・アール 3080002005730 レトロカーの動力出力計測による最適な整備と燃費性能の実現 静清信用金庫

989 R122120058 関東 静岡県 株式会社Ｓｈｉｄａ　Ｖｅｇｅ 2080001018288
耕運から収穫までの作業工程の機械化を進め、枝豆・ブロッコリーの
生産に特化した利益率の高い農業を実現する

カタチクリエイト株式会社

990 R122120059 関東 静岡県 なお歯科クリニック F363211C 小児の強みを活かしデジタル化で地域を牽引する医院へ変革する 株式会社清水銀行

991 R122120060 関東 静岡県 株式会社青木興業 4080402017127 小型ＩＣＴ建機を活用した高精度化と生産性向上の実現

992 R122120061 関東 静岡県 株式会社東海造成 9080001003465 選別・篩い分けプラント新設による石灰岩の製品化 しずおか焼津信用金庫

993 R122120062 関東 静岡県 松井製茶・松光園 637B7E16 最新型摘採機による生産性向上と異常気象に対応した茶園管理実現 袋井商工会議所

994 R122120063 関東 静岡県 株式会社小栗農園 5080001013617
茶カテキンによる体脂肪（内臓脂肪・皮下脂肪）を減らす機能性表示食
品としての新商品開発

島田掛川信用金庫

995 R122120064 関東 静岡県 Ｒｅ：ＡＳＴＥＰ 0AE8A91D 大型立型マシニングセンタの導入における生産性の向上 遠州信用金庫

996 R122120065 関東 静岡県 たいよう接骨院 93B9FD6C 高気圧酸素ルームを導入し、接骨院での治療効果向上等を図る事業 富士宮信用金庫

997 R122120066 関東 静岡県 有限会社協和建設 9080002017472 ３Ｄマシンガイダンスを積極活用したＩＣＴ施工による生産性向上 株式会社清水銀行

998 R122120067 関東 静岡県 萩錦酒造株式会社 2080001004206 冷蔵装置と殺菌装置によるバイオ技術活用による清酒新商品展開

999 R122120068 関東 静岡県 おび歯科クリニック 4B085BFB 再発を抑制する高精度な根管治療と予防の高度化への取り組み 島田掛川信用金庫

1000 R122120070 関東 静岡県 名倉製作所 9F08DCC2 ＮＣ旋盤導入による中ロット製品向け生産ラインの立ち上げ 小倉　裕樹

1001 R122120071 関東 静岡県 合同会社Ｓ＆Ｔ 1080403004564 県内で希少なふくむらさきを使った干し芋の生産性向上の実現 島田掛川信用金庫

1002 R122120072 関東 静岡県 株式会社清美軒 7080001008482 株式会社清美軒　ものづくり補助金活用によるプルーファ導入計画 株式会社清水銀行

1003 R122120073 関東 静岡県 株式会社マルフク 8080001015222 生産性向上に向けた鶏卵在庫管理システムの開発 水谷　弘隆

1004 R122120074 関東 静岡県 ねむノ木歯科クリニック F5FB3616 地域住民の要望に応えるデジタルデータ活用の歯科医院への変革 遠州信用金庫

1005 R122120075 関東 静岡県 株式会社もちのき 4080101012379 「冷凍どらレット」の開発・製造と販路拡大事業 静岡県商工会連合会

1006 R122120078 関東 静岡県 有限会社見野金型製作所 5080402008034 ＣＡＤ／ＣＡＭ導入によるプレス金型設計における生産体制強化 小倉　裕樹

1007 R122120082 関東 静岡県 はまかぜ歯科 4D63B6E6 歯周病治療の効率化を図るための新たな診断装置の導入 静岡県商工会連合会

1008 R122120084 関東 静岡県 オガサパック AEBA7615 段ボール加工の生産性を向上させながら女性が働きやすい職場とする 静岡県商工会連合会

1009 R122120085 関東 静岡県 有限会社良知園芸 7080002014785 傾斜面・法面等に対応する除草作業工程の確立と受注体制の強化 静岡県商工会連合会

1010 R122120088 関東 静岡県 株式会社オールフォーワン 7080401013719
地域医療の課題解決に資するクリニック事業承継支援サービスの高度
化

浜松磐田信用金庫

1011 R122120089 関東 静岡県 株式会社井上花火 6080001012915 ＡＲ技術活用による手持ち花火の燃焼表現及び自社販売ルートの確立 株式会社静岡銀行

1012 R122120091 関東 静岡県 株式会社３６５ＬＩＦＥ 7080401022331 ＡＩを活用した不動産検索ポータルサイト 浜松商工会議所

1013 R122120092 関東 静岡県 有限会社平成造園 8080002015428 ラジコン草刈り機導入による除草の生産性向上とリサイクルの取組 静岡県商工会連合会

1014 R122120096 関東 静岡県 株式会社吉田ハム工場 8080001014100 薄切りベーコンの生産性品質向上による卸売の拡大と新商品開発 静岡県商工会連合会

1015 R122120097 関東 静岡県 株式会社ＭＵＫＩＪＩＫＵ 5080001024779 ＬＥＤパネルとスマートフォンアプリを使った配達員向け広告事業

1016 R122120098 関東 静岡県 株式会社ＴＩＡＲＡ　Ｊａｐａｎ 5040001058434 販売・顧客管理のＤＸ化による販売戦略の転換と自動接客の導入

1017 R122120099 関東 静岡県 Ａｗｉｅｓ合同会社 4080103002502 特殊自動車の遠隔支援タイヤ交換出張サービスの開発 三島信用金庫

1018 R122120101 関東 静岡県 柴原化成株式会社 8080001013960
最適な金型サイズのブロック成形による断熱材用ＥＰＳの品質の安定
化

島田掛川信用金庫

1019 R122120102 関東 静岡県 丸藤製茶 7D5FC7C2
黄金の川根茶を全国に！独自の火入を駆使した高品質川根茶製造と
新商品開発計画

島田掛川信用金庫

1020 R122120105 関東 静岡県 有限会社森芳製本所 2080002005979
タンザックの導入による生産の自動化と環境に配慮した製本技術の展
開

辻　拓真

1021 R122120106 関東 静岡県 有限会社山本技建 8080402008592
感染防止に役立つ快適な居住空間を提供する「空気循環型パッケージ
ハウス」の生産体制確立と販売

1022 R122120107 関東 静岡県 株式会社宝神鋼業 3180001057589 生産性向上を目的とした新体制構築のための新設備導入事業

1023 R122120108 関東 静岡県 株式会社箱秀紙器製作所 9180301006793
貼箱製造現場における生産プロセスの見直しによる生産効率の改善と
労働環境の改善

蒲郡信用金庫

1024 R122120109 関東 静岡県 株式会社マルマサ 5080101013962
特殊冷凍先端設備の導入による新たな冷凍加工を行った魚介の製造
販売事業

藤原　和重

1025 R122120110 関東 静岡県 有限会社ツクダ 6080402009683
スマート農業の進展に対応した農業機械部品の試作と生産体制の構
築

遠州信用金庫

1026 R122120112 関東 静岡県 有限会社加藤鐵工 4080002013542 「鉄骨柱溶接ロボットシステム」導入による鉄骨製作の高度化 島田掛川信用金庫

1027 R122120113 関東 静岡県 有限会社長谷川技研工業 2080002016150
最新の研削盤と三次元測定機導入による船用ガスエンジン部品の生
産性向上

しずおか焼津信用金庫

1028 R122120115 関東 静岡県 有限会社岩倉溶接工業所 1080002013438
３ＤＣＡＤ対応力の強化及びデータの一元管理による業務効率化と見
積りの短期化

島田掛川信用金庫

1029 R122120117 関東 静岡県 株式会社インフィニック 1080001022010 小型ロングアーム解体重機活用による狭小地作業の機械効率化 中村　仁亮

1030 R122120118 関東 静岡県 株式会社松和技研 5080401002368 デジタル技術を活用した農業水利施設の点検・診断サービスの展開 株式会社プロシード

1031 R122120119 関東 静岡県 有限会社龍月堂 6080002014002
味の大事な要素である食感を追求した高品質な和菓子の効率的な製
造

島田掛川信用金庫

1032 R122120120 関東 静岡県 株式会社ドリーム・フーズ 7080001013656 色彩選別機の連結による異物除去工程の１工程化・省人化の実現 株式会社静岡銀行

1033 R122120121 関東 静岡県 株式会社コンツナ 9080001016401 大型インクジェットプリンターを活用した新たな反射印刷手法の開発 静清信用金庫

1034 R122120123 関東 静岡県 有限会社渡辺測量事務所 2080102021208 ３次元点群データによる測量業務の生産性向上とＩＣＴ化の推進 株式会社静岡銀行

1035 R122120124 関東 静岡県 株式会社シーズプロジェクト 3080001019186
業界初、バーチャルプロダクション用高品質３Ｄデジタルデータの提供
サービス

しずおか焼津信用金庫

1036 R122120125 関東 静岡県 株式会社黎明社 2080101002043
自動給紙機構付きカッティングプロッター導入によるパッケージ・シール
小ロット印刷市場の開拓

三島信用金庫

1037 R122120128 関東 静岡県 あさひデンタルクリニック 6C70D223 ワンデイトリートメントの提供によるマタニティ診療の強化 株式会社静岡銀行

1038 R122120129 関東 静岡県 株式会社白柳水産 5080401025237 海苔養殖業者による浜名湖産生青海苔「小分け化」商品の製造販売 静岡県商工会連合会

1039 R122120130 関東 静岡県 矢壼デザイン 07F4E483 クレイアートを活用した３Ｄアニメーション制作の生産性向上

1040 R122120131 関東 静岡県 スミス歯科医院 15941BA7 地域の健口を守り続ける高度な歯内療法への取組み しずおか焼津信用金庫

1041 R122120132 関東 静岡県 株式会社プラントシステム 7080001009076
生産体制強化による低コスト化の実現と地域連携による廃プラスチック
マテリアルリサイクルの可能性

静岡商工会議所

1042 R122120134 関東 静岡県 株式会社クックランド 3080101014970 「伊豆の名店、地域で愛された逸品シリーズ」の製造販売事業 下田商工会議所

1043 R122120136 関東 静岡県 有限会社前田自動車塗装所 8080002011278 事故で大破した輸入車の再生中古車販売事業による高付加価値化 杉山　毅

1044 R122120137 関東 静岡県 竹内歯科医院 D15A5FE4 Ｅｒ：ＹＡＧレーザーの活用による根管治療精度の高度化実現 株式会社静岡銀行

1045 R122120139 関東 静岡県 こうざい歯科クリニック 3ABBEF44 最先端歯科治療技術を用いたＭＩ治療の高度化とＶＲによる技術伝達 株式会社静岡銀行

1046 R122120140 関東 静岡県 南陽マテリアル株式会社 9080401014145 治具卸売業における製品品質の検査工程構築による新規受注獲得 株式会社フラッグシップ経営

1047 R122120144 関東 静岡県 ソフトプレン工業株式会社 2080401002791 ＩｏＴ導入による実績集計の細分化とデジタルツインによる生産性向上

1048 R122120146 関東 静岡県 株式会社ケアホープ 1080002012514 健康と生活を支える弁当を含めた複合的な宅配サービスの事業化

1049 R122120147 関東 静岡県 西部合材リサイクルセンター協同組合 8080405000472 集塵工程の改善による再生アスファルト合材の低コスト化の実現

1050 R122120150 関東 静岡県 宮様まんぢう本舗潮屋 738CF79C あんこ発祥の地興津から餡子の煮炊き技術による新商品開発 株式会社清水銀行

1051 R123120001 中部 愛知県 有限会社ＴＵＫＳ 4180302010106
自動化設備の開発短期化および高度化に対応！機械加工工程を内製
化しアジャイル開発体制を構築

豊橋信用金庫

1052 R123120003 中部 愛知県 株式会社渥美モータース 1180301007642
自動車業界の変革に対応。田原市初の自動運転システム搭載車の車
検・修理サービス事業

豊橋信用金庫

1053 R123120004 中部 愛知県 丸繁紙工株式会社 3180001013492 新型の紙断裁機導入による生産性・加工可能寸法・安全性の向上



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

1054 R123120005 中部 愛知県 株式会社アイミクロン 3180301018134 発注業務のシステム化および製造記録のペーパーレス化 田畑　安啓

1055 R123120006 中部 愛知県 平澤工業有限会社 5180302002564 脱炭素化に資する新複合材に対応した金型部品製造の高度化

1056 R123120007 中部 愛知県 株式会社共栄 6180001044808
プラズマ粉体肉盛溶接機の導入による高硬度・高精度・短納期溶接体
制の構築

株式会社ゼロプラス

1057 R123120010 中部 愛知県 株式会社宮後 2180301023358 ウレタン廃材を活用したリサイクル専用金型の高度化

1058 R123120012 中部 愛知県 有限会社高野熔接工業所 8180002006573
ファイバーレーザー溶接による金型肉盛溶接加工の生産体制増強並
びに高精度化

株式会社大垣共立銀行

1059 R123120013 中部 愛知県 有限会社有松塗工店 4180002054857 仮設ゴンドラ導入による塗装工事全般の作業効率化 碧海信用金庫

1060 R123120014 中部 愛知県 株式会社橋本製作所 6180001097970 自動バリ取り機の導入による生産性向上と労働災害リスクの低減 株式会社ゼロプラス

1061 R123120015 中部 愛知県 株式会社間瀬 8180001066981
国内・海外ともに人気の高い豆腐の生産に使用するオリジナル型箱の
生産拡大体制の構築

瀬戸信用金庫

1062 R123120017 中部 愛知県 おおすぎ歯科クリニック 5D716E97
歯科診療所と技工所との間のＤＸ化を進め、作業時間削減と、手術時
間・診療期間削減による患者満足を両立する

有限会社竹内総合研究所

1063 R123120018 中部 愛知県 株式会社メイトー 6180001005652 薄物ステンレス溶接技術獲得による新型厨房用調理器の開発と販売 株式会社ゼロプラス

1064 R123120020 中部 愛知県 Ｃｄｔ　Ｓｉｇｎ株式会社 4190001019959 ＬＥＤ看板専用３Ｄプリンター導入による完全国内生産の実現 株式会社名古屋銀行

1065 R123120021 中部 愛知県 株式会社タイヨー 9180001026027 補強リング製造の内製化に挑戦しさらなる付加価値の増大を図る
株式会社アクセルパートナー
ズ

1066 R123120022 中部 愛知県 有限会社はせ川工業 3180302003696
溶接・塗装工程の全自動化による次世代自動車部品搬送用パレットの
製造

株式会社ゼロプラス

1067 R123120023 中部 愛知県 池田工業株式会社 9180301013690
フォークリフトの電動化・無人運転化に伴う精密な部品加工技術の醸
成

碧海信用金庫

1068 R123120026 中部 愛知県 株式会社ＳＡＲＴＥＣ 9180001101845 高天井用長尺建材の生産体制確立を目的とした曲げ加工精度の向上 株式会社ゼロプラス

1069 R123120027 中部 愛知県 トモベ電工株式会社 4180001149996
電気自動車（ＥＶ）の普及と共に増加する蓄電池用セラミック部品の生
産プロセス改善

瀬戸商工会議所

1070 R123120029 中部 愛知県 伸光技研産業株式会社 6180001097161 ＩｏＴ技術を活用した金型管理システムによりエコカー市場へ進出

1071 R123120030 中部 愛知県 株式会社加藤数物 7180302013031 事業承継を契機とした協働ロボット導入による事業実施体制の強化 株式会社ゼロプラス

1072 R123120032 中部 愛知県 犬飼建設株式会社 1180001006077
狭小地に対応した重機による対応幅拡大、及び一般顧客向け販路拡
大計画

1073 R123120035 中部 愛知県 株式会社博正塗装 2180001047574 ブラスト施工を内製化し、公共工事の販路拡大を目指す事業 奥岡　亮太

1074 R123120037 中部 愛知県 紬建築株式会社 8180001147344 伝統的な日本建築のための製材作業の機械化・効率化による新展開 檜垣　昌幸

1075 R123120038 中部 愛知県 株式会社タイガーサッシュ製作所 3180301014158
ベンダー機改良で生産性向上・品質向上し、省エネ・ＣＯ２削減に挑戦
する

宮野　壽明

1076 R123120039 中部 愛知県 有限会社市来機械 5180002091924 車載用リチウムイオン電池缶を成形するプレス加工機械の増産に貢献 渡辺　真康

1077 R123120040 中部 愛知県 株式会社ＫＡＮＫＹＯ　ＨＡＮＤＳ 2180001099351 生産性・リサイクル率向上　固形化燃料原料圧縮機導入 安藤　朝将

1078 R123120041 中部 愛知県 高木建設株式会社 6180001092823 ＩＣＴ重機の導入による革新的な現場改善と生産性向上

1079 R123120042 中部 愛知県 有限会社大日電気工業 4180002014101 特殊大型成型機導入による生産領域拡大と生産性向上
MASTコンサルティング株式会
社

1080 R123120043 中部 愛知県 株式会社ＲＭＧマシンファーム 3180001138744 Ｒ形状の精密性に優れたテストピース（引っ張り試験片）の量産化 橋詰秀幸

1081 R123120045 中部 愛知県 有限会社花月 2180002059882 国内回帰の実現と新規受注獲得に資する設備導入計画 株式会社名古屋銀行

1082 R123120046 中部 愛知県 株式会社大伸製作所 4180001025999 ＥＶ用絶縁添加剤入りゴムを成形できる特殊金型の生産性向上 株式会社名古屋銀行

1083 R123120048 中部 愛知県 株式会社今井組 3180301017895 マルチブーム解体機導入による解体工事の生産性及び安全性 碧海信用金庫

1084 R123120050 中部 愛知県 株式会社京栄センター 4130002034252
製造系人材派遣会社に特化したエージェント型採用システムの開発事
業

株式会社ｂｔｏｂｅｅ

1085 R123120051 中部 愛知県 愛研株式会社 8180001149844 最新鋭の検査機器を導入し、品質・生産性の向上を実現する 株式会社フラッグシップ経営

1086 R123120052 中部 愛知県 株式会社野村紙器 3180001039736
ボトルネックを機械化し伝統技術による高付加価値製品の生産体制を
確立

1087 R123120053 中部 愛知県 金山化成株式会社 7180301022396 穴開け加工の自動化による発泡樹脂用金型の製造プロセス革新事業 西尾信用金庫

1088 R123120054 中部 愛知県 株式会社安城軽合金製作所 6180301012555 アルミダイカスト部品製造のロボット導入による生産性向上 碧海信用金庫

1089 R123120055 中部 愛知県 キクチコールドヘッター株式会社 9180301013897
自動車用冷間鍛造部品の検査工程の自動化による品質向上及び生
産能力増強計画

株式会社エフアンドエム

1090 R123120056 中部 愛知県 株式会社シーエル化工 7180001079407 ＩｏＴを活用した工程自動化による高速・高精度・高信頼性への取組
株式会社市岡経営支援事務
所

1091 R123120057 中部 愛知県 合同機工株式会社 2180301015223 需要変化の激しい機械加工部品に適した変種変量生産方式の開発 西尾信用金庫

1092 R123120058 中部 愛知県 株式会社三四四 4180001094961
有機系残渣液付着プラスチックを再生した、石油・石炭代替燃料の市
場化

1093 R123120060 中部 愛知県 株式会社ＫＡＮＥＫＥＮ 9180001141759
都市再開発に伴う造成・外構工事等の短工期化に対応する施工体制
の構築

株式会社エフアンドエム

1094 R123120061 中部 愛知県 プリントス株式会社 7180001083656 鏡面・立体・曲面へのフルカラー印刷提供事業

1095 R123120062 中部 愛知県 有限会社吉荒化工 7180302010458 環境対応型の表面加工処理技術の高度化による生産性向上事業 豊橋信用金庫

1096 R123120064 中部 愛知県 株式会社小西生コン 2180001001977 地域の生コン工場のスマートファクトリー化に向けた設備投資

1097 R123120065 中部 愛知県 有限会社三和硝子加工所 1180002040942
生産体制再構築による高精度加工の内製化実現及び競争力強化事
業

株式会社名古屋銀行

1098 R123120066 中部 愛知県 株式会社さんわコーポレーション 8180001098109 レーザ測定・画像判定技術を用いた鶏肉カット工程自動化への挑戦

1099 R123120067 中部 愛知県 ジャパンテクノ株式会社 6180001113117
次世代車（電動車）用モーター構成部製造装置部品の生産体制強化
計画

株式会社名古屋銀行

1100 R123120070 中部 愛知県 株式会社東海メカニックス 1180001103246 板金加工の内製化による生産性向上及びＡＧＶ案件の新規事業計画 碧海信用金庫

1101 R123120071 中部 愛知県 株式会社伊藤精密工具製作所 2180001018897
航空宇宙およびエネルギー産業への参入を目指した製品生産の取り
組み事業

ジーフロー税理士法人

1102 R123120073 中部 愛知県 竹内佐年デンタルオフィス 904577CA
デジタル式マイクロスコープの導入による根管治療の高度化及び自動
金銭出納機導入による歯科診療所ＤＸ化の進展

有限会社竹内総合研究所

1103 R123120074 中部 愛知県 株式会社八木製作所 3180301019470 生産キャパシティの増加と働き方改革の同時実現をめざす計画

1104 R123120075 中部 愛知県 株式会社昭栄広報 6010001018209 学生向けイベントのＤＸ化によって大幅な生産性向上を実現 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

1105 R123120076 中部 愛知県 津田鋼材株式会社 8180001020146
生産管理のＤＸ化を実現するシステム導入によって高効率な管理体制
刷新計画

シェアビジョン株式会社

1106 R123120078 中部 愛知県 亀川工業株式会社 5180001082627 グリース充填自動機の導入による充填作業工程の改善と生産性向上

1107 R123120079 中部 愛知県 株式会社名西ＡＣ 6180001117035 超音波診断画像による循環器疾患の早期診断技術の高度化事業 安達　隆久

1108 R123120080 中部 愛知県 有限会社鬼頭紙器製造所 2180002030488 デザイン性の高い貼箱の生産性向上によるギフト産業への挑戦 株式会社愛知銀行

1109 R123120081 中部 愛知県 株式会社トラベルマネジメントシステム 9180001044689 デジタルと人との連携。迅速なハネムーン提案を可能にする取組み 奥岡　亮太

1110 R123120082 中部 愛知県 ゼーティスウォード株式会社 3180001137481 地域タレント活用による地域産品応援販売プラットフォーム事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

1111 R123120083 中部 愛知県 東名産業株式会社 2180001026355 最新鋭ＣＮＣ旋盤導入で実現する働き方改革の実現と新規市場開拓

1112 R123120085 中部 愛知県 河口建設株式会社 1180001073968 ３Ｄ施工の導入による業務効率化

1113 R123120088 中部 愛知県 魚錠フーズ株式会社 4180001133950 高齢者施設へ新鮮な魚の加工品の販売で事業を早期に軌道に乗せる 杉浩行

1114 R123120091 中部 愛知県 有限会社佐藤研磨工業所 5180002006345 高速形彫り放電加工機の導入による一貫生産体制の実現 小倉　裕樹

1115 R123120092 中部 愛知県 高蔵寺　しらやま町の動物病院 8E94A050 消化器疾患の治療を特色とした地域の中核となる動物医療の提供

1116 R123120096 中部 愛知県 株式会社指只 1180302020017 介護向けも含めたリフォーム用部材の大型化対応に伴う生産性　向上 西尾信用金庫

1117 R123120097 中部 愛知県 有限会社スパゲッティヨコイ 9180002031389 テーブルオーダーシステム導入による業務効率化と、付加価値向上
株式会社アクセルパートナー
ズ

1118 R123120098 中部 愛知県 早川鉄工株式会社 5180301022860 溶接ロボットシステムの導入による労働生産性の向上事業

1119 R123120100 中部 愛知県 西尾歯科 F6B4BC4C
間接業務低減に伴う業務フロー効率化の実現と歯科診療新サービス
の提供

小倉　裕樹
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1120 R123120102 中部 愛知県 株式会社壱善 1180001102280 ケレン・ライニングの工場分野への進出

1121 R123120107 中部 愛知県 株式会社明工舎製作所 6180001041318 複合加工機導入によるＥＶ車載用蓄電池市場向け生産ラインの確立 小倉　裕樹

1122 R123120111 中部 愛知県 はせがわ眼科医院 09C496C7 黄斑変性症の低侵襲検査・治療体制と小児の斜視検査体制の構築 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1123 R123120113 中部 愛知県 株式会社成功電気 7180001057890 太陽光発電の自家消費をＡＩを使いデマンド制御するシステムの開発

1124 R123120116 中部 愛知県 株式会社中モールド 5180001076249 カーボンニュートラルに対応する新素材用の金型開発体制の構築 神谷　隆生

1125 R123120117 中部 愛知県 有限会社昭栄 7180002071841 ＣＮＣ自動旋盤導入による次世代自動車向け生産体制の構築 小倉　裕樹

1126 R123120118 中部 愛知県 片桐銘木工業株式会社 9180001019204 国産材を利用した建材加工における革新的な生産体制の構築

1127 R123120119 中部 愛知県 株式会社遠藤製作所 3180001019028 自動切粉破砕圧縮機の導入による工場内の製造環境向上 小倉　裕樹

1128 R123120120 中部 愛知県 小倉板金 9B8EDAAE デジタル技術を活用した建築用厚板板金の曲げ加工精度向上 瀬戸信用金庫

1129 R123120123 中部 愛知県 株式会社小松種鶏場 2100001013121 新規飼育ケ－ジシステム導入による生産性向上及び増産体制の構築 松本信用金庫

1130 R123120125 中部 愛知県 有限会社寺部鉄工所 1180302008581 環境負荷低減に対応したホブ加工工程の確立による生産性向上 豊橋信用金庫

1131 R123120126 中部 愛知県 有限会社西脇紙工 1180002012231
最新機能のグルアーにより小型箱の取扱開始、高速化、高品質化を実
現

中日信用金庫

1132 R123120129 中部 愛知県 有限会社伊藤畳製作所 3180302021376 最新鋭の畳機械導入により、生産性向上とニーズへの対応力を両立 税理士法人牧野会計

1133 R123120130 中部 愛知県 株式会社雅トータルデザイン 7180301026125 子供の学習効率を飛躍的に高めるテキスト連動型英語学習システム レンタルＥＣ株式会社

1134 R123120131 中部 愛知県 有限会社宮木製作所 1180002024813 レーザー加工機による内製生産効率向上、量産品対応計画

1135 R123120132 中部 愛知県 ローグワン 13186F8B 店舗工事及び自動概算見積作成システム導入 小栗　崇嗣

1136 R123120134 中部 愛知県 株式会社チップトン 1180001014914 セラミック製品の動的画像解析による寸法測定精度の向上 名古屋商工会議所

1137 R123120136 中部 愛知県 山村デンタルクリニック 7B5917F0
デジタル技術を活用し、正確かつ短時間での診断・治療を可能とし、生
産性の向上・満足度の向上を図る取り組み

株式会社静岡銀行

1138 R123120138 中部 愛知県 株式会社プロシード 7180001055408
東京大学松尾研究室との共同開発❗️ＡＩ資金調達対応型資金繰り作成
アプリケーションの開発

税理士法人Ｈ＆Ｐ

1139 R123120142 中部 愛知県 株式会社ＭＲＳ 9180001073003 業界初コンディショニング＆リフレッシュ専門デイサービス

1140 R123120143 中部 愛知県 よこち歯科・こども歯科 A1586CDB
デジタル技術による治療工程の刷新及び小児歯科における優位性の
確保

株式会社静岡銀行

1141 R123120144 中部 愛知県 余語歯科 A7CD5577
「短期間」「痛みの少ない」「口腔内への影響少ない」矯正治療を実現
するとともに、医院のＤＸ化を図る

株式会社静岡銀行

1142 R123120147 中部 愛知県 榊原産業株式会社 2180001079535 加工機械の導入と生産工程可視化による加工効率の大幅改善 株式会社フラッグシップ経営

1143 R123120148 中部 愛知県 クレフォートグループ株式会社 1180301013987
「安心・安全で美味しい玉子焼き」の量産化に役立つ冷却工程高度化
事業

座間　裕史

1144 R123120149 中部 愛知県 株式会社タクミ 7180001148509 産業用ロボットアームのマニピュレータ部品の製造技術獲得
株式会社コムラッドファーム
ジャパン

1145 R123120150 中部 愛知県 ちゅらうみ株式会社 1180001135363 児童福祉事業の業務プロセスＩＴ化による効率改善とＣＳの向上

1146 R123120151 中部 愛知県 株式会社グットリード 7180001140829
日本酒を取り扱う飲食店様への目的型来店・リピート利用を促す「日本
酒マニア」の開発			　			

稲山哲智

1147 R123120152 中部 愛知県 株式会社広瀬衣料 9180001005195 ＩｏＴ技術を活用したデータの一元化及び生産性の向上

1148 R123120153 中部 愛知県 川浪製作所 0E20A48B
国内半導体の競争力強化へ貢献！半導体製造装置向け精密部品製
造

ひまわり経営サポート株式会
社

1149 R123120154 中部 愛知県 株式会社アンコム 6180302016217
圧縮機導入によるボトルｔｏボトルのための選別ラインシステム構築事
業

磯貝　常太

1150 R123120155 中部 愛知県 にしはら眼科クリニック 3F4CC53D
眼科医療とデジタル技術の組み合わせにより最先端白内障治療体制
を実現

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1151 R123120156 中部 愛知県 豊橋ボデー株式会社 4180301006625 抜群のコストパフォーマンスを誇る水性塗料鈑金塗装事業の実現 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

1152 R123120159 中部 愛知県 株式会社植須登工機 9180001067797 レーザー加工機によるテープ加工 瀬戸信用金庫

1153 R123120160 中部 愛知県 株式会社Ｓｔｙｌｅ 6180301033155 安全性と環境対応の向上を求められる産業用洗浄装置筐体の内製化
MASTコンサルティング株式会
社

1154 R123120161 中部 愛知県 株式会社ＡＩＫＩリオテック 4180001087263
納期短縮、生産性向上、高機能化を実現し、唯一の繊維試験機メー
カーとなる。

1155 R123120163 中部 愛知県 アイエス合同会社 5180003021509 配送効率と管理効率を向上する配送管理システムの構築

1156 R123120165 中部 愛知県 有限会社ユーロハーツ 2180002059916 整備技術の高度化・効率化による事故車修理事業の強化

1157 R123120166 中部 愛知県 パル動物クリニック C117F6A5 ドッグサロン事業者と連携した健康診断サービスの提供

1158 R123120167 中部 愛知県 ばんの歯科 DE2B9C99 歯科用ＣＴを活用した再治療リスクの少ない根管治療の実現

1159 R123120168 中部 愛知県 株式会社マクロアークス 8180301030324 ＮＣフライス盤導入による中型製品への対応力向上 小倉　裕樹

1160 R123120171 中部 愛知県 株式会社トヨトミ 2180001010714
曲げ工程の生産性強化による高付加価値燃焼機器のＥＣ販売体制確
立

株式会社ゼロプラス

1161 R123120172 中部 愛知県 株式会社イナパック 3180001093122 高付加価値製品の完全内製化への取り組み

1162 R123120176 中部 愛知県 浅岡歯科 36C71652 環境に配慮した高精度なレーザー特化型治療の実現

1163 R123120177 中部 愛知県 株式会社鳥井建具 5180001099811 デジタルＡＣサーボ定規付きパネルソーの導入による建具の生産向上 水野　正勝

1164 R123120178 中部 愛知県 ここいの株式会社 9180303004655 『新月』就労継続支援事業所 豊川商工会議所

1165 R123120180 中部 愛知県 ささ歯科クリニック 27F1EA6D
「歯周病治療」における治療工程の刷新及びデジタル技術を活用した
歯科医院のＤＸ化

株式会社静岡銀行

1166 R123120184 中部 愛知県 株式会社Ｄ－ＭＡＲＫＥＴ 5180001123455
『廃棄間近の青果並びに果物を真空フライヤーで加工した、栄養価の
高いペット向け野菜・果物チップスの製造並びに販売』を実施。

1167 R123120186 中部 愛知県 ばんでんたるらぼ 88D9DFF4 最新設備導入と技術力の融合で患者ファーストの補綴物製作を実現

1168 R123120187 中部 愛知県 有限会社小鷹野どうぶつ病院 7180302006869 検査工程のデジタル化による動物予防医療サービスのパッケージ化
MASTコンサルティング株式会
社

1169 R123120188 中部 愛知県 有限会社風間金型 4180302025938 難加工材のハイテン鋼に対応した順送型プレス成形金型の技術開発 税理士法人スマッシュ経営

1170 R123120190 中部 愛知県 株式会社ヘルスケアシステムズ 5180001070417 睡眠不足改善に向けた検査サービスと健康行動の提案システム構築

1171 R123120192 中部 愛知県 株式会社タクミテーブル 5180001130823 家づくりを一貫して伴走サポートする業界初ＷＥＢサービスの開発

1172 R123120193 中部 愛知県 株式会社柴山鉄工所 1180001057384 ＣＡＤ・ＣＡＭと画像測定器の導入による高精度３次元加工 水野　正勝

1173 R123120194 中部 愛知県 メンタルコンパス株式会社 7180001131183 心理学に基づき組織作りをＤＸ化するサービスの開発

1174 R123120196 中部 愛知県 上田　武史 A8B50660 油で揚げない調理済み冷凍クリームコロッケの製造販売を開始する。 株式会社はせべ経営

1175 R123120198 中部 愛知県 八欧鍍金工業株式会社 3180001007585 特殊サチライトニッケルメッキ加工における革新的生産ライン構築 株式会社ポジティブブレイン

1176 R123120199 中部 愛知県 三共食品株式会社 9180301005630 包装工程自動化による増産体制構築 和田　祐一

1177 R123120201 中部 愛知県 あかねデンタルクリニック AF4C304B
治療のＤＸ化に向けたデジタル技術を活用した「障がい者歯科治療」の
治療工程の変革

株式会社静岡銀行

1178 R123120202 中部 愛知県 マツヤ産業株式会社 8180001093290 ＤＸ化による生産工程の検査の見直しおよび搭載基板実装への対応

1179 R123120211 中部 愛知県 株式会社システック 3180001093618
海外に頼る薄手小口径配管溶接を自社加工！低価格部品製造開
始！

東海商工会議所

1180 R123120215 中部 愛知県 進弘産業株式会社 5180001084672
生地４面カッティング加工の自動化による機能性ブラインド生産性向上
への取り組み

1181 R124120002 中部 三重県 株式会社明の星建想 9190001011960 地域初！中小建設業者のＩＣＴ機器導入に伴うマシンガイダンスの実現 浮島　達雄

1182 R124120003 中部 三重県 株式会社糀屋 4190001006610 伊勢の糀で作ったオーガニック甘酒／ドレッシングを国内外へ拡販

1183 R124120004 中部 三重県 エコシスＡＺ株式会社 9190001005590
新方式による太陽光アルミフレーム分別機の導入による太陽光パネル
分別と分別機の販売

有限会社竹内総合研究所

1184 R124120005 中部 三重県 株式会社ユウセイ 6190001007549 農業コントラクタサービスの提供で自社と地域の課題を解決する 株式会社アスライト

1185 R124120007 中部 三重県 ＫＩ開発株式会社 5190001009661 測量用ドローン導入による生産性向上と事業の再構築 名張商工会議所
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1186 R124120008 中部 三重県 株式会社三重研醸社 6190001001064
業務用冷凍食品の多品種少量発注に対応した新たな受注納入体制の
構築

1187 R124120009 中部 三重県 三幸建設株式会社 4180001096966 最新バンドソー及びケレン機導入による型枠等の生産性向上

1188 R124120010 中部 三重県 株式会社ＫＳＳコーポレーション 5190001020866 レーザーケレン機導入による新たな空き家サービスの展開

1189 R124120013 中部 三重県 大宮容器有限会社 3190002015784 地域発！全工程の自働化とＶＥ提案力を活かした革新的な魚箱開発 三重県商工会連合会

1190 R124120014 中部 三重県 万協製薬株式会社 9190001010896 品質管理システム構築による医薬品受託製造プロセスのＤＸ化

1191 R124120016 中部 三重県 株式会社ＰｌａｎＢ 2190001022320
機能訓練特化型有料老人ホームにおける見守りシステムと食事提供
の改革

株式会社ミッドランド経営

1192 R124120017 中部 三重県 合名会社早川酒造 2190003001751 新製法蔵付き乳酸醸造の新酒で海外展開と若年層顧客の獲得を図る 三重県商工会連合会

1193 R124120020 中部 三重県 株式会社田村製餡所 4190001015495
新規導入設備による餡製造システムの高度化による売り上げ拡大を図
る

1194 R124120023 中部 三重県 有限会社伊藤工業 3190002017483
マシニングセンタ導入による生産性向上・対応業務拡大による受注増
大

三重県商工会連合会

1195 R124120025 中部 三重県 有限会社渡部 2190002018409 機械テクノロジーと職人技術融合と革新的多能工集団育成への挑戦 奥岡　亮太

1196 R124120028 中部 三重県 有限会社二軒茶屋餅角屋本店 1190002009375 独自開発した清酒用酵母を使用した新ビール開発と海外展開事業

1197 R124120030 中部 三重県 株式会社ＭＲＫ工業 4190001029396 「超大型」橋梁事業へ進出するための設備導入による経営革新 座間　裕史

1198 R124120031 中部 三重県 ヒメヤ工業有限会社 9190002009541 産業用機械・ロボット部品の製造により生産性向上を図る事業計画 株式会社百五銀行

1199 R124120032 中部 三重県 杉山歯科・矯正歯科クリニック B948D54D デジタル３次元モデルによる安全で高品質な矯正歯科治療の提供
アルタス・パートナーズ合同会
社

1200 R124120033 中部 三重県 株式会社ボスコ 9190001024616
ドローンレーザーで広範囲を素早く測ることによる測量業務の生産性向
上

駒田　裕次郎

1201 R124120037 中部 三重県 株式会社東洋レーベル 5190001000744 水性インク×小ロットの高生産性×低環境負荷印刷工程の確立					 株式会社アカウティングプロ

1202 R124120042 中部 三重県 株式会社ユニテクノ 6122001007881 三次元測定器の導入に伴う計測精度の向上とプロセスの改善

1203 R124120043 中部 三重県 東洋石油化学株式会社 1180001096548 シンナー製品生産工程における自動化システムの構築 津島商工会議所

1204 R124120045 中部 三重県 株式会社ａｒｃｈｉ 5190001023803 新たな事業確立に向けた、輸入販売事業者向けＥＣサイト構築の取組 岩﨑　良子

1205 R125120001 近畿 滋賀県 株式会社Ａ．Ｋ．Ｒ． 1160001011673 脱炭素時代の新型船舶バルブ国産化に必要な検査能力の拡大事業

1206 R125120002 近畿 滋賀県 北中建設株式会社 6160001018796
住宅基礎工事等小規模工事へＩＣＴ施工を導入し省人化・短工期施工
体制を実現

株式会社滋賀銀行

1207 R125120003 近畿 滋賀県 株式会社坂本建設 7160001010793
土木工事全工程のＩＣＴ化実現による防災・減災、国土強靱化への対応
強化

株式会社滋賀銀行

1208 R125120004 近畿 滋賀県 安田包装 D41611DB 自社の強み及び導入設備による製袋精密加工の高度化と効率化 税理士法人ランドマーク

1209 R125120008 近畿 滋賀県 株式会社友輝建設 1160001012102 国が推奨するＩＣＴ施工体制の確立による短工期化及び省力化計画 株式会社滋賀銀行

1210 R125120009 近畿 滋賀県 日本紙管工業株式会社 1120001001389
リチウムイオン電池事業のサプライチェーンに参画しグリーン成長戦略
の一翼を担う

1211 R125120010 近畿 滋賀県 株式会社ティグ水口 5160001005911 大阪・関西万博向け５５０角トラス生産用溶接ロボットの導入 滋賀県商工会連合会

1212 R125120011 近畿 滋賀県 湖北エンジニアリング株式会社 6160001006628
測量用ドローンの導入による当社の測量業務のＩＣＴ化と入札案件に対
する競争力の強化

合同会社セールス・トータルサ
ポーターズ

1213 R125120012 近畿 滋賀県 木口峰明 37CB395F 鉄筋曲げ工程の自動化により生産能力拡大及び新生産体制の確立 滋賀県商工会連合会

1214 R125120013 近畿 滋賀県 ソイルネットサービス株式会社 1160001016235 土壌汚染調査に伴う土木工事の騒音軽減と効率性を向上する取組

1215 R125120014 近畿 滋賀県 北岡板金工業 470A83BE
長尺板金加工の内製化により、屋根工事の生産性を高め、短工期を実
現

1216 R125120015 近畿 滋賀県 山室木材工業株式会社 9160001007128 デジタル技術の活用による生産性向上と滋賀県産材パレットの創出

1217 R125120016 近畿 滋賀県 株式会社北川製作所 5122001013906
安全で強固な締結が可能なシートベルト金具部品の穴開け工程を自
動化する革新的なプロセス改善

塩津　友輝

1218 R125120017 近畿 滋賀県 松井建設株式会社 6160001002230 地域産木材にこだわる木の家工務店の、木材製材業への進出

1219 R125120018 近畿 滋賀県 株式会社開伸 3160001007513 充填工程内製化で梱包までの一貫生産体制を構築し炭素生産性向上 株式会社大垣共立銀行

1220 R125120020 近畿 滋賀県 株式会社野田山動物病院 3160001017660
救急医療未発達の彦根市において救急医療体制を確立し、彦根市い
ちの救急医療病院へ

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1221 R125120022 近畿 滋賀県 久田畳店 28125481 最新型設備と確かな技術で叶える高品質畳の生産性向上と短納期化 坪井　亮

1222 R125120023 近畿 滋賀県 橋本技術株式会社 7160001007716 「地籍調査業務」の事業化で推進する収益力・市場競争力強化計画 滋賀県商工会連合会

1223 R125120027 近畿 滋賀県 大塚産業マテリアル株式会社 5160001006521 金型内製化の技術蓄積および納期短縮・作業効率向上 長浜商工会議所

1224 R125120028 近畿 滋賀県 株式会社山王 4160001013386
パワーエレクトロニクスの性能向上につながる樹脂部品射出成形時の
熱分解ガス排出技術確立

1225 R126120003 近畿 京都府 平井歯科医院 C287F8FA 歯科用ＣＴ導入による治療プロセスの改善を通じた生産性の向上 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1226 R126120004 近畿 京都府 大進工業株式会社 1130001043463
３Ｄレーザースキャナによる土木工事における管理業務の生産性及び
品質向上

1227 R126120005 近畿 京都府 ガーネッシュ 0451ED6C
レトルト食品製造及び他業者からのレトルト食品開発・製造の受託業
務

1228 R126120007 近畿 京都府 エースメタル株式会社 9130001038670
高性能車載器部品等の製造における自動フライス盤の導入による短
納期対応の実現

シェアビジョン株式会社

1229 R126120008 近畿 京都府 有限会社ＳＫツール 3130002031837
硬パンチピンの加工工程の集約化による、生産性向上と納期短縮の実
現

株式会社京都銀行

1230 R126120009 近畿 京都府 はらぐち歯科クリニック E9C1E611
歯科用ＣＴの導入を通じた診察から治療までの全体プロセスの効率性
向上

株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1231 R126120010 近畿 京都府 株式会社さわらぎ 1130001033431
金属から樹脂への代替が進む工業用部品等の切削加工の自動化によ
る生産性向上計画

京都中央信用金庫

1232 R126120011 近畿 京都府 株式会社笹倉溶接工業 2130001042002 新シャーリング機導入により、生産性向上によるコストダウン実現 中川　正茂

1233 R126120012 近畿 京都府 エス・ジー・エス精工株式会社 7130001009062
立形マシニングセンタ導入による加工精度の向上及び生産能力の拡
大

株式会社エフアンドエム

1234 R126120013 近畿 京都府 平和製菓株式会社 3130001052413
包装の高度化による「そばぼうろ」の販売力強化及び観光事業への貢
献

京都中央信用金庫

1235 R126120014 近畿 京都府 株式会社鈴木松風堂 1130001021221 スパイラル式紙管製造のＮＣ化で実現する精度向上による増産計画 株式会社京都銀行

1236 R126120015 近畿 京都府 株式会社大建 7130001041172 大型難工事に対応！３Ｄ測量による短工期詳細現況データ算出事業 株式会社シロモジ

1237 R126120016 近畿 京都府 株式会社ＫＩＮＳＨＡクリエイションズ 5130001067946 最新デジタル印刷機を活用したバリアブル印刷の生産性・品質向上 株式会社東京経営サポーター

1238 R126120018 近畿 京都府 む津美製菓株式会社 2130001019033 「京まかろん」の製造工程を見直し、京都を代表する菓子としての展開 片岡　卓也

1239 R126120020 近畿 京都府 株式会社フレイバー・プラザ 7130001034845 黒毛和牛一頭買いによる生産性向上と安全性の担保についての取組 株式会社ＮＫＫソリューションズ

1240 R126120022 近畿 京都府 ＳＵＲＶＡＳ 60B4EE69 ＩＣＴ施工に対応した３次元測量技術導入による生産性向上と売上拡大 京都北都信用金庫

1241 R126120024 近畿 京都府 こじまデンタルクリニック C93452DF
デジタル技術を活用した設備導入によるインプラント治療のプロセス改
善

株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1242 R126120028 近畿 京都府 合同会社Ｇｏｏｄ　Ｌｉｆｅ 2130003007300
デジタル技術を活用した地域歯科医院に対する歯科医療器具のメンテ
ナンスサービスの提供

1243 R126120029 近畿 京都府 株式会社Ｍｅｄｉｘｐｏｓｔ 3130001072626 医師の知識アップデート効率向上のためのプラットフォーム構築 京都商工会議所

1244 R126120032 近畿 京都府 合名会社北川半兵衛商店 1130003002491 製茶の最重要工程“合組”の完全自動化・効率化　確立計画！

1245 R126120034 近畿 京都府 有限会社和田紙工 4130002011747 工程管理ソフト導入によりデータの一元管理による製造の効率化

1246 R126120035 近畿 京都府 有限会社辻製作所 4130002021176
高精度マシニングセンタ導入による精密機械部品の加工技術強化及
び安定供給体制確立計画

1247 R126120037 近畿 京都府 株式会社京丹波かぐら 8130001061863 デジタル食肉切断機の導入による生産性と働きやすさの向上 株式会社ＮＫＫソリューションズ

1248 R126120038 近畿 京都府 株式会社ハトヤ瑞鳳閣 3130001018496 製造工程のオートメーション化による機会ロス低減と生産性向上 株式会社ＮＫＫソリューションズ

1249 R126120040 近畿 京都府 新晃自動車工業株式会社 4130001033437 塗装ブース導入による大型車両の整備～塗装の一貫体制の構築 京都信用金庫

1250 R126120041 近畿 京都府 株式会社フォトクロス 4130001070785 計算機生成ホログラム（ＣＧＨ）の設計プロセスの改善

1251 R126120042 近畿 京都府 株式会社リバース・フィット・デザイン 9130001053876 化学繊維機械向け部品の検査測定プロセス革新による生産性向上 株式会社フラッグシップ経営
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1252 R126120044 近畿 京都府 同志社前せきにし歯科 E6E49B71 全身の健康に資するミクロ・マクロ双方での専門的な歯科治療導入
株式会社リアルコンテンツジャ
パン

1253 R126120045 近畿 京都府 株式会社ＯＭＯＴＥＮＡＳＨＩ 4130001063426 バックオフィス業務を効率化し施設外玄関帳場の契約者数を伸ばす 株式会社ＮＫＫソリューションズ

1254 R126120048 近畿 京都府 内藤晶歯科診療所 6A71BB71 心身の健康に大切な「噛む」を守る治療の高精度化とデータ化

1255 R126120050 近畿 京都府 株式会社一燈照隅 9130001072224
最新３Ｄ器機と独自技術の融合による測量事業の枠を越えたサービス
の提供

京都府商工会連合会

1256 R126120053 近畿 京都府 Ｊ　ＴＥＣＨ株式会社 6130001071947 横穴加工機を導入し生産性・品質向上で試作品製作ニーズの取込み 石黒　健太

1257 R126120054 近畿 京都府 あらがね歯科診療所 E8200B85 誰でも安心して最新の歯科医療を受けられる医院への転換

1258 R126120056 近畿 京都府 株式会社ＹＡＳＡＩ 6290001076534 機械化による生産性向上と栽培技術向上による増産計画

1259 R126120057 近畿 京都府 株式会社越智製作所 8130001034448 海外で製作している製品の内製化

1260 R126120058 近畿 京都府 株式会社ＣＯＦＦＥＥ　ＢＡＳＥ 4130001064746 大型焙煎機導入と選別作業の機械化による生産性大幅ＵＰ

1261 R126120061 近畿 京都府 有限会社梅津動物病院 8130002000242
特にニーズの高い領域への対応により、基幹病院として更なる飛躍を
目指す

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1262 R126120064 近畿 京都府 松村化成株式会社 7130001033095
ＦＲＰ樹脂による複雑形状及び意匠商品の製作プロセスを先端技術デ
ジタル導入で大幅改善する計画

1263 R126120066 近畿 京都府 株式会社プロボウズ 8120001238248 テスト 河合　晃男

1264 R126120068 近畿 京都府 高橋縫製 3A502D6C 延反機及びデザインＣＡＤ導入で生産工程内製化し生産力向上を図る 京都北都信用金庫

1265 R126120070 近畿 京都府 日本クリニック株式会社 7130001002380 メタボローム解析で発見した新規機能性成分の革新的新製品開発

1266 R126120071 近畿 京都府 有限会社サンジョー 6130002029655 業界の転換期を支える「チタン専用総合ミリングセンター」の確立 アイアンドアイ株式会社

1267 R127120003 近畿 大阪府 青柳信好 803BDFEC ＣＴ撮影の内製化による口腔外科とインプラント治療の効率化 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1268 R127120004 近畿 大阪府 谷村裕嗣 C11B744B ほくろ・いぼの専門性を活かした、最新レーザー機器による新施術 辻・本郷税理士法人

1269 R127120006 近畿 大阪府 株式会社ＥＸＣＥＥＤ 8120001186736 透明メディアによる視覚効果の高いグラフィックシート施工の提供 ＭＳＣ税理士法人

1270 R127120007 近畿 大阪府 パーツワークス株式会社 5120101061833
難削材である６４チタンを使用し、軽量かつ高性能な健康アクセサリー
の製造を可能とする。

立野　靖人

1271 R127120008 近畿 大阪府 株式会社ニチドー 9122001005692
スイス型ＣＮＣ自動旋盤で遠隔操作と精密金属部品の高精度化と生産
性向上

ひまわり経営サポート株式会
社

1272 R127120009 近畿 大阪府 株式会社松村鉄工所 5122001021231 平行２軸型ＣＮＣ旋盤導入による精密減速機用部品の量産体制構築

1273 R127120010 近畿 大阪府 溝上建設株式会社 7120101037757 ＩＣＴ土工の推進による短工期化及び施工品質均一化計画 株式会社紀陽銀行

1274 R127120011 近畿 大阪府 株式会社米菓桃乃屋 1122001032463
当社オリジナルおかきせんべいの生産性向上による安定生産体制の
構築

大阪シティ信用金庫

1275 R127120012 近畿 大阪府 穴織カーボン株式会社 6120901010286
長尺カーボングラファイトの高精度な加工により、炭素繊維焼成炉の大
型化を実現する

立野　靖人

1276 R127120013 近畿 大阪府 株式会社シュウゼン 8120001010004
ローラー製造の加工精度の向上と短納期化で次世代フィルムの量産
に対応可能な体制を構築する

大阪シティ信用金庫

1277 R127120014 近畿 大阪府 スクリューズ株式会社 5120001027620 最新のＣＮＣ旋盤導入による超大型圧下スクリューの生産体制の構築

1278 R127120015 近畿 大阪府 株式会社梅花堂本店 3120001018480 老舗和菓子製造卸が挑む閑散期の稼働率と付加価値向上の取組 大竹　貴司

1279 R127120016 近畿 大阪府 西川紘甲 61D78181 歯科診療用チェアユニットを使用した高度な歯科治療システム構築 山根誠司

1280 R127120017 近畿 大阪府 株式会社東栄化成 2122001013834
ＥＶ電気自動車の充電プラグ用基材の量産に向けた新型射出成形機
導入

1281 R127120018 近畿 大阪府 ナオデンタルクリニック C0C73375
関西初！インプラント向けに再発しない歯周病治療を提供するインプラ
ント周囲炎外来の開始

塩津　友輝

1282 R127120019 近畿 大阪府 有限会社森田工業所 7120102015365
ＮＣフライス盤の導入による品質・生産性の大幅な向上を通じた「医薬
品製造業界」への参入事業

小笹愛斗

1283 R127120020 近畿 大阪府 ジャスカット株式会社 3122001012538 高効率加工機による省エネとコスト削減で事業持続可能性向上

1284 R127120021 近畿 大阪府 マイテック株式会社 5120101040911
耐久性に優れた高機能シャトルの競争力強化を実現する新たな生産
プロセスの確立

山本　高久

1285 R127120023 近畿 大阪府 宮崎研磨株式会社 1122001007358
日本の半導体製造に貢献する高品質刃物の検査工程改善プロジェク
ト

1286 R127120026 近畿 大阪府 株式会社高速オフセット 9120001063629
業界初の抗菌・抗ウイルス加工技術を活用したポスティング広告の製
造

立野　靖人

1287 R127120027 近畿 大阪府 株式会社アイビーティジェイ 5120101047436 真空凍結乾燥機導入による育毛製品の品質向上および増産体制構築
堀江コンサルティングオフィス
株式会社

1288 R127120028 近畿 大阪府 環境機器株式会社 8120901010672 ＡＩとデータ利活用で害虫駆除を革新するモニタリングシステム 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

1289 R127120032 近畿 大阪府 システム工業株式会社 7122001003145
環境機械部品の精密加工と競争力強化を実現する新たな生産プロセ
スの確立

山本　高久

1290 R127120033 近畿 大阪府 株式会社ＫＡＳＩＫＡ 4120001145976 デザイン会社がＩＴ技術を駆使しキュレーションサービスを展開します 株式会社八咲

1291 R127120034 近畿 大阪府 有限会社阪和溶接工業所 4120102003810 レールガス圧接機の導入による生産性向上・受注拡大計画

1292 R127120035 近畿 大阪府 株式会社キムラテック 8122001001932
車載用リチウムイオン電池等の需要増に応えるギヤシャフト等製造短
納期化計画

シェアビジョン株式会社

1293 R127120036 近畿 大阪府 境川磨鋼材株式会社 7120001043450 最新型丸鋸盤の導入による工作機械向け鋼材の高精度量産 株式会社ゼロプラス

1294 R127120038 近畿 大阪府 弁護士法人権藤＆パートナーズ 3120005012158 弁護士業界を活性化させる損賠保険額自動算出システムの開発 鹿島　圭

1295 R127120039 近畿 大阪府 株式会社坂本鉄工 7120101047310
革新的連続無人高精度加工技術による大型フライホイールの生産性
向上

1296 R127120040 近畿 大阪府 ＡＧＨ株式会社 7122001033101
小型バネの多品種生産へ向けた熟練技術者に依存しない生産プロセ
スの確立

1297 R127120043 近畿 大阪府 株式会社シンエー 1120001144931 ＩＴ活用と体制強化による大規模建築改修の元請けビジネスの拡大 岩﨑　良子

1298 R127120045 近畿 大阪府 有限会社テクノ神明 4120102003380 材料の効率的な使用を図ることによる生産性向上に取組む計画 株式会社日本修身経営

1299 R127120048 近畿 大阪府 株式会社浅野技研 3122001012661
長尺製品に対する深穴加工技術の確立を通じた半導体洗浄装置部品
の量産

株式会社京都銀行

1300 R127120050 近畿 大阪府 株式会社ＩＲｉＧＵＣＨＩ 3122001028204 ナイロン糸カット加工機を導入し品質改善と生産性向上を図る

1301 R127120053 近畿 大阪府 山口製作所 0D8997D6 需要増に向けた新設備導入による超短納期化実現と利益率改善計画 一般社団法人ヒューリットＭＦ

1302 R127120056 近畿 大阪府 株式会社創意技巧 6120101061576 最新設備で生産性向上、組子細工を施した家具の個人向け販売強化 株式会社シャイン総研

1303 R127120057 近畿 大阪府 株式会社グローウィング 3140001073433
３Ｄスキャナー、３Ｄプリンター導入による乳がん患者向け人工乳房の
事業展開

1304 R127120058 近畿 大阪府 千道株式会社 2120001208611 伝統工芸産業の発展に貢献、越境ＥＣによる伝統工芸品の中国展開
株式会社中央ビジネスグルー
プ

1305 R127120059 近畿 大阪府 静和精版印刷株式会社 5120001052131 印刷時のロス削減を可能にする色見本出力システムの導入。

1306 R127120060 近畿 大阪府 株式会社スリーエム 4120001023884 本格チャイニーズ・ビストロ「蘭亭」餃子のオムニチャネル販売事業 株式会社ｂｔｏｂｅｅ

1307 R127120065 近畿 大阪府 株式会社オオタテクノス 1120901027500 溶接方法の変革による溶接加工能力の高度化および多能工化の実現 株式会社日本修身経営

1308 R127120069 近畿 大阪府 株式会社三光製作所 3120001043652 ＣＮＣ旋盤の導入による、難削材料の加工効率向上と受注拡大
ひまわり経営サポート株式会
社

1309 R127120070 近畿 大阪府 有限会社データワイズテック 5140002065601 超短納期実現に向けた新設備導入と多能工化による生産性向上計画 一般社団法人ヒューリットＭＦ

1310 R127120071 近畿 大阪府 株式会社エアーテック 7120001108402 脱手書き！　現場作業日報をＩＣＴで請求書自動作成までシステム化 税理士法人松岡会計事務所

1311 R127120074 近畿 大阪府 明和機工株式会社 3120001050772 自動ワーク搬送システムの導入による複雑形状部品の高効率生産
ひまわり経営サポート株式会
社

1312 R127120075 近畿 大阪府 カラフルボックス株式会社 7120001213433 人事・業務管理システム「ＣＢＯＸ」の開発

1313 R127120076 近畿 大阪府 株式会社石田鉄工所 6120001244917 溶接の内製化により、大型製缶業から薄型板金業へ進出する計画 北おおさか信用金庫

1314 R127120077 近畿 大阪府 信和産業株式会社 1122001022984 高性能ＣＮＣ旋盤導入によるプラスチック精密加工の製造力強化

1315 R127120078 近畿 大阪府 極東製造株式会社 8120101006752
建築およびリフォーム市場に向けた高品質ダイカスト部品の生産性向
上計画

大阪シティ信用金庫

1316 R127120079 近畿 大阪府 株式会社中村屋 2120101059244
高品質かつ高付加価値な住宅機器部品の需要拡大に向けた生産体
制の高度化計画

株式会社池田泉州銀行

1317 R127120080 近畿 大阪府 株式会社ユタカ 8120901026066 業歴６０年弱の老舗食品包材メーカーのコンサルティング事業進出 赤田　健行
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1318 R127120081 近畿 大阪府 株式会社アイジーエンジニアリング 9120101000044 ＥＶ自動車の生産ライン増強に対応する、部品供給体制の強化 大阪信用金庫

1319 R127120083 近畿 大阪府 株式会社ナニワ有機工業 1120101005348 曲げ工程の高精度・高速化による半導体製造装置への新事業展開 合同会社照参会

1320 R127120084 近畿 大阪府 セイワリファレンス株式会社 3120001159977
インプラント需要の拡大を見据えた生産量増加による地域医療への更
なる貢献

1321 R127120085 近畿 大阪府 株式会社大川歯車製作所 9120901023095
ヘリカルガイドレスギアシェパーの導入によるニッチ戦略強化及び生産
性向上の取組

株式会社日本修身経営

1322 R127120086 近畿 大阪府 株式会社吉村商店 2120001002741 バンドソー導入による生産性の向上とＣＯ２排出削減の取り組み 株式会社フラッグシップ経営

1323 R127120089 近畿 大阪府 木田精工株式会社 4122001013329
めっき業界でのイノベーションとなる新たな廃棄物処理方式を導入した
生産体制の構築

大阪シティ信用金庫

1324 R127120090 近畿 大阪府 株式会社Ａｎｅｌｌｏ 7120101056889 コミュニケーションアプリで、個人向投資補助ソフトの売上拡大

1325 R127120092 近畿 大阪府 株式会社近畿生物科学研究所 4120101008249
最新８０列ＣＴを活用し高齢ペットに対する随一の包括的治療体制を確
立する

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1326 R127120093 近畿 大阪府 中谷商店 3F492A8E 滅菌処理設備導入による唐辛子製造の高付加価値化の実現 株式会社RAD

1327 R127120094 近畿 大阪府 株式会社ＤＡＩ企画 1120001238023 解体工事事業へ新規参入するためのワイヤーソーの購入 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1328 R127120098 近畿 大阪府 シンオン株式会社 1120001135501
製造業でのＤＸに注目した、アナログメーターのクラウド管理システムの
開発

株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1329 R127120099 近畿 大阪府 瀧澤　徹 FF1F86F0
歯科用３Ｄレントゲン診断装置導入による「より迅速、より安心」な革新
的地域歯科診療の実現

税理士法人ななほし会計

1330 R127120100 近畿 大阪府 株式会社アレスグーテ 2150001024072 銘菓くるみ餅の餡製造工程に設備を導入し生産性向上を実現する

1331 R127120101 近畿 大阪府 株式会社ＴＲＹＡＮＧＬＥ＆ＣＯ． 7120101052252 店舗用美容機器の高機能化とＩＯＴ機能搭載にて店舗生産性向上

1332 R127120103 近畿 大阪府 株式会社コカルド 3120001117547 ラックオーブン導入によるコラボ製品の開発及び事業強化計画

1333 R127120104 近畿 大阪府 株式会社グローリージャパン 1122001031944 クラウド型ＰＯＳセルフレジの導入による業務効率化と生産性の向上

1334 R127120105 近畿 大阪府 ウエストテクノ 17656794
ワイヤー放電加工機を導入して、高品質な自転車試作部品・試作金型
を短納期で提供する取組

1335 R127120106 近畿 大阪府 株式会社小橋印刷 4120001012318 様々な商品製作からの高付加価値印刷への取り組み 永田　強士

1336 R127120107 近畿 大阪府 株式会社協立製本 3120001054856 複雑なミシン加工の実現でオリジナリティあふれる製本を創造する 北おおさか信用金庫

1337 R127120108 近畿 大阪府 株式会社オゾ化学技研 2120901014340 乾燥剤製造に係る充填・包装の効率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

1338 R127120111 近畿 大阪府 有限会社榊原板金工芸社 6122002001990 動力折曲機の導入で板金加工品の生産性向上と品質向上を図る 杉本　友彦

1339 R127120112 近畿 大阪府 株式会社わたなべ動物病院 3122001031166 デジタル技術を活用した効率改善による獣医療供給不足問題の解決 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1340 R127120117 近畿 大阪府 イワタ動物病院 E18BCE96
デジタル技術を活用し、検査から入院までを当院完結するがん治療の
実施

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1341 R127120118 近畿 大阪府 紀陽食品株式会社 3120901010735
受注急増のプロテイン生産工程の改善による生産性向上と新型コロナ
感染リスク対応を実施

岩佐　修二

1342 R127120121 近畿 大阪府 株式会社ＵＸ‐ＨＡＴＣＨ 9120101062084 ＡＩを活用した次世代型店舗用デジタルサイネージの開発

1343 R127120122 近畿 大阪府 エスアイ精工株式会社 6120901028312 湿式加工設備導入による金属複合材を用いた半導体用治具の製作 佐久間　貴士

1344 R127120124 近畿 大阪府 株式会社Ｒｅｂｅｌ 1120001238980 建設道具レーザー彫刻事業で販路拡大。最新機で多様な素材に対応
税理士法人ティグレパートナー
ズ

1345 R127120126 近畿 大阪府 ごとう動物病院 7F853EBD
デジタル技術により診療を一新し、高度獣医療が必要な地域社会を救
う

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1346 R127120127 近畿 大阪府 しげまつ歯科　福島駅北クリニック BB99B051 デジタル技術を活用した設備の導入によるインプラント治療の強化 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1347 R127120128 近畿 大阪府 野村電子工業株式会社 6122001015793 精密放電加工機導入による高付加価値金型生産体制を確立する計画

1348 R127120129 近畿 大阪府 株式会社山技 7120001160122
横型ＮＣフライス盤を導入して、精密部品を短納期で提供し、国内回
帰・国内増強をサポートする取組

1349 R127120130 近畿 大阪府 株式会社大井ゴム工業 9120001009391 真空プレス機導入によるゴム成型加工の生産性向上の取組

1350 R127120131 近畿 大阪府 株式会社西村鉄工所 3120901025080
精密ワイヤ放電加工機導入によるプレス金型の連続無人加工体制構
築及び生産性向上計画

1351 R127120133 近畿 大阪府 新日本電工株式会社 7120001065800 ＩＴツール導入により生産・販売プロセス改善と新製品の創出を図る 株式会社関西みらい銀行

1352 R127120134 近畿 大阪府 なごみ工業株式会社 4120901034337 自動バリ取り機導入による生産性向上および生産量拡大
ひまわり経営サポート株式会
社

1353 R127120135 近畿 大阪府 株式会社八立製作所 9120001019093 曲げ段取り工数削減による生産性の向上（働き方改革対応）

1354 R127120136 近畿 大阪府 株式会社モールドサポート 5120001199690 【挑戦】縦型成形の自動化│生産効率化により開発案件受注増へ 株式会社ヒース

1355 R127120137 近畿 大阪府 中得工業株式会社 1120101025511 ３Ｄ画像システムを用いた化粧用ブラシの製造

1356 R127120140 近畿 大阪府 家庭化学工業株式会社 1120101031369 パレタイズロボット導入による生産性向上計画 税理士法人ゆびすい

1357 R127120141 近畿 大阪府 有限会社ライフ住器 8120002073355 生　産工程改善による生産品目の増加と販売ルートの多様化計画

1358 R127120145 近畿 大阪府 藤中産業株式会社 4120001156610 樹脂製大型部品の加工における、設備の厚物対応による生産性向上 経営ビューイング株式会社

1359 R127120147 近畿 大阪府 高橋鉄工所 02284A33 原材料費等高騰時代を勝ち抜く革新的油圧部品製造技術の習得

1360 R127120148 近畿 大阪府 株式会社ニード精研 8122001012764 汎用と自動の２本柱体制の強化で今と未来を担う多様戦力を獲得

1361 R127120149 近畿 大阪府 株式会社ｍｅａｔ　ｏｎｅ 8120001211312 革新的なプレハブ急速冷凍機の導入による新たな販路開拓事業

1362 R127120150 近畿 大阪府 株式会社プロアス 7120001055297 ＲＰＡを活用したアウトソーシング業務の革新的改善計画 島本　昌一

1363 R127120153 近畿 大阪府 理化工業株式会社 6122002013061 真空洗浄装置の導入で品質及び生産性向上とＣＯ２削減を実現

1364 R127120161 近畿 大阪府 大正インダストリー株式会社 3122001004320
高能力純水製造装置の導入で洗浄プロセスのボトルネックを解消する
計画

1365 R127120162 近畿 大阪府 株式会社彩匠堂 1120001143413 協力先との連携によるデジタルワークフローの実現 株式会社ＧＩＭＳ

1366 R127120164 近畿 大阪府 小林鉄工株式会社 9120101044099 電子制御により手作業を自動化、高精度化と短納期化の実現

1367 R127120172 近畿 大阪府 株式会社ｓｈｏｐ　ｕｐ 9120001178055
デジタル制御・固定管自動溶接機導入による溶接工程簡素化及び高
品質化

1368 R127120174 近畿 大阪府 株式会社ショウテック 9120001191859
最新足場洗浄機を導入、洗浄作業効率化と足場機材洗浄事業の立上
げ

株式会社西河マネジメントセン
ター

1369 R127120175 近畿 大阪府 株式会社室谷 7120901034350
新たな自動車部品の需要に対応するための旋削加工技術の高度化実
現

1370 R127120179 近畿 大阪府 株式会社ＢＥＳＴ　ＷＯＲＫ－Ｇ 2120901043389 新工法への対応による大阪万博需要の取り込み 芦谷義一

1371 R127120180 近畿 大阪府 合同会社ＵＭＥＯＫＡ　ＳＲＢ 3140003009063 機能性農作物の流通支援事業に関わるアプリ開発 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

1372 R127120181 近畿 大阪府 株式会社きたがわぷりんと 9120901023442
オンデマンドプリンターによる環境配慮製品の生産において小ロット・多
品種・短納期化を実現する事業

1373 R127120182 近畿 大阪府 株式会社ＱＶＥＣ 2120001247799
最新技術を取り入れた日本最高峰の腹腔鏡手術を提供する動物病院
へ

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1374 R127120183 近畿 大阪府 煌環境開発株式会社 9120002063826 廃棄パチンコ台のガラス破砕機導入による廃棄物のリサイクル活用 大阪厚生信用金庫

1375 R127120185 近畿 大阪府 谷口商事株式会社 5120101032223 企業と地球を守る機密書類出張処理サービスの業務効率化事業
株式会社ジャストコンサルティ
ング

1376 R127120188 近畿 大阪府 太盛工業株式会社 8120001148190 超短期間での試作開発を実現する生産プロセス革新と生産性向上 株式会社フラッグシップ経営

1377 R127120189 近畿 大阪府 ミライデンタルクリニック 2379639D
ＣＴと口腔内スキャナーの導入によるインプラント治療の効率化、およ
び審美歯科による自由診療の開始

1378 R127120190 近畿 大阪府 冨士精密工業株式会社 3122001006837 小型せん断機とプレス機による低コスト加工の実現と量産力の強化
株式会社トウマトータルビジネ
ス

1379 R127120193 近畿 大阪府 株式会社ネクストワンドリーム 2120001181321 ロボットシステム導入による業務効率化と新たなサービス提供事業

1380 R127120194 近畿 大阪府 株式会社ＶＥＴＳ　ＨＡＬ 9120901043977 顧客満足度ナンバーワンの地域社会貢献型の動物病院へ 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1381 R127120197 近畿 大阪府 株式会社幸成堂 7120001030688 全自動包装機導入による和菓子の生産効率向上と販路拡大 矢倉　幸裕

1382 R127120200 近畿 大阪府 株式会社中村加工所 9210001002404
生産工程の高度化による高審美性積層ガラス什器・家具・備品変種変
量生産体制の構築

株式会社北陸銀行

1383 R127120203 近畿 大阪府 株式会社石堂鋼商店 4120001049178 既存技術を活用した炭素繊維（ＣＦＲＰ）蘇生加工用金型の製作 渡邊　良享
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1384 R127120205 近畿 大阪府 境川工業株式会社 9120101021511 需要が高まるリチウムイオン電池製造用等の熱交換器の量産化 株式会社フラッグシップ経営

1385 R127120206 近畿 大阪府 株式会社イワサキ 6120001030292 共働ロボット導入による生産性向上事業 魚谷　康行

1386 R127120208 近畿 大阪府 株式会社大東クリエイティブ 5122001019151 入荷管理システムの導入による入出荷業務の効率化 原　博之

1387 R127120209 近畿 大阪府 株式会社サムシングファン 7120901022181
企業の研修のＤＸ化及び研修受講者の管理、分析を担うシステムの開
発・運営事業

合同会社G&N

1388 R127120210 近畿 大阪府 日本機器株式会社 6120001048673 ＡＩによる検索エンジンを導入したＥＣサイトの再構築 西谷　友香里

1389 R127120211 近畿 大阪府 株式会社ビーハイブ 4120001217998 コロナ禍に適した地方ワーケーション施設取次事業への革新的変革 北村　亮太

1390 R127120212 近畿 大阪府 株式会社フリーベアコーポレーション 6122001006685 半導体生産設備向け製品生産のための設備導入

1391 R127120213 近畿 大阪府 株式会社ウイングノア 2120001234236 日本初のメタバース対応言語「Ｕｎｉｔｙ」専門ＩＴスクールの開校

1392 R127120217 近畿 大阪府 株式会社エンジョイワークス 3120001193943
オリジナルＬＩＮＥＣＲＭシステム開発による顧客満足度向上と業務効率
改善計画

稲山哲智

1393 R127120219 近畿 大阪府 株式会社トクピ製作所 1122001022654 産業用希少ガスに対応した超高圧バルブ製造による新商品開発 上田　明雄

1394 R127120223 近畿 大阪府 株式会社菊池商店 5120001182358 ガス釜と充填機を耐熱ホースで連結した『たれ』製造ラインの構築 一般社団法人SKC経営相談室

1395 R127120226 近畿 大阪府 株式会社ＳＬＯＷ　ＬＩＦＥ 3120001117902 在庫管理システム導入による在庫棚卸業務のＤＸ化及び業務効率化 北村　亮太

1396 R127120227 近畿 大阪府 株式会社Ｔｌｅｅｚ 7120001238851 文章自動生成ＡＩを活用した広告支援システムの開発

1397 R127120235 近畿 大阪府 有限会社伊豆元鉄工所 3120002006518
生産ラインの機能不全解消及び加工工程の一元受注特化による生産
性向上の為の設備投資

田窪　兵伍

1398 R127120236 近畿 大阪府 有限会社ＴＴＤｅｓｉｇｎ 5120002070561 ＵＤ、高齢化社会に対応したマンション管理システムの構築
株式会社ジャストコンサルティ
ング

1399 R127120239 近畿 大阪府 株式会社トーセイ 4120901024817 ばね試験機導入と既存技術活用による医療、航空分野市場新規開拓 渡邊　良享

1400 R127120241 近畿 大阪府 株式会社ネオシード 4120001198611
顧客情報を全社員で共有できるシステムを導入し成約率と顧客満足度
を向上させる

1401 R127120245 近畿 大阪府 サンエー株式会社 7120901018601 口腔スキャナー・ＣＡＤ／ＣＡＭ機による革新的生産プロセス構築 西谷　友香里

1402 R127120246 近畿 大阪府 株式会社兼松鉄工所 5122001015183
新式のマシニングセンターを導入し２工程を１工程にし短納期を実現し
技術力でも他社との競争に打ち勝つ力をつける

大東商工会議所

1403 R127120250 近畿 大阪府 株式会社日新テック 1122001013298 ＮＣフライス盤を導入し減速機部品の増産と高精度加工に対応する
ひまわり経営サポート株式会
社

1404 R127120252 近畿 大阪府 株式会社東上 1120001215427 海外から日本製品を買う際の、言語・決済・配送問題解消サービス 東京中央経営株式会社

1405 R127120254 近畿 大阪府 株式会社ｍｏｗｌ 2080001024666 国外社会情勢による納品遅延の解決と革新的製品の開発計画

1406 R128120001 近畿 兵庫県 ボディショップ大地 36F89D12 鈑金塗装技術を活かすことにより成し得る新たな塗装技術の確立 兵庫県商工会連合会

1407 R128120003 近畿 兵庫県 株式会社坂本建設 4140001039796
社会インフラの老朽化対応に伴う３次元測量データを活用したＩＣＴ施工
推進計画

株式会社エフアンドエム

1408 R128120004 近畿 兵庫県 株式会社サカエ電材 1122001016202 今後の業務拡大に向けたＤＸ投資

1409 R128120005 近畿 兵庫県 テクノスジャパン株式会社 2140001036044 機能性モルタルの総合メーカーが生産管理をＤＸして生産性向上！ サポート行政書士法人

1410 R128120007 近畿 兵庫県 株式会社佐橋動物病院 2140001095734 動物病院における新しい歯科治療による高度獣医療の提供 兵庫県商工会連合会

1411 R128120009 近畿 兵庫県 小野産業システム株式会社 2140001033074 銅ＢＵＳバーのバリやシミによる不良率低減・生産性向上計画 播州信用金庫

1412 R128120011 近畿 兵庫県 株式会社松本組 7140001046897 大型ＩＣＴ建機導入による大型工事参入と現場の安全性向上事業 兵庫県商工会連合会

1413 R128120012 近畿 兵庫県 有限会社ダック 4140002049522 オーバーヘッドスキャナー導入によるデジタル化業務拡大 但陽信用金庫

1414 R128120013 近畿 兵庫県 兵庫酸素株式会社 8140001061152
環境保全に向けたフロンガス回収および破壊処理能力の増強体制の
構築

姫路信用金庫

1415 R128120014 近畿 兵庫県 神戸紅茶株式会社 1140001001791 特別な風味と最高品質の紅茶原料の供給体制構築計画 株式会社エフアンドエム

1416 R128120015 近畿 兵庫県 株式会社三笠鉄工 8140001056128
熟練技術とショットブラスト工程への新設備導入による生産性向上の
実現

株式会社但馬銀行

1417 R128120016 近畿 兵庫県 株式会社サイプレス 9140001093418 人依存の介護事業を特殊浴槽により高度化し高齢化日本を支える 佐藤　鉄昭

1418 R128120017 近畿 兵庫県 株式会社コスミック 9140001036285 データ入稿から製版・印刷、紙加工のＡＩ化と環境・ＳＤＧｓへの取組 株式会社但馬銀行

1419 R128120018 近畿 兵庫県 株式会社多田鍛工所 2140001063492 高効率誘導加熱装置導入による良品量産及びＣＯ２排出量削減 兵庫県商工会連合会

1420 R128120019 近畿 兵庫県 有限会社宮原産業 5140002038169 耐熱・断熱材の試作提案および量産化計画 但陽信用金庫

1421 R128120020 近畿 兵庫県 竹森鐵工株式会社 5140001046841
スポット溶接機導入による中型有害野生動物捕獲檻の量産体制の確
立

兵庫県信用組合

1422 R128120021 近畿 兵庫県 よしざきファミリー歯科 D80FAA26 デジタル技術の活用による虫歯治療の高度化と矯正治療の実現 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1423 R128120023 近畿 兵庫県 甲南ダイカスト工業株式会社 2140001003341 耐圧性能が要求される発電所事業の気体制御バルブ分野への進出

1424 R128120024 近畿 兵庫県 やまもと歯科クリニック E7635B48 ＣＴスキャナーを活用し歯科診療の効率化による患者の満足度の向上

1425 R128120028 近畿 兵庫県 大和鉄工株式会社 7140001049784 寸法測定の自動化による省力化とリードタイムの短縮

1426 R128120032 近畿 兵庫県 若男水産株式会社 7140001086282 給餌作業の自動化による増産体制の構築 兵庫県商工会連合会

1427 R128120035 近畿 兵庫県 株式会社北摂環境センター 7140001066573 中古タンク車のタンク修理販売及び附属部品の製造販売 今中　明子

1428 R128120037 近畿 兵庫県 マービテック株式会社 1140001041334 高周波ウェルダー機導入による生産性向上と安定供給体制の確立 兵庫県商工会連合会

1429 R128120038 近畿 兵庫県 株式会社カロス 2140001064739 高品質歯科補綴物の提供拡大に向けた制作プロセス高度化事業

1430 R128120040 近畿 兵庫県 天喜製作所 10DA809C
小野市伝統産業のこぎりの目立加工の量産体制実現で一社依存脱却
と海外市場拡大計画

兵庫県信用組合

1431 R128120043 近畿 兵庫県 神戸クリーナー興業株式会社 1140001014595 最新型管内検査ロボットによる下水道メンテナンス工事の生産性向上 株式会社百十四銀行

1432 R128120044 近畿 兵庫県 トータルパック株式会社 5140001050166 紙製ディスプレイ製造へ新対応！硬質紙立体加工体制の構築 株式会社シロモジ

1433 R128120045 近畿 兵庫県 株式会社ラポール動物病院 6140001114498 デジタル技術を活用して、高度な泌尿器診療を提供する動物病院へ 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1434 R128120047 近畿 兵庫県 株式会社扇土建 5140001058077 ＡＩを活用した装置導入による法面工事の作業プロセス改善計画

1435 R128120048 近畿 兵庫県 有限会社ニオカ建設 9140002069615
ＩＣＴ施工を活用した河川整備工事の生産性向上による地域防災への
取り組み強化

1436 R128120049 近畿 兵庫県 淡路マテリア株式会社 5140001085022
「突合せ溶接式管継手」の表面処理の内製化を目的とした設備導入計
画

株式会社共立コンサルタント

1437 R128120052 近畿 兵庫県 有限会社香川ダイカスト工業所 1140002040384 ダイカストによる立体成型技術を活かした新形状への取組み
株式会社関西経営サポートセ
ンター

1438 R128120056 近畿 兵庫県 津谷歯科医院 8D8D9C9E
デジタル技術活用による人生１００年時代を支える天然歯精密保存歯
科の地域円滑提供

株式会社三井住友銀行

1439 R128120062 近畿 兵庫県 株式会社ＭＣサービス 5140001123285
最新型ロボドリルと最新のデジタル技術の活用による手術支援ロボット
の構成部品製作事業

小笹愛斗

1440 R128120064 近畿 兵庫県 船津精工 DF0102B3 研磨加工の対応による業務拡大による競争優位性の強化 但陽信用金庫

1441 R128120070 近畿 兵庫県 フロイラ株式会社 8140001114752 医療機関の窓口事務をＤＸ化する革新的なシステムの開発計画 島本　昌一

1442 R128120074 近畿 兵庫県 グリーンハウス株式会社 2140001020394
希少品種のリーフを栽培できる可動式水耕栽培装置の導入による新
サービス開発

青石　吉司

1443 R128120075 近畿 兵庫県 山和モータース 5F555DCD 自動運転も視野に入れた先進安全自動車の整備体制の構築 西宮商工会議所

1444 R128120076 近畿 兵庫県 株式会社スマートイコカ 9140001112284 従来のエアコン整備の流れを逆転させる新しいサービスの取組み 兵庫県商工会連合会

1445 R128120078 近畿 兵庫県 ソリッドソニック株式会社 7140003005182 新型骨伝導集音器の試作開発

1446 R128120079 近畿 兵庫県 ガロホステル神戸 5824455 新機器導入による拘りジェラートの新たな販路拡大と新商品の開発 神戸商工会議所

1447 R128120080 近畿 兵庫県 花岡歯科医院 8A47A7B1 歯科用ＣＡＤＣＡＭの導入による診療効率化及び審美歯科の強化 泉　正道

1448 R128120082 近畿 兵庫県 株式会社アイ・アール・シィ 4140001092696
拡大する解体業用建築機械修理ニーズに対応する、革新的設備の導
入

尼崎信用金庫

1449 R128120083 近畿 兵庫県 マルクファミリー株式会社 8140001121815
ワーケーションを通じ、企業の生産性向上に寄与する「ウェルネスキャ
ンプ」

花岡　貴志
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1450 R128120084 近畿 兵庫県 ギュパール株式会社 7140001109200
事務管理業務を全てＤＸ化し付加価値の高い業務に人材を集中させる
体制を構築する

1451 R128120085 近畿 兵庫県 山商 A89F1962 最新の米の色彩選別機を導入し生産性向上と収益拡大を目指す計画 尼崎信用金庫

1452 R128120086 近畿 兵庫県 岩田歯科医院 6D731FB7
院内一貫対応および新たな治療手法を確立し、高品質化・治療期間の
短縮を実現する

播州信用金庫

1453 R128120091 近畿 兵庫県 アディック兵庫 31B2B8DE ロール材料の取り扱いを省力化する器具の開発製造販売

1454 R128120093 近畿 兵庫県 関西電子工業株式会社 5140001048235 高機能材料製品の受注拡大及び新材料取扱い先行参入での差別化

1455 R128120095 近畿 兵庫県 有限会社上原製作所 3140002004189 液化水素貯蔵タンク冷却用特殊アルミシールド製造事業

1456 R128120097 近畿 兵庫県 アポロテック株式会社 2140001063311 土木工事のＩＣＴ施工体制の確立による防災工事への対応強化計画 姫路信用金庫

1457 R128120100 近畿 兵庫県 エコフュージョン株式会社 9130001034455 レーザー溶接機の導入を行い、生産性の向上を行う

1458 R128120102 近畿 兵庫県 岸本工業株式会社 6140001058456 協働型ロボット導入による製造ＤＸの実現と新規受注体制の構築 姫路商工会議所

1459 R128120103 近畿 兵庫県 サワダ精密株式会社 8140001059188
多品種少量生産における横型マシニングのデジタル化による生産性向
上計画

1460 R128120104 近畿 兵庫県 合資会社赤川銘板製作所 5140003002355
脱炭素社会に向けた発電設備等のアクリル銘板セル生産ラインの構
築

1461 R128120106 近畿 兵庫県 株式会社ＡＶＩＩ　ＩＭＡＧＥＷＯＲＫＳ 6140001102809
フードロスを解決したいコンビニ向けのサイネージ広告管理プラット
フォーム事業

株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1462 R128120109 近畿 兵庫県 岩見ライスセンター E70249F8 無線遠隔草刈機による受託サービスの展開による高齢農家支援事業

1463 R128120110 近畿 兵庫県 ＨＫＴＥＣＮＩＣＡＤＥＮＴＡＬＬＡＢ 9C23776C ＣＡＤ／ＣＡＭ設備一式導入による歯科技工物製造の生産効率向上

1464 R128120111 近畿 兵庫県 株式会社ＣｍＣ 3140001118221
三田産お餅の日本に３メーカーのみの自動餅製造機導入による生産
拡大・新商品開発

1465 R128120112 近畿 兵庫県 株式会社レクト 4140001110656
デジタル技術の活用による二次診療レベルの高度医療を提供可能な
ホームドクターへの成長

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1466 R128120114 近畿 兵庫県 株式会社宍粟住建 7140001059313 ＡＩ搭載ＶＲショールームで日本の茶室と日本文化を世界に

1467 R128120117 近畿 兵庫県 有限会社くがい林業 8140002052349 市場地位確立に向けた手作業のボトルネック工程を改善する計画 但陽信用金庫

1468 R128120119 近畿 兵庫県 株式会社エスアンドシー 6140001026974
三次元座標測定器導入による電気自動車用部品の品質管理体制の
構築

1469 R128120120 近畿 兵庫県 ＡＢＣステンレス株式会社 4140001091194
システムキッチン向け製品専用抗菌プロテクションフィルムの製品化と
施工事業の広域展開

1470 R128120121 近畿 兵庫県 株式会社ＣＨＥＡＴ 3140001109583 商店街の情報発信を改革！自治会ＤＸ化アプリの開発・提供事業 株式会社ｂｔｏｂｅｅ

1471 R128120123 近畿 兵庫県 株式会社早木電機 5140001046668 たががテーピング機・されどテーピング機　生産性向上プロジェクト

1472 R128120124 近畿 兵庫県 有限会社田野島機工 2130002032695
溶接ロボットを活用し、大型溶接製品の製造および溶接精度の向上を
図る

京都北都信用金庫

1473 R128120125 近畿 兵庫県 合同会社フリースピリッツ 5140003014136 介護相談事業者と支援事業者と結ぶマッチングシステムの開発 佐藤　周二

1474 R128120126 近畿 兵庫県 株式会社ＡＰＯＬＬＯ 8140001124388 計量器部品の製造における検査体制の刷新と生産性の向上 株式会社フラッグシップ経営

1475 R128120127 近畿 兵庫県 株式会社小林水産 6140001126741 梱包作業効率化による「シラス干し」増産体制の構築と新商品開発 兵庫県商工会連合会

1476 R128120128 近畿 兵庫県 有限会社太田食品 9120002071944
新たな成長市場への事業展開へ向けた冷凍イカ焼き生産体制刷新計
画

株式会社エフアンドエム

1477 R128120129 近畿 兵庫県 株式会社カサタニ 6120001054465 高付加価値型樹脂成形品の生産性向上と販路の拡大

1478 R128120130 近畿 兵庫県 高丸工業株式会社 1140001049856 三次元ＣＡＤ／ＣＡＭとロボットによる製造自動化・デジタル化

1479 R128120132 近畿 兵庫県 株式会社日本学術サポート 4011001111525 医療・製薬の遺伝子データ解析を効率化するウェブアプリ開発

1480 R128120135 近畿 兵庫県 東播自動車整備協業組合 9140005009329 東播磨地域で初のＯＢＤ車検対応体制整備による信頼と生産性向上

1481 R129120003 近畿 奈良県 アトリエステディ株式会社 1150001008852 業界初『サテン』を使ったレンタル着物・袴の新規開発と大拡販

1482 R129120004 近畿 奈良県 株式会社吉村モータース 9150001011378 循環型社会に対応した中古車リフレッシュ事業の整備体制構築 奈良県商工会連合会

1483 R129120005 近畿 奈良県 株式会社小山製作所 3150001014502
ＣＮＣ自動旋盤の導入により加工精度を向上させ、医療機器分野へ新
規進出を行う

1484 R129120006 近畿 奈良県 合同会社園田デンタルラボラトリー 8150003002137 ＩＯＴを活用した歯科技巧の自動稼動による効率化と高精度の実現 奈良県商工会連合会

1485 R129120008 近畿 奈良県 株式会社レッグニットクリス 8150001016700 高機能靴下の製造技術を活用しアトピー患者向け無縫製肌着の開発

1486 R129120009 近畿 奈良県 天理化学株式会社 5150001011233 ＣＯ２削減・海洋ゴミ削減するプラスチック食品容器の開発販売

1487 R129120011 近畿 奈良県 有限会社オーエムカンパニー 1150002004058
ハラル料理など新サービス提供で、奈良初！ムスリム対応ホテルの実
現

1488 R129120014 近畿 奈良県 株式会社土井勝 1150001022449
ＤＸにより事務作業を効率化させて高付加価値業務に人員を集中し増
収増益を図る

1489 R129120015 近畿 奈良県 株式会社アクラム 1150001012276 スポーツウェア生産をＤＸ化し生産効率を高める生産管理システム

1490 R129120016 近畿 奈良県 株式会社矢野鉄筋工業 7150001017220
太経鉄筋加工能力の大幅向上による工事需要に対応した受注拡大事
業

福本　功

1491 R129120018 近畿 奈良県 藤田鉄工株式会社 3150001010889 物流倉庫需要に対応した重量鉄骨の量産体制構築と作業環境の改善 株式会社ゼロプラス

1492 R129120019 近畿 奈良県 セパレーターシステム工業株式会社 1150001007037 アパレル向け自動ミシンを使った工業用ろ過フィルターの製造計画 尾﨑　公彦

1493 R129120020 近畿 奈良県 株式会社ウッドウォームズ 2150001021227
ニーズが高まる木製遊具の安全性・デザイン性を高める「特殊穴あけ
加工」工程の生産性向上

奈良県商工会連合会

1494 R129120021 近畿 奈良県 株式会社池包装 5150001013799
コンピューター搭載型自動断裁機導入による高精度、短納期の実現に
よる新規生産ラインの構築

奈良県商工会連合会

1495 R129120024 近畿 奈良県 株式会社クッキングサポートサービス 4150001015111 ヒューマングレードなペットフード受託製造事業プロジェクト 奈良県商工会連合会

1496 R129120025 近畿 奈良県 株式会社ＮＥＬＦ 4150001024293
スマート農業に向けた次世代型イチゴ栽培による循環型農業モデルの
確立

奈良県商工会連合会

1497 R129120028 近畿 奈良県 株式会社サンロード 3150001010526 高機能生産管理システム導入とシステム連携で事業活動を見える化

1498 R129120032 近畿 奈良県 ヤマヤ株式会社 9150001013622 靴下製造プロセスのＤＸ化を通して新規顧客を開拓する

1499 R130120001 近畿 和歌山県 エッジ工業 66DCBAE3 社会 きのくに信用金庫

1500 R130120002 近畿 和歌山県 宇陀化成工業株式会社 5150001009707 ポストコンシューマ品の再生原料を用いたゴミ袋製造の生産力向上
特定非営利活動法人アタック・
メイト奈良

1501 R130120003 近畿 和歌山県 岩本石油株式会社 5170001000291 ＤＸ化に向けた最新ＬｉＤＡＲ搭載ドローン煙突点検サービス開発

1502 R130120004 近畿 和歌山県 テラモト株式会社 9170001010675 ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による、ぬいぐるみの一貫生産体制構築

1503 R130120005 近畿 和歌山県 株式会社ブランドア 3120001131671
「高密着ステンレスフッ素樹脂焼付塗装鋼板」を活用した建具の生産計
画

1504 R130120006 近畿 和歌山県 株式会社山本スクラップ 3170001013403
圧縮梱包機導入による運搬コストの低減及び効率的な運搬体制の構
築

きのくに信用金庫

1505 R130120007 近畿 和歌山県 有限会社建創 3170002001373
従来商業向け引き戸の弱点とされてきた気密性の課題解決と、高背丈
化による高付加価値型の製品開発

1506 R130120008 近畿 和歌山県 株式会社カナセ 2170001008602 カナセ基幹システム刷新プロジェクト 田辺商工会議所

1507 R130120009 近畿 和歌山県 有限会社レストランフライヤ 7170002000074
ベジミートも活用！伝統洋食とヘルシーを両立させた新メニューの開
発・提供

川橋　隆則

1508 R130120011 近畿 和歌山県 株式会社創伸 7170002007788 量産技術の向上による技術的強みの維持・強化計画

1509 R130120019 近畿 和歌山県 株式会社三楽荘 8170001009784 プロジェクションマッピングで知る、白浜の大地の成り立ちと自然 株式会社リョケン

1510 R130120021 近畿 和歌山県 株式会社オリロク 4170001009994 入出荷業務の効率化による顧客満足度の向上と新規取引先の開拓

1511 R130120022 近畿 和歌山県 岡畳店 FD42FEAB 生産体制の刷新による「薄畳の内製化」「製造工程の生産性向上」 株式会社フラッグシップ経営

1512 R130120023 近畿 和歌山県 濱田紙販売株式会社 8170001008217 高精度装置導入による技術力向上と総合梱包資材メーカーへの成長

1513 R130120024 近畿 和歌山県 竹島鉃工建設株式会社 5170001007130 サブマージ溶接装置導入によるビルドＨ製作工程の生産性向上

1514 R131120002 中国 鳥取県 株式会社アスコ 2270001000334 測量・設計業務のデジタル化による、受注増加と先行者利益の獲得 株式会社鳥取銀行

1515 R131120003 中国 鳥取県 株式会社Ｄ’ｓプランニング 3270001006826
徹底した機械化・作業効率化による「新しいネギ作りのシステム」の構
築

セブンセンス税理士法人
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1516 R131120004 中国 鳥取県 株式会社マツワ 2270001000730
薄くてヘリのない畳を製造、ニーズにマッチした和モダンルームの提案
に挑戦

株式会社シャイン総研

1517 R131120005 中国 鳥取県 株式会社友新 7270001004264 鮮魚選別作業の２ライン化による作業の効率化と生産性の向上 セブンセンス税理士法人

1518 R131120008 中国 鳥取県 カネックス株式会社 5270001003202 中温化装置によるアスファルト混合物保存技術のＱＣＤ向上事業

1519 R131120010 中国 鳥取県 マイシン工業株式会社 1270001007108 積算業務及び出荷業務の生産性向上による鉄筋供給能力向上事業 株式会社　Gサポート

1520 R132120002 中国 島根県 株式会社ＳＰＥＣＫ 9280002009103 創業３０年の測量会社が臨む革新的リモートセンシング測量の実現

1521 R132120005 中国 島根県 株式会社高千穂建設 5280001006807 防災・減災工事への新規参入と施工力強化による一括受注体制実現 株式会社ビジネスブレイン

1522 R132120006 中国 島根県 照喜名鉄工株式会社 6280001004603 ＣＡＤ、ＢＩＭ等を活用した新たな生産プロセスを導入事業 秋井　正宏

1523 R132120008 中国 島根県 明石屋株式会社 2280001000903 ＨＡＣＣＰ認定精米工場の中米選別処理向上のための設備投資事業

1524 R132120010 中国 島根県 山陰製畳有限会社 2280002008961
新製造ライン構築で洋間に合う薄畳開発に挑戦　法人の新規顧客獲
得

株式会社シャイン総研

1525 R132120011 中国 島根県 株式会社山一電設 1280002007948 掘削工程のプロセス改善による生産性向上と新事業展開 大田商工会議所

1526 R133120001 中国 岡山県 有限会社小林牧場 4260002031030 牛糞処理の生産性向上による持続可能な経営を目指す取り組み
岡山県経営コンサルタント事業
協同組合

1527 R133120002 中国 岡山県 株式会社アネスト 8260001035747 印刷物を小ロット・超短納期でお届けし、お客様満足を高める おかやま信用金庫

1528 R133120003 中国 岡山県 有限会社中村工業所 4260002029058 技術力とデジタル技術の融合で“日の丸半導体”の復活を支える 津山信用金庫

1529 R133120005 中国 岡山県 株式会社第二開発技工 6260001013894 危険・非効率個所対応と土工一体測量のための３次元技術の導入 株式会社中国銀行

1530 R133120006 中国 岡山県 株式会社コーヨー工業 4260001012353 盛土規制法に対応するＩＣＴ技術を活用した宅地造成工事 株式会社中国銀行

1531 R133120008 中国 岡山県 日本ＡＲＣ株式会社 2260001027576 マシニングセンタ導入により高速・高精度・高品質の内製体制の確立

1532 R133120010 中国 岡山県 株式会社ドットコンサルティング 9011101093865 飲食店特化のＣＲＭシステムの開発

1533 R133120011 中国 岡山県 有限会社アム 6260002000495 小ロット・高精度・環境配慮型ノベルティ事業の展開 花岡　貴志

1534 R133120012 中国 岡山県 株式会社ＢＡＮ 9260001020566 破砕・プレス工程改革による普通車再資源化体制強化 株式会社アルマ経営研究所

1535 R133120014 中国 岡山県 有限会社竹内工業 5260002025997 真砂山にＩＣＴショベル追加導入、造成工事拡大と土販売を目指す 株式会社ティグレ

1536 R133120016 中国 岡山県 有限会社クレスト 7260002008059 ＩＣＴによる業務効率化等に対応したプレキャスト鉄筋の製造 笠岡信用組合

1537 R133120017 中国 岡山県 株式会社モリ・フロッキー 5260001015033 Ｔシャツプリント業者が挑む！革新的ハイブリット印刷システム

1538 R133120018 中国 岡山県 山陽精麦株式会社 3260001013385 食の安全と生産性向上を目指した新鋭設備の導入 株式会社トマト銀行

1539 R133120019 中国 岡山県 株式会社なかや宗義 8260001022407 岡山県産素材を使用した商品展開 玉野商工会議所

1540 R133120020 中国 岡山県 有限会社サンヨウデンタル 8260002012183 先端的歯科技工を可能にする設備導入でお客様満足を向上させる 株式会社トマト銀行

1541 R133120022 中国 岡山県 有限会社曽根板金工作所 5260002005751 板金加工における生産性及び精度向上のための加工機械導入計画 岡山県商工会連合会

1542 R133120023 中国 岡山県 株式会社平野鉄工所 9260001018115 超高層・超々高層ビル免振技術対応のためのフェーシング工程革新 株式会社中国銀行

1543 R133120027 中国 岡山県 株式会社ファインテクノ・タケダ 5260001018325 革新的な生産プロセスによる生産性向上及び発生炭素量の減少事業 株式会社中国銀行

1544 R133120031 中国 岡山県 株式会社クレスト 4260001026766 物体検知・動作制限システム搭載重機導入で安全性・生産性向上 野崎義博

1545 R133120033 中国 岡山県 株式会社ウイル 8260001008934 防災製品と鋼構造物のアーク溶射施工に資する設備導入と受注拡大

1546 R133120034 中国 岡山県 有限会社岡山ボールト 9260002024896 サービスロボット向け薄肉ベアリングスリーブの高精度加工

1547 R133120035 中国 岡山県 有限会社香洛園 2260002018079 地方焼肉店による店舗使用者以外の顧客獲得に向けた新しい取組

1548 R133120041 中国 岡山県 株式会社明治機械製作所 6120001058796 ハンドリングロボットの導入による生産工程の合理化 株式会社ゼロプラス

1549 R133120043 中国 岡山県 竹井食品株式会社 5260001022681 コロナ禍や物価高等未曾有の災禍に苦しむ飲食店の経営再建事業 岡山県商工会連合会

1550 R133120044 中国 岡山県 株式会社ナミテック 9260001031010 肉盛り溶接作業の高度化による効率的な作業体制構築

1551 R133120045 中国 岡山県 株式会社ナカダ 8260001014239 グリーンな施工～廃棄物中間処理の一貫サービスで炭素生産性向上 水島信用金庫

1552 R133120047 中国 岡山県 昭和被服総業株式会社 9260001003439 海外企業との連携による日本制服の海外進出

1553 R133120049 中国 岡山県 株式会社Ｃｈａｎｎｅｌ 1260001017074
増産要求並びにラインナップ拡充要請への対応に向けた当社製造環
境整備事業

1554 R133120050 中国 岡山県 株式会社ＣＡＳＫ 2260001029449
３Ｄレーザースキャナで作業効率化と業務分担して３Ｄ図面を作成、ス
ピード納品

森末英男

1555 R133120051 中国 岡山県 花崎リボン株式会社 9240001029510 引張強度の高いより軽量な細巾織物の開発 株式会社中国銀行

1556 R133120052 中国 岡山県 オカモト産業株式会社 8240001025584
環境事業部における生産性向上のための新型ペレタイザー開発導入
計画

1557 R133120054 中国 岡山県 株式会社岡山どうぶつ整形外科病院 1260001031109
当院の強みを活かし、紹介先動物病院としてさらなる発展にむけての
取り組み

1558 R133120057 中国 岡山県 有限会社オカダ金型 5260002031260
先端的なデジタル技術導入による業務効率化及び高付加価値金型の
受注促進

備前日生信用金庫

1559 R133120060 中国 岡山県 みらいフーズ株式会社 9260001006672
地域の廃棄食材を「風味・健康の素」へ！「野菜・果物パウダー」の新
開発

1560 R133120063 中国 岡山県 株式会社シーエートラスト 6260001018877 ドローンと３Ｄスキャナの高強度・短納期の砂防ダム専門測量・設計 有限会社エヌティ・クリエイト

1561 R134120001 中国 広島県 有限会社ムラコシ 1240002016548 新規取引先への取組強化に必要な生産性向上の為の最新機械導入

1562 R134120003 中国 広島県 株式会社大昌ネーム 5240001033689 ファイバーレーザー加工機による彫刻銘板生産工程の生産性向上
特定非営利活動法人ＡＴＡＣひ
ろしま

1563 R134120004 中国 広島県 株式会社山本屋 5240001038738
みたらし団子等の販売拡大に向けた工程の自動化及び冷凍工程にお
ける生産性向上計画

株式会社広島銀行

1564 R134120006 中国 広島県 平本尚徳石材店 213CECD3 最新の電気チェーンブロック導入による生産性向上 広島県商工会連合会

1565 R134120007 中国 広島県 株式会社ユニックス 3240001026678 新たな設備導入による多品種少ロット短納期生産体制の構築 株式会社ＧＩＭＳ

1566 R134120008 中国 広島県 株式会社クリアメタル 9240001045152 高性能レーザー溶接機導入による生産性向上及び労働環境の改善 株式会社中国銀行

1567 R134120009 中国 広島県 エムエルティー DDF6052F 新規設備導入による半導体製造関連部品市場への参入 両備信用組合

1568 R134120011 中国 広島県 有限会社五和工業 6240002001479 工具測定方法の見直しによる内径複雑加工対応と生産性の向上計画 シェアビジョン株式会社

1569 R134120012 中国 広島県 丸伸企業株式会社 7240001011180
老朽化した下水道管路の維持管理需要に対応した管路調査時間短
縮・品質向上計画

株式会社エフアンドエム

1570 R134120013 中国 広島県 光陽発条工業株式会社 3240001030531
高速・高精度ベンダーとそれと連携するソフトウェアの導入による生産
性向上計画

1571 R134120014 中国 広島県 有限会社安西工業 7240002052281
ショットブラストマシンの導入による鉄骨製品の摩擦面のブラスト処理
化、短納期化及びコスト低減

株式会社広島銀行

1572 R134120016 中国 広島県 有限会社渡辺精進堂 5240002030512 手作業工程の自動化によって和洋菓子製造の生産性を向上する 株式会社もみじ銀行

1573 R134120018 中国 広島県 拓翔工業株式会社 8240001048081
老朽化した空家の増加に応じた解体工事の生産性向上とさらなる短納
期化

株式会社もみじ銀行

1574 R134120019 中国 広島県 東鉄工株式会社 5240001029753 複雑加工への体制強化による競争力強化で売上・利益ＵＰを図る

1575 R134120022 中国 広島県 ＯＳＫ株式会社 2240001048962
形鋼加工機の導入による溶接加工品の増産対応、短納期対応、低コ
スト対応及び内製化率向上

株式会社中国銀行

1576 R134120023 中国 広島県 合同会社伸和 5240003002246 次世代ＥＶの普及に貢献する精密長尺ロール製造技術開発事業

1577 R134120024 中国 広島県 株式会社ＳＥＩＫＯＵ企画 5240001056228 ペットの最幸な人生の終わり方への提案 呉商工会議所

1578 R134120027 中国 広島県 株式会社高橋鉄工所 1240001031267 異形物加工強化による売上・利益増加と若手社員への熟練技術継承

1579 R134120031 中国 広島県 株式会社キャステム 4240001034952 超精密ワイヤ放電加工機を導入し、微細金型の内製化で事業拡大
特定非営利活動法人ＡＴＡＣひ
ろしま

1580 R134120033 中国 広島県 柿原工業株式会社 1240001030228
次世代表面処理技術に対応した新塗装システム導入による生産プロ
セス改善

特定非営利活動法人ＡＴＡＣひ
ろしま

1581 R134120034 中国 広島県 榎酒造株式会社 1240001026770 従業員の体への負担の軽減と販売方法を革新する自動圧搾機の導入 川上　正人



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

1582 R134120035 中国 広島県 株式会社きゃっとくりにっくひろしま 6240001059857 専門的知見と治療技術を生かした、次世代の悪性腫瘍治療の実現 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1583 R134120037 中国 広島県 ステラデンタルクリニック CECBA22C 全顎治療の実現による口腔内から体全体の健康を実現する試み

1584 R134120038 中国 広島県 井上土地家屋調査士事務所 6923ADDD ドローンやスキャナーによる土地家屋調査士業のＩＣＴ化と生産性向上
株式会社フィールドマネジメン
ト

1585 R134120039 中国 広島県 プライズ株式会社 7240001044420 ＳＤＧｓに即した消費・生産効率の向上及び無人店舗販売の効率

1586 R134120040 中国 広島県 株式会社Ｍ．ｓｔｙｌｅ 6240001056458 ヨガインストラクター向けレッスンプラットフォーム開発運営事業

1587 R134120041 中国 広島県 大内商事株式会社 7240001033571 卸売り・ＯＥＭ生産販売への参入によるブランド価値の向上 府中商工会議所

1588 R134120042 中国 広島県 有限会社新田栄養食品 7240002051127 たまご焼きの製造課題の解決による受注拡大と売上増大の実現

1589 R134120043 中国 広島県 マルヨシ株式会社 1240001034427 受発注管理システムによる内部管理行程一元化と売上増加の実現

1590 R134120046 中国 広島県 有限会社藤原製作所 3240002042757 新規分野進出の為に必要な形彫放電加工機導入による生産工程改善

1591 R134120052 中国 広島県 光伸開発株式会社 1240001031977 建設廃棄物処分業の強みを活かした解体工事業への進出 株式会社　Gサポート

1592 R134120054 中国 広島県 金尾金属工業所 E901EFD0
生産工程のデジタル化による技術継承の促進と付加価値生産性の向
上

1593 R134120056 中国 広島県 株式会社プラディア 5240001036485 工作機械部品製造工程の生産効率の向上及び脱炭素化推進事業 株式会社　Gサポート

1594 R134120059 中国 広島県 株式会社グランシップ 1240001043915 小学生英語の指導法に沿った学習システムの開発

1595 R134120060 中国 広島県 大栄重機株式会社 5240001024457 自社単独ＩＣＴ工事を達成、生産性が高く働きやすい職場をつくる 高杉　將壽

1596 R134120061 中国 広島県 株式会社中川鉄筋 6240001022022 手作業を自動化することによる、生産性向上計画

1597 R134120063 中国 広島県 株式会社坂本工業 7240001015025 受注拡大による、新規班構成に必要な機械装置の導入

1598 R134120064 中国 広島県 深江特殊鋼株式会社 7240001031864
真空機能付き強力型永電磁チャック導入による高品質薄物大型プレー
トフライス加工品の生産

1599 R134120065 中国 広島県 株式会社砂川産業 7240001017376 設備投資と社員の育成による災害復旧部門の新サービス提供

1600 R134120066 中国 広島県 株式会社久一 9240001029519 鉄筋自動曲機の導入と機械と相乗効果のあるソフトウェアの導入

1601 R134120067 中国 広島県 福山鉄筋建設株式会社 3240001032750 手動作業を自動にすることによる、生産性向上計画

1602 R135120001 中国 山口県 有限会社スエカネ紙工 9250002014840 環境配慮のインクで高性能・高機能なカットで多品種少量に対応。 株式会社西京銀行

1603 R135120003 中国 山口県 有限会社大隅オートサービス 8250002002318 先進安全自動車対応の修正機及び測定器の導入による、生産性向上 はら経営株式会社

1604 R135120005 中国 山口県 金井金属工業株式会社 1250001009428
新型サーボ式シャーリング導入による高能率生産と環境性能に優れた
会社への対応

1605 R135120007 中国 山口県 有限会社幸ふく 9250002009048
コロナ禍でも需要高まる和生菓子市場で串だんごを中心に生産拡大体
制を確立する

西中国信用金庫

1606 R135120008 中国 山口県 大日商事株式会社 8250001005874
カーボンニュートラルに資するＬＮＧ燃料船の防熱塗装工事実施体制
の確立

株式会社エフアンドエム

1607 R135120009 中国 山口県 渡邉木工所 DC62D689 ＮＣルーター導入による高度加工製品の生産と生産能力向上 はら経営株式会社

1608 R135120012 中国 山口県 下関一般廃棄物協同組合 9250005003312
資源循環型社会及び障害者雇用促進を実現するリサイクル原料の生
産性向上計画

西中国信用金庫

1609 R135120013 中国 山口県 長門メガネセンター CC7E28D6 地域の目の課題に迅速に対応　創業５０年の地域密着型メガネ販売

1610 R135120016 中国 山口県 株式会社Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ 2250001019566
地域製造業の現場改善に利用するＩｏＴデータ収集・分析・視覚化サー
ビスを開発し、地域の製造業ＤＸを加速する！

1611 R135120017 中国 山口県 有限会社松浦建設 5250002020181 小規模施工能力のアップと社内情報共有化による生産性向上事業 秋井　正宏

1612 R135120018 中国 山口県 ＡＳＳＥＴ　Ｄｅｓｉｇｎ株式会社 5250001017591 ＤＸによるバイクツーリング運営事業の新規市場開拓

1613 R135120020 中国 山口県 株式会社岡虎 6250001001909 ボトルネック工程の改善による、多品種少量生産体制の強化 溝田　修司

1614 R135120021 中国 山口県 株式会社山口建設コンサルタント 4250001000540
３Ｄレーザースキャナ搭載ドローンでの測量による精度、品質、作業効
率の向上

1615 R135120023 中国 山口県 シースター株式会社 2010401087278 最新生体センシング技術の導入による乳児用体動センサの開発

1616 R135120024 中国 山口県 株式会社サムシング 6250001010901 コンクリート製の家庭用サウナの試作品開発及び全国展開 合同会社G&N

1617 R135120026 中国 山口県 株式会社オートパーツ幸城 8250001004117 廃自動車の樹脂類を高純度再生プラスチックとして循環させる事業 溝田　修司

1618 R135120028 中国 山口県 サン・ロード株式会社 9250001000239
低コストかつ環境に優しい循環式エコクリーンブラスト工法への取り組
み

はら経営株式会社

1619 R135120029 中国 山口県 ミネ松浦株式会社 8250001004331 高精度工作機導入による新型搬送システム開発と精密部品生産向上

1620 R135120033 中国 山口県 株式会社いのけん 1250001013215 高精度３Ｄレーザースキャナー導入により測量業務の内製化を実現 山口県商工会連合会

1621 R135120034 中国 山口県 桝倉産業株式会社 9250001002251 舗装工事における３次元ＩＣＴ施工体制確立事業 溝田　修司

1622 R136120002 四国 徳島県 株式会社陸地測量設計 2480001002169 地域の安全を守る砂防堰堤建設の為のレーザードローン測量の導入

1623 R136120003 四国 徳島県 有限会社ラッキー産業 1480002015154
国内回帰に貢献する高品質室内履きの生産効率向上及び短納期化計
画

株式会社阿波銀行

1624 R136120005 四国 徳島県 庄野無線工業株式会社 3480001006697
最新型の高性能ファイバーレーザ溶接機導入による薄板のアルミ溶接
生産性向上

1625 R136120007 四国 徳島県 有限会社明光 3480002008651 アタッチメント導入で生産性向上による販路開拓事業

1626 R136120008 四国 徳島県 森農園 53E74136 革新的設備導入で品質・生産性向上による新たな販路開拓

1627 R136120009 四国 徳島県 株式会社Ｈ＆Ｙ 3480001003331 ベテラン料理人の技術を活かした革新的製造ラインの構築 徳島信用金庫

1628 R136120011 四国 徳島県 八木建設株式会社 9480001006865 再生アスファルトの活用拡大で新たな販路開拓事業 阿南信用金庫

1629 R136120012 四国 徳島県 西精工株式会社 5480001001647 パーツ・ナット類の洗浄精度向上による表面処理品質の高精度化

1630 R136120016 四国 徳島県 株式会社プラス工具製作所 7120001058168
生産性向上を目的とした自動化設備導入による大幅工程集約・内製化
実現

1631 R136120017 四国 徳島県 株式会社エクセル歯科研究所 6480001000301
最新の歯科用器具製作機械を導入し、機械化による生産性向上と新
商品販売

加藤　祐輔

1632 R136120019 四国 徳島県 株式会社徳岡造船 2480001005056 船舶製造事業への革新的自動化技術の導入

1633 R136120020 四国 徳島県 ＢＵＴＴＯＢＩ　ＢＥＲＲＹ　ＯＲＧＡＮＩＣ 0E2AEC98
みどりの食糧システム戦略を見据えての有機ＪＡＳ認証を取得の「いち
ご」栽培技術と生産施設の確立と普及

1634 R137120001 四国 香川県 株式会社美巧社 1470001003441
最新型のカラーオンデマンド印刷機の導入よる小ロット案件に対する競
争力強化

合同会社セールス・トータルサ
ポーターズ

1635 R137120002 四国 香川県 有限会社ワイズ 2470002014305
光化学アライメントテスター導入で外注からの脱却及び、業界・地域課
題を解決。

高松信用金庫

1636 R137120005 四国 香川県 安田技研株式会社 8470001007725 ファイバーレーザ溶接機により溶接工程のリードタイムを短縮 株式会社ゼロプラス

1637 R137120008 四国 香川県 株式会社冨士マーク製作所 1470001003623 切断工程の改善による特厚板エッチング銘板の一貫生産体制の構築 株式会社ゼロプラス

1638 R137120009 四国 香川県 高木自動車鈑金 3249690E 移転＆新ブース導入で品質・効率アップの実現とブラスト事業始動 香川県商工会連合会

1639 R137120011 四国 香川県 有限会社篠原紙器工業所 7470002015975 全自動貼箱機導入による生産性品質の向上

1640 R137120012 四国 香川県 有限会社岩村鉄工所 6470002001126 ワイヤ放電加工機導入による高精度・自動運転による生産性向上 株式会社百十四銀行

1641 R137120016 四国 香川県 株式会社イイマにいいまい 7470001018252 デジタル技術を活用した職業ＦＰサービスの自動化システムの構築 高松信用金庫

1642 R137120019 四国 香川県 川崎畳店 BE40E963 畳の形態変化（畳べりの無い畳）に対応して畳利益拡大を図る

1643 R137120022 四国 香川県 株式会社アドバンスト 6470001015787 中小製造業向けの生産工程自動化システム開発事業 株式会社百十四銀行

1644 R137120024 四国 香川県 株式会社都村製作所 8470001008178 塗装設備の一新・高度化による生産性・品質向上、環境改善事業 株式会社百十四銀行

1645 R137120025 四国 香川県 讃光工業株式会社 1470001011246
海外マーケットでの競争力強化の為の３ＤＣＡＤ導入とＣＡＤサーバの
構築

1646 R137120026 四国 香川県 株式会社川上板金工業所 2470001008778 セーフティかつハイクオリティな板金製造イノベーションの実現 株式会社百十四銀行

1647 R138120001 四国 愛媛県 四国鉄鋼株式会社 2500001009005 鉄骨コア連結溶接ロボット導入による短納期化と生産性向上の実現



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

1648 R138120004 四国 愛媛県 株式会社西条設計コンサルタント 6500001008969 レーザードローン導入で３次元測量・設計を実現し河川事業を強化

1649 R138120005 四国 愛媛県 株式会社共立メンテック 8500001019106 新工法導入によるコンクリート補修工事の品質・生産性改善 株式会社伊予銀行

1650 R138120006 四国 愛媛県 有限会社佐々木洋行 2500002016330
プラント予知保全に寄与する複雑加工部品の精度向上と内製化の実
現

株式会社中国銀行

1651 R138120007 四国 愛媛県 カタオカキコー有限会社 3500002022328 最新型旋盤加工機導入による調光フィルム製造機の製作体制確立 川之江信用金庫

1652 R138120008 四国 愛媛県 株式会社赤岡建設コンサルタント 5500002022417 最新測量手法導入による業務効率の向上と競争力強化

1653 R138120010 四国 愛媛県 株式会社ライジングソリューションズ 5500001013714 塗装工場の移転・統合と新設備導入で革新的塗装工程を実現 森田　正雄

1654 R138120011 四国 愛媛県 プリントメモリアル株式会社 8500001016730 昇華転写システムの高度化による生産性向上及び多種素材への対応 愛媛信用金庫

1655 R138120013 四国 愛媛県 有限会社第一住設 9500002016720
環境保全に貢献するフロンガス回収作業の高効率化および新たな施
工体制の構築

株式会社エフアンドエム

1656 R138120015 四国 愛媛県 大成機械梱包株式会社 8500001009676
自動切断機導入による半導体製造設備の輸出梱包作業の生産性向
上

髙畑　明敏

1657 R138120016 四国 愛媛県 株式会社Ｒｏｗ　ｗｏｏＤ 5500001022211 木質破砕機導入により木材チップの品質及び生産性を向上する取組 株式会社愛媛銀行

1658 R138120018 四国 愛媛県 株式会社長野縫製 6500001022152 コロナ禍で需要増の抗ウィルス素材等の今治タオルの加工体制強化

1659 R138120020 四国 愛媛県 株式会社アイサイト 5500001005843
フィットネスクラブ向けシステム開発による手続き効率化、健康増進へ
の貢献

1660 R138120022 四国 愛媛県 ｈａｎａ整骨院 3C2D7259 コロナ禍で抱えるストレス改善や治療速度促進、訪問診療の拡大。 株式会社香川銀行

1661 R138120024 四国 愛媛県 株式会社Ｌｏｏｐ 7140001113103 高精度で一貫した癌治療が可能な地域随一のかかりつけ医へ 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1662 R138120026 四国 愛媛県 有限会社エンゼル調剤薬局 5500002007962 美容医薬品のオンライン受注・宅配・受取ロッカーの運営事業 株式会社愛媛銀行

1663 R138120028 四国 愛媛県 パティスリー　イリス F0C4BADC 製造ラインの効率化を通じたバウムクーヘンの量産化と販路強化事業

1664 R138120030 四国 愛媛県 冨永優牧場 9179D281
山地酪農におけるＤＸ～自家製餌の栽培によるトップクラスの産乳量の
実現～

株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1665 R138120031 四国 愛媛県 株式会社ＫＡＫＵ１０ 3500001007354 小型レッカー車両導入による山道でのロードサービス展開

1666 R138120032 四国 愛媛県 株式会社ＬＡＮＤ　ＭＡＲＫ 7500001020733 マンション回復工事に特化した工事発注プラットフォーム開発 株式会社伊予銀行

1667 R138120034 四国 愛媛県 滝本技巧株式会社 3500001020002 新たな作業工程の構築による作業効率および収益の向上 西条商工会議所

1668 R138120036 四国 愛媛県 株式会社白和 2500001012149 繊維加工技術を活かしたアパレルの開発と生産性の向上 樋口　卓也

1669 R138120037 四国 愛媛県 株式会社龍宮堂 4500001022682 包装工程の自動化・機械化による個包装製品の生産性向上

1670 R138120038 四国 愛媛県 株式会社ネクサス 6500001021360 ユーザーニーズに対応する為の加工工程における生産性向上の取組 観音寺信用金庫

1671 R139120001 四国 高知県 四国スッピル工業有限会社 8490002011749
特殊治具と高剛性旋盤を活用した大型精密加工の生産体制構築によ
る新分野拡大

1672 R139120004 四国 高知県 ウッドテクノス株式会社 9490001006253 県産材の利用拡大に資するプレカット部門のＤＸ推進事業 高知商工会議所

1673 R139120007 四国 高知県 有限会社高知発条製作所 1490002009452 鉄筋加工工程のハンドリング部分の自動化による生産性向上化計画 高知県商工会連合会

1674 R139120008 四国 高知県 株式会社タケナカダンボール 8490001007038 高付加価値企業へ成長するための新事業戦略 高知県商工会連合会

1675 R139120009 四国 高知県 株式会社エッグメール 3490001003347 鋭端鈍端汚卵検査装置及びラベラーの導入による製品ブランド向上 株式会社四国銀行

1676 R139120010 四国 高知県 村戸歯科診療所 B52751C4 歯科治療を高品質、短時間、衛生的に！デジタル治療機器導入事業

1677 R139120011 四国 高知県 株式会社マッドラボ 1490001009271 インターネット配信スタジオ運営

1678 R139120012 四国 高知県 株式会社安芸水産 2490001007043 充てん工程の機械化による「高鮮度生シラス」の生産性向上計画 安芸商工会議所

1679 R139120014 四国 高知県 あけぼの街道佐々木歯科医院 ED967F0B 歯科用ＣＴ導入による一貫した顎関節治療体制の構築

1680 R139120015 四国 高知県 有限会社市村動物病院 9490002007663
院内完結型の治療を提供し、現代の地方獣医療を改革するプロジェク
ト

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1681 R139120017 四国 高知県 有限会社ベル企画 9490002004652 先端設備導入による、患者様に信頼され、選ばれる薬局の構築

1682 R140120001 九州 福岡県 株式会社後藤事務機 2290001003095 ＬＥＤビジョン設置で、顧客の新たな価値創造へ

1683 R140120004 九州 福岡県 ナルトミ歯科医院 929B6827 デジタル技術を活用した高度な歯科治療の実現 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1684 R140120005 九州 福岡県 有限会社セラミック・デンタル井川 6290002011473 歯科技工のデジタル化と色調再現法を用いた顧客満足度向上計画 株式会社エフアンドエム

1685 R140120007 九州 福岡県 株式会社富士精工 8290801013024
スイス型ＣＮＣ旋盤とバーフィーダーによる大口径丸物部品の無人生産
体制構築

株式会社フロウシンク

1686 R140120008 九州 福岡県 株式会社エース・デンタル 9290001074758
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠の生産性向上による歯科技工物制作の更なるデジタ
ル化推進

飯塚信用金庫

1687 R140120009 九州 福岡県 有限会社岡本建具店 4290802009215 県産材を活用した短納期出荷対応力強化と生産性向上計画 古家　秀樹

1688 R140120010 九州 福岡県 有限会社木戸設備 4290802023380
大手メーカー塗装工場に向けた換気設備製品の高度化および納期短
縮体制の構築

株式会社エフアンドエム

1689 R140120011 九州 福岡県 クラウドビット合同会社 9290003007179 カスタム自在・サブスク型の予約システムで中小企業のＤＸを支援 株式会社フロウシンク

1690 R140120012 九州 福岡県 いけだ歯科医院 E9398D0D 設備導入によるインプラント治療のプロセス内製化と治療期間の短縮 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1691 R140120013 九州 福岡県 寒北斗酒造株式会社 2290001045237
老舗酒造の多品種小ロット生産の実現による市場開拓と海外展開へ
の挑戦

福岡県商工会連合会

1692 R140120014 九州 福岡県 株式会社エーワンコンサルタント 2290001050006 ドローンレーザー測量システムの導入による納期短縮とコスト削減 駒田　裕次郎

1693 R140120015 九州 福岡県 株式会社キューセキ 2290801012130 新型ウォーターカッターで利益＆技術力向上計画
公益財団法人北九州産業学
術推進機構

1694 R140120016 九州 福岡県 内川工業株式会社 5290801021632 パネルソー導入による型枠工事の生産性向上と品質向上 髙村　英子

1695 R140120017 九州 福岡県 株式会社メイソウ 9330001010361 複雑形状および高精度が要求されるプロファイル研削加工の高度化

1696 R140120019 九州 福岡県 株式会社タイトジェム 2290801002271 レーザースポット溶接機の導入によるジュエリー「再生」の生産性向上 髙村　英子

1697 R140120020 九州 福岡県 合同会社アドバンス 8290803003799 地域初デイサービスでのトータルリハビリテーションサービス事業

1698 R140120021 九州 福岡県 株式会社ＦＯＯＤＳ　ＩＮ 2290001088095
韓国料理専門セントラルキッチンの機能強化による多店舗展開と販路
拡大

道津　敬文

1699 R140120023 九州 福岡県 株式会社ニシキ金属 5260001005083 設備稼働データ収集システムの導入による稼働状況の一元可視化

1700 R140120024 九州 福岡県 株式会社新生 9290001038325
ＳＤＧｓに対応！最新Ｘ線検査装置で最適化されたリサイクルビジネス
へ！

株式会社東京経営サポーター

1701 R140120025 九州 福岡県 株式会社ロジック・リサーチ 4290001044600 少量多品種向け半導体後工程パッケージ製造装置の開発 福岡商工会議所

1702 R140120027 九州 福岡県 ケイエルテック株式会社 6290001038781
災害時の電源確保に向けた非常用発電機関連装置の生産体制の高
度化計画

株式会社西日本シティ銀行

1703 R140120028 九州 福岡県 株式会社池田測量事務所 4290001081511 産業用ドローンの導入による測量事業の生産性向上とＩＣＴ化 髙村　英子

1704 R140120029 九州 福岡県 株式会社ナイン警備 1290001078659 警備業の生産性向上、従業員の資産形成に資する前払いシステム 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

1705 R140120031 九州 福岡県 タカギ産業株式会社 6120101021613 新たな金型工作機械導入による生産性向上事業

1706 R140120032 九州 福岡県 株式会社進和プロモーション 8290001043680 インボイス制度と電帳法対応、生産性向上を図るシステム刷新計画

1707 R140120033 九州 福岡県 坂田歯科医院 75B31FAE
先進歯科治療機器を用いた歯周外科手術や根管治療等の予後の改
善

1708 R140120034 九州 福岡県 株式会社田辺建設 6290801015773 土木工事の生産性・安全性向上を目的としたＩＣＴ建機の導入 西岡　隆

1709 R140120035 九州 福岡県 株式会社ｇｏｏｄ　ｇｒａｃｅ 3290001040162 冷凍保存品の管理体制の効率化、在庫品の品質向上の取り組み 松代　和也

1710 R140120037 九州 福岡県 株式会社ケイズプロジェクト 4290001070695 レーザスキャナー測量の導入による即業業務の効率化 税理士法人サムライズ

1711 R140120040 九州 福岡県 株式会社ジーワイ・オート 5290001078564
車検納期短縮と先進安全自動車の検査体制構築による顧客満足度向
上

株式会社フロウシンク

1712 R140120041 九州 福岡県 ＭＨＣＦ株式会社 7290801024534 一包化監査支援システムの導入による業務効率化と新規販路開拓 橋本　東

1713 R140120042 九州 福岡県 デンタルアートヒロタ A89A8B34 歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による非金属補綴物内製化と生産性の向上 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ



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

1714 R140120043 九州 福岡県 むとべデンタルオフィス 0539BEEB
スキャンシステム導入によるマウスピース矯正治療の短期間化・高精
度化

1715 R140120045 九州 福岡県 株式会社ルーミックス 3290001064260 ＲＰＡ導入による不動産情報収集及び自社サイト登録の自動化推進 田中　順

1716 R140120046 九州 福岡県 株式会社矢田部研摩 3290801005810 高品質研摩によるＥ－ｂｉｋｅ市場への本格参入と生産工程最適化 株式会社大分銀行

1717 R140120047 九州 福岡県 太宰府西犬猫クリニック 6D401C00
尿管閉塞へのマイクロサージェリーと腎結石の粉砕摘出システムを実
施することで、全国有数の泌尿器科へ

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1718 R140120049 九州 福岡県 ユープラス DF8A544C ３Ｄのチョコレート・ケーキ・焼き菓子の製造・販売・宅配事業

1719 R140120050 九州 福岡県 株式会社ｇｍｌｋ 8290001090888
九州初の最新ＣＴ導入により福岡県・九州全体における精密検査機関
としての機能獲得を目指す事業

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1720 R140120055 九州 福岡県 株式会社ＫＴＩ 8290001095953
福岡県初のカテーテル治療を実施できる動物病院に進化して周辺地
域を救うプロジェクト

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1721 R140120056 九州 福岡県 オートサロンフジワラ 8D183E66 オリジナルデザインのカスタムカー製作の生産性向上

1722 R140120060 九州 福岡県 株式会社Ｄｅｓｉｇｎｓｈｉｐ 1290001097667 シルバー人材のための業務効率化に向けた介護食の生産体制の強化

1723 R140120062 九州 福岡県 古賀資材株式会社 9290001099210 地域技術の承継！卸売業の強みを活かした真空貼り加工の事業化

1724 R140120066 九州 福岡県 株式会社味よし 9290801018014 ぬかだき製造工場移転を契機とした新商品の開発及び販売事業 北九州商工会議所

1725 R140120067 九州 福岡県 株式会社カー・リメイク 7290801013272
フレーム修正と水性塗装の実施による鈑金塗装工程の効率化と品質
向上

株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

1726 R140120069 九州 福岡県 園田歯科医院 A7CB8024 歯科ＣＴとスキャナーにて全身健康管理とインプラントの高度化治療 税理士法人アップパートナーズ

1727 R140120071 九州 福岡県 株式会社Ｔｏｂｅ－Ｒｕ 7290001091615
クラウド完結型の医療業界に特化した人事評価システム「ＤｏｃｔｏｒＨＲ」
の開発

行政書士法人アクティス

1728 R140120072 九州 福岡県 株式会社西日本食研 1290001083477 セントラルキッチン導入による生産能力向上と収益性の改善 九郎丸　宏一

1729 R140120073 九州 福岡県 株式会社吉商 3290001050608
高速トレーラッパー機の導入による生産性効率の向上及び新商品開
発・生産

福岡県商工会連合会

1730 R140120075 九州 福岡県 勝山自動車株式会社 1290801000755 実車率アップをもたらす巡回ルートを提供する革新的配車システム 田邊　晃

1731 R140120076 九州 福岡県 Ｉシステム開発株式会社 6290001092382 総合シミュレータによるシステム開発事業の展開 大牟田柳川信用金庫

1732 R140120078 九州 福岡県 平和工業 459AC0F7 軽鉄骨住宅（スチールハウス）の軽鉄骨加工への新規参入の取組

1733 R140120079 九州 福岡県 株式会社唐人ベーカリー 6290001000394 新規需要対応のための自動包装機導入による生産性向上

1734 R140120080 九州 福岡県 デンタルデザイン松尾 CC46DA02 加工内製化によるセラミック歯等の短納期化と色調整の高度化

1735 R140120082 九州 福岡県 株式会社ドクターズキッチンカンパニー 1290001060658 ペットフード業界ＮＯ１へ向けてのＤＸシステム開発

1736 R140120087 九州 福岡県 ＣＩＦＯ株式会社 3290001019033 セルフチェックインとカードキーでホテルの低感染化・利便性向上

1737 R140120088 九州 福岡県 株式会社測研 3290801002130 最新モバイル端末を活用した港湾等施設点検のプロセスの革新 北九州商工会議所

1738 R140120089 九州 福岡県 有限会社森山銘木 6290002043896 減圧低温式乾燥装置の導入による一枚板テーブルの品質向上

1739 R140120090 九州 福岡県 伸興テクノ株式会社 7290801011920 集塵機部品等の高精度加工実現、生産性向上、安定供給体制の構築

1740 R140120091 九州 福岡県 株式会社キューブ 5290801006930 ドローン×ＡＩによる太陽光発電所の保守サービスＤＸ化への挑戦 長井　寿郎

1741 R140120092 九州 福岡県 株式会社ミラクトロン 4290801027341 ミラクトロン受発注プラットフォーム構築によるＤＸ推進事業

1742 R140120096 九州 福岡県 Ｉ．Ｐ．Ｓ．株式会社 6011001091204 設備導入で仕込み作業省力化　夜営業に偏らない営業で新規獲得 株式会社シャイン総研

1743 R140120097 九州 福岡県 合同会社ＡＤＶＡＮＣＥ　ＩＮＴＥＲＴＲＡＤＥ 9290003009811 九州から世界へ。漁業産業の活魚輸出への新たな挑戦

1744 R140120099 九州 福岡県 株式会社へいせい 7290001033113
森林部や河川部の災害復旧事業へのドローンレーザー測量システム
の活用

駒田　裕次郎

1745 R140120100 九州 福岡県 平城商事株式会社 1290001049478 一気通貫の業務基幹システム構築による攻めの提案営業展開 佐藤　勇樹

1746 R140120101 九州 福岡県 株式会社共和工業所 8290803000986 アンモニア発電等設備用部品加工の品質・生産性向上の取り組み

1747 R140120102 九州 福岡県 ＧｅｅｚＴｅｃｈ合同会社 2290003011369 当社業務生産性の向上と職人依存の製造体制脱却に向けた取り組み

1748 R140120104 九州 福岡県 株式会社ＵＥＪ 1290801021875 日本の旧車を中心としたバイク専門オークションサイトの開設 北九州商工会議所

1749 R140120105 九州 福岡県 株式会社バリューキャピタル 4011001119898 得意分野で助け合える飲食店版のワーキングシェアの構築

1750 R140120108 九州 福岡県 有限会社豊福木工所 5290002049597
建具家具の生産性ＵＰのための生産設備の拡充とその生産体制の構
築

久留米商工会議所

1751 R140120109 九州 福岡県 株式会社イサヤマ 1290001039818
半導体製造装置部品の精密加工能力獲得及び量産体制構築への挑
戦

1752 R140120111 九州 福岡県 株式会社ＳＡＭＵＲＡＩ　ＳＱＵＡＲＥ 4290001082798
月額制フリーソーイングスペースの創設・運営によるハンドメイドを通じ
た地域活性化

1753 R140120112 九州 福岡県 寺下畳襖内装店 A77C7F68
新製造ライン構築で洋風住宅にマッチする薄畳開発に挑戦　子育て世
代の新規顧客獲得

株式会社シャイン総研

1754 R140120113 九州 福岡県 株式会社エテルナホールディングス 2290001080449
軽貨物配送に特化した「宅配業者向け、配送員管理システム」　の開
発

1755 R140120114 九州 福岡県 ライフライン株式会社 8290801017941 レンタルポケットＷｉ－Ｆｉに関する新システムの導入による業務効率化

1756 R141120001 九州 佐賀県 エイト歯科クリニック ACBF57B3 新しい歯科素材であるジルコニア技工物の院内技工の実現 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1757 R141120002 九州 佐賀県 有限会社石丸工業 8300002001751 建築鉄骨用製品の開先加工内製化による品質向上と短納期化

1758 R141120003 九州 佐賀県 スマイル歯科 549BC7B7 手術当日に人工歯の装着、患者の負担減を実現する治療法の確立 泉　正道

1759 R141120004 九州 佐賀県 吉田企画印刷有限会社 6300002005639 機械導入による作業の効率化

1760 R141120008 九州 佐賀県 株式会社太洋 7300001009978
放課後等デイサービス業界の労働生産性向上と、その利用者向けシ
ステムのＤＸ化

株式会社グッドパートナーズ

1761 R141120009 九州 佐賀県 株式会社吉田屋 7300002006355 デジタル技術の活用による老舗旅館の非接触型オペレーションの実現

1762 R141120010 九州 佐賀県 株式会社ヱビスデンタル 2300001009529
歯科用機器導入によるＣＡＤ／ＣＡＭ冠・義歯製作の高精度化と生産性
向上

1763 R141120011 九州 佐賀県 有限会社白鷺めん 8300002000679 半生めん製造ラインの自動化・多品種包装対応による生産性の向上
一般社団法人佐賀県中小企
業診断協会

1764 R141120012 九州 佐賀県 家永歯科医院 34534143
ＣＴ画像診断の内製化による患者負担の軽減及び歯科治療期間の短
縮

株式会社西日本シティ銀行

1765 R141120013 九州 佐賀県 株式会社共栄製作所 2300001005825 ファイバーレーザー加工機導入による生産能力と付加価値額の向上 谷口　茂雅

1766 R141120015 九州 佐賀県 トリコーン・ビット鋼業 838E5042 最新デジタル設備等の導入による生産性向上と新規顧客開拓 佐賀県商工会連合会

1767 R141120016 九州 佐賀県 株式会社柴田工房 6300001010664 長尺・大型対応による元請でのクリニック向けリフォーム案件拡大 経営ビューイング株式会社

1768 R141120017 九州 佐賀県 江副敬土地家屋調査士事務所 1B53E126 測量データを３次元化・高度化・精緻化にて革新的なプロセス改革 税理士法人アップパートナーズ

1769 R141120019 九州 佐賀県 有限会社上田木材建設 3300002007662 差別化出来る鋸屑製造　生産のスマート化と販路開拓 伊万里商工会議所

1770 R141120021 九州 佐賀県 藤津碍子株式会社 9300001004969 バッチ式乾燥炉導入による碍子製造プロセスの生産性向上

1771 R141120031 九州 佐賀県 株式会社Ｄｅｓｓｕｎ 8300001012147 ＷＥＢアプリ　寄付プラットフォーム

1772 R142120001 九州 長崎県 株式会社内田精工 6310001013154
工作機械等の需要増に対応する大径長尺シャフト等の高精度・生産性
向上計画

株式会社エフアンドエム

1773 R142120005 九州 長崎県 株式会社セイエイ建設 7310001011297 オフセット機能付き設備の活用による工期短縮及び安全性の向上 株式会社長崎銀行

1774 R142120006 九州 長崎県 株式会社トラスティテクノ橋本 9310001017557 多段折り曲げを可能にする高精度板金加工による新製品開発 長崎商工会議所

1775 R142120007 九州 長崎県 有限会社翔芳窯 5310002012395 高付加価値セラミックフィルター開発による新製品量産製造 山田　周作

1776 R142120010 九州 長崎県 合同会社もみじ動物病院 3310003004245 治療プロセス全体の水準を高め、一院完結の高度腫瘍治療を実現 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1777 R142120011 九州 長崎県 つばき歯科クリニック C5072D66
歯科用ＣＴ及び口腔内スキャナーの導入による小児矯正歯科治療のプ
ロセス改善

株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1778 R142120012 九州 長崎県 有限会社斉藤測量事務所 1310002010106 デジタル技術を活用による測量事業の付加価値と生産性向上の取組 税理士法人ウィズラン

1779 R142120013 九州 長崎県 株式会社ささや 6310001000672 刺繍工程の効率化と新技術を活用した新商品開発



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

1780 R142120014 九州 長崎県 株式会社九州サーベイング 6310001017171 空から現場をスキャンし、ＰＣで測量する革新的な三次元測量の実現 吉元秀樹

1781 R142120016 九州 長崎県 株式会社ホーセイ 9310001005974 鋼材加工を内製化し、生産性の向上を図る為バンドソーを導入する

1782 R142120017 九州 長崎県 有限会社ウエストモーター 8310002009249 洗車工程の大幅短縮による車検・整備部門の強化 税理士法人ウィズラン

1783 R142120018 九州 長崎県 Ｈｅａｌｔｈｒｅｅ合同会社 8310003004439 疾患予測のテロメア検査開発とクラウドデータ共有システム開発

1784 R142120020 九州 長崎県 キリンフーズ株式会社 4310001005319 餃子製造工程の効率化による増産・販路拡大での売上増加計画

1785 R142120021 九州 長崎県 株式会社田尻自動車 2310001015526 デジタル技術を活用した旧車やカスタム車の車検・整備 長崎県商工会連合会

1786 R143120001 九州 熊本県 有限会社北田加工所 3330002020002
仕上げ加工自動化による革新的な高付加価値木製品の量産化体制構
築

株式会社フロウシンク

1787 R143120006 九州 熊本県 株式会社ジョイドライブ 1330001020913 ＯＢＤ検査対応機器導入による車検システムの生産性向上

1788 R143120007 九州 熊本県 株式会社三晃建設コンサルタント 3330001005292 受注増大のためのＵＡＶ３次元レーザー測量システムの導入 駒田　裕次郎

1789 R143120008 九州 熊本県 スギモト精工株式会社 3330001011638
最新ＣＮＣ旋盤の導入による大径加工の体制構築と成長市場の売上
拡大

株式会社フロウシンク

1790 R143120009 九州 熊本県 秀尚工業 6D13E6E7 検査・測定作業のデジタル化による時間短縮と高精度の実現 笑顔商店株式会社

1791 R143120010 九州 熊本県 株式会社ケイ・エフ・ケイ 1330001013553
ＩｏＴ対応マシニングセンタを用いたリソースの再配分、生産性向上と収
益力強化

株式会社フロウシンク

1792 R143120012 九州 熊本県 信和建設株式会社 9330001011715
小規模現場での土木工程におけるＩＣＴ化の推進と地域連携の取り組
み

株式会社フロウシンク

1793 R143120013 九州 熊本県 山王株式会社 4330001001893 道路舗装補修材の製造プロセス改善による品質向上・生産性向上

1794 R143120014 九州 熊本県 株式会社川上六花園 9330001000841 除草作業の革新的な生産性向上の実現 補助金活用支援会合同会社

1795 R143120015 九州 熊本県 株式会社今村建設 3330002020646 ＩＣＴ施工対応による生産性向上と労働環境改善、人手不足の解消 株式会社フロウシンク

1796 R143120016 九州 熊本県 株式会社ＡＢＣ保険グループ 7330001020098 保険代理店の体制整備を促進する「保険ＤＸ事業」の構築 西本　寛

1797 R143120017 九州 熊本県 有限会社ともだ 3330002007362 デジタル技術を用いた最新鋭の整形外科二次診療施設へ 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1798 R143120018 九州 熊本県 西日本集成材株式会社 2290001054007 増加する住宅リフォーム需要に寄与する集成材複雑加工の内製化 株式会社西日本シティ銀行

1799 R143120020 九州 熊本県 有限会社井本土木建設 1330002019558
ＩＣＴ施工体制構築による生産性向上で人手不足・技術承継の課題解
決

株式会社フロウシンク

1800 R143120021 九州 熊本県 火乃国食品工業株式会社 7330001012772 新たな小型充填包装機の導入による、新商品開発、付加価値の向上

1801 R143120022 九州 熊本県 株式会社オーケーフーズ 9330001009131 消費期限延長化で食ロス・ＣＯ２削減を両立した「生とうふ」開発 熊本県商工会連合会

1802 R143120023 九州 熊本県 有限会社味の大津屋 4330002015942 最新型ロボット等の導入による持続可能なＤＸ生産性革新事業 熊本県商工会連合会

1803 R143120025 九州 熊本県 うとデンタルクリック BCBD7AE1
最先端デジタル医療機器導入による治療のデジタル化と治療期間短
縮と業務効率化

株式会社リアルコンテンツジャ
パン

1804 R143120031 九州 熊本県 有限会社山田土木 7330002019924 小規模現場に対応したＩＣＴ施工システムの導入と受注体制の強化 吉野　恵子

1805 R143120035 九州 熊本県 株式会社ＦＳＫ 7330001018126 印刷機、ドローン導入による広告事業のワンストップ化

1806 R143120037 九州 熊本県 八代青果食品株式会社 8330001013786 「もったいない」が食卓の救世主！生産性向上プロジェクト 宍倉　渉

1807 R143120040 九州 熊本県 有限会社ムサシ動物医療センター 4330002010480
腹腔鏡外科システム導入による腹腔鏡外科による予防医療と効率的
治療

1808 R143120043 九州 熊本県 川口林業有限会社 2330002027510 設備導入により生産性効率化を図るとともに、森林の保護等に貢献

1809 R143120046 九州 熊本県 株式会社みなまた青果卸売市場 2330001026380 地方卸売市場の自動包装機導入による広域展開 水俣商工会議所

1810 R144120001 九州 大分県 株式会社ダイナン 5320001001654 一人ひとりが主役となって、夢・希望・笑顔に満ちた職場の創造

1811 R144120002 九州 大分県 有限会社泉水緑化産業 7320002019900 国が進めるｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎを過疎地区の当社も実施 久多良木　清隆

1812 R144120003 九州 大分県 ファーストコンサルタンツ株式会社 7320001003723 ＩＣＴ技術活用による測量工程の省人化・高度化と受注能力の拡大 株式会社フロウシンク

1813 R144120005 九州 大分県 西郷歯科医院 14466019
デジタル技術の活用による歯科技工所との連携強化とインプラント治
療の提供

株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1814 R144120006 九州 大分県 株式会社オリエント 8320001000760 ガラス管ヒューズ接着加工工程における生産プロセスの改善

1815 R144120007 九州 大分県 株式会社エピソード１ 7320001007451 多店舗展開に必要な生産性向上と従業員の負担軽減に向けた取組み 木津　俊彦

1816 R144120008 九州 大分県 小代築炉工業株式会社 2320201000186
ドローンレーザー測量・写真測量、ドローン赤外線点検の導入による効
率化と新規事業への参入

駒田　裕次郎

1817 R144120009 九州 大分県 津久見商業協同組合 5320205000130 商品券の電子化による津久見市の商業活性化

1818 R144120010 九州 大分県 株式会社大博精機 2320001015327
最新設備導入による量産加工品の生産効率向上及び収益性の改善と
デジタル化に対応した体制の構築

公益財団法人大分県産業創
造機構

1819 R144120011 九州 大分県 有限会社岡崎建具製作所 3320002020481
作業員の習熟度に依存しない製造自動化推進とホットメルト技術の高
度化による脱炭素社会への貢献

株式会社ダイワマネジメント

1820 R144120012 九州 大分県 安心院印刷 3C4A7189 事業承継を見据えた印刷サービスの開発と販売強化の実現 大分県商工会連合会

1821 R144120015 九州 大分県 株式会社サンテック精工 7320001011049 自動化設備による作業改善と生産効率、コスト削減、品質の向上 株式会社大分銀行

1822 R144120016 九州 大分県 さくらの森デンタルケアクリニック DC8BF36A 新治療工程の内製化と短納期化で、小児むし歯の再発ゼロを実現

1823 R144120018 九州 大分県 株式会社ＥＣＯＳＳ 2320001005939
マテリアルリサイクルによるプラスチック廃棄物の再利用及び生産性向
上

1824 R144120021 九州 大分県 高田歯科醫院 B18EAA83
デジタル技術による予防治療・コンポジットレジン治療体制の高度化事
業

1825 R144120024 九州 大分県 くにさきエコシステム株式会社 9320001008588 廃食油を使った高純度バイオディーゼル燃料製造事業 大分県商工会連合会

1826 R144120025 九州 大分県 有限会社ピーエムラボ 7320002005545 先端技術導入と自動化推進による生産性向上戦略 株式会社大分銀行

1827 R144120026 九州 大分県 株式会社東開 7320001001875
大型車両対応のタイヤ交換専用サービスカー導入による付加価値向
上

株式会社大分銀行

1828 R144120027 九州 大分県 朝日コンサルタント有限会社 9320002018784
ドローンレーザーとＭＭＳを融合した３次元測量による災害予防への取
組

アトムコンサルティング株式会
社

1829 R144120029 九州 大分県 株式会社フタバ印刷社 8320001007327 オンデマンド印刷機導入によるハイブリッド運用の実現 株式会社大分銀行

1830 R144120031 九州 大分県 有限会社龍成工業 7320002004398 最新ＩＣＴ付ブルドーザー導入による「ＩＣＴ施工」・「公共工事」への対応 株式会社大分銀行

1831 R144120032 九州 大分県 ＧＯＥＮ株式会社 4320001007181 ＤＸ化による住宅購入相談ＦＣ展開の生産性向上と新サービス構築

1832 R144120034 九州 大分県 有限会社姫野食品 2320002018007 製造限界を打開し大分県特産品を使用した商品の生産性向上計画 竹田商工会議所

1833 R144120035 九州 大分県 株式会社高畑 8122001004621 低炭素社会に貢献！スプリング焼鈍工程の効率化と省エネルギー化 株式会社ダイワマネジメント

1834 R145120001 九州 宮崎県 株式会社ロードリバーコンサルタント 3350001002189
生産性向上、増収増益を狙いＵＡＶ３次元レーザー測量システムを導
入

駒田　裕次郎

1835 R145120002 九州 宮崎県 江藤歯科医院 CC524CE1
ＣＡＤ／ＣＡＭ設備の導入による補綴治療の効率化とデジタル変革の
推進

株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1836 R145120005 九州 宮崎県 四元食品工業有限会社 8350002018106 包装工程の効率化による生産性向上と販路の拡大 小林商工会議所

1837 R145120006 九州 宮崎県 郡司歯科医院 B9872414 ＣＴ・スキャナー・滅菌器導入による歯科診療の高精度化と時間短縮 ＪＩＮ＆Ｐａｒｔｎｅｒｓ株式会社

1838 R145120008 九州 宮崎県 株式会社オファサポート 1350001005482 ＡＩ教習システム導入によるサービス提供方法の改善

1839 R145120010 九州 宮崎県 株式会社トラストワン 4350001012699
マシンニングセンタ導入による生産性の向上と医療用カメラのアルミ部
品製造

延岡信用金庫

1840 R145120012 九州 宮崎県 株式会社サニー・シーリング 5350001008003
現場ＤＸ含む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

1841 R145120013 九州 宮崎県 九州北清株式会社 7350001009825 ガラス剥離装置導入による太陽光パネルリサイクル事業の推進 小林商工会議所

1842 R145120015 九州 宮崎県 株式会社日環 5350001004167 新規設備導入による新規案件獲得、生産性向上及び売上向上計画 宮崎県商工会連合会

1843 R145120017 九州 宮崎県 株式会社サイト 8350001011103
先端設備導入によりフルオーダースーツ縫製技術の伝承と受注能力
向上を実現

株式会社宮崎銀行

1844 R145120018 九州 宮崎県 株式会社Ｈａｋｏｂｏｔ 4350001015289 屋内自動運転システム走行ロボットの屋外走行化に向けた開発事業

1845 R145120020 九州 宮崎県 ヒラサワプレシジョン株式会社 1350001001449 超高精度電源制御放電加工によるナノメートル精度シボ加工の実現 城　寛
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1846 R146120004 九州 鹿児島県 鹿児島土木設計株式会社 6340001000975 新規ドローン導入による３次元測量の実現、及び測量の効率化 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1847 R146120005 九州 鹿児島県 リプサ株式会社 3340001020035 多様化する顧客ニーズを満たす製品の生産性向上のための設備導入 鹿児島県商工会連合会

1848 R146120007 九州 鹿児島県 株式会社有馬興業 2340001010417 建設工事現場の作業効率化と安全性の確保

1849 R146120008 九州 鹿児島県 合名会社明石屋菓子店 9340001000262 伝統的郷土菓子「春駒」の増産および販路拡大への挑戦

1850 R146120011 九州 鹿児島県 株式会社にし動物病院 1340001009303
デジタル機器の応用による、大規模医院に匹敵する医療提供が可能
な革新的小規模医院への変貌

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1851 R146120012 九州 鹿児島県 ヒーローテクノス有限会社 6340002014553
半導体製造装置用部品の難削丸型形状加工の自社一貫生産体制の
構築

鹿児島相互信用金庫

1852 R146120013 九州 鹿児島県 株式会社ＥＳＹフーズ 5340001023548 製造プロセス改善による豚バラねぎま串の試作開発と串刺自動化 鹿児島県商工会連合会

1853 R146120016 九州 鹿児島県 霧島運輸倉庫株式会社 4340001007221 産業廃棄物の再資源化を促進、地域に貢献する運ぶから創る企業へ 税理士法人ウィズラン

1854 R146120017 九州 鹿児島県 南成工業株式会社 7340001018728 建設事業者が挑む鰹節工場向け雑木加工事業の立ち上げ 中筋　一郎

1855 R146120020 九州 鹿児島県 世紀産業株式会社 5340001006742 日本唯一「国産シナモン」を用いた戦略商品展開で世界へ！

1856 R146120021 九州 鹿児島県 株式会社ファームファクトリー 2340001021001 独自技術を転用して、素材の味がする健康食品を美味しく届ける。 株式会社タスクール　Plus

1857 R146120023 九州 鹿児島県 株式会社里山興業 9340002021704
地上型レーザースキャナーシステムによる高スピード・低コスト・高精度
の実現

駒田　裕次郎

1858 R146120024 九州 鹿児島県 有限会社グリーンティ折尾 5340002024578
粗揉機と揉捻機導入による生産性向上と高品質商品の安定提供の確
立

1859 R146120027 九州 鹿児島県 株式会社カンダイ 5340001015487 鹿児島市初の配管検査専門業への進出

1860 R147120001 沖縄 沖縄県 株式会社ｃａｓａ　ｄｅｌ　ｓｏｌｅ宮古島 5360001029221 コンクリート研磨事業

1861 R147120003 沖縄 沖縄県 株式会社オカベメンテ 8360001021200 ドローンレーザー計測を用いた３次元維持管理技術サービス 株式会社琉球銀行

1862 R147120004 沖縄 沖縄県 農業生産法人有限会社やえやまファーム 3360002021690
石垣島産アグー豚を使用した「ぱいぬ豚網脂ハンバーグ」の生産性向
上

堀江コンサルティングオフィス
株式会社

1863 R147120006 沖縄 沖縄県 株式会社カネマサミート 3360001006420 新たな製品の開発と、製造工程の自動化による製造量の大幅拡大 宮里　悠司

1864 R147120007 沖縄 沖縄県 楽しいメディアカンパニーＯＫＩＮＡＷＡ合同会社 5360003005988
短時間で高品質なＷＥＢサイト制作を実現！ＷＥＢデザイン支援システ
ムの開発

株式会社ｂｔｏｂｅｅ

1865 R147120016 沖縄 沖縄県 株式会社Ｈｏｎｅｙ　Ｆｕｓｉｏｎ 6360001024601 沖縄農産物とマヌカハニーを加工した商品化及び製造環境の整備 西山　優一郎

1866 R147120017 沖縄 沖縄県 １８０＋ 422E8522
２種類の窯を併用し生産力と安定性を上げ、顧客へ多方面からの提案
を行う。

1867 R147120018 沖縄 沖縄県 株式会社クリフクラフト 6360001022919 ニーズに対応しうるクラフトビール製造のための業務効率化 ReHug株式会社

1868 R147120019 沖縄 沖縄県 有限会社嘉陽測量設計 3360002011568 ＵＡＶレーザー測量システムの導入による高スピード・低コストの実現 駒田　裕次郎

1869 R147120020 沖縄 沖縄県 ドローンフュージョン株式会社 9360001030101 ドローンショーや測量・点検などの最先端ドローン活用サービスの展開 株式会社アカウティングプロ

1870 R147120022 沖縄 沖縄県 フェイスデンタルオフィス 84333736 ＤＸによる最先端デジタル診療の推進、事業拡大と働き方改革の実現
株式会社リアルコンテンツジャ
パン

1871 R147120024 沖縄 沖縄県 株式会社りゅうわ 5360001019949 ペット移動火葬炉の導入による新サービスの開発と差別化の維持 竹内　成人

1872 R147120025 沖縄 沖縄県 有限会社日光建創 8360002003362 プレス加工工程の効率化による多品種小ロット製品の強化、販路開拓

1873 R147120027 沖縄 沖縄県 合同会社よみたん動物病院 3360003010206 保護動物問題解決のための高度な診療体制の構築 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1874 R147120028 沖縄 沖縄県 有限会社海邦ベンダー工業 1360002001224 高性能ベンダー機械導入による、生産性の効率化及び事業拡大強化

1875 R147120033 沖縄 沖縄県 株式会社シンテック 8360001001136
ＥＲＰ刷新による生産性と顧客サービス向上とＤＸ推進基盤構築プロ
ジェクト

1876 R147120034 沖縄 沖縄県 株式会社オーパス 1360001005226 最新型カッティング機導入での什器・小ロットパッケージへの展開 大森渚

1877 R147120035 沖縄 沖縄県 有限会社うめ工房 8360002016208 梅菓子生産能力の向上

1878 R147120037 沖縄 沖縄県 株式会社イバノ 9360001008428 自動スモーク窯の導入による燻製商品の生産性向上と高品質化 株式会社琉球銀行

1879 R147120038 沖縄 沖縄県 にじいろ歯科クリニック 2118E9E3 ２波長レーザー機器導入で施術対応範囲拡大と患者ＱＯＬアップ 野竿　健悟

1880 R147120039 沖縄 沖縄県 株式会社ＧＥＭ 9360001029614 特許商品「カビモロック」を活かした企業課題解決プロジェクト

1881 R147120040 沖縄 沖縄県 小濵　拓希 D3EAAD4B 製麺機の導入による原価低減

1882 R147120043 沖縄 沖縄県 株式会社恵測リガーレ 1360001027451 ドローンでのレーザー測量

1883 R147120046 沖縄 沖縄県 トロピカルマッサマン B90411C9 小型レトルト殺菌機導入による市場ニーズへの対応及び販路拡大

1884 R147120048 沖縄 沖縄県 株式会社Ｐａｙｋｅ 7360001018833 在留外国人向け各種インフラサービスへのゲートウェイシステム構築

1885 R147120049 沖縄 沖縄県 琉球食鶏株式会社 4360001014356 廃棄される廃鶏を活用したミンチの商品開発で採卵養鶏場を救う。


