
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 R101130006 北海道 北海道 有限会社尾野 6430002004297 競争力強化のためのドローン３次元レーザー測量システムの導入 駒田　裕次郎

2 R101130007 北海道 北海道 株式会社山本組砕石工業 9450001007684
油圧式インペラ破砕機導入による生産プロセスの改善及び生産性向
上

株式会社北洋銀行

3 R101130010 北海道 北海道 株式会社柳本組 1440001006736 レーザースキャナー導入による配管図面の高速・高精度化事業 北村　耕司

4 R101130011 北海道 北海道 あんねんｆａｒｍ株式会社 6450001012621 乾燥・調整機械の導入により、生産性の向上を図る。 税理士法人小島会計

5 R101130012 北海道 北海道 国岡製麵株式会社 3430001004961 こりゃ楽だ！検品地獄からＡＩ天国に昇る検査機器導入事業

6 R101130014 北海道 北海道 有限会社本間 4430002051473 自動操舵システム導入による農作業の飛躍的な生産向上事業 空知信用金庫

7 R101130015 北海道 北海道 木下秀樹 BDF7D1EF コーン収穫機と伸縮コンベア導入による効率化及び作物の品質向上 帯広信用金庫

8 R101130016 北海道 北海道 有限会社ファインワークス 7450002007223
高性能のスマートナビ搭載散布機導入による散布工程の生産性を大
幅向上する事業

株式会社　北海道共創パート
ナーズ

9 R101130017 北海道 北海道 井馬啓至 232801A4 肥料散布機導入による作業効率化・省力化、肥料散布の最適化 帯広信用金庫

10 R101130019 北海道 北海道 有限会社マルヤマ工業所 4460102003280 バックホー及びＩＣＴ測量機器導入による河川工事の炭素生産性向上 株式会社北海道銀行

11 R101130021 北海道 北海道 櫻井農場 14AB147F 最新型ポテト収穫機の導入による、収穫時期最適化及び収量ＵＰ 帯広信用金庫

12 R101130022 北海道 北海道 道端　伸行 A49A2B7B 新型スプレイヤー導入で作業効率化、経費削減、収量増加の実現。 帯広信用金庫

13 R101130025 北海道 北海道 屋号なし C867DD6A
最新の機材導入による最適な肥料・農薬散布技術の確立と生産性向
上

辻村　英樹

14 R101130026 北海道 北海道 珈琲文庫合同会社 1440003001198
独自焙煎機の開発・導入による生産性の向上および商品ラインナップ
（コーヒー豆）の強化事業

株式会社　北海道共創パート
ナーズ

15 R101130027 北海道 北海道 有限会社北光食品 8430002018477 最新型こんにゃく生産システムによる工程標準化と生産性向上事業 安達　隆久

16 R101130028 北海道 北海道 株式会社マルナカ 7430001042834 北海道産小麦１００％で作った乾麺を広めたい！道外・海外へ！

17 R101130029 北海道 北海道 有限会社サンエイ緑化 7460102006677
ハーベスタヘッド導入により時間短縮及び省力化を図り、スマート林
業を推進する。

帯広信用金庫

18 R101130030 北海道 北海道 吉村　和敏 9646DF2B 生産能力強化・収益構造の安定化へ向けた大型大豆収穫機の導入 帯広信用金庫

19 R101130031 北海道 北海道 株式会社野口商店 3450001002328
北海道産ブランド米の需要拡大に伴う生産性向上による安定供給体
制の確立

株式会社秋田銀行

20 R101130032 北海道 北海道 株式会社ＳＰＥＥＤ　ＳＴＩＣＫ　ＤＥＳＩＧＮＳ 1430001083479 ３Ｄプリンターを活用した物件デザイン３Ｄ住宅模型製作事業

21 R101130033 北海道 北海道 岩見沢鋳物株式会社 1430001046931 仕上工程自動化装置に導入でのボトルネック解消による生産性向上

22 R101130034 北海道 北海道 有限会社内田牧場 6460102007437
デントコーン用播種機及び自動操舵システム導入により、自給飼料増
加及び作業効率化を図る。

帯広信用金庫

23 R101130035 北海道 北海道 株式会社札幌第一金属 3430001025768
ポリウレタン低圧注入機導入による生産性の向上および作業平準化
計画

株式会社　北海道共創パート
ナーズ

24 R101130036 北海道 北海道 株式会社美幌牛肥育センター 7460301002972 強力粉砕機導入による生産性の向上およびコスト削減事業
株式会社　北海道共創パート
ナーズ

25 R101130038 北海道 北海道 石水農場 DB42655E
農地メンテナンス作業の改善により耕作農地のポテンシャルを最大限
に活かし農作物の更なる品質向上を目指す

帯広信用金庫

26 R101130039 北海道 北海道 株式会社ケイオーハウジング 1460101000505 大型フォークリフト導入による運搬作業効率化で納期短縮実現 帯広信用金庫

27 R101130041 北海道 北海道 夢未来フーズ F7C4BFBA セルフオーダーシステムの導入

28 R101130044 北海道 北海道 道南繫殖サポート 843F6AF4 道南黒毛和牛の品質向上に資する道南初のＯＰＵ－ＩＶＦ移植事業 北村　耕司

29 R101130045 北海道 北海道 平田技術コンサルタント株式会社 2460101001452
デジタル技術を駆使し展開する「革新的な３次元測量プロセス」の構
築

30 R101130046 北海道 北海道 火ノ川農場 F00899A5 最新式馬鈴薯収穫機導入によるスマート農業実現で新たな農業へ 帯広信用金庫

31 R101130047 北海道 北海道 有限会社紋別家畜診療センター 1450002012831
域内で唯一高精度検査・手術を提供し伴侶動物・飼い主様・家畜・保
護動物のＱＯＬ大幅ＵＰ！

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

32 R101130048 北海道 北海道 五十嵐農場 EBDE5EF7 甜菜生産の削減に伴う馬鈴薯生産の向上への取り組み 帯広信用金庫

33 R101130050 北海道 北海道 多田農場 39D4134A
世界に誇る「十勝産小豆ブランド」の最新コンバインによる効率的収
穫と品質向上

帯広信用金庫

34 R101130051 北海道 北海道 株式会社ルートテック工業 6430001035987 動力折曲機導入による内製化で革新的かつ生産性向上事業計画

35 R101130052 北海道 北海道 株式会社たくゆう 2430001075797
ファイバーレーザー加工機による生産性の向上および新分野参入事
業

株式会社　北海道共創パート
ナーズ

36 R101130054 北海道 北海道 株式会社アールシー 8430001032818
管理業務の見える化とスタンドアロンからの脱却を目指す、社内ＤＸ化
への挑戦！

株式会社　北海道共創パート
ナーズ

37 R101130055 北海道 北海道 恵田農場 58AF7E48 最新型コンバイン導入による豆の品質向上および収量増加計画！ 帯広信用金庫

38 R101130056 北海道 北海道 遠藤農場 3246524E
間作播種・肥料散布・農薬散布の３作業を農業用ドローンでスマート
化。

帯広信用金庫

39 R101130057 北海道 北海道 株式会社あるやうむ 6430001082807 株式会社あるやうむ：観光とＮＦＴを結びつけたサービスについて 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

40 R101130059 北海道 北海道 株式会社ドルック 2450001002015 デジタル印刷機導入による生産効率の向上と新分野への取組み

41 R101130060 北海道 北海道 株式会社村中屋 7460101005696 地域農業の課題解決に向けたコントラクター事業の拡大 帯広信用金庫

42 R101130062 北海道 北海道 前崎農場 1EB73752 コンバイン導入による農作物収穫のスマート農業化の実現 帯広信用金庫

43 R101130065 北海道 北海道 株式会社ジューヴル 8430001073333
製品の完全グルテンフリー化並びに生産性の向上に資する製造ライ
ン追加事業

空知信用金庫

44 R101130068 北海道 北海道 株式会社ファームはました 6460101004724 土壌づくりや防除作業における効率の向上 帯広信用金庫

45 R101130069 北海道 北海道 合同会社十勝とやま農場 6460103001182 肥料散布機導入によるスマート農業実現と新たな農業形態への挑戦 帯広信用金庫

46 R101130070 北海道 北海道 国安産業株式会社 1460301002086 新型ハーベスタ導入による作業の効率化と生産性向上事業 北見信用金庫

47 R101130071 北海道 北海道 有限会社庄島レッカー 8460102001537 高精度プレスブレーキ導入による車両メンテナンス業務の強化 帯広信用金庫

48 R101130073 北海道 北海道 株式会社トーラスクリエイティブ 2460101007004 動力折曲機の導入による従業員が永く働ける板金屋への変革 帯広信用金庫

49 R101130074 北海道 北海道 屋号なし 5AA21C58 甜菜の面積減少を克服！　ＧＮＳＳガイダンス等による生産性向上 佐藤　潤一

50 R101130075 北海道 北海道 石川隆久 B1D61D18 日本屈指の豆の生産地音更町より、豆の新たなる収穫方式の導入 帯広信用金庫

51 R101130076 北海道 北海道 阿部農場 AD7DC865
酪農と畑作の兼業から畑作専業へ。最新鋭のストーンピッカーを用い
た農地改良の内製化

帯広信用金庫

52 R101130077 北海道 北海道 有限会社能戸自動車整備工場 7440002003330
顧客接点を強化し洗車効率を向上！最新洗車機を活用した洗車事業
展開

吉元秀樹

53 R101130078 北海道 北海道 岡田農場 CFDC011B 長ネギの収穫から出荷まで機械化を図り、大幅な業務改善を行う。 帯広信用金庫

54 R101130080 北海道 北海道 株式会社道央メタル 6430001046860
限界効率及び工程統合追及による切断条材低コスト化と新規用途の
拡大

株式会社　北海道共創パート
ナーズ

55 R101130081 北海道 北海道 有限会社中山農産 3460102002498 質の向上が求められるポテトチップス専用馬鈴薯の収穫作業高度化
MASTコンサルティング株式会
社

56 R101130082 北海道 北海道 合同会社茂古沼農場 1460103000759 農作業の飛躍的な改善を図る為に最新鋭のトラクターを導入する 帯広信用金庫

57 R101130083 北海道 北海道 株式会社ＨＡＬＯ 9460301004967 癌治療の高度化効率化でオホーツク管内のペットの健康増進へ 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

58 R101130084 北海道 北海道 淡路農産食品株式会社 2140001085520 高速玉ねぎ洗浄機を導入した、北海道での加工増産体制の構築 株式会社徳島大正銀行

59 R101130086 北海道 北海道 佐藤農場 7D449005
国内産大豆の国内自給率向上のために新たな生産方式を導入しま
す

帯広信用金庫

60 R101130087 北海道 北海道 屋号なし 5AC7765F ＩＣＴ散布作業機導入でハイブリッド農業の更なる高みを目指す！ 帯広信用金庫

61 R101130088 北海道 北海道 株式会社伊尾自動車 8430001052601 大型自動車向けロードサービス事業の立ち上げ

62 R101130089 北海道 北海道 有限会社山本農産 9460102007319
幕別長芋の世界進出を広げる最新選果ラインと次亜塩素酸ナトリウ
ム洗浄機導入

帯広信用金庫

63 R101130090 北海道 北海道 松浦功 647923BB 馬鈴薯収穫の省力化体制を整え他作物の相乗効果を図る 帯広信用金庫

64 R101130091 北海道 北海道 株式会社ＥＬＥＺＯ社 3460101004537 家畜家禽の糞尿および産業用生ゴミの完全堆肥化モデルの確立 野村　幸司

65 R101130093 北海道 北海道 株式会社ユニティファーム 7430001085544 スマート農業施設と農産物直売所による経営改革の実施 辻村　英樹
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66 R101130095 北海道 北海道 株式会社グラフィックファーム 8430001081245 ＩＣＴ技術等を活用した最新設備導入により生産性向上を図る 税理士法人小島会計

67 R101130096 北海道 北海道 幡本印刷株式会社 9430001013486 加工工程の内製による生産強化事業
株式会社　北海道共創パート
ナーズ

68 R101130097 北海道 北海道 千葉典弘 A75D4E53
トラクターとＧＰＳガイダンスシステム導入による生産性向上によるブラ
ンド牛の確立

69 R101130098 北海道 北海道 株式会社ゆほびか 8430001067459 レーザースキャナーを活用した革新的で効率的な測量業務の実現 吉元秀樹

70 R101130099 北海道 北海道 農業 15019C22
ＧＰＳを活用したスマート農業実現による新時代の営農スタイルの確
立

北見信用金庫

71 R101130100 北海道 北海道 ＶＥＳ合同会社 1430003011537 ＭＲグラスを用いた最先端の麻酔治療教育サービスの提供 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

72 R101130103 北海道 北海道 有限会社山下育成牧場 1460102006352
農作業の効率化でより良い状態の搾乳牛を牛乳生産者へお届けしま
す！

帯広信用金庫

73 R101130104 北海道 北海道 株式会社イー・カムトゥルー 6430001026425 ブロックチェーン技術による顧客データベースの分散保持システム

74 R101130106 北海道 北海道 株式会社ＯＲＧＯ 5430001082089 ＡＩで構築する仮想筋骨格と映像分析を応用した運動解析技術開発 スズカＦＡＳ株式会社

75 R101130107 北海道 北海道 株式会社えびな建設 3450001011238 ＩＣＴショベルの導入により暗渠排水工事の作業効率をアップする！ 北見信用金庫

76 R101130108 北海道 北海道 株式会社宝水ワイナリー 6430001047223
製品の安全性向上並びに事業目標達成に資する瓶詰め設備更新事
業

空知信用金庫

77 R101130109 北海道 北海道 株式会社松田技術コンサルタント 7460102003328 レーザードローンによる３次元データを活用した最新測量技術導入 帯広信用金庫

78 R101130110 北海道 北海道 葛西農場 BE9022B8 新型スプレーヤ導入による生産性向上と地域産業の活性化 帯広信用金庫

79 R101130111 北海道 北海道 上田　博康 404DF953
＂オホーツクの豆”を全国の食卓へ！国産大豆の増産による食料自
給率の向上

北見信用金庫

80 R101130112 北海道 北海道 道下留美子 4C049D58
品質・価格の安定的供給が求められる十勝産小豆の収穫作業高度
化

MASTコンサルティング株式会
社

81 R101130116 北海道 北海道 佐藤板金 49D0084B 新型動力折曲機導入による作業効率向上 帯広信用金庫

82 R101130117 北海道 北海道 株式会社学習塾あすなろ会 5460001000238
学習塾の顧客管理システム導入による社内業務のＤＸ化・業務効率
化

北村　亮太

83 R101130118 北海道 北海道 株式会社ＳＯ’ｓ　ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ 2430001049322 配達に特化した配車管理システムによる道内飲食店の生産性向上

84 R101130121 北海道 北海道 株式会社日光印刷 8430001056916
デジタル印刷機導入による小ロットに対応した新たなシール製造方式
による新規事業展開

駒井　桂伺

85 R101130122 北海道 北海道 株式会社ナリテツ 6460001003561 内製化による工場生産性向上を目指したＩＯＴ技術導入事業 株式会社ラコンテ

86 R101130123 北海道 北海道 株式会社霧の下 7430001004909 全店統一管理システムとセントラルキッチン構築による生産性向上 スズカＦＡＳ株式会社

87 R101130124 北海道 北海道 カネイシフーズ株式会社 5430001056043 生産者限定の一頭買いを活かした冷凍・冷蔵肉製品の開発

88 R101130126 北海道 北海道 村松法律事務所 5FFD8EC5 統合基盤システムによるＤＸを通じた戦略的協働と予防法務の深化
株式会社　北海道共創パート
ナーズ

89 R101130128 北海道 北海道 株式会社有賀さく泉工業 3460101000073
地域の水資源活用のため新たな設備導入によるさく泉工事の効率向
上

北見信用金庫

90 R101130132 北海道 北海道 株式会社Ｓｔｅｅｌ 8430001067855 鉄骨・鉄板製品の製造における革新的な生産プロセス改善 石山　賢

91 R101130133 北海道 北海道 杉山農場 09D9861D
最新型ポテトハーベスターを導入してスマート農業を展開、収量の増
加・品質向上を目指す！

帯広信用金庫

92 R101130134 北海道 北海道 岡本林業株式会社 1460301004421 「１００年先も続く森へ」マルチャー導入による植林事業本格参入計画 北見信用金庫

93 R101130135 北海道 北海道 有限会社なかの農園 5460302005340 スマート農業による生産性向上と勘と経験に頼る農業からの脱却！ 北見信用金庫

94 R101130136 北海道 北海道 東香産業株式会社 1430001063076 ３Ｄ・ＵＶプリンタ導入による、香り商品製造の内製化・品質向上 空知信用金庫

95 R101130137 北海道 北海道 株式会社毛利産業 1430001073554 地下水を活用した地中ヒートポンプシステムの高効率化の検証 北海道信用金庫

96 R101130140 北海道 北海道 広野肉牛生産組合有限会社 2460102002813 重機作業の効率化による頭数増加と質の高い肉牛生産の両立 帯広信用金庫

97 R101130142 北海道 北海道 森田　晋作 3BD54F18 大型トラクター導入における良質粗飼料確保に向けた取組

98 R101130144 北海道 北海道 クリエイティブラビット株式会社 2011003012153 集客特化型デザインテンプレート販売プラットフォームの開発 合同会社G&N

99 R101130150 北海道 北海道 株式会社フェイス 9430001061089 最新冷凍機導入で一流鮨屋のおせちを全国へ販売し生産性向上

100 R101130152 北海道 北海道 株式会社高橋配管設備 7430001051182 一般住宅向け地中熱工事を強力に普及する、地域省エネ推進事業
株式会社　北海道共創パート
ナーズ

101 R101130155 北海道 北海道 株式会社ＴＲＩＢＥ 4430001082098 ＡＩラベルスキャンで酒販事業者の生産性・付加価値の向上を実現

102 R101130157 北海道 北海道 北海バネ株式会社 9430001050414
軌道用締結バネの新型巻線機導入による生産性向上と持続的安定
供給の実現

株式会社　北海道共創パート
ナーズ

103 R101130158 北海道 北海道 伊藤農場 E4EED867
最新式ブームスプレーヤ導入によるスマート農業の展開と環境保全
への挑戦

帯広信用金庫

104 R101130161 北海道 北海道 株式会社小泉機械店 3462501000082
労働生産性と労働安全性の向上を目指す、最新リフト導入による技
術革新事業

株式会社ラコンテ

105 R101130163 北海道 北海道 池田　辰実 7FF9EA43 酪農業の６次産業化と地域活性化への寄与

106 R102130003 東北 青森県 株式会社フジクリーン・テック 2420001001705 既存商品の生産効率化と新規商品の開発目的に機械化を図る事業 青森商工会議所

107 R102130004 東北 青森県 株式会社北栄企業 1420001012133 自走式破砕機導入による生産性向上および売上向上計画 株式会社北日本銀行

108 R102130005 東北 青森県 株式会社マルジン・サンアップル 3420001010077 青森県りんごの流通環境の高度化による短納期化と輸出数量増加

109 R102130006 東北 青森県 ビースタイルナイン 6CC98FB5 違法改造車の撲滅！カスタマイズカー制作から公認車検まで 青森県商工会連合会

110 R102130007 東北 青森県 株式会社青い郷里 6420001014166 シェフの技術を活用した洋風デリ事業・食品製造業への新分野進出

111 R102130008 東北 青森県 有限会社遠藤板金工業 9420002018122 ガルバリウム鋼板動力折り曲げ機導入による生産性向上
公益財団法人２１あおもり産
業総合支援センター

112 R102130010 東北 青森県 高砂食品株式会社 7420001009198 青森初！新ラーメン商材の生産性向上と販路拡大による収益性強化 株式会社秋田銀行

113 R102130011 東北 青森県 はせがわ板金 B794A77A 動力折曲機導入による生産性向上と新商品等の展開

114 R102130015 東北 青森県 株式会社資源開発 6012401018688 廃棄処分される野菜残渣を堆肥処理し有機肥料を製造販売する計画

115 R102130017 東北 青森県 ハートエンジニアオフィス株式会社 9420002002316 測量業務の精度・生産性・安全性向上のための新規設備機器導入 株式会社みちのく銀行

116 R103130003 東北 岩手県 岩手銘醸株式会社 4400601000560 米国大リーグ関連の新商品開発による海外販路開拓 岩手県商工会連合会

117 R103130005 東北 岩手県 株式会社タカシン 6400001014325
新規設備導入による生産性向上で新規顧客開拓と利益黒字化の実
現

株式会社岩手銀行

118 R103130007 東北 岩手県 盛岡どうぶつ病院 C44E7076 北東北ナンバー１のエキゾチックアニマル診療病院へ 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

119 R103130009 東北 岩手県 株式会社十辰製作所 2020001008773 脱炭素時代の生産シフトに応える生産革新事業

120 R103130010 東北 岩手県 北映商事株式会社 5400001001415 オートタイヤチェンジャー導入によるタイヤ交換作業効率化計画

121 R103130014 東北 岩手県 泉金酒造株式会社 5400001007081 「岩手県北エリア初！地域資源活用のクラフトビール開発」 岩手県商工会連合会

122 R103130016 東北 岩手県 株式会社エム．シー．アイ．エンジニアリング 2400601000562 高品質「貝係止具（アゲピン）」の開発及び製造技術高度化 岩手県商工会連合会

123 R103130017 東北 岩手県 株式会社宮古ドライビングスクール 2400001006937 高齢者，ペーパードライバー等向け高度教習サービスの提供 宮古商工会議所

124 R103130018 東北 岩手県 株式会社東北医工 3400001015895 脳卒中患者手指機能回復用先進的ロボットリハビリ機械装置

125 R103130019 東北 岩手県 田野畑自動車工業株式会社 2400001007209 多軸フリーローラーの導入

126 R104130001 東北 宮城県 有限会社平岡製工社 4370602001537 高精度薄板溶接の確立による生産性向上と受注拡大へ 石巻商工信用組合

127 R104130002 東北 宮城県 株式会社ヴィ・クルー 5370101001657 ＥＶ化によるバス特化技術を活用した交通インフラサービスの提供

128 R104130003 東北 宮城県 有限会社寺嶋ボーリング 7370002008155 ボーリングＡ型櫓の導入による掘削工事の安全性と効率性の向上 翠星企画株式会社

129 R104130006 東北 宮城県 株式会社Ｍｏｇｅｅ 3370101001956
自動車リサイクル率１００％に向けた銅回収効率向上による環境保全
への貢献

仙南信用金庫

130 R104130007 東北 宮城県 株式会社若生工業 1370101001264
都市の再開発計画に基づく耐火性に優れたスチールサッシの生産性
向上計画

仙南信用金庫

131 R104130009 東北 宮城県 鈴木畳店 E91F94E9
薄畳製造工程の自動化による経営革新　ＥＣ進出による商圏拡大作
戦

座間　裕史

132 R104130010 東北 宮城県 方正貿易株式会社 6370301002875
需要が拡大する鉄・銅スクラップ処理における生産性・安全性向上計
画

株式会社七十七銀行

133 R104130011 東北 宮城県 三ッ引興業株式会社 5370001004124 形状制限のない測定と測定結果の可視化を組合せた測定技術革新

134 R104130016 東北 宮城県 株式会社ｎａｎｄａｒｙ　ｃａｎｄａｒｙ 5370001041786 大型ビジョン制御システムの導入・運用サポート体制構築 株式会社七十七銀行
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135 R104130017 東北 宮城県 株式会社ヒキチ 6370101000195 材料自動供給システム導入による薄板精密板金加工ライン構築事業

136 R104130022 東北 宮城県 株式会社ｔＨｉＮ’ｎｋ． 4370001043379 デジタル技術を利用した「体験する」映像投影イベントの事業化

137 R104130024 東北 宮城県 ランドレックス株式会社 3370001043677 お客様のニーズに合わせた戸建住宅を建築する新規事業 株式会社七十七銀行

138 R104130025 東北 宮城県 株式会社ケディカ 7370001000625
次世代生産管理システムの導入による生産性・品質・顧客満足度の
向上

139 R104130026 東北 宮城県 株式会社コスモスウェブ 3370001012062 卓上型直交ロボット・搬送モジュール無線接続ＦＡ装置機器の開発
公益財団法人みやぎ産業振
興機構

140 R105130001 東北 秋田県 株式会社佐藤組 1410001010220 コアドリル掘削装置導入による杭抜き工事への新規参入 株式会社北都銀行

141 R105130003 東北 秋田県 株式会社マルコ産業 7410001008069 高効率ブルドーザ導入による受注件数増加

142 R105130004 東北 秋田県 株式会社菅英佃煮本舗 8410001003449 タンパク質不足から人類を救う！昆虫食でＳＤＧ’ｓに貢献！ 株式会社ＡＢＣオフィス

143 R105130006 東北 秋田県 株式会社黒澤塗装工業 2410001001045
循環式ハイブリッドブラストシステムを導入し地域のインフラ保全を牽
引する

144 R105130009 東北 秋田県 株式会社ベルモード 5410001004813 ボトルネック工程排除による、大幅な生産効率化と更なる多能化推進 秋田県商工会連合会

145 R105130011 東北 秋田県 有限会社トップ技研 8410002013629 加工工程のデジタル化と１０００／５ｍｍの高難度加工への挑戦 株式会社アークス

146 R105130012 東北 秋田県 株式会社恒晟工業 1410001011540
先端分野と高付加価値製品製造に向けた先端的生産ライン構築へ
の挑戦

株式会社アークス

147 R105130014 東北 秋田県 株式会社田近板金工業 1410001012043 建築板金加工の生産性向上と内製化によるコスト削減 秋田県商工会連合会

148 R105130016 東北 秋田県 株式会社ＴＯＭＵＳＨＩ 7410001012211 サプライチェーンのＤＸ化によりカブトムシ販売市場をけん引する 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

149 R106130002 東北 山形県 明光技研株式会社 9390001010694 空中と地上からのスキャンデータを融合した高精度な３Ｄ測量

150 R106130003 東北 山形県 株式会社斎藤板金工業所 3390001007589
半導体製造装置筐体部品等の製造における溶接高精度化およびト
レーサビリティ実現計画

シェアビジョン株式会社

151 R106130004 東北 山形県 株式会社春日測量設計 1390001009810
ドローン３次元レーザー測量システムによる生産性の向上および受注
の増大

駒田　裕次郎

152 R106130005 東北 山形県 株式会社天童自動車商会 9390001004473 既存事業の作業効率と売上の向上を目的とする新規設備の導入

153 R106130006 東北 山形県 株式会社トーカイ 6390001004518
高精度レーザー干渉計の導入による光学部品の薄膜加工の高精度
保証

154 R106130007 東北 山形県 中野鉄工株式会社 4390001007737 機械化を通じて＋αの付加価値を提供する 株式会社山形銀行

155 R106130009 東北 山形県 株式会社エコーハイテク 8390001010349
ＣＮＣ旋盤導入による生産プロセスの改善と生産性向上及び売上拡
大

山形第一信用組合

156 R106130012 東北 山形県 株式会社山本製作所 5390001004626 製品開発力と量産生産性向上のためのファイバーレーザ切断機導入 株式会社山形銀行

157 R106130013 東北 山形県 株式会社東和ＡＰ精工 9390001005001
小型精密ＣＮＣタレット旋盤導入により医療機器関連部品へ参入し売
上拡大

株式会社荘内銀行

158 R106130014 東北 山形県 株式会社石川 3390001000180 道路標示・区画線作業のデジタル化による施工現場の生産性向上

159 R106130016 東北 山形県 有限会社プラスティ 6390002013154
地域の交流人口拡大と中心市街地活性化を実現する米沢初「ワンス
トップ・リノベーション事業」

株式会社荘内銀行

160 R106130018 東北 山形県 米沢放電工業株式会社 2390001010247
最新の高精度ＣＮＣ画像測定機導入による検査技術向上で、市場要
求に応える品質獲得と売上拡大

株式会社荘内銀行

161 R106130019 東北 山形県 株式会社ファイン 2390001010932 最新型洗浄装置導入を通じた効率化自動化による増産体制の構築 株式会社荘内銀行

162 R106130020 東北 山形県 有限会社メイクシミズ 1390002003341
最新型複合加工機の導入で、新規の電子顕微鏡部品などの切削加
工を自社加工する

株式会社荘内銀行

163 R106130021 東北 山形県 株式会社コスモダクタイル 4030001073633 自硬性造型ライン設備更新による生産供給能力の向上

164 R106130022 東北 山形県 株式会社青葉堂印刷 5390001009708 厚紙卓上カレンダー工程統合による多品種小ロット短納期製造実現

165 R106130024 東北 山形県 株式会社卯月製麺 6390001011720
最新「超音波式　乾麺　裁断機」の導入により、作業効率向上と歩留
りアップの実現

株式会社荘内銀行

166 R106130025 東北 山形県 有限会社佐藤ぶどう酒 3390002014312 脱コルク化によるＱＣＲ向上が伴うワイン商品増産と生ワイン新開発 株式会社山形銀行

167 R106130027 東北 山形県 株式会社高橋型精 3390001004925 個人・小規模事業者向けオリジナルパッケージデザインの提案

168 R106130030 東北 山形県 株式会社植松商店 1390001009348 くず米を用いた加工用米製造から業務用飯米製造販売への進出 株式会社山形銀行

169 R106130035 東北 山形県 エスピージェイ合同会社 3390003001920 アジア圏への農機具輸出でのフォークリフト導入による生産性向上

170 R106130038 東北 山形県 株式会社最上川千本だんご 5390001016134 無添加地元食材だんごの手作り品質を維持したままでの生産自動化 株式会社山形銀行

171 R107130001 東北 福島県 若松測量設計株式会社 7380001017981
最先端ＵＡＶ３次元レーザー測量機器を導入した生産性向上プロジェ
クト

駒田　裕次郎

172 R107130002 東北 福島県 株式会社安秀会津 3050001031318 ロータリー研削盤の導入と独自プレス技術の活用による競争力強化

173 R107130004 東北 福島県 有限会社満山自動車 6380002012553 デジタル技術を活用、ＥＶ車鈑金修理サービスの高度化を図る事業
株式会社グッドビジネスパート
ナーズ

174 R107130005 東北 福島県 株式会社み・らいとコンサルティング 2380002010395
ドローンレーザー測量設備による、高精度三次元点群測量を通じた生
産性向上の実現

株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

175 R107130006 東北 福島県 株式会社太郎庵 7380001018393 唯一無二の会津に特化したバウムクーヘンによりブランド強化事業

176 R107130007 東北 福島県 有限会社城南製作所 2380002032084 大型材料の加工体制構築による自立型制御盤市場への進出 株式会社ゼロプラス

177 R107130008 東北 福島県 株式会社東日路政コンサルタント 6380001005913
新規ドローンレーザー測量設備導入による、測量業務のＩｏＴ化・効率
化の実現

株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

178 R107130011 東北 福島県 株式会社ザップ 5120001107158
梱包資材のオンデマンド印刷を行う事で新たな価値を顧客へ提供す
る

合同会社バリューアップ

179 R107130012 東北 福島県 ＭＡＫＯＴＯ重機株式会社 5380001025706 ＩＣＴバックホウ導入による３次元データの活用 福島県商工会連合会

180 R107130014 東北 福島県 株式会社牛屋 2380001028455
自社ブランド羊肉「メルティーシープ」（商標登録）の新規顧客への展
開事業

181 R107130016 東北 福島県 有限会社ファインテック 4380002033659 バリ取り方法の転換による、半導体製造装置用部材の量産体制構築 株式会社ゼロプラス

182 R107130017 東北 福島県 有限会社郡山銘菓庵大黒屋 6380002009467
新型包装機の導入による福島伝統の和菓子復興から新たなる挑
戦！

株式会社常陽銀行

183 R107130021 東北 福島県 株式会社トーシンコーポレーション 3013201006910 塗装ロボット導入で人的負荷軽減と生産性向上による業績向上

184 R107130022 東北 福島県 株式会社Ｇｒｕｎｅ 1380001027532 ＡＩによる酒レベルの画像認識アプリの開発 株式会社ＷｅｌｌＦｌａｇｓ

185 R107130024 東北 福島県 株式会社こばり製作所 1380002017788 ボトルネック解消と熟練工に依存しない生産体制の確立 有限会社クレメンティア

186 R107130027 東北 福島県 株式会社ＮＰＩＣ 1380001028027 塗装ブース導入により高まる需要への対応および　生産性向上事業 郡山商工会議所

187 R107130028 東北 福島県 有限会社モード藤 1380002021063 本縫自動玉縁縫機導入による生産プロセスの改善と販路開拓 福島県商工会連合会

188 R107130029 東北 福島県 吉田ゴム工業株式会社 7380001014104 世界にリードするファインバブル技術を応用したＳＤＧｓ事業の開発 ストラーダ税理士法人

189 R108130002 関東 茨城県 吉川歯科医院 F20ADFD9 治療に対する納得感を高めるとともに、安心安全な治療の提供 茨城県信用組合

190 R108130003 関東 茨城県 株式会社大山製作所 2050001047364 最新鋭機を用いた非熟練工による溶接工程の増産体制確立 株式会社ゼロプラス

191 R108130004 関東 茨城県 グンジ建設株式会社 2050001022284
デジタル技術を活用した測量業務フローのＤＸによる高収益体質の確
立

192 R108130007 関東 茨城県 有限会社中島板金工業 5050002044853
瓦屋根から金属屋根へのリノベイション事業の拡大に向けた生産能
力の強化

株式会社ゼロプラス

193 R108130011 関東 茨城県 誠自動車 02769D67 最新設備で実現する完全内製化と環境配慮型自動車整備への進化 尾﨑　素之

194 R108130012 関東 茨城県 有限会社柴崎歯研 8050002008491 衝撃吸収ワッシャーによる付加価値を高めたインプラント開発事業 アイアンドアイ株式会社

195 R108130014 関東 茨城県 株式会社めいわ 6050001013544
高精度点群データを活用した３Ｄ出来形測量とインフラ点検事業への
進出

196 R108130016 関東 茨城県 有限会社染谷製作所 3050002021532
小型スクリーン印刷機導入による自社複雑デザインＴシャツ印刷事業
の高度生産体制の確立

株式会社ケーエーマネジメント
オフィス

197 R108130017 関東 茨城県 株式会社ヴィーダ 6010401088974
オフィスのリニューアル市場拡大に対応するオリジナルオフィス家具
等の生産性向上計画

株式会社エフアンドエム

198 R108130019 関東 茨城県 有限会社トマトファクトリー 4050002008735 エーミング機器導入による車両修理の完全内製化による事業拡大 尾﨑　素之

199 R108130020 関東 茨城県 株式会社高橋電器製作所 5050001023313 ＤＸ化の推進による業務フローの改善と技術の承継 滝田　薫

200 R108130021 関東 茨城県 株式会社イイダ 3050001031342 業務フローに則した生産プロセス改善システムの導入

201 R108130023 関東 茨城県 株式会社福島工務店 9050001036732 鉋を使わないＡＩＲ鉋工法による木造建築物の再生事業 石岡商工会議所

202 R108130024 関東 茨城県 株式会社エフエイシステムズ 1050001015413 自動化機械の試用機開発と生産プロセスの改善による生産性向上 株式会社フラッグシップ経営

203 R108130025 関東 茨城県 株式会社菊屋畜産 3050001046860
老舗食肉店が行う惣菜製造業への大胆な転換と地域連携デリバリー
事業への取組

3 ページ



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

204 R108130028 関東 茨城県 アーデン音楽館 89A974E1 デジタル技術の活用による音楽教材アプリの開発 佐々木　孝美

205 R108130031 関東 茨城県 水木木材工業株式会社 9050001023648 木製ドラム・製材品モルダー加工の生産性向上と高精度化

206 R108130034 関東 茨城県 株式会社筑波カーマニア 2050001014942
最新機器による農機故障事故防止の為の農機診断点検サービス提
供

207 R108130035 関東 茨城県 株式会社西野精器製作所 7050001006976
多段式ワークチェンジャでの異種部品連続加工による夜間無人運転
の実現

ひたちなか商工会議所

208 R108130036 関東 茨城県 株式会社天使のおくりもの 6050001012752 洋菓子製造における作業効率および生産性の向上 株式会社足利銀行

209 R108130038 関東 茨城県 有限会社昌栄 7050002001662
急速冷凍庫導入により生産拡大と品質向上を図るネック工程解消事
業

滑川義裕

210 R108130041 関東 茨城県 株式会社リサイクルパーク 8050001008187 大型圧縮梱包機の導入による当社利益率と炭素生産性の向上 畠山　佳樹

211 R108130042 関東 茨城県 株式会社測研茨城 1050001013350
ドローンを活用した災害時のＩＣＴ施工技術の整備と民間事業における
技術サービス向上の確立

212 R108130043 関東 茨城県 株式会社アーシスト 1010701018181 アロマ雑貨及びお香の新規設備導入による製造の自動化と効率化

213 R108130046 関東 茨城県 有限会社佐藤新聞舗 4050002037676
高効率の新聞折り込み機械導入による新聞配達の生産性の大幅向
上

214 R108130047 関東 茨城県 株式会社東市工業 7050001046782 多品種少量生産、短納期、取引先のニーズを汲み取る生産体制構築

215 R108130048 関東 茨城県 栗原商事株式会社 4050001000882
フードロス削減と生産性向上を実現する食肉加工業向けシステムの
導入

株式会社ＮｅｗBeginningsＪａｐ
ａｎ

216 R108130049 関東 茨城県 株式会社磯田オート 7050001015390
ＯＢＤ検査の導入と労働環境の改善で生産性の向上を図り地域に貢
献する

217 R108130050 関東 茨城県 ソウテックコーポレーション株式会社 2050002031755 面取り装置導入で加工時間を４０％削減し顧客要求を満足させる

218 R108130051 関東 茨城県 株式会社ジステック 8050001009466
３次元測量技術の導入による生産性・収益性向上および新規受注の
拡大

株式会社常陽銀行

219 R108130052 関東 茨城県 株式会社大実製作所 7010701019736
次世代情報通信インフラ向け高付加価値樹脂製品製造技術開発事
業

220 R108130055 関東 茨城県 有限会社ケイテック 3050002035350
真空バルブ装置部品の工程集約とスマート加工方式による生産性向
上と売上拡大

株式会社筑波銀行

221 R108130056 関東 茨城県 合同会社ＫＵＫＵＲＵ 6050003003907
付加価値と社会貢献性の向上を実現する生産能力強化・新商品開発
事業

茨城県商工会連合会

222 R108130057 関東 茨城県 株式会社くりーむ 3050001008407 「笠間の栗」を使用した原材料内製化による商品開発力の向上 鳩貝　暢夫

223 R108130059 関東 茨城県 土井歯科クリニック 9CED87AA 価格高騰に負けない！デジタルスキャナーで精巧な治療を可能に！

224 R108130060 関東 茨城県 株式会社大三 3050001015774 業界初の客室アプリを活用したスマートホテル化計画

225 R108130061 関東 茨城県 株式会社ＫＩＮＴＯＮＥ 6050001045001
日本初、国産セミオーダー・多品種・公道モデルの電動キックボード開
発と修理事業

226 R108130064 関東 茨城県 株式会社サンフーズ茨城 6050001032271
漬物製造業者の袋詰シール自動化による生産性向上の為の設備投
資

茨城県信用組合

227 R108130065 関東 茨城県 株式会社長崎プレス工業 6050001026819 旋盤＆ロボット導入で加工時間８３％削減し顧客要求を満足させる

228 R108130067 関東 茨城県 有限会社大柳工芸 5050002017314 最新機器による生産体制改善で「写真並みの精度」の受注を強化 鳩貝　暢夫

229 R108130068 関東 茨城県 東信化学工業株式会社 3013301008286 製袋工程の内製化による高付加価値製品の一貫生産体制の構築 株式会社みずほ銀行

230 R108130072 関東 茨城県 株式会社日本エナジーコンポーネンツ 8040001046774 ＥＰゴム射出成型機の新規導入による加工精度・生産性向上の施策 株式会社常陽銀行

231 R109130001 関東 栃木県 アルファプロデュース株式会社 8060002034000
ハイブリッドドライブベンダー導入によるフレキシブルベンディングシス
テムの構築

232 R109130002 関東 栃木県 有限会社チャンプオート 4060002034730 レッカー車業における最新装置『中型レッカー装置』を導入する 栃木県商工会連合会

233 R109130003 関東 栃木県 有限会社鷹箸鉄工所 7060002015117
倍増する大型特殊金属部分加工を工程自動化により生産性の向上
を図る

日光商工会議所

234 R109130004 関東 栃木県 株式会社斉藤製作所 9060001025354
多品種小ロット受注に加え、量産もの受注でリスク分散と生産性の向
上

鹿沼相互信用金庫

235 R109130006 関東 栃木県 菊地測量 FF20E222 競争力強化のためのＵＡＶ３次元レーザー測量システムの活用 駒田　裕次郎

236 R109130007 関東 栃木県 株式会社飯田合金鋳造所 3060001014040 ＥＶ電池用ハウジング向け大型薄肉鋳造の高品質短納期化
株式会社プラネット・ビジネス・
サポート

237 R109130008 関東 栃木県 株式会社石山 8120001074478 新商品の製造体制構築による新規取引先及び新市場への進出
堀江コンサルティングオフィス
株式会社

238 R109130009 関東 栃木県 すずの木株式会社 5060001015482 空きスペースで、半セルフ脱毛とキッズ専用脱毛サロンを新設 小山商工会議所

239 R109130010 関東 栃木県 株式会社ＭＩＸＩＭ 5060001027858
新生産方式にて顧客要望を満たすインクタンクの開発及び新規注文
の獲得

竹野谷　周久

240 R109130012 関東 栃木県 株式会社格和測量設計 4060001013339 ５点エコー高度測量技術による産官学連携によるメタバースへの挑戦 土田　順一

241 R109130013 関東 栃木県 有限会社さくら 5380002028014 中高年女性のＱＯＬの改善・フレイル予防をサポート

242 R109130014 関東 栃木県 株式会社改伸工業 9011801006837 ＮＣ機導入による高機能バネ製品の高精度、高効率加工の確立

243 R109130016 関東 栃木県 株式会社サクシード 8060001021750 ＤＸで事業承継を支援！地域をつなげるＭ＆Ａネットワークの構築

244 R109130019 関東 栃木県 株式会社瀬尾化工 3060001008265 精密機器製造を支える高度合成樹脂・発泡体加工への挑戦！！！ 高橋邑伍

245 R109130022 関東 栃木県 株式会社ＡｉｒＫａｍｕｙ 2011001149385 大型固定翼ＶＴＯＬ機「Ｘ－２」の開発環境構築

246 R109130023 関東 栃木県 ケーアイ工業株式会社 2010601001947 シャーリング切断工程の効率化と精度向上によるダクトの量産対応 株式会社ゼロプラス

247 R109130025 関東 栃木県 シンテックス株式会社 7060001006026 新規パイプベンダー導入による階段昇降機の機能および生産性向上

248 R109130026 関東 栃木県 株式会社大日光・エンジニアリング 4060001008446
アミューズメント製品のセンサーはんだ付けにおける品質及び生産コ
スト改善。

249 R109130027 関東 栃木県 有限会社高橋佑知商店 8060002005430
寸法の誤差がプラスマイナス０．５ｍｍ以下の高精度大谷石パネルの
開発

250 R109130029 関東 栃木県 株式会社ヒタチ設備 5060001014617 ＤＸ化チャレンジ・プロジェクト 株式会社常陽銀行

251 R109130030 関東 栃木県 株式会社轟 2060001034171
無料通話アプリで予約できる医療機関向け待ち時間管理システムの
試作開発

252 R110130002 関東 群馬県 株式会社アイ・リンクホールディングス 9070001015593 業務拡大に向けたグループ内の体制を統一させるシステム構築

253 R110130003 関東 群馬県 ブラックマウンテンズ株式会社 8070001038348 冷凍ジュース市場参入による事業拡大、及び新規顧客獲得 高崎商工会議所

254 R110130004 関東 群馬県 有限会社豊徳 3070002015094 ペットの訪問火葬サービスの導入により売上増加を図る 武田　歩己

255 R110130005 関東 群馬県 株式会社倉沢製作所 5070001012891 寸法精度等の高度化による自動車機構部品の新規受注 Ｒｉｇｈｔ　Ａｒｍ株式会社

256 R110130006 関東 群馬県 株式会社哲學 2070001007762 非接触配膳ロボットとの融合による効率化と弁当事業の強化 伊藤　文彦

257 R110130008 関東 群馬県 川上産業有限会社 4070002028756 建設用鉄骨構造体の製造環境の改革で生産性、収益力向上を図る 群馬県商工会連合会

258 R110130009 関東 群馬県 株式会社パレット 1070001011286 ＤＸ化による生産工程の効率化と一元管理 株式会社第四北越銀行

259 R110130011 関東 群馬県 株式会社花山うどん 4070001021968 幅広うどん裁断工程改良による、生産性向上及び労働環境改善 株式会社群馬銀行

260 R110130012 関東 群馬県 株式会社黒岩測量設計事務所 6070001003626 ３次元測量技術の高度化によるＩＣＴ測量業務プロセスの生産性向上

261 R110130013 関東 群馬県 株式会社綿貫工業 5070001026116 窒素ガス発生装置の導入による低コスト化と増産体制の構築 株式会社ゼロプラス

262 R110130014 関東 群馬県 兼希工業株式会社 1070001013209 オンライン受発注管理システム導入による生産性向上の取り組み

263 R110130015 関東 群馬県 有限会社伊藤工業 7070002033043 曲げ工程の改善による大幅な生産効率向上の実現 株式会社足利銀行

264 R110130016 関東 群馬県 三城エンジニアリング株式会社 5070001007033 測定機の導入による産業用機械の精度及び測定作業効率向上

265 R110130019 関東 群馬県 有限会社清水畳店 7070002002758
デザイン性に優れた和室を演出する多様なインテリア畳等の生産体
制改善計画

株式会社群馬銀行

266 R110130021 関東 群馬県 有限会社ミクロ 2070002002011 大口径旋盤加工の多品種少量を効率的に対応するＩＴ活用事業 しののめ信用金庫

267 R110130022 関東 群馬県 株式会社ソフトランドリー 7070001017757 生産性向上に向けたチェスト＆カレンダーロール機の導入 水谷　弘隆

268 R110130023 関東 群馬県 柿文織物株式会社 2070003001020 エアージェット織機導入による橋梁強化用の高耐久シート量産化 桐生商工会議所

269 R110130024 関東 群馬県 株式会社ジョイクラフト 1070002007597
高性能型複合ボーリングマシン導入による木製家具の生産性向上と
ＷＥＢ販売強化事業

270 R110130025 関東 群馬県 有限会社山高食品 9070002025055 エッグタルト製造の高度化事業 群馬県商工会連合会

271 R110130027 関東 群馬県 有限会社富田鉄工所 6070002016461 生産プロセスの改善で売上増幅と販路拡大を目指す事業 富岡商工会議所

272 R110130028 関東 群馬県 株式会社土屋製作所 5070001037971 強みを活かし建機部品の量産化に対応し革新的生産体制を構築。
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273 R110130029 関東 群馬県 株式会社ビット 5070001011910 自動車エンジン業界からＥＶ・半導体業界への進出 しののめ信用金庫

274 R110130031 関東 群馬県 有限会社三山産業 4070002014021 マシニングセンタ導入による金属加工の高品質化 群馬県商工会連合会

275 R110130032 関東 群馬県 有限会社岩佐精工 6070002000713
加工精度・生産性の強化で高付加価値なＥＶトラック向け長尺金型の
受注拡大

276 R110130033 関東 群馬県 有限会社白石製作所 1070002033478
放電加工による０．３ｍｍ以下細穴加工の実践とリードタイム改善に
よる競争力強化

277 R110130034 関東 群馬県 株式会社大利根漬 4070001006325
自動計量器の導入による「正確に２ｋｇで計量されたカリカリ梅の袋詰
め」の新商品開発

278 R110130036 関東 群馬県 株式会社小久保精密 6070001019234 高度な技術と短納期対応力を活かして量産品への対応力向上を図る

279 R110130037 関東 群馬県 株式会社テック・エイト 1070001027035 多彩な素材に「写真印刷クオリティ」を実現 株式会社東和銀行

280 R110130038 関東 群馬県 株式会社Ｂｅｉｎｇ 3070001025532 プラント導入で、省エネ効果の高い燃料添加剤の生産性を向上

281 R110130039 関東 群馬県 モテギペイント A9B21748 設備増強による外壁塗装の生産性アップと売上強化

282 R110130041 関東 群馬県 Ｙ’ｓ　ｔｅｃｈ株式会社 7070001036906 フレアマシンを活用し革新的にパイプ加工の生産性を高める取組

283 R110130042 関東 群馬県 システムセイコー株式会社 9070001009455 工程見える化と製造現場ＩｏＴによるＤＸ生産管理統合システムの構築 株式会社群馬銀行

284 R110130043 関東 群馬県 ベストワン・ティーススタディ 9344E600 近年の環境変化に対応するデジタル歯科技工生産体制の整備

285 R110130044 関東 群馬県 株式会社ブレイブ 1010901037923
障害者と共に取り組む脱炭素化。社会課題解決型水耕栽培への挑
戦

河村裕司

286 R110130047 関東 群馬県 ソーラーディスカバリー株式会社 7070001028804 枝豆精選別工程のデジタル化により、高効率・高品質・短納期を実現

287 R110130048 関東 群馬県 株式会社夢麦酒太田 3070001020302 半自動ビール充填機の導入による生産能力の向上 太田商工会議所

288 R110130049 関東 群馬県 新日本繊維株式会社 3010601051867
石炭灰繊維（ＢＡＳＨＦＩＢＥＲ　（バッシュファイバー））の紡糸設備・装
置の敷設

289 R110130050 関東 群馬県 庭前紙業株式会社 6070001002520 難処理古紙のプレス業務の生産性向上 株式会社足利銀行

290 R111130001 関東 埼玉県 株式会社大川製作所 9030001054422 匠技をＡＩへ！加工音による刃具状態検知で革新的な生産性向上 青梅信用金庫

291 R111130002 関東 埼玉県 株式会社アクティブコーポレーション 8011501000133 物流センターにおけるＷＭＳ導入による生産性向上の実現

292 R111130003 関東 埼玉県 ＴＫＤ宅急堂株式会社 1030001106899 ３Ｄチャネル文字の生産プロセス改善による革新的電子看板の制作

293 R111130007 関東 埼玉県 有限会社小笠原建設 5030002122165 最新小型バックホーの導入で生産性向上と解体工事の内製化を図る 埼玉県商工会連合会

294 R111130008 関東 埼玉県 桜井ライフライン株式会社 1030001033400 漏水探索機導入による漏水調査の効率化と受注拡大 埼玉県商工会連合会

295 R111130009 関東 埼玉県 株式会社世亜企画 6030001023025
顧客ニーズに応え通信販売事業を磨き上げるための大型冷凍庫購
入

日暮　健一

296 R111130010 関東 埼玉県 有限会社栗原自動車工業所 4050002039697
電気自動車など先進輸入車に対応する高精度な自動車鈑金サービ
スの構築

297 R111130011 関東 埼玉県 ツバメクリエイツ株式会社 7030001103148 リノベーション自動見積ソフトの開発

298 R111130012 関東 埼玉県 株式会社フジムラ製作所 5030002111036 ＴＩＧ溶接ロボットシステムの導入による先進的生産態勢の構築 久保田良則

299 R111130014 関東 埼玉県 ストーンハナシマ BD9092C1
木材乾燥装置の設備導入による人工乾燥薪の革新的な生産短納期
化

300 R111130015 関東 埼玉県 伊田テクノス株式会社 6030001070711 ３Ｄレーザースキャナー測量機を活用したＩＣＴ工事事業 株式会社武蔵野銀行

301 R111130016 関東 埼玉県 株式会社アースレイズ 8030001044110
地盤調査機の自社開発による業務効率化と取引先へのサービス向
上

302 R111130018 関東 埼玉県 東亜電子株式会社 5030001016211
医療機器用変圧器の最新測定計測技術による新たな生産方式の導
入

佐藤　正幸

303 R111130019 関東 埼玉県 株式会社ティービーエム 5012701009132 食品工場の脱炭素に貢献する油泥資源化装置の開発

304 R111130020 関東 埼玉県 栗原ｃｏｆｆｅｅ BE3C497A 焙煎技術をプロファイル化したオリジナルブレンドコーヒーの展開 さいたま商工会議所

305 R111130023 関東 埼玉県 株式会社メイジエ 4011001070696
効率化によってＥＣ業務の大量受注を実現！ＥＣサイト連携システム
開発事業

株式会社ｂｔｏｂｅｅ

306 R111130025 関東 埼玉県 飛鳥工業株式会社 8030002000491 大もの板金加工の効率化による加工・販売事業への新分野進出 小澤　竜一郎

307 R111130026 関東 埼玉県 株式会社豊成産業 8030001023023
最新テープ貼り機を導入し、生産性向上・高精度加工で新規受注を獲
得

308 R111130027 関東 埼玉県 有限会社萬店 2030002012484 発注の適正化と在庫長期保存で販売チャネルと商圏を拡大する事業 小澤　竜一郎

309 R111130029 関東 埼玉県 田村板金工業 4FBBF2E1 タッチパネル式動力折曲機の導入で生産性向上と売上拡大を図る 埼玉県商工会連合会

310 R111130031 関東 埼玉県 株式会社常勝 7030001129589 一貫生産体制構築による金属サッシ・ドア市場への進出 株式会社ゼロプラス

311 R111130034 関東 埼玉県 株式会社二光製作所 5030001076585 ワイヤー放電加工の昼夜自動運転の実現により受注力の強化を図る 角田　光則

312 R111130035 関東 埼玉県 株式会社ＢＲＩＧＨＴ　ＤＩＹ 6030001145471 高精度のＯＣＲ機能搭載スマートペン開発 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

313 R111130036 関東 埼玉県 株式会社水戸屋本店 6030001090965 生産性向上によるウィズコロナを捉えた和洋折衷商品の展開 秩父商工会議所

314 R111130037 関東 埼玉県 株式会社さとう機器 3030003004216 新しい販売方法による半導体製造用マスキングテープの普及事業

315 R111130038 関東 埼玉県 有限会社廿樂モータース 2030002054386 最先端デジタル技術を活用した高品質ＡＳＶ整備と洗車事業の実現 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

316 R111130040 関東 埼玉県 有限会社ミノル工機 8030002071277
冷間鍛造試作金型等の需要拡大に伴う熱処理及び仕上げ工程の生
産性向上計画

株式会社足利銀行

317 R111130044 関東 埼玉県 エイチティトレーディング 694C0FD9 バイタルステーションクラウドと追加機能にて医療をＩｏＴで支援 さいたま商工会議所

318 R111130045 関東 埼玉県 株式会社チタカ 2030001051913
デジタル技術を駆使した農機具用部品・工業用ポンプ部品の革新的
生産プロセスの新構築事業

石山　賢

319 R111130046 関東 埼玉県 ＡＭＩＴＩＥＸ貿易商事株式会社 7030001106679 業務システム導入による差別化と新たなバリューチェーン創出 平田　晃大

320 R111130047 関東 埼玉県 吉澤建設工業株式会社 4030001085983
大規模工事への本格参入と地域災害対応のための新型重機導入事
業

321 R111130048 関東 埼玉県 株式会社三稜精機 4030001025964 高性能射出成形機導入による新製品の開発及び生産性向上事業 飯能信用金庫

322 R111130049 関東 埼玉県 有限会社東立空調 5030002009767
高精度切断と手作業工程の自動化による革新的な生産プロセス改善
事業

石山　賢

323 R111130050 関東 埼玉県 有限会社マロンプラスチック工業所 9030002107311 射出圧縮成形によるエチケットカッター本体の品質向上 Ｒｉｇｈｔ　Ａｒｍ株式会社

324 R111130051 関東 埼玉県 有限会社上原メッキ工業 7011502000728 ＱＲコード・高速通信端末付き生産管理システム構築で競争力強化

325 R111130052 関東 埼玉県 有限会社アイキューパック 5030002043015 段ボール印刷工程の内製化による工程改善と生産能力の増強 株式会社エイチ・エーエル

326 R111130053 関東 埼玉県 東部鉄筋工業株式会社 1030001037310 熟練の職人から新たな世代へ。鉄筋加工のバトンを渡す。 株式会社アカウティングプロ

327 R111130057 関東 埼玉県 ＴＯＳＹＯ株式会社 1030003003467 イラストハンコ「痛印」の販路拡大と高付加価値化

328 R111130059 関東 埼玉県 株式会社マルイチ藤井 9030001065741
射出成形機・取出ロボット導入による半導体向けＰＦＡ容器の生産強
化

小櫃　義徳

329 R111130062 関東 埼玉県 株式会社茂木機械製作所 7030001050150 洗浄工程の自動化による精密部品の短納期生産体制の構築事業 石山　賢

330 R111130068 関東 埼玉県 ミヤコ樹脂工業株式会社 3030001065755 新規ルーター設備導入により旋盤工程を自動化する

331 R111130070 関東 埼玉県 わたなべ歯科 41A42756 「全身機能改善を目的とした高度矯正治療」の全年齢展開を実現
一般社団法人城西コンサルタ
ントグループ

332 R111130071 関東 埼玉県 株式会社大和ビジネス 3030001064360
印刷物の納品時、顧客の要望に応じた多様な包装をスピーディに行う
体制の構築

埼玉縣信用金庫

333 R111130074 関東 埼玉県 株式会社コウヅ 4030001002831 ２０ｍ天然ケーシングの量産体制構築と生産向上の取り組み さいたま商工会議所

334 R111130075 関東 埼玉県 武州測量株式会社 8030001071014 ＤＸ機器の複合的活用で河川の現況を３次元測量し管理する事業 戸髙　成二

335 R111130077 関東 埼玉県 合同会社いちかわペットクリニック 9030003010976
整形外科の専門性を高め、整形外科と歯科の二つの強みを持つ動物
病院へ

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

336 R111130079 関東 埼玉県 株式会社イーエスデザイン 3390001012440 射出成形機をプリ・プランジャー式に取替え新規ＥＶ市場等に参入

337 R111130081 関東 埼玉県 有限会社大宗製作所 7030002058829
事業承継に向けた暗黙知技術のデジタル制御化によるロス削減と生
産性向上

信太　陽子

338 R111130082 関東 埼玉県 有限会社黒臼洋蘭園 4030002017333 ああああああああああああああああああ 大石幸紀

339 R111130083 関東 埼玉県 株式会社関田農園 7030001105342
ＧＮＳＳを利用した自動操舵システムによる高品質なねぎの安定供給
の実現

340 R111130085 関東 埼玉県 鈴ヤ紙器梱包株式会社 8030001054992 段ボールたたみ機の導入による品質向上とリードタイム削減 株式会社やまと経営

341 R111130086 関東 埼玉県 佐藤特殊合板株式会社 3011801008178
採寸が異なるマンション用特殊部材におけるユニット化提供体制の構
築

経営ビューイング株式会社
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342 R111130087 関東 埼玉県 株式会社ＳＥＮＳＥ 1030001129181 ＡＩを活用した顧客管理システム開発による販売促進・業務効率化 森田　昇

343 R111130088 関東 埼玉県 株式会社ニューブック 2030001056458
既存業務の効率化及び「卸／法人向け・出版物流」から「個人向け直
送流通」への経営革新推進

株式会社アカウティングプロ

344 R111130089 関東 埼玉県 株式会社オニックス 7030001034789 異物ゼロへ！ＡＩ異物検知器開発により品質向上と事業拡大を実現 株式会社千葉銀行

345 R111130090 関東 埼玉県 ハッピースマイルダンススタジオ 7485BD5D 子どもたちの未来を創る！地域密着型ダンススクール

346 R111130092 関東 埼玉県 株式会社豊精機 4030001038900
工程集約によるノンストップ斜め穴加工の実現！革新的な高精度短
納期生産体制の構築事業

石山　賢

347 R111130097 関東 埼玉県 有限会社菅設備 3030002068617
ＣＡＤ／ＣＡＭ技術を活用したダクト製造により同業他社への販売強化
に係る取組

348 R111130100 関東 埼玉県 株式会社福田 7030001091756
熟練の技術を活かした、脱炭素・水性塗装設備導入による生産性向
上

株式会社サークル・ウィン

349 R111130101 関東 埼玉県 株式会社ケイウイーズ 2030001137258 農業機械産業の発展に貢献する長物切削部品の生産体制強化

350 R111130104 関東 埼玉県 深沢工業株式会社 3030001036962 揺動加工を駆使したパラレル加工による高精度部品の生産性向上

351 R111130105 関東 埼玉県 飯村自動車興業株式会社 3011501000344 デジタルシステムと最新型設備による最先端車検ラインの実現 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

352 R111130106 関東 埼玉県 有限会社渋谷建材 6030002073696 再生骨材原料を活用したセメント系多孔質舗装材等の量産化 株式会社武蔵野銀行

353 R111130107 関東 埼玉県 関口産業株式会社 1030001070880 電動パワーステアリングに使用するウォームシャフトの加工工程短縮 株式会社武蔵野銀行

354 R111130108 関東 埼玉県 本田矯正歯科クリニック 4AFCF0A0 マイクロスコープを活用した革新的オーダーメード矯正治療の提供

355 R111130109 関東 埼玉県 サン電子工業株式会社 1030001091233 ポップコーン自販機の拡販に向けた全自動受発注システムの導入 さいたま商工会議所

356 R111130110 関東 埼玉県 有限会社ベッツシステム 2030002069830 新技術の導入による地域におけるペット腹腔部手術需要の受け入れ 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

357 R111130111 関東 埼玉県 株式会社いのうえ工務店 5030001091353
自社ブランド住宅「彩ハウス」事業成長に向けた建築材生産能力の向
上

358 R111130112 関東 埼玉県 有限会社横山木工 3030002032985
高性能木工機械（ボーリングダボ打ちマシン）による生産工程の効率
化と生産性向上

359 R111130113 関東 埼玉県 新栄設備工業有限会社 1030002083337 プラズマ切断機導入によるデジタル化と高付加価値製品に係る取組

360 R111130115 関東 埼玉県 もりや歯科 8F05A0F3
歯科治療工程のＤＸ化に伴った労働生産性の向上と自費治療の低価
格化

361 R111130116 関東 埼玉県 コーラゴーキン株式会社 5030001086295 自動車等の強度部品に使うアルミダイカスト特殊材料の生産性向上

362 R111130118 関東 埼玉県 株式会社Ｋ．Ｋ物産 6011503003607 マスク製造設備の導入によるマスク国内製造・検品体制の確立

363 R111130119 関東 埼玉県 株式会社東亜コーポレーション 5030001019016
プレス機とシュレッダーを導入し破砕したアルミスクラップの販売を新
たに開始する事業

364 R111130120 関東 埼玉県 昭和建設興業株式会社 1030001024325 ３次元マシンガイダンスシステムの導入でＩＣＴ施工を推進する事業 戸髙　成二

365 R111130124 関東 埼玉県 株式会社ＭＡＳＳＩＶＥ 7030001106118 デジタル技術を活用した試作品開発プロセスの改善

366 R111130125 関東 埼玉県 株式会社赤土製作所 3030001063486
革新的な面取り加工による医療設備の安全性向上と生産リードタイム
短縮

セレソン・パートナーズ株式会
社

367 R111130126 関東 埼玉県 武蔵金属株式会社 9030001087117
熟練社員の手作業を自動化する高機能塗装の生産プロセス改善計
画

北田　健太

368 R111130127 関東 埼玉県 有限会社大岡山木工所 5010002001172
新設備導入により生産体制を見直し、未経験者の戦力化と効率的な
生産で売上向上！

株式会社シャイン総研

369 R111130130 関東 埼玉県 株式会社ＳＷＡＴ 6030001143285 発達障害と重症心身障害児をお持ちの児童の受け入れ態勢の確立

370 R111130131 関東 埼玉県 株式会社ライト高圧 6030001077780 高圧ボンベ耐圧検査の効率化と安全性向上事業

371 R112130002 関東 千葉県 有限会社ＩＭＯ 2010602032371
廃材回収に伴う金額・非金属の販売強化及び海外向けリサイクルマ
テリアル

372 R112130003 関東 千葉県 小林家具株式会社 5040001055885 医療施設特化型、意匠を凝らしたコロナ禍・コロナ後対応内装事業 経営ビューイング株式会社

373 R112130006 関東 千葉県 大沢デンタルラボ 307AED87 最新設備導入による工数の削減とデジタル化への対応 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

374 R112130007 関東 千葉県 株式会社スタイル・レゴ 9040001056731 竹林等の伐採整備事業やアップサイクル事業の新サービス展開

375 R112130009 関東 千葉県 旺龍工業株式会社 7040001081368
コーナー材の革新的生産プロセスの改善による差別化・シェア拡大事
業

376 R112130012 関東 千葉県 株式会社京櫻 8040001089377
全外国人就労者（留学生）の学びと暮らしをワンポイントトータルサ
ポート

岡部　眞明

377 R112130013 関東 千葉県 有限会社中島工業 7040002047632 量産小型部品の大幅な生産性向上、新たな品種獲得で売上拡大 株式会社京葉銀行

378 R112130018 関東 千葉県 八紘測量開発株式会社 7040001057319
専門家集団によるＩＣＴ施工技術導入で、測量業務の生産性を劇的に
向上

一般社団法人千葉県中小企
業診断士協会

379 R112130019 関東 千葉県 株式会社根津製作所 8040001090938 電動式射出成形機導入による不良率減少、コスト削減と生産性向上 株式会社京葉銀行

380 R112130020 関東 千葉県 佐藤工業株式会社 4040001046299
大型動力折曲機導入による大型倉庫・工場等の屋根工事受注拡大
事業

千葉県商工会連合会

381 R112130022 関東 千葉県 株式会社山村商店 3040001070531 脱炭素社会構築に資する廃プラスチック再資源化設備導入計画 権　淑香

382 R112130023 関東 千葉県 有限会社吉清工業 2040002102235
農業の生産性向上に貢献！ＩＣＴ施工技術の導入による革新的ほ場
整備事業

株式会社千葉銀行

383 R112130024 関東 千葉県 株式会社上総 4040001001394
テントと看板製造の高度化で「若手への技能伝承」と「新規販路開拓」
を促進する取組

一般社団法人共創デザイン総
合研究所

384 R112130025 関東 千葉県 株式会社ＥＳＬ研究所 7040001080816 サイバーセキュリティ教育用オンライン教材の開発

385 R112130026 関東 千葉県 ヤブサキ産業株式会社 8040001027774 洗車機導入による顧客数の拡大および事業のリスク分散 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

386 R112130027 関東 千葉県 有限会社石田建設 8040002088031 マシンガイダンスによる管工事土工工程でのＩＣＴ施工体制の構築

387 R112130029 関東 千葉県 成田エスオーシー株式会社 2040001043109 コンクリート殻再生事業の効率化

388 R112130030 関東 千葉県 株式会社ＳＲＫ 2040001055707 地元人気のぱん屋による製造効率化・地産地消キッチンカーの開始 株式会社千葉興業銀行

389 R112130031 関東 千葉県 有限会社長谷川製作所 4040002009239
千葉県の大規模開発に向けた建築用金物等の生産高度化および短
納期体制の構築

株式会社千葉銀行

390 R112130032 関東 千葉県 株式会社千葉通商 9040001057259 基幹システム導入による共同配送事業の事業継続性と生産性向上
一般社団法人千葉県中小企
業診断士協会

391 R112130033 関東 千葉県 有限会社マツシン 4040002098422 鉄筋自動切曲装置導入による細物鉄筋の加工プロセス改善 小久保　和人

392 R112130035 関東 千葉県 株式会社新倉 7040001074280 千葉県特産米「粒すけ」を活用したご当地ジェラートの開発

393 R112130038 関東 千葉県 野島幸一 8B47A41C 最新技術導入の揺れない船！革新的サービスで収益・生産性を向上 銚子信用金庫

394 R112130039 関東 千葉県 株式会社谷村製作所 6010601013377
レーザークリーナー導入による鉄骨製作における品質向上・生産性向
上・労働環境改善と修繕／改修工事事業への再参入

395 R112130040 関東 千葉県 ＬＡＩＺＡ合同会社 4010003035872 革新的な脱毛サービスの展開 加藤　祐輔

396 R112130041 関東 千葉県 有限会社正和産業 5040002055298 高精度の検査と加工技術を用いた革新的な生産プロセスの実現 株式会社京葉銀行

397 R112130042 関東 千葉県 並木デンタルクリニック A9F33906 高度歯周治療による大学病院との分業を実現
一般社団法人城西コンサルタ
ントグループ

398 R112130043 関東 千葉県 かまくら農園 C4018B00
枝豆の生産プロセスの改善と休耕地取得等による事業拡大・社会貢
献

奥田　正一

399 R112130046 関東 千葉県 桜木総建株式会社 3040001092567 太陽光発電をワンストップで提供する事業拡大による生産性の向上 北村　亮太

400 R112130047 関東 千葉県 株式会社ヤマナカゴーキン 8122001007839 ３次元対応による設計プロセス改革で新規金型周辺サービスを開発 株式会社PQM総合研究所

401 R112130050 関東 千葉県 ティーエスフーズ株式会社 6030001035326
中華惣菜成型機（飲茶名人）導入による顧客満足度の高いＯＥＭ・Ｏ
ＤＭ商品の提供を実現する

株式会社常陽銀行

402 R112130051 関東 千葉県 Ｆｏｒｅｘ　Ｒｏｂｏｔｉｃｓ株式会社 2040001092072
害獣駆除事業者の行政手続の電子申請を促進し事業の担い手を増
進

島田　満俊

403 R112130052 関東 千葉県 有限会社新栄自動車 7040002098270 整備能力向上による新車販売と整備のトータルサービスの構築 千葉県商工会連合会

404 R112130053 関東 千葉県 有限会社塚越製作所 4010602013089 最新クランクプレス等導入による建築金物の生産体制の構築 株式会社ゼロプラス

405 R112130055 関東 千葉県 株式会社森の贈り物 9010601046911 イベント会場や集会場等の快適性・利便性を高める設備の開発 経営創研株式会社

406 R112130056 関東 千葉県 東京金属工業株式会社 7011801003118 製造現場へのＩｏＴ監視システム導入によるペンクリップの国産化 株式会社ゼロプラス

407 R112130057 関東 千葉県 白鳥製パン株式会社 2040001059229 新規冷凍焼成パンブランド立上げに伴う機械設備の導入事業
ＣＩＳコンサルティング税理士
法人

408 R112130059 関東 千葉県 株式会社新東京開発 2040001035675 産業廃棄物選別機導入による埋立ゴミ削減を通じたＳＤＧｓへの貢献

409 R112130060 関東 千葉県 有限会社グリーン動物病院 8040002003584
鳥類への低侵襲検査・手術・麻酔管理を実現することにより、千葉県
有数の鳥類治療施設に進化する

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

410 R112130062 関東 千葉県 株式会社ラフィーグ 6040001060430 サスティナブルなペット用粉シャンプーで低炭素社会の実現 銚子信用金庫
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411 R112130064 関東 千葉県 高橋工業株式会社 1040001022740
全工程デジタル化推進と製造体制進化による物流市場ニーズへの対
応

重嶋　健治

412 R112130065 関東 千葉県 井口産業株式会社 5040001029237
ＩＴを活用した営業暗黙知の共有と鋭角切断機の導入による競争力強
化と生産性向上

片桐　圭司

413 R112130067 関東 千葉県 Ａ＆Ｍグループ株式会社 3010001137011
音楽制作の現場に革新を！デジタル技術を活用した音楽制作ソフト
ウェアへの挑戦

414 R112130068 関東 千葉県 白井歯科クリニック 88E1F9B5
外科的歯内療法とＦＭＤ治療の設備導入と革新的ハイブリッド治療の
開発

株式会社中央ライズアクロス
ソリューション

415 R112130069 関東 千葉県 株式会社辰巳台どうぶつ病院 4040001055952 最新型腹腔鏡とオンライン診療による低コスト診療サービスの提供

416 R112130070 関東 千葉県 バルザ合同会社 3040003011979 中小建設会社向けクラウド型経営管理・原価管理システムサービス 柏村　斉

417 R112130072 関東 千葉県 株式会社４ＤＸ 9040001124257 アタッチメント設定の自動化による審美歯科領域での新市場開拓

418 R112130073 関東 千葉県 株式会社ジオグリフ 6040001091921 ＡＩ活用シラバスチェックシステム開発 流山商工会議所

419 R112130074 関東 千葉県 ＳＯＭＥＸ測量株式会社 7040001072177
広大・複雑な地形の工事測量効率化のための３次元レーザースキャ
ナ導入

岩瀬　学

420 R112130076 関東 千葉県 有限会社芝田自動車 8040002098971 最新鋭の機材導入を通じた車検・整備事業の生産性の大幅な向上 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

421 R112130077 関東 千葉県 行川工業株式会社 8040001097479 目指せ家具！！建築士の作るオンリーワン爬虫類ゲージ事業 株式会社京葉銀行

422 R112130078 関東 千葉県 有限会社相原テック 8040002043952 マシニング工程のボトルネック解消による難削材加工の生産性向上

423 R112130079 関東 千葉県 有限会社ハリマ 5040002101011
精密加工の自動化による大型工事やポストコロナの再開発需要への

     対応
株式会社アカウティングプロ

424 R112130080 関東 千葉県 関水産有限会社 7040002102296 飲食店人気メニューの冷凍食品化と量産体制の確立 近山　寿博

425 R112130081 関東 千葉県 有限会社夷隅家具製作所 3040002101987
「ＣＮＣ複合ボーリングマシン」導入による特注木製什器の生産性向上
事業

房総信用組合

426 R112130082 関東 千葉県 株式会社Ｃ＆Ｃｃｏｍｐａｎｙ 9040001055907 歯科業界の共通通貨を目指すトークンポイントＥＣサイト運営事業 二藤　太地

427 R112130084 関東 千葉県 株式会社宮川商店 5010001030255
印字工程の完全自動化で付加価値と生産性を向上し、顧客ニーズに
短納期で対応

西川貴人

428 R112130085 関東 千葉県 共進テック株式会社 9040002099325 ＣＮＣ旋盤のクラウド連携によるスマートファクトリー化への挑戦 本多　剛士

429 R112130087 関東 千葉県 ゼンキ工業株式会社 4011401003504 ベンディング工程の革新による選別プラントの高度化ニーズに対応 西川貴人

430 R112130088 関東 千葉県 石渡架線工業株式会社 7011701000553 新型プレス導入による生産性向上と新事業の品質管理強化

431 R112130092 関東 千葉県 シェアオブシングス株式会社 5011001141620   おすすめの飲食店を紹介して来店促進するマッチングシステム

432 R112130095 関東 千葉県 株式会社Ａ．Ｒ．Ｊ． 8040001098510
木工プロセスの内製化による、内装工事のデザイン性と生産性の革
新

渡邊　太郎

433 R112130096 関東 千葉県 株式会社船橋どうぶつ病院 7040001082283 地域最高レベルの検査と低侵襲手術体制を備えた獣医療の確立
Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所
株式会社

434 R112130097 関東 千葉県 株式会社ＴＳＵＢＯＭＩ 7040001125901
スタッフとゲストを感謝のメッセージとチップでつなぐプラットフォーム事
業

野口　仁

435 R112130098 関東 千葉県 株式会社三和製作所 6011701008861
自動塗装設備（剥離設備含む）及びパイプ加工設備新設によるサプラ
イチェーン構築

436 R112130099 関東 千葉県 株式会社商和 5040001047841 冷凍生餃子の自販機直販体制確立に向けた生産性向上

437 R112130103 関東 千葉県 マーレデンタルクリニック 4184DE07 自由診療領域における口腔内クリーニングサービスの新展開

438 R112130106 関東 千葉県 有限会社アイシー製本印刷 6040002017504 オンライン校正と環境配慮型印刷で顧客満足度向上を実現する

439 R112130108 関東 千葉県 有限会社エムエスイー 8040002002025 リチウムイオン電池（ＬｉＢ）を使った３相電源の開発

440 R112130110 関東 千葉県 Ｔｒｉｃｋ　Ｒａｃｋ　Ｆｉｌｍ 8559B9AE Ｙｏｕｔｕｂｅコンサルティングの品質を高めるライブ配信の展開

441 R113130001 関東 東京都 合同会社ＲＡＶＥＲＡ 1010603008504 自宅エステオンラインシステムの開発 トップブランディング株式会社

442 R113130002 関東 東京都 ＧＩＮＺＡ　Ｓ　ＣＬＡＳＳ合同会社 9010003030183
近赤外線治療・肌診断機器による自律神経の安定及び効果の可視
化

443 R113130004 関東 東京都 エスティウーマン株式会社 6360001011962 新たに業務用脱毛機器を増設する

444 R113130009 関東 東京都 マルベリーフィールド 23924EB3
主要食材の内製化による付加価値と生産性の向上及び、従業員の待
遇改善

445 R113130011 関東 東京都 株式会社山川製作所 8013101005826
レーザー加工機の導入による板金前工程の革新と競争力の一段の
強化

細谷　和丈

446 R113130013 関東 東京都 株式会社スリーファイン 7010001182342
ＳＥＳ事業者向けＶＲを用いたデジタル人材育成システム開発販売事
業

東京シティ信用金庫

447 R113130014 関東 東京都
株式会社アドベンチャー・キャピタル・パートナー
ズ

3010601053995 ＡＩを活用した自動情報収集システムの開発および収集データの販売 山本　博一

448 R113130015 関東 東京都 有限会社ビディア 8020002104021 全世界展示会情報動画化支援マッチングシステムの構築

449 R113130016 関東 東京都 株式会社宇田川金属工業所 3010601009329
Ｘ線発生装置の筐体部品製造における高精度化・短納期化を充足す
るための生産方式の構築

450 R113130017 関東 東京都 株式会社アスター 7010001226784 医療機関向け経営支援システム「ＡＳＴＲ」　製造・販売

451 R113130021 関東 東京都 株式会社エコスマート 1010501033174 保険代理店事業の業務プロセスの革新による生産性の向上
一般社団法人城西コンサルタ
ントグループ

452 R113130022 関東 東京都 太陽ステンレス工業株式会社 3011801002718
半導体製造機器、医療機器、食品製造機械等の板金加工の品質向
上

城北信用金庫

453 R113130023 関東 東京都 株式会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｎｅｒｇｙ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ 7010501040578 システムエンジニア不足を解決する海外ＳＥ紹介サービスの開発 米倉　徹

454 R113130027 関東 東京都 株式会社エクスレイ 4010001226085 ＯＡ機器販売会社に特化した顧客管理システムの構築

455 R113130028 関東 東京都 株式会社濱富海苔 9010801009841 機械動力とデジタル化による海苔製造工程の改善と働き方改革

456 R113130030 関東 東京都 トップブランディング株式会社 9010001140323 イノベーション・プラットフォームの構築 三神 拓也

457 R113130031 関東 東京都 正和工業株式会社 9013401001904 高速高精度レーザー加工機導入による生産革新の実現

458 R113130032 関東 東京都 株式会社ユタカ 9011201005646 測量業務のＤＸ化による無電柱化事業の推進と下請体制からの脱却 安達　隆久

459 R113130033 関東 東京都 株式会社細胞応用技術研究所 8020001094486 幹細胞を用いた再生医療の市中への普及

460 R113130036 関東 東京都 新田屋商店 3FB90FE0 畳の材料商としての強みをより強固にする、薄畳み等の製造開始！ 野竿　健悟

461 R113130037 関東 東京都 ＬｉＤＡＴ株式会社 3010001212409 ジェネリック医薬品推進から請求管理まで一括でできるツール開発 カタチクリエイト株式会社

462 R113130038 関東 東京都 株式会社図解総研 3010001228231
ビジネスモデルの会員制サブスクデータベースサービス　「ＢＩＺＧＲＡ
Ｍ」

463 R113130039 関東 東京都 ＰｉｎＰｏｎ株式会社 3011001144575 小売業界のＤＸを促進するＡＩを用いたライブコマース事業展開 ＥＸＰＡＣＴ株式会社

464 R113130041 関東 東京都 Ｄｅｌｔａｎ株式会社 4010401148838 歯科業界ＤＸ化により全ての人が歯科医療の価値を享受する未来へ 株式会社アカウティングプロ

465 R113130042 関東 東京都 カタチクリエイト株式会社 9011101092801
たい焼き及びエッグタルトの焼成機器を購入し、多数の販売チャンネ
ルで販売する！

466 R113130043 関東 東京都 ネクストビジョン株式会社 1010501044436 生体センサーのデータを自動分析するシステムの開発及び検証 東京シティ信用金庫

467 R113130044 関東 東京都 株式会社木具定商店 6010501003098 スギ材を用いた折箱製造の乾燥工程改善による生産性・品質の向上

468 R113130045 関東 東京都 株式会社Ｈｉｎｏｄｅ　Ｌａｂｏ 7011001117453
先行きリソースの可視化や企業間での人材共有が可能！ＩＴ企業向け
新サービスの開発

フィッシュリップル株式会社

469 R113130046 関東 東京都 有限会社ＧＴジャパン 1010002046394 肌測定器を導入して肌診断を行い既存事業との相乗効果を図る カタチクリエイト株式会社

470 R113130047 関東 東京都 株式会社ベンチャーネット 4010402030739 ＡＩを用いウェビナーコンテンツを自動で作成するサービス

471 R113130048 関東 東京都 ジオワールド株式会社 6010001143469 官公庁調達処理フローの自動化システム開発

472 R113130049 関東 東京都 アルキミア合同会社 7011803001540 小規模な美容院を対象としたサポートサービスの展開

473 R113130050 関東 東京都 日中コミュニケーション株式会社 6010001119972
新規システム導入による、社内外の管理業務の飛躍的な生産性向上
の実現

株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

474 R113130051 関東 東京都 株式会社イーライフ 8011101070304 顧客利便性を向上させる一元管理システムの構築

475 R113130052 関東 東京都 Ｍ＆Ｍ合同会社 5011003009898 ＥＣ普及に資するドロップシッピングプラットフォーム事業への進出 株式会社ゼロプラス

476 R113130053 関東 東京都 株式会社ファインド・シー 9010001077706 株式会社ファインド・シー

477 R113130054 関東 東京都 株式会社かたぎり塾 7011001125373 顧客の利便性と、ジムの効率性を同時に実現する革新アプリ開発 伊藤　文彦

478 R113130057 関東 東京都 アヘッド株式会社 8013301030673
カバン製作の革新的工程改善による品質向上と技能継承の課題解
決

479 R113130058 関東 東京都 株式会社Ｒｅｅ　Ｂｅｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 5010801016230 グローバル漫画家養成の越境アダプティブラーニングシステム開発 株式会社キクチカラ
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480 R113130060 関東 東京都 ＭＡＧＯ　ＣＲＥＡＴＩＯＮ株式会社 5010001180810 長坂真護作品からＡＩアバターを創出して共創する事業

481 R113130061 関東 東京都 株式会社ＮＯＲＩ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 7010001208361 ｅ－ラーニング形式財務コンサルシステム開発による生産性向上

482 R113130063 関東 東京都 株式会社Ｌｕｌａｌ 5011201022397 日本の健康を促進するジム特化型ポータルサイトの革新 伊藤　文彦

483 R113130064 関東 東京都 株式会社Ｌｅａｆ＆Ｔａｉｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ 8011601023389 最新型電気メスで高齢・ハイリスクなペットの命を救う医療事業

484 R113130065 関東 東京都 株式会社ソイラ 7010401096274 ＣＧ・ＶＲ技術を活用した不動産物件のバーチャル内覧システム 野竿　健悟

485 R113130066 関東 東京都 ジャパンプライズ株式会社 4011301016564 コロナ後の顧客獲得を目指した生産プロセスの改善と販路拡大 昭和信用金庫

486 R113130067 関東 東京都 株式会社クリエイティブファクトリー 8013103000420 真空管の音色を比較可聴化する革新的サービスの開発

487 R113130068 関東 東京都 ＪＣＴｏｐ株式会社 5011701017888 ＡＩＯＴ活用で保育運営効率化と保育士の負担軽減と人手不足解消 五十嵐　由和

488 R113130069 関東 東京都 デンタルソリューション株式会社 6050001017999 最先端設備導入による歯科技工物の非金属化・デジタル化の実現

489 R113130071 関東 東京都 筑波鉄工株式会社 8010801007359 金属パイプ曲げ加工プロセスの高度化

490 R113130072 関東 東京都 株式会社Ｓｋｉｎ’Ｓ　ｌａｎｇｕａｇｅ 6011101068333
３Ｒ対応力強化型スタイリスト育成のデジタル教育アプリ開発によるリ
スキリング推進事業

株式会社キクチカラ

491 R113130073 関東 東京都 揚采システム株式会社 2011001133075 ＤＸを活用してＩＴ教育サービスへの挑戦 飯塚　博

492 R113130074 関東 東京都 株式会社ジコゼロ 9013301047295 労災防止安全教育用３ＤＣＧ動画配信サービスのコンテンツ拡充 株式会社ＧＡ

493 R113130076 関東 東京都 株式会社ミローゼ・クレア 5010501030589 ドレス生産及びレンタルドレスの管理のあり方を革新するＤＸ事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

494 R113130077 関東 東京都 株式会社クロックハンズ 3012801019405 従業員向けギフトに特化したＥＣ・プラットフォーム事業

495 R113130078 関東 東京都 株式会社ＴＯＤＯＲＯＫＩ 2013301042220 アーティスト向けビジネスマッチング型作品管理サービスの展開

496 R113130079 関東 東京都 株式会社山之内製作所 4011801013292 ファイバーレーザー導入による治具用治具への挑戦と脱炭素化計画

497 R113130080 関東 東京都 ストラーダビジネスサポート株式会社 8010001176392 中小企業のための資金調達手法の提案システムの構築 ストラーダ税理士法人

498 R113130082 関東 東京都 株式会社ＱｕｉｃｋＷｏｒｋ 9011001129389
高度な営業管理を実現！大手営業システムとのデータ自動連携機能
の開発

株式会社ｂｔｏｂｅｅ

499 R113130087 関東 東京都 株式会社ＹＯＲＵＧＵＭＩ 7011001098207 近くの飲食店からリアルタイムにお得情報が届くスマホアプリ開発

500 R113130090 関東 東京都 株式会社アークス 5010501030374
ブロックチェーンエンジニア育成のアダプティブラーニングシステム開
発

株式会社キクチカラ

501 R113130091 関東 東京都 吉村エンタープライズ株式会社 4010101007658 環境配慮型のＩＣＴ機器導入により効率向上と働き方改革を実現
一般社団法人城西コンサルタ
ントグループ

502 R113130093 関東 東京都 株式会社小台合紙製作所 1011801017882 多品種小ロット化する薄紙合紙加工の生産体制を強化する事業

503 R113130100 関東 東京都 株式会社ピーエスクリエイティブ 1011002018706
レガシー言語エンジニアに特化！ＳＥＳ案件の人材マッチングシステ
ム開発事業

株式会社ｂｔｏｂｅｅ

504 R113130101 関東 東京都 シンアカウンティングサービス株式会社 4010001145434 支払管理と予算・前期比較分析に関する新システムの提供 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

505 R113130105 関東 東京都 株式会社ノッコ 5011801021162 地域振興とエコにつながる新製品「プラスワン・トート」への挑戦

506 R113130108 関東 東京都 株式会社ｃｏｍｖｅｙ 3010001227233 物流×Ｔｅｃｈ×Ｄｅｓｉｇｎの強みを活かした持続可能な物流の実現 株式会社アカウティングプロ

507 R113130109 関東 東京都 株式会社ＣＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 9010001224398 多業種対応ノーコードカスタマーサクセスプラットフォームの開発 株式会社アカウティングプロ

508 R113130110 関東 東京都 アシオット株式会社 9012301012160 ＡＩ技術を用いたアナログ針メーターの遠隔自動検針サービス

509 R113130111 関東 東京都 株式会社ａＭｉ 4011201017134 ＡＩシステムとアプリによる納期短縮、コスト削減、品質向上実現 小林　洋介

510 R113130115 関東 東京都 株式会社クローバーペットクリニック 3012401019953
診療キャパシティを拡大することで外的・内的課題を解決し、お客様満
足度大幅ＵＰ！

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

511 R113130116 関東 東京都 ミズトミコンサルティング株式会社 4011001120154 在留中国人向け不動産アプリ・Ｗｅｂシステムの開発 飯塚　博

512 R113130117 関東 東京都 造形構想株式会社 4011001136200 ＮＦＣタグ活用による衣服の大量生産・大量廃棄問題の解決

513 R113130120 関東 東京都 サニーペットクリニック 15BB28F8 強みを活かし、消化管の検査と手術を同日２時間以内に完了する

514 R113130121 関東 東京都 株式会社石山 8010601000860 発泡スチロール製品の多様化生産の実現に向けての取り組み

515 R113130123 関東 東京都 ラブデンタルクリニック 3A558434 修復治療の補綴物内製化により革新的な開発の実現を図る事業

516 R113130124 関東 東京都 中央林間いとう歯科クリニック 4AB91749 ＣＴ導入による矯正診療の質の向上と診療プロセスの効率化 城南信用金庫

517 R113130127 関東 東京都 Ｂｅａｕｔｙ　Ｓｃｏｕｔｓ株式会社 3010401147857
高級茶製品の開発及び生産性向上に向けた販売管理システムの開
発

518 R113130129 関東 東京都 株式会社カバラ 2010501033413 衣料品ロス削減に積極的に取り組むための革新的秋葉原工場計画 室橋　健司

519 R113130130 関東 東京都 ＫＳ情報システム株式会社 4011101071751 海外の売り手企業特化型Ｍ＆Ａプラットフォーム開発による改革 伊藤　文彦

520 R113130132 関東 東京都 株式会社テクノワ 5010401167473
プラント職人と建設会社を繋ぐ、プラント業界に特化した新たなマッチ
ングサービスの提供

藤原　和重

521 R113130133 関東 東京都 ツバサテック DDF9C6AF      不足しているデジタル人材の確保を支援するマッチングサービス 株式会社アカウティングプロ

522 R113130134 関東 東京都 リテールアシストシステムズ合同会社 5011003013512 自販機ビジネスマッチングアプリによる新規顧客獲得と商圏の拡大

523 R113130138 関東 東京都 株式会社新東京自動車教習所 6012701000429 総合基幹業務ＯＢＩＣ７を活用した教習所業務管理のＤＸ化事業
ＴＲＵＳＴＥＰ　ＪＡＰＡＮ株式会
社

524 R113130139 関東 東京都 株式会社マベリカ 4011101041119
当社ＣＭＳパッケージｃｏｒｅｂｌｏ－Ｘの管理ツール強化及びカメラアプリ
連携サービス構築事業

525 R113130141 関東 東京都 有限会社石橋製作所 9012402000270
新型複合旋盤への工程集約による製品付加価値と加工速度の向
上。

梁川　成豪

526 R113130142 関東 東京都 株式会社ＨＡＤＯＷ 5010401142204 業界初、メタバース内にＮＦＴマーケットプレイス・レンタルＰＦを展開 德田　進

527 R113130143 関東 東京都 株式会社エキスプレス・コンテンツバンク 2010401060929 余ったマイルを有効活用！マイルシェアリングサービスの提供

528 R113130144 関東 東京都 株式会社アリーナ 9010701039559 新会社ながら鉄道レールの鉄リサイクル業務急拡大のため設備導入

529 R113130146 関東 東京都 目黒不動前デンタルクリニック 7F7F6426 環境に配慮しつつ極限まで成功率を高めた革新的根管治療の実現

530 R113130147 関東 東京都 株式会社ウエスト・トラスト 9010001106506 回収ロストボールの自動洗浄・乾燥・選別機の試作機製造

531 R113130148 関東 東京都 坂上デンタルオフィス 23447EA2 最新機器を配備した集中治療室の設置、根管治療の高度化・ＤＸ化
株式会社中央ライズアクロス
ソリューション

532 R113130150 関東 東京都 ＥＤＧＥ株式会社 8010401157983
上司と部下の１ｏｎ１ミーティングを効果的・効率的に行う革新的サー
ビスの開発

行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

533 R113130151 関東 東京都 株式会社ウィ・キャン 3010001112162 ＡＩを活用した「カスタマーハラスメント対応自動相談システム」

534 R113130153 関東 東京都 長沢工業株式会社 4012801020881
コンパクトマシニングセンタの導入により極小樹脂部品の大量生産を
実現する。

イマジネーション・ヴィレッジ株
式会社

535 R113130154 関東 東京都 セレイドセラピューティクス株式会社 1010001212971 ヒト造血幹細胞増幅技術を用いた白血病等の細胞治療製品の開発

536 R113130156 関東 東京都 株式会社オールスマート 2020001063075 新卒エンジニアの即戦力化を実現するｅラーニングシステムの構築 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

537 R113130157 関東 東京都 株式会社リグラント 9011001132475
国土強靭化アニメーション教育デジタルアプリ開発によるインバウンド
対応力強化推進事業

株式会社キクチカラ

538 R113130158 関東 東京都 成東インキ製造株式会社 2010901006349
パッケージ印刷や各種印刷物に向けた特殊インキ製造の自動化によ
る短納期化計画

城南信用金庫

539 R113130162 関東 東京都 株式会社鈴木製作所 2011401003349 ファイバーレーザ溶接機の導入による薄板溶接技術と体制の構築

540 R113130165 関東 東京都 山内歯科医院 29C974E3
顧客満足度を向上させる仮想空間を活用した低侵襲治療と提案力強
化

541 R113130166 関東 東京都 株式会社江北機械製作所 5140001123681 高精度測定技術の獲得によるＥＶ部品製造用金型製造事業の展開 株式会社ゼロプラス

542 R113130167 関東 東京都 株式会社Ｓａｌｅｓ　Ｘ 4010401156221 中小企業の営業ＤＸ化を推進、顧客リスト作成・管理システム事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

543 R113130168 関東 東京都 合同会社ｄ．ａ．ｃ 6011003009204 小・零細規模美容ディーラー向け業務改善クラウドサービス事業

544 R113130169 関東 東京都 株式会社東京フード 9011001016455
ホスピタリティ能力開発システムの構築によるお客様のロイヤルカス
タマー化

株式会社ヒューマンネット・コ
ンサルティング

545 R113130170 関東 東京都 株式会社ＣＹＢＯ 8010001193454 がん早期検出のためのＡＩ製品の開発

546 R113130171 関東 東京都 株式会社窪治組 5011601012782 次世代足場の導入による生産性向上ならびに売上向上

547 R113130172 関東 東京都 無臭元工業株式会社 7011801012473
激変する社会環境に対応可能な業務処理基盤構築で高生産性を実
現

株式会社匠コンサルティング

548 R113130173 関東 東京都 株式会社旭建設 7012801003223 日々の暮らしを豊かにする多摩産材等活用事業
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549 R113130174 関東 東京都 株式会社ＳＵＮＢＬＡＺＥ 5011101099494
探究学習をサポートし校務効率化を実現する新たな教育システムの
開発

行政書士法人INQ

550 R113130175 関東 東京都 株式会社インクローブ 9010401148288 日本初。サイネージとスマホを繋ぎ、多拠点観光ルート生成 島田　満俊

551 R113130176 関東 東京都 有限会社義山化工 7013102006956 独自の排水処理プロセスによる大型部品の鍍金処理の生産性向上 西武信用金庫

552 R113130177 関東 東京都 ココティエクリニック皮フ科・歯科口腔外科 1E15C1E6 医科歯科連携に基づいた口腔顎顔面領域の瘢痕手術治療の提供
株式会社中央ライズアクロス
ソリューション

553 R113130178 関東 東京都 株式会社ヤナギ 9011801012678 リフト設備導入での生産性向上と工場見学による新たな価値の創出

554 R113130179 関東 東京都 株式会社カトープレジャーグループ 3011001037647 基幹業務システム刷新による業務圧縮と効率化

555 R113130180 関東 東京都 株式会社ＲｅｍｉｔＡｉｄ 8010401169038 海外取引決済システム「ＲｅｍｉｔＡｉｄ」の構築 Scheeme株式会社

556 R113130181 関東 東京都 株式会社ＧｏｏｄＤａｙ＆Ｍｏｎｄａｙ 6011001111614 ＶＲとＥＣを掛け合わせたＶＲＥＣサイト自動構築システムの開発

557 R113130182 関東 東京都 株式会社デジタルクランプ 5020001142801
＂建設業界ＤＸ推進による省人化・効率化の実現および閉鎖的な構

     造を脱却し利益循環の仕組みづくりへの挑戦　＂
株式会社アカウティングプロ

558 R113130184 関東 東京都 フラッグス株式会社 1010401153106
クラウド型プロジェクト管理ツールにおけるリアルタイム原価計算機能
付加・セキュリティ機能向上

株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

559 R113130188 関東 東京都 ＰＯＳＴ　ＣＯＦＦＥＥ株式会社 1011001124356 スペシャルティコーヒーの更なる売上拡大のためのＱＣＤ向上 税理士法人タドルコ

560 R113130189 関東 東京都 株式会社ビズリンク 3011101077576 アフターコロナに対応した「テガルンＰＬＡＴ」の仕様変更

561 R113130190 関東 東京都 株式会社峰村 2010501013852 天吊り工程と底裁ち工程の機械化による生産性向上と新商品開発 野口　和義

562 R113130194 関東 東京都 株式会社ＴＡＰＰ 4010001179787 見込み顧客をマネタイズするためのアフィリエイトシステムの導入

563 R113130195 関東 東京都 株式会社ミナデイン 9010401139485 ビジネス層とファミリー層の共存する新しい和食ファミレスの開発事業 株式会社ｂｔｏｂｅｅ

564 R113130196 関東 東京都 株式会社ミスティ 9010401152918 本格的な演奏・配信空間の創出。スタジオ運営のＤＸ化事業

565 R113130199 関東 東京都 株式会社三宅サーベイ 5010001183425 ３Ｄレーザースキャニングシステム

566 R113130201 関東 東京都 株式会社静 1010001189847 仕入先（メーカー）のＤＸを促進＆実現する総合ペット用品のＥＣ事業

567 R113130202 関東 東京都 株式会社まんぼー 8230001017946 ＷＥＢマーケティングを活用した最適な占い提案サービスの開始
株式会社アクセルパートナー
ズ

568 R113130204 関東 東京都 株式会社Ｇｒｏｗ　Ｈｅａｒｔ 1010701031416
肉マイレージ管理システム・熟成肉促進装置の導入による新サービス
提供

株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

569 R113130205 関東 東京都 大東印刷工業株式会社 9010601011460 製版工程のコストダウンによる販促用印刷物の受注強化

570 R113130206 関東 東京都 株式会社ＫＵＤＥＮ　ＷＯＲＬＤ 6011001145083 動画配信による「偉人」の生き様を踏まえたコーチング
ストラーダビジネスサポート株
式会社

571 R113130207 関東 東京都 株式会社ＭＡＩ　ＪＡＰＡＮ 4010401160909
医師以外の医療従事者向け、現場研修３６０度動画配信サービス事
業

行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

572 R113130208 関東 東京都 ピッポロパッぴッポ合同会社 8011003015101
高輝度プロジェクターと透過スクリーン導入によるＡＲ／ＸＲライブ市場
の活性化

株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

573 R113130210 関東 東京都 株式会社アットマーク 7010701042300 システムを開発してスムーズな事業遂行を目指す カタチクリエイト株式会社

574 R113130211 関東 東京都 株式会社ｒｅｍｅｎｔａｌ 5011001145051 メンタルヘルスケアプラットフォームの追加機能開発

575 R113130212 関東 東京都 株式会社ＳｔａｒｔｕｐＣｏｎｎｅｃｔ 2010401171049
起業者と専門人材・協業企業を繋ぎ、支援者との協業体制の創出が
可能な新たなスタートアップ支援マッチングサービスの提供

藤原　和重

576 R113130213 関東 東京都 グッボーイインク 2A4AD29B
ペット産業の底上げを図る送迎付きペットサービス予約プラットフォー
ムシステムの構築

577 R113130214 関東 東京都 株式会社リーゴ 3010401129938 観光に特化した口コミ自動分析ツールの開発・提供 セブンセンス税理士法人

578 R113130216 関東 東京都 Ｇｌｏｂｉｃ　Ｊａｐａｎ株式会社 1010001159759
越境ＥＣ構築とライブコマース機能の活用による意匠性の高い自社商
品の拡販事業

株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

579 R113130217 関東 東京都 ｓｐｉｎｏｚａ株式会社 4010001202540 業務改善システムの開発・オンラインＩＴ秘書サービスの事業化 株式会社シャイン総研

580 R113130218 関東 東京都 株式会社ユーメックス 2011201006551 ブランド価値及び顧客満足度を上げるための顧客管理システム導入

581 R113130219 関東 東京都 株式会社ＥＳＴＵＲＩＯＮ 6010001215160
キャビア飲食店マッチングシステムとキャビアのサブスクシステムを統
合したプラットフォーム構築による需要の平準化

株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

582 R113130220 関東 東京都 株式会社芝橋 7010801005462
最新型のターニングセンター導入によるラップ研磨装置製作の競争力
強化

583 R113130221 関東 東京都 株式会社セレブル動物病院 6011001104262 革新的な筋骨格系疾患に対する診療体制を持つホームドクターへ 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

584 R113130222 関東 東京都 Ｃｏｍｅｔ B3AF6E7A 障害者を対象としたオンライン交流サービスの開発 櫻井義之

585 R113130224 関東 東京都 株式会社Ｄｉｎｏ＆Ｃｏ． 6011001137147 最先端歯科治療セミナー事業の展開に向けた提供体制の構築
株式会社リアルコンテンツジャ
パン

586 R113130225 関東 東京都 株式会社サンエー 7010401135949
情報管理システム構築を介した不動産ＤＸ推進によりサービスを革新
する

株式会社Ａｖａｌａｎｃｈｅ　Ｔｅｃｈ

587 R113130226 関東 東京都 有限会社ベルニーニ 2010402034411 イタリア料理の技術で創る「レストラン・パン」の製造・販売 事業協同組合ｎｅｃｏｎｏｔｅ

588 R113130227 関東 東京都 株式会社台湾トーク日本中国語センター 3011401024237
「留学をもっとカジュアルにハードルを低く」成長市場を勝ち抜くオンラ
イン中国語教育の高品質プラットフォーム化プロジェクト

589 R113130228 関東 東京都 株式会社魚久 8010001037768 「塩ふり装置」導入による工程自動化及び顧客・商圏開拓 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

590 R113130229 関東 東京都 同心機械株式会社 7010501036279 業界の生産性向上につながる「建設機械・機器部品」ネット販売事業

591 R113130230 関東 東京都 有限会社ＳＥＮＡＰ 4010802003195 最先端予約システムで行うコロナ後観光客向け着物体験撮影事業

592 R113130231 関東 東京都 株式会社アイオー 9011101055279 新サービス：サイバー墓地『メモリアルパラダイス』のアプリ開発

593 R113130232 関東 東京都 アンチエイジングデンタルクリニック恵比寿 B256DBD2 ３Ｄスキャナー導入で診察時間短縮と歯型分析による新治療法開発

594 R113130233 関東 東京都 有限会社池田製本所 6010402001151
「ＳＤＧｓに合致した環境配慮型ミニ折り印刷物」を手掛け事業拡大を
実現する

595 R113130234 関東 東京都 株式会社ミツバチ 3010401157303
自社商品をインフルエンサーマーケティングで拡販するためのＥＣサイ
ト構築

株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

596 R113130236 関東 東京都 株式会社ｌａｍｐｒｏｏ 2010001214083 企業の広告出稿予算を予測算出するシステムの導入に関して

597 R113130237 関東 東京都 ゆう歯科医院 4335B38B 咬合治療とＴＣＨ治療強化体制の実現

598 R113130241 関東 東京都 株式会社Ｓｔａｒｌｉｎｇ 8011201023616
顧客体験を継続改善するモニタリング・ＣＩ／ＣＤ基盤の開発構築と実
証

株式会社コンサラート

599 R113130243 関東 東京都 フローラ　ハイフ 12BD0ABF 骨盤底筋強化チェア開発による産後ケアサロン事業の構築

600 R113130245 関東 東京都 ミクプラ株式会社 9011801019525 小型射出成型技術の活用と生産力強化で医療業界進出計画

601 R113130246 関東 東京都 株式会社ロフタル 7011201018583
問い合わせから商談までデータを自動で一元管理するクラウドツール
の開発

602 R113130248 関東 東京都 株式会社モアサマー 3011001137034 ギフト特化型キュレーションサイトのシステムの開発

603 R113130249 関東 東京都 株式会社リバーズ 8040001120463
３次元測量機の導入による測量サービスのラインナップ拡充とサービ
ス品質向上に向けた取り組み

税理士法人グランサーズ

604 R113130250 関東 東京都 ひとしデンタルクリニック F0858CC2 光学式口腔内スキャナー導入による品質向上と納期短縮 小野　孝二

605 R113130253 関東 東京都 株式会社道々楽者 9011301020974
本音の関係作りへ／革新的キャリア教育プログラムワンストップモデ
ル

606 R113130255 関東 東京都 ときわ台徳岡歯科医院 CF5ED48C
高精度な虫歯／根管治療と口の機能の健全化のための総合的検査
の提供

607 R113130256 関東 東京都 株式会社ＡＰＰｒｏｇ 3010401097383 保育園向け園児集客！簡単Ｗｅｂ予約

608 R113130259 関東 東京都 株式会社ＳＥＢＡＳＴＩＡＮ 7010901050400 漢方薬局の開局と漢方新商品の開発販売を行う

609 R113130260 関東 東京都 ＰｒｉｍｅＴｒｅｅ合同会社 2011003014240
バイオマス発電所を対象とした国産木材燃料の受発注最適化および
管理ツールの開発

610 R113130261 関東 東京都 株式会社Ｅｍｅｍｅ 9010001224134 機械学習を導入したモーションキャプチャシステムの開発

611 R113130263 関東 東京都 有限会社佐藤精器製作所 6010502004599
職人型生産から設計参加型生産への事業形態転換のための加工工
業革新

612 R113130264 関東 東京都 ＦＡパートナーズネットワーク株式会社 7010401166011 プログラムを構造化・標準化できるオンライン学習システムの開発

613 R113130266 関東 東京都 株式会社Ｘｅｘｅｌ 3010001140808 ＳＮＳプロモーション向け動画制作と投稿管理システムの開発

614 R113130267 関東 東京都 株式会社六城精工 1010801012737
飛躍的短納期化を目指した高精度溶接工程の内製化による革新的
な生産プロセス構築事業

石山　賢

615 R113130268 関東 東京都 タイガーソフト株式会社 1010001193147 拡張性、柔軟性に優れた「ソフトウェア開発支援ツール」の開発事業 合同会社G&N

616 R113130269 関東 東京都 株式会社ＱＶＥ 8011001146567 教育関連情報に特化した、安心して使えるＱ＆Ａサイトの構築

617 R113130270 関東 東京都 株式会社アイズプランニング 9010401116253 特産品をＥＣ化で全国に届ける新配送管理システムによる地域貢献
株式会社アクセルパートナー
ズ
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618 R113130271 関東 東京都 株式会社精工ドリル 3011701004351 パワー半導体製造用極細ピンのミクロン台加工

619 R113130272 関東 東京都 株式会社Ｃｑｒｅｅ 3010401114543 請求管理業務のクラウド化による業務効率化で生産性向上を図る
株式会社アクセルパートナー
ズ

620 R113130276 関東 東京都 株式会社ホワイトストーン 4010401157129 オンラインオーダー会が行えるシステムを導入し増収増益を図る

621 R113130277 関東 東京都 東海産業株式会社 4010801008121
丸物プラスチック部品加工の内製化による生産性向上と納期短縮の
実現

事業協同組合ｎｅｃｏｎｏｔｅ

622 R113130281 関東 東京都 株式会社ＺＥＮ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ 8020001087622 ＡＩを活用したビジネスマッチングアプリの開発 株式会社アカウティングプロ

623 R113130283 関東 東京都 よろずや 04D73040
飲食店プラス店舗展開の発想・セントラルキッチンを目指す惣菜店舗
の構築

624 R113130284 関東 東京都 株式会社ＨｏｒｉｚｏｎＸＸ 1020001098774 着工待ちの「建築難民」を救え！　新システムで省エネ計算を革新 河村裕司

625 R113130285 関東 東京都 株式会社ニッシン 6012801003034 ワークの状態観察と調整を融合した最適条件による研削技術の習得 株式会社やまと経営

626 R113130286 関東 東京都 ハヤシデンタルラボ株式会社 2010101007684 最新医療機器導入によるインプラント用義歯の新事業展開計画

627 R113130288 関東 東京都 株式会社Ｐｌｕｓｂａｓｅ 6011001145257 職種特化メンタルヘルスケアサービス『ナースビー』の追加開発 黒瀬賢史

628 R113130289 関東 東京都 株式会社ａｄｓａｉ 4010001205568
デスクトップアプリの開発と同時編集・承認機能導入による既存サー
ビスの顧客展開とシステム改正

株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

629 R113130290 関東 東京都 株式会社丸和製作所 1012801002593
輸送・生産機械の板金加工事業から高精度筐体事業への新分野展
開

630 R113130291 関東 東京都 メディカルバイオコーポレーション株式会社 3011701012222 歯科訪問診療時におけるインプラント判別システムの構築

631 R113130299 関東 東京都 株式会社大一電化社 3150001006581
自家焙煎珈琲豆の供給力強化で珈琲マシン販売業の顧客生涯価値
向上

一般財団法人 南都経済研究
所

632 R113130300 関東 東京都 株式会社Ｐａｒｔｎｅｒ 7120001167456 ＬＩＮＥを活用した現場スタッフ管理システム導入によるＤＸ推進
株式会社ビジネスモデルサイ
エンス

633 R113130302 関東 東京都 株式会社アンテリック・ステーショナーズ 2010401147420 カプセルトイ用別製に最適化したボールペン試作品の開発 合同会社ウイン・アクション

634 R113130303 関東 東京都 株式会社ＬＯＧ 3010401154556 マーケティングのＤＸ化と販促等の自動化による新たな商取引の形成

635 R113130308 関東 東京都 レギュラス・ソリューションズ株式会社 6011001135183 ＥＣにおけるチャネル横断型データ分析ツールの開発
株式会社コムラッドファーム
ジャパン

636 R113130309 関東 東京都 株式会社ＳＫＩＬＬＺ 1012301011459 スライドテーブルを商用車に造作、量産・販売までのシステム構築 町田商工会議所

637 R113130311 関東 東京都 上池台動物病院 B00EA76F
猫伝染性腹膜炎の即日診断のための測定計測およびデータ評価技
術の開発

638 R113130312 関東 東京都 ヘルシーパイレーツ株式会社 6010901051036 手軽に専門家へチャット相談可能なカウンセリングサービスの開発 合同会社G&N

639 R113130315 関東 東京都 株式会社ＬＥＭ 8011001149132 トレンド解析ツール開発による事業効率化とメゾットの確立 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

640 R113130316 関東 東京都 アークメディカル有限会社 6013402007382 歯科医師のニーズをデジタルアウトプットできる歯科技工所の実現
株式会社中央ライズアクロス
ソリューション

641 R113130319 関東 東京都 株式会社ＹＪ　Ｎｅｘｔ 5010601050891 補綴物供給と既存業務を掛け合わせたワンストップサービスの提供
株式会社リアルコンテンツジャ
パン

642 R113130321 関東 東京都 合同会社ＩＮＦＩＮＩＴＹ 1010903005515
ＬＧＢＴ層へのサービス力向上の為のミステリーショッパーシステム構
築

643 R113130322 関東 東京都 株式会社ＴＯＰ　ＬＯＧ 3010401114758
ファンクラウドファンディング機能導入によるタレントのパフォーマンス
の向上

株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

644 R113130323 関東 東京都 トップ 7145336E
地域個人事業主初‼厚物中綴じ冊子対応と品質向上及び環境配慮を
図る事業

645 R113130326 関東 東京都 スマッシュ・デンタル・ラボ C15244E7
姿勢矯正マウスピースの知見を活かした体全体の健康にも寄与する
補綴物の作製で事業拡大を図る

株式会社リアルコンテンツジャ
パン

646 R113130327 関東 東京都 株式会社シーバード 4011101074457
医療と美容業界向けＷＥＢ予約・顧客・受付管理と電話受付のハイブ
リッドＤＸ化システムの開発、運営事業

合同会社G&N

647 R113130328 関東 東京都 株式会社ユニヴァ・ペイキャスト 7010701019414 旅先で購入、使用ができる旅ナカふるさと納税アプリで事業拡大 西田　和倫

648 R113130329 関東 東京都 株式会社ヨシズミプレス 1010601016657 複雑円筒形状精密プレス加工部品の量産体制構築事業 牛腸　真司

649 R113130330 関東 東京都 株式会社週刊粧業 1010501005561 化粧品業界全体の発展に寄与するプラットフォームの構築 株式会社ＩＰＪ

650 R113130331 関東 東京都 合同会社Ａ４ 8010803003760
詰め替え製品を吊るして使える製品「詰め替えクリッピュ」の試作開発
事業

合同会社G&N

651 R113130333 関東 東京都 ＦＩＮＤ　ＶＡＬＵＥ株式会社 6010601060551 建築資材ロス削減に向けた在庫見える化アプリ等の開発

652 R113130334 関東 東京都 ＶＥＣＴＯＲ合同会社 5010803004019
クリエイター同士の出会いと機会を創出するマッチングサービス「Ｐａｚｌ
ｅ」

653 R113130338 関東 東京都 ４７ａｇｅｎｔ株式会社 8010001212544 管理簿システムサービスの新規導入 税理士法人ＧＮｓ

654 R113130339 関東 東京都 株式会社吉田建設 3010101007618
高難度現場施工のための設備投資による高付加価値案件の獲得事
業計画

アアル株式会社

655 R113130340 関東 東京都 ファミリー動物病院合同会社 2012403002297
新規検査等設備導入による２次高度診療対応体制強化に関する計
画

656 R113130342 関東 東京都 アイワ広告株式会社 1012301003092
注目の高まるクロワッサン専門店のＦＣ本部構築に向けた生産性向
上

株式会社コンサラート

657 R113130346 関東 東京都 株式会社Ｍａｎｕｆａｃ 2010601059853
町工場における新規事業の立ち上げを目的にした人材マッチング
サービス

行政書士法人INQ

658 R113130349 関東 東京都 株式会社ＫＩＲＩＮＺ 4010401124624
複数ライブ配信プラットフォームとのデータ連携強化及び管理業務率
化システムの実現

合同会社G&N

659 R113130350 関東 東京都 ナナイロ歯科クリニック C0880758 最新鋭のデジタル医療機器による精密自由診療サービスの新展開

660 R113130353 関東 東京都 株式会社アートチューンズ 7010001229630 アーティスト情報登録データベース・検索システムの構築 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

661 R113130354 関東 東京都 ａ２３ｓ株式会社 3010001227019 法務ＢＰＯプラットフォームソフトウェア開発 山本　修一

662 R113130356 関東 東京都 株式会社ポポホールディングス 4011001139426 業界初、ＡＩレコメンド機能を追加した新ライブコマース事業を推進 德田　進

663 R113130357 関東 東京都 株式会社近富 4010001041757 先端機械による冷凍焼紅鮭の調理および梱包工程の内製化

664 R113130367 関東 東京都 合名会社山崎製作所 2010803000045
革新的旋削加工技術の習得によるアルミ合金製精密機械部品の生
産性拡大

665 R113130369 関東 東京都 徳岡商会株式会社 4030003001848
ＡＩ画像認識技術を用いた検査機導入によるペットフード異物検査プロ
セスの革新

朝日信用金庫

666 R113130370 関東 東京都 株式会社ＢｅＡ 8013301036720
全国の自治体のＰＲ情報が閲覧できるプラットフォーム「まちにすと」
の開発

667 R113130372 関東 東京都 合同会社シャインワークス 9011103011222 ３Ｄレーザースキャナーを用いた設計図面デジタル化サービスの創造

668 R113130373 関東 東京都 株式会社ＫＫＮ 3011001114818 ソーラーモジュール検査自動解析システムによる調査事業 有限会社クレメンティア

669 R113130375 関東 東京都 Ｃｏ　Ｏｎｅ　Ｄｅｇｒｅｅ株式会社 8011501027481 【世界に挑戦するウェルネス飲料事業】～米麹×発酵でリフレッシュ～

670 R113130376 関東 東京都 株式会社１３７ 7010401109837      家庭と学校と行政を結ぶ、誰一人取り残さない教育ＤＸ 株式会社アカウティングプロ

671 R113130377 関東 東京都 株式会社カウデザイン 2120901021898 日本発新技術の導入によるトータルヘルスケアサービスの確立

672 R113130378 関東 東京都 株式会社レイコミュニケーション 8010701039122 トイドローンの開発による事業拡大 カタチクリエイト株式会社

673 R113130379 関東 東京都 株式会社フォーミュレーションＩ．Ｔ．Ｓ． 8011001047518 ＶＲトレーニング連携！美容師派遣マッチングシステムＤＸの開発 岩井　久典

674 R113130380 関東 東京都 株式会社ルグラン 5011001049153 気象データを活用した広告およびコンテンツ配信システムの開発 株式会社三井住友銀行

675 R113130381 関東 東京都 富田商事株式会社 9010601013837
３Ｄスキャニング技術活用と受発注管理システム導入による生産性向
上

676 R113130383 関東 東京都 株式会社ＤＥＬＵＸＥ 6011001123329 自社アパレルブランドのＥＣサイト海外対応化、在庫ロス解消施策

677 R113130384 関東 東京都 ファミリーテック株式会社 9010001218169 自社発行クレカにおけるリアルタイム与信回復システムの開発 行政書士法人INQ

678 R113130386 関東 東京都 株式会社シフト 4010901028028 独自技術を活用した放課後児童クラブ向け管理連絡システムの開発
株式会社アクセルパートナー
ズ

679 R113130388 関東 東京都 株式会社小松崎 1010501004183 レーザ元素分析装置の導入で更なる拡販につなげる計画

680 R113130390 関東 東京都 有限会社佐藤産業 8013102007598 精密樹脂部品の高精度自動加工技術導入事業

681 R113130391 関東 東京都 キュエリー株式会社 2011601023072 エステコンサル会社がＡＩカルテシステム開発で独自サービス展開

682 R113130392 関東 東京都 株式会社フラップネクスト 4011001120088 ＳＥＯコンテンツ生成自動化システム「キーワードファクトリー」構築 行政書士法人INQ

683 R113130394 関東 東京都 有限会社サンビレッジハート 6120902022289 子育て世代の副業サポート「ママのマーケティングサービス」構築

684 R113130395 関東 東京都 エンライズテック株式会社 6011001143830 動画販売プラットフォーム「ＵＰｌａｙ」を開発・提供 有限会社クレメンティア

685 R113130396 関東 東京都 株式会社五色 7010401061955
海外日系飲食店向け消耗品の自社印刷事業による経営基盤の安定
化

木佐谷　康

686 R113130401 関東 東京都 株式会社ミックス 8011101077497 日本での生活はこれで安心！日本在住生活支援サービス開発
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687 R113130402 関東 東京都 株式会社ＴＭＣ 5120001101788
企業従業員のメンタルヘルスの健全化を目指すストレスマネジメント
促進事業

合同会社G&N

688 R113130406 関東 東京都 株式会社ＹＤＬ 7012401039436 一般の方と医療機関を結ぶ予防医療特化型ＷＥＢマッチングサイト 株式会社リアリゼイション

689 R113130407 関東 東京都 株式会社ニューロベイス 4010403007174
ＡＩを活用した革新的なノーコードアプリケーション開発ツールの提供
事業

坂本　晃

690 R113130408 関東 東京都 ＣＦコンサルティング株式会社 4010401139589 オンライン学習システムと講師向けワーク回答検索システムの構築 柏村　斉

691 R113130411 関東 東京都 株式会社恩田組 5010001013094 自動油圧ジャッキによる工期短縮をした生産性の向上

692 R113130414 関東 東京都 合同会社ワークベンチ 1010603007720 遠隔作業用統合システムの開発

693 R113130415 関東 東京都 株式会社西野建材 5011801010900 生コン事業者の限界への挑戦！「誤配合・誤送」を無くす体制構築 アイアンドアイ株式会社

694 R113130417 関東 東京都 株式会社ユナイテッドゲート 8011001106967 ＡＩを活用した次世代型ショッピングカート事業の立ち上げ 西村伸郎

695 R113130419 関東 東京都 株式会社Ｂ－ダイニング 7011001108312 職人とＤＸ技術の融合で望む代官山発革新的デジタルパン製造事業

696 R113130420 関東 東京都 コスモピア株式会社 1011001039496 ＧＩＧＡスクール構想に基づく小中高向け英語学習システムの構築

697 R113130421 関東 東京都 株式会社エム・アール・ジー 8120001146491 「ＮＥＴ×補償サービス」を実現したＮＦＴマーケットプレイスの展開 合同会社G&N

698 R113130423 関東 東京都 宮坂芳徳 5760EF1E “起業家”と”士業”をつなぐ創業融資マッチングシステム構築

699 R113130424 関東 東京都 サンエー食品株式会社 3011701012742 惣菜製造販売事業の開始

700 R113130426 関東 東京都 農業法人電農ブレーン株式会社 9090001016012
最新型冷凍機の導入と受発注システムと注文診断システムを開発し
冷凍野菜果物を国内・海外へ商圏を　拡販する

行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

701 R113130427 関東 東京都 株式会社仲和サービス 4040001100287 不動産管理のＤＸによる、社内業務効率化と海外投資家の新規獲得 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

702 R113130428 関東 東京都 株式会社フクダ 5010601041494 ＩＣＴ対応ショベル導入による生産性向上

703 R113130430 関東 東京都 Ｐａｔｈｆｉｎｄｅｒ株式会社 1011401022358 片道レンタカーの稼働・受諾率を向上させるプライシング機能開発 合同会社G&N

704 R113130431 関東 東京都 有限会社オザワ 8011502007598 生産データのデジタル化と特殊加工対応で生産性向上を実現する

705 R113130432 関東 東京都 株式会社ホロン 9011001149395 視覚的・触覚的な質感が体験できる不動産ＶＲ空間の実現

706 R113130434 関東 東京都 富沢印刷株式会社 9010501008747 紙積み作業を機械化し、高付加価値デジタル事業を拡大する

707 R113130435 関東 東京都 株式会社リキッドファクトリー 4011101060853 暗号資産取引情報を公開・閲覧できるサービスの企画・開発・運営

708 R113130436 関東 東京都 株式会社いづみや 8011201000499 製造工程の自動化および新商品開発による販路拡大の設備投資

709 R113130438 関東 東京都 株式会社ＷＡＫＵ　Ｗｏｒｋｓ 3011001131796 テレビ広告取引のＤＸ化 上田　和彦

710 R113130439 関東 東京都 株式会社エディトリアルデパートメント 7010901049863 越境ＥＣを構築し、新商品の生産性向上を目指す 堀江　克

711 R113130441 関東 東京都 株式会社Ｃｏｎｖｐａｔｈ 9010001217179
アクセス解析のバックアップ取得するウェブサービス「ＵＡ　Ｂａｃｋｕｐ」
の開発事業

712 R113130442 関東 東京都 株式会社ＳＡＨ 4010101008730
東京三多摩地域内で希有な難手術に対応する先進的手術体制の確
立

Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所
株式会社

713 R113130443 関東 東京都 Ｏｌｉ株式会社 2011501028733 高齢者の交流を活性化するライブ配信型Ｗｅｂ交流システムの開発 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

714 R113130444 関東 東京都 株式会社Ｌｉｆｅ　Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ 3010401170025
親族等の死亡後に遺族が行う手続き及び終活を支援するアプリの開
発

合同会社G&N

715 R113130445 関東 東京都 合同会社彗星通商 3010403023718 彗星ブッククラブ

716 R113130446 関東 東京都 アトリエＯＫＪ 876E01CB 小型５軸加工機を活用して、装飾性の高いカスタムナイフの制作

717 R113130447 関東 東京都 株式会社ＸＹＯＵ 6011101087663 独自のビーコマースサービスの提供

718 R113130448 関東 東京都 合同会社ＤＩＧＩＴＡＬ　ＣＯＭＰＡＮＹ 1011003013128 メンズエステ業界向け集客ポータルサイトの作成

719 R113130449 関東 東京都 株式会社チュートリアル 5010401115044 ＡＵＴＯＲＯサービスの監視ソフトウェアの新規開発

720 R113130450 関東 東京都 イントロン・スペース株式会社 4010401148557 超軟性素材による男性用尿もれケア製品の生産設備増強

721 R113130451 関東 東京都 株式会社ＳｕｐｅｒＩＯ 8010001222881 ＶＲショールーム提供による家具販売と日本の芸術品の販売促進 平田　晃大

722 R113130454 関東 東京都 株式会社弘機商会 8010801003738 高圧仕様のサーボ式カシメ機の試作機の開発 共立信用組合

723 R113130455 関東 東京都 株式会社ハコスコ 1011001101347 ＥＣメタバース空間「メタストア」における高機能プランの追加

724 R113130456 関東 東京都 株式会社Ｕｎｉｔｏ 8011701020550 国内２万室以上の宿泊施設の、省人オペレーションシステムの開発

725 R113130460 関東 東京都 株式会社Ｖｏｘｅｌ　Ｗｏｒｋｓ 5011001143220 高精度でカスタマイズ可能な工業用Ｘ線ＣＴスキャン装置の開発

726 R113130461 関東 東京都 株式会社よごえい印刷 5011401014021
作業工程の機械化推進による短納期案件とワンストップサービスの
受注拡大

727 R113130464 関東 東京都 Ａ－ＬＩＮＥ株式会社 9013401006770 「店舗マネジメントプラットフォーム」の構築による業務効率化

728 R113130466 関東 東京都 グリーンブルー株式会社 8020001041835 ドローンを用いた飛行観測による立体的な大気観測サービスの開発

729 R113130467 関東 東京都 株式会社ＷＡＯＣＯＮ 1011001120925 士業スキルスコア特化型プラットフォーム「Ｖｅｌｏｃｉｔｙ」の制作

730 R113130468 関東 東京都 城南工業株式会社 9010801004999
溶接技術力の向上による薄板や異材溶接の実現と、新規受注の拡
大

株式会社ビジネスモデルサイ
エンス

731 R113130470 関東 東京都 有限会社亀屋 5010602009821 パン屋の労働時間短縮と売上向上のビジネスモデルを構築

732 R113130476 関東 東京都 合同会社ｈａｒｕｚｉｏｎ 1011003010876 芸能関係特化の次世代型ファンクラブ・応援サイトＳＮＳ運営事業 ｅｚｉｓｏｎ株式会社

733 R113130478 関東 東京都 有限会社根本製菓 8010602013738 焼き菓子の計画生産による量産および新商品開発

734 R113130479 関東 東京都 株式会社Ｆｏｌｌｏｐ 2011001127077 ブランドの個人商店化が可能な「ＳＨＯＴＥＮ」の開発及び運営 合同会社G&N

735 R113130482 関東 東京都 株式会社アリガトウ島 2011001094755 餃子包み機の導入とＥＣサイト構築による自動化と販売力の強化

736 R113130483 関東 東京都 株式会社エニエンス 4010001159244 義肢装具士業界で働きたい学生のための新卒求人情報サイト事業

737 R113130484 関東 東京都 馬通富株式会社 1010901036207 親子のコミュニケーションのきっかけになる健康器具の開発 東京商工会議所

738 R113130485 関東 東京都 テックビー株式会社 2010901044332
業界初！スポーツコンディショニングを用いた革新的なメンタルケア
サービスの開発

739 R113130487 関東 東京都 どうぶつ検査センター株式会社 6180301032958 大学内ブランチラボの設置による動物検査機関の構築 平家　勉

740 R113130492 関東 東京都 株式会社ＡＴＥＬＩＥＲ　ＲＹＯＺＯ 7010701033679 洋菓子販売店の敷地内に生菓子・チョコレート製造機能を追加【仮】

741 R113130495 関東 東京都 株式会社クロスマインド 6013301036185 労務コンサル業務の社内外ワークフローの一体管理システムの構築

742 R113130499 関東 東京都 株式会社ＰＨＥＡＮＥＳＳ 6010001174324 優良企業と学生を繋ぐ海外インターンマッチングサイトの開発

743 R113130505 関東 東京都 株式会社寿司ウォーカー 8011001143507 株式会社寿司ウォーカー

744 R113130507 関東 東京都 株式会社色川 1011101073057 生鮮品の鮮度を保つ新設備導入により、新たなメニュー提案・提供 櫛田　祐一

745 R113130509 関東 東京都 ＴＥＣＨＯ合同会社 8010003038005
生活保護事務における処理基準検索の効率化による受給者の生活
の質の向上と自立へ向けた取組

746 R113130510 関東 東京都 株式会社クルトン 3020001116195 置くだけレンタルスペース拡販に向けたシステム機能強化

747 R113130511 関東 東京都 株式会社３４６ 1070003002969 冷却に電力を使用しない氷水冷式業務用飲料サーバーの開発

748 R113130512 関東 東京都 株式会社ラングレス 3010001166051 バイタルデータを軸とした愛犬特性診断及び専門家相談サービス

749 R113130515 関東 東京都 株式会社ＢＲＩＴＺ 8011101078264 独自オプティマイザー印刷による高技術・高品質の実現

750 R114130005 関東 神奈川県 株式会社エディスタ 4021001056612 新システムの導入による受注・在庫管理方法改善による業務効率化

751 R114130006 関東 神奈川県 株式会社カーズ 1021001010992 カーシェアリングサービスにおけるＷＥＢ受発注システムの開発

752 R114130008 関東 神奈川県 新南株式会社 6010701014481 再生ペレット造粒ライン導入によるＰＥＴリサイクル事業の高度化 協同組合さいたま総合研究所

753 R114130013 関東 神奈川県 芙蓉樹脂工業株式会社 1021001001942 テフロン樹脂における薄板多孔加工技術の確立と生産性向上

754 R114130014 関東 神奈川県 株式会社よろづ鉸製作所 4013201006918
半導体試験装置部品等の製造におけるステンレス溶接品質の高度
化及び生産効率向上計画

シェアビジョン株式会社

755 R114130016 関東 神奈川県 佐々木健土地家屋調査士事務所 1C7FD5E4 ＩＴ測量機等の導入による測量の高精度化と国土強靭化への貢献 安達　隆久
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756 R114130019 関東 神奈川県 株式会社ｇｉｏｂａｉ 5010701033276 健康的ダイエット診断システム構築でパーソナライズドリンク販売

757 R114130023 関東 神奈川県 鈴木　佑介 AF9E2D9A 持続可能な地域医療に貢献するデンチャー技工体制の確立

758 R114130024 関東 神奈川県 株式会社門井工業 7020001016912
デジタル技術の導入による高精度な鉄筋加工への対応と省人化の実

     現
株式会社アカウティングプロ

759 R114130025 関東 神奈川県 株式会社エンゲージ 8021001066574 単品商品満足度評価システム開発計画 松井　孝允

760 R114130033 関東 神奈川県 有限会社ナガシマ・テック 4021002039310 「２面作業・自動ＣＡＤ読込」型マシニングセンタによる生産向上計画
ＴＭ人事労務コンサルティング
株式会社

761 R114130034 関東 神奈川県 株式会社ＷＴＭ 9020001059018 ＥＶ車用最先端コネクタの金型入れ子部品の量産体制の構築

762 R114130035 関東 神奈川県 有限会社阿部研業 9021002030611 新型三次元測定器導入による検査工程の効率化と中ロット品参入

763 R114130036 関東 神奈川県 文明堂印刷株式会社 5021001041043 極薄本から極厚本までをデジタル技術を活用して生産する

764 R114130040 関東 神奈川県 株式会社アイガー産業 8010801017317 「浮力式防災用止水板ユニット装置」で新分野の事業化に挑戦

765 R114130041 関東 神奈川県 ワールドジャパン株式会社 3020001048736
美容エステサロン向け顧客管理・ＰＯＳシステム開発による生産性向
上とＤＸの推進

セブンセンス税理士法人

766 R114130042 関東 神奈川県 有限会社中本製作所 2021002032647 新型ＵＶプリンター導入による新たな製造方法構築と新製品の開発 平塚信用金庫

767 R114130044 関東 神奈川県 株式会社ピースリンクカンパニー 3020001141061 最新技術で電磁波から心身を守るセラピーグッズの開発と卸売

768 R114130045 関東 神奈川県 株式会社ＭＹファクトリー 2020001086217 半導体製造装置関連向けエンプラ製切削加工部品の生産性向上 山地　真吾

769 R114130048 関東 神奈川県
ビジネスエグゼクティブキャリアカンファレンス株
式会社

9010001147327 「読書検定®」で読書家育成大作戦 株式会社アライブビジネス

770 R114130049 関東 神奈川県 株式会社トランパックジャパン 7020002058730 最新式のＡＩ刺繍機導入と利益率の高い刺繍加工の内製化 株式会社横浜銀行

771 R114130051 関東 神奈川県 株式会社ツクノ 1021001022682 高品質加工を実現する生産装置向け加工技術の確立
株式会社コムラッドファーム
ジャパン

772 R114130052 関東 神奈川県 株式会社駒井工業 1010901032032
中小建設業向け経費精算アプリシステムによる経費精算及び予算実
績管理の生産性向上

税理士法人エンパワージャパ
ン

773 R114130053 関東 神奈川県 株式会社オーシャン 4020001094250 死後事務委任契約業務プロセスのデジタル化による生産性向上

774 R114130054 関東 神奈川県 ジャパン・マルチハンターズ株式会社 5010001222430
ジエビの端材肉を活用！急速冷凍機の導入による生産性向上と新商
品開発に挑戦

株式会社シャイン総研

775 R114130056 関東 神奈川県 株式会社ナノバブル研究所 2020001131179 太陽光パネルの洗浄水製造装置および洗浄効果検査方法の開発

776 R114130058 関東 神奈川県 有限会社有文堂 2020002005068 教材販売に特化した受発注管理システムの導入

777 R114130059 関東 神奈川県 大門プラスチツク工業株式会社 4010801006802 塩ビ加工製品製造プロセスの自動化による生産性向上の実現

778 R114130060 関東 神奈川県 鶴見鋼業 6D48F9A3
設備導入と自社技術開発による自動二輪車用部品の生産性向上事
業

779 R114130061 関東 神奈川県 株式会社スプラウトインベストメント 5010001187970 特殊冷凍機導入による仕入価格引下げと熟成冷凍鮮魚の開発販売

780 R114130063 関東 神奈川県 ＯＧＵＲＡ精工株式会社 8021001064917 医療機器部品における高精度加工技術と安定供給体制の確立

781 R114130064 関東 神奈川県 有限会社沖冷熱工業 7020002105284 新型輻射式冷暖房設備の開発による製造・販売事業への進出

782 R114130065 関東 神奈川県 オーエスエスブロードネット株式会社 4020001072314 ＡＩ及びビッグデータ分析技術の活用による既存製品の改良開発

783 R114130066 関東 神奈川県 有限会社アートプラ 1021002000101 樹脂部品専業メーカーとしてニッチ分野技術高度化事業 魚谷　康行

784 R114130067 関東 神奈川県 株式会社一宏 1020001102635 冷凍食材の提供とＥＣ販売への参入による販路拡大事業

785 R114130068 関東 神奈川県 相生電子工業株式会社 2021001046169
電子回路基板実装事業における新規顧客開拓を目指した三次元検
査装置の導入

786 R114130071 関東 神奈川県 株式会社１４８４ＪＡＰＡＮ 4010901034785 子供心を忘れていない大人へ向けたオリジナル家具の製造

787 R114130073 関東 神奈川県 株式会社アーク 9021001065055 新型グラップルによる作業困難地における特殊伐採の作業効率化

788 R114130079 関東 神奈川県 株式会社ゴーランドカンパニー 7020001092334 地域顧客のカーライフサイクルに一気通貫のサービス提供体制構築

789 R114130080 関東 神奈川県 山田歯科医院 A34AD175 ライフプランを含めたコンサルティングが出来る歯科医院への変換

790 R114130081 関東 神奈川県 コーワテック株式会社 5010001110081 ファイバーレーザー溶接機導入により、見栄えの良い特装車を社会へ 税理士法人あおば

791 R114130082 関東 神奈川県 株式会社サンフィールド工業 7020001053848 半導体製造装置向け高精度板金加工部品の製造体制構築 牛腸　真司

792 R114130084 関東 神奈川県 株式会社さくら電気クリエート 5020001062280 技能能力チェックシステムを導入し、生産性向上を目指す！ 駒田　裕次郎

793 R114130086 関東 神奈川県 有限会社小磯製作所 4021002019923 長年の経験を活かした精密加工技術で受注拡大を目指す

794 R114130089 関東 神奈川県 ＡＤＳ　ＪＡＰＡＮ株式会社 1020001144611 デザイン工程の細分化による高品質なデジタル技工物の製作

795 R114130090 関東 神奈川県 ティーケイケイエンジニアリング株式会社 4020001013433 新製品開発による工場向け新市場展開と既存市場カバレッジ拡大

796 R114130091 関東 神奈川県 あじさい動物病院 55154B11
治療難易度の高い病気（腫瘍性疾患・循環器疾患）及び歯科疾患に
完璧に対応できる医療体制の構築

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

797 R114130092 関東 神奈川県 刺繍工房　雅 4DF7449E
最新刺繍機によるレーザー技術を活かした「革新的刺繍プロセス」の
実現

798 R114130093 関東 神奈川県 田向 EEA0E8AC 屋内植物工場設置による、新たな農作物の生産・販売

799 R114130097 関東 神奈川県 つきみ野松崎動物病院合同会社 1021003008408 精神と肉体の両面に優しい真の低侵襲治療と検査の提供
Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所
株式会社

800 R114130098 関東 神奈川県 株式会社神奈川ワイヤー加工センター 2021001046409 省エネ型設備導入による車載エアコンのモーターコアの試作品製造
ひまわり経営サポート株式会
社

801 R114130101 関東 神奈川県 リョウジ歯科 FA6937DF 高精度デンチャー内製化による、高齢患者様向け治療の高度化
株式会社中央ライズアクロス
ソリューション

802 R114130102 関東 神奈川県 株式会社オハナイナグループ 8021001065675 茅ヶ崎オーガニックラボ及びキッチンカー導入計画 丸岡　大記

803 R114130104 関東 神奈川県 株式会社ビリオナー 7021001042725
業界初！エレベーター設置工事に係る作業管理システムの開発及び
業界へのＤＸ展開

和喜田　勤

804 R114130107 関東 神奈川県 株式会社アクト・エア 5021001023685 廃棄物収集運搬のＤＸ・ＩＴ化による生産性の大幅向上を実現 株式会社商工組合中央金庫

805 R114130109 関東 神奈川県 クールフライヤー株式会社 3020001106881
油の使用量を抑えつつ生産性を向上させる大型クールフライヤーの
開発

806 R114130115 関東 神奈川県 株式会社岩ガキＢＡＳＥ 4021001072304 急速冷凍機により凍結した旬の岩牡蠣「鶴宝」の通年販売 神奈川県商工会連合会

807 R114130117 関東 神奈川県 株式会社キョーワハーツ 1020001055791
半導体製造プロセスで用いられる製造治具の革新的開発品の量産計
画

川崎信用金庫

808 R114130119 関東 神奈川県 株式会社ミヤダイ中央社 6021001027149 学校教材販売の　ＤＸ　を目的とした受発注管理システムの導入

809 R114130120 関東 神奈川県 株式会社珍輝 1020001115538 最新鋭の冷凍設備と製造機器を導入し、生産性増強による事業拡大 サポート行政書士法人

810 R114130123 関東 神奈川県 清水不動産株式会社 7020001124203 バーチャル内見機能活用による販路拡大と自社の付加価値向上 株式会社ＷＥＥＶＡ

811 R114130124 関東 神奈川県 株式会社ＯＲＯ　ＩＮＴ’Ｌ 8020001115390 コンクリート床研磨仕上げ技術の導入による新規需要の開拓 川崎信用金庫

812 R114130127 関東 神奈川県 株式会社ファルネックス 1010801024724 ３Ｄ幾何学液晶プラットフォームによる抗がん剤製剤の開発
公益財団法人横浜企業経営
支援財団

813 R114130128 関東 神奈川県 歯心 5FAD3311 インプラント治療のサプライチェーン改善によるデジタル工程化 アイアンドアイ株式会社

814 R114130129 関東 神奈川県 図南鍛工株式会社 8020001073829 工程自動化による次世代荷役機械向け鍛造品の生産技術確立
株式会社コムラッドファーム
ジャパン

815 R114130131 関東 神奈川県 株式会社Ｌｏｇｏｍｉｘ 6011001129037 ａａ

816 R115130002 関東 新潟県 株式会社二村 7110001028584
ファイバーレーザ溶接機の導入によるアルミ製宅配ボックス等の受注
拡大計画

シェアビジョン株式会社

817 R115130004 関東 新潟県 恒成株式会社 9110001015663
業界初！多様化するステンレス鋼材の需要増に伴うスキッド台製造
の自動効率化計画

シェアビジョン株式会社

818 R115130005 関東 新潟県 有限会社イワセ 3110002018811 粗研磨工程を新規導入することによる製品付加価値の向上 協栄信用組合

819 R115130006 関東 新潟県 株式会社ナカジョウ 4110001015008 ガス溶断装置導入とデジタル技術活用による加工技術・生産性向上 三条信用金庫

820 R115130009 関東 新潟県 株式会社内山藤三郎商店 5110001007086 デジタル色彩選別を利用した不良自動検知による品質向上と効率化 長井　寿郎

821 R115130010 関東 新潟県 富士工業株式会社 2110001011727 横編機とデザインシステムの活用を目指す 株式会社大光銀行

822 R115130012 関東 新潟県 株式会社吉崎製作所 3110001005744
環境型自動車部品に対応する革新的な高精度化・短納期化への取
組

株式会社やまと経営

823 R115130015 関東 新潟県 星　製作所 E7773F85 ＣＮＣ旋盤導入による生産プロセス改善と新たな受注獲得への取組 株式会社大光銀行

824 R115130016 関東 新潟県 日本海精機 A6B314DB
高速マシニングセンタ導入と新開発治具による生産能力向上への取
組

株式会社やまと経営

12 ページ



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

825 R115130017 関東 新潟県 株式会社モリケン 5110001005560 ポリウレア防水技術を、公共インフラ補修・耐震工事に適用 五味田　匡功

826 R115130018 関東 新潟県 安達紙器工業株式会社 1110001022064
半導体輸送用資材である特殊紙製巻取紙管等の生産性向上を図っ
た生産体制計画

株式会社第四北越銀行

827 R115130019 関東 新潟県 株式会社金光 1110001015621 生産効率の向上と受託能力の強化で経営基盤の安定化を図る

828 R115130020 関東 新潟県 有限会社若月鉄工所 9110002029596
半導体サプライチェーンの強化に貢献する超精密ブランク加工技術開
発事業

829 R115130022 関東 新潟県 株式会社ユーアンドエム 8110001024467
革新的加工技術を活用した高付加価値アンカー部品の生産体制構
築

830 R115130023 関東 新潟県 株式会社サンエイテック 5040001065604
革新的研削加工技術の導入による工作機械向け超精密部品の生産
性向上

831 R115130025 関東 新潟県 橋崎工業株式会社 7110001017521 ＡＩ搭載最新型溶接ロボットの導入による業務効率化への取り組み
ＴＭ人事労務コンサルティング
株式会社

832 R115130026 関東 新潟県 株式会社宮野食品工業所 6110001012952 トレーパック個包装の自動化による生産性向上と生産能力強化展開 長井　寿郎

833 R115130028 関東 新潟県 麵屋しょうじ FC1FE993 製麺機導入による製造プロセスの効率化

834 R115130030 関東 新潟県 株式会社横山製作所 1110001016181 三次元座標測定機導入によるＥＶ車対応順送金型の製造
株式会社コムラッドファーム
ジャパン

835 R115130033 関東 新潟県 株式会社バイオポリ上越 6110001020831 花きの日保ちを改善する花桶の開発

836 R115130034 関東 新潟県 株式会社原福鉄工所 4110002028842 革新的手法による医療機器関連部品製造事業化体制の構築

837 R115130035 関東 新潟県 株式会社江口鉄筋工業 1110001011579 工場改革により地域のインフラ維持に貢献し続ける企業へ 株式会社大光銀行

838 R115130036 関東 新潟県 株式会社ふるさと未来 9110005009694 ＤＸによる生産性向上を図り持続可能な営農システム構築の実現 上越信用金庫

839 R115130037 関東 新潟県 遠藤電機株式会社 4110001022177
ケーブル加工の切断機導入による業務フローの効率化・顧客満足度
アップ・収益力強化に繋げる事業

税理士法人サポートかなめ

840 R115130038 関東 新潟県 株式会社宇都宮製作所 9010701001238 加工時、製造・生産時の仕様要求の計測の機械化

841 R115130039 関東 新潟県 ティー・アール・ワイ株式会社 8110001021126 産業用ドローンによる広範囲な航空レーザー・写真測量技術の導入 長井　寿郎

842 R115130041 関東 新潟県 株式会社コマザワ精機 1110001002041
中品種中量の生産体制を構築し、食品加工設備への参入と事業の多
角化を実現

843 R115130042 関東 新潟県 有限会社直志庵 3110002026129 こだわりの自家製麺開発、製粉・冷凍・真空パック設備導入事業 株式会社大光銀行

844 R115130043 関東 新潟県 株式会社本間技工 5110002019964 高速カメラ導入による生産性向上と品質向上による受注増 株式会社第四北越銀行

845 R115130045 関東 新潟県 株式会社ヒカリ食品 4110001011725
大型調理殺菌装置及び各種自動化ライン設備導入による生産性向
上

846 R115130047 関東 新潟県 株式会社百萬粒 5110001015667 はい作業をロボティクス技術により自動化し作業効率の改善事業 長井　寿郎

847 R115130050 関東 新潟県 シモダ産業株式会社 5110001017341 全社的な価値を創出する一括した生産・営業管理システムの導入

848 R115130052 関東 新潟県 株式会社いぶき 6110001028008
社会インフラ老朽化に対応する安全性・作業効率の向上による伐採
作業の短工期化計画

上越信用金庫

849 R115130056 関東 新潟県 株式会社ＳＵＳ 2110001015942
サーボモーター式スピニングマシンの導入による主力製品の加工精
度向上とコスト削減化

850 R116130001 中部 富山県 テラノ工業株式会社 2230001007515 効率化に限界があると考えられていた法面除草の大幅な作業性改善 アシステム税理士法人

851 R116130005 中部 富山県 中原化成品工業株式会社 6120001021135 高精度の金型加工による仕上工程の超効率化で短納期を実現する
株式会社ジャストコンサルティ
ング

852 R116130011 中部 富山県 有限会社専光鉄工所 4230002001804 薄板における高精度・高強度ブランク技術確立と生産体制の効率化 富山信用金庫

853 R116130012 中部 富山県 株式会社エムシーピー 5230001007669 鶏自動脱骨ロボット部品製造に向けた画期的な製造プロセスの改善
株式会社ジエック経営コンサ
ルタント

854 R116130014 中部 富山県 株式会社山崎 1230001009165
木製建具超大型化に対応した高意匠・超大型木製フラッシュドア向け
高精度・高生産性切断技術の確立

バンカーズアンドアソシエイツ
株式会社

855 R116130015 中部 富山県 株式会社肉の立山 2230001019469 セントラルキッチンによる惣菜製造の生産性、収益性の向上

856 R116130018 中部 富山県 株式会社エキスパート商会 9230001013358 株式会社　エキスパート商会 富山県商工会連合会

857 R116130019 中部 富山県 有限会社フジサワ建装 8230002012673
精密樹脂切削技術の高度化による高意匠ＬＥＤサイン製造・施工一貫
生産体制の構築

高寺　友晴

858 R116130020 中部 富山県 たかつきデンタル・ラボラトリー 897184C1
３Ｄスキャンデータを活用した歯科技工物の高効率な生産体制の確立
と新サービスの提供

株式会社北陸銀行

859 R116130021 中部 富山県 株式会社倉嶋商店 2230001012671
中間処理事業へのステップアップに向けた高効率製鉄プラント向けリ
サイクル鉄素材製造ラインの構築

富山県商工会連合会

860 R116130022 中部 富山県 福田食品工業株式会社 9230001008886 フレキシブル包装体制構築と高付加価値製品の開発強化 高岡信用金庫

861 R116130025 中部 富山県 有限会社昭信機工 7230002009654 混合廃棄物の選別精度向上と石膏ボードのリサイクル技術確立

862 R116130026 中部 富山県 とうざわ印刷工芸株式会社 6230001001828 小ロット高品質印刷受注における低コスト短納期印刷体制の構築 株式会社北陸銀行

863 R116130028 中部 富山県 株式会社桝田酒造店 1230001002120
品質の均一化・安定化・再現性向上に向けた貯蔵タンク内温湿度管
理技術の高度化

バンカーズアンドアソシエイツ
株式会社

864 R116130029 中部 富山県 株式会社アイ・ケー技工 1230001006971
大都市圏への供給量拡大に向けた高精度アルミ材曲げ加工技術力
の強化

株式会社富山第一銀行

865 R116130030 中部 富山県 株式会社カミ 6230001019036 規格化加工の自動化推進による低コスト、短納期製造体制の構築 富山県信用組合

866 R116130031 中部 富山県 富山精密株式会社 1230001002005
高精度弛み止めナット製造における歩留率向上・高効率化に向けた
低コスト生産体制の構築

バンカーズアンドアソシエイツ
株式会社

867 R116130032 中部 富山県 エフアイニツト株式会社 9230001009760 横編テンション管理改善によるタック入り幅広無縫製技術の確立 株式会社北陸銀行

868 R117130002 中部 石川県 株式会社ニード 9220001019728 長尺天板の品質向上を実現する画期的生産方法の導入事業

869 R117130005 中部 石川県 有限会社柳鉄工所 7220002000242 工作機械向け高精度鋳物薄物加工の生産リードタイム短縮への挑戦
公益財団法人石川県産業創
出支援機構

870 R117130006 中部 石川県 浅井鉄工株式会社 6220001012611 機械加工の高効率化、ネック工程解消による社内一貫体制の構築

871 R117130008 中部 石川県 株式会社塚本巧芸 3220001004314 出店拡大の高難度コスメブランド店舗内装技術深化と生産性向上
ひまわり経営サポート株式会
社

872 R117130009 中部 石川県 株式会社大和 4220001012539
介護者負担緩和とＢｔｏＣ強化に資するワンプレート製品に係る容器改
善

株式会社迅技術経営

873 R117130010 中部 石川県 有限会社南加賀造林 7220002011272 経営基盤の安定化と能力強化を活かした新事業参入計画

874 R117130011 中部 石川県 株式会社山﨑組 9220001007212 ＩＣＴの活用による生産性向上と建設業界課題の解決 税理士法人畠経営グループ

875 R117130014 中部 石川県 有限会社ニシサダ製作所 5220002004393 ステンレス薄物板金の強みを生かした新分野の開拓
公益財団法人石川県産業創
出支援機構

876 R117130015 中部 石川県 有限会社モリクニ 2220002005931
精密旋盤の導入によって旧型のブランド腕時計の交換部品を内製化
し、経営を革新する

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

877 R117130018 中部 石川県 株式会社ヤマザキ自工 6220001007215
最新鋭の設備導入により作業現場のデジタル化・自動化によりＤＸ
化・働き方改革を伴いながら生産性向上を達成

株式会社福井銀行

878 R117130019 中部 石川県 株式会社キャスト西野 2220001002450
視覚障害者雇用推進に直結する高精度・高審美性・低コスト・短納期
オンデマンド点字プリント技術の確立

金沢信用金庫

879 R117130020 中部 石川県 株式会社エニシング 4220001019708
低コストオリジナル木製家具・什器製造体制構築によるブランド力の
強化

金沢信用金庫

880 R117130022 中部 石川県 キタムラシステムズ F1144EC9
生産工程の高度化による一般個人向けユニット家具パーツ製造高効
率化・低コスト化

金沢信用金庫

881 R117130023 中部 石川県 株式会社Ａｒａｎｇｅ 9210001014812 福祉用具の製造と販売

882 R117130024 中部 石川県 加賀種食品工業株式会社 6220001001985
受注７０００件の生産段取を自動化し、属人化の解消・生産性向上・納
期短縮を実現

金沢信用金庫

883 R117130025 中部 石川県 株式会社桜井鉄工所 5220001003017 先端デジタル鋳物加工によるディーゼルエンジン部品の生産性革新
公益財団法人石川県産業創
出支援機構

884 R117130026 中部 石川県 株式会社ドローンショー 2220001023067 ドローンショー用ドローンの改良
一般社団法人公益活動サ
ポートセンター

885 R117130027 中部 石川県 有限会社加賀鶴本舗 9220002012228
製造受託事業高度化に向けた三層自動包餡技術を柱とした低コスト
生産体制の構築

金沢信用金庫

886 R117130028 中部 石川県 サンコロナ小田株式会社 4120001080100
大型炭素繊維強化プラスチック（ＣＦＲＰ）成形品の高効率製造プロセ
スの開発

887 R117130030 中部 石川県 株式会社車多酒造 5220001009179
新冷凍システム導入による微発泡性日本酒の安定的な製造の取組
み

坂上　裕宣

888 R118130005 近畿 福井県 津田紙工株式会社 5210001002259
製造プロセスの全体最適化を図り、ＥＣで需要増の箱製造能力を強化
する

株式会社福井銀行

889 R118130006 近畿 福井県 株式会社ヤマグチ自動車工業 6210001004378 全塗装用作業スペースの設備導入による、生産性の向上 井上　拳

890 R118130007 近畿 福井県 小浜海産物株式会社 3210001013919 急速冷凍等加工ライン新構築・主力製品ラインのボトルネック解消 株式会社福井銀行

891 R118130009 近畿 福井県 株式会社サンライフ 1210001013953
給袋包装機の導入による包装工程の生産性の向上及び社内不良率
ゼロの実現

株式会社福邦銀行

892 R118130010 近畿 福井県 前畑精工株式会社 3210001010206 マシニングセンタ導入による金属加工部品の精度と作業効率の向上

893 R118130012 近畿 福井県 フェニックス株式会社 9210001008715 リペア事業に特化した通販システムの開発販売による売上獲得事業 株式会社ＧＫコンサルティング
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894 R118130013 近畿 福井県 北陸東工シャッター株式会社 2210001002212 ロボットによるシャフト製造を実施。製造ミス削減で短納期を実現 株式会社ＧＫコンサルティング

895 R118130015 近畿 福井県 株式会社パンジェル 5210001018288 国産高付加価値ベビー用品の精密且つ高効率な生産体制構築

896 R118130017 近畿 福井県 山田土木株式会社 5210001012274
丁張工程のＩＣＴ化による、急斜面での作業効率向上・工期短縮の実
現

株式会社福井銀行

897 R118130021 近畿 福井県 山善運輸機工株式会社 8210001004392
独自設計のハイブリッド架台による運搬効率向上と国土強靭化の実
現

廣瀬　和広

898 R118130025 近畿 福井県 北陸精染株式会社 7210001003453
国内初の省スペース「トリプル・ハイブリッド解反複合機」の開発によ
る生産性向上

899 R118130026 近畿 福井県 協和自工株式会社 1210001001041 セミオーダーメイドのキッチンカー提供サービスの本格的な事業展開 福井商工会議所

900 R118130028 近畿 福井県 株式会社橋詰研究所 8210001002966 タングステン素材を用いた高メッシュ単位を可能とする工作機開発 髙田　友紀

901 R118130029 近畿 福井県 広撚産業株式会社 4210001003010 全自動ボックスメイキングマシン導入による生産性向上・多能工化 株式会社フラッグシップ経営

902 R118130030 近畿 福井県 ＲＩＤＥＷＯＲＫＳ E96169A4 カーラッピング・プロテクションフィルム施工サービスの提供

903 R118130031 近畿 福井県 株式会社塚﨑修商店 2210001011808 ＤＸ対応機による切断加工ラインの極小ロット超短納期能力強化 株式会社福井銀行

904 R118130035 近畿 福井県 株式会社ワカヤマ 4210001013406 世界市場を視野に入れた水素発生装置用電極量産化ラインの構築
株式会社ジエック経営コンサ
ルタント

905 R118130036 近畿 福井県 株式会社辻広組 8210001002256
３次元計測技術の活用によるＩＣＴ施工の内製化の強化と効率的な施
工管理体制の構築による生産性の向上

906 R119130001 関東 山梨県 有限会社サンセイフルーツランド 1090002011399 産地ロス分の果実を省エネで高付加価値製品とする事業の構築

907 R119130002 関東 山梨県 横山聡 3F5CCA9E 「山梨産特別栽培シャインマスカット」の新たな市場開拓

908 R119130003 関東 山梨県 株式会社モチエイ 6090001016519
空き家増加に伴う木造住宅等解体需要に対応する解体作業工数削
減による受入強化計画

富士信用金庫

909 R119130004 関東 山梨県 株式会社蒼和コンサルタント 4090001007172 最新機械装置導入による作業のＤＸ化と高精度化・生産性の向上 安達　隆久

910 R119130005 関東 山梨県 株式会社ホルツ 6090001013061 木製品製造の精緻化・複雑加工を可能にするスライドソー導入 大輪駿文

911 R119130006 関東 山梨県 株式会社和平 6090001014654 ロボットシステムを用いた、革新的風船菓子製造ラインの構築 山梨県商工会連合会

912 R119130011 関東 山梨県 ＡＲＴ　ｍｋ． 5B5BA67E 顧客ニーズに対応するプリント機器導入によるブランド醸成施策 吉田　博人

913 R119130012 関東 山梨県 アート工房ＪＰＳ E00D4FA2
新たな金属加工技術習得によるデザイン性の高い看板製作を実現す
る施策

吉田　博人

914 R119130016 関東 山梨県 フジヤマスシパーラー B3E45F56 外国人観光客集客と予約販売方法強化のための越境ＥＣサイト構築

915 R119130017 関東 山梨県 有限会社丸章青果 9090002008644 「完熟桃」の高付加価値化を目指した最新設備の導入 株式会社山梨中央銀行

916 R119130018 関東 山梨県 株式会社布施組 6090001017145 パネルソー導入による生産性向上・売上増加の実現 株式会社山梨中央銀行

917 R119130019 関東 山梨県 有限会社藤代自動車 2090002002686
ＡＳＶ整備の完全内製化を通じて全ての乗用車に対するトータルサ
ポートが可能な総合自動車会社へ

株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

918 R119130021 関東 山梨県 株式会社ちぼり韮崎 5090001011132
チョココーティング工程のボトルネック解消による大ロット品等の増産

     体制構築
株式会社アカウティングプロ

919 R119130022 関東 山梨県 株式会社ＯｇｉＬａｂｏ 3090001017767 歯科技工業界において革新的なチタン製補綴物の製作

920 R119130023 関東 山梨県 内藤家具インテリア工業株式会社 9090001004982 専用３ＤＣＡＤ連携システムを用いたＤＸ推進によるプロセス改善 経営ビューイング株式会社

921 R119130024 関東 山梨県 株式会社エフ・ジェイワークス 2090001013478
完全デジタル化！山梨県初の大型車向け革新的ボディプリントサー
ビス

株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

922 R120130001 関東 長野県 株式会社丸中食品 3100001019217 介護食調理用食材の生産能力の向上と低コスト化

923 R120130003 関東 長野県 有限会社市川商会 2100002000457
コネクテッドカーの高度化に寄与するパワー半導体向けスリーブ端子
の製造

立野　靖人

924 R120130004 関東 長野県 株式会社エーシーオー 7180001093928 独自のシミュレーション手法を用い実装ラインの生産性向上に挑む 株式会社八十二銀行

925 R120130005 関東 長野県 有限会社譽工業所 1100002014739 新規ＣＮＣ旋盤導入による高精度化と一気通貫加工の推進 安達　隆久

926 R120130008 関東 長野県 株式会社高翔プランニング 8100001016630 抜本的な体制の刷新により製品精度や作業効率の向上を図る 株式会社フラッグシップ経営

927 R120130012 関東 長野県 協友工業株式会社 4100001007187 下水道管渠の調査診断にロボットを導入し、社会インフラを守る
一般社団法人城西コンサルタ
ントグループ

928 R120130013 関東 長野県 株式会社タケモト 4100001005637 ＰＥＴボトル自動選別ラインの生産性向上事業
有限会社エス・エム・エスコン
サルティング

929 R120130015 関東 長野県 中部建工株式会社 5100001006188
新型溶接ロボット導入による業務効率化と製品増産に対応できる溶
接工程の構築

エイワ税理士法人

930 R120130016 関東 長野県 株式会社宮入鉄工所 2100001003452
新建設および都市再開発に向けた大型鉄骨製品の生産効率向上に
よる納期短縮体制の構築

長野信用金庫

931 R120130017 関東 長野県 有限会社竹内製作所 7100002008537 自社の強みと本事業を掛け合わせた冷凍用バルブ売上高比率向上 株式会社八十二銀行

932 R120130018 関東 長野県 株式会社ＡＲＲＭ 1100001033434 ３Ｄモデリング事業を通じた経営革新と生産性向上 飯田信用金庫

933 R120130019 関東 長野県 株式会社カネタ 3100001018978
関東圏の大型建築物の建替需要に対応する研掃工程の生産性向上
計画

長野県信用組合

934 R120130020 関東 長野県 泉建設株式会社 9100001018915
測量、工事における各プロセスのデジタル化による工事需要への対
応

株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

935 R120130022 関東 長野県 株式会社日本光器製作所 9100002015192 製缶製品加工におけるプレート引込治具開発および設備稼働率向上

936 R120130025 関東 長野県 中井自動車株式会社 6100001015411
最新設備導入による整備技術の高度化・効率化による自動車整備事
業の強化

奥原　清

937 R120130026 関東 長野県 株式会社スワコー 7010101008926 ＡＩ及びデジタル技術を活用した自動外観検査装置の導入 株式会社八十二銀行

938 R120130027 関東 長野県 株式会社ショーシン 4100001005546 シャフト・ギア高度測定技術習得による保証検査プロセスの革新
ＨＴＭコンサルティンググルー
プ株式会社

939 R120130028 関東 長野県 合同会社なごみ空間 2100003004721 ラジオ波治療器導入による効率化と新サービス提供で新規顧客獲得 長野県商工会連合会

940 R120130029 関東 長野県 松川光学有限会社 1100002037343
培ってきたローレット加工技術を活かすための生産性向上と製造方法
の次世代化

内山　拓己

941 R120130030 関東 長野県 株式会社アットランド 2100001020233 エステティックサロンボランタリーチェーン会員システム開発 ｅｚｉｓｏｎ株式会社

942 R120130031 関東 長野県 有限会社千曲合成 3100002018069
高精度画像寸法測定器導入と新たな生産体制構築による生産性向
上

長野信用金庫

943 R120130032 関東 長野県 株式会社小林商工 6100001010759 超最小ミニショベルで狭所工事も実施できる総合工事会社へ
ＴＭ人事労務コンサルティング
株式会社

944 R120130033 関東 長野県 株式会社ヒューマンインデックス 9100001011275 新潟県・富山県に特化した人材採用プラットフォームの開発事業 株式会社ｂｔｏｂｅｅ

945 R120130035 関東 長野県 株式会社増田 3100001028696 ドローン測量と土地調査のＤＸ化とワンストップ化による顧客価値向上 税理士法人成迫会計事務所

946 R120130036 関東 長野県 南松本ペットクリニック 218AB019 ＣＴ画像診断装置導入による高度医療の実現 税理士法人未来経営

947 R120130039 関東 長野県 有限会社司建工 8100002003173 宅地造成工事の自社一貫体制の構築と生産性向上による成長 株式会社長野銀行

948 R120130040 関東 長野県 有限会社ファーブアーツ 2100002015967 デジタル温度管理技術を用いた高精度水性塗装サービス展開事業 株式会社八十二銀行

949 R120130041 関東 長野県 株式会社湯川酒造店 4100001017871 井水を活用した日本酒の革新的な水冷式低温熟成システムの確立 松本信用金庫

950 R120130042 関東 長野県 株式会社みつわ 7100001008983
店舗拡大をＤＸにて加速する、効率化が必須な事業にＢＩデータ活
用！

五味田　匡功

951 R120130044 関東 長野県 株式会社Ｃｏｎｔａｃｔ 6100001034989 自社サイト連動型の求職者管理システムの新開発による業務効率化

952 R120130046 関東 長野県 株式会社青木製作所 3100001000036
工程一元化による新たな生産方式で生産性向上と品質向上の取組
み

株式会社ピースマネジメント

953 R120130047 関東 長野県 内藤工業株式会社 4100001007435 化粧品向け高度プラスチック成形技術確立と清浄な製造環境構築
一般社団法人佐久産業支援
センター

954 R120130048 関東 長野県 株式会社松崎精機 5100001006246 飽くなき挑戦　～医療用機器分野への進出～ 株式会社八十二銀行

955 R120130050 関東 長野県 株式会社ミヤザワ 5100001010355 新型射出成型機の導入及び自動ストッカーの導入による生産性向上 アアル株式会社

956 R120130051 関東 長野県 有限会社ツバサ 1100002030199 ピックアップ自社開発によるエレキギターのＯＥＭ等の生産・販売拡大
公益財団法人長野県産業振
興機構

957 R120130052 関東 長野県 有限会社伊那火工堀内煙火店 9100002033822 高精度電気点火器導入による新様式花火大会需要の獲得 株式会社八十二銀行

958 R120130055 関東 長野県 合名会社臼居製作所 6100003001995
半導体製造装置部品・電子デバイス装置部品の新生産体制構築事
業

石山　賢

959 R120130057 関東 長野県 株式会社都波岐精工 1100001033590 半導体製造装置用ライン設備の生産性向上事業
有限会社エス・エム・エスコン
サルティング

960 R120130060 関東 長野県 株式会社平出精密 5100001019727 精度検査の自動化による精度保証能力向上とコストダウンの実現

961 R120130061 関東 長野県 倉又工業株式会社 5100001027317 統合管理システムを導入し受注・業務の効率化と利益増加

962 R120130062 関東 長野県 上田プラスチツク株式会社 7100001009593
大型ＲＥＳＥＲＶＯＩＲ　ＴＡＮＫ　上側　下側　各１個取り成形品の自動
溶着化

株式会社八十二銀行
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963 R120130064 関東 長野県 すずらん株式会社 8100001024195 酪農業者と協力したミルクジャム製造事業の拡大 奥原　清

964 R120130068 関東 長野県 有限会社宮脇工房 2100002038431 革新的アクチュエータとソフトウェア開発による新規顧客開拓

965 R120130073 関東 長野県 有限会社工房大倉 4100002038776 レーザー溶接機導入による新規溶接・洗浄技術開発および事業開発 飯田信用金庫

966 R120130074 関東 長野県 ＡＭシステムズ株式会社 1100001030794 感染症対策用空気殺菌装置の事業化

967 R120130079 関東 長野県 株式会社コネクト 7100001028643 生産現場のＤＸ化　自動導通検査装置の開発・生産プロセスの改善 飯田信用金庫

968 R120130082 関東 長野県 平和産業株式会社 8030001007546
増産体制強化、独自検査体制構築による納期厳守と顧客満足度向
上

株式会社やまと経営

969 R120130086 関東 長野県 株式会社グリーン精工 1100001009756
マイクロオーダーの作業を可能とする医療用マグネット機器の製造技
術確立

株式会社コムラッドファーム
ジャパン

970 R120130087 関東 長野県 株式会社中善酒造店 6100001017812
日本酒の新商品の開発とそれに伴う製造工程の課題解決の取り組
み

971 R120130089 関東 長野県 株式会社福来産業 2100001011579
移行期における設備導入で生産性向上・高付加価値化・脱炭素化を
実現

長野県信用組合

972 R120130090 関東 長野県 株式会社木葉社 3100001030157
現場の想いをカタチに。強みを生かした大型商品の量産で地域を宝
の山に！

茅野商工会議所

973 R120130091 関東 長野県 有限会社アゲマツ製作所 4100002008226 生産性改善による技術承継体制の確立および生産管理体制の改善 株式会社八十二銀行

974 R121130004 中部 岐阜県 イワタ継手鋼業株式会社 3200001034445
熱間押抜きガス圧接工法に対応することで取引先からの要請に応え
る

岩本　秀巳

975 R121130005 中部 岐阜県 国産薬品工業株式会社 3200001001965
計量・包装プロセス改善で地域の特性を活かした入浴剤の需要増加
に応える

岐阜信用金庫

976 R121130007 中部 岐阜県 株式会社スタジオ・エフ 3200001029759
自動裁断機導入による裁断工程の効率化及び工場稼働率・生産性
向上

黒田　俊彦

977 R121130008 中部 岐阜県 豊実精工株式会社 4200001017275
ＣＮＣ複合旋盤導入による高精度三次元構造である金属製品の旋
削、切削加工の高度化

978 R121130009 中部 岐阜県 株式会社小森精機 4200001007086 サブミクロン加工技術による半導体分野での量産試作への挑戦

979 R121130011 中部 岐阜県 協和可鍛鋳鉄株式会社 3200001016063 高精度ＣＮＣ精密自動旋盤の導入による鋳造切削一貫生産への挑戦

980 R121130012 中部 岐阜県 令和工業株式会社 7200001036487 機械加工工程内製化によりグループ全体の生産性向上を実現 株式会社大垣共立銀行

981 R121130014 中部 岐阜県 株式会社エムテック 5160002007683
屋根の加工・取付施工時に使用する部材加工工程の内製化及び加
工体制の構築

株式会社京都銀行

982 R121130015 中部 岐阜県 株式会社Ｈｉｇｈｌａｎｄ　Ｐｏｗｅｒ 5010001210633
バイオマスから循環社会型企業への転換！稚エビ移送デジタル化計
画

ＨＴＭコンサルティンググルー
プ株式会社

983 R121130016 中部 岐阜県 有限会社コウセイ板金 2200002012558 新設備導入で長尺物対応と加工精度を向上し、受注増への体制構築
株式会社アクセルパートナー
ズ

984 R121130017 中部 岐阜県 株式会社長島工業 8200001032345
炭素繊維製造の技術革新へ貢献！炭素繊維巻取機向け精密部品製
造

ひまわり経営サポート株式会
社

985 R121130018 中部 岐阜県 有限会社須甲紙器 1200002018795 ウェルカム極小ロット！顧客の困りごとを解決する生産体制の実現 関信用金庫

986 R121130019 中部 岐阜県 ミトモ開発株式会社 2200001019645
３Ｄレーザースキャナー導入による大規模開発業務の効率化、情報
化施工の実現

浮島　達雄

987 R121130020 中部 岐阜県 ＳＰＣ株式会社 4200001039303 専用治具を活用した製造方法の確立による小ロットへの対応

988 R121130021 中部 岐阜県 株式会社筒井木工所 2200001039230 海外公共施設向け座席用木製パーツの多品種大量生産体制の確立

989 R121130023 中部 岐阜県 矢橋大理石株式会社 6200001014403 生産工程の機械化によって生産性と品質を向上し、新製品を量産 ＡｒｒｏｗＳ株式会社

990 R121130025 中部 岐阜県 興進工業株式会社 6200001023346 顧客ニーズに応える旋盤部品の生産リードタイム短縮

991 R121130026 中部 岐阜県 株式会社Ｓｅｒｖｉｃｅｍｅｎ’ｓ　ｇｕｉｌｄ 1180001062673
デジタルで熟練料理人の味を再現する全自動五平餅生産体制の確
立

ＨＴＭコンサルティンググルー
プ株式会社

992 R121130027 中部 岐阜県 ＫＡＹＳ株式会社 1200001036641 大型化、複雑化する高硬度鋼の加工精度と生産性を向上させる。 岐阜信用金庫

993 R121130028 中部 岐阜県 株式会社常盤電機 6200001007340 第二創業期を契機とした新たな板金加工体制の構築 岐阜信用金庫

994 R121130029 中部 岐阜県 小川印染店 81628D5E デジタル技術を活用した大型大漁旗と長尺寺社用幟の開発 岐阜信用金庫

995 R121130030 中部 岐阜県 株式会社平野製作所 9200001019498 溶接の自動化・機械化による生産リードタイム短縮で新規受注獲得 株式会社愛知銀行

996 R121130033 中部 岐阜県 ＫＭＩ株式会社 6200002013916 サプライチェーン見直し、市場価格に左右されないリサイクル事業 座間　裕史

997 R121130035 中部 岐阜県 有限会社真栄ダンボール 5200002024518
高精度・低コスト・低環境負荷の再生紙管の製品化と生産工程の確
立

岐阜信用金庫

998 R121130036 中部 岐阜県 株式会社Ｆｕｒｕｔａ 7200001012406 切削加工技術を高度化し新製品生産による事業の高付加価値化 岐阜県商工会連合会

999 R121130037 中部 岐阜県 株式会社郷鉄工 6200001022967 最新式立形マシニングセンタによるタイル金型加工の効率化

1000 R121130039 中部 岐阜県 ボデーショップクワダ F9ABB8DA
短納期・高品質を可能にする鈑金修理から塗装まで一貫鈑金システ
ムを構築する設備投資

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

1001 R121130041 中部 岐阜県 可児測量設計事務所 E1B9D35B ３Ｄレーザースキャナーによる生産性向上とＩＣＴ施工への対応 岐阜県商工会連合会

1002 R121130042 中部 岐阜県 板蔵ファクトリー株式会社 2200001034941 業務効率化と新事業構築による国産木材需要拡大の実現
公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

1003 R121130043 中部 岐阜県 小畑砂利株式会社 5200001014957 新型破砕機の導入により生産ロスを削減し生産量・品質向上を実現
公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

1004 R121130046 中部 岐阜県 野口建設株式会社 9200001025059
３Ｄ施工データ活用による測量現場における革新的スマート施工の実
現

高山信用金庫

1005 R121130047 中部 岐阜県 有限会社大野木型 7200002016884 ロボドリル導入による検査治具の高効率生産体制の確立 小倉　裕樹

1006 R121130050 中部 岐阜県 株式会社ＫＹＳ 3200001032060 高精度射出成形加工による複雑形状の自動車用部品の提供 岐阜信用金庫

1007 R121130051 中部 岐阜県 ダイヤベッツサービス株式会社 6200001024451 内視鏡を活用した腫瘍治療を行い、岐阜県の獣医療を牽引する 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1008 R121130052 中部 岐阜県 株式会社測天 6200001022843
ドローン搭載型レーザースキャナーの導入による生産性と付加価値
の向上

浮島　達雄

1009 R121130053 中部 岐阜県 株式会社エルエックス 5200001012746 コンクリートの床を強く安全で美しい床に変える磨き床工法の開発 西塔　隆二

1010 R121130055 中部 岐阜県 サン・ワード株式会社 9200001020407
冷凍技術を活用したセントラルキッチンシステムの革新的サービス提
供

岐阜商工信用組合

1011 R121130057 中部 岐阜県 株式会社桔梗屋 9200001001547 業務飲食店向け高品質完成品冷凍餃子の製造販売

1012 R121130058 中部 岐阜県 オープンハウス株式会社 4200001021087 測量技術の高度化による不動産取引の新たなビジネスモデルの構築 東濃信用金庫

1013 R121130059 中部 岐阜県 ながはま矯正歯科 F417332B 最新鋭の設備導入と診療の効率化による売上拡大を目指す 株式会社ゼロプラス

1014 R121130060 中部 岐阜県 株式会社ＺＩＶＡ開発協会 5200001037735 デジタル技術を利活用し、効率的かつ効果的なきくらげ生産の取組 岩﨑　良子

1015 R121130061 中部 岐阜県 有限会社さくら薬局 2200002011989 中小零細調剤薬局向け会員制知識共有・教育クラウドサービス事業

1016 R121130062 中部 岐阜県 株式会社久田見製作所 8200001018030 大型基板及び超微細部品実装による生産対応力の強化 東濃信用金庫

1017 R121130065 中部 岐阜県 有限会社恵那福堂 8200002023194 機械化による和菓子製造の効率化への取り組み 髙木　利彦

1018 R121130066 中部 岐阜県 株式会社グランハウス 8200001034069 事務作業のオンライン化、一元管理化による労働生産性の向上

1019 R121130069 中部 岐阜県 株式会社森住建 4200001016310 新ブランド＆住宅概算見積システムによる売上・若手の販売力向上
シーアンドエイチコンサルティ
ング合同会社

1020 R121130070 中部 岐阜県 株式会社明幸商事 8180001115029
機械で効率化された食肉加工場の設立と部分肉販売事業の立ち上
げ

田村　隼人

1021 R122130001 関東 静岡県 有限会社大庭製作所 4080402020543 ロボット本体用部品の受注獲得に向けた高精度加工体制の整備 静岡県商工会連合会

1022 R122130003 関東 静岡県 有限会社三ツ安製作所 5080402019964
特殊切削工具の製造需要増加に対応した自動化による製造プロセス
改善

株式会社清水銀行

1023 R122130005 関東 静岡県 アイカワ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｌａｂｏ 0994FDA6 歯科技工の湿式・乾式の同時加工による生産性向上

1024 R122130009 関東 静岡県 株式会社ライズワン 2080001010583 半導体製造装置の新規開発と開発期間の大幅短縮を実現 株式会社フラッグシップ経営

1025 R122130010 関東 静岡県 有限会社城東工業 3080402018183 高耐食性をもつ黒色アルマイト皮膜形成処理の技術開発 島田掛川信用金庫

1026 R122130014 関東 静岡県 有限会社カーエージェントムツミ 3080002016934 洗車機導入による生産性とサービス品質の向上 井上　拳

1027 R122130015 関東 静岡県 日本特殊工業株式会社 2080401006157 三次元測定機導入による生産性向上と性能向上
堀江コンサルティングオフィス
株式会社

1028 R122130017 関東 静岡県 有限会社宮田動物病院 1080102003504 ＣＴの立体３Ｄ画像検査による動物病院の高度医療対応及び差別化 足立　吉松

1029 R122130019 関東 静岡県 株式会社村瀨板金 7080101016823 最速お見積りで「お店のお色直し」（仮称）プランの展開 静岡県商工会連合会

1030 R122130020 関東 静岡県 大河原運送株式会社 7080001012939 画像認識と非接触センサ、ＡＩによる運送業者の健康経営への挑戦 株式会社ＧＣＡＰ

1031 R122130021 関東 静岡県 株式会社間瀬 3080101012875 １５０年の歴史をもつ間瀬のお菓子づくりを次の１５０年につなげる 補助金活用支援会合同会社
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1032 R122130022 関東 静岡県 シンズ工業株式会社 4080401002220
高精度光電子量産品に対応する「高速・自動化・２４時間稼働」を特徴
とする新しい加工体制の構築

浜松磐田信用金庫

1033 R122130023 関東 静岡県 浄蓮の滝株式会社 4080105001790 スチコン・真空包装機を使った山葵とジビエのファストフード事業

1034 R122130025 関東 静岡県 株式会社福上自動車 1080401025760 エアコンガス交換機の導入による業務効率化と取扱車種の拡大

1035 R122130027 関東 静岡県 株式会社蒲公英 5080401021450 花の開花コントロール技術確立による新サービスの導入 浜松商工会議所

1036 R122130028 関東 静岡県 金子歯車工業株式会社 4080101008360
デジタル化した最新製造環境を駆使したハイポイドギヤの多品種少
量製造方法の確立

静岡県商工会連合会

1037 R122130029 関東 静岡県 株式会社三島印刷 1080103000459
最新印刷検査装置の導入で検査工程自動化による品質・生産性向
上

岩城　哲夫

1038 R122130030 関東 静岡県 株式会社サン工房 2080401001884
気密測定器・温度センサ・温熱シミュレーションを組み合わせた新分
野の開拓と建物性能向上

1039 R122130032 関東 静岡県 有限会社サンフランシスコパイハウス 3080002015135 ガスコンポオーブン導入による手作り菓子の生産性向上 静岡県商工会連合会

1040 R122130034 関東 静岡県 株式会社オルセン 4010901028515 ベルト生地の内製化 松本　圭介

1041 R122130035 関東 静岡県 株式会社クリアテック 8080401016324 測定精度の向上による精密冷間鍛造金型の製造技術高度化事業 浜松磐田信用金庫

1042 R122130037 関東 静岡県 株式会社キャッツアイビー 7080401019229 浜松産天竜ひのき材を活用したカプセルトイ商品の開発と生産 静岡県商工会連合会

1043 R122130038 関東 静岡県 株式会社コスミック 3080401010240
植物性繊維を活用した新たな製品開発と生産工程の機械化による生
産性向上

遠州信用金庫

1044 R122130039 関東 静岡県 株式会社江戸屋本店 3080101011274 地元産チーズを使った新商品開発と本格カフェ設置で観光拠点化 富士宮信用金庫

1045 R122130040 関東 静岡県 株式会社Ｍｉｌｅｓ 3080401025750
ＣＲＭ　（顧客情報管理）システムを導入した、リアルタイムの販売管
理プラットフォームの確立

辻　拓真

1046 R122130041 関東 静岡県 有限会社丸孝園 5080402017729 茶管理機アタッチメント導入による作業効率化及び他園管理 掛川商工会議所

1047 R122130042 関東 静岡県 株式会社ハル・インダストリ 8080001004282
事業環境の変化に対応した設備投資による、生産効率改善及び生産
性向上

株式会社静岡銀行

1048 R122130044 関東 静岡県 有限会社一杉印刷所 4080102000011 針金綴じ製本からＳＤＧｓ対応可能な糊綴じ製本への切り替え 株式会社静岡銀行

1049 R122130045 関東 静岡県 松尾電気保安管理事務所 131263AE オールインカメラ搭載ドローンによる高精度点検サービス 長井　寿郎

1050 R122130046 関東 静岡県 長倉技工所 893B23C6 当技工所の強みを活かすジルコニア・セラミック技工の生産性向上

1051 R122130047 関東 静岡県 株式会社平野興産 1080401010969 働き方改革に資する集球業務の自動化事業 浜松磐田信用金庫

1052 R122130049 関東 静岡県 株式会社Ｇｒａｎｄｅ　Ｓｏｇｎｏ 4080001018674 出店場所の特性を活かしたジェラート商品の製造販売
株式会社エム・コンサルティン
グセンター

1053 R122130050 関東 静岡県 有限会社伊藤建設 7080102000314
かんな盤の導入による「メーカー×設計×施工」の革新的サービス提
供

補助金活用支援会合同会社

1054 R122130051 関東 静岡県 トータルセキュリティＳＰ株式会社 1080001000684 勤怠管理機能付きの受発注システム（アプリ）開発・販売事業

1055 R122130052 関東 静岡県 小野田歯研 786EACC6 歯科技工のデジタル化でキャラクタライズの強みを発揮する

1056 R122130053 関東 静岡県 東亜工業株式会社 5080401003473 省電力型の新しい小型餃子製造機の開発
株式会社オオサワ・ビジネス・
コンサルティング

1057 R122130054 関東 静岡県 川合製作所 17E5F837
プレス金型・部品の一貫生産業者としての競争優位の確立と新規需
要の獲得

株式会社市岡経営支援事務
所

1058 R122130055 関東 静岡県 有限会社高橋樹脂工業所 1080102014402 新成形機と新生産方式でコロナ不況を克服する。 保科　悦久

1059 R122130056 関東 静岡県 永田農園 EC8A52A4 ＣＣＤカメラ方式色彩選別機導入による緑茶の高品質・高生産性化 島田掛川信用金庫

1060 R122130057 関東 静岡県 株式会社マルゴ鉄工 2080101004295 工作機械のサービスパーツ製造の為の新たな生産プロセスの構築 三島信用金庫

1061 R122130059 関東 静岡県 有限会社三和工場 7080102006963 人手に頼った組付け検品行程の完全自動化 補助金活用支援会合同会社

1062 R122130060 関東 静岡県 株式会社平野建材 2080402018283 太陽光発電に最適な高品質屋根材加工の確立！ 島田掛川信用金庫

1063 R122130062 関東 静岡県 ＫＥＮＺ　ＰＲＯＪＥＣＴ BB85FFDB 測量用ドローンと解析ソフト導入によるドローン事業の強化

1064 R122130064 関東 静岡県 有限会社藤波園 6080002014968 一番茶等の高品質な煎茶を使用した高級ティーバック商品の開発 島田掛川信用金庫

1065 R122130065 関東 静岡県 株式会社野末工務店 3080401010645 ３Ｄデータ、ＩＣＴ建機、チルトローテータ併用による生産性向上 遠州信用金庫

1066 R122130068 関東 静岡県 有限会社ハッピー 6080102020602 アバターを活用した接客システムで集客力を高める 株式会社Ａｖａｌａｎｃｈｅ　Ｔｅｃｈ

1067 R122130072 関東 静岡県 株式会社マクルウ 9080101012374 パイプベンダーの高機能化による生産性向上とドローン市場の獲得 富士宮信用金庫

1068 R122130073 関東 静岡県 株式会社粂田商店 5080001013798 動物園向けおむつ袋とガゼット式角底袋の販売による高付加価値化 島田掛川信用金庫

1069 R122130075 関東 静岡県 ニシダ株式会社 2080001016655 国内で作る洗濯物を簡単に取り込む丈夫なハンガーの開発 藤枝商工会議所

1070 R122130077 関東 静岡県 株式会社ＨＡＴＣＨフードサービス 5080001024110 製麺工程のライン化による品質・生産力の向上・卸売事業の強化 株式会社静岡銀行

1071 R122130078 関東 静岡県 株式会社オートサービス服部 8080401019062 多様化する福祉車両の安全性・利便性の向上を図る整備体制の構築 静岡県商工会連合会

1072 R122130079 関東 静岡県 有限会社マルハモータース 1080002005617 自動車性能を見える化し、最適な整備提案やパーツ開発に繋げる 静清信用金庫

1073 R122130080 関東 静岡県 株式会社Ｍモータース 6080001024472
物流の２０２４年問題を考慮したトラック整備・修理の一貫受入体制の
強化

島田掛川信用金庫

1074 R122130081 関東 静岡県 株式会社ＪＡＭＰＡＣＫ 8080401025861 測量機能の強化による土木事業での収益拡大 勝又　徹

1075 R122130082 関東 静岡県 佐藤金型株式会社 3080401014729 ＥＶ化や医療器具への対応に向けた精密小型加工の実現

1076 R122130083 関東 静岡県 ドローンデータ株式会社 1012803002641 静岡県初。デジタル技術を利活用したインドアゴルフ場の開設 長井　寿郎

1077 R122130084 関東 静岡県 かど万米店 DDA1F45D 甘酒製造の火入れ工程導入による常温保存・賞味期限延長の実現 静清信用金庫

1078 R122130085 関東 静岡県 有限会社平松木工 4080402018100
高齢化社会に向けた高安全製品の一貫製造体制構築及び自社製品
開発

株式会社静岡銀行

1079 R122130087 関東 静岡県 有限会社金井鉄工所 6080402014857
金属部品の精密加工における生産管理システムの導入で実現する
生産性向上と新規受注の拡大

1080 R122130089 関東 静岡県 株式会社井口精工 6080401017035 立形マシニングセンタ導入による工作機械部品の受注強化を実現 小倉　裕樹

1081 R122130093 関東 静岡県 有限会社カネキタ企工 5080002015380 超音波技術搭載設備による生産効率及び対応力の強化
ＴＭ人事労務コンサルティング
株式会社

1082 R122130094 関東 静岡県 株式会社サワダ自動車 9080001017465
自社での走行検査実施による修理の総体的所要時間の短縮と対応
力の強化

島田掛川信用金庫

1083 R122130095 関東 静岡県 株式会社モデストスマイル 4080101022064 規格外地場食材を使用した観光型ラグジュアリースイーツ事業計画 株式会社静岡銀行

1084 R122130096 関東 静岡県 株式会社ストーク 7080001014951 ＩＴ技術を活用した冷凍倉庫内ＤＸ推進と倉庫内ＣＯ２削減事業

1085 R122130099 関東 静岡県 佐次本製茶合同会社 8080403003997 放棄茶園を利用した無農薬・有機栽培「三年番茶」の開発 島田掛川信用金庫

1086 R122130102 関東 静岡県 サンファーム中山株式会社 5080401021186
新規就農者向け事業計画シミュレーションを通じた栽培指導コンテン
ツの開発

1087 R122130103 関東 静岡県 株式会社いでぼく 9080101012003 地域酪農家の牛糞を使った高品質牛糞堆肥の商品化 富士宮信用金庫

1088 R122130104 関東 静岡県 高田産業株式会社 6080101019703 石油からクリーンエネルギーへ　脱炭素と経済安全保障がｍｙＳＤＧｓ 三島信用金庫

1089 R122130105 関東 静岡県 マルエス曽根商店 4E159AFB ＡＳＩＡＧＡＰ認証による茶葉の高付加価値化と受入体制の強化 島田掛川信用金庫

1090 R122130106 関東 静岡県 サンワイズ株式会社 8080001001825 ロボット導入によるドアパネル窓用開口作業の省力化と効率化 しずおか焼津信用金庫

1091 R122130108 関東 静岡県 株式会社ゼンリン東海 4080101005812
好きな写真からＡＩが見つける「理想を叶える工務店」診断アプリ『ピク
タテ』の開発

株式会社静岡銀行

1092 R122130110 関東 静岡県 株式会社タケダ 2080001003216
特殊塗装を施す仏壇製造の最適加工方法の確立と柔軟な生産体制
の構築

静清信用金庫

1093 R122130111 関東 静岡県 ミヤハラ工機株式会社 9080001009264
多品種・少量・短納期要求に対応した切削機とロボット連携による自
動加工システムの開発

株式会社エコ・ブレーンズ

1094 R122130112 関東 静岡県 株式会社植田木工所 4080001022503 建築現場での作業時間短縮が可能な高品質家具の製造工程の確立 島田掛川信用金庫

1095 R122130113 関東 静岡県 柳屋製茶工場 3567B7D4 味・香り・色にこだわった遠赤外線火入れによる仕上げ茶の製造 島田掛川信用金庫

1096 R122130118 関東 静岡県 株式会社伸晃 4080001001936 営業技術入力によるワンストップ生産プラットフォーム構築
公益財団法人静岡県産業振
興財団

1097 R122130119 関東 静岡県 ＥＸＰＡＣＴ株式会社 6080401023066
複数プロジェクトを効率的に管理可能なＳａａＳプロダクトＴｗｅａｋの開
発

小川　隆義

1098 R123130003 中部 愛知県 株式会社名真製作所 2180001021083
半導体工場用搬送ロボットの精密ベースプレートの切削加工技術の
開発

株式会社大垣共立銀行

1099 R123130004 中部 愛知県 弘和工業株式会社 3180001025364 歩行困難者向けの医療用リハビリロボットの研究開発 株式会社百五銀行

1100 R123130009 中部 愛知県 株式会社Ｈ＆Ｆカンパニー 8180001073160 アイスクリーム製造ライン増強による生産力向上
株式会社アクセルパートナー
ズ
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1101 R123130010 中部 愛知県 蟹江工業株式会社 9180301014680 厚板剪断の高精度フレキシブル生産化による新事業展開

1102 R123130011 中部 愛知県 株式会社スズキ 4180001022039 特注フローリングの塗装内製化による納期短縮
公益財団法人あいち産業振
興機構

1103 R123130012 中部 愛知県 株式会社トリニティーアシスト 8180001132940 給与賞与処理及び入退社等手続き自動化システムの開発 株式会社トリプルバリュー

1104 R123130017 中部 愛知県 キリヤマガレージ株式会社 2180301029974 最新機器を使用した先進運転支援システムの診断及び整備事業 愛知県商工会連合会

1105 R123130019 中部 愛知県 合同会社ＷＥＥＤ 8180003020144 高効率草刈り専用機の導入による作業時間の短縮と安全性の向上 碧海信用金庫

1106 R123130020 中部 愛知県 旭光撚糸株式会社 6180002076206
高性能撚糸機導入で品質向上及び業務効率化による生産能力の増
強

株式会社エー・シー・エム

1107 R123130021 中部 愛知県 中日印刷株式会社 8180001045928 インキ内製化を軸とした技術開発部門の立ち上げと業務改革

1108 R123130022 中部 愛知県 株式会社愛知不動産鑑定所 7180001033537
業界初！３Ｄレーザースキャナーの導入による不動産鑑定の高付加
価値化事業

浮島　達雄

1109 R123130025 中部 愛知県 有限会社小関技研 9180002065486 新設備と自社ノウハウによるハイレベル金属加工プロセスの確立 東濃信用金庫

1110 R123130026 中部 愛知県 朝日理化株式会社 9180301022270 現場から構築するＡＩを活用した次世代型自動検査システムの構築 西尾信用金庫

1111 R123130027 中部 愛知県 株式会社フォルテプランニング 6180301025747
高品質・短納期・低コスト化の実現を目指した一気通貫の看板生産体
制の構築

蒲郡信用金庫

1112 R123130028 中部 愛知県 株式会社つかもと 3180001074510
ＩＣＴ測量機導入による土地区画整理事業の生産性向上、高度化サー
ビスの実現

浮島　達雄

1113 R123130032 中部 愛知県 多加木産業有限会社 1180002080897 半導体検査装置用精密部品の出荷検査用測定器の導入

1114 R123130033 中部 愛知県 株式会社パラレルワールド 2013301049620 オンラインでの写真提供サービスによる写真館のＤＸ化

1115 R123130035 中部 愛知県 株式会社マルニ 8180001080917 ダイナミックプライシング活用のワクワク店舗への変革で集客拡大 犬山商工会議所

1116 R123130038 中部 愛知県 株式会社伊東技工 8180301031826 歯科医療用デンタルチップの極細深穴の射出成型技術の開発 豊橋信用金庫

1117 R123130039 中部 愛知県 株式会社前川製作所 5180002072288 難加工、特殊形状製品の六角矢打ち加工一貫生産体制の構築

1118 R123130041 中部 愛知県 株式会社三機工業所 2180001014491 基盤穴空け用レーザ加工機の精密レーザ光路部品の試作開発 佐原　啓泰

1119 R123130043 中部 愛知県 株式会社ワイヤープラス 1180001145288 電極保持棒の自動反転加工による品質と生産性の向上
株式会社市岡経営支援事務
所

1120 R123130045 中部 愛知県 株式会社大幸 7180001045004 高品質な特殊印刷技術の展開による商品パッケージ市場への参入

1121 R123130046 中部 愛知県 有限会社河合鉄工所 8180002009403
災害復旧や社会インフラ老朽化に対応する真空ポンプ部品の高品質
化・生産性向上計画

瀬戸信用金庫

1122 R123130047 中部 愛知県 株式会社ＧＬＡＭ’ＰＬＡＮ 6180001122489
「生クリーム不使用チーズケーキ」のネット販売事業開始による商圏
の拡大

西岡　昭彦

1123 R123130048 中部 愛知県 株式会社名南ゴム化成 9180001047007 ＩＴ活用で管理業務の高度化と作業負荷低減を図る取り組み

1124 R123130049 中部 愛知県 株式会社青山木型製作所 1180002084568
非接触式三次元測定機の導入による検査治具の品質保証体制の革
新

1125 R123130050 中部 愛知県 有限会社堀川製作所 6180002026532
中間リブ出しベンダーの導入による、大型口径・大型難素材パイプの
加工

碧海信用金庫

1126 R123130051 中部 愛知県 株式会社リアリティバイツ 5180001095661 ラーメン事業への設備投資を通じた付加価値向上計画

1127 R123130054 中部 愛知県 佐藤精工株式会社 9180301005705 製品の測定精度を向上させ、新製品開発と新たな事業に挑戦する ＡｒｒｏｗＳ株式会社

1128 R123130055 中部 愛知県 株式会社ウチダ製作所 6180002088168 板鍛造プレス製品の開発および新規取引先の開拓と付加価値向上 愛知県商工会連合会

1129 R123130056 中部 愛知県 メカネット株式会社 5180001143965
対話式マシニングセンター導入による製造プロセス改革と顧客対応力
の強化

須永　達也

1130 R123130057 中部 愛知県 株式会社ＲＡＬＬＹ 4180001145649
新システムを構築し信書便事業を立ち上げ成長戦略実現に資する取
組

岩﨑　良子

1131 R123130058 中部 愛知県 有限会社ジー・エム化学工業所 2180302022235 自動車の挽回生産と新時代の品質向上に対応した生産体制の確立 岡崎信用金庫

1132 R123130059 中部 愛知県 株式会社カタチヅクリ 6180001130772
機能のパーツ単位で売買を行うノーコード開発用のプラットフォーム構
築

1133 R123130061 中部 愛知県 株式会社愛起 5180001007716 デジタル印刷機活用による加工部門生産性向上と新販路開拓事業 株式会社ミッドランド経営

1134 R123130062 中部 愛知県 栄屋乳業株式会社 6180301000816 工場ＩＯＴ化による生産効率向上やデジタル活用体制の構築

1135 R123130063 中部 愛知県 株式会社アイセイ化工 9180001077292 作業性・生産性を向上する環境対応型自動塗装ラインの構築 小牧商工会議所

1136 R123130065 中部 愛知県 株式会社アイカワ物産 6180301023908 競合他社に先駆けた植木鉢のバイオマスプラスチック化への取組 岡崎信用金庫

1137 R123130067 中部 愛知県 株式会社東洋技建 6180301012316 草刈り事業ＩＣＴ化による生産性向上に向けた取り組み

1138 R123130073 中部 愛知県 株式会社太陽貿易 5290801021467 電気自動車用車載電池ケースの工程集約と加工方法の研究開発

1139 R123130074 中部 愛知県 福花園種苗株式会社 3180001040181
種苗のサプライチェーンにおける供給の不確実性リスクをＤＸ化で軽
減

渡辺　真康

1140 R123130077 中部 愛知県 セツダ動物病院 76635833 １次診療と２次診療の中間、腫瘍治療に特化した１．５次診療へ 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1141 R123130079 中部 愛知県 株式会社美河ハム 9180301012255 新たな販路を開拓！地元スーパーマーケットへの新販路拡大 松井　督卓

1142 R123130080 中部 愛知県 愛和株式会社 6180001122209 お店の肉握りの味をご家庭でも味わえる冷凍肉握りを開発する 関戸　信晴

1143 R123130081 中部 愛知県 有限会社愛成工業製作所 4180002089028
切削工程効率化と製品多様化で、モーター関連部品の売上獲得を実
現

横山　治

1144 R123130085 中部 愛知県 東名技研株式会社 3180001076184 ＥＶ（電気自動車）用減速機の歯車の開発 神谷　隆生

1145 R123130086 中部 愛知県 クサマ工業株式会社 6180301015203
業界初の需要予測・在庫管理と連動した生産管理システム導入によ
る「リピート品の即納体制」の構築

西岡　昭彦

1146 R123130089 中部 愛知県 株式会社Ｌｉｆ 6180301035218 在籍型出向活用による人材育成事業のプラットフォーム構築

1147 R123130091 中部 愛知県 羽田野測量登記事務所 5E74C17D
「ワンマン測量×分業制」による土地開発、相続市場の開拓とＧＩＳ化
の促進

浮島　達雄

1148 R123130093 中部 愛知県 株式会社ジャパン・パッケージ 4180001063850
詰替え用パウチ製品等の新たな需要に適応した自動化生産体制の
構築

株式会社名古屋銀行

1149 R123130094 中部 愛知県 中島紙工株式会社 1180001039151 調剤薬局向け電子印刷対応薬袋の増産による付加価値拡大 座間　裕史

1150 R123130095 中部 愛知県 長坂鉄工所 EC5C5BB5 「複合連続加工」「工具段取レス」を実現！混合生産プロセスの開発 豊橋信用金庫

1151 R123130096 中部 愛知県 株式会社ミツイマシナリー 9180001075040
工作機械の需要拡大に対応した製造管理の効率化による生産性向
上計画

株式会社エフアンドエム

1152 R123130097 中部 愛知県 有限会社ＫＳＳ 2180002054223 超精密リビルトエンジンを海外展開するボーリング＆平面研磨革新 岐阜信用金庫

1153 R123130099 中部 愛知県 アルパ工業株式会社 1180001029350 ルータマシンの導入による切削加工技術の高度化及び生産性向上 株式会社ゼロプラス

1154 R123130102 中部 愛知県 株式会社ＤＥＮＴＡＬ　ＳＴＡＧＥ 3180001066012 精度と強度を高めたデジタル工程によるインレーブリッジの開発 アイアンドアイ株式会社

1155 R123130103 中部 愛知県 あさけ金属工業株式会社 7180001051828 真空熱処理炉の部品の生産体制構築による事業拡大・売上Ｖ字回復 株式会社ゼロプラス

1156 R123130105 中部 愛知県 粋商事株式会社 8180001100245
コロナ禍でも持続可能な障がい者就労継続支援事業所への基盤整
備

1157 R123130107 中部 愛知県 ＮＩＣＣＳ株式会社 6180001136217 移動式三次元測定機の導入による高精度な製造プロセスの再構築 鈴木　義則

1158 R123130108 中部 愛知県 株式会社トーエイ 6180001052100 高精度切断・穴あけ加工能力獲得による大型・高密閉性ダクト製造 株式会社ゼロプラス

1159 R123130110 中部 愛知県 ムラセ印刷株式会社 8180001032991
小売業界に貢献するスクラッチカード等印刷物の生産性向上および
短納期化計画

株式会社愛知銀行

1160 R123130112 中部 愛知県 株式会社アイライフ 5180001018746
ステップ加工内製化とベンチレーション加工提供開始によって叶える、
収益増加計画

翔陽コンサルティング株式会
社

1161 R123130113 中部 愛知県 株式会社ポニー 2200001035923 カシメ加工の内製取り込みによる一貫加工への挑戦と地域への貢献 岐阜信用金庫

1162 R123130114 中部 愛知県 株式会社斎藤印刷所 6180001075852 顧客の品質要求に応えるための高精度な印刷品質検査装置の導入 一般社団法人中部産業連盟

1163 R123130117 中部 愛知県 イデアコンサルタント株式会社 8180001044566 高精度３Ｄスキャナーによる現地調査及び造成シミュレーション

1164 R123130118 中部 愛知県 株式会社カウンセリングルームここまり 1180001144034 コロナに専門特化した設備投資で非接触環境の構築・業務効率化

1165 R123130119 中部 愛知県 株式会社ＫＨエンジニアリング 4180001103722
三次元測定機と専用治具開発による自社の生産性、付加価値向上
計画

1166 R123130120 中部 愛知県 株式会社ビジネス・ソリューション 9180001055694 メーリング業務の効率化と新たな価値を提供するシステムの開発

1167 R123130123 中部 愛知県 東名印刷株式会社 2180301018754 手すき和紙等の特殊紙を使った印刷製品の量産体制構築
株式会社市岡経営支援事務
所

1168 R123130125 中部 愛知県 合資会社山田澱粉工業 2180003012221 遠心分離機を活用した小麦製品の生産性向上に向けた取り組み。 日本経営ウィル税理士法人

1169 R123130126 中部 愛知県 株式会社ビーメック 8180001093885 テレビカメラ車システムの導入による下水管検査・修理業務の効率化 株式会社エイチ・エーエル
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1170 R123130127 中部 愛知県 有限会社オカモト自動車 8180302003378
車検のＤＸ移行による労働生産性の向上と地域初の１ｄａｙ車検サービ
スの実施

1171 R123130130 中部 愛知県 大日印刷株式会社 4180301001221 高精細印刷製品に最適な製造環境構築による安定生産体制確立
株式会社市岡経営支援事務
所

1172 R123130132 中部 愛知県 株式会社三陽ダイクリエイト 6180301014007 セパレートプレート金型の１００％内製化と生産効率向上

1173 R123130133 中部 愛知県 株式会社ジャパン断熱 6020001120624
住宅の省エネ基準適合に有効的な断熱用硬質ウレタンフォームを使
用した施工体制の強化

株式会社名古屋銀行

1174 R123130135 中部 愛知県 服部矯正小児歯科 F7612941
自費⻭科治療の　ＤＸ　化促進による労働生産性とカスタマーエクスペ
リエンスの向上

1175 R123130137 中部 愛知県 Ｏｌｉｖｅ株式会社 6180001152668 データ分析／レポート生成業務の自動化と新規クライアント獲得

1176 R123130138 中部 愛知県 株式会社三和産業 6180001012285 小型精密射出成形機と自動検査梱包機でニッパー完全自動生産

1177 R123130140 中部 愛知県 有限会社松田プレス工業 9180302015876 ＥＶに伴う品質、コスト要求を見据えたコイル材供給装置への投資 蒲郡信用金庫

1178 R123130143 中部 愛知県 エスケー鉱産株式会社 2180001051031 高品位鋼をスムーズに作る為のスライディングノズルサンドを開発 関戸　信晴

1179 R123130144 中部 愛知県 株式会社福田プラント 7180001118313
手溶接からの脱却で実現！自動溶接機導入による高精度配管施工
で叶える技術革新

翔陽コンサルティング株式会
社

1180 R123130147 中部 愛知県 有限会社テクノトラスト 6180302014674 ＰＰＳ樹脂需要増加に対応する増産体制の確立 株式会社名古屋銀行

1181 R123130148 中部 愛知県 有限会社サンエイ工業 8180302013468 自社開発による生産性と品質の向上を達成する自動化ラインの確立 豊川商工会議所

1182 R123130150 中部 愛知県 株式会社大野ステンレス工業 7180001077550 曲げ工程高度化による新製品開発・生産性向上への取り組み 太田　直樹

1183 R123130152 中部 愛知県 株式会社ツジオカ 1180001087547 ファイバーレーザー加工機導入による生産プロセスの改善 小倉　裕樹

1184 R123130153 中部 愛知県 株式会社パッケージスクエア 3180001016124 パッケージ製品の高度化に向けた製造方法の改革 菅野　守

1185 R123130154 中部 愛知県 有限会社エヌエスケイ 6180002074630 立形マシンニングセンタ導入による生産能力強化 小倉　裕樹

1186 R123130155 中部 愛知県 株式会社テクノプラスト 1180001010624 半導体市場の成長をプラ部品供給から支える超精密高速カット革新 西川　彰紀

1187 R123130156 中部 愛知県 山本　孝史 2B6869F2
最新型の切断機および動力折曲機導入による高精度・高効率生産体
制の確立

小倉　裕樹

1188 R123130158 中部 愛知県 株式会社ケイズプランニング 6180001114172 作業完了報告書のクラウド化による業務効率化・労働時間短縮 株式会社エー・シー・エム

1189 R123130159 中部 愛知県 有限会社さくら動物病院 6180002091007
検査方法の拡充で専門性を訴求し顧客数の増加による売上拡大を実
現

グラーティア税理士法人

1190 R123130160 中部 愛知県 光徳工業株式会社 4180001094276 フライス盤導入による設備機械に係る生産プロセス改善 小倉　裕樹

1191 R123130164 中部 愛知県 眞榮鋼材株式会社 7180001010305 シャーリングマシンの導入による新規顧客開拓及び経営基盤の強化 エイタックス税理士法人

1192 R123130166 中部 愛知県 有限会社榊宗モータース 6180002083400 自動車整備、車検サービスのＤＸ化による生産性の向上
株式会社コムラッドファーム
ジャパン

1193 R123130169 中部 愛知県 ＲｅＳＥＴ株式会社 9180001153424
理学療法士×ＤＸで健康づくりをサポートする革新的なサービスを展
開

1194 R123130170 中部 愛知県 有限会社オーツーファニチャー 7180002084678 回復する第三次産業を支える匠の技を全国に届ける生産工程強化 株式会社名古屋銀行

1195 R123130172 中部 愛知県 フジ自動車工業株式会社 1180001009253 受注体制強化のためのＷｅｂシステム構築

1196 R123130173 中部 愛知県 合同会社マテリアルデザイン 6180303004468 鋳造品の分析から対策までのワンストップサービスの開発 蒲郡商工会議所

1197 R123130174 中部 愛知県 株式会社カスヤ 4180301007672
「おいしいね！」と言ってもらえる安心安全なお米の出荷数底上げ事
業と生産プロセスの改善

豊橋商工信用組合

1198 R123130175 中部 愛知県 咲くらクリニック　小林直隆 893E91DE
先端デジタル技術を駆使し、高齢者様の排尿・排便トラブルへ医療
サービスを拡充

1199 R123130179 中部 愛知県 株式会社リンクファイン 2180001144405 日本初！革新的スキルシェアサイト開発による専門学生の雇用創出

1200 R123130180 中部 愛知県 株式会社シュシュ 8180001133154 テイクアウトサービス導入を見据えた飲食業管理システムの導入

1201 R123130181 中部 愛知県 株式会社エブリ・プラス 7180001128618
介護施設利用者の満足度を向上させるレクリエーション開催特化のＤ
Ｘプラットフォームの開発・運営

合同会社G&N

1202 R123130182 中部 愛知県 三州資材工業株式会社 3180301023019 最新型エアジェット織機による、旧式の生産プロセスの刷新 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1203 R123130183 中部 愛知県 佐井泌尿器科・皮フ科クリニック 7CD37DF5
積極的なＤＸ化で、低負担で高い成果を発揮する泌尿器科疾患への
医療サービス構築

1204 R123130185 中部 愛知県 竹内プレス工業株式会社 2180001094856
革新的な金属製品加工ライン構築による高品質化と安定的大量生産
の実現

株式会社ぐんぐん

1205 R123130188 中部 愛知県 株式会社木耳のお店 1180301034570 破れキクラゲを利用した和菓子の製造販売で無駄なく新事業

1206 R123130191 中部 愛知県 株式会社東海維持管理工業 6180002086502 下水道管更生工事での遠隔カメラによる管内検査作業のリモート化
MASTコンサルティング株式会
社

1207 R123130192 中部 愛知県 大生熔接工業株式会社 1180001014781 精密複雑形状の一貫生産体制確立による革新的長寿命金型の開発

1208 R123130193 中部 愛知県 株式会社豊鉄工所 2180301011461 株式会社アイシンからの部品移管及び生産効率向上 蒲郡信用金庫

1209 R123130194 中部 愛知県 有限会社杉林製作所 9180302015538 三次元測定機導入による製品検査プロセス強化と生産性向上の実現
堀江コンサルティングオフィス
株式会社

1210 R123130196 中部 愛知県 株式会社三晃商会 4180001077041 断熱保温真空成形機の導入による生産性の向上 水野　正勝

1211 R123130197 中部 愛知県 谷脇工業株式会社 5180301013042
大型精密平面研削盤を活用した次世代自動車の大型スーパーエンプ
ラ金型への参入

1212 R123130199 中部 愛知県 株式会社メロディトラベル 8180001151247
顧客情報システムにより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

1213 R123130201 中部 愛知県 株式会社ビシュウ 3180001040025 装飾加工を施した不燃木材の製造と脱炭素経営への転換 ＡｒｒｏｗＳ株式会社

1214 R123130205 中部 愛知県 有限会社勝製畳所 7180002000379 畳業界の勢いを取り戻す！—縁なし畳の量産体制構築—

1215 R123130206 中部 愛知県 マックスファンシー株式会社 7180301029763 ＲＰＡ導入による完全業務自動化と労働生産性の向上

1216 R123130207 中部 愛知県 Ｂｅｌｌ　ｔｒｅｅ株式会社 9180001070826
刺繍機を導入し、ワークライフバランスを実現した新しい高付加価値
サービスを展開

税理士法人アクシス

1217 R123130208 中部 愛知県 グラッツィエディクオーレ 36F68742
国産小麦を使用した日本人好みの食感を持つ冷凍ピッツァ製造販売
事業

株式会社ＴＨＥＯ

1218 R123130210 中部 愛知県 アポロ株式会社 4180301004967 レーザー加工機導入により作業工程効率化と危険作業回避 豊橋信用金庫

1219 R123130217 中部 愛知県 株式会社ファインエイド 1180001109342
最新ＣＲＭで実現！業務フロー改善と一元管理でのサービス品質向
上

1220 R123130220 中部 愛知県 株式会社ホクマー 6180001142883 次世代型大気水生成機（ＡＷＧ）の開発とその量産化への体制づくり

1221 R124130001 中部 三重県 伊藤印刷株式会社 2190001000103
持続可能な生産体制の確立と抗菌印刷による安心安全で高付加価
値な印刷物の品質向上

津商工会議所

1222 R124130002 中部 三重県 株式会社ワード 2180001098717
開先加工における工程削減及びリードタイム短縮で実現する受注拡
大計画

シェアビジョン株式会社

1223 R124130003 中部 三重県 有限会社フラワーショップスズキ 2190002014886 切り花加工機械による、花卉の加工向上計画 三重県商工会連合会

1224 R124130004 中部 三重県 成和建設株式会社 2190001005143 建設業界×ＩＣＴ技術によるｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎの促進 浮島　達雄

1225 R124130005 中部 三重県 磯部建設工業株式会社 5190001007954 生産性向上と大規模工事受注のためのＩＣＴ施工体制の構築計画 株式会社アスライト

1226 R124130006 中部 三重県 三立化工機株式会社 4180001078122
朝食完全アウトソーシングモデルでビジネスモデル業界の課題を解決
する

時田和之

1227 R124130007 中部 三重県 杉野工業株式会社 7190001005080 高精度・高い耐摩耗性に関する研究開発と新たな生産方法の導入 株式会社百五銀行

1228 R124130008 中部 三重県 株式会社やまぶん 7190001020138 真空調理法の袋詰め工程の自動化による生産性向上への取り組み

1229 R124130011 中部 三重県 辻井真也登記測量事務所 91E4FCCD 法改正に伴い増加する相続登記に対応した革新的測量業務の確立 三重県商工会連合会

1230 R124130012 中部 三重県 三鈴工機株式会社 4190001016460
受注拡大に向け、製品部品の内製化と省人化、自動化で生産性の向
上

株式会社市岡経営支援事務
所

1231 R124130015 中部 三重県 ＤＥＮＴーＲＡＤＥ BEB7049A 鋳造技術を活用したスクリュー・リテイン・ブリッジの開発 アイアンドアイ株式会社

1232 R124130017 中部 三重県 株式会社Ｂｅｅｓ 8190001018560 スマートミラー導入によるヘアデザインの提案と顧客満足度の向上

1233 R124130018 中部 三重県 東成鉄工株式会社 5122001019829 画期的トンネル工法セグメント製造の生産性向上に取り組む
ひまわり経営サポート株式会
社

1234 R124130021 中部 三重県 株式会社アイチ 7190001008315 最新ベンダー機導入によるネック工程解消と多国籍企業としての挑戦 奥岡　亮太

1235 R124130025 中部 三重県 株式会社ＭＥＣＣＩ 5190001028678
出張タイヤ交換サービスで運送業の抱える２０２４年問題の負担軽
減！

1236 R124130028 中部 三重県 ＭＥＧＵＭＩ 0ECE024A 「森林の恩恵に浴する街、鈴鹿を更に輝かせる為にＡＩＲ鉋の導入」

1237 R124130030 中部 三重県 白瀧大明神奉賛会 F67D6076
ＶＲコンテンツを用いた観光地のリアルタイム映像配信サービスシステ
ムの構築

税理士法人羽生会計事務所

1238 R124130031 中部 三重県 株式会社ＬＩＦＥＱＵＡＲＴＥＴ 6190001024552
加盟店の強みを伸ばし、ハンズオンで販売促進を支援するシステム
開発

東野　礼
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1239 R124130034 中部 三重県 秋吉プランニング A03F10BF ３Ｄレーザースキャナ導入による起工測量の精度及び生産性の向上

1240 R124130035 中部 三重県 すずか矯正歯科クリニック 06989B3E 歯科用ＣＴを用いた先進小児矯正治療の確立

1241 R124130036 中部 三重県 株式会社小財昭和スチール 5120001079372 生産プロセスの自動化による高付加価値製品へのシフト

1242 R124130038 中部 三重県 株式会社アクアテクノロジー 3120001073369 水質分析・実験の自動化によって、ＴＭＦプラントの生産拡大を実現

1243 R124130039 中部 三重県 有限会社コバヤシ・コーポレーション 8190002008759 低温除湿乾燥システムを導入し、生産性・品質向上を目指す！

1244 R124130041 中部 三重県 みどり歯科 B8095848 「１ｄａｙ　補綴治療と高度インプラント治療の実現」

1245 R124130042 中部 三重県 オートフリータイム B0A214F4
大型車の車検整備事業への新規参入による独自競争力・業務効率
化

三重県商工会連合会

1246 R124130046 中部 三重県 株式会社コネクト 5190001012839
設備導入による板金加工の内製化推進、生産性向上及び事業基盤
の強化

三重県商工会連合会

1247 R124130050 中部 三重県 奥川　和彦 A8E7C76B ＣＮＣ旋盤導入による機械用部品の高精度加工への対応力強化 小倉　裕樹

1248 R124130051 中部 三重県 株式会社Ｔ’ｓ 5180001113373
ディスク状材料への切削加工が可能な５軸加工機導入による工程改
善

株式会社はせべ経営

1249 R125130003 近畿 滋賀県 株式会社メガネのハヤミ 8160001009570 商品自動撮影システム導入によるＥＣ業務オペレーションの効率化 ウインク株式会社

1250 R125130004 近畿 滋賀県 株式会社近江庭園 4160001000418
アイトラッキング技術を活用した熟練技術者の作業視点を見える化
し、伝統技術伝承の体系化システムの構築

川村　卓也

1251 R125130005 近畿 滋賀県 こころ農園 66B536EF ＩｏＴを活用した都市型スマート農園実現による生産性向上事業

1252 R125130006 近畿 滋賀県 株式会社高岡屋 5160001012940 種子のコーティング事業の構築 草津商工会議所

1253 R125130007 近畿 滋賀県 株式会社日昇テクニカ 8160001008580
パワー半導体製造装置向け超難切削材加工による一体部品製造事
業

1254 R125130008 近畿 滋賀県 株式会社治武製作所 7160001009976
洗浄工程の内製化対応によるコスト減と納期短縮を実現する革新的
設備導入計画

1255 R125130010 近畿 滋賀県 株式会社イチダ 7160001008945
半導体製造業界に貢献する半導体洗浄装置部品の生産性向上体制
の確立

株式会社滋賀銀行

1256 R125130014 近畿 滋賀県 株式会社金山精機製作所 5130001012506 協働型ロボット及び複合加工機導入による生産性向上 ひいらぎ税理士法人

1257 R125130016 近畿 滋賀県 株式会社比叡ゆば本舗ゆば八 6160001001620 乾燥ゆばの増産・生産性向上で海外市場の拡大へ！ 大津商工会議所

1258 R125130019 近畿 滋賀県 川﨑製作所 55FAE975 デジタル制御のＣＮＣ旋盤を導入し生産性向上を目指す事業計画 長浜信用金庫

1259 R125130021 近畿 滋賀県 株式会社エスケーファイン 1160001021235 セラミック３Ｄプリンタ革新的装置開発

1260 R125130023 近畿 滋賀県 有限会社中嶋印刷所 1160002009733 生産能力増強で地域ニーズに徹底的に寄添う印刷コンシェルジュへ

1261 R125130024 近畿 滋賀県 美松産業株式会社 4160001014748 顧客情報を活用した販促活動とレッスンプロの業務の最適化の実現 滋賀県信用組合

1262 R125130025 近畿 滋賀県 日光化成株式会社 6120001068523 メンブレン方式ＬＮＧタンカー用の二次バリア材の開発、製造

1263 R125130027 近畿 滋賀県 株式会社葭本ダンボール 5160001015514
高性能な設備の導入と正確な加工ノウハウを組合せ、複雑化するダ
ンボール加工にも対応できる量産体制の構築

株式会社滋賀銀行

1264 R125130030 近畿 滋賀県
スカイオーシャンキャピタルパートナーズ合同会
社

3160003001621 ３次元計測技術を活かしたドローンライトショー事業への参入 大津商工会議所

1265 R125130031 近畿 滋賀県 愛知酒造有限会社 5160002007915
日本酒製造における最新式設備を導入した半自動醸造システムの開
発

1266 R126130001 近畿 京都府 株式会社岡田石工業 2130001071067 ＩＣＴを活用した高付加価値石積み工事の展開

1267 R126130007 近畿 京都府 株式会社長谷川 8130001045437
商品１点ごとの在庫管理による売れ筋商品の把握や棚卸作業の効率
化の実現

株式会社滋賀銀行

1268 R126130008 近畿 京都府 大橋商事株式会社 5130001009089
冷凍肉の真空包装方式改良で、生産性向上、脱プラ、フードロス削減
を実現

株式会社京都銀行

1269 R126130009 近畿 京都府 株式会社松村洋紙店 9130001022617 伝統工芸品和紙を含む和紙同士等の貼合における生産性向上計画 株式会社京都銀行

1270 R126130010 近畿 京都府 株式会社関製菓本舗 3130001004975 多品種少量生産の需要増加に対応するフードミキサーの導入 税理士法人広瀬

1271 R126130011 近畿 京都府 株式会社こむら鉄筋工業 5130001038393 鉄筋自動曲機導入による生産効率の向上とＤＸ化・新３Ｋへの挑戦 本多　剛士

1272 R126130015 近畿 京都府 株式会社レスキュージャパン 8130001035974 ドローン・高精度赤外線カメラを用いた建物外壁調査のＤＸ推進事業 岩橋　亮

1273 R126130016 近畿 京都府 株式会社ｄｉａｌｅｋｔｉｋｅ 3130001071776 クラフトビール事業ＤＸのための統合システムの開発

1274 R126130017 近畿 京都府 山音株式会社 1130001049171
豊富な在庫の強みを活かし、商品管理体制の強化ニヨル販売機会損
失の低減

株式会社京都銀行

1275 R126130018 近畿 京都府 アプナップ株式会社 9130001025438
古紙の処理能力を大幅に向上し再資源化を促進するための設備導
入

アクセルコンサルティング株式
会社

1276 R126130019 近畿 京都府 宇野青果株式会社 6130001040480 受注在庫状況等のＤＸシステム構築による業務効率化の実現 京都北都信用金庫

1277 R126130020 近畿 京都府 株式会社フェニックス技研 2360001016965 省スペースＤＸ対応デジタルボイラ開発 吉田　琢

1278 R126130021 近畿 京都府 センショウ化成株式会社 4011301017637 ガス透過率測定機の導入による製品開発力の強化

1279 R126130023 近畿 京都府 株式会社イサムモリタ 1130001050864 人気ドレスブランドによる着心地の良い子供ドレスの自社一貫製造
アクセルコンサルティング株式
会社

1280 R126130024 近畿 京都府 宮田工業株式会社 2130001031467 生産装置等の長尺部品の精度と制御の向上による生産体制の強化 アドバンスト・エム株式会社

1281 R126130028 近畿 京都府 株式会社タビノネ 3130001066669 世界にひとつのブレンドコーヒーをお届けするプラットフォームの構築

1282 R126130029 近畿 京都府 株式会社Ｒｅ－ｅｒａ 8130001069700 ＡＢＭシステムの開発導入による顧客満足度・継続率の向上 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

1283 R126130030 近畿 京都府 株式会社サンビルド 7130001069585 コイル切断機と汎用金型導入により生産性向上と品質向上 杉本　友彦

1284 R126130031 近畿 京都府 株式会社ソシエテＰＧ 3010001231169
地域食材の活用に特化したオリジナルジェラート製造販売事業の開
発

北野　孝志

1285 R126130032 近畿 京都府 株式会社松原精密 4130001053823 ＮＣ旋盤導入による品質・生産性向上と大ロット対応で販路拡大 株式会社京都銀行

1286 R126130035 近畿 京都府 株式会社河内商事 8130001008039
ＤＸ化及び、ＡＩを活用した在庫管理、発注システムの導入！作業効率
化！

1287 R126130036 近畿 京都府 有限会社おざわ動物病院 6130002027873
最先端のＣＴ設備の導入を活用した、麻酔リスクを抑えたがん検査に
よるがん治療体制の確立

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1288 R126130038 近畿 京都府 株式会社きっちんカンパニー 8130001031016 受発注・生産管理システムの開発・導入による給食事業の拡大 北摂マーケティング合同会社

1289 R126130042 近畿 京都府 株式会社新和製作所 2130001039832 ファイバーレーザー溶接機導入による生産性向上と販路開拓

1290 R126130043 近畿 京都府 株式会社田中製作所 4130001011137
半導体設備関連部品の新規受注に対応できる新たな生産体制の構
築

1291 R126130044 近畿 京都府 ＦＯＵＲＳＩＤＥ株式会社 2130001068872
環境に配慮した塗装ブースの導入による生産プロセスの改善、及び
生産性向上事業

税理士法人たいよう総合会計
事務所

1292 R126130046 近畿 京都府 伏見銘酒協同組合 8130005003283 新型チラー導入による高品質日本酒製造力強化で高付加価値戦略

1293 R126130047 近畿 京都府 有限会社美山荘 7130002006265
セントラル管理及び最新厨房設備の導入による生産性向上・災害等

     の安定供給体制構築
株式会社アカウティングプロ

1294 R126130048 近畿 京都府 小西精工株式会社 3130001000768
複合旋盤機導入と人材育成による丸物化工の需要取り込みでの売
上拡大

税理士法人広瀬

1295 R126130051 近畿 京都府 株式会社ＯＲＧ 2130001065556 半自動充てん機導入によるはちみつの製造プロセスの大幅な改善

1296 R126130053 近畿 京都府 株式会社浜田染工 9130001038539
環境負荷低減に貢献、高品質サンプル生地の高効率生産体制の構
築

株式会社uluコンサルタンツ

1297 R126130055 近畿 京都府 村田鉄筋株式会社 3130001035847 ネジテツコン方式利用による自社一貫体制での内製化事業
一般社団法人中小企業人材
育成協会

1298 R126130056 近畿 京都府 株式会社ＣＭＣ 3130001027811
地域の中核動物病院として、生活習慣病に特化した診療体制を確立
へ

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1299 R126130059 近畿 京都府 株式会社長谷川精密板金 8130001011471 溶接工程の高精度化による半導体製造装置の部品製造業への進出 株式会社ゼロプラス

1300 R126130060 近畿 京都府 斉間製作所 2197BCED 新ＣＮＣ旋盤の導入による生産性向上、新規雇用拡大 岡本　清臣

1301 R126130061 近畿 京都府 イエリブ A2B63A54
ＡＩを搭載した全自動裁断機の導入による生産効率の向上及び顧客
層の拡大

株式会社MHCアドバイザリー
サービス

1302 R127130001 近畿 大阪府 テクノグローバル株式会社 2122001022414 ＣＴによる医師の放射線被曝を防ぐ鉗子用プロテクタの開発事業

1303 R127130002 近畿 大阪府 太子精工株式会社 5122001004450 高精密ＣＮＣ工具研削盤で新規精密小径超硬リーマ工具への展開 堀田　幸男

1304 R127130004 近畿 大阪府 株式会社トータス 5120001067963 自動基板防湿剤塗布装置導入による新製品及び新規顧客の開拓 大阪信用金庫

1305 R127130005 近畿 大阪府 共栄精工株式会社 1122001020864
システム導入によるＦＡライン部品の内製化による短納期化及び高付
加価値化計画

シェアビジョン株式会社

1306 R127130006 近畿 大阪府 高槻ダイカスト株式会社 5120901011418
ＥＶ向け自動車部品の増産ニーズに対応した、部品洗浄工程の体制
刷新

ひまわり経営サポート株式会
社

1307 R127130007 近畿 大阪府 株式会社美販 9122001007219 輸送・陳列兼用箱小ロット市場の開拓
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1308 R127130008 近畿 大阪府 有限会社石橋製畳 1120902005265 畳業界の新たなニーズの製品を製造するための生産体制の刷新 株式会社フラッグシップ経営

1309 R127130009 近畿 大阪府 コーセン建設株式会社 3120001009686
建設発生土の処理を内製化し、廃棄コストの大幅カット＆自社工事へ
の再利用

1310 R127130010 近畿 大阪府 株式会社ＢＯＮＤ 4120101055902 野球グローブの製造における各工程の生産効率改善による増産計画 大阪信用金庫

1311 R127130012 近畿 大阪府 株式会社ホクセイ製作所 1120901010010
加工精度（計測能力）向上と自社保証制度構築による増産体制の実
現

堀江コンサルティングオフィス
株式会社

1312 R127130014 近畿 大阪府 木本製作所 9FBB6E5D 新型ＮＣフライスを使った輸送用機械器具の大幅な生産性向上計画 株式会社トリプルバリュー

1313 R127130015 近畿 大阪府 株式会社ダイコー製作所 7122001012765
小型切削加工機の導入による半導体製造装置用部品の生産性を向
上

1314 R127130018 近畿 大阪府 有限会社ノムソク 8120002082323 ＧＮＳＳ受信機を活用した高精度・短納期な革新的測量の実現 吉元秀樹

1315 R127130019 近畿 大阪府 株式会社鳥友会 9120001246398 音楽演奏事業から、録音・制作スタジオ事業への転換

1316 R127130021 近畿 大阪府 なつ歯科医院 BEBAB139 専用３Ｄスキャナー等導入によるマウスピース部分矯正等への取組

1317 R127130022 近畿 大阪府 丸和食品株式会社 3120101037678
和泉市の農産物の付加価値を最大限に向上させるビジネスモデルの
確立

和泉商工会議所

1318 R127130023 近畿 大阪府 東興産業株式会社 8120001045702 ＩｏＴ社会に応える近距離無線基板実装のための新製造ライン構築

1319 R127130024 近畿 大阪府 聖和精密工機株式会社 6120001026489 マシニングセンターの導入による受託加工事業の拡大 中村　誠

1320 R127130025 近畿 大阪府 太西アーキテクト株式会社 1120001148197
注文建築における主要部材の内製率向上による顧客提案価値の向
上

1321 R127130031 近畿 大阪府 株式会社鈴江 4122001003957
熟練者に依存している断裁行程を平準化し、大型段ボールの増産体
制を確立

株式会社阿波銀行

1322 R127130034 近畿 大阪府 株式会社ワークス 4122001025811 新素材と最新吹付機の導入で、革新的な塗装工法による生産性向上 株式会社ティグレ

1323 R127130035 近畿 大阪府 株式会社ダストトライ 1120001174383 環境に配慮した自社用廃棄物中間処理設備の導入事業 横山　昌司

1324 R127130036 近畿 大阪府 株式会社ナガオシェル 3120101005057 塗型工程のロボット化で高品質な中子の量産体制確立 株式会社ケーズパートナーズ

1325 R127130037 近畿 大阪府 株式会社ＤＡＩＭＥＩ　ＥＣＳ 7122001032458 樹脂成型用金型メンテ事業の生産性向上

1326 R127130039 近畿 大阪府 近畿刃物工業株式会社 1120001155607 最新型ロータリー研削盤の導入による刃物製造の合理化 横山　昌司

1327 R127130040 近畿 大阪府 株式会社精研 7122001024100 マスカラ市場の拡大による全自動ブロー成形機の導入

1328 R127130042 近畿 大阪府 大東工機株式会社 9120001024259 土木工事の短納期・低コスト化を実現する精密次世代凍結管の製造
ひまわり経営サポート株式会
社

1329 R127130043 近畿 大阪府 株式会社ハンナリース 4122001006299 洗濯機導入により業務プロセス改善と顧客満足度向上に繋がる事業

1330 R127130044 近畿 大阪府 株式会社アオキ 8122001000125 鋳物材料の切削加工技術の構築と生産性向上 東大阪商工会議所

1331 R127130045 近畿 大阪府 株式会社福寿堂秀信 2120001088319 排水設備の能力向上とデジタル化によるレトルト商品事業拡大
堀江コンサルティングオフィス
株式会社

1332 R127130046 近畿 大阪府 有限会社紀和金属製作所 2120002009380 今後需要拡大が見込める半導体分野の洗浄部品の検査に進出する
ひまわり経営サポート株式会
社

1333 R127130048 近畿 大阪府 有限会社共和商会 2122002015656
生産拠点の国内回帰に伴う二次加工までの一貫生産体制構築によ
る生産性向上計画

大阪シティ信用金庫

1334 R127130049 近畿 大阪府 誠和技研株式会社 9120101003872 業界最新設備で叶える、人と街に優しい建築！全自動プラント導入

1335 R127130050 近畿 大阪府 谷口シール印刷株式会社 3120901024628
自動車の安全性向上に向けたコーションラベル等の生産性向上体制
の構築

株式会社京都銀行

1336 R127130054 近畿 大阪府 株式会社行岡建具 1120901029513
新機械と自社の強みをかけあわせ、什器製造における生産性向上と
付加価値提供に挑戦

株式会社シャイン総研

1337 R127130059 近畿 大阪府 株式会社リサイクル関西 4120101046802 ＩＣＴ建機の導入による効率的活用及び生産性向上

1338 R127130060 近畿 大阪府 株式会社ｃｌａｍｐ 4120901043569 自動鉋盤等による家具製造工程の加工精度安定化・生産性向上 土井　康二郎

1339 R127130061 近畿 大阪府 有限会社さくらい 2122002013750
日本伝統の床材である畳の製造工程をＤＸ化し新たな需要に対応す
る

株式会社フラッグシップ経営

1340 R127130063 近畿 大阪府 株式会社ＳｃｅｎｅＬｉｖｅ 1120001163130 社内システムの再構築により事業規模拡大と生産性の向上を図る
株式会社アクセルパートナー
ズ

1341 R127130064 近畿 大阪府 株式会社信貴精密金型製作所 4122001003247 ボトルキャップ金型需要増に向けたネジ切加工工程のＱＣＤ改善計画 一般社団法人ヒューリットＭＦ

1342 R127130065 近畿 大阪府 Ａ．Ａ．Ｋ．カラーアルマイト株式会社 1130001053181 電解層内の冷却効率向上による、アルマイト処理の生産数量向上策 税理士法人広瀬

1343 R127130067 近畿 大阪府 株式会社ＢＩＳＣＯ 2120001233584 分子水光機器により関西初の育毛サービスのある美容院へ

1344 R127130070 近畿 大阪府 株式会社山一製作所 1120001125997
ＳＤＧｓ　新機能と強みを活かした大径・長尺部品の安定供給実現計
画

一般社団法人ヒューリットＭＦ

1345 R127130074 近畿 大阪府 宮本株式会社 2120001090621 事業リスク回避のための「整理工程」内製化の事業 横山　昌司

1346 R127130075 近畿 大阪府 株式会社ＳＨＡＦＴ 3122001035654
製造業の怪我、事故、被害を軽減する為のカバーや装置の性能向上
と新製品開発

1347 R127130076 近畿 大阪府 株式会社サクラコーポレーション 9120001035009
３軸マシニングセンター導入による高機能樹脂部品製造分野への事
業展開

1348 R127130077 近畿 大阪府 橋本印刷株式会社 6120001021300
新製品開発と超短納期対応を目指したサスティナブル印刷体制の確
立

齊藤　祐一

1349 R127130078 近畿 大阪府 株式会社サトウプロダクト 5120001020237
バリ取り機導入により生産リードタイム短縮と板金工程の高効率化を
実現

一般財団法人 南都経済研究
所

1350 R127130082 近畿 大阪府 株式会社イレブンスポーツプランニング 1120901015216 サッカー等のチームスポーツウェアのデザイン高度化事業

1351 R127130085 近畿 大阪府 株式会社ヤマトウ 3120001158335
ＤＸ推進　新設備とＩｏＴの活用により生産工程の可視化と無人化を図
る。

一般社団法人ヒューリットＭＦ

1352 R127130086 近畿 大阪府 有限会社中村ステンレス 7122002014439 デジタル最新機導入と取引先多様化による強靭な体質への変革計画

1353 R127130091 近畿 大阪府 株式会社源エンタープライズ 4122001030547 最新機器導入による新メニュー開発と生産性ＵＰ

1354 R127130093 近畿 大阪府 有限会社ティーピーネット 9120102020041 「残コンゼロ」を実現する耐震工事へ特化した施工体制の確立

1355 R127130094 近畿 大阪府 山菱工業株式会社 1120001021973
エクステリア製品部材の加工点数増加に対応する曲げ加工工程の合
理化事業

松下　隆信

1356 R127130095 近畿 大阪府 えむすび株式会社 7011001118278 植樹ＤＸサービス「スマ森」開発によるＳＤＧｓ推進事業

1357 R127130096 近畿 大阪府 株式会社小泉鉄筋 3120001007426
高層・大型施設の配筋工事に必要な太径と高強度の鉄筋加工体制
の構築

株式会社日本修身経営

1358 R127130100 近畿 大阪府 株式会社三栄パツキン商会 9120001012429 工業用シール材・樹脂切削加工品製造における生産性向上 株式会社フラッグシップ経営

1359 R127130101 近畿 大阪府 金一産業株式会社 4120001032480 仕口部の素材加工における生産工程の改善

1360 R127130103 近畿 大阪府 ハンワホームズ株式会社 5120101044359 ＡＲ／ＶＲ技術の活用による理想の暮らし提案サイトの構築 辻　泰崇

1361 R127130105 近畿 大阪府 株式会社平田製作所 6122001035313 新規工作機械部品の工程を自動制御する生産体制の構築

1362 R127130107 近畿 大阪府 宣真工業株式会社 2120001082718
ＧＦＲＰポール製造における研磨工程の工作機械を更新し、海外への
売上攻勢を目指す

1363 R127130108 近畿 大阪府 松山畳店 1F6031D9 全自動両平刺機の導入による薄畳の生産能力の強化 株式会社アルマ経営研究所

1364 R127130110 近畿 大阪府 森田化成工業株式会社 4120101049796 汎用スリッター機導入及び生産プロセスの再構築 森田　茂樹

1365 R127130111 近畿 大阪府 株式会社ＨＩＴＯＭＩＯテクノロジーズ 3120001133767 ＨＩＴＯＭＩＯ　システムの開発

1366 R127130112 近畿 大阪府 特殊工業株式会社 8120001013056
日本が誇るトンネル工事向け穿孔機の主役級金属部品加工における
品質と生産性向上計画

1367 R127130113 近畿 大阪府 株式会社エープラス 4122001036404 海外生産の外注工程を国内に回帰させ生産性を向上させる事業計画

1368 R127130114 近畿 大阪府 新大亜鍛造株式会社 8122001003160 食肉需要増を受けたミートスライサー用鍛造刃物製造事業への進出 株式会社ゼロプラス

1369 R127130115 近畿 大阪府 株式会社ダイネツ 1120101004671 生産管理システム導入による熱処理業務のＤＸ推進と短納期化 アドバンスト・エム株式会社

1370 R127130116 近畿 大阪府 誠南工業株式会社 1120001030999
超高感度磁気センサ製造向け磁場印加型超高真空小型加熱処理装
置の開発

1371 R127130117 近畿 大阪府 株式会社北摂医療企画 7120901041990 在宅医療・介護事業者向けのプラットフォーム提供サービス 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

1372 R127130118 近畿 大阪府 株式会社インプラス 7120001202964 自社内での品質管理体制構築による売上向上計画

1373 R127130125 近畿 大阪府 株式会社片山商会 8122001028686
ＮＣフライス盤導入による射出成形金型生産体制の先進化と事業拡
大

1374 R127130126 近畿 大阪府 有限会社中畑製作所 8120002064544
溶接加工における加工技術の標準化と生産プロセスの改善による受
注増への対応強化

税理士法人　悠久　杉本会計
事務所

1375 R127130129 近畿 大阪府 株式会社大泉研磨所 8120102002973 超音波洗浄工程の自動化による生産性の効率化及び品質向上 税理士法人ユーマス会計

1376 R127130131 近畿 大阪府 株式会社カラーズケア 2120001142471 デイサービスのデジタル化による労働生産性向上及び事業展開加速
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1377 R127130132 近畿 大阪府 東邦インターナショナル株式会社 2120001085415 ワイヤー・ケーブル業界向けＩｏＴプラットフォームの構築と事業展開 株式会社ポラリス

1378 R127130133 近畿 大阪府 株式会社サニー 3120001103002 デジタル技術を活用した自動カッティング装置に基づく生産性向上

1379 R127130137 近畿 大阪府 まるやま歯科クリニック DC7DCC79 口腔衛生指導強化による、より質の高い小児矯正治療の提供
株式会社中央ビジネスグルー
プ

1380 R127130139 近畿 大阪府 たかつき動物病院 D7ADF1F7
確固たるエビデンスに基づいた安心と安全の循環器系疾患の治療を
提供

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1381 R127130141 近畿 大阪府 株式会社マルイ 5122001016487 コンクリート表層を非破壊的に評価する電源不要な試験装置の開発

1382 R127130142 近畿 大阪府 株式会社あん庵 9120101035718 急速冷凍庫等の導入による新製品の開発と利益率の向上

1383 R127130145 近畿 大阪府 株式会社シーエフワイヤーロープ 3120101039740 生産最適化システムの導入による製造業から製造小売業への転換 日根野谷　精

1384 R127130147 近畿 大阪府 株式会社ＨＹＥＸ 4122001032155 油圧ショベル他を導入し公共工事への参入等生産性を向上する計画

1385 R127130149 近畿 大阪府 日本マイクロン電子株式会社 3120001249365
独自技術を活用した５Ｇ第二世代向け透明アンテナモジュール製造
事業

1386 R127130150 近畿 大阪府 奥田機械株式会社 6120001037610 ハイブリッド型ＮＣフライス機の導入によるロボット事業の発展計画

1387 R127130151 近畿 大阪府 株式会社岩井製作所 2122001024303 需要高まる複雑形状のパイプ加工に対する生産体制の確立 大阪シティ信用金庫

1388 R127130152 近畿 大阪府 株式会社ツクレル 6011101085320
付加価値向上のための印刷設備導入による自社生産体制の構築事
業

株式会社ＳｈａｒｅＶａｌｕｅ

1389 R127130153 近畿 大阪府 株式会社フレックス 7120101003858
商業ビルの大型化、高層化に対応した大型ダクト生産体制の構築計
画

1390 R127130154 近畿 大阪府 三宅製＿株式会社 3120001018984 新製法による品質向上と食品ロスの解消及び生産性向上を実現
一般財団法人 南都経済研究
所

1391 R127130156 近畿 大阪府 利州株式会社 6120001036868 高品質低価格の魚加工品製造強化による新市場の創出

1392 R127130158 近畿 大阪府 日東金属工業株式会社 2122001019633 多品種小ロットに向けたＩＰＣシステムによる生産プロセス改革

1393 R127130159 近畿 大阪府 株式会社金尾商店 5120001193875 最新の油圧クリッカーの導入による生産性の向上と短納期化計画 山本　哲世

1394 R127130160 近畿 大阪府 株式会社ビーシーテック 1120101037515
複雑形状な特殊ツーリングの製造と量産体制確立によるポストコロナ
社会への貢献

山本　高久

1395 R127130162 近畿 大阪府 株式会社ネクストビジョン 9120101058594 自動車診断のしくみを活用した新デジタコシステムの創出事業

1396 R127130166 近畿 大阪府 有限会社宇和産業 3122002000665 ロール材切断精度向上で特殊印刷品を短納期化し産業発展に貢献
株式会社市岡経営支援事務
所

1397 R127130170 近畿 大阪府 有限会社Ｋ・Ｓデザイナー 2120902021583 竪型射出成型機導入によるインサート成形技術の革新的高度化計画

1398 R127130172 近畿 大阪府 エムシステム株式会社 7120001184732 革新的放電加工技術による複雑形状部品の加工技術開発事業

1399 R127130173 近畿 大阪府 株式会社ＲＢサポート 7120001189938 独自性ある美容師求人マッチングサイトによるミスマッチの解消 株式会社リアリゼイション

1400 R127130177 近畿 大阪府 山本自動車工業 C67632D5 新技術のＡＳＶや環境に優しい電気自動車に特化した整備工場 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

1401 R127130178 近畿 大阪府 白石デンタルクリニック D5E381C3 最新設備の導入による自由診療の効率と満足度の向上
株式会社リアルコンテンツジャ
パン

1402 R127130182 近畿 大阪府 エルメック株式会社 3120001218972 産業用ドローンによる太陽光発電所の点検・劣化診断サービス開始

1403 R127130184 近畿 大阪府 ＰＯＮｓ株式会社 5122001036015 消費者の減塩ニーズに対応した健康になれるゆず醤油の販路拡大
株式会社中央ビジネスグルー
プ

1404 R127130185 近畿 大阪府 株式会社コーシン 2120901014761
大規模建築工事の受注獲得に向けた業務効率化及び入札評定値算
出システムの導入

岩﨑　良子

1405 R127130189 近畿 大阪府 株式会社Ｖａｒｍａ 9120901037863 美容に関する新商品開発とＥＣサイト構築による提供方法の改善

1406 R127130190 近畿 大阪府 ラミナムジャパン株式会社 7120001092472
見積もりの自動化とヴァーチャルシュミレーション機能の搭載による当
社商品の普及促進

株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

1407 R127130191 近畿 大阪府 株式会社クルーズ 4120901040665 診断機導入によるメンテナンス業務の拡充と車両販売台数の増加 赤田　健行

1408 R127130192 近畿 大阪府 Ｓｋｙ　Ｅｎｔｒａｎｃｅ 13D67154
ドローン×地上レーザースキャナによる先端技術を活かした「革新的
なデジタル測量ビジネス」の展開

1409 R127130193 近畿 大阪府 アンカー株式会社 7010401062961
革新的ＩＴＰ対策ワンタグシステムによる広告管理の効率化と戦略立
案

北村　亮太

1410 R127130196 近畿 大阪府 株式会社ダイレクトマーケティングセンター 5130001025185 自動丁合機導入によるポスティング配布員の生産性向上の実現 株式会社RAD

1411 R127130197 近畿 大阪府 デリファーム株式会社 1120001167817
食の安全・安定供給に向けた水耕栽培野菜の植物工場ユニットの試
作開発計画

株式会社エフアンドエム

1412 R127130198 近畿 大阪府 株式会社松浦鉄工所 1122001020113 新型産業用ロボット搬送・検品検査システムの開発

1413 R127130199 近畿 大阪府 株式会社芝山タクシー大阪 2120101059211
タクシー会社がロードサービス板金塗装事業へ参入による生産性の
向上

1414 R127130201 近畿 大阪府 Ｓｕｐｒｉｅｖｅ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ株式会社 3120001220111 人的資本経営実践と学びの支援プラットホーム『人事キャンパス』

1415 R127130202 近畿 大阪府 株式会社那須管財 5120901036308 防災、及びインフラ等設備点検に特化したドローン総合サービス

1416 R127130203 近畿 大阪府 株式会社シード 3120101037769 建設プロセスに革新をもたらす「３次元デジタル測量」の付加価値化

1417 R127130206 近畿 大阪府 レッキス工業株式会社 2120001092329 スマートステーブルの開発

1418 R127130209 近畿 大阪府 有限会社南精密工業 3120002007409 高精度切削加工で培ったノウハウを活かした難削材加工体制の確立

1419 R127130210 近畿 大阪府 奥野鋼材株式会社 8122001001305 切断工程の生産性向上による次世代自動車用の新商品開発 株式会社ゼロプラス

1420 R127130211 近畿 大阪府 株式会社ウィーブ 1120001096504 ブライダル商材の受発注業務のＤＸ化による業界の効率化の実現
株式会社トウマトータルビジネ
ス

1421 R127130212 近畿 大阪府 有限会社イー・エス製作所 7120002010648
ワイヤーハーネス加工における、切断・皮剥工程の生産プロセス改善
による受注増への対応強化

税理士法人　悠久　杉本会計
事務所

1422 R127130214 近畿 大阪府 ＭＳＰ株式会社 8120001228728 自社及び他社の写真館のＤＸを進める新規事業の推進 北おおさか信用金庫

1423 R127130215 近畿 大阪府 株式会社アヴァンティ 6120001051058
ウィズコロナ時代に向けた、光触媒を利用したマイク除菌装置の開発
事業

星野　裕幸

1424 R127130220 近畿 大阪府 株式会社関西メタル 5120101053608
使用済給湯器を新たに雇用する障がい者が分解・分別し、種類ごとに
販売する事業

1425 R127130221 近畿 大阪府 株式会社スエヒロ 1120001007782
特許出願中！切り口で指を切りにくい刃材での高付加価値抜型製造
計画

一般社団法人ヒューリットＭＦ

1426 R127130222 近畿 大阪府 株式会社エミック 2120001014423 プラダントランクケース内製化による精密機器輸送ニーズへの対応 大森渚

1427 R127130224 近畿 大阪府 株式会社寿製作所 6120001147797 協働ロボットＴＩＧ溶接とレーザ溶接で人材不足と生産性を改善
特定非営利活動法人ヒュー
リット経営研究所

1428 R127130225 近畿 大阪府 日新プリント株式会社 1120001052606 生産体制の革新で顧客課題を解決しＳＤＧｓ達成に貢献 株式会社uluコンサルタンツ

1429 R127130226 近畿 大阪府 三恵メリヤス株式会社 6120001064547 デジタル技術と自動化装置を活用した新たな生産体制の確立

1430 R127130228 近畿 大阪府 誠心総業株式会社 2120101053899
コンクリート造建物の解体工事の効率化及び廃棄物回収の効率化に
よる生産性向上計画

1431 R127130230 近畿 大阪府 株式会社プロフィットバンク 3120001208338
経理アウトソーシング事業の生産性向上に向けた受発注システム開
発

1432 R127130232 近畿 大阪府 株式会社カタ技術 6120001157235 高機能型彫放電加工機を活用した新技術および新市場の開拓

1433 R127130233 近畿 大阪府 中川鋼管株式会社 9120001045981
高性能鋼管加工機の導入による太陽光パネル用架台の製造体制構
築

株式会社ゼロプラス

1434 R127130234 近畿 大阪府 株式会社ＴＭＦ 6120002067706 新型カッティングマシン導入による大型ディスプレイ生産体制確立

1435 R127130235 近畿 大阪府 株式会社Ｃｒｉｓｐ　Ｃｏｄｅ 7120001220280 カスタマイズが容易なクラウド型顧客＆案件管理システムの開発
弁護士法人フォーラム大阪法
律事務所

1436 R128130001 近畿 兵庫県 株式会社上畑木工 5140001040935 ボトルネック工程解消による独自の効率的生産システムの構築 兵庫県商工会連合会

1437 R128130006 近畿 兵庫県 さくら助産院　藤岡勢子 DBC35F8A ＤＸにより利用者のケアに充てる時間を最大化し、需要に応える 淡路信用金庫

1438 R128130007 近畿 兵庫県 尾上生コン株式会社 6140001042641 災害復旧！サイドホール型コンクリートブロックによる省力化

1439 R128130009 近畿 兵庫県 白羽　俊人 7CD6760E 子育て世代のママ達と共に麺作りに取り組む生産効率向上計画 中玉利　寛

1440 R128130012 近畿 兵庫県 神鍋石材株式会社 2140001056240 個別集合墓の提案と管理メンテナンスサービスの提案 兵庫県商工会連合会

1441 R128130013 近畿 兵庫県 ねこのて運送 61EA4824 移動販売車活用による出来立てクロワッサン販売の商圏拡大 正木　博夫

1442 R128130015 近畿 兵庫県 株式会社はやし 7140001066532 急速冷凍機の導入で新たに「常設社食サービス」を展開！ 株式会社シャイン総研

1443 R128130017 近畿 兵庫県 株式会社トキワ 2140001056356 自社通販基幹システム再構築によるデータ活用経営への挑戦 株式会社但馬銀行

1444 R128130018 近畿 兵庫県 株式会社夢叶建設 5140001119267 新開発モール工法で掘削を機械化し生産性向上を図り新規販路拡大 福井　規之

1445 R128130019 近畿 兵庫県 有限会社ソーイングハラ 8140002052893 自動延反機・自動ボタン付けミシンの導入による生産性向上
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1446 R128130020 近畿 兵庫県 有限会社フジイ研磨 4140002061254 ３Ｄプリンター導入による多品種小ロット治具製作の内製化計画 兵庫県信用組合

1447 R128130021 近畿 兵庫県 寺井工作所 81EF6F63 高性能ＮＣ複合旋盤機導入による新規顧客開拓と生産性向上 兵庫県商工会連合会

1448 R128130026 近畿 兵庫県 イーグル産業株式会社 9140001057694 再生事業に向けての設備導入で、基板の総合提案企業へ脱皮する 株式会社中国銀行

1449 R128130028 近畿 兵庫県 井出鉄工株式会社 2140001015725
新開発装置による新幹線等の特殊ボルトの頭部穴あけ加工の自動
化

ひまわり経営サポート株式会
社

1450 R128130031 近畿 兵庫県 株式会社ヤマリュウ 8140001038530 食品の健康美容ニーズに訴求する「無添加商品」の生産性向上事業 兵庫県信用組合

1451 R128130032 近畿 兵庫県 共立工業株式会社 8120001054843 高剛性高精度ターニングセンタでロケーティングブッシュへの展開
ひまわり経営サポート株式会
社

1452 R128130033 近畿 兵庫県 株式会社プリント工房 3140001077285 転写工程の改善による生産性向上と品質向上 西脇商工会議所

1453 R128130034 近畿 兵庫県 株式会社シカタ 8140001043943
航空機用大型精密部品の加工実現によるサプライチェーン国内回帰
実現

東京中央経営株式会社

1454 R128130036 近畿 兵庫県 丸菱石鹸株式会社 1140001106871 オーガニック固形石けん開発のための完全機械化生産ライン構築 Ｓ＆Ｐ税理士法人

1455 R128130040 近畿 兵庫県 株式会社アリカタ 3140001087086 最新式の洗車機導入による機会損失の受注化及び新規顧客の獲得

1456 R128130041 近畿 兵庫県 光容設備株式会社 8140001029892 複数種類の点検・工事を低コストで同時提供し修繕需要増加に対応 株式会社uluコンサルタンツ

1457 R128130042 近畿 兵庫県 ルートデザイン株式会社 7140001100522
最新ＩＣＴ建機活用による地域の防災・災害復旧小規模工事の生産性
向上

株式会社徳島大正銀行

1458 R128130043 近畿 兵庫県 株式会社ナカノテック 1140001050418 複合旋盤加工機導入によるネジ切り工程内製化の取組み 宮崎　和宣

1459 R128130044 近畿 兵庫県 ヒノマル株式会社 8140001076423
生産ラインの構築・技術力の見える化・ビニール製品加工工程の内製
化・提案力で日本一を目指す

水上　和之

1460 R128130046 近畿 兵庫県 ふじ歯科医院 7EED695E ２種のレーザーとセレックシステムによる歯科臨床の高度化

1461 R128130047 近畿 兵庫県 株式会社ＩＲＡ　ＫＯＢＥ 2140001091436 販売管理システムによる損失（失われた売上）発生防止と販売拡大 壷見　晴彦

1462 R128130048 近畿 兵庫県 株式会社ハニーマザー 6140002017205 無添加・アレルゲンフリーの米粉アイスクリーム量産化の取組み 宮崎　和宣

1463 R128130053 近畿 兵庫県 株式会社ＺＡＩＭＯＫＵ－ＹＡ 8140001122763 木材に関することをすべて解決する、革新的な一貫サービス事業 株式会社クリエイション

1464 R128130058 近畿 兵庫県 株式会社セイトー 5140001063481
拡大する災害対策工事における施工期間の短縮及びＩＣＴ施工への
対応計画

株式会社みなと銀行

1465 R128130059 近畿 兵庫県 川尻電業株式会社 5140001125091 船舶修理等管理システムを導入し社内業務効率を図る 兵庫県商工会連合会

1466 R128130060 近畿 兵庫県 光輪ダイカスト株式会社 7140001061822 エネルギー業界向けダイカスト部品の革新的生産体制構築計画

1467 R128130061 近畿 兵庫県 ケイグレインカンパニー 56731FB7
ベルト式フルカラーデジタル選別機導入による選別加工の生産性向
上と短納期化

1468 R128130063 近畿 兵庫県 ナカツカサ　ファーム 3EF14FF4 最新型選別機の導入による生産性及び品質向上計画 兵庫県商工会連合会

1469 R128130065 近畿 兵庫県 株式会社ＡＧＥＮ 9140001104257 最新ＩＴ技術を導入した医療福祉ネットワークの繋がる仕組み構築 但陽信用金庫

1470 R128130067 近畿 兵庫県 株式会社ニシオカ 4140001094445 ホイルローダーを活用した作業効率化・デジタル活用した工事の実現 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

1471 R128130068 近畿 兵庫県 日本フレックス工業株式会社 8140001078725 コントロールケーブル量産体制構築による農機部品事業の収益拡大 株式会社ゼロプラス

1472 R128130070 近畿 兵庫県 株式会社誉田工作所 1140001076248
建設機械需要拡大に貢献する油圧モータ・ポンプの精度保証可能な
検査体制の確立

株式会社阿波銀行

1473 R128130071 近畿 兵庫県 株式会社前田精密製作所 8140001010885 ＤＸ　推進による半導体製造装置部品の精密加工技術高度化

1474 R128130073 近畿 兵庫県 株式会社忍工業 7140001064916 土木工事の機械化による、大規模など土木工事事業への進出 但陽信用金庫

1475 R128130074 近畿 兵庫県 濱名建設工業株式会社 6140001050826
摩擦面処理方法変更による建築用接合部材の工程自動化・納期短
縮

株式会社ゼロプラス

1476 R128130077 近畿 兵庫県 こくぶ歯科 5B720F26
高所得者層へ、審美に特化した補綴治療・２㍉高マウスピース矯正の
自由診療提供

1477 R128130080 近畿 兵庫県 智平商事 238108
スキャナーとプリンターを用いた矯正診断のデジタル補助とマウス
ピース矯正の内製化

1478 R128130081 近畿 兵庫県 小野工業株式会社 3140001076626
三次元測定機導入による製品精度の証明と、測定時間短縮でかなう
短納期対応による受注拡大

1479 R128130083 近畿 兵庫県 ＡＲＣーＥＮーＣＩＥＬ 39237D4C タイヤ交換及び４輪アライメント調整を内製化し生産性向上を図る 株式会社但馬銀行

1480 R128130084 近畿 兵庫県 株式会社八雲 8140001021008
手作業の多い包装工程をＤＸ化し、コンピュータ制御による自動化を
実現して生産性を向上させる計画

1481 R128130086 近畿 兵庫県 久米石油株式会社 6140001085582 小型船舶給油インフラ整備事業

1482 R128130089 近畿 兵庫県 有限会社播伸塗装工業所 5140002031116 ショットブラスト機導入による新たな受注開拓・生産性の効率化 但陽信用金庫

1483 R128130091 近畿 兵庫県 株式会社本岡建設工業 9140001036665 工場内運搬の効率化による生産性向上および脱炭素化 株式会社ゼロプラス

1484 R128130094 近畿 兵庫県 ダイシン工業株式会社 8140001046558 生産体制革新で顧客課題を解決しカーボンニュートラル実現に貢献 株式会社uluコンサルタンツ

1485 R128130095 近畿 兵庫県 ウイ塗装株式会社 4140001029401
雨戸等付帯部塗装の作業環境革新による戸建住宅塗装の工期短縮
と生産性向上

森　克已

1486 R128130096 近畿 兵庫県 株式会社イトー製作所 4140001107198
高性能ＣＮＣ旋盤の導入による、エネルギー・医療分野向け機器部品
製造のプロセス改善

1487 R128130100 近畿 兵庫県 株式会社アスカクリエート 3140002039722
ヘアケア商品等の需要拡大に伴う高粘度液体自動充填技術の確立
による安定供給体制の構築

尼崎信用金庫

1488 R128130101 近畿 兵庫県 株式会社安田どうぶつ病院 4140001128277
デジタル技術の応用で大規模医院に匹敵する検査・治療体制を整え
た革新的医院への変貌

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1489 R128130102 近畿 兵庫県 吉田歯科醫院 FEA4B94A
口腔内スキャナーによる、業務効率化と精度向上による顧客満足度
の向上

税理士法人FIA

1490 R128130104 近畿 兵庫県 神沢鉄工株式会社 7140001036147 多品種なアウトドアギアを内製化する生産体制の構築

1491 R128130105 近畿 兵庫県 モーション株式会社 5140001071658
接骨院が遠隔オンラインで運動指導を行うための新技術「セルフィー
トレーニング」

宮平　多映子

1492 R128130106 近畿 兵庫県 有限会社加藤兵吉商店 7140002069369 不動産と土木・建築のワンストップサービスで島内唯一の企業へ 兵庫県商工会連合会

1493 R128130108 近畿 兵庫県 株式会社前後前 6140001059628 ケアマネ日常業務をＩＴ化！業務効率化のビジネスモデルに挑戦！ 兵庫県商工会連合会

1494 R128130110 近畿 兵庫県 竹内マネージメント株式会社 6140001013519
太陽光発電パネル洗浄での革新的サービスでＣＯ２削減と省力化を
実現

株式会社みなと銀行

1495 R128130112 近畿 兵庫県 藤本水産株式会社 7140001085334 チルド釜揚げしらすの商品開発と新たなサプライチェーンの構築 兵庫県商工会連合会

1496 R128130113 近畿 兵庫県 富士高速印刷株式会社 1140001061357 製本工程の改革で生産体制を再整備し企業価値向上を目指す 兵庫県商工会連合会

1497 R128130114 近畿 兵庫県 有限会社高田工業所 9140002007509 新幹線用金属部材の画像認識検査システムによる事業強化 株式会社ゼロプラス

1498 R128130116 近畿 兵庫県 中村工業株式会社 8140001009812 溶接自動化による鉄道ブレーキ用エアタンクの増産体制の構築 株式会社ゼロプラス

1499 R128130117 近畿 兵庫県 ひろ歯科クリニック 05AEBFC7
口腔内３Ｄスキャナー導入による顧客満足度の向上と自費診療比率
の向上

税理士法人FIA

1500 R128130118 近畿 兵庫県 株式会社ＡＣＳ　Ｖｅｔ 2140001125532 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

1501 R128130120 近畿 兵庫県 豊和プレス D51F6A38 プレス工程の刷新を通じた生産効率の向上、競争力優位の強化

1502 R128130124 近畿 兵庫県 株式会社Ｉｎｔｅｇｒａｌ　Ｇｅｏｍｅｔｒｙ　Ｓｃｉｅｎｃｅ 7120903001200 都市に溶け込む最新ウォークスルーチェックシステムの開発

1503 R128130125 近畿 兵庫県 株式会社リプラス 3140001122198 淡路島玉ねぎを使用した「オニオンリング」製造の内製化 兵庫県商工会連合会

1504 R128130128 近畿 兵庫県 アトリエブリゼ株式会社 5140001114202 無添加冷凍プリンによる生産性向上と回復型賃上げ事業

1505 R128130129 近畿 兵庫県 有限会社寺田モータース 8140002043703 デジタル技術の活用により自社ブランドのバイクパーツを展開する 株式会社フラッグシップ経営

1506 R129130003 近畿 奈良県 株式会社エコノレッグ 4150001015268
高齢者向け弱段階着圧で新マルチスティッチ編みの医療用靴下を開
発

水上　和之

1507 R129130006 近畿 奈良県 上田化学工業株式会社 9150001009232 再生プラスチックの革新的量産技術の構築と企業連携プロジェクト 大和信用金庫

1508 R129130007 近畿 奈良県 ひらかわファミリー歯科 E6163E05 口腔スキャナー・歯科レーザーを用いた歯科医療の生産性向上計画

1509 R129130008 近畿 奈良県 株式会社白雪 3010001213150 蚊帳生地ふきんの新素材との複合化と用途開発による海外展開事業
公益財団法人奈良県地域産
業振興センター

1510 R129130009 近畿 奈良県 株式会社Ｔｈｉｎｋｅｒ 9120001248238 近接覚センサーの生産性向上に向け、改善量産装置を導入する

1511 R129130010 近畿 奈良県 株式会社ＳＨＩＮ‐ＪＩＧＥＮ 7150001025520 超軽量コンパクトな自宅用筋トレ機材（ＣＷＧ）の開発

1512 R129130011 近畿 奈良県 株式会社山崎屋 6150001002487
竪型袋詰真空包装機の導入による、奈良漬の個包装ニーズへの対
応と高付加価値化事業

一般財団法人 南都経済研究
所

1513 R129130012 近畿 奈良県 株式会社シャープ工業所 4150001004907
業務用送風機製造の生産能力拡大と省エネ化および脱炭素化の実
現

ひまわり経営サポート株式会
社

1514 R129130013 近畿 奈良県 久保産業株式会社 1122001002417
ニーズの多様化が広まる精密板金加工に対する多品種少量生産の
確立

大阪シティ信用金庫
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1515 R129130014 近畿 奈良県 明日香運送株式会社 4150001010269 新建設倉庫内での作業機械化推進による新規顧客開拓事業 奈良県商工会連合会

1516 R129130015 近畿 奈良県 株式会社新高和 9150001017730 リサイクルマシンメンテナンスのトータルプラットフォームの構築

1517 R129130016 近畿 奈良県 堀内印刷株式会社 2150001013397 高付加価値印刷とＷＥＢ受注システム構築による競争力強化

1518 R129130017 近畿 奈良県 魚谷鉄工株式会社 9150001015404
最新型マシニングセンタの導入による新製品発売のための生産工程
改善計画

1519 R129130021 近畿 奈良県 株式会社中本酒造店 4150001018072 海外コンクール最高賞の日本酒の、大量生産体制構築と多言語対応

1520 R129130022 近畿 奈良県 山岡自動車株式会社 6150001010028 スマート車検対応機器導入による効率化と営業への活用 税理士法人Ｂｅｓｏ

1521 R129130023 近畿 奈良県 有限会社大岡製作所 4150002008527 鋳造メ－カ－とタッグを組み世界需要のある金属加工に挑戦。
公益財団法人奈良県地域産
業振興センター

1522 R129130024 近畿 奈良県 うがつ C3A264A3 ＣＮＣルーター導入と見積システム構築により建築業界を救う 税理士法人和

1523 R129130025 近畿 奈良県 井前建設株式会社 7150001009218 １９２万点群データ・モバイルマッピングによるＡＩ測量の新展開
ＨＴＭコンサルティンググルー
プ株式会社

1524 R129130026 近畿 奈良県 株式会社エール 7150001018870 美容院による最新機器を使った医療美容サービスの生産性向上 山本　文則

1525 R129130028 近畿 奈良県 杉山ニット工業 2BABC668 世界最高峰の綿糸を使用し、日本一の究極の靴下を量産化する。

1526 R129130032 近畿 奈良県 株式会社創喜 2150001019601
機能性ローゲージ５本指靴下の新開発による商品ラインナップの多様
化

1527 R129130035 近畿 奈良県 天理技研株式会社 4150001006606 ドローンレーザー測量で生産性向上と３Ｄ土木建設への対応力強化

1528 R129130036 近畿 奈良県 株式会社三宝農林 8150001008656 山林・農地の３次元化データ作成とデータに基づく農薬・肥料散布 長井　寿郎

1529 R129130038 近畿 奈良県 株式会社三輪そうめん大手 8150001009992 急増する備蓄食材需要に対応！乾麺ピロー包装の自動化とＤＸ推進 株式会社ダイワマネジメント

1530 R130130001 近畿 和歌山県 株式会社ＧＡＲＡＧＥＭＩＮＤ 6170001016279 自動車整備設備を追加導入することによる業務効率化の確立

1531 R130130003 近畿 和歌山県 帝国イオンＴＥＣＨＮＩＣＡＬ株式会社 8170001016632
高精度ベアリング金型の不良率低減と工程の自動化による顧客満足
度向上計画

シェアビジョン株式会社

1532 R130130005 近畿 和歌山県 民宿マルキ 506D7450 「仕出しのマルキ」復活に向けた量産体制再整備と洋食への挑戦

1533 R130130007 近畿 和歌山県 有限会社高橋木材運輸 8170002000024
ドローンを活用した苗木運搬サービスで造林推進・カーボンニュートラ
ルに貢献する

1534 R130130008 近畿 和歌山県 株式会社木下染工場 2170001011283 染色技術とホールガーメントを融合させた、高付加価値商品の開発 和歌山県商工会連合会

1535 R130130012 近畿 和歌山県 合同会社ラクンカ 6170003001502 就労支援事業会社との協業事業用セントラルキッチン整備 株式会社RAD

1536 R130130013 近畿 和歌山県 株式会社サン技研コンサルタンツ 5170001008673 河川整備の測量調査サービスの展開

1537 R130130014 近畿 和歌山県 田辺自動車整備協同組合 2170005003566 自動車検査に伴う時間短縮による顧客へのサービス提供事業

1538 R130130017 近畿 和歌山県 紀陽ダイキン空調株式会社 7170001000926 基幹システム更新による販売及び在庫管理の業務プロセスの強化

1539 R130130019 近畿 和歌山県 株式会社日高新報社 2170001010145 電子新聞を導入し、生産性向上と新規顧客の拡大を実現する 水城　実

1540 R130130020 近畿 和歌山県 株式会社今村 8170001016921 新たな農業のビジネスモデルである賃干し事業を開始する 和歌山県商工会連合会

1541 R131130003 中国 鳥取県 有限会社ヤマナカ 2270002009259
未利用魚のデリカ商品を消費者に届ける革新的な仕組みでＳＤＧｓに
貢献

米子信用金庫

1542 R131130005 中国 鳥取県 境港センター冷蔵株式会社 5270001003788 魚の選別作業機械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

1543 R131130007 中国 鳥取県 株式会社新興螺子 7122001014381
ＥＶ向け最新高性能・回生協調ブレーキ部品を開発・製造し、自動車
電動化推進に寄与、温室効果ガス削減に貢献する

1544 R131130008 中国 鳥取県 株式会社国英製作所 1270001002240
製造業の国内回帰に備える価格競争力・企業体力強化の為の増産
計画

公益財団法人鳥取県産業振
興機構

1545 R131130009 中国 鳥取県 植田漁具株式会社 1270001002026 釣り人に向けた新製品づくり・生産体制の確立・新規設備の導入 鳥取県商工会連合会

1546 R131130010 中国 鳥取県 株式会社田中組 1270001000995 移動式回転選別機導入による改良土製造の生産効率向上 鳥取県商工会連合会

1547 R132130003 中国 島根県 有限会社ヒラオカ 4280002005899 屋内点検ドローンによる新市場の開拓及びブランド価値の向上 藤井　亮二

1548 R132130007 中国 島根県 山善商会有限会社 7280002002423 店舗ＤＸ化による業務効率化とオペレーション標準化

1549 R132130008 中国 島根県 株式会社プラテックヤマヨシ 2280001000639
物価高騰、円安などによる生産リスクを踏まえた県内完結のサプライ
チェーン構築計画

1550 R132130009 中国 島根県 株式会社元重製陶所 9280001004625 おろし器セラミック刃の製造効率向上と、刃の鋭さ向上

1551 R132130011 中国 島根県 株式会社雲南共同生コン生産会社 5280001005718 高流動コンクリートの製造着手による主要都市の民間工事獲得 株式会社アルマ経営研究所

1552 R132130012 中国 島根県 株式会社Ａ－テクニカル 3280001008045 培ってきた装置製作技術を食品製造分野へ展開し、地域経済へ貢献 株式会社鳥取銀行

1553 R132130013 中国 島根県 有限会社木村鉄工所 3280002007095 付加価値向上及び生産性向上のため生産管理のデジタル基盤構築

1554 R133130003 中国 岡山県 有限会社岡山重工 2260002001745 職人技の繊細加工技術を対話型ＮＣ旋盤で生産性向上と技能承継

1555 R133130004 中国 岡山県 サトウ機工株式会社 1260001013503
高効率溶接工事の開始によるグリーンエネルギー発電プラントメンテ
ナンス需要等への対応強化

水島信用金庫

1556 R133130005 中国 岡山県 有限会社サンライズ 1260002004617
自動供給搬送装置付き高周波ウエルダー機開発で省人化と増産増
収を実現

水上　和之

1557 R133130006 中国 岡山県 株式会社マコト 7260001006162
土工・土木構造物工事の総合的ＩＣＴ対応のための高度３次元工事測
量

株式会社伊予銀行

1558 R133130007 中国 岡山県 津山宇部生コンクリート株式会社 5260001019959 品質の高度化による受注増加と練り混ぜ工程・洗浄工程の効率化 株式会社鳥取銀行

1559 R133130009 中国 岡山県 同前鉄工株式会社 9260002015755 溶接ロボット・測定機の導入による品質保証・生産性の向上

1560 R133130011 中国 岡山県 株式会社Ｌｉｆｅ　ｉｎｄｅｘ 5260001036302 独自架電管理システム構築による生産性及び顧客満足度向上 おかやま信用金庫

1561 R133130014 中国 岡山県 中村建設株式会社 6260001018910 ドローン３次元データを活用したシステム建築のワンストップ施工

1562 R133130015 中国 岡山県 香北林業有限会社 4260002028274 小規模民有林の循環型林業を実現し地域の森づくりに貢献する取組 株式会社中国銀行

1563 R133130016 中国 岡山県 ゼノー・テック株式会社 4260001003757 ＡＷＣ導入による加工効率改善と新分野への対応体制の構築

1564 R133130017 中国 岡山県 スリーコウ株式会社 1260001018881 アスファルト舗装の新工法「ストリートプリント」事業への参入 白川　英孝

1565 R133130018 中国 岡山県 株式会社ビー・ビー・エー 9260001010609
高騰する建設資材単価及び供給コストを抑制するための製造体制の
確立

岡山県商工会連合会

1566 R133130020 中国 岡山県 有限会社白井建設 6260002031383
環境負荷を抑えた止水工法実施のための機材導入と生産性向上事
業

岡山県商工会連合会

1567 R133130021 中国 岡山県 株式会社リゾーム 8260001007044 プロレベル講師とユーザーを繋ぐ習い事検索サービスの開発

1568 R133130022 中国 岡山県 有限会社一徳鋼業 3260002015736 Ｈ形鋼開先加工の内製化と一次加工需要への対応 岡山県商工会連合会

1569 R133130024 中国 岡山県 松陽産業株式会社 1120001043902
ＩｏＴを活用したパンチングラインよる生産性向上と作業者の省力化の
実現。

横山　昌司

1570 R133130026 中国 岡山県 平賀運送株式会社 7260001005643 製造部門の強化による運送部門とのシナジー効果の向上 株式会社アルマ経営研究所

1571 R133130027 中国 岡山県 株式会社山陽アルミ 4260001008715 加工段取り削減による食品製造設備部品の多品種ロット生産の強化 株式会社ゼロプラス

1572 R133130028 中国 岡山県 株式会社フジワラケミカルエンジニアリング 4260001014606 大型・複雑化する半導体の製造ニーズに応える最新ルーターの導入

1573 R133130029 中国 岡山県 株式会社ジャパンブルー 8260002022158 高付加価値アパレル商品の生産体制整備による欧州市場本格展開 株式会社アルマ経営研究所

1574 R133130031 中国 岡山県 リサイクルストアあかつき 85802370 中古品マルチチャネル販売の為の基幹システム導入による経営革新 有限会社えんがわ

1575 R133130034 中国 岡山県 倉敷青果株式会社 2260001035091 業界最長クラスの消費期限実現による「カット野菜」の販路拡大！

1576 R133130035 中国 岡山県 株式会社アドプロセス 7260001018141
ガーメントプリンター等導入によるアパレルデジタル捺染市場への対
応強化

井原商工会議所

1577 R133130037 中国 岡山県 ヒルタ工業株式会社 8260001018512 検査データの客先要求及び時間短縮による品質保証の信頼性向上

1578 R133130038 中国 岡山県 株式会社吉備長食品 6260001002006 フードロス削減のための消費期限の長期化への挑戦 株式会社香川銀行

1579 R133130040 中国 岡山県 有限会社もとや 8260002021671 日本のご当地豆腐店おからの菓子製造による事業展開 児島商工会議所

1580 R133130041 中国 岡山県 株式会社総建コーポレーション 3260001006752 若手技術者と当社の強みを活かすためのＩＣＴ施工
岡山県経営コンサルタント事
業協同組合

1581 R133130044 中国 岡山県 株式会社協壱 4260001027475 橋梁更新工事に資する鉄筋加工の大幅な生産性・品質向上計画

1582 R134130003 中国 広島県 株式会社シトラスラボ 6240001051954 急速冷凍庫導入で、労働集約型食材加工業から食品メーカーに転換 広島県商工会連合会

1583 R134130009 中国 広島県 ユダ木工株式会社 7240001028258 国産材の木製ドア製造における不良率低下と加工効率の向上 シェアビジョン株式会社
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1584 R134130012 中国 広島県 株式会社かみがいち 1240001054763
ペットの口腔内ケアから診断及び手術までを一貫して対応する新サー
ビスの提供

シェアビジョン株式会社

1585 R134130013 中国 広島県 株式会社中村工業 8240002028090 高強度化した粉砕機製作の短納期化による国内回帰需要への対応 シェアビジョン株式会社

1586 R134130014 中国 広島県 有限会社楠本鉄工 3240002040315
バンドソーマシンとインバータオート溶接機導入による溶接製品生産
体制の確立、増産及び納期短縮

しまなみ信用金庫

1587 R134130015 中国 広島県 株式会社アルコ技術コンサルタント 4240001000616 世代交代の実現と取引先を獲得する河川点検調査業務への参入 川上　正人

1588 R134130016 中国 広島県 福德技研株式会社 3240001010277
分離回収型ブラスト工法の導入による生産性向上と競争力強化の実
現

株式会社エム･アイ・シー・コン
サルティング

1589 R134130017 中国 広島県 有限会社智谷組 9240002010353 建設機械の導入による安全性と生産性を同時に追求する体制構築

1590 R134130018 中国 広島県 株式会社馬上酒造 9240001058625 日本酒醸造の圧搾作業のデジタル化による生産性向上計画 シェアビジョン株式会社

1591 R134130019 中国 広島県 升萬食品有限会社 5240002015488 ＤＸで生産性を向上させ広島から全国へ 賀川　将彦

1592 R134130020 中国 広島県 有限会社徳本組 7240002011213 自社設備の破砕力向上・社内体制刷新による短工期化等の実現 井上　拳

1593 R134130022 中国 広島県 株式会社荒谷商会 1240001029113 革新的クラウド対応型全社生産管理デジタル化システム

1594 R134130025 中国 広島県 株式会社ヒロコージェットテクノロジー 4240001026470 三次元測定機能付大型加工機械導入による製造プロセスと品質改善

1595 R134130026 中国 広島県 扶桑工業株式会社 1240001038477 ＮＣフライス盤を導入し、生産効率改善による利益率向上への取組

1596 R134130027 中国 広島県 四季乃家　彩蔵 50995E46 ＥＣ事業強化に必要な調理工程生産性向上のための厨房機器導入 広島県商工会連合会

1597 R134130028 中国 広島県 土地家屋調査士　山中匠　事務所 39A8FA54
レーザースキャナーを活用した都市部でも有効な効率的な測量の実
施

吉元秀樹

1598 R134130029 中国 広島県 広島ガス高田販売株式会社 8240001024801 「住」企業発「衣・食」複合化による中山間地域の暮らし応援事業 山根　敏宏

1599 R134130030 中国 広島県 有限会社西田工業 7240002012129
新販路開拓に必要な高精度、短納期化実現のための生産工程自動
化

広島県商工会連合会

1600 R134130031 中国 広島県 株式会社アスクエイツ 4240001054612 ３Ｄスキャナー導入で自社製品の製造強化とスキャン事業の開始 広島県商工会連合会

1601 R134130037 中国 広島県 株式会社ＭＯＲＩＭＯＴＯ 5240001041980 システム足場導入による吊足場工事の付加価値上昇を図る

1602 R134130039 中国 広島県 株式会社Ｓｔｏｒｙ　Ａｇｅｎｔ 5020001136860 クラフトビール製造において製造量と品質で県内トップを目指す 広島県商工会連合会

1603 R134130040 中国 広島県 株式会社こうじば動物病院 3240001055025 先端デジタル技術を活用した診療領域の拡大と医療体制の整備 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1604 R134130041 中国 広島県 安佐北モータース株式会社 8240001042852
整備受入台数の増加と従業員の安全性強化につながる自動車整備
用リフトの導入

広島信用金庫

1605 R134130043 中国 広島県 株式会社ヒロマイト 5240001010085 初の医薬部外品高濃度炭酸シートマスクによる炭酸化粧品事業展開

1606 R134130044 中国 広島県 大幸産業株式会社 8240001054253 新型解体機の導入により生産性の向上及び雇用の増大を実現する 株式会社中国銀行

1607 R134130045 中国 広島県 有限会社安浦プレス 5240002035206
最新の革新的マシニングセンタ導入による高精度切削加工の生産性
向上

広島県商工会連合会

1608 R134130050 中国 広島県 株式会社第一総合エンジニア 5240001005762 レーザードローン測量の導入で防災事業を強化し地域の安全に貢献

1609 R134130051 中国 広島県 有限会社ＢｌｏｏｍＦｌｏｗｅｒｓ． 4240002046237 美容サロン経営者向けオンライン動画講座プラットフォーム事業

1610 R134130052 中国 広島県 株式会社ヴィレッジホーム光末 6240001035346 ＩＣＴを活用した革新的田植機の導入による米生産・販売の高度化

1611 R134130054 中国 広島県 株式会社ニシキンテック 9240001008225 アルミ手すり製造・施工管理業の業務ＤＸ化による事業の拡大

1612 R134130056 中国 広島県 株式会社クローバー 5240001054074
歯周病から口腔腫瘍まで安全かつ正確に治療する動物病院への進
化

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1613 R134130057 中国 広島県 株式会社海田ハダ動物病院 1240001037165 広島県で唯一の循環器外科を実施できる機関病院へ 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1614 R134130058 中国 広島県 株式会社ユニックス 2240001012175 少部数印刷対応と生産性向上のための一発見当合わせ技術の開発

1615 R134130060 中国 広島県 尾道産業株式会社 1240001037900 工数削減、技術習得短縮！最新横中ぐり盤導入による生産性向上

1616 R134130062 中国 広島県 株式会社山口製作所 1240001024840 大型製缶品の溶接自動化による生産性向上への取組 株式会社ゼロプラス

1617 R134130064 中国 広島県 有限会社ＡＳＡ．Ａ．Ｈ． 5240002024720 業界初の獣医療特化型のオーダーシステムを開発 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1618 R134130067 中国 広島県 株式会社カストムインダストリー 9240001037991 材料費・物価高騰を克服し半導体分野・橋梁改修分野への進出事業

1619 R134130073 中国 広島県 株式会社灰田商会 5240001008781 アッセンブリ工程の機械化による生産性向上と受注拡大計画 株式会社　Gサポート

1620 R134130076 中国 広島県 広島駅前泌尿器科クリニック F540613C
医療現場のデジタル化を推進し、県内で唯一のウロギネ科の機能強
化

1621 R134130077 中国 広島県 株式会社ＦＯＲ　ＳＴＡＮＤ 6240001053323 貸しスペース運営の業務フローデジタル化

1622 R134130079 中国 広島県 株式会社尚和包装工業 1240001034278 高機能な印刷機の導入による消費者向け包装資材の受注拡大 株式会社　Gサポート

1623 R134130080 中国 広島県 福山キッチン装飾株式会社 9240001032679 キッチン塗装扉の乾燥工程効率化を実現し、低炭素社会に貢献する 株式会社ダイワマネジメント

1624 R134130081 中国 広島県 株式会社ニシカイチ 7240001019331 高性能機械を導入することによる生産性向上と労働環境の改善計画 株式会社　Gサポート

1625 R134130085 中国 広島県 株式会社椿き家 8240001039931 情報インフラの整備・拡充を行い、業務効率の向上を図る

1626 R134130086 中国 広島県 平井興産株式会社 8240001027218 生コンクリート製造を効率化し安定的な製造・供給機器導入事業

1627 R134130087 中国 広島県 株式会社西井製作所 1240001008315
広島の伝統工芸品「銅蟲」に受け継がれた銅細工と最新加工技術を
融合させた新商品開発

1628 R134130088 中国 広島県 丸天産業株式会社 6240001032211 セパレータ不使用の環境配慮型製品の製造工程確立及び受注拡大 株式会社　Gサポート

1629 R135130002 中国 山口県 株式会社ヤロン・ソーイング 3120001036706 縫製工程の革新と新たな生産工程の構築による、生産・売上の拡大

1630 R135130003 中国 山口県 Ａｉｌｅ　Ｒａｐｐｏｒｔ 746F7F9D 高性能オーブン導入による魅力的な新商品を世の中へ 山口県商工会連合会

1631 R135130004 中国 山口県 ブルーワールド 6E517891 ダイビング空気ボンベ破裂事故ゼロを目指す容器再検査への参入

1632 R135130005 中国 山口県 有限会社椙八商店 3250002013195
選別機の導入により、ちりめんの高品質化と生産量増大を実現し売
上拡大・販路拡大

1633 R135130007 中国 山口県 株式会社大島商会 1250001012687 地域最速・最高品質の整備体制による革新的短納期サービスの実現 齊藤　啓太

1634 R135130008 中国 山口県 有限会社福田犬猫病院 1250002001342 デジタル技術の活用で重度疾患を院内完結で治療できる動物病院へ 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1635 R135130009 中国 山口県 岡本産業株式会社 9250001009420
スイス式複合旋盤導入による長尺加工品の工程集約生産体制の構
築

1636 R135130010 中国 山口県 有限会社みかみ 9250002019864 癌治療に特化した１．５次診療施設の実現で山口のペットを救う 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1637 R135130014 中国 山口県 加藤歯科医院 DC614F4A ＩＣＴ利活用による歯科医療サービス高度化で生産性向上 株式会社トモデザイン

1638 R135130015 中国 山口県 合同会社なつ動物病院 3250003001991
腹腔鏡を用いた低侵襲かつ安全な手術を提供できる動物病院への進
化

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1639 R135130016 中国 山口県 有限会社ワールド動物病院 3250002017213 デジタル技術を活用し西日本随一の尿路結石の治療体制を確立する 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1640 R135130017 中国 山口県 株式会社マルニ 1250001010105 ドローン導入による３次元測量の高付加価値化と生産性向上 齊藤　啓太

1641 R135130018 中国 山口県 株式会社ＲＡＩＺＩＮ 2250001016984
作業者の稼働率を最大化するためのスケジュール管理システムの構
築

1642 R135130020 中国 山口県 株式会社Ｊ－ＴＥＣ 9250001009643 床版特化はつり装置導入による飛躍的生産性向上計画 齊藤　啓太

1643 R135130021 中国 山口県 ベンドサービス株式会社 6250001003582 マーケティング自動販売機の展開による自社単独収益事業の確立

1644 R135130022 中国 山口県 周南クォーツ株式会社 3250001010689
大型電気炉の導入による生産性の向上と新規販路開拓と雇用の創
出

山口県商工会連合会

1645 R135130024 中国 山口県 山中　健生 02DC4B1C 製造過程の衛生面強化に向けた機械導入よる商品の付加価値向上 山口県商工会連合会

1646 R135130025 中国 山口県 有限会社周南テクノ 8250002014825
新設備導入で加工技術の高度化、品質の向上による事業拡大を実
現

1647 R135130026 中国 山口県 株式会社ＭＹメカニカル 1250001019336 ドローン等によるスマート農家化で顧客の出荷増加需要に応える

1648 R135130029 中国 山口県 有限会社いづみプリンテイング 9250002000147 デジタル両面印刷機導入による生産性向上及び小ロット受注の拡大 小林　昭康

1649 R135130031 中国 山口県 長野板金工業 49D7D56D 役物製造工程の内製化による建築工事業務のワンストップ化

1650 R136130002 四国 徳島県 有限会社木村組 5480002009904 小規模ＩＣＴ化による受注機会の拡大・生産性向上 徳島県商工会連合会

1651 R136130003 四国 徳島県 有限会社ヒルマ自動車整備工場 6480002015760 検査業務効率化設備の導入による円滑な事業継承の実現
特定非営利活動法人　四国ス
テップアップ・コンサルティング

1652 R136130005 四国 徳島県 フォークリフトサービス四国株式会社 2480001011475 設備導入で顧客満足度向上による経営革新事業 阿南信用金庫
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1653 R136130008 四国 徳島県 町田潜水 11B63199 最新のエンジンの導入により、商圏の拡大と生産性を向上させる取組 鍛　昌志

1654 R136130009 四国 徳島県 株式会社おおしま動物病院 3480001006268
獣医療における検査・治療をＤＸ化することでがんと口腔疾患の専門
的医療を実現

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1655 R136130011 四国 徳島県 有限会社リフレッシュ阿南 8480002013861 最新廃プラ破砕設備導入による循環型社会の実現 株式会社徳島大正銀行

1656 R136130013 四国 徳島県 株式会社いまじ 5480001006605 製造工程の生産性向上による競争力の強化 株式会社四国銀行

1657 R136130014 四国 徳島県 グランド印刷株式会社 3480001000584
デジタル連動型印刷サービスの提供を通じた営業・生産プロセスの変
革

株式会社コムラッドファーム
ジャパン

1658 R136130015 四国 徳島県 桂明男 E4040325 デジタルを活かした設備を導入し、生産性向上及び販路拡大事業 徳島信用金庫

1659 R136130016 四国 徳島県 株式会社グリラス 6480001010688 コオロギを用いた持続可能な動物性タンパク質の量産システム構築

1660 R136130017 四国 徳島県 福山印刷株式会社 4480001007109 「最短即日×環境負荷軽減」新サービスによる法人顧客の事業支援 徳島県商工会連合会

1661 R136130018 四国 徳島県 株式会社宮崎椅子製作所 8480001005190 木製椅子用隅木製造装置の導入により安全性と生産性向上を図る

1662 R136130019 四国 徳島県 株式会社だいいち水産 4480001010293 生鮮強化型ディスカウンター向けお寿司等食品の供給体制構築事業 廣瀬　和広

1663 R136130020 四国 徳島県 株式会社迅翔興業 3480001010237 設備導入による作業の省人化と商圏の拡大

1664 R136130022 四国 徳島県 美味フーヅ株式会社 2480001008728 顔の見える原材料を用いた惣菜×生ドレッシングの供給体制の構築 徳島県商工会連合会

1665 R136130024 四国 徳島県 サポート株式会社 7480001010010 ３次元測量導入による測量業務プロセスの改善と生産性向上 徳島信用金庫

1666 R137130002 四国 香川県 ジャスティン株式会社 1500001014815 最新型ウォーターカッター導入によるシール材安定供給の実現 株式会社四国銀行

1667 R137130003 四国 香川県 有限会社明日香設計 1470002014628 ３次元点群高速編集ツール導入による労働生産性向上・働き方改革 高松信用金庫

1668 R137130007 四国 香川県 株式会社平和板金工業 5470001014625 最新金属板加工機導入による高品質かつ迅速なダクト製品の提供 株式会社香川銀行

1669 R137130008 四国 香川県 有限会社宮山モータース 7470002019349
車検整備効率化による設備導入で次世代型の自動車整備業を目指
す

1670 R137130011 四国 香川県 創麺屋株式会社 9470001012393 輸出用冷凍そうめんの開発と生産設備の近代化 株式会社百十四銀行

1671 R137130013 四国 香川県 ２２４ワイナリー株式会社 3470001018693 生産量の拡大と商品ラインナップ拡充に向けた生産体制の構築

1672 R137130014 四国 香川県 清水木材株式会社 9140001019100 ３軸加工機の導入による木造住宅パネル用材木の生産性向上 株式会社百十四銀行

1673 R137130016 四国 香川県 オクト設計 2F8125BD ＩＣＴ技術の導入による施工管理業務の効率化及び収益性向上 福島　直哉

1674 R137130017 四国 香川県 川崎化工株式会社 8470001010373
全自動キャップ検品・箱詰システム導入による、生産効率・収益性改
善プロセスの構築

株式会社中国銀行

1675 R137130022 四国 香川県 株式会社総合開発 2470001002368 温室効果ガスの排出削減に資するプレキャストコンクリートの開発 株式会社百十四銀行

1676 R137130023 四国 香川県 株式会社かねすえ 2470001001106 全国に和菓子を届けるために包装能力を拡大する事業

1677 R137130024 四国 香川県 有限会社赤澤鋼業 1470002014594 高性能鉄筋切断機導入による生産性の向上と新規顧客の獲得 折原　麻衣子

1678 R137130025 四国 香川県 有限会社槙塚鉄工所 5470002006266 自社開発鉄製アウトドア製品生産工程での折り曲げ加工機械導入

1679 R137130027 四国 香川県 株式会社ラブ・ラボ 1470001004274 最先端水性自動印刷設備導入による革新的な製造体制の構築 清水　謙伍

1680 R137130030 四国 香川県 株式会社オーキッド 3470001005213 国内生産需要の高まりに対応する先端設備導入計画 株式会社百十四銀行

1681 R138130004 四国 愛媛県 株式会社渡辺建設 7500001012573 衛星測位情報によるマシンガイダンス施工で土木工事の生産性向上

1682 R138130005 四国 愛媛県 有限会社高橋測建 9500002014303 ３次元レーザードローンによる効率的な測量業務により生産性向上

1683 R138130007 四国 愛媛県 株式会社林鐵工所 3500001003361 溶接ロボットシステム導入による生産性向上と労働環境の整備 株式会社山口銀行

1684 R138130010 四国 愛媛県 有限会社山内陸送 4500002007022 受注管理システムの刷新によって車両運搬業務の大量受注を実現！ 株式会社ｂｔｏｂｅｅ

1685 R138130011 四国 愛媛県 渡辺建設株式会社 3500001014945 マシンガイダンスショベルのＩＣＴ施工による建設現場のＤＸ実現 株式会社ＭＭパートナーズ

1686 R138130013 四国 愛媛県 株式会社メディカルバックス 2500001022239
デジタルと歯科技工妙技の融合強化、当社がモデルとなり愛媛の歯
科技工を変革

1687 R138130015 四国 愛媛県 有限会社オガタ技研 9500002012637
５軸複合加工機導⼊による真空配管部品の高精度化・生産性向上の
取組み

株式会社伊予銀行

1688 R138130016 四国 愛媛県 株式会社日の出都市開発 4500001019613 木造家屋解体から鉄筋コンクリート解体の受注増のための設備投資 岡本　悠己

1689 R138130017 四国 愛媛県 有限会社猪野建設 5500002024058
過疎化が進む山間部におけるＩＣＴ施工による安全な施工体制の確立
と生産性向上

税理士法人後藤会計事務所

1690 R138130018 四国 愛媛県 クリーンメカニカル株式会社 5500001009547 溶接機（ＰＯＬＹＳＯＵＤＥ　ＴＩＧ自動溶接機　Ｐ４）導入
株式会社西条産業情報支援
センター

1691 R138130019 四国 愛媛県 株式会社矢野正建設工業 3500001009152
ＩＣＴ活用工事を社内標準化して、公共工事の受注拡大を図る設備導
入

株式会社伊予銀行

1692 R138130020 四国 愛媛県 有限会社トーヨーカッター 9500002015466 エアー鉋での木材再生技術を使った地域文化財の復元・再生事業 株式会社伊予銀行

1693 R138130021 四国 愛媛県 株式会社小倉精工社 1500001022355 立型マシニングセンタ導入で半導体製造装置の超高精度部品を製造 森田　正雄

1694 R138130029 四国 愛媛県 有限会社宇野企画 7500002021417 低侵襲治療機器導入による腫瘍診療体制の構築 川之江信用金庫

1695 R138130030 四国 愛媛県 共立工業有限会社 1500002020523 端曲げ加工技術の横展開による生産性・効率性ＵＰ計画

1696 R138130031 四国 愛媛県 大谷総業株式会社 2500002008815
足場組立の省工数化による、生産プロセス改善を目標とした設備導
入

1697 R138130032 四国 愛媛県 株式会社ヤツヅカ 1500001004873 プラスチック粉砕機導入によるリサイクルパーツの活用推進 株式会社伊予銀行

1698 R138130033 四国 愛媛県 旺秀塾 E3E930AE 学習時間割作成ソフトで作業効率アップと時間割のクラウド化

1699 R138130034 四国 愛媛県 マルヤス食品株式会社 7500001015774 設備更新で４割超の生産性向上を図り、商圏拡大戦略で経営改善へ 宇和島信用金庫

1700 R138130036 四国 愛媛県 株式会社関西建機工業 3500001001209
機材ケレン機導入による業務効率化及びケレン代行サービスによる
収益力強化

1701 R138130037 四国 愛媛県 株式会社アート・スタッフ 4500001004813 最新鋭ラボ導入による機会損失解消・販路拡大計画と増員計画 木本　康聖

1702 R138130038 四国 愛媛県 株式会社Ｌｉｖｒｅ 5500001023928 タイヤチェンジャー導入による作業効率・環境の向上 株式会社伊予銀行

1703 R138130039 四国 愛媛県 有限会社毎日屋 3500002006256 コロナ禍における安心・安全な衛生クリーニングを再構築する

1704 R138130040 四国 愛媛県 株式会社三光産業 5500001011602
タオルシャーリング加工の縦耳カット工程の自動化による品質・生産
性の向上による売上拡大の実現

1705 R138130041 四国 愛媛県 おかし屋ＳｈａｎＳｈａｎ 8733E3B6 エスプレッソカフェサービス提供による新規顧客獲得 愛媛県商工会連合会

1706 R139130001 四国 高知県 株式会社山崎技研 5490001002090 シーケンサー導入による種苗生産の戦略的かつ持続的な取組み

1707 R139130004 四国 高知県 有限会社藤家 4490002008617
観光客や消費者に向けた高品位和菓子等生産の自動工程による効
率化生産体制の構築

株式会社四国銀行

1708 R139130007 四国 高知県 株式会社岡村文具 7490001000290
小型化・テレワーク化が進むオフィス機器市場に合わせた、自動かつ
一気通貫型の社内基盤システムの構築事業

株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

1709 R139130008 四国 高知県 高知酒造株式会社 1490001005535 新”生酒”開発と国内外に向けた安定供給体制の構築＆販売の拡大

1710 R139130009 四国 高知県 株式会社山本工作所 6490001006322 マシニングセンタ導入による鋼製ジョイントの受注拡大計画 高知県商工会連合会

1711 R139130011 四国 高知県 有限会社高知コンクリートサービス 3490002001408 「コンクリートスラッジ」の産業廃棄物から循環型資源への転換 高知信用金庫

1712 R139130012 四国 高知県 有限会社オリーブ 9490002003571 「高知県産奇跡のオリーブオイル」の販売強化と廃棄物の再資源化 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1713 R139130013 四国 高知県 株式会社古田産業 6490001002040 新製品の開発および既存製品の改良による販路の拡大

1714 R139130014 四国 高知県 有限会社田所建設 2490002012868 ＩＣＴ強化による新たな高品質施工の提供 高知県商工会連合会

1715 R139130015 四国 高知県 ＭＡＸ　ＧＡＲＡＧＥ株式会社 8490001009785
最先端設備を用いたカーディテイリング事業と最新のＡＳＶやＥＶに対
応した自動車整備事業の両軸化の実現

株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

1716 R139130016 四国 高知県 株式会社坂本技研 4490001006555
金属立体造形技術を基にした高付加価値な流体装置部品の製造プ
ロセスの構築

株式会社高知銀行

1717 R139130017 四国 高知県 株式会社ヤスオカ 7490001006321 デジタル技術を活用し院内完結の高度な腫瘍治療体制を構築する 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1718 R139130018 四国 高知県 株式会社吾川興産 8490001005520 業務効率化及び新規顧客開拓による生産性向上実現事業 安岡　和孝

1719 R139130019 四国 高知県 株式会社モンプレジール 5490001007908 包装機の導入による製造量拡大による商品開発と海外販路開拓 高知商工会議所

1720 R139130020 四国 高知県 有限会社細木テント 2490002010608
生産性向上を図る曲線溶着機導入による高付加価値製品の販売強
化

須崎商工会議所

1721 R139130021 四国 高知県 高見商店 90DED305 県外販路開拓のための乾燥機導入 高知県商工会連合会
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1722 R139130022 四国 高知県 有限会社土州建設 2490002012901 小規模建設業によるＩＣＴ施工への革新事業 高知県商工会連合会

1723 R139130023 四国 高知県 有限会社さかわ土木工業 5490002000052 大断面の杭の引抜にも対応できる車載用専用プラントの購入

1724 R140130004 九州 福岡県 有限会社室園精版 6290802013041 新イメージセッター導入による生産性向上と受注機会損失の低減
有限会社マネジメント・オフイ
ス・マスダ

1725 R140130006 九州 福岡県 有限会社引野自動車工場 2290802015090
環境に優しい水性塗装ブース導入による生産性・品質の向上で売上
拡大

橋本　東

1726 R140130008 九州 福岡県 牛浜産業株式会社 5290802018603
人工大理石を用いた光の空間演出効果がある店舗家具および看板
製造事業

経営ビューイング株式会社

1727 R140130011 九州 福岡県 株式会社ナカガワ企画 3290001038446 古材リユースの促進！ＳＤＧｓ　型アンティークパネルの開発

1728 R140130012 九州 福岡県 株式会社ｓｔｕｄｉｏ　ＡＢａｎｔｉ 8290002048563 需要が急増している納骨堂位牌壇の生産性向上と伝統技術の伝承 大川信用金庫

1729 R140130013 九州 福岡県 株式会社デルタ４５５ 3290001026087 中空構造サイディングを用いた出隅製品の高品質化への取り組み

1730 R140130014 九州 福岡県 有限会社ヤマダスピード製版 4290002003902
思わず触りたくなる！デジタル加飾機導入によるプレミアム印刷提供
事業

株式会社北九州銀行

1731 R140130020 九州 福岡県 ナサ工業株式会社 1290001038431 ＡＩとＲＰＡを活用した高生産性板金ＰＤＭシステムの構築

1732 R140130022 九州 福岡県 株式会社ＭＡＲＶＩＣ 3290001091222 福岡県におけるペットへの”救命救急”および”高度医療”の提供

1733 R140130023 九州 福岡県 株式会社エスアンドエス 5290801017192
新素材ＣＬＴを取り入れた「デザイン性＋強度＋エコ」を兼ね備えた内
装リフォーム事業

経営ビューイング株式会社

1734 R140130024 九州 福岡県 白江産業株式会社 8290801005376 杭ナビショベル導入による生産性向上と土木施工のＩＣＴ化 髙村　英子

1735 R140130026 九州 福岡県 中野果実園 C59EE76B 作業効率化機械導入によるドライフルーツ製造・販売計画 齋藤　由宇

1736 R140130028 九州 福岡県 株式会社ハラダ 9290001044141
災害時の復旧にも貢献する農業用フィルムの効率化生産体制および
短納期計画

株式会社筑邦銀行

1737 R140130029 九州 福岡県 株式会社ドリームカンパニー 8290001034969
革新的ウォーターサーバーの開発による高品質な家庭用ミネラル
ウォーターの展開

株式会社ＧＣＡＰ

1738 R140130031 九州 福岡県 株式会社ウエキ産業 6290001052642 国産広葉樹突板を使用したフラッシュ戸の事業化

1739 R140130034 九州 福岡県 有限会社村本建具製作所 5290802015501
コロナ禍に対応した組子細工の和モダンな在宅ワーク空間リフォーム
事業

経営ビューイング株式会社

1740 R140130035 九州 福岡県 株式会社いそのさわ 4290001091353 地域の魅力と顧客ニーズを取込んだ、新ブランド日本酒の製造販売 福岡県商工会連合会

1741 R140130036 九州 福岡県 株式会社池屋 1290001057638
加工機械導入・生産プロセスの改善による冷凍食品・加工食品の生
産体制の整備事業

1742 R140130038 九州 福岡県 株式会社オーガニック認定機構 8290001037988 デジタル技術を活用した新認証サービスの提供 九郎丸　宏一

1743 R140130039 九州 福岡県 株式会社共立 3290801001074 営業管理システム導入による革新的なエクステリア卸売ＤＸの推進 田中　順

1744 R140130040 九州 福岡県 有限会社高田屋 8290002054776 手作業との融合と畳技術の機械化、デジタル活用による生産性向上

1745 R140130041 九州 福岡県 上野産業株式会社 3290801009646
電動ローラー導入及びナイロン製玉掛用具活用による機械据付工事
の効率化と販路拡大

北九州商工会議所

1746 R140130044 九州 福岡県 まさよし歯科医院 D95ABB98
歯医者が苦手な人に朗報！眠っている間に最大６歯の虫歯治療が１
回で完結

1747 R140130047 九州 福岡県 八女紙工有限会社 4290002047701 農業市場参入の為の高速自動製袋機導入 八女商工会議所

1748 R140130048 九州 福岡県 株式会社ＨａＫａＬ 1290001090936 ウィルス検査の実績を活かした家畜向け検査キット開発

1749 R140130049 九州 福岡県 服部印刷株式会社 3290001049427 最新型特殊加工機導入による小規模事業者向け通販サポート事業

1750 R140130050 九州 福岡県 山兼工業有限会社 8290802015548 土木工事ＤＸ化による生産性と安全性の向上 橋本　東

1751 R140130051 九州 福岡県 株式会社日高設備 3290001074202 ダクト製造における生産性向上による原価率低減に係る取り組み 株式会社アライブビジネス

1752 R140130052 九州 福岡県 株式会社オーダーセキュリティ 7290801027396 人材募集管理システム構築と自社サイト運用による求人活動効率化

1753 R140130053 九州 福岡県 遠山貿易株式会社 3290001074788 生簀導入による活魚事業強化

1754 R140130055 九州 福岡県 株式会社エービーシーマーケット 5290001050886 シイタケ・キクラゲ菌床栽培製造販売企画 税理士法人古賀会計

1755 R140130057 九州 福岡県 株式会社鶴元製作所 9290801018212 「溶接レス鋼製パレット」の商品化・生産体制の構築

1756 R140130058 九州 福岡県 うきは名水株式会社 2290001063412
次亜塩素酸水生成装置導入による品質管理の徹底及び生産性の改
善

福岡県商工会連合会

1757 R140130059 九州 福岡県 東洋シャツ製造株式会社 3290001014918 仕事着の多様化に対応したオーダーシャツの生産体制強化

1758 R140130060 九州 福岡県 登本土地家屋調査士事務所 6BFACEE4 高性能の測量機器の導入による測量作業の生産性向上と品質向上 髙村　英子

1759 R140130061 九州 福岡県 株式会社ＣＬＥＲＭＯＮＴ 4290801025238 生産性が高く、人・環境にやさしい次世代型鈑金塗装の実現 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

1760 R140130063 九州 福岡県 アリアケ梱包株式会社 1290001060567 梱包資材へのオンデマンド印刷による顧客満足度向上と売上の拡大 合同会社バリューアップ

1761 R140130064 九州 福岡県 株式会社リュウビ 7290801008702 ５Ｇ環境整備に寄与！５Ｇ関連部材の量産体制構築事業 楠本　拓也

1762 R140130065 九州 福岡県 株式会社ホルツ三貴 8290801011234 生産効率化による大型造作家具の供給量増加への取組 松代　和也

1763 R140130066 九州 福岡県 山本　泰広 A4F125D5 自動包装機を導入することで生産能力が上がり売上拡大する計画

1764 R140130067 九州 福岡県 株式会社ゼロプラス 4290801018885
業務用乾燥機の導入による自社開発製品の本格製造と量産化の確
立

福岡県商工会連合会

1765 R140130068 九州 福岡県 クラフトテック株式会社 7290001082721 デザイン性の高いＬＥＤ照明広告物の品質・生産性向上の取り組み 税理士法人プロネットＮｅｘｔ

1766 R140130071 九州 福岡県 エスビー工業株式会社 7290001000113
環境に悪い塩化ビニル製建築用雨樋の欠点を改善、脱炭素素材の
雨樋の商品化

福岡商工会議所

1767 R140130072 九州 福岡県 株式会社ケイエイチエス 8290001048259 ジルコニアセラミック技工物の内製化・高度化による事業拡大 株式会社フロウシンク

1768 R140130073 九州 福岡県 Ｌｅｗｅｓ　Ｄｅｓｉｇｎ株式会社 6290001093703 ＡＬＴＡ　Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎの導入による受注件数・成約件数の増加

1769 R140130074 九州 福岡県 株式会社ＡＣＬＡ 4290001048163 車椅子・ベビーカーの回送事業におけるシステム開発 福岡　正人

1770 R140130077 九州 福岡県 株式会社佐藤工業 3290801021700 フレア加工機導入による管工事の生産性向上 髙村　英子

1771 R140130078 九州 福岡県 有限会社クボタ創建 4300002009419
ＩＣＴ技術を活用した工事プロセスの効率化による生産性の更なる向
上

1772 R140130079 九州 福岡県 株式会社ＬＩＢ 3290001067899 ハイブリット型チャットボットを利用した予約システムの開発及び導入

1773 R140130081 九州 福岡県 株式会社マホコンサルタント 1290001042499 先端ＩＣＴ測量技術の活用によるプラント管理事業への挑戦
アトムコンサルティング株式会
社

1774 R140130085 九州 福岡県 株式会社ミューズ・ジャパン 1290801025091 ＥＣＯデリバリーに特化したＢｔｏＣＥＣサイトの構築と運営 北九州商工会議所

1775 R140130086 九州 福岡県 有限会社九州ユアール工業 2290002053214 業界初！「ユアールファンデーション」の開発

1776 R140130088 九州 福岡県 株式会社関東製作所 4010601002266 コアバック方式による自動車部品の軽量化・耐久性向上の実現 アイアンドアイ株式会社

1777 R140130089 九州 福岡県 アルドン株式会社 6290801027661 大手が進出困難な小規模高齢者施設へのリネンクリーニングの提供 木附　憲之

1778 R140130090 九州 福岡県 三和金属株式会社 1290801012214
ハイブリッドベンダー導入による厨房用ステンレス排水システム加工
への挑戦

北九州商工会議所

1779 R140130091 九州 福岡県 電機樹脂株式会社 5290001038403 客先ニーズに応える為、新治具による複数部品の同時加工

1780 R140130092 九州 福岡県 株式会社平組 1290001014465 新たな産業廃棄物高度選別システムによるＳＤＧｓ推進事業

1781 R140130096 九州 福岡県 株式会社グラスプ 2290001072487
伝統工芸技術や他素材を組み合わせた自社製「和モダン家具」の直
販

経営ビューイング株式会社

1782 R140130097 九州 福岡県 株式会社ＳＥＫＩ 8290801012752
半導体関連製造装置部品等の加工技術高度化及び生産性向上の取
り組み

1783 R140130098 九州 福岡県 アークメディカルジャパン株式会社 5340001013631 医療施術者向けオンラインセミナープラットフォームの開発事業 合同会社G&N

1784 R140130100 九州 福岡県 Ｒａｉｎｂｏｗ　Ｍｅｔａｌ株式会社 5290001093951 天井クレーンとプレス金型の導入で生産効率・品質・安全性を向上 本田　隆博

1785 R140130103 九州 福岡県 信和工業株式会社 5290001033627 新型ポンプ部品等の加工精度向上及び量産化体制構築への挑戦

1786 R140130104 九州 福岡県 有限会社高木組 1290802020802 杭ナビショベル導入による土木施工の生産性向上と新規人材育成 髙村　英子

1787 R140130105 九州 福岡県 株式会社ジョイフルコーポレーション 3012301001053 調理機器導入によるラーメン店の生産性向上と全店での味の均質化 西岡　隆

1788 R140130106 九州 福岡県 株式会社福岡フーズ 6290001070702 肌の生理活性を促す世界初エラスチン・マイクロニードルの試作

1789 R141130001 九州 佐賀県 株式会社コニシプラスチック 5300001012868 プラスチックの外観検査能力の飛躍的向上

1790 R141130002 九州 佐賀県 株式会社美ＡＬＬ 5300001009526
コロナ禍で閉塞感を感じているシニア層に「若返り」や「幸福感」を与え
るエクセレントヘアサロンの構築

佐藤　健一郎
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1791 R141130005 九州 佐賀県 新生工業株式会社 9300001000316 多品種少量生産を強化し、もっと多品種・もっと短納期・量産対応へ 株式会社フロウシンク

1792 R141130006 九州 佐賀県 株式会社甫木商店 9300001012286 機械導入による完全手作業からの脱却と生産能力の劇的拡大
税理士法人アップパートナー
ズ

1793 R141130007 九州 佐賀県 株式会社Ｃｏｎｎｅｃｔ 6300001011860
職人技をデータ化し業務標準化で生産量増加にてＢｔｏＢ進出で売上
拡大

税理士法人アップパートナー
ズ

1794 R141130008 九州 佐賀県 梅嵜陶磁器生地製造所 319AAF7E 高精度生地生産で差別化　インボイス対応等制度改革を乗り切る 伊万里信用金庫

1795 R141130010 九州 佐賀県 株式会社セリタ建設 7300001004608 セメントを使わずＳＤＧｓに配慮した建築基礎工法の導入プロジェクト

1796 R141130015 九州 佐賀県 株式会社さかえフーズ 3300001006500
転回機で重量物作業改善高齢者女性の活躍促進と明太冷凍商品展
開

宮﨑　正弘

1797 R141130016 九州 佐賀県 有限会社ふるさと倶楽部 8300002010645 工程改善で人材活かしＳＤＧｓ展開プラントベースソーセージ生産 唐津商工会議所

1798 R142130002 九州 長崎県 舘製麺所 52C11020 高級食材『極細手延素麺』製造能力向上による経営力強化事業 長崎県商工会連合会

1799 R142130004 九州 長崎県 株式会社西日本工業 4310001005822 最新型鋸盤導入による「ものづくり」一貫型工場への改革

1800 R142130005 九州 長崎県 株式会社ネックス 5310001005879 強力吸引車で西九州新幹線と九州・長崎ＩＲ等の工事を下支えする
一般社団法人城西コンサルタ
ントグループ

1801 R142130006 九州 長崎県 株式会社イシズミ 8310002008399
長崎県の道路街路整備に向けたコンクリート側溝等の生産効率向上
計画

株式会社エフアンドエム

1802 R142130008 九州 長崎県 太洋技研株式会社 6310001001027
ＵＡＶレーザー測量を活用した現場対応力強化と建設業向け新サービ
スの展開

株式会社フロウシンク

1803 R142130009 九州 長崎県 株式会社山口商店 2310001006112
鉄スクラップの品質向上による電気炉メーカーに対する売上拡大と環
境負荷低減

株式会社エフアンドエム

1804 R142130010 九州 長崎県 株式会社バラストセブン 2310001014107 高精度３Ｄレーザースキャナー購入及び利用による新事業の確立 吉永　正範

1805 R142130014 九州 長崎県 有限会社島原みそ醸造元 4310002017973 顧客需要に応える健康商品復活生産事業

1806 R142130015 九州 長崎県 合同会社ジモビジョン 1310003004222 ＬＥＤ広告業者に向けた動画配信サービスの新転換による業績拡大 北村　亮太

1807 R142130019 九州 長崎県 宮﨑　真吾 6771D776 農薬および肥料を使わない、持続可能な水耕栽培環境の構築

1808 R142130020 九州 長崎県 幸重設工業株式会社 9310001013770
長崎中心部再開発に貢献する杭抜き工事の効率化体制の構築によ
る工期短縮計画

株式会社エフアンドエム

1809 R142130023 九州 長崎県 有限会社松尾鉄筋工業 4310002011613
スポット溶接機導入による先組工法での生産性向上と鉄筋加工製品
卸売りへの参入

1810 R142130025 九州 長崎県 トップアート紙工印刷有限会社 8310002003549 折とカッティング加工による多様な紙製品の印刷ニーズへの対応 長崎県商工会連合会

1811 R142130028 九州 長崎県 株式会社ＬＡｐｌｕｓｔ 6011001127511 製造業者の現状把握と生産性向上を目的としたＡＩカメラの開発

1812 R142130029 九州 長崎県 株式会社草野組 5310001010326 建設発生残土の１００％リサイクルと生産性向上への取組 税理士法人ウィズラン

1813 R142130031 九州 長崎県 マキダイキ工業 3A335B4E
ＳＤＧｓで需要が増加する環境装置の大型部材製作のための設備投
資計画

佐世保商工会議所

1814 R142130033 九州 長崎県 西日本陶器株式会社 1310001006261 ＲＰＡロボ・ＥＤＩ導入〜受発注業務プロセス改善による生産性向上〜

1815 R143130001 九州 熊本県 有限会社コウヤマ 5330002020025 製造工程の省人化と原材料の多様化を図り生産効率の向上

1816 R143130002 九州 熊本県 有限会社松本建設 5330002020181
ＩＣＴ活用による土木工事工程の生産性向上および防災・減災への貢
献

株式会社フロウシンク

1817 R143130005 九州 熊本県 Ｂｅａｄｓ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ株式会社 4330001016743 最新のデジタル設備導入による生産性の向上と売上の拡大 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1818 R143130007 九州 熊本県 ジヤスペック株式会社 2330001009690 ＡＴスイッチの測定時間の短縮と寸法測定の精度向上

1819 R143130008 九州 熊本県 ｋｏｄａｖｉｃ株式会社 9330001021879 早期インフラ復旧への貢献！災害早期対応型測量の開発

1820 R143130009 九州 熊本県 株式会社奥村建設 9330001012779 ＩＣＴ重機とＧＮＳＳ技術の導入による生産性向上と土木工事のＤＸ化 株式会社フロウシンク

1821 R143130010 九州 熊本県 株式会社前田建設 6330001015314
施工プロセスのデジタル化で人手不足解消、施工管理能力向上によ
る売上拡大

株式会社フロウシンク

1822 R143130011 九州 熊本県 メタルクリエイト 2764EB5A ＮＣ制御装置の導入により多能工化を促進し、生産性を向上させる 西田　吉博

1823 R143130012 九州 熊本県 株式会社栄興 6330001014118 ＩＣＴ活用で、専門性の深化・工種の拡張・内製化を一挙に実現！ 株式会社フロウシンク

1824 R143130014 九州 熊本県 有限会社企恵測量設計 6330002030080 ドローン３次元レーザー測量システムの導入による生産性の向上 駒田　裕次郎

1825 R143130016 九州 熊本県 株式会社プレシア 3330001029762
機械導入、新しい通販ツール導入によるドッグフード販売の効率化と
売上拡大

株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

1826 R143130017 九州 熊本県 株式会社アクアライフＫｕｍａｍｏｔｏ 5330001028531 地域課題である地下水を保全するための井戸メンテナンスの高度化

1827 R143130019 九州 熊本県 ＳＵＮＳ　ＤＥＮＴＡＬ 5329A5F8
歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による短納期、製品安定と患者様、
歯科医院の満足度向上の実現

1828 R143130021 九州 熊本県 株式会社東築建設 8330001009272 土木工事のＩＣＴ化による生産性向上と労働環境の向上 株式会社フロウシンク

1829 R143130025 九州 熊本県 日興製作所株式会社 3330001015267 高精度ドリルマシン導入による一次加工ライン強化と生産性向上 熊本県商工会連合会

1830 R143130026 九州 熊本県 土地家屋調査士法人ＩＴｒｕｓｔ 8330005010334
３Ｄレーザースキャナーを活かした土地の境界確認業務の生産性向
上と高付加価値化

浮島　達雄

1831 R143130028 九州 熊本県 株式会社有明測量開発社 3330001000228 ＣＩＭ一体型！山村部における地籍調査の革新的手法の開発 宮川　譲

1832 R143130029 九州 熊本県 株式会社ウッドフィールド 7330001029296 産業廃棄物中間処理施設としての商圏拡大・新規顧客獲得事業 熊本県商工会連合会

1833 R143130033 九州 熊本県 株式会社ライズナー 7330001013382 ＩｏＴ技術を活用した安心・安全な運行ｋ南里システムの構築 赤塚　智哉

1834 R143130034 九州 熊本県 株式会社ウィナーズ 2330001000419 パン製造設備導入による量産化体制の構築及び売上増加計画

1835 R143130037 九州 熊本県 牛深水産株式会社 7330001017342 天草・牛深産鯛のあら炊き商品拡販体制構築事業

1836 R144130002 九州 大分県 菓子処いわまる E57BD6F7 メイプルを用いた新たな和菓子スイーツ等の新製品開発 大分県商工会連合会

1837 R144130003 九州 大分県 株式会社エデンメディアワークス 3320001003041 事業多角化と高品質生産性向上で事業成長のスパイラル化を起こす 株式会社大分銀行

1838 R144130005 九州 大分県 株式会社大分レッカーサービス 3320001014567
ロードサービス提供体制の刷新による増加する事故等への対応強化
計画

株式会社エフアンドエム

1839 R144130006 九州 大分県 えとう印刷 005C29C7
竹田市観光をグッズ提供で支援する当社事業承継を見据えたＤＸ化
事業

1840 R144130009 九州 大分県 長門一磨タタミ総本店 6AE2CA76
縫着の高精度化・高速化に挑戦！フローリングの上に敷く薄畳の製
造・販売

株式会社シャイン総研

1841 R144130010 九州 大分県 有限会社西高産業 2320002017925 油圧配管付ショベルの新規導入による受注領域拡大・生産性向上 株式会社大分銀行

1842 R144130012 九州 大分県 大心産業株式会社 1320001003786
ミートスライサー、３Ｄフリーザー導入によるセントラルキッチンの機能
拡張・生産性向上

株式会社大分銀行

1843 R144130015 九州 大分県 くにみ農産加工有限会社 2320002016217 ＣＬＯＵＤでの事業拡大・地域農業発展とそのブランド化事業

1844 R144130016 九州 大分県 株式会社湯屋の手土産 7320001017269 自動化推進による生産性向上策 株式会社大分銀行

1845 R144130017 九州 大分県 株式会社すえつぐ 6320002010777
癌治療において患畜の身体的負担を最小限にする診療モデルの構
築

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1846 R144130019 九州 大分県 有限会社明石文昭堂 5320002010729 新機種導入による付加価値及び売上利益向上、原価率の削減

1847 R144130022 九州 大分県 有限会社高橋板金 4320002017618 太陽光パネルの高精度分別解体工事とリユース事業

1848 R144130023 九州 大分県 悠伸建設株式会社 9320001013786 新設備導入による生産性向上及び販路開拓事業 大分県商工会連合会

1849 R144130026 九州 大分県 株式会社明光コンサルタント 6320001011082 土木工事におけるＩＣＴを活用した測量設備導入による生産性向上

1850 R144130027 九州 大分県 長江株式会社 2320001017240 商圏拡大と自動化推進のための生産性向上戦略 株式会社大分銀行

1851 R144130028 九州 大分県 有限会社鎧南工業 1320002018544 インタンク設置による燃料費削減と新サービスによる売上拡大事業 大分県商工会連合会

1852 R144130029 九州 大分県 コッキル E4FB3EF4 瞬間冷凍庫導入による賞味期限の延長と製品の多様化
公益財団法人大分県産業創
造機構

1853 R144130030 九州 大分県 株式会社ワタナベＬＡＢＯ 9320001007235 歯科技工業における「全顎プロデュース事業」の提供体制の構築

1854 R144130032 九州 大分県 有限会社飛田機械 7320002008102 特殊治具により生産性向上を図り、納期短縮と低コスト化を実現
公益財団法人大分県産業創
造機構

1855 R144130033 九州 大分県 合資会社富士吉旅館 3320003000607
非接触型対応による安心安全な宿泊サービスの提供と省エネスイッ
チで環境に配慮

1856 R145130001 九州 宮崎県 ミツイ水産株式会社 5350001007046 コロナウイルス感染の影響をブリのＯＥＭ生産で解決 延岡商工会議所

1857 R145130002 九州 宮崎県 あさひ青果株式会社 4350001005942
エチレンガス吸収ユニットを持つ冷蔵庫の導入による鮮度及び効率の
向上

延岡信用金庫

1858 R145130006 九州 宮崎県 ケーキファクトリーフクヤ 9E865861
地域農家との連携による「地元食材を使用したＨｙｏｔｔｏｋｏ（ひょっとこ）
ジェラート」の開発による販路開拓

株式会社Ｂ’Ｓコンサルティン
グ

1859 R145130007 九州 宮崎県 旭建設株式会社 2350001005944 ドローン＋ＬｉＤＡＲ＋クラウド解析で挑む土木工事の　ＤＸ　革新！ 河村裕司
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1860 R145130009 九州 宮崎県 森山工業株式会社 7350001007060 最新鋭のＣＮＣ旋盤導入による生産性向上及び受注体制の強化 株式会社宮崎銀行

1861 R145130010 九州 宮崎県 有限会社山下製茶 7350002007241 生葉自動コンテナ及び精揉機導入による品質及び生産性の向上 宮崎県商工会連合会

1862 R145130011 九州 宮崎県 株式会社フツガノ 8350001014691 スポット溶接機導入による時間短縮と生産性向上 宮崎商工会議所

1863 R145130012 九州 宮崎県 日向測量設計株式会社 5350001006089 道路防災点検業務の効率化と精度向上 日向商工会議所

1864 R145130013 九州 宮崎県 株式会社ＨＤＳ 7350001001550
５軸対応マシニングセンタ導入による協働ロボット部品等量産化への
挑戦

1865 R145130015 九州 宮崎県 有限会社エコロ 1350002011562 商品製造プロセスの再構築と販路拡大 株式会社宮崎銀行

1866 R145130016 九州 宮崎県 諸塚運送有限会社 9350002011340 木質系産業廃棄物収集運搬の作業効率・稼働率・安全性向上計画 日向商工会議所

1867 R145130017 九州 宮崎県 野中タタミ有限会社 9350002007173
畳製造の高速化を実現し、「竹炭入り健康薄畳」の開発で薄畳の差別
化に挑戦

株式会社シャイン総研

1868 R145130019 九州 宮崎県 株式会社Ｍ＆Ｆ　ｔｅｃｎｉｃａ 2010601053798 建設業のＤＸ化推進！ＢＩＭツールを補完する新たなツールの開発

1869 R145130020 九州 宮崎県 株式会社ニシキ技建 5350001002030 ＩＣＴ土工の活用による会社の新陳代謝および依存型経営の脱却 宮崎県商工会連合会

1870 R146130001 九州 鹿児島県 有限会社南九州テクニクス 9340002017132 フィルタープレス機導入による廃棄物の減容化と再資源化率の向上

1871 R146130002 九州 鹿児島県 株式会社ドクターナチュレ 6340001011130
ＳＤＧｓの目標８及び９、１２を達成するための機械導入・雇用拡大によ
る労働環境改善

株式会社南日本銀行

1872 R146130005 九州 鹿児島県 松田テント株式会社 2340001024301
トラック荷台軽量化やバイクシート張替えの職人技術をデジタルデー
タ化する

水上　和之

1873 R146130008 九州 鹿児島県 株式会社ＫＡＭＩＭＵＲＡ 4340001014341 アナログの演出からデジタルの演出への転換で革新的な葬儀を行う 福岡　正人

1874 R146130009 九州 鹿児島県 樺山工業株式会社 3340001011380
ＩＣＴ施工の導入による測量・掘削ライン出し及び掘削工程の生産性向
上計画

1875 R146130011 九州 鹿児島県 キリシマ精工株式会社 8340001008199 超高精度画像マイクロスコープ導入による品質保証で新分野進出 霧島商工会議所

1876 R146130013 九州 鹿児島県 中園機工株式会社 1340001008627
立形マシニングセンタ導入による高度化・多様化する顧客要望への対
応

神園幸太郎

1877 R146130016 九州 鹿児島県 株式会社リーフエッヂ 7340001019305 農産物加工残渣等を利用した飲用芳香蒸留水の開発

1878 R146130017 九州 鹿児島県 副島デンタルクリニック 9CAA0C41 光学スキャンと精確診査による先進的マウスピース矯正治療の確立

1879 R146130019 九州 鹿児島県 土地家屋調査士法人和田事務所 7340005009203 レーザースキャナーを利用した革新的な測量プロセスの導入 吉元秀樹

1880 R146130020 九州 鹿児島県 株式会社Ｐｕｚｚｌｅ 5340001018663
水産物事業の付加価値向上を目指し水産食料品製造業への進出に
向けた試作品開発

経営創研株式会社

1881 R146130022 九州 鹿児島県 郡山ボーリング設備工業有限会社 1340002000252
ＩｏＴ機器を使ったポンプや配管の稼働状況のオンライン確認システム
の構築

向江　隆行

1882 R146130023 九州 鹿児島県 株式会社ｓｗｉｔｃｈ 9340001013371
イベントに関する業務を総合的にＤＸ化可能なシステム「ｆｕｎｓｅｒ（仮
称）」の開発

合同会社G&N

1883 R146130028 九州 鹿児島県 鹿児島精機株式会社 3340001007742
九州初導入の五軸複合加工機による超精密加工で生産性向上の構
築

德永　佑太

1884 R146130029 九州 鹿児島県 株式会社インビクト 5340001012253
急速冷凍機の導入で、商圏拡大と障がい者が成長できる環境づくり
に挑戦！

株式会社シャイン総研

1885 R146130030 九州 鹿児島県 有限会社入木田鐵工 5340002028125 新型溶接ロボット導入による溶接工程の生産性向上と受注強化

1886 R147130002 沖縄 沖縄県 一隼 4CF7AAA3 西表島の料理店「一隼」における食材安定供給化事業

1887 R147130005 沖縄 沖縄県 有限会社平伊工業 3360002007327 溶接ロボットシステムの導入による受注件数・エリアの拡大

1888 R147130006 沖縄 沖縄県 株式会社エッジ 3360001020207
新規設備導入で作業の効率化を図り、顧客の需要に対応し、事業の
成長に繋げる

1889 R147130009 沖縄 沖縄県 農業生産法人アララガマ農園合同会社 6360003006201 冷凍パイナップルの製造・販売 カタチクリエイト株式会社

1890 R147130012 沖縄 沖縄県 有限会社上原設備工業 6360002000576 新たな重機の導入を行い、生産工程の効率化を図る。 沖縄県商工会連合会

1891 R147130014 沖縄 沖縄県 琉栄開発株式会社 9360001023732
新規設備導入による小規模案件への対応力強化で経営力向上の実
現

1892 R147130015 沖縄 沖縄県 アットモア株式会社 5360001016847 サプリメント・化粧品の内製化に伴う製造効率向上の為の機器整備

1893 R147130017 沖縄 沖縄県 株式会社ゴールドストーンブラザーズ 4140001115052 電動キックボードシェアリングにより新たな観光スタイルを実現

1894 R147130019 沖縄 沖縄県 株式会社琉珉珉 4360001009991
オリジナル餃子のサプライチェーン高度化に向けた製造プロセスの効
率化とマネジメントシステムの導入

1895 R147130020 沖縄 沖縄県 佐久本もち店 B60A5D90 原材料費高騰に立ち向かう利益率、機会損失改善に繋げる現場改革 沖縄県商工会連合会

1896 R147130021 沖縄 沖縄県 株式会社セルリアンブルー 1360001006827 旅マエ～旅アトまで！インバウンド向けサービスモデル構築事業

1897 R147130023 沖縄 沖縄県 株式会社ＯＣＩＭサポート 8360001023700 整骨院向け事務作業システム開発・販売による業務効率化への貢献 株式会社リアリゼイション

1898 R147130024 沖縄 沖縄県 大城鶏卵合同会社 7360003011118 恒温高湿庫導入による鶏卵の保管品質向上と安定供給

1899 R147130025 沖縄 沖縄県 株式会社とも 7360001016556
塗装部門の生産性向上により、様々なニーズに対応する新たなビジ
ネスモデルの確率

宮里　悠司

1900 R147130026 沖縄 沖縄県 久米総合開発株式会社 1360001006133 自動選別機導入により商品の付加価値を高め、作業効率を改善する 沖縄県商工会連合会

1901 R147130027 沖縄 沖縄県 有限会社日本アイル 4360002010560
低侵襲検査と術後ケアによる、心臓外科診療における対応領域の拡
充プロセス

株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

1902 R147130031 沖縄 沖縄県 山城　辰哉 274411F5 特殊冷凍庫の導入による冷凍カットマンゴーの増産と商品化事業

1903 R147130033 沖縄 沖縄県 株式会社センチュリオン 9360001018798 新たな窯設備導入による廃瓶を使用した琉球ガラスの生産
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