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1 R101030003 北海道 北海道 株式会社プロメック 4430001061408
自動ワークチェンジャー付マシニングセンタ導入による無人２４
時間運転の生産性向上

通常

2 R101030009 北海道 北海道 株式会社鉄鋼クリエート 9460302002045
条鋼材穴あけ切断機導入による作業時間の短縮及び生産性・
稼働効率の向上

通常 北見信用金庫

3 R101030015 北海道 北海道 ＹＮＫ機械
ＣＮＣ切断機・プラズマ切断機の導入によるＱＣＤ及び生産性の
向上

通常 北見信用金庫

4 R101030021 北海道 北海道 株式会社コードデザイン 8430001063763
橋梁点検の超効率化と非対面講習導入で産業ドローン利活用
のニーズに対応

特別

5 R101030023 北海道 北海道 マルト東和開発株式会社 9430001023881
ドローンと高精度３Ｄ群測量による生産性向上と災害対応力強
化

通常 株式会社北洋銀行

6 R101030025 北海道 北海道 有限会社九建 2430002047498
縁貼り工程の納期短縮と精度向上を図り生産性向上を目指
す。

特別

7 R101030026 北海道 北海道 大和ステンレス工業株式会社 6430001020551
門型クランプシーマ導入による大型ステンレスタンクの生産性
向上

通常
しろくまコンサルティング事
業協同組合

8 R101030028 北海道 北海道 有限会社協和スチール 3430002006189 加工設備刷新による生産プロセスの改善、業務効率化 通常 株式会社吉岡経営センター

9 R101030030 北海道 北海道 媚山鉄工株式会社 7450001001144
鉄骨溶接ロボットシステム導入による鉄骨溶接の高精度化及
び生産性向上

通常
一般財団法人旭川産業創
造プラザ

10 R101030031 北海道 北海道 木村製菓株式会社 1430001049892
甘納豆製造業界で一歩先を行く革新的で安価な糖度自動調整
システムの構築等

通常

11 R101030032 北海道 北海道 有限会社ホテル十勝屋 7460102003162
ＡＩ清掃ロボット等による業務効率化及び自動精算機等による
非対面化を通じた収益改善・付加価値創造

特別 帯広信用金庫

12 R101030036 北海道 北海道 有限会社アミューズ 5430002001171
水中ドローンとＭＲ（複合現実）の活用による、さらなる水中可
視化と感染症対策事業

特別 株式会社北洋銀行

13 R101030038 北海道 北海道 エイチケーシー株式会社 9430001041529
ＩＴを取り入れた短納期・高画質大型プリントの新たな提供方式
の導入

通常 株式会社ＭＢコンサル

14 R101030039 北海道 北海道 有限会社赤塚板金工業 1430002000557
美観と強靭化を兼ね備えた住宅を実現する役物の生産プロセ
ス改善計画

特別 株式会社エフアンドエム

15 R101030040 北海道 北海道 株式会社新保商店 2430001007643
生産シミュレーションの迅速化と工程進捗の見える化による
ジャストインタイム納品の実現

通常

16 R101030042 北海道 北海道 有限会社三和印刷 5440002001939
道南地区初の刷版製造機導入による生産工程の簡略化と新
規顧客獲得への取組み。

通常

17 R101030043 北海道 北海道 平田歯科医院
３次元画像による高度な治療の実現と安心・安全な治療サービ
スの提供

通常 株式会社北洋銀行

18 R101030044 北海道 北海道 藤原農場
地域最高級米を目指す！密苗栽培と省力化設備導入による自
主流通米の強化事業

特別 北村　耕司

19 R101030048 北海道 北海道 株式会社ひだかＣ．Ｌ．Ｃ 2430001055989
最新式ポータブルレントゲン導入による革新的家畜診療高度
化事業

特別 石澤　靖弘

20 R101030049 北海道 北海道 株式会社生和 3430001058339 安全・安心な病院食、介護食の継続的提供プロセスの構築 特別

21 R101030050 北海道 北海道 大同出版紙業株式会社 2460101000859 ＩＣＴの導入による生産方式と利益創出の革新 特別

22 R101030052 北海道 北海道 株式会社Ｇｒｏｏｎｙ 8430001034293
新型コロナ感染予防非対面・テレワーク型保育園管理システム
開発

通常 北海道信用金庫

23 R101030054 北海道 北海道 有限会社肉の山本 4430002048032
味付加工品製造のオートメイション設備を導入し作業工程の効
率化を図る。

通常 株式会社北海道銀行

24 R101030060 北海道 北海道 日新インテック株式会社 4430001012674
設計・積算業務を効率化し、機械加工までの一元化を図ること
で生産性を向上させる

通常

25 R101030065 北海道 北海道 リノベ札幌株式会社 7430001058748
道内初！ＶＲと廃材活用家具によるリノベーション住宅の革新
事業

特別

26 R101030067 北海道 北海道 株式会社松原米穀 2430001016223
最新型色彩選別機の導入による業務用米新品種「雪ごぜん」
の製造と拡販

通常 株式会社北海道銀行

27 R101030068 北海道 北海道 株式会社ｉｍｐａｃｔｇｙｍ 1430001069379
世界初！ＥＭＳトレーニング×完全個室溶岩スタジオ内に「非
対面トレーニングシステム導入」

通常 株式会社北海道銀行

28 R101030071 北海道 北海道 株式会社ナリタック 4460101001599 純ポリウエア導入による防水塗装工程の作業効率改善 通常 網走信用金庫

29 R101030072 北海道 北海道 有限会社タイタス 9450002011710
寿司ロボットによる技術の平準化とＩＴを活用した非対面サービ
スの整備

特別 稚内信用金庫

30 R101030075 北海道 北海道 有限会社マルホン小西漁業 9440002010052 うまい魚をお手軽に～最高鮮度の冷凍刺身製造 特別

31 R101030077 北海道 北海道 有限会社フレスコ 8450002008732
最新型ＮＣルーター導入による生産性向上とオリジナル家具ブ
ランドの創設

通常 旭川信用金庫

32 R101030078 北海道 北海道 函館北栄株式会社 7440001005641
函館朝市水産問屋の挑戦・新名物「函館海鮮釜飯」の全国流
通事業

特別

33 R101030079 北海道 北海道 滝澤ベニヤ株式会社 9430001048466
一貫式パッチングマシン導入による北海道産広葉樹の利用拡
大と生産性向上事業

特別 株式会社北洋銀行

34 R101030080 北海道 北海道 株式会社マルワ製麺 7460301002221
新たな販路開拓に向けた小ロット・多品種の充実による競争
力・生産性の向上

特別 北見信用金庫

35 R101030084 北海道 北海道 吉川食品株式会社 7430001048798
特許製法「おはぎ冷凍保存」のＩｏＴ化による生産性向上とＥＣ販
売による市場拡大

通常
みらいコンサルティング株
式会社

36 R101030085 北海道 北海道 山口製作所株式会社 3460101001880
新型シャーリング導入およびタレットパンチプレスのＣＡＤ連携
による新事業展開

通常 帯広信用金庫

37 R101030086 北海道 北海道 帯広鋼板株式会社 2460101001997
高精度ＣＮＣプレスブレーキ導入による建築役物加工の効率化
と長尺化

通常 帯広信用金庫

38 R101030089 北海道 北海道 株式会社北海道動物運動器病院 8430001068184
伴侶動物との“絆”を守る運動器専門動物病院の手術特化深
耕事業

通常

39 R101030090 北海道 北海道 株式会社白崎建具製作所 9430001008197
木材の切断後の端面処理技術の高度化により高い生産性を実
現する。

特別 株式会社北洋銀行

40 R101030091 北海道 北海道 株式会社シューファクトリー・ブンゾー 1430001036643 介護施設入居者向けシューズの開発及び販売事業 通常

41 R101030093 北海道 北海道 株式会社大歩 9440001006778 混合ガスを用いた安全・安心な深海潜水業務の提供 通常 株式会社北海道銀行

42 R101030095 北海道 北海道 ちえのわ事業協同組合 1462505000262 コロナウイルス対策テレワーク事業導入及び業務効率化事業 特別

43 R101030097 北海道 北海道 たたみの宮崎
最新鋭畳製造設備導入と和モダンリフォームの提案による新規
顧客層の開拓に挑戦

特別

44 R101030098 北海道 北海道 株式会社倉本鉄工所 8460301000348
新型プレスブレーキ導入による板取工程の生産性向上とサプ
ライチェーンの再構築

特別 株式会社北洋銀行

45 R101030100 北海道 北海道 株式会社十勝ナチュレ 8460101006792
食材の最も美味しい時を瞬間冷凍！レンジで簡単カップピザの
開発

特別 株式会社シャイン総研
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46 R101030103 北海道 北海道 株式会社ファームソレイユ 7430001054994
北海道初「自家製粉の道産米１００％米粉」を使用したグルテン
フリー焼菓子の開発販売事業

特別 株式会社北洋銀行

47 R101030110 北海道 北海道 有限会社河田鐵工 6430002061413
最新曲げ加工機導入で短納期・高精度を実現する革新的高度
化事業

特別

48 R101030112 北海道 北海道 鷲尾ウッドワーク株式会社 3430001018235
モダン和室用製品の開発と提案および製造環境改善による若
手雇用の実現

特別 株式会社横浜銀行

49 R101030120 北海道 北海道 有限会社ツーエイシステムズ 2430002065962
センシング技術・農業ドローン導入による革新的スマート農業
の推進

通常

50 R101030122 北海道 北海道 ＢＵＬＢ株式会社 4011001068732 茶道×ＩＴ！日本の伝統文化をテクノロジーで活性化 通常 株式会社北海道銀行

51 R101030125 北海道 北海道 株式会社キュウホー 9460101003203
道内初！「Ｐレーザー」による表面処理加工の新技術導入と高
品質製品の輸出拡大

通常 帯広信用金庫

52 R101030126 北海道 北海道 有限会社トムラウシ肉牛牧場 7460102007270
交雑種の受入能力向上のためのトラック搭載大型ミキサー
フィーダーの導入

通常 帯広信用金庫

53 R101030128 北海道 北海道 柴田歯科医院
セレックシステムの導入による、迅速かつ高精度な補綴治療の
提供

通常

54 R101030134 北海道 北海道 株式会社ＯＦＦＩＣＥ　ＴＥＣ 9450001012107
無人航空機を活用した農地調査、農薬散布事業による就農・離
農支援

特別

55 R101030140 北海道 北海道 株式会社グラフィックファーム 8430001081245
最新生産設備導入による耕作面積の拡大と生産性の向上及び
商品管理環境整備事業

通常 株式会社北海道銀行

56 R101030141 北海道 北海道 くどう歯科クリニック
歯科医療と内科医療を融合し、日本で初の睡眠時無呼吸症候
群に対する有効な治療法を構築

通常

57 R101030142 北海道 北海道 川中歯科医院
生活習慣の変化に伴う、歯列悪化と呼吸器の機能低下という
「現代人特有の問題」へのアプローチ

通常

58 R101030145 北海道 北海道 株式会社岡田建具製作所 2430001043473
最新鋭ランニングソー導入による生産性向上と新商品開発へ
の取組み

通常 株式会社北海道銀行

59 R101030146 北海道 北海道 千歳印刷株式会社 6430001043791 ハイブリット印刷の追求による営業・制作・製造のプロセス変革 特別 齊藤　祐一

60 R101030149 北海道 北海道 株式会社イーザック 3430001067843 サブスクリプション型ＥＣサイトによる販売への事業転換 通常

61 R101030152 北海道 北海道 株式会社プラテック 9460001001257
国土面積の広い北海道を効率よく測量する革新的非対面型測
量の実現

通常

62 R101030154 北海道 北海道 株式会社ＦＪコンポジット 4080101010317 電気自動車（ＥＶ）向け高性能放熱基板の量産化の事業 通常

63 R101030155 北海道 北海道 東邦製袋株式会社 2430001011554
パレタイズ工程の効率化による顧客ニーズ対応強化と販路拡
大

通常 榮光税理士法人

64 R101030157 北海道 北海道 株式会社フレアサービス 4450001006096
冷凍設備導入による給食の消費期限拡大と惣菜メニューの
キット化事業

通常

65 R101030158 北海道 北海道 環境大善株式会社 7460301002709
機器分析による品質管理の高度化とコストの削減（コロナの影
響による内製化含む）

特別 北見信用金庫

66 R101030159 北海道 北海道 有限会社函館カネニ 3440002003391
函館産昆布と椎茸のみを用いた「植物性だしの新商品」製造に
向けた液体専用充填機等の導入事業

特別

67 R101030162 北海道 北海道 有限会社丸森三栄技建 9430002026181
下請け脱却！直接受注でコスパ抜群！北海道の無垢材を使っ
たリフォーム事業

通常 株式会社シャイン総研

68 R101030165 北海道 北海道 有限会社イマージュ 2450002000769
新しい生活スタイルに合わせた持続可能な「エンターテイメン
ト」の構築

特別

69 R101030166 北海道 北海道 株式会社小玉 4430001052943
林内通信アプリの導入・活用による林業の生産性・安全性向上
への取組

特別 齊藤　祐一

70 R101030170 北海道 北海道 株式会社アイチフーズ 7430001000206
非接触型弁当販売アプリと分析システムによる顧客最適化施
策

特別 株式会社北洋銀行

71 R101030173 北海道 北海道 株式会社ＡＲＥクラフト 5450001012515
道内初！テレワークによる歯科技工精算システムの構築と生
産性および付加価値向上計画

通常 株式会社北洋銀行

72 R101030175 北海道 北海道 株式会社知床グランドホテル 4460301003395
リゾートホテルにおける非対面チェックイン・アウトシステムの構
築

特別

73 R101030179 北海道 北海道 株式会社阿部組 1460101000059
地域に求められる土木工事の継続を目指したＩＣＴ活用による
生産性向上事業

通常 株式会社北洋銀行

74 R101030183 北海道 北海道 株式会社長沼あいす 9430001047518
自動電子計量機の導入によるカチョカバロチッコロの量産体制
確立

通常
しろくまコンサルティング事
業協同組合

75 R101030188 北海道 北海道 株式会社キダヒロ 4440001005314 特定整備への早期対応と車両整備の高品質化 通常 若杉　拓弥

76 R101030192 北海道 北海道 株式会社ＭＩＬＥ　ＳＨＡＲＥ 7430001076031
マイルシェアの顧客満足度及び売上向上を図るための新機能
開発事業

通常 株式会社北洋銀行

77 R101030200 北海道 北海道 株式会社屋根のナミキ 1430001056006 動力折曲機導入による製品の内製化並びに高品質化事業 特別 空知信用金庫

78 R101030201 北海道 北海道 北海道北三株式会社 1430001022429
高精度な最新設備導入による高効率化と若手人材育成でツキ
板市場での競争力強化を図る

通常 株式会社北海道銀行

79 R101030202 北海道 北海道 ランドシステム株式会社 5430001046738
非対面型セルフチェックインシステム機と非接触式カード錠シス
テムの導入

特別 空知信用金庫

80 R101030203 北海道 北海道 アイビック食品株式会社 5430001028348
製品積荷作業の機械化による生産能力強化及び省人化並び
に感染症対策強化事業

特別 株式会社北洋銀行

81 R101030205 北海道 北海道 株式会社和寒シーズ 1450001010836
旬の美味しさを１年中供給するペポカボチャ種子の加工工程の
実現

特別
一般財団法人旭川産業創
造プラザ

82 R101030206 北海道 北海道 株式会社ＭＭＣフードサービス 7430001066651
ブロッコリー集荷・仕分・梱包・出荷における一貫したコールド
チェーンの形成による商圏の大幅な拡大

特別

83 R101030208 北海道 北海道 有限会社松山商店 2430002056573
防災対応機能を付加した冷蔵機・空調冷熱総合管理システム
導入による青果卸売業の経営力向上

通常

84 R101030209 北海道 北海道 とんかつのみしな
ＥＣ市場参入による店内飲食に依存しない飲食店の新たな市
場創出

通常 北海道商工会連合会

85 R101030217 北海道 北海道 株式会社瀬戸商店 5430001042745
地元を守る！高齢者福祉施設と稲作農家の精米需要増に応え
る生産性向上事業

通常 株式会社北洋銀行

86 R101030224 北海道 北海道 株式会社萬世閣 2010001145766 生産性向上に向けたホテル業務効率化事業 特別

87 R101030225 北海道 北海道 株式会社正文舎 8430001008702 デジタル印刷ファクトリー構築による新たな生産方式の導入 通常

88 R101030229 北海道 北海道 株式会社Ｅｘｒａｉｌ 1011001114729
非対面化による新しいコスト削減コンサルティングサービスの
開発

通常

89 R101030232 北海道 北海道 株式会社北海道名販 7430001057733
新たな「きのこ狩り」の楽しみを提供する、オンラインきのこ栽培
サービス事業

通常 株式会社北洋銀行

90 R101030239 北海道 北海道 河西建設株式会社 4460301000203
最新型モーターグレーダ導入によるＩＣＴ施工技術の確立及び
新市場の開拓

通常 株式会社北海道銀行

91 R101030241 北海道 北海道 株式会社アビサル・ジャパン 4430001040923
コロナで入手困難となった原料の自社抽出と非対面販売営業
への移行

通常

92 R102030003 東北 青森県 株式会社ＡＮＯＶＡ 5420001012955 装置導入による主要製品一貫生産体制の構築 特別
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93 R102030007 東北 青森県 有限会社ＨＩＧ 5420002012244
産業用モーター部品の設備導入と自社技術開発による生産性
向上

特別

94 R102030009 東北 青森県 株式会社坪野谷紙業 3060001014429
家庭紙の安定供給に貢献する紙管の断裁という新事業への挑
戦

特別 株式会社足利銀行

95 R102030011 東北 青森県 山本歯科医院
地域患者ニーズに応えた院内ラボ化で高審美性の補綴物を即
時提供

通常

96 R102030013 東北 青森県 株式会社角長 9420001008941 故郷の味をご自宅で。コロナ禍でも味わえる青森お節の開発 特別 株式会社シャイン総研

97 R102030014 東北 青森県 はなデンタルクリニック 自己完結型プロセス確立による高度治療技術サービスの提供 通常

98 R102030016 東北 青森県 八戸ワイナリー株式会社 5420001015710
八戸スパークリングワインの新規開発に資する製造環境整備
事業

通常

99 R102030017 東北 青森県 株式会社ジュエリーかまた 4420002015017
オーダーメイド・ジュエリーを非対面販売するためのＥＣサイト開
発

特別

100 R102030018 東北 青森県 株式会社サンライン 2420001010227
最新型積層自動裁断機導入による多頻度小ロット対応と混流
生産の構築

特別
公益財団法人２１あおもり
産業総合支援センター

101 R102030019 東北 青森県 かくたま歯科医院
画期的な設備の導入によるコロナ禍で毀損したサプライチェー
ンの回復と経営資源の増強

通常

102 R102030020 東北 青森県 ささき歯科
口腔内スキャナー導入によるコロナ対策強化および医療サー
ビス向上事業

通常 野竿　健悟

103 R102030028 東北 青森県 有限会社大沼ビル 8420002006350
飲食店の感染症拡大防止のための販売方法システム構築と商
品供給体制の拡充

通常
公益財団法人２１あおもり
産業総合支援センター

104 R102030029 東北 青森県 株式会社墨彩 4420001010613
消費ニーズに応える絶品チャーシュー製造販売のための生産
工程効率化

通常 株式会社青森銀行

105 R102030031 東北 青森県 株式会社サイバープロジェクト 2420001012157
ライブコマース及びＶＲコマースシステムの導入による非対面
型販売サービスの提供

特別

106 R102030032 東北 青森県 株式会社ソリッドシステムソリューションズ 1420001004733
自社ＣＲＭパッケージ「Ａｌｌ　Ｇａｔｈｅｒ　ＣＲＭ」とテレワークツール
が融合した「Ａｌｌ　Ｇａｔｈｅｒ　Ｌｉｖｅ」の開発

特別

107 R103030006 東北 岩手県 株式会社建築のフジサワ 7402702000156
「鉄筋加工の半自動化」による基礎工事の完全自社施工体制
の実現

通常

108 R103030008 東北 岩手県 北上物産株式会社 2400001006053
岩手県発！コロナ禍の団体宿泊ニーズに応える革新的サービ
ス提供

通常

109 R103030011 東北 岩手県 上閉伊酒造株式会社 6400001006636
新商品「超フレッシュ生酒（微発泡）」の開発・販売による新規市
場の開拓

特別 岩手県商工会連合会

110 R103030012 東北 岩手県 株式会社デクノボンズ 1400501000829
低温圧搾法を採用した廃棄素材から生まれる純国産葡萄オイ
ルの開発

特別 一関商工会議所

111 R103030013 東北 岩手県 有限会社セーコー印刷 3400002001754
高強度・高耐久性で長期保存が可能なＰＵＲ製本の安定供給
体制の確立

通常 株式会社北日本銀行

112 R103030016 東北 岩手県 ささき歯科医院
生産性とコロナ感染対策を実現、地域医療特化型デジタル歯
科診療システムの確立

通常

113 R103030031 東北 岩手県 佐々木隆雄
店舗のテーマパーク化から始まるお酒を通じた造り手と市民の
繋がりづくり

通常
一般社団法人ビジネスサ
ポート花巻

114 R104030005 東北 宮城県 株式会社大友金属 6370001017422
溶接技術向上による短納期対応と、見た目重視の大型建築金
物に対応する受注拡大事業

特別 シェアビジョン株式会社

115 R104030009 東北 宮城県 株式会社大江設計 7370001007496
ＩＣＴ測量技術を高度化し生産性を向上するとともに防災・災害
からの緊急復旧に貢献する

特別 株式会社七十七銀行

116 R104030010 東北 宮城県 株式会社いし 7370001043013
地元の原料で生産される水まんじゅうの通信販売を開始し岩出
山製品の知名度向上に寄与する

通常 株式会社七十七銀行

117 R104030011 東北 宮城県 株式会社大善製作所 1370101000316
自動旋盤による大径部品の生産能力向上とステンレス製品へ
対する中圧クーラント加工の確立

特別 株式会社七十七銀行

118 R104030012 東北 宮城県 株式会社星商事 4370001018587 低扁平タイヤの交換プロセス改善によるサービス拡充計画 特別 株式会社七十七銀行

119 R104030015 東北 宮城県 千倉水産加工販売株式会社 7040001074306
南三陸沖、女川工場発！！魚フライ料理の革新的生産プロセ
ス改善

特別

120 R104030019 東北 宮城県 なかくらデンタルクリニック ＣＡＤ／ＣＡＭ冠の保険適用範囲拡大に対応する内製化計画 通常 株式会社七十七銀行

121 R104030023 東北 宮城県 株式会社光 2370001013862
少数精鋭化した重機による解体工事の短工期・安全施工体制
構築

通常 株式会社七十七銀行

122 R104030027 東北 宮城県 株式会社メディアリンク 5370001014271 飲食店の３密回避！最新予約システム「ＮｏｗＤｏ」開発事業 通常 日本みらい税理士法人

123 R104030035 東北 宮城県 萩野酒造株式会社 7370201003139
Ｗｉｔｈコロナへの挑戦！フレッシュな宮城地酒を活用した家飲み
需要の獲得

通常

124 R104030042 東北 宮城県 菅原産業株式会社 2370001003252
新商品「掘削作業関連資機材」の開発と生産性向上による働き
方改革対応と賃金等向上計画およびサプライチェーンの棄損
への対応

特別

125 R104030048 東北 宮城県 株式会社杜設計 4370001038882 住宅設計図面のオープンイノベーション化及び働き方改革計画 通常

126 R104030051 東北 宮城県 株式会社トーチク 5370001009494
コロナＶ字回復、仙台牛タンの量販店向け拡販への生産設備
改善

通常

127 R104030058 東北 宮城県 株式会社ブロスアップ 7370001043847
コロナに負けない！自宅にプロのラーメンを提供するオンライン
仮想店舗「だし廊　－ＨＯＭＥ－」と製造の一元化

通常

128 R104030062 東北 宮城県 太子食品工業株式会社 3420001006810 におい・香り分析技術導入による商品開発の強化と売上拡大 通常

129 R104030067 東北 宮城県 株式会社土井鉄工所 3370301000907 飼料メーカー向け小型配合設備設計・製作技術開発事業 通常

130 R104030068 東北 宮城県 有限会社北の杜 6370002018493
１．５次診療施設を目指し獣医療を充実する先端医療設備の導
入

通常
セレソン・パートナーズ株式
会社

131 R104030071 東北 宮城県 株式会社ハミングバード・インターナショナル 6370001010542
非対面型・高付加価値型ビジネスへの転換を図るためのシス
テム導入事業

特別 株式会社七十七銀行

132 R104030077 東北 宮城県 株式会社ワンテーブル 7370001040522
ＯＥＭ向け製造ラインの確立とシステム導入による管理体制高
度化

通常 宮城県商工会連合会

133 R105030004 東北 秋田県 有限会社ＳＤＣアイテック 1410002007265
ＩＴ（情報技術）の利活用による生産性向上とテレワーク環境の
構築

特別

134 R105030006 東北 秋田県 東北印刷株式会社 6410001007443 特殊折り加工製造による生産革新と経営力強化 特別 秋田県商工会連合会

135 R105030007 東北 秋田県 千代田興業株式会社 6410001001735 効率的な摩擦面処理技術の導入による生産体制の改革 特別

136 R105030008 東北 秋田県 有限会社優成機工 3410002007420 マシニングセンタを活用した小ロット多品種部品の混流生産 通常 株式会社秋田銀行

137 R105030012 東北 秋田県 有限会社鈴大工業 7410002006716
半導体製造装置用部品の設備導入と自社技術開発による輸
入品対策事業

通常

138 R105030015 東北 秋田県 株式会社生花苑 1410001001467
品質管理と先端設備が生む生花の寿命長期化によるビジネス
モデルの構築

特別
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139 R105030017 東北 秋田県 株式会社大納川 1410001011251
コロナに勝つ！テロワール地酒の一貫生産体制構築による需
要変化への対応

特別

140 R105030023 東北 秋田県 杉江板金工業 高精度の角度設定を可能とする動力折曲機の導入 通常 秋田県商工会連合会

141 R105030024 東北 秋田県 株式会社八幡平貨物 7410001006923
簡易架線を融合させた新たな作業工程を確立し、木材納入ま
での時間短縮、納入率１００％を達成する。

通常 株式会社秋田銀行

142 R105030025 東北 秋田県 ニット工業株式会社 6410001003483 特殊金庫型乾燥炉導入による生産性向上と環境負荷軽減 通常 株式会社秋田銀行

143 R105030026 東北 秋田県 株式会社青山精工 6410001006528
結晶材料の加工技術強化による次世代パワー半導体市場へ
の参入

通常

144 R105030028 東北 秋田県 株式会社船木鉃工所 7410001002261 ＮＣ旋盤導入による特定技術者依存体質からの脱却 通常

145 R106030004 東北 山形県 株式会社マイスター 4390001011929 切削効率向上を目指した工具フルート形状開発 特別

146 R106030006 東北 山形県 和菓子司風林堂
包餡機械等の導入による地域資源を活用したお菓子の開発と
販路拡大の構築

特別

147 R106030010 東北 山形県 有限会社佐藤製作所 5390002015622
技能士の技術を最大限発揮できる環境づくりと新たな生産方式
による新市場への参入

通常

148 R106030011 東北 山形県 株式会社三浦エンジニアリング 9390001010983
最新型機械の導入によるリードタイムの短縮と生産性向上の
実現

特別 株式会社荘内銀行

149 R106030014 東北 山形県 楯岡物産株式会社 6390001009112
高性能連続圧空真空成形機導入による生産性向上と新規分
野からの受注獲得

通常

150 R106030016 東北 山形県 株式会社山形機工 6390001012074 最新型三次元測定機の導入で自社測定による短納期の実現 通常 株式会社荘内銀行

151 R106030019 東北 山形県 三宝株式会社 8390001000647
非対面での商品開発体制構築とオンデマンド生産によるコロナ
対策

特別

152 R106030020 東北 山形県 有限会社あざきクリーニング 9390002010735
最新型ロールアイロナー導入でｗｉｔｈコロナに対応した販路拡
大を目指す

通常 新庄信用金庫

153 R106030023 東北 山形県 株式会社米沢牛黄木 5390001010194
ＡＩとデジタルのシステム構築による生産計画の業務向上・生産
性向上と売上拡大

通常

154 R106030039 東北 山形県 インフィニティ・ラボ株式会社 3390001014841
液体クロマトグラフ質量分析装置の導入による、新規受託解析
サービスの開発と展開

通常 株式会社荘内銀行

155 R106030042 東北 山形県 千代寿虎屋株式会社 3390001012218
全国唯一の独自復古米「豊国」を原料としたデザイナーズ新商
品開発とブランディング

通常 株式会社山形銀行

156 R106030043 東北 山形県 有限会社工藤製作所 8390002000885
少量多品種生産に特化したＮＣフライス盤で高精度、高品質な
加工と生産性向上で受注拡大。

通常 株式会社山形銀行

157 R106030044 東北 山形県 株式会社スマイルデザインアクト 4390001013396
東北地方を代表する歯科技工所となるための「歯科技工デジタ
ル大改革」

特別

158 R106030052 東北 山形県 株式会社昭和 6010801005645
飛躍的生産性の向上で実現する医療・通信機器と車載電装部
品の受注獲得

特別

159 R106030054 東北 山形県 有限会社山口マシン 4390002005839
コロナに打ち勝て！新型設備導入による生産性向上・効率化
促進事業

特別 山形信用金庫

160 R106030061 東北 山形県 グッドファーマー技研株式会社 4390001013066
最新式マシニングセンター導入によるサプライチェーン毀損へ
の対応

特別

161 R106030067 東北 山形県 光洋精機株式会社 2010701003199
複合形状の超精密加工におけるマシニング工程の段取り時間
短縮

通常

162 R106030069 東北 山形県 株式会社ひかり 5390001008866
葬儀料理の弁当化や観光客向け弁当の製造販売する非対面
による新サービスの実施

特別 株式会社荘内銀行

163 R107030004 東北 福島県 株式会社いとうフーズ 9380001004573
食肉の新サービスによる高付加価値化と販路開拓による売上
拡大

特別 株式会社東邦銀行

164 R107030006 東北 福島県 株式会社協栄工業 4380001000387
空調・換気ダクトの生産工程革新及び自動化による生産性改
善計画

通常

165 R107030011 東北 福島県 有限会社サンエイオプチカル 3030002079085
センシング技術の性能向上に向けた小型光学レンズの品質改
善計画

特別 埼玉縣信用金庫

166 R107030013 東北 福島県 北東物産株式会社 2380001001602 鉄スクラップの選別能力による鋳造原材料の新規販路拡大 特別
株式会社東京経営サポー
ター

167 R107030016 東北 福島県 有限会社伸和 3380002017043
環境負荷軽減とダクト溶接の内製化１００％を実現、生産性大
幅アップの改革事業

特別

168 R107030017 東北 福島県 株式会社長谷川機械製作所 9030001006910
最高回転数５０，０００ｍｉｎ－１高速スピンドルの開発と多種多
様な新規市場の開拓

特別
公益財団法人さいたま市産
業創造財団

169 R107030021 東北 福島県 株式会社アトック 3050001029329
ロータリー平面研削盤導入による量産と高精度化・複雑化への
対応

特別 株式会社常陽銀行

170 R107030022 東北 福島県 有限会社愛原印刷所 7380002028078
Ｗｅｂによる非対面型校正システムの導入と校了における顧客
権利の確保

通常
株式会社高崎総合コンサ
ルタンツ

171 R107030026 東北 福島県 有限会社ケーフーズ生田目 3380002019493 新商品のレトルト化による売上拡大及び生産性向上事業 通常 福島県商工会連合会

172 R107030027 東北 福島県 ベルグ福島株式会社 7380001023939
植物ワクチン製造から接種苗生産までの一拠点一貫生産化に
関する取り組み

特別

173 R107030028 東北 福島県 岩瀬歯科医院
地域の高齢者や子供に低被ばくで感染症の恐れのない画像診
断の実現

特別 福島県商工会連合会

174 R107030029 東北 福島県 坂本屋
最新自動包餡機導入による新製品開発と製造タイムテーブル
の革新事業

通常

175 R107030030 東北 福島県 東京ブラインド工業株式会社 1010401020909
吸音パネルのデザイン向上と次世代型の高性能吸音カーテン
の開発

通常

176 R107030031 東北 福島県 荒川こんにゃく店
不良率低減・生産性拡大・新製品開発を実現する開放型プラン
ト導入

通常 会津信用金庫

177 R107030035 東北 福島県 株式会社北斗測量設計社 4380001017828
ドローンレーザーシステム導入によって「地形」その全ての可視
化の実現

通常

178 R107030037 東北 福島県 ファーストヘルステック株式会社 6010701025215
オーダーメイドインソールＡＩ（人工知能）設計システム導入によ
る自社ブランド開発

特別

179 R107030039 東北 福島県 有限会社佐藤石材店 6380002034845
フラットベッドカッティングプロッタ導入による墓石彫刻ゴムシー
ト作成サービス事業

通常 会津商工信用組合

180 R107030047 東北 福島県 株式会社あいづダストセンター 2380001018209 ＡＩ導入により廃棄物の自動選別と外販システムの事業化 通常

181 R107030068 東北 福島県 赤塚畳店
フローリング用置き畳の製造対応および生産性向上による販
路開拓・販路拡大

通常

182 R107030074 東北 福島県 合資会社片山茶舗 9380003001585 特注焙煎機の導入による「浅煎り」「深煎り」ほうじ茶の開発 特別

183 R108030001 関東 茨城県 株式会社エアメンブレン 9050001043142
世界最高品質グラフェン処理装置の導入による事業経営の安
定化

通常

184 R108030005 関東 茨城県 株式会社カジマ 1050001007336
海鮮食材を活かしたレンジ対応油調済冷凍揚げ物の製造技術
の確立

特別 茨城県商工会連合会

185 R108030007 関東 茨城県 有限会社増光製作所 4050002043030
大型製品の冷間鍛造成形を可能にする高精度かつ高効率な
面取り加工技術の確立

通常 茨城県商工会連合会
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186 R108030008 関東 茨城県 湊歯科医院
革新的ユニット等による新しい生活様式に対応した歯科診療シ
ステムの実現

特別

187 R108030014 関東 茨城県 エヌケイ 高い安全性・寸法精度を求められる医療用点滴部品の実現 通常 竹野谷　周久

188 R108030016 関東 茨城県 株式会社田中酒造店 3050001027530
銘酒君萬代と農産物等を活用したリキュール清酒開発による
販路開拓事業

通常 茨城県商工会連合会

189 R108030018 関東 茨城県 ＢＯＤＹ　ＳＨＯＰ　ＢＲＩＬＬＩＡＮＴ
効率の良い水性塗装専用ブース設置によるレストア事業と廃
車再生販売事業の開始

通常 茨城県商工会連合会

190 R108030019 関東 茨城県 フジメタルリサイクル株式会社 2010801013494
顧客仕様に合わせた高付加価値鋳造原材料の安定的供給の
実現

通常
株式会社東京経営サポー
ター

191 R108030024 関東 茨城県 株式会社土浦学園ゴルフセンター 9050001009465
女性や子ども向けならびに初心者向けの安心ゴルフ練習サー
ビス

通常 株式会社３Rマネジメント

192 R108030028 関東 茨城県 コナン精工株式会社 2050001012244 大型金型部品製作における作り方改革の遂行 通常 株式会社常陽銀行

193 R108030029 関東 茨城県 ＳＤクリエイト
デュラシール処理による汚れや細菌が付きにくいデンチャー開
発

特別 アイアンドアイ株式会社

194 R108030033 関東 茨城県 斉藤歯科医院
最新ＣＴとマイクロスコープを用いた歯周疾患と糖尿病の関係
の解明

特別

195 R108030037 関東 茨城県 有限会社エヴァンス 2050002000561 ライブ配信と空調換気効率向上によるライブレストランの挑戦 通常

196 R108030039 関東 茨城県 株式会社アキタ 8050001028202
新設備導入による高度な技術要請に対応するための生産体制
の構築

通常

197 R108030040 関東 茨城県 ドローン産業株式会社 6050001046701
茨城県南地区初ドローンによる太陽光パネル総合保守事業へ
の進出

特別

198 R108030041 関東 茨城県 株式会社栄製作所 7050001031438
木型制作プロセス改善によるコスト低減の実現とシェア拡大計
画

特別 株式会社筑波銀行

199 R108030044 関東 茨城県 有限会社川澄製作所 7050002042913
真空機器向け製品への独自治具による品質課題解決と工程改
善による競争力強化

通常

200 R108030050 関東 茨城県 株式会社ジャパンエコーサービス 5050001005815
新規超音波探傷器導入による非対面型構造物検査サービスの
立上げ

通常

201 R108030051 関東 茨城県 みらい歯科医院
ウィズコロナに対応した院内完結型ガイデッドサージェリーイン
プラント

通常

202 R108030053 関東 茨城県 森島酒造株式会社 2050001023786
高品質な純米大吟醸生酒の量産体制確立による豪州市場獲
得

通常 東　健司

203 R108030055 関東 茨城県 石光工業株式会社 7050001035810
次世代ＨＶのターボチャージャー向けリンク部品の製造技術獲
得

通常
株式会社コムラッドファーム
ジャパン

204 R108030060 関東 茨城県 府中誉株式会社 4050001012036
「コロナ禍の売上減を乗り越えるシャンパンの製法を取り入れ
たスパークリング日本酒の開発と新市場の開拓」

特別
株式会社商工組合中央金
庫

205 R108030065 関東 茨城県 ランウェイ株式会社 7180001110063
航空灯火部品供給における非対面型ビジネスモデルのシステ
ム構築

特別 株式会社名古屋銀行

206 R108030066 関東 茨城県 有限会社荒井商事 2050002014495
国内道路での大型車両の安全移送を目指す大型レッカー車架
装・供給サービス

特別 水戸信用金庫

207 R108030072 関東 茨城県 有限会社三代鉄筋工業 5050002007018 特殊形状鉄筋の加工工法の確立による現場対応力の向上 通常 茨城県商工会連合会

208 R108030073 関東 茨城県 株式会社Ｋ・Ｄ・Ｆ 7050001024953
技工工程刷新によるコロナ感染対策＋高品質歯科製品製作実
現化

通常 野竿　健悟

209 R108030076 関東 茨城県 株式会社システムサポート 4050001005832
Ｗｉｔｈコロナ時代対応型の革新的高密度森林測量データ連携
事業

通常

210 R108030077 関東 茨城県 ＹＡＭＡＧＵＣＨＩｆａｒｍ株式会社 7050001045454
茨城県南発メガファーム化に併せたライスセンター増強による
生産性向上事業

通常

211 R108030080 関東 茨城県 いばらきいいもん株式会社 4050001047544 農家存続１００年つくばコシヒカリ直販ワンストップインフラ計画 特別

212 R108030083 関東 茨城県 こむろ歯科
頭部の多面的診断による医科歯科連携の促進と刑務所医療
への貢献

通常

213 R108030086 関東 茨城県 有限会社青山グラフィック 5050002006589
『アクリルジオラマ』の開発と製造プロセスの構築による新市場
の開拓

通常 茨城県商工会連合会

214 R108030089 関東 茨城県 東洋化設工業株式会社 3050001021723
コロナで高まる国内ニーズに向けたドラフトチャンバーおよび関
連製品の新展開

通常

215 R108030091 関東 茨城県 株式会社ゲブラナガトヨ 6050001026240
花き生産農家初！革新的なオンライン展示販売会による売上
拡大

特別

216 R108030093 関東 茨城県 グリーンマーケット株式会社 5050001033881
自社デザインの家具を用いた、住居のトータルコーディネート事
業

通常

217 R108030094 関東 茨城県 株式会社ＯＲＩＧＩＮＥＳＳ 5050001046000
コロナ禍に弱点となったフィットネス経営の課題解決のための
オンライン・ＥＣを複合した食と運動のハイブリット新事業

通常

218 R108030095 関東 茨城県 ありす歯科医院
～ｔｈｅ　ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　ｉｎ　ｖｉｒｔｕａｌ　ｓｐａｃｅ～　世界中へ向けて治
療内容をリアルタイムで発信

通常

219 R108030098 関東 茨城県 株式会社匠 4050001037198
１０００分の１ミリの検査体制の構築による半導体パーツ製造の
国産化

通常

220 R108030101 関東 茨城県 株式会社古河ラボセンター 8050001013906
人工歯根膜の開発による衝撃吸収型オーバーデンチャーの実
現

通常 アイアンドアイ株式会社

221 R108030102 関東 茨城県 有限会社弘中鋳造 9050002018614
材料研究と新型送風システムの開発導入による業務プロセス
改善

通常 株式会社常陽銀行

222 R108030108 関東 茨城県 青柳工業株式会社 2050001000091
特殊ハーネス製造ラインの単独化を実現するデジタルものづく
りシステムの開発

通常

223 R108030111 関東 茨城県 株式会社端工務店 1050001013400
最新マシンコントロールシステム導入による情報化施工体制の
確立

特別

224 R108030117 関東 茨城県 有限会社森田加工所 5050002025143 災害対策仕様多目的テントの高効率化プロセスの構築 特別 茨城県商工会連合会

225 R108030121 関東 茨城県 小口設備工業株式会社 1050001013813 最新型地中レーダー導入による非破壊型漏水検査事業 通常 茨城県商工会連合会

226 R108030141 関東 茨城県 株式会社ウィルトラスト 7050001007157
トップトレーサーシステムで日本のゴルフ産業の新時代を切り
拓く

通常 白川　淳一

227 R108030146 関東 茨城県 黒澤工業株式会社 2050001000868 特殊断熱材ダクトの大型化および量産化技術開発 通常 株式会社常陽銀行

228 R108030151 関東 茨城県 株式会社セイビ堂 2050001020255
茨城県発オンラインプラットフォームによるｅスポーツ事業の展
開

通常

229 R108030153 関東 茨城県 有限会社三協インターナショナル 1050002013853
ＪＣＳＳ校正業務の拡張に伴う設備の整備による効率的な業務
展開の実現

通常 土浦商工会議所

230 R108030159 関東 茨城県 熊谷工業株式会社 6050001023114
難削材加工技術のＡＩによる高効率生産の追求と生産プロセス
改善による生産性向上

通常

231 R108030162 関東 茨城県 株式会社野上技研 3013201004542
世界で一番信頼性の高い引張試験結果を提供する革新的
サービスの開発

通常
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232 R109030003 関東 栃木県 ブラスト工業株式会社 9060001020925 革新的・高硬度特殊鋳造品バリ取りシステムの構築 通常

233 R109030006 関東 栃木県 東京オイルアナリスト株式会社 3011801009985
新サービス！油中異物を赤外分光分析でワンストップ解析で顧
客満足度向上。

通常 栃木県商工会連合会

234 R109030007 関東 栃木県 有限会社川崎制御設計 1060002030113 生産ロボット導入のためのオフラインティーチングシステム開発 通常

235 R109030010 関東 栃木県 株式会社ヨネヤプランニング 6060001004856
災害時における安全で迅速な非対面型の公共土木施設測量
事業

特別

236 R109030013 関東 栃木県 サン精機有限会社 5060002019301
門型マシニングセンタ導入による大型部品加工の対応能力、生
産性向上

特別 東　健司

237 R109030016 関東 栃木県 有限会社ハシモト 4060002018816
造作家具製造における加工技術の革新と生産性向上による競
争力強化

通常

238 R109030018 関東 栃木県 株式会社シンシ 1010801005311 建築資材向け樹脂製品の生産プロセスの開発 通常 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

239 R109030021 関東 栃木県 株式会社大熊製作所 2030001074022
厚板製品の最適加工プロセス構築によるグローバル競争に対
応する技術向上計画

特別 株式会社エフアンドエム

240 R109030023 関東 栃木県 株式会社すが野 4060001017257
刻み生姜小袋の手計量包装機から自動計量包装機を開発し
生産性・コスト力向上を図る。

通常

241 R109030025 関東 栃木県 Ｓｕｎフーズ株式会社 8060001017880
栃木県南初のクラフトビール醸造によるコロナ禍に対応した新
業態の開発

特別

242 R109030026 関東 栃木県 株式会社いわい生花 8060001010233
自動花束加工機導入による業務の平準化と品質安定化・生産
性向上

通常

243 R109030027 関東 栃木県 有限会社静和自動車整備工場 9060002033257
コロナに打ち勝ち、車社会栃木県を牽引する革新的な塗装工
程の実現

特別

244 R109030028 関東 栃木県 株式会社ナガタ縫製 4060001028709
活況な睡眠ビジネス市場に向けた新製品の開発と短納期化計
画

特別 株式会社東和銀行

245 R109030029 関東 栃木県 武田歯科医院
治療プロセスの改善による新型コロナ対策と女性従業員の多
様な働き方の実現

通常

246 R109030031 関東 栃木県 株式会社オカダＪＩＧ 7060001022130
農業機械向け溶接治具部品の独自マシニング加工技術開発
による傾斜深溝加工の内製化と加工コスト削減

通常

247 R109030034 関東 栃木県 株式会社波里 9060001020545
最新自動包装機によるきな粉製品の生産プロセス革新とＥＣ拡
大戦略

特別

248 R109030036 関東 栃木県 有限会社スペクトルデザイン 8060002027474
ハンディ型非接触膜厚計測システム導入による最先端計測方
法の実現

通常

249 R109030037 関東 栃木県 ハネクトーン早川株式会社 1060001015180 抗ウィルス性生地による介護施設向けユニフォームの生産 特別

250 R109030043 関東 栃木県 株式会社ホビージャック 7060001005564
新型ドローンを活用し効率化・非対面化を実現する革新的橋梁
点検事業

通常

251 R109030050 関東 栃木県 有限会社野木金型製作所 6060002029828
マシニングセンタ導入で高精度な樹脂成形金型の生産性向上
と短納期化達成

通常 株式会社栃木銀行

252 R109030054 関東 栃木県 おおしま歯科医院
独自シミュレーション工程による地域総合歯科治療センターの
構築

通常 アイアンドアイ株式会社

253 R109030061 関東 栃木県 高野歯科医院
患部の三次元的理解に基づく、再治療率が非常に高い根管治
療の１度での根治を実現

特別

254 R109030063 関東 栃木県 遠藤食品株式会社 7060001020737
革新的商品とニューノーマル対応でコロナに負けない収益構造
への変革

通常

255 R109030065 関東 栃木県 有限会社石川食品 1060002038701
ＪＡとの協業による食品ロス削減の取組とあん類二次加工品の
新規開発

特別

256 R109030066 関東 栃木県 株式会社昭和製作所 7060001002280 大型金属加工の技術力向上によるフィルタープレス機の開発 通常 東　健司

257 R109030067 関東 栃木県 富士興業株式会社 4020001024298
新型カッティングマシンの導入による大型ジョイントシート製作
の自動化

通常

258 R109030070 関東 栃木県 玄印株式会社 3010801020267
催事販売から脱却しネット販売に移行するための新商品開発
体制の整備

通常

259 R109030072 関東 栃木県 株式会社うしとら 7010901021913
最新缶詰機の導入による販売チャンネルの拡大及び新規顧客
の獲得

特別

260 R109030073 関東 栃木県 株式会社進恵技研 4060001018701 超ハイテン材用プレス金型の高精度化加工技術の開発 通常

261 R109030076 関東 栃木県 株式会社アペックス 6060001007388
高級車・輸入車の長期保有ニーズに応えるカープロテクション
フィルム加工の内製化と効率化

通常
株式会社ＵＩ志援コンサル
ティング

262 R109030078 関東 栃木県 有限会社山田自動車工業 6060002017733
県内小規模企業初、ＡＳＶ対応整備サービスの提供と地域同業
者との協業体制の構築

通常
株式会社ＵＩ志援コンサル
ティング

263 R109030080 関東 栃木県 株式会社中央 9060001002766 量産部品の受注強化の為の最新のマシニングセンター導入 通常

264 R109030082 関東 栃木県 株式会社加藤産業 1060001010297
国内外のニーズに対応するための鹿沼土等園芸用土の生産
体制強化

通常 株式会社筑波銀行

265 R109030083 関東 栃木県 丸信金属工業株式会社 4060001019220
自動へら絞り機を導入し、需要が増す大型空調換気口の製作
へ対応する。

通常 株式会社足利銀行

266 R109030088 関東 栃木県 株式会社コバックス 4060001022488 睡眠日誌アプリの開発・利用促進 通常

267 R109030089 関東 栃木県 株式会社ケイ・アンド・ケイ 2060001029114 生産能力強化と製造領域の拡大による生産工程全体の改善 特別

268 R109030099 関東 栃木県 株式会社黒坂鍍金工業所 8010801003374
ＡＩ自動見積もりシステム及びクラウド生産管理システムの取り
組み

特別

269 R110030004 関東 群馬県 有限会社宮島工務店 4070002024887
木材自動加工機の導入による作り付け家具需要への高効率的
対応

通常 早瀬　達

270 R110030006 関東 群馬県 有限会社佐藤製作所 8070002029379
医療機器業界向け高精度高速プレス・ベンディングシステムの
構築

特別

271 R110030010 関東 群馬県 有限会社コバ 1070002023446 次世代自動車向け金属部品の生産プロセスの開発 特別 しののめ信用金庫

272 R110030012 関東 群馬県 昭和電気鋳鋼株式会社 9070001008985
革新的生産ＤＸクラウドでスマートな生産性向上、アナログから
の脱却で納期短縮

通常 株式会社群馬銀行

273 R110030013 関東 群馬県 株式会社エスワイ建材 2070001030442
金属建具の焼付塗装内製化によるリフォーム施工品質向上・
短納期化施策

通常 株式会社群馬銀行

274 R110030020 関東 群馬県 小山歯科医院
新型コロナウイルスの影響に対応した院内完結型でのインプラ
ント矯正の提供

通常

275 R110030026 関東 群馬県 株式会社ジョーシン・シャックス 6070001007098
全工場大型トラック塗装体制の確立による短期納車対応の実
現

通常 株式会社群馬銀行

276 R110030027 関東 群馬県 株式会社女屋スポーツ工事 2070001000676 早期災害対応！公共グラウンド復旧工事技術の高度化 特別

277 R110030029 関東 群馬県 有限会社群馬サツシ工業 7070002015768
曲げ加工における技術革新がもたらす効率的生産の実現と売
上拡大

通常 株式会社群馬銀行

278 R110030033 関東 群馬県 有限会社日暮工業 3070002016563 新札発行需要に向けた難削材の複合加工技術の向上 通常 群馬県信用組合
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279 R110030034 関東 群馬県 角田建設工業株式会社 3070001023148 産業廃棄物処理業における「片品地産地消モデル」の構築 通常 株式会社群馬銀行

280 R110030038 関東 群馬県 株式会社翔栄 3070001013446
自動車ヘッドアップディスプレイ用凹面ミラーの大型化・樹脂化
技術の確立

通常

281 R110030039 関東 群馬県 有限会社萩原組 4070002011539
非対面納品を実現する大規模施設向けＩＣＴ基礎工事事業の新
開発

特別

282 R110030042 関東 群馬県 株式会社タナカ精機 1070001011807
品質保証体制を強化し、ＦＣＶなど次世代自動車部品の売上倍
増

通常

283 R110030045 関東 群馬県 合同会社ＭＡＫＩＴＡ 9070003002383
地元の素材を使った冷凍ピッツァ開発による非対面ビジネスモ
デルへの挑戦

通常 小川秀樹

284 R110030050 関東 群馬県 リプロテック株式会社 1070002004025
日本初、真空乾燥機を活用した“豆腐”に於ける食品残渣の高
タンパクエコフィード事業

通常

285 R110030055 関東 群馬県 日本ガーリック株式会社 1070001007945
外出自粛により急増した注文に対応する高速かつ正確な出荷
ラインの実現

特別

286 R110030056 関東 群馬県 株式会社義板金工業 1070001036523
新たな板金工程の開発と製品品質の向上、業界初の屋根施工
後１０年保証

通常 群馬県商工会連合会

287 R110030060 関東 群馬県 株式会社井野板金工業 9070001013119
データ連携強化により設計・加工を工数削減し短納期対応力を
向上

通常

288 R110030061 関東 群馬県 ディアンドディ株式会社 6070001025736
検査測定器の導入による一貫生産・管理体制の構築と自社製
品の開発

通常

289 R110030062 関東 群馬県 アルファデンタルオフィス
総合医療の観点を導入し、日本で初の後天性不正咬合の治療
に挑戦

通常

290 R110030063 関東 群馬県 ソーハツ株式会社 6013401001254 寸法測定カメラシステム及びサーボプレス機による生産性向上 特別 岸田　勝

291 R110030065 関東 群馬県 平和衡機株式会社 2070001008298 ＡＧＶ（無人搬送車）に対応した特殊計量器の開発 通常 高崎商工会議所

292 R110030067 関東 群馬県 池田製作所
最新ＣＮＣ自動旋盤導入と各種加工条件の最適化による難削
材部品の生産性向上

通常

293 R110030070 関東 群馬県 株式会社柳井 3070001016688 半導体向け高精度金属部品の生産プロセスの開発 通常 群馬県商工会連合会

294 R110030075 関東 群馬県 有限会社斎藤歯車製作所 4070002023501 最新ＣＮＣ旋盤による高精度ローテーターシャフトの製作 特別 ペンデル税理士法人

295 R110030076 関東 群馬県 株式会社サンモール 7070001022914
ジューシーでふっくらしたローストミートの開発と非対面による販
売モデルの構築

通常 群馬県商工会連合会

296 R110030079 関東 群馬県 株式会社ＩＮＮＯＶＡＴＥＵＲ 2011001066366
高級アパレル重衣料品の量産工程内製化と、医療用防護服の
量産体制構築

通常

297 R110030080 関東 群馬県 有限会社ビクトリー 5070002021223
和牛肉輸出と新ブランド牛肉開発のための作業効率化の取り
組み

通常 伊勢崎商工会議所

298 R110030083 関東 群馬県 オーラ産業株式会社 9070001018919 次世代自動車向け大型外観部品の塗装プロセスの開発 特別 株式会社足利銀行

299 R110030090 関東 群馬県 関東精機工業株式会社 5070001009863
高性能内面研削盤の導入による円筒形状部品の内面研削加
工における高精度化

通常 しののめ信用金庫

300 R110030091 関東 群馬県 株式会社磯貝晃三商店 9070001012005
こんにゃく粉包装の効率化による品質管理を目的とした生産ラ
インの構築

特別 しののめ信用金庫

301 R110030095 関東 群馬県 鳥山畜産食品株式会社 6070001017816
海外向けブランド　「Ｔｏｒｉｙａｍａ　Ｕｍａｍｉ　Ｗａｇｙｕ」　の国内消
費者向け販売拡大計画

通常 株式会社東和銀行

302 R110030098 関東 群馬県 株式会社サトウスチール 5070001011753 薄肉鋼管及び長尺鋼管に特化したパイプ切断加工体制の構築 特別

303 R110030101 関東 群馬県 有限会社大栄龍 5070002014490
回転式ボイラー釜の導入による生産プロセスの改善と新商品
の試作開発

通常 高崎商工会議所

304 R111030003 関東 埼玉県 デジスパイス株式会社 6030001016103 高精度受信及びＢｌｕｅｔｏｏｔｈ機能付ＧＮＳＳロガー試作 通常 さいたま商工会議所

305 R111030006 関東 埼玉県 プリント・フォー株式会社 6030001077070 オフセット印刷用の版内製化と印刷用版の新規事業化 特別

306 R111030009 関東 埼玉県 株式会社アド・メーラー 7011401011306 折加工印刷物の帯掛け作業の機械化 通常

307 R111030010 関東 埼玉県 川端色学工業株式会社 3030001074442 インク製造ノウハウを活かしたシリコン樹脂着色加工の事業化 特別

308 R111030014 関東 埼玉県 株式会社Ｓ・Ｓ・ＦＡＣＴＯＲＹ 3030001124833
最新型ＣＮＣ自動旋盤導入による難削材高精密加工の２４時間
対応

通常 秩父商工会議所

309 R111030018 関東 埼玉県 株式会社秋山 5030001063492
最新技術シャーリング導入により板金部門の売上増加及び生
産性の向上を図る

特別

310 R111030020 関東 埼玉県 みゆき歯科
　感染症対策が実施された安全・安心な環境で高精度の矯正
歯科治療を提供

通常

311 R111030021 関東 埼玉県 南浦和歯科
歯科技工物サプライチェーンの内製化によるジルコニアワンデ
イトリートメントの提供

特別

312 R111030022 関東 埼玉県 有限会社双葉螺子製作所 7030002097538
精密研削の１工程化により生産性と品質の相乗効果を実現す
る量産事業

通常 株式会社武蔵野銀行

313 R111030023 関東 埼玉県 河見工業株式会社 5030001071702
プレス加工後のＣＯ２溶接加工における品質向上と工数低減の
改善

通常

314 R111030025 関東 埼玉県 東工商
最新鋭ワイアー放電加工機導入による高効率・高精度金属加
工工程の実現

通常

315 R111030026 関東 埼玉県 有限会社タケウチ 1030002122417
レーザー彫刻機の導入による顧客のブランディング支援事業の
展開

通常 埼玉県商工会連合会

316 R111030027 関東 埼玉県 イズミ精工株式会社 3030001056275
支給品である大径フックの内製化による生産性向上の取り組
み

通常 株式会社武蔵野銀行

317 R111030028 関東 埼玉県 飯村自動車興業株式会社 3011501000344
事故車修復精度向上とエーミング実施によるＡＳＶ完全修復
サービスの提供

通常

318 R111030029 関東 埼玉県 株式会社富岡食品 2030001086463 原材料廃棄を無くした「一口いなり」用の油揚げの開発事業 通常 アイアンドアイ株式会社

319 R111030034 関東 埼玉県 株式会社フィアロコーポレーション 6030001046125
次世代技術開発プラットフォームの開発による新たな研究開発
体制の構築

通常 佐々木　晴明

320 R111030036 関東 埼玉県 有限会社岩田金型製作所 4030002100634
最新ＣＡＭ導入による金型生産における短納期生産システム
構築

通常

321 R111030037 関東 埼玉県 株式会社鹿光生物科学研究所 4030001036078 食品微生物検査の自動化・迅速化による検査体制の強化 通常

322 R111030039 関東 埼玉県 株式会社大谷裁断所 9030001074107
紙による情報保管ニーズに応える高効率な極厚製本加工ライ
ンの構築

特別

323 R111030042 関東 埼玉県 ベニー精工株式会社 1030001043861 小径の特殊加工品の生産体制確立と新規市場開拓 特別

324 R111030043 関東 埼玉県 株式会社鎌田製作所 7011801007011
高性能・高機能ＣＮＣタレットパンチプレス導入による精密板金
加工事業の革新

通常

325 R111030044 関東 埼玉県 株式会社木屋製作所 7011601001825
金属と樹脂の高強度の接合技術を開発しコロナ後の会社存続
の柱とする

通常
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326 R111030049 関東 埼玉県 ふかざわ歯科クリニック
デジタルと手技の融合による感染症対策及び歯科医療の高度
化事業

特別

327 R111030050 関東 埼玉県 有限会社メタルメディア 3030002089332
電柱の老朽化対策に寄与するボルト部品等の品質向上及び生
産能力強化計画

特別 株式会社エフアンドエム

328 R111030052 関東 埼玉県 株式会社グランドポケット 5030001110443
不動産の内覧がＷｅｂで可能なＶＲアプリを導入し、非対面型ビ
ジネスモデルを確立する

通常 青木信用金庫

329 R111030054 関東 埼玉県 株式会社コミヤテクノ 7030001020252
超高強度、高品質！ワッシャー電気亜鉛めっき加工の生産工
程革新

特別

330 R111030055 関東 埼玉県 株式会社三興メカニクス 4010801004368 ＮＣ旋盤導入による、舞台装置の製造における生産性向上。 通常

331 R111030056 関東 埼玉県 株式会社モスフィル 6011501001422
５Ｇ需要取り込みのための半導体装置向け高精度フィルター生
産体制の構築

特別 石山　賢

332 R111030058 関東 埼玉県 松﨑紙工株式会社 6030001064795 感染症対策需要に応える段ボールパーテーションの製造 特別

333 R111030059 関東 埼玉県 トモタケ機工株式会社 5030001076387
精密平面研削の精度向上と加工スピードアップによる高硬度加
工の差別化推進

通常 株式会社武蔵野銀行

334 R111030060 関東 埼玉県 玉手歯科医院
包括的歯科診療基盤強化に向けＣＴ＆ＩＯＳで診断品質の飛躍
的向上

通常 税理士法人西川会計

335 R111030061 関東 埼玉県 株式会社ＧＯＫ 7030001105895
海洋調査関連部品需要を取り込む、高精度加工・保証が可能
な革新的生産プロセス構築事業

特別 石山　賢

336 R111030064 関東 埼玉県 ＣＲＳスポーツ工業株式会社 2030001127564
日本における「バトミントン」用特殊ストリング量産生産ラインの
構築

特別

337 R111030065 関東 埼玉県 久保井塗装株式会社 9030002033540 ＩｏＴシステムと接続できる色差計で競争力ある検査体制の確立 特別 飯能信用金庫

338 R111030066 関東 埼玉県 株式会社ステム 7030001071717
次世代向けニードルバルブの研削技術確立と工程改善による
品質・生産性向上

特別

339 R111030067 関東 埼玉県 巳崎工業有限会社 4030002116176
高精度かつ量産の特殊形状製品を短納期生産する曲げ加工
プロセスの確立

通常

340 R111030069 関東 埼玉県 株式会社川上工業 2030001084327 革新的組立工法「プラモ工法」の合理化生産システム確立 通常

341 R111030072 関東 埼玉県 トミーケミカル株式会社 2010901034993
最新インフレーション成形機による生分解性消臭ポリ袋の新規
開発

特別

342 R111030073 関東 埼玉県 株式会社サイクラフト 2030001040684
新設備導入による需要増大著しいフチなし型看板の新製品開
発

通常

343 R111030074 関東 埼玉県 株式会社むさしのメタル 6030001069290 水害対策用組立新工法の合理化 特別

344 R111030079 関東 埼玉県 有限会社忍田製作所 3030002073682
高硬度特殊鋼の加工精度・生産性の飛躍的向上で脱「コロナ
停滞」

特別 土井　康二郎

345 R111030082 関東 埼玉県 株式会社稲垣製作所 4030001073807
コンパクトかつ環境に配慮した金属スクラップ加工処理機械の
開発

特別

346 R111030083 関東 埼玉県 旭工榮株式会社 5030001086659
治水対策に貢献する革新的な新方式水中測量サービス体制の
構築

特別 埼玉縣信用金庫

347 R111030086 関東 埼玉県 鈴木建設株式会社 5011501019003
交通規制が不要な省スペース・軽量機による下水道配管の更
生工事の実現

特別 埼玉縣信用金庫

348 R111030087 関東 埼玉県 有限会社高翔ベンディング 1030002048769 高速ブランク加工「アフターカット加工」による生産合理化 通常

349 R111030088 関東 埼玉県 株式会社梵 2030001133711
ラーメンを「おうちであれんじ」ＳＮＳ活用によるマルチチャネル
販売

特別 さいたま商工会議所

350 R111030090 関東 埼玉県 株式会社ティガーズ 3011801035478
高難易度レーザー加工によるハイブランド什器の金物木工の
一貫生産

特別

351 R111030091 関東 埼玉県 有限会社スケガワ 9030002097148
最新型一包化監査支援システム導入による在宅医療の向上と
事業拡大

特別

352 R111030095 関東 埼玉県 ダイヤロン株式会社 3210001011724
採寸不要の非対面式畳供給モデル「定寸システム」の生産性
改善事業

特別

353 R111030096 関東 埼玉県 株式会社学校写真 7010801002591
短納期・低価格・感染リスク低減を実現する証明写真サービス
開発

通常
一般社団法人城西コンサ
ルタントグループ

354 R111030098 関東 埼玉県 安藤製菓株式会社 3011401000312
軽い歯触りを極めた高品質せんべいの開発における新たな生
産方式の導入

特別

355 R111030099 関東 埼玉県 株式会社デイジイ 2030001076118
販売数増加に対応！こだわりパンの生地製造ラインにおける
生産性向上計画

通常 埼玉縣信用金庫

356 R111030100 関東 埼玉県 有限会社アニマル・キングダム 5030002091682
高精度画像装置の高度医療！革新的動物病院診断・非対面
サービス

特別

357 R111030104 関東 埼玉県 株式会社グリーンインターナショナル 7030001040630
車種・年式・グレードにより異なるオリジナルカーマットの内製化
事業

特別

358 R111030105 関東 埼玉県 株式会社埼玉測機社 1030001003320
３次元データを活用した埼玉県における革新的トンネル測量高
度化事業

特別

359 R111030111 関東 埼玉県 宮島金型有限会社 3030002107548
微細追込み直彫加工プログラム寸法管理による擦り合わせ工
法開発

通常 川口商工会議所

360 R111030114 関東 埼玉県 株式会社イーエスデザイン 3390001012440
ロボットアーム導入による革新的インサート成形高度化事業計
画

特別

361 R111030115 関東 埼玉県 株式会社ＥＸＴＩＭＥ 9011801029821
二輪車のリユース事業における生産性向上と品質管理のため
の事業拡大

通常

362 R111030116 関東 埼玉県 有限会社丸忠伸栄製作所 4030002107282
サプライチェーン毀損に対する食品加工機向け長尺部品加工
の高度化

通常

363 R111030121 関東 埼玉県 ピアシティ大利根歯科
最新設備導入による、「安心して来院できる歯科医院」の体制
構築

通常

364 R111030127 関東 埼玉県 東京電子株式会社 1011401007037
高精度計測分野に限定されていた銅合金材料のミニマルファ
ブ用真空容器への事業展開

通常 多摩信用金庫

365 R111030128 関東 埼玉県 株式会社トクベン 1030002105355
Ｒ曲げ加工のノウハウを活かした旋盤加工部品の新規生産、
販売

特別

366 R111030133 関東 埼玉県 株式会社サンスチール 2030001039504
大規模地震においても正常に開閉する次世代型防火扉の生産
体制構築

通常
株式会社コムラッドファーム
ジャパン

367 R111030135 関東 埼玉県 有限会社エイテック 3030002050707
超小型次亜塩素酸水生成装置に供給する樹脂製パーツの高
精密化及び生産性の向上

通常

368 R111030136 関東 埼玉県 ＡＬＬＭＹＴＥＡ
最新式包装機によるテトラパック型独自ブレンド茶の生産性向
上計画

特別

369 R111030147 関東 埼玉県 有限会社中島木工所 1030002099218
什器の曲線加工内製化による品質の向上と打合せ・図面製作
サービスの強化

特別 株式会社横浜銀行

370 R111030148 関東 埼玉県 有限会社幸和貿易 9030002071730 ルーダー設備導入による中国市場への再生ペレット販売 通常 伊藤　洋介

371 R111030158 関東 埼玉県 合同会社ＡＳＳＩＳＴ 9140003013539
建設・土木計測設備とノウハウの転用による革新的な映画制
作事業

特別

372 R111030162 関東 埼玉県 有限会社渋谷建材 6030002073696
「再生生コンクリート」の開発及び製品化による資源循環型社
会の構築

通常 株式会社武蔵野銀行

8 / 57



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

支援機関名

373 R111030163 関東 埼玉県 ラウレア歯科クリニック
歯科技工物の内製化と院内感染対策による、地域の健康維持
への取組

特別

374 R111030164 関東 埼玉県 アステックデザイン株式会社 9030001112709
超・鏡面加工の開発によるコンクリート施工のサービス拡充事
業

通常 アイアンドアイ株式会社

375 R111030165 関東 埼玉県 有限会社高橋 5030002041266 ペットのがんに対する県内屈指の革新的アプローチの実現 特別

376 R111030169 関東 埼玉県 株式会社中村コミュニケーションズ 4030001031145
ネットミーティング時代に対応する自由度満載の名刺発注シス
テムの開発

特別
アルタス・パートナーズ合同
会社

377 R111030170 関東 埼玉県 株式会社五月工業 6030001023082
特殊圧延機によるＥＢＷ材の高精度・高品質加工と小ロットを
実現する革新的生産技術の確立

通常 菅野　浩司

378 R111030171 関東 埼玉県 株式会社佐々木工藝舎 7030001128401
高周波フラッシュ接着機導入により、木材プレス工程のボトル
ネックを解消し生産性向上を実現

通常

379 R111030172 関東 埼玉県 創芽企画株式会社 7030001045381 コロナ禍でも勝ち残るための製品高付加価値化 通常

380 R111030174 関東 埼玉県 株式会社東洋精工 1030001091101
高精度な技術とＶＥ提案力でアフターコロナのものづくりを牽引
する

通常 株式会社エイチ・エーエル

381 R111030176 関東 埼玉県 高橋測量設計株式会社 9030001091176
長瀞山間部の革新的測量技術の確立・境界確定の完全非対
面化の実現

特別

382 R111030180 関東 埼玉県 ツクモ工学株式会社 4030001026491 電子デバイス部品のテレワーク型ナノ計測器の試作開発 通常

383 R111030181 関東 埼玉県 株式会社大照製作所 4030001083698
食品包装機械のサプライチェーン毀損対策を目的とした、量産
プロセスの生産性向上と人材活用の両立化

通常

384 R111030184 関東 埼玉県 株式会社リッツ 3030001092650 日本伝統文化である篠笛「環」の革新的新製品開発 通常

385 R111030185 関東 埼玉県 株式会社ケーテーテック 9030001040091
振動切削技術と当社独自技術の融合によるφ１以下の深穴加
工への対応

特別

386 R111030193 関東 埼玉県 ナオ・シング株式会社 3030001056572 いつでもフカフカ！再現率と配送効率を高める生産工程の構築 通常 アイアンドアイ株式会社

387 R111030196 関東 埼玉県 株式会社おどろき 5240001045602
コンサート小道具製造をデジタルソフト、３Ｄスキャナ、３Ｄプリン
タ等で高度化

通常

388 R111030197 関東 埼玉県 有限会社光真製作所 4030002102498
半手動で使えるＣＮＣ旋盤導入と当社切削技術で高需要の高
精度長尺シャフト内製化

通常

389 R111030200 関東 埼玉県 株式会社ノブ 5030001116267 自社独自の軽くて丈夫なモジュールハウスの試作品開発 通常 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

390 R111030202 関東 埼玉県 京和工業株式会社 6030002065000
大規模建設現場の工期短縮に寄与する業界初・土工事専用設
備導入計画

特別 株式会社群馬銀行

391 R111030203 関東 埼玉県 株式会社おなまえ王国 4030001131507
世界初の彫刻入りアクリルフォトやオリジナルグッズの製造に
よる差別化

通常

392 R111030205 関東 埼玉県 株式会社エルテクノ 4030001060474
最新の調理技術ソフトスチーム加工を活用した魚肉類の高効
率生産の確立

通常

393 R111030209 関東 埼玉県 さえぐさ歯科クリニック
障害のある患者さまにもハートフルな治療と、ｏｎｅ－ｄａｙ　によ
る補綴治療フローの開発

特別

394 R111030210 関東 埼玉県 有限会社末崎製作所 1030002076571 電動サーボプレス導入による品質の高度化と競争力強化 通常 株式会社東和銀行

395 R111030213 関東 埼玉県 ケイプラス株式会社 5030001017639
新たな構造物診断用ドローンの試作による外壁調査技術の向
上

通常 さいたま商工会議所

396 R111030217 関東 埼玉県 株式会社グリーンホープ 1030001011315
高機能かつ環境に配慮した感圧式運行記録紙用ロール紙の
開発

特別

397 R111030221 関東 埼玉県 たかた歯科
非抜歯矯正を実現する高精度診断と革新的矯正装置提供基
盤の強化

特別
株式会社東京経営サポー
ター

398 R111030225 関東 埼玉県 株式会社デイライト 5030001122265
障害児や要介護者の親・家族に対する心身ケアサービスの展
開

特別 アイアンドアイ株式会社

399 R111030226 関東 埼玉県 みらい矯正歯科
院内感染対策と高精度マウスピース矯正治療を通じた、地域
密着型高度歯科治療の実現

特別

400 R111030230 関東 埼玉県 株式会社今井メッキ工業所 2030002048306
生産管理システム導入によるメッキ加工の見える化と品質管理
強化

通常 税理士法人　古田土会計

401 R111030231 関東 埼玉県 エスエスビジネスフォーム株式会社 5011501005671
新たな生産方式の導入による生産能力向上で、コロナで毀損し
た販売先の代替需要獲得による経営状態の改善

通常

402 R111030232 関東 埼玉県 大谷歯科
新型コロナウイルスへの対抗施策としてのＩｏＴ活用と持続可能
な低被曝治療

通常

403 R111030234 関東 埼玉県 株式会社コスミックエムイー 2030001074823
従来確認ができなかった術野の確保を可能とする新コンセプト
の内視鏡の開発

特別

404 R111030236 関東 埼玉県 株式会社組楽工房 3030001058701
木製家具のデザイン高度化・短納期化に向けた生産プロセス
の改善

特別 埼玉県商工会連合会

405 R111030238 関東 埼玉県 ライブストック・アグリテクノ株式会社 4030001135359
畜産農家の生産性を向上させる課題解決型ＩＴソリューションの
開発

特別

406 R111030239 関東 埼玉県 川口化学工業株式会社 5010001008672
コロナ禍における、水質改善、操業度の改善による安定供給を
生み出す取り組み

特別 株式会社やまと経営

407 R111030240 関東 埼玉県 株式会社スズキ技研 7030001070875 「医療業界への進出」と「サプライチェーンの国内回帰」 特別

408 R111030241 関東 埼玉県 株式会社ＵＣＨＩＤＡ 8030001057822 航空産業向け高耐熱ＣＦＲＰ生産技術開発 特別

409 R111030242 関東 埼玉県 Ｄラボサポート
審美性の高い歯科技工物の自社一貫生産体制により地域歯
科に貢献

通常

410 R111030243 関東 埼玉県 株式会社杉山製作所 1030001064189
製品改良と品質向上のための品質評価体制の構築と寸法測
定工程の高度化

特別

411 R111030244 関東 埼玉県 日ノ出樹脂工業株式会社 6011301005961 リサイクル炭素繊維コンパウンド樹脂の高強度化 特別

412 R111030247 関東 埼玉県 理研ダイヤモンド工業株式会社 6011501009283
銘鈑印刷工程の革新による売上・利益の向上と作業環境の大
幅改善

通常
一般社団法人荒川区中小
企業経営協会

413 R111030248 関東 埼玉県 株式会社ウム・ヴェルト・ジャパン 1030001085631
国の要請に応え太陽光パネルとＬＥＤ電球の完全リサイクルを
実現

特別
株式会社東京経営サポー
ター

414 R111030249 関東 埼玉県 株式会社ＳＫＴテクニカ 9030001104838 最新ＣＡＤ／ＣＡＭ技術の導入による金型の生産性向上 通常

415 R111030250 関東 埼玉県 エリアブライト株式会社 1030003011651
ＩＣＴを利活用した公民連携を促進するマッチングサービスの展
開

特別 越谷商工会議所

416 R111030251 関東 埼玉県 有限会社ラフィネ 3030002066380 最新設備導入による医療機器部品加工の内製・自動化 通常

417 R111030253 関東 埼玉県 株式会社大谷シャーリング工業所 2030001070748
マシニングセンター導入による制震装置部材等の一貫生産ライ
ン構築

通常

418 R111030254 関東 埼玉県 株式会社染谷クリーニング 7030001031010 非対面型クリーニング受付事業 通常 埼玉縣信用金庫
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419 R111030256 関東 埼玉県 株式会社アイエント 3030002036458
ニッチトップを目指す独自性のある金型設計開発プロセスの革
新的技術サービス提供

特別
有限会社エスエス創造研究
所

420 R111030257 関東 埼玉県 ティエスマシナリー
外注工程であるフライス加工の内製化による生産性向上の取
り組み

通常

421 R111030259 関東 埼玉県 株式会社アルフォ 5030001131241
スタジオダンスレッスンから動画およびライブレッスンへの非接
触型事業の展開

通常

422 R111030260 関東 埼玉県 吉野電化工業株式会社 1030001064965
コロナ禍によるビジネスモデルの転換がもたらす生産体制のＩＴ
化

通常

423 R111030261 関東 埼玉県 株式会社斎藤企画 4030001010157
ＩＯＴ機能搭載自動販売機とＥＣサイトを活用したカプセルトイ販
売の非接触型新業態

通常 谷　進二

424 R111030262 関東 埼玉県 大木産業株式会社 2030001074014
アルミダイカスト等、金型鋳造業界の作業環境・技術問題解決
に向けた次世代型超音波洗浄機の実用化

通常

425 R111030265 関東 埼玉県 株式会社アイビーエス 4030001085372
曲げ加工の高度化による非接触の置き配に寄与する新製品開
発

通常 埼玉県商工会連合会

426 R111030270 関東 埼玉県 株式会社水循環エンジニアリング 9030001110308
パッケージ型水処理装置の低コスト・自動・遠隔運転化技術の
確立

特別

427 R112030003 関東 千葉県 株式会社Ｙ’ｓＴｅｃｈ 4120101035615
石油化学工場の設備検査でドローンを活用する革新的な取り
組

特別

428 R112030007 関東 千葉県 京葉興業株式会社 2040001026105
冷凍冷蔵倉庫向け、樹脂製敷板及び新しい接合システムの開
発

通常
公益財団法人千葉県産業
振興センター

429 R112030008 関東 千葉県 津田沼Ｙ’ｓ歯科クリニック奏の杜
コロナと共存する１本の天然歯にこだわった安心・安全な歯科
治療の実現

特別

430 R112030014 関東 千葉県 有限会社ヤマカ運輸 7040002086093
荷主企業とデータ連携可能な運送業向け販売・配送管理シス
テム開発

特別

431 R112030015 関東 千葉県 海光物産株式会社 6040001016985 ブロックチェーンを活用した非対面型ビジネスモデルの構築 通常

432 R112030018 関東 千葉県 有限会社越川製作所 3040002083061
切削成型に高度な技術を要するステンレス等の部品増産要求
への対応

通常

433 R112030022 関東 千葉県 大花堂製菓株式会社 1040001071671 新規販路開拓に向けた新商品の開発及び生産性の向上 通常

434 R112030024 関東 千葉県 有限会社橋村商店 7040002083900
地元特産品ブランドを活かした小売店や自社ＥＣサイトの商品
拡充

通常

435 R112030027 関東 千葉県 有限会社房州日日新聞社 9040002099795
コロナ禍のもとで紙から電子へ！地方新聞が取り組むデジタル
版への転換

特別
アルタス・パートナーズ合同
会社

436 R112030028 関東 千葉県 Ｘ－ｔｅｃｈ 繁殖農家の生産性向上支援ＡＩシステム 通常

437 R112030029 関東 千葉県 株式会社ＥＳＬ研究所 7040001080816 これからの若手技術者を育成するオンライン教育キットの開発 通常
公益財団法人千葉県産業
振興センター

438 R112030030 関東 千葉県 株式会社海洋 3040001075729
高付加価値「定塩鮭」の小売製品取り扱い開始と業務用フィレ
増産計画

通常 株式会社京葉銀行

439 R112030031 関東 千葉県 株式会社ハルヤマ研磨工業 4040001036614
光学フィルムの反射を防止するための研磨加工技術の高度化
の取組み

通常

440 R112030043 関東 千葉県 株式会社エイ・シー・エム 7010601008839
最新充填機・打栓機の複合的導入による生産革新と除菌液の
新開発

特別

441 R112030047 関東 千葉県 株式会社金庄 3040001017061
焼海苔イノベーション！日本初・江戸前本格「石焼のり🄬」が全
国の食卓を変える

通常

442 R112030049 関東 千葉県 かとう歯科
感染症予防と精度アップ・治療期間短縮効果を生む噛み合わ
せ重視歯科治療サービス

通常

443 R112030054 関東 千葉県 Ｔ．Ａ．Ｃ株式会社 9040001075657
シャツのシルク印刷の最先端工法開発による生産性向上と誰
でも作業可能な職場づくり

通常

444 R112030056 関東 千葉県 株式会社イトウ精工 8040001043788
高硬度材の切削加工実現による高精度プレス金型製造技術の
確立

通常 千葉信用金庫

445 R112030058 関東 千葉県 有限会社朋友 7040002052285
新型射出成型機とＩｏＴの戦略的活用による営業力強化と最適
生産

通常

446 R112030059 関東 千葉県 有限会社岩本製作所 7040002001358 ５軸複合機導入による小型ポンプ部品精密加工の高度化 通常

447 R112030060 関東 千葉県 株式会社ＥＮ 2040001102319
千葉県旭市がいっぱいに詰まった食品開発および全国展開事
業

特別 銚子信用金庫

448 R112030061 関東 千葉県 有限会社藤代福松商店 5040002101028
地域ブランド商品企画によってコロナウィルスに対応する生産
体制強化

特別

449 R112030064 関東 千葉県 株式会社正木設計 5040001052172
３Ｄ工場と稼働・解析データを活用した予防・予知メンテナンス
サポートサービス体制の構築

特別 野々上　寛

450 R112030067 関東 千葉県 有限会社草の実工房すずき印刷 2040002021716
小ロット製本の工程改善による短納期化と作業改善による生産
性向上

通常

451 R112030068 関東 千葉県 株式会社アサショウ 6040001061610
接触と混雑を緩和し、お客様も従業員も快適・安心な店舗環境
の整備

通常

452 R112030069 関東 千葉県 広沢歯科クリニック
三次元断層撮影機を利用したコロナ禍に順応するメディカルシ
ステムの刷新

通常

453 R112030070 関東 千葉県 伊東歯科医院
新型コロナ感染症対策を行い、歯科治療精度アップと治療期間
短縮を実現

通常

454 R112030071 関東 千葉県 株式会社ワールド・インテリジェンス・ジャパン 8040001012652
生涯なくならない歯を提供していく歯科医院の専門技工所へ向
けた生産改革

通常 株式会社京葉銀行

455 R112030073 関東 千葉県 株式会社ＬＩＮＥ　ＲＥＦＯＲＭＳＵＰＰＯＲＴ 9011701021713
小型高性能産廃処理設備導入による都市型資源循環サイクル
の構築

特別 鈴木　崇史

456 R112030074 関東 千葉県 プロフィット
レジン・ジルコニアＣＡＤ／ＣＡＭ冠加工の一貫化による大臼歯
保険化への対応

通常

457 R112030075 関東 千葉県 株式会社矢作製作所 4040001047818 新規放電加工機・生産管理システム導入による生産性向上 通常

458 R112030076 関東 千葉県 株式会社エーアイ測量設計 6040001107405
千葉発土壌汚染対策測量と太陽光パネル点検への革新的ド
ローン活用事業

特別

459 R112030077 関東 千葉県 ひかりが丘歯科
ＣＴ導入による検査の内製化と、予後不良のない自家歯牙移植
治療の実現

特別

460 R112030078 関東 千葉県 株式会社福富製作所 9040001061789
台風などの災害とリニューアル需要に対応できる製造工場へ
の革新

特別
公益財団法人千葉県産業
振興センター

461 R112030080 関東 千葉県 株式会社アルファユニ 1040001014218
チームオーダー一括注文システム導入による作業効率の向上
と収益力の強化

特別
一般社団法人千葉県中小
企業診断士協会

462 R112030083 関東 千葉県 株式会社岩瀬商店 6040001074835
房州産の活〆冷凍伊勢海老の保存技術を活かした直販ルート
の拡大

通常 近山　寿博

463 R112030085 関東 千葉県 あいのかわ歯科
高性能　ＣＴ　スキャンを用いた最先端歯列矯正技術による高
難度不正咬合治療への挑戦

通常

464 R112030094 関東 千葉県 株式会社鵜原館 5040001075512
コロナに対応！旬の天然外房鮑の急速冷凍による旅館ビジネ
スの革新

特別 銚子信用金庫

465 R112030095 関東 千葉県 株式会社ｃｏｎｎｅｃｔ 2010901037352
ＡＲ技術活用による土木・建築現場の施行ガイダンス、情報共
有システム開発

特別
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466 R112030096 関東 千葉県 羽田興産株式会社 6010801009778
解体作業時の雑品スクラップを完全処理。ごみゼロリサイクル
への挑戦

特別 株式会社シャイン総研

467 R112030097 関東 千葉県 有限会社松本家具製作所 9040002102105
新型コロナ対応の大型オーダーメード家具製造の生産性向上
及び提供事業

通常 房総信用組合

468 R112030099 関東 千葉県 株式会社シーネットＩｏＴソリューションズ 5040001110384
ＷＭＳ連携とマルチマテハンに対応した物流倉庫向けロボット
ソリューションの開発

特別

469 R112030100 関東 千葉県 株式会社ジビショウ 3040001075968
コロナ禍で経営再生するため看板高級食パンを増産し非対面
型ＥＣ販売へシフト

通常 市原商工会議所

470 R112030103 関東 千葉県 くせ歯科診療室
「不測の事態に負けない」、「失敗しない」院内完結型治療の確
立 による永続的な歯の実現

通常

471 R112030105 関東 千葉県 有限会社川口メカニック 2040002033439
画像寸法測定器の導入による検査工程の高度化・生産性向上
と、品質向上による販売拡大

特別 株式会社フロウシンク

472 R112030107 関東 千葉県 宗島商店
「白子米」ブランドイメージ向上のための新規精米設備導入事
業

通常 房総信用組合

473 R112030109 関東 千葉県 永島税理士事務所 バックオフィス業務の自動化導入支援事業 通常

474 R112030110 関東 千葉県 渡辺デンタルｃｌｉｎｉｃ＆ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ
高性能ＣＴを使用した患者様一人一人に合わせた独自の治療
法の提供

通常

475 R112030111 関東 千葉県 株式会社ＢＥＡＮＳ 1040001085374
二次診療機関レベルの低侵襲医療：腹腔鏡・関節鏡手術の実
現

特別

476 R112030112 関東 千葉県 アドバンス柏株式会社 2040001070763
聴覚障がい者の採用と口腔内スキャナー等を活用した生産体
制の改革

通常 布能　弘一

477 R112030113 関東 千葉県 クレオ歯科クリニック
ＣＯＶＩＤ－１９への対応と最先端の治療による業績のＶ字回復
の実現

特別

478 R112030118 関東 千葉県 高木商事株式会社 1040001021412
洋菓子生地のカット工程自動化による洋菓子店における計画
生産体制の構築

通常
税理士法人宇田川会計事
務所

479 R112030119 関東 千葉県 株式会社小栗山ワールド 4040001058749
九十九里漁師が特殊冷凍技術でセグロイワシ郷料理の通信販
売に挑戦！

特別

480 R112030121 関東 千葉県 坂登歯科医院
最先端高度歯科医療の提供により、新型肺炎を超克するため
の歯科用ＣＴ設備導入

通常

481 R112030123 関東 千葉県 株式会社ひまわり動物病院 6040001096094
院内完結型の総合診療施設になるべく、機能強化することで地
域の中心たる一次診療施設へ

通常

482 R112030125 関東 千葉県 ＮＰＯ法人ＡｌｏｎＡｌｏｎ 5040005017329 農園整備による農福連携・障がい者農業生産モデルの拡大 通常 若杉　拓弥

483 R112030126 関東 千葉県 アイル株式会社 9010401121542
新型カット機追加導入による生産力向上・非対面による打合せ
体制構築で新規事業へ

特別

484 R112030128 関東 千葉県 伊藤製粉製麺株式会社 7040001058085 コロナ以降の中食需要拡大に備えた乾麺増産体制の緊急整備 通常

485 R112030130 関東 千葉県 エステック株式会社 6040001092135
バーリング加工機導入による生産性向上と新型コロナの影響
回避

特別
一般社団法人千葉県中小
企業診断士協会

486 R112030131 関東 千葉県 株式会社黒澤製作所 6040001048517 ステンレス素材を使った高気密かつ軽量化ダクトの開発と製造 特別

487 R112030132 関東 千葉県 株式会社Ｇａｒａｇｅ　ＥＬＦ 4040001104800
トライクの可能性を広げて世界進出！サイドカー付きトライクの
試作事業

通常 株式会社千葉銀行

488 R112030134 関東 千葉県 株式会社イワキ産業 5040001034889
教室からオンラインへ！ＩＣＴ活用で新たな販路拡大と業務効率
をＵＰ

特別

489 R112030135 関東 千葉県 有限会社相馬シャーリング 2040002042365 ベンディングマシン導入による、建築部材の一括受注体制構築 通常

490 R112030136 関東 千葉県 株式会社土屋 2040001063247
新型コロナウイルスや災害に強く、付加価値の高い加工ライン
を備えた食肉供給体制の構築

通常

491 R112030137 関東 千葉県 有限会社ジップス 4040002005444
最新設備を活用して美容院からトータルビューティ提供企業へ
転換する取組

特別

492 R112030141 関東 千葉県 リップル合同会社 9040003011049
ｗｉｔｈコロナ時代のデジタル歯科技工領域における小規模技工
所地域連携の仕組みづくり

特別

493 R112030142 関東 千葉県 株式会社荒井建設 5040001052461 房総半島台風に学ぶ、台風に強い家をＶＲで普及する事業 通常

494 R112030144 関東 千葉県 株式会社菊池鋼板興業 9040001001613
受注・製造管理システム構築によるサービスおよび生産性の向
上

通常

495 R112030145 関東 千葉県 株式会社オリエント技研 1011701001978
タッチパネルとＱＲコードを利用したＪＩＳ最高強度鉄筋加工の自
動化

通常 若杉　拓弥

496 R112030149 関東 千葉県 有限会社コンプリートプロテーゼ 5040002089817 コバルト・チタン等の精密レーザー溶接及び精密加工の開発 特別

497 R112030151 関東 千葉県 加瀬歯科医院
超高精度光学機器を利用したオンラインでの治療説明の実現
による非対面型ビジネスモデルへの転換

通常

498 R112030154 関東 千葉県 そがさくら歯科
デジタル化推進による感染予防・防止の徹底を通じた診療継続
へのリスク管理強化

通常

499 R112030155 関東 千葉県 有限会社ミスズ 3040002094158
コロナ禍でも生き抜く日本料理店の革新的非対面型ビジネスの
構築

特別

500 R112030156 関東 千葉県 有限会社森田組 9040002017245
独自の立体設計技術を活かしたカスタム型公共工事部材の一
気通貫加工システム構築

通常 株式会社ティグレ

501 R112030166 関東 千葉県 株式会社海底熟成研究所 4040001107506
効率的な海底熟成ワインの生産と長期熟成の効果検証による
付加価値向上

特別

502 R112030168 関東 千葉県 株式会社浅山式賃金研究所 6040001011086
多様な働き方に対応かつ人事評価・育成可能なテレワークシス
テムの開発

特別 野々上　寛

503 R112030169 関東 千葉県 株式会社エルドラード 6040001001079 生活の困りごとを解決するコンシェルジュサービスの展開 特別

504 R112030170 関東 千葉県 日の出ドライクリーニング株式会社 5011501008402
非対面２４時間受け渡し、臭いゼロのクリーニングサービスの
実現

特別

505 R112030177 関東 千葉県 株式会社つなぐファーム 3040001103497
営農型発電を用いた新たな耕作放棄地解消に資する農業参入
パッケージの提供

通常

506 R112030181 関東 千葉県 ダイパネ工芸株式会社 9040001071664
塗料調色内製化による大型パネル特注色塗装の短納期化実
現と市場展開

通常
公益財団法人千葉県産業
振興センター

507 R112030182 関東 千葉県 株式会社ネクストビズ 7040001034219 ＡＩ・ディープラーニング教育とＡＩ人材プラットフォーム事業 通常

508 R112030185 関東 千葉県 株式会社パペラトレーダス 1011201009621
コロナウィルス殺菌・滅菌ができる、未来型塗装ブースの設立
事業

通常

509 R113030002 関東 東京都 未来型漫画Ｆｕｔｕｒｅ　Ｔｒｉｐ株式会社 9010001193701
訪日外国人へ向けた災害対策アニメーション専用ＥＣサイトシ
ステム構築とインバウンド対応力強化事業

特別

510 R113030005 関東 東京都 データコネクト株式会社 6010601053679 放送局営業支援ＷＥＢアプリ開発 通常

511 R113030017 関東 東京都 ユニロボット株式会社 5011301020664 コミュニケーションロボット生産のサプライチェーン改善 通常

512 R113030019 関東 東京都 株式会社ＦＲＥＥ　ＴＲＡＶＥＬ 7020001114542 航空券オンライン自動予約 通常
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513 R113030021 関東 東京都 株式会社ゼロ・コネクション 2011001099250
日本酒を仕入れ、一般消費者等に対してインターネット販売す
る事業

通常

514 R113030022 関東 東京都 日産金属株式会社 8012401012879 新自動めっきライン・生産管理システム導入による工程改善 通常

515 R113030026 関東 東京都 株式会社エドリッジ 9010701029147
最期のひと時を誰もが安心して過ごすための葬儀社用問診シ
ステム開発

通常

516 R113030027 関東 東京都 株式会社島田小割製材所 6010601041782 「おがくず」生産の効率化による、量産化体制の確立 通常

517 R113030029 関東 東京都 みはし歯科クリニック
先端歯科医療設備導入により顧客満足度と院内生産性の向上
を同時に実現

特別 中村　清悟

518 R113030032 関東 東京都 株式会社グローバルプロデュース 8010901029187
東京初、革新的オンラインイベント「ＬＩＶＥ　ＣＯＮＶＥＮＴＩＯＮ」の
設計開発と販売促進

通常

519 R113030040 関東 東京都 株式会社アクト 8030001022297
職人が手早く安心して工具を購入できるように。工具売買アプ
リの開発

特別

520 R113030043 関東 東京都 株式会社玉ジロー 5010601025126 水圧式玉ねぎ皮むき機の開発 通常

521 R113030046 関東 東京都 株式会社服部自動車鈑金工業 1011601005600
次世代安全装備の自動車への対応による特定自動車整備事
業者取得の実現

通常

522 R113030048 関東 東京都 ＵＮＢＬＡＮＣＨＥ株式会社 7010401146541 クラシックバレエのオンラインレッスンプラットフォームの開発 通常

523 R113030049 関東 東京都 株式会社ｉＨＯＬＯＮ 6010501042567
６機能搭載のＩｏＴ製品「ｉＨＥＡＬ」開発による非対面ビジネス転
換戦略

特別

524 R113030055 関東 東京都 鈴友株式会社 2010501006294
次世代塗料「セラコート」の塗付作業に対する先端設備を活用
した生産性向上と展開

通常 藤田　祐介

525 R113030060 関東 東京都 株式会社マユミ 1012301008430 出前型サービスを活用した、新しい生活スタイルのペットサロン 特別

526 R113030074 関東 東京都 有限会社ヴェールの丘 2010102008343
仏世界的職人仕込みチョコ製菓の生産性向上と非対面型によ
る全国への波及

特別
株式会社さがみはら産業創
造センター

527 R113030078 関東 東京都 国立デンタルオフィス 感染予防を徹底した安全安心な歯科診療サービスの開発 通常

528 R113030080 関東 東京都 株式会社ルークス 9011001093008 不動産仲介業務を共通化させるシステムサービスの展開 特別 アイアンドアイ株式会社

529 R113030081 関東 東京都 丸泰土木株式会社 6011701007483
ＩＴ管理装置活用による技術力・生産性向上と労務改善・経営基
盤強化

通常

530 R113030086 関東 東京都 株式会社フィートインデザイン 8010001150645
日本人の足型に適した高機能オーダーメイドインソールの開
発・販売

特別
アルタス・パートナーズ合同
会社

531 R113030087 関東 東京都 大島歯科医院 トロフィーシステム導入によるインプラント等治療の革新 特別

532 R113030090 関東 東京都 よつば歯科クリニック
感染症を防ぐための滅菌・消毒システムを導入し、院内感染を
防止する

通常

533 R113030091 関東 東京都 株式会社トキノカンパニー 9011301022913
「サイレントフィットネスによる非対面空間の創造」と「それを可
能にするフィットネスプログラム」

特別

534 R113030093 関東 東京都 エド日本橋歯科 顎運動に調和した革新的なマウスピース治療の提供 特別
アルタス・パートナーズ合同
会社

535 R113030096 関東 東京都 クラウドネット株式会社 3010001151128 電子サインと自社特許ＩＣカードによるＡＩ認証システム試作開発 通常

536 R113030100 関東 東京都 東京音響株式会社 5010001194034
イヤホンとＶＲ撮影機器の同時生産体制の確立とコロナ禍の克
服

特別

537 R113030101 関東 東京都 イシヅカデンタルオフィス
院内感染に配慮した革新的パーソナルメンテナンスプログラム
の確立

通常
アルタス・パートナーズ合同
会社

538 R113030102 関東 東京都 株式会社Ｄ＆Ｄ 6010701019076 生産設備統合による大幅な生産性向上と点心通信販売の強化 特別

539 R113030105 関東 東京都 株式会社ジャパンヘルスケア 1010601051712
治療用カスタムインソールと歩行解析ができる電子カルテシス
テムの開発

特別

540 R113030107 関東 東京都 正和興業株式会社 5010501006556
下水道管調査システム導入による元請事業者のビジネスモデ
ル確立

特別
一般社団法人城西コンサ
ルタントグループ

541 R113030111 関東 東京都 株式会社ピー・ディ・シー 6010101007680
空港や島しょ、危険な場所の非対面型・遠隔操作３Ｄ測量と災
害貢献

特別 多摩信用金庫

542 R113030112 関東 東京都 株式会社ハドル 1011001043993
非接触・リモートワークで広告物を制作できる新システムの構
築

通常

543 R113030114 関東 東京都 株式会社Ｍｉｒｒｏｉｒ 2020001102709
オンライン展示会システムの構築による非対面型ビジネスの実
現

通常

544 R113030115 関東 東京都 株式会社スマート・リソース 6010001100024 設備の維持・管理全般におけるスマートフォンを活用したＩＴ化 特別

545 R113030117 関東 東京都 株式会社エス・ジー 1010401004572
稲作の水位と作業を記録するオンラインによる稲作農家の生産
性向上事業

通常

546 R113030118 関東 東京都 株式会社齋藤機工 3010101001348
リードスイッチ製造機械部品の精度・生産性改善による供給力
強化

特別 多摩信用金庫

547 R113030119 関東 東京都 株式会社Ｈｉｎａｃｈｅ 1013201015186
美容室移転に伴う新型コロナ対応及び効率向上の非対面型
サービス展開

通常

548 R113030121 関東 東京都 上田歯科医院
感染予防対策の新たな試みと院内で完結できる精密な補綴治
療の提供

通常

549 R113030123 関東 東京都 株式会社地盤試験所 1010601012994
大型重錘キャッチ技術を用いた急速載荷試験装置「ハイブリッ
ドナミック試験装置」の開発

通常

550 R113030124 関東 東京都 株式会社完熟屋 1010601040748
縦型撹拌製造機による生蜂蜜１００％の独創的ジェラート販売
事業

特別

551 R113030126 関東 東京都 株式会社菅原護謨工業所 1010501006147
ニューノーマルに挑む！キャスター製造の技術力を生かす革新
的ビジネス転換

特別

552 R113030129 関東 東京都 株式会社あきらめない 8010601045402
信用をベースにした革新的な非対面型ビジネスマッチング事業
の高度化

通常

553 R113030131 関東 東京都 日本発酵株式会社 3290801023127
遠隔監視付き消滅型微生物処理機（試作機）とソフトウェアの
開発

特別

554 R113030132 関東 東京都 株式会社無重力 8011101064974 子供の成長記録サービスの構築 特別 東京商工会議所

555 R113030133 関東 東京都 有限会社日栄社製本 6010002042991
中綴じと無線綴じのハイブリッド製本による全く新しい製本方式
の確立と付加価値提供。

通常

556 R113030136 関東 東京都 株式会社ファクトリーフォース 2010401075150
自動画像データマッチングを利用した非接触型検品装置の開
発

特別

557 R113030138 関東 東京都 株式会社アドナイン 1011201016320
スマホで見れる、ＡＲ技術を活用した実演販売の動画プロモー
ション

通常

558 R113030141 関東 東京都 株式会社アフェクト 9010901038765
都市部建物の老朽化時代に対応する！高精度で安心な設備
配管劣化診断サービスの確立

特別
株式会社東京経営サポー
ター

559 R113030142 関東 東京都 株式会社エビネ測量設計 2013401000961
３次元点群データの活用による測量業務の工期短縮及びＢＩＭ
／ＣＩＭへの対応

通常 多摩信用金庫
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560 R113030144 関東 東京都 株式会社カフェプントコム 9013301034946 究極のコーヒー提案～高品質サンプルの提案～ 通常 宮川　保史

561 R113030147 関東 東京都 マーキュリー株式会社 3010001131947
スイミングウェアの新販売システム導入による効率的な受発注
体制の構築

特別

562 R113030148 関東 東京都 株式会社ＩＤＳ 3011001058239
高性能マイクロフィルム・スキャナーによるドキュメント電子化
サービス

特別

563 R113030149 関東 東京都 ダーウィンシステム株式会社 1011101040536
家づくりノートアプリ『イエノテ』の提供による顧客生涯価値の向
上

通常

564 R113030151 関東 東京都 有限会社中山製作所 6011802005840
難加工アイテムに対する一貫工程確立と独自チャック技術の応
用

特別

565 R113030153 関東 東京都 株式会社テナンタ 5010001200221
出退店データを活用したオンライン接客と店舗物件マッチング
サービス

特別

566 R113030155 関東 東京都 こうの歯科医院 補綴物作成工程の内製化による院内完結型治療提供の強化 特別

567 R113030156 関東 東京都 株式会社デンタルラボ 5011001133114
日本初セルフ美容デンタルサロンのサービス非対面化の取り
組み

通常

568 R113030157 関東 東京都 株式会社イノセントミュージック 5011002033701
逆境をバネに！新しく生まれ変わるライブハウスサービスの展
開

特別 アイアンドアイ株式会社

569 R113030159 関東 東京都 株式会社萩原製作所 9010801009651
大型３次元測定器の導入による製品精度の向上と生産性の向
上

特別

570 R113030160 関東 東京都 株式会社光陽社 2120001077412
デジタル色校正システムの構築による売上げ利益の向上と地
球環境、労働環境の改善

特別

571 R113030161 関東 東京都 株式会社ｍｉｈａｋｕ 8130002022311 達人窯導入計画 通常

572 R113030162 関東 東京都 三和書籍有限会社 3010002033011
資格テキストに特化したオーディオ書籍用の読上げアプリケー
ションの開発

特別

573 R113030163 関東 東京都 有限会社ノルデステ 8011802017181
ネットで注文が完結できるサプリメントのＯＥＭ受託サービスの
開発

通常 荻野　信一郎

574 R113030164 関東 東京都 株式会社トキメキデザイン 9013101007978
クリエイター達の美しいデザインをグッズで高品質に表現する
事業

特別

575 R113030169 関東 東京都 株式会社Ｆａｔ　Ｂａｒｌｅｙ 5013101007684 「日本初」自家醸造ウォッカ酵母ビールのＥＣ販売 特別

576 R113030170 関東 東京都 株式会社コアプリートプロモーション 6010501033418
新市場創出！コロナ禍で活性化する中小企業向け広告モデル
事業

特別 野竿　健悟

577 R113030173 関東 東京都 株式会社関東製作所 4010601002266 新たなデジタルツールを活用した革新的な収益向上プラン 特別

578 R113030174 関東 東京都 株式会社アクティビア 4010901029199
他の追随を許さないオンラインシステム構築による非対面型ビ
ジネスモデルの実現

特別 さわやか信用金庫

579 R113030175 関東 東京都 株式会社フードサプライ 2010601037487
コロナ禍で新鮮食材を直接食卓に届ける卸業者のオンライン
モールの開発

特別
アルタス・パートナーズ合同
会社

580 R113030176 関東 東京都 富士芝化成株式会社 1020001065576
電動射出成形機の導入による生産プロセス改善＆次世代車市
場進出計画

特別

581 R113030178 関東 東京都 カットスタジオ２４６
新型コロナウイルスの影響を乗り越え販路開拓に取り組む計
画

特別

582 R113030181 関東 東京都 株式会社プラージュ 2010401062090
誰でも簡単に新たな体験が作れる！ＡＲ簡易開発サービスのＢ
ｔｏＣ展開！

特別

583 R113030182 関東 東京都 虎子食堂
国内唯一のオーガニックチキンと有機加工食品の開発による
非対面式販売による販路拡大

通常 立川　勝一

584 R113030184 関東 東京都 株式会社オール・デンタル・ジャパン 4011101083961 非対面型医院向け購買システムの開発 特別

585 R113030185 関東 東京都 株式会社アイワコピー 4011801005562
コロナ禍をきっかけに新規事業への挑戦！空気清浄クロスの
商品化計画

特別 朝日信用金庫

586 R113030186 関東 東京都 桑原工業株式会社 3013401000218
感染症対策で需要が急増の換気空調用ダクトの増産対応の実
現

通常

587 R113030187 関東 東京都 合同会社Ｓｍｉｌｅ　Ｃｒｏｗｄ 9190003003394 音楽を届けたい！ライブストリーミング出張サービスの開発 通常

588 R113030189 関東 東京都 有限会社小泉工業 9012702000722
ＮＣ旋盤増設で加工効率向上により客先増産計画に対応と持
続可能な体制づくり

通常

589 R113030192 関東 東京都 株式会社タブロー 5011701005026
江戸の伝統工芸を世界へ！オーダーメイド可能なＥＣサイトの
立ち上げ

特別

590 R113030193 関東 東京都 株式会社高昇 7010601032657 待合ベンチ用飛沫防止パーテーション装置の開発 通常

591 R113030194 関東 東京都 株式会社フライングサーカス 4010401109419 クラフトジンの消費や共有体験をオンラインに広げるアプリ開発 通常

592 R113030195 関東 東京都 恩田金属製作所 トランスファープレス機の導入による自動量産体制の拡充 通常 東京東信用金庫

593 R113030196 関東 東京都 株式会社上野印刷所 7010601009291 校正作業の内製化による品質の向上と安定生産を図る 特別

594 R113030198 関東 東京都 株式会社スポラネット 1040001094763
非対面型かつマーケティングを支援する監視カメラシステム開
発

通常

595 R113030199 関東 東京都 丸和繊維工業株式会社 4010601015409 デジタル化を推進し生産性向上と働き方改革を実現する 通常

596 R113030200 関東 東京都 株式会社Ｇｒｒｏｗ 8010401114010 「外国人特化型転職支援システム（Ｚｉｐａｎｇｕ）」の構築事業 特別

597 R113030204 関東 東京都 株式会社メゾンドゥース 8010101012919
焼き菓子の生産体制強化と新食感のクッキーによる売上拡大
計画

特別

598 R113030207 関東 東京都 株式会社コネクティル 9011801028410
ＡＩ開発の生産性を飛躍的に高める新たな教師データ作成プロ
セスの確立

特別

599 R113030208 関東 東京都 株式会社ジュニパーボーイズオウン 4011001127199
高品質なクラフトジンを少量から安定的に生産できる蒸溜機の
開発

通常

600 R113030209 関東 東京都 光成測量株式会社 8011601002145
３次元データテクノロジーによる測量調査サービスの高付加価
値化と高効率化

特別

601 R113030210 関東 東京都 株式会社アクアグローバルサポート 8010001117520
電話相談システムの内製化による電話恋愛相談サービスの革
新

通常
株式会社エフピー・ワン・コ
ンサルティング

602 R113030214 関東 東京都 株式会社ヨガタウン 8010001109435
大規模受講者を対象にしたライブ配信に特化したオンラインヨ
ガスタジオ

特別

603 R113030217 関東 東京都 三和有限会社 2012402006191
不良品の「出口」と「発生源」を抑え、最高水準のペン先加工品
質を目指す

特別

604 R113030219 関東 東京都 松原歯科クリニック
ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による不定愁訴の改善と新型コロナ
の克服

特別

605 R113030220 関東 東京都 合同会社ラムタフ 2040003000974 非対面型フィットネス動画配信システムの構築による販路拡大 特別

606 R113030221 関東 東京都 ＣＯＵＰ株式会社 4012801017275
顧客特性に合わせた「香りの宅配サービス」を活用した香り事
業の展開

通常
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607 R113030222 関東 東京都 有限会社正陽印刷 6011602005677 医療研究における印刷物の付加価値を高める事業 通常

608 R113030223 関東 東京都 株式会社山櫻 8010001059168 物流工程自動化によるボトルネックの解消と安定運用の実現 通常

609 R113030225 関東 東京都 大賀郷歯科クリニック
最新型ＣＴセットとルーペの導入による高精度かつ高付加価値
インプラント治療サービスの提供

通常

610 R113030226 関東 東京都 ｃｙｃｌｅ＆ｄｅｓｉｇｎ株式会社 9011001116767
オンライン販売を拡充、人気アジアンエスニック料理の新商品
開発

特別

611 R113030228 関東 東京都 株式会社正栄マーク製作所 6013301018588
新印刷・加工方式の導入による生産性の向上と顧客ニーズへ
の対応

特別

612 R113030230 関東 東京都 ネット・トレイン・サービス株式会社 2120001024835
費用対効果を高める公募型ＤＭ同梱サービス「チラシェア」の
展開

特別 アイアンドアイ株式会社

613 R113030232 関東 東京都 株式会社Ｂ＆Ｗ 9011001122229
クラウド＆人工知能による医療現場の事務業務軽減と差別化
の促進

特別

614 R113030235 関東 東京都 なおのデンタルオフィス
高品質なセラミック治療を即日提供する歯科技工物の内製化
事業

特別 藤原　和重

615 R113030237 関東 東京都 株式会社ファセテラピー 7011101064967 非対面型美容人工知能システムの構築 通常

616 R113030238 関東 東京都 エルカミーノ株式会社 9011301023993
世界優勝のパエリア技術と全国イベントを繋ぐマッチング事業
構築

特別

617 R113030239 関東 東京都 株式会社東雲火山 9010001198568
非対面ビジネスの違和感解消と受注件数増加を図るビデオ通
信システムの開発

特別 原田　貴史

618 R113030240 関東 東京都 株式会社愛和義肢製作所 6011601018977 義肢製造工程のプロセス改善と中型義肢製造の取り組み 特別

619 R113030242 関東 東京都 株式会社開成 4011801020355
ＡＩを活用した画期的なバーチャルオフィスプラットフォームの実
現

特別 上原　航平

620 R113030243 関東 東京都 株式会社日南工業 3012301009427 ファイバーレーザー切断機導入による角ダクト製造工程の開発 通常
アルタス・パートナーズ合同
会社

621 R113030244 関東 東京都 つづデンタルサポート
歯科技工所業界の壊滅的人財不足を解消する画期的働き方
改革の取組

特別

622 R113030245 関東 東京都 セルカム株式会社 3120001082675
アパレル・テキスタイル分野での新需要創出のための設備導
入計画

通常

623 R113030247 関東 東京都 株式会社ラグジュアリージャパン 5010401090023
ラグジュアリージャパン・トラベルマーケット（Ｌｕｘｕｒｙ　Ｊａｐａｎ　
Ｔｒａｖｅｌ　Ｍａｒｋｅｔ）

通常

624 R113030248 関東 東京都 有限会社石川美術工芸 1010102000631
３Ｄプリンターを使用したリフォームジュエリーの非対面ビジネ
スモデル化

特別

625 R113030251 関東 東京都 有限会社協和段ボール 5013102005943
フォルダーグルア導入による製函精度・プロセス改善と新市場
開拓

特別

626 R113030252 関東 東京都 株式会社ＣＳＣ 7011001126974
人工透析環境の改善・災害対応に貢献する非対面型サービス
開発

通常

627 R113030253 関東 東京都 株式会社フィッツコーポレーション 7011001020145
介護施設向けＡＩディフューザー（人工知能を搭載した香料噴霧
器）の開発

特別

628 R113030256 関東 東京都 株式会社ジュリアンコーポレーション 7010601031080
亀戸で愛されたパン技術と冷凍設備導入による革新的サービ
ス展開

通常

629 R113030260 関東 東京都 第一印刷株式会社 6011701013746 印刷物の見込み生産による新規事業への取り組み 通常

630 R113030263 関東 東京都 株式会社ドリームサプライズ 1120901028894
非対面営業システムの導入と買い取り転売サービスへの事業
拡大

通常

631 R113030267 関東 東京都 株式会社マイア 9010901028642 小ロットＲＦタグ市場開拓のためのシミュレーションソフト導入 特別
有限会社サステイナブル・
デザイン

632 R113030268 関東 東京都 株式会社内田染工場 4010001000911
ＷＩＴＨコロナに必要不可欠な抗菌加工と循環型社会実現の為
の技術開発

通常 巣鴨信用金庫

633 R113030271 関東 東京都 梶原機械株式会社 9010101000815 ＣＮＣ普通旋盤導入による多品種小ロット生産への対応力強化 通常

634 R113030272 関東 東京都 株式会社クリスタルインターナショナル 8021001002843
３密を避けたリアルとオンライン非対面複合型結婚式の開発導
入

通常

635 R113030273 関東 東京都 株式会社ｅｌｇｏｏｇ 4011001117118
歯科技工物内製化体制を整備しコロナ対策と技工＋コンサル
テーション体制を整備

通常

636 R113030274 関東 東京都 株式会社ネクストビート 1011001095705
保育施設向けＩｏＴソリューション開発による革新サービスの創
造

特別 丸田　佐和子

637 R113030275 関東 東京都 株式会社ヒューマノーム研究所 4360003006070
専門家不在でも人工知能構築を可能とする「Ｈｕｍａｎｏｍｅ　Ｅｙ
ｅｓ」のオンラインサービス化事業

通常

638 R113030276 関東 東京都 荒武測量設計事務所
最新ＩＴ測量機導入による新型コロナ対策ビジネスモデルへの
転換

通常

639 R113030277 関東 東京都 株式会社サイモンズ 1010001084073
共通ポイントを軸とした地方の飲食店で活用可能なデリバリー
システムの開発

通常

640 R113030278 関東 東京都 株式会社メディクスホールディングス 4010401148854
巡回車及びオンラインを利用した老人ホーム，僻地での眼科検
診

通常

641 R113030280 関東 東京都 大信印刷株式会社 3180001008641
紙器専用ソフトとカッティングマシンを導入し、コロナ対策什器
の製造

通常

642 R113030281 関東 東京都 株式会社スイベルアンドノット 7012401021187
新型醸造タンクの導入による効率的かつ高品質なビール製造
事業

通常

643 R113030283 関東 東京都 ＭｅＲＩＳＥ株式会社 7011001091855
ＩＣＴ導入による学習状況のオンライン共有、視える化が可能な
英語学習サービスの提供

通常 藤原　和重

644 R113030284 関東 東京都 株式会社カワトー 8012801006860
次世代国土基盤を形成する地盤改良型ガス管埋設工事技術
の確立

特別
株式会社コムラッドファーム
ジャパン

645 R113030286 関東 東京都 株式会社ＣＯＮＴＥＮＴＳ． 7011001054119
ＡＩレコメンド機能を備えた非対面型による革新的美容提案サー
ビス

通常

646 R113030294 関東 東京都 有限会社エスライン 8010902021886 ホームデンタル・プロジェクトを実現する新・リーゲル冠の開発 特別 アイアンドアイ株式会社

647 R113030295 関東 東京都 しもきた歯科医院
感染症フリーで怖くないインプラント治療を気楽にあなたのもと
へ

通常

648 R113030297 関東 東京都 株式会社ＺｅｎｍｕＡＩ 4011101087293
小規模飲食店向けデジタル・アナログ併用型テイクアウト注文
システムの開発

特別

649 R113030298 関東 東京都 株式会社王子ペットクリニック 1011501014412
ペットの微小ながん組織の検出確率を高める新治療サービス
の提供事業

通常

650 R113030299 関東 東京都 株式会社アイキューフォーメーション 6010902000116
見守り電気を改良して電気の使用量から今まで対面等でおこ
なっていたことを非対面に転換する

特別

651 R113030300 関東 東京都 アンヘックス株式会社 7010001186491
特殊素材切断機器導入による印刷製造業務の完全一貫生産
体制構築

特別

652 R113030301 関東 東京都 榊原自動車株式会社 1011401002459
水溶性塗料への転換と専用塗装ブース導入による生産性向上
と環境経営強化

通常 藤井　尊則
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653 R113030303 関東 東京都 一之江歯科 打倒コロナ！マイクロスコープとＩＴ活用によるプロセス改革 通常

654 R113030304 関東 東京都 山口よしのぶ歯科医院
治療オプションの増加・効率化によるニーズに沿った補綴治療
サービス

特別

655 R113030305 関東 東京都 株式会社ヤシマ 7010801012021
自動車用バッテリー部品組立ラインの自動化促進による生産
能力増強

通常

656 R113030307 関東 東京都 株式会社ｇｒｉｄ．ｉｏ 2010901019838
非対面型活用で個人練習ができるチームダンス用フォーメー
ション作成ソフトの構築・販売

特別

657 R113030308 関東 東京都 国立深澤歯科クリニック
マイコロスコープなどによる治療の高度化高精度化と感染防止
策の徹底

通常

658 R113030309 関東 東京都 株式会社パークリアルティ 4040001092673
電子署名を活用した駐車場契約管理サービス「ＱＲｓｉｇｎ」の開
発

特別 糸川　純平

659 R113030310 関東 東京都 代々木公園にいみ歯科医院
最新ＣＴ導入による高精度インプラント治療の実現と総合病院
の機能低下への対応

特別

660 R113030314 関東 東京都 株式会社トモエ美術印刷社 6010701007056 デザイン経営の需要に応える特色印刷の効率化 通常

661 R113030317 関東 東京都 やまもと歯科医院
マイクロスコープ導入による組織疾患の完治と感染症対策への
取組

特別

662 R113030320 関東 東京都 Ａｉｄｅｒ　ｌａｂ株式会社 3010501037652
メディカルエコシステム「アイラボ」を実現するためのｅＭＩＤシス
テム開発

特別

663 R113030321 関東 東京都 ルフォア株式会社 9011101047524
家庭で本格フレンチレストランを疑似体験できる！惣菜料理の
ＥＣ事業計画

特別 税理士法人あおば

664 R113030322 関東 東京都 青木畳店
新設備導入による薄畳製造技術開発と生産体制改善による畳
文化の承継

特別

665 R113030323 関東 東京都 株式会社ｄｅｆｌａｇ 3013301043837
ＳａａＳ企業に特化した経営管理クラウドシステムの開発と提供
事業

特別 合同会社G&N

666 R113030325 関東 東京都 株式会社三晴工業 6012401007757
精密マシニングセンタ導入による２色成形金型の生産システム
の最適化

通常 ペンデル税理士法人

667 R113030326 関東 東京都 有限会社長岡製作所 9013302007331
新ＮＣ旋盤導入によるコロナ対応医療機器部品の生産プロセス
改善

特別

668 R113030327 関東 東京都 ＧＡＴＥＳ株式会社 3010501032827 ＡＩによる物件評価スコアリングシステムの開発と提供 特別 合同会社G&N

669 R113030328 関東 東京都 株式会社ＴＨＥＡＴＥＲ　ＧＵＩＬＤ 7011001121645 映画鑑賞者の表情解析システムを開発し独自データ構築 通常

670 R113030330 関東 東京都 ディグラム・ラボ株式会社 6010401103741
性格診断から顧客の情報分析を行うＳａａＳシステムの開発と
提供

通常 合同会社G&N

671 R113030333 関東 東京都 有限会社ダイナミック歯科研究所 8011502009504
生涯現役を支援！「アンチ・デジタルドクター」の駆け込み寺事
業

特別 アイアンドアイ株式会社

672 R113030334 関東 東京都 株式会社ビンク 7011601012194
コロナ禍でも安心して葬儀を執り行えるオンライン葬儀システム
の開発

特別 近山　寿博

673 R113030335 関東 東京都 渋谷セントラル矯正歯科
「見た目」と「仕上がり」を兼ね備えた世界最高水準の裏側矯正
治療の実現

特別

674 R113030337 関東 東京都 さがし愛ネット合同会社 2010003023549 空き家を解消し、高齢人材と企業を繋ぐ革新的システムの開発 通常

675 R113030340 関東 東京都 株式会社ＭＩＤＯＲＩＥ　ＢＩＯ　ＪＡＰＡＮ 1013202013305
働く女性を元気に！「オーガニックおうちごはん」の開発・全国
展開

特別

676 R113030342 関東 東京都 しもふり橋デンタルクリニック
補綴治療の即日化による根管治療全体プロセスの院内完結と
超高齢化社会への貢献

通常

677 R113030343 関東 東京都 株式会社アーチ・エンタテインメント 1011001057309
映画オーディションを非対面で行う画期的なプラットフォーム提
供

特別
株式会社東京経営サポー
ター

678 R113030345 関東 東京都 福徳光機株式会社 7011401005539
新型ＣＮＣ導入による高精度光学レンズ金型の生産体制確立と
生産性向上

特別

679 R113030347 関東 東京都 有限会社トゥーオーテイクデザイン 7011002024310
バーチャル空間におけるライブ・エンターテインメント技術の向
上事業

通常 稲垣　勝弘

680 R113030349 関東 東京都 有限会社ビディア 8020002104021 グローバル・プレゼンテーション・プラットフォーム構築事業 通常

681 R113030350 関東 東京都 くろさか歯科クリニック西落合
セレックシステムを用いた修復治療の効率化と予防歯科との組
み合わせ

特別

682 R113030351 関東 東京都 たかなし歯科医院
最新デジタル機材の導入によるより詳細な治療と生涯スパンで
の予防体制の構築

通常

683 R113030352 関東 東京都 けんもつ歯科クリニック
補綴治療の即日化による、患者の負担最小化および院内感染
対策の実現

通常

684 R113030353 関東 東京都 株式会社麻婆社 6011501023581
所属フリーランス女性モデル特化型、非対面社内管理システム
構築

特別

685 R113030355 関東 東京都 葛西モア矯正歯科
院内感染対策と高精度インビザライン矯正治療の両立による、
国内矯正歯科の発展への貢献

通常

686 R113030359 関東 東京都 株式会社デンタルラボ・エボリューション 7010901027761
ＣＡＤＣＡＭ導入による作業効率の改善、非対面ワークフローの
構築

特別

687 R113030360 関東 東京都 株式会社ＰＬＵＳＩＤＥＡ 7010901031334
店舗経営者に寄与する「成果が見える」デジタルマーケティング
の提供

通常
株式会社匠コンサルティン
グ

688 R113030362 関東 東京都 ジョブプロジェクト株式会社 3010401135671
ＣｔｏＣ求人メディアによる副業のマッチング促進と多様化する働
き方改革に対する社会貢献

通常

689 R113030363 関東 東京都 テックジム株式会社 1010401147553
ＧＡＳ売買Ｗｅｂサイトを介したＩＴ人材の市場価値向上とＧＳｕｉｔｅ
業務効率化

通常

690 R113030364 関東 東京都 株式会社京南 7012801002084
洗い放題定額洗車事業のフランチャイズ化を支えるシステム開
発

通常

691 R113030365 関東 東京都 セラ・デンタルサービス
持続的な地域住民の口腔内環境保全を目的とした営業体制の
確立および歯科業界のサポートの実現

通常

692 R113030366 関東 東京都 株式会社スペシフィック 3011001110239
障害者及び福祉施設向け非対面マッチングサービスに係る事
業計画書

通常

693 R113030368 関東 東京都 株式会社ストークメディエーション 4011001125269
美容室用染髪剤のｗｅｂカウンセリングを利用した非対面ビジネ
スモデル

特別

694 R113030369 関東 東京都 プロテオブリッジ株式会社 8011101082811
医療分野向け膜タンパク質アレイの安定的な受注を可能とする
開発・生産体制の確立

特別

695 R113030371 関東 東京都 株式会社日本案内通信 1120001072694
富士登山ツアーＮｏ．１送客を継続し地域経済の活性化を狙う
旅行業システムの開発

通常

696 R113030373 関東 東京都 ナムラ御殿山ガーデン歯科
革新的な補綴治療のワンデー化を主軸とした患者様への幅広
い選択肢の提供

通常

697 R113030375 関東 東京都 株式会社オキツ 9011701001847 お米の質・供給量を改善して新たに学校給食に提供 通常

698 R113030376 関東 東京都 いばた歯科
オンライン診断やテレワークを活用した安心安全な歯科医療体
制の構築

通常

699 R113030378 関東 東京都 Ｄｅａｒ・Ｃｈｉｌｄｒｅｎ株式会社 5011101068185
【ＨＯＰＥ】非対面型オンライン授業　動物介在教育プログラムに
おける革新的プラットフォームの構築

通常
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700 R113030379 関東 東京都 ＯＴＵＡ株式会社 9011001097099 新型コロナ対策のためのアートに特化したＥＣ販売の事業展開 特別

701 R113030380 関東 東京都 株式会社神長製作所 8011401001470 保育器部品のリードタイム短縮とドリル・チップ摩耗の改善 特別

702 R113030384 関東 東京都 株式会社都市ネット 7013201007384
業界初！実務対応型ドローンスクールを通じた新たな調査事
業の展開

特別

703 R113030385 関東 東京都 本目歯科医院
根幹治療、難しい埋伏歯の治療、低侵襲インプラントの３つの
柱と除菌水生成器の導入によるコロナ対策

通常

704 R113030386 関東 東京都 株式会社ハーネス 3010801031017
保育園に預けている子供の急病に対応するお迎え支援事業の
展開

通常

705 R113030387 関東 東京都 榊原デンタルクリニック
接触を最小限に！品質・コスト・納期すべてを低負担にした即
日インプラント治療への取り組み

通常
株式会社東京経営サポー
ター

706 R113030392 関東 東京都 株式会社テクノ・アイ 6011701013481
リチウムイオン電池用新規材料開発に最適な小型乾式粉体反
応装置の試作開発

特別

707 R113030393 関東 東京都 株式会社ＢＲＡＩＮ　ＭＡＧＩＣ 1011101076068
特許技術を活用したタブレット専用デバイス・ＡＩの開発・世界展
開

特別 株式会社シャイン総研

708 R113030394 関東 東京都 株式会社ガレージローライド 7012801008395
個人客向けの水性塗装サービスの確立と生産性の飛躍的向
上

通常

709 R113030396 関東 東京都 東大和てらだ歯科クリニック
小児の歯の成長に合わせた最適矯正を行う革新的歯科矯正シ
ステムの確立

通常

710 R113030401 関東 東京都 みつる歯科
セレックシステム導入による歯科医療サービス向上及びデジタ
ルデータ共有推進計画

通常

711 R113030402 関東 東京都 司商事株式会社 5010801007345
店舗レイアウトと品揃えの改善で、顧客に最高の買い物体験を
提供

通常
一般社団法人城西コンサ
ルタントグループ

712 R113030403 関東 東京都 白金高輪　姫歯科室
最先端の歯科治療機器導入による歯周病治療の高度化・効率
化の実現

通常

713 R113030405 関東 東京都 株式会社平城苑 9011801025977
精肉工場の生産販売管理システム導入による業務効率向上と
テレワーク環境の整備

特別

714 R113030410 関東 東京都 ２ｎｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ株式会社 8010401076374
音楽教室や音楽講師が安定収入確保と持続的な活動を維持
できる新しいオンラインレッスンシステムの開発

通常

715 R113030411 関東 東京都 株式会社いろは 8010401064073
こだわりの味を再現。生産性向上と非対面型ビジネスモデルの
構築に挑戦

特別 株式会社シャイン総研

716 R113030412 関東 東京都 株式会社光伸プランニング 5011001007747
製作進行のデジタル管理による、社内の生産性と社外との利
便性の向上

特別

717 R113030413 関東 東京都 株式会社Ｈ．Ｓ．Ｐ 5010001200907 トレーナー派遣と健康増進機会の提供アプリの開発及び運用 通常
一般社団法人城西コンサ
ルタントグループ

718 R113030414 関東 東京都 中目黒コヤス歯科
最新デジタル技術の導入による、診断精度向上とソーシャル
ディスタンス診療の実現

特別

719 R113030415 関東 東京都 株式会社伊藤螺子製作所 6010801001000
平面研削盤による油圧マニホールド加工の納期短縮とコストダ
ウン

通常

720 R113030417 関東 東京都 株式会社シェアーサイト 7180001101995
新薬の早期実現を可能とする『革新的新薬電子申請ツールの
開発』

特別
株式会社コムラッドファーム
ジャパン

721 R113030418 関東 東京都 株式会社プロジェクトニッポン 8011101046246 オンライン商談システム導入による非対面型マッチングの新設 特別

722 R113030420 関東 東京都 株式会社日本・精神技術研究所 2010001033335
１９３０年代から約９０年にわたり利用されている適性検査のデ
ジタルシフト

特別 若杉　拓弥

723 R113030421 関東 東京都 Ｗａｙ株式会社 3011001129155
不動産営業支援ツール導入による業務効率化とモバイルワー
ク推進

特別

724 R113030422 関東 東京都 株式会社岡崎水産 7011501025123
業界初４℃の電解次亜水と４℃の冷蔵作業室でサーモンを無
菌加工する

通常

725 R113030425 関東 東京都 Ｉコミュニケーションズ・ジャパン株式会社 6010601047029
Ｗｉｆｉレンタルの販売・契約・顧客サポートのＷＥＢセルフサービ
ス化

特別

726 R113030426 関東 東京都 株式会社キャメル 6040001102216
３Ｄデータ利用による短期納期化と感染予防を同時に達成する
革新的矯正治療の実現

通常

727 R113030427 関東 東京都 ユアブライト株式会社 5430001042976
日本とベトナムを繋ぐ海外テレワーク体制構築による人手不足
解消

通常

728 R113030433 関東 東京都 株式会社ケー・エー・アイ 9011101032105
オンライン型日本語留学環境整備構築〜コロナ時代のハイブ
リッド授業環境の整備

通常

729 R113030437 関東 東京都 海谷歯科医院
他院で治らなかった難症例患者様に対して「受け入れ医院」と
しての地位を確立

通常

730 R113030440 関東 東京都 株式会社リーディングマーク 1011101058735
社員の性格データを元に人員配置を行う組織開発システムの
構築

特別

731 R113030441 関東 東京都 株式会社ａｙａｍｅ 3013201017924
体験型と提案型の複合機能を備えた眼鏡ＥＣサイトの開発・提
供

特別

732 R113030442 関東 東京都 有明デンタルクリニック
最先端ＣＴの導入による有明の健康意識が高い顧客に合わせ
た包括的歯科治療

通常

733 R113030443 関東 東京都 株式会社ウィスコム 7010001142288 非対面型のＶＲイベントシステムサービスの構築 特別

734 R113030445 関東 東京都 株式会社ＴＥＯＲＹ 7012701013719
グルメ系口コミサイトに一括更新できる日本初！のシステム開
発

通常

735 R113030446 関東 東京都 ミノージャパン株式会社 6010001207455
オフィス街への宅配ロッカー設置による非対面デリバリーサー
ビス

通常

736 R113030448 関東 東京都 森島歯科医院
かかりつけ歯科医として高齢者の摂食嚥下向上と多面的感染
防止策強化

特別
株式会社東京経営サポー
ター

737 R113030453 関東 東京都 立川北デンタルオフィス
徹底した感染対策の体制の構築による患者および従業員の安
全確保と生産性の向上

特別

738 R113030456 関東 東京都 株式会社ウィズアクア 6010701036947
誰でも簡単に魚介類を畜養できる完全閉鎖型循環飼育システ
ムの試作品開発

特別

739 R113030458 関東 東京都 ｆｕｒｎｉｔｕｒｅ　ｓｔｕｄｉｏ　ＫＯＫＫＯＫ
東京産無垢材使用オーダーメイド家具の革新的なデジタル製
作事業

特別

740 R113030459 関東 東京都 ドッグパッドコネクト株式会社 3010001210180
ペット業界初の業界特化型ＣＲＭ・ＭＡ・ポータルサイト提供事
業

通常 石澤　靖弘

741 R113030463 関東 東京都 株式会社鬼 9011601019295 業界初のプロ用リモート写真撮影サービスの構築・展開 特別

742 R113030465 関東 東京都 株式会社ＬａＶｉｅｎａ 1010401128149
血糖値変化に基づく革新的非対面型体質改善プラットフォーム
の確立

特別

743 R113030466 関東 東京都 株式会社もりかわＡＭＣ 3010801025968
高度検査体制×区内１の技術による、ガンの回復率向上への
徹底的追求と区内初の２次診療機能の構築

特別

744 R113030467 関東 東京都 株式会社スマイルプロジェクト 1010001097819
ＩＴ技術の導入により、歯科技工物の作成・提供プロセスのデジ
タル化を実現

通常

745 R113030468 関東 東京都 有限会社鳳月堂 5011202005434
オンライン販売展開による生産量増加への対応と急速冷凍技
術を用いた消費期限の延長

特別

746 R113030469 関東 東京都 有限会社大和寿食品 9010502006956
真空包装方法の改善で、自宅用焼肉の品質向上と通信販売を
開始する

特別
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747 R113030470 関東 東京都 株式会社アンノン 7011001104773
ＥＣサイトと工場をシステム連動させた動画ライセンスＴシャツシ
ステムによる非対面型スモールビジネス

通常

748 R113030472 関東 東京都 Ｃｈｉｌｔｙ株式会社 7010401136237
バーチャル定員機能を持つ顧客体験型ＥＣサイト構築による日
本茶の海外展開

特別

749 R113030474 関東 東京都 株式会社プロモデルスタジオ 2011001066358
モデルコーディネート事業を変革する新たなキャスティングシス
テム開発

特別

750 R113030476 関東 東京都 有限会社グランブルー 4011502008162 高精度ながら低負担なペットのがん検査・治療体制の構築 通常

751 R113030479 関東 東京都 株式会社ノーベルバ 1011001018285
設備導入により品質と生産性を高め、自社ブランド品の認知度
ＵＰ

通常
一般社団法人城西コンサ
ルタントグループ

752 R113030480 関東 東京都 あわしまデンタルオフィス
先進インプラント治療の精度向上×不正歯列の独自予防メソッ
ドの開発事業の推進

通常

753 R113030485 関東 東京都 株式会社ＶＥＮＴＵＳ 4011801037374
業界初！女子アスリートのキャリア構築支援プラットフォーム事
業

通常

754 R113030486 関東 東京都 有限会社インテリアＶＡＮ 2012702012740 壁紙用大型プリンタ導入によるオリジナル壁紙施工事業 通常

755 R113030487 関東 東京都 株式会社ミナト 2030001113969
シェフの味を再現したオリジナル商品の開発と新製造拠点の開
設

特別

756 R113030490 関東 東京都 スエヒロセントラルキッチン株式会社 7010801005834
冷却設備導入による加工品及び半完成料理品の販売拡大と販
路開拓

通常

757 R113030491 関東 東京都 株式会社動物の専門外来 3011101091676
フリーランス専門医による日本最高峰の耳科・皮膚科医療の提
供

特別

758 R113030494 関東 東京都 株式会社トイエイトホールディングス 8010701039254
才能分析システムによる、個々の才能に応じた学習提供サー
ビス

通常

759 R113030495 関東 東京都 中山工業株式会社 5011801010735
オートバイ用アフターパーツのサプライチェーン毀損対策を目
的とした、ＩＴ化を伴う複合加工の確立

通常

760 R113030496 関東 東京都 中嶋鍍金株式会社 9013101003886
環境対応と生産性向上を両立する新たな電気鍍金プロセスの
確立

通常 西武信用金庫

761 R113030497 関東 東京都 株式会社脇プロセス 7010801012847
非対面型イベント実施により生産者とお買場を繋ぐライブコ
マース事業

通常

762 R113030500 関東 東京都 株式会社ハタダ 3010801009731 大型パッキンの精密成形技術の開発 特別

763 R113030503 関東 東京都 ＶＩＣＴＯＲＩＡ株式会社 6290801021235
新型コロナ蔓延を受けた、機器レンタル形式による非対面型エ
ステの確立

通常

764 R113030504 関東 東京都 株式会社岩壁精工 2011801006109
ワイヤ活用による研磨工程のレス化による脱職人と生産性の
向上

特別

765 R113030507 関東 東京都 株式会社スタイルテック 6010001180082
身近に相談相手がいない方向けの「話を聞いてもらえる」サー
ビスの開発

通常

766 R113030511 関東 東京都 株式会社ｃｏｉｎｂｏｏｋ 4010001192022 ブロックチェーン技術を活用したバーチャルライブプロジェクト 通常

767 R113030512 関東 東京都 株式会社皓星社 5011301002324 ハンセン病文学作品集１０００冊の電子復刻事業 通常 松本　圭介

768 R113030517 関東 東京都 ＣＵＩＣＩＮ株式会社 2011001130964
ホテル業務のＤＸ化を促進させるスマートオペレーションシステ
ムの開発事業

通常 合同会社G&N

769 R113030519 関東 東京都 アマリ歯科クリニック
３Ｄフェイススキャナーと下顎運動路測定器の導入による矯正
治療の期間短縮と顎運動機能回復の早期化事業

通常

770 R113030520 関東 東京都 株式会社ロジネス 4010401152138
ＡＩ個別診断を活用した物流業界の人材ＳａａＳプラットフォーム
構築

通常

771 R113030521 関東 東京都 株式会社ラダ・プロダクション 9011001100473
ＶＲ音響設備導入による新規サービス開発。原盤制作、ライブ
配信、録音スタジオ、広告企画の４つの事業面へ展開

通常

772 R113030523 関東 東京都 株式会社ネクプロ 9010001134738
ウェビナーＡＩ音声解析システムによる動画インデックスサービ
スの確立

特別
株式会社中央ビジネスグ
ループ

773 R113030525 関東 東京都 大瀧印刷紙器有限会社 3011802010752
環境に優しい硬質素材「ＬＩＭＥＸ」加工の生産性向上による短
納期化と安定品質供給の実現

通常

774 R113030526 関東 東京都 シナジーコミュニケーションズ株式会社 1011101048249 ＡＩ（人工知能）を使用した購買管理システムの提供・事業化 通常

775 R113030527 関東 東京都 日本橋インプラントセンター株式会社 1010001200258
歯科専用オンラインライブオペ（遠隔公開手術、技術指導、治
療指示）システムの開発

通常 三浦　英晶

776 R113030528 関東 東京都 株式会社Ｈａｉｒｌｉｅ 4010401153565
メーカー連携でオリジナル商品開発、美容師専用クラウドファン
ディング開発事業	

特別 藤原　和重

777 R113030531 関東 東京都 株式会社ＳＵＩ 4011801032648
教育・子育てに関する革新的な専門家オンライン相談サービス
のリリース

通常

778 R113030532 関東 東京都 セブンシックス株式会社 9010401068800
高度な非対面型保守機能を備えた電子計測器の特注製造請
負サービス

通常

779 R113030533 関東 東京都 有限会社力舎 7011502016170
職人３００人の勤務評価と清算業務を簡素化するシステムの導
入

通常

780 R113030535 関東 東京都 株式会社長英 5010601004344
印刷版・フィルム製造の生産性向上による競争力強化と新市場
の獲得

特別

781 R113030536 関東 東京都 株式会社ＩＩＰＴ 4011101081230 ダイヤモンド基板等超難加工基板の平滑化技術の開発 特別

782 R113030537 関東 東京都 株式会社マウントアンドカンパニー 9011001121123 蜂蜜を利用した新商品を開発するためのＥＣシステムの構築 通常

783 R113030538 関東 東京都 株式会社矢動丸プロジエクト 7120001071402
経営者向けセミナーのライブ配信サービス事業の開発と事業
拡大

特別

784 R113030539 関東 東京都 株式会社リンケージ 3010701024938
テレワーク時の社内コミュニケーションを促進するクラウドサー
ビスの開発

特別

785 R113030540 関東 東京都 麻布安藤歯科クリニック
忙しい会社員も納得する１回の治療で終わる革新的虫歯治療
法の確立

特別

786 R113030541 関東 東京都 株式会社シダーグロウ 6020001102705 イベント特化型バーチャルスタジオプラットホーム運営事業 通常 株式会社イソシエ

787 R113030542 関東 東京都 有限会社大成塗装電機製作所 3013102002926
設備増設に伴う顧客の課題解決と環境に優しい粉体塗装の強
化

通常

788 R113030544 関東 東京都 Ｂ．Ｆ．ＶｉＶｉｄ株式会社 8011801020905
非対面で誰でも気軽に依頼できる点検・整備サービスモデルの
事業化

通常

789 R113030545 関東 東京都 株式会社プロセスコバヤシ 1011701007018
最新型シルクスクリーン印刷機導入による「クラック印刷」技術
の高度化計画

通常

790 R113030546 関東 東京都 株式会社デルタマーケティング 1010001159585 採用プロセス自動化システム 特別
アルタス・パートナーズ合同
会社

791 R113030547 関東 東京都 カミノデンタルクリニック
歯列不正への早期アプローチから始まるロングスケールな総
合歯科治療の実現

特別

792 R113030548 関東 東京都
株式会社トータル・エンゲージメント・コンサル
ティング

8021001066574 自社業務の生産性向上を図る生産性測定システムの整備 特別

793 R113030549 関東 東京都 王子の森　ちのデンタルクリニック
セレックシステム導入による医療サービス向上及びデジタル
データ共有推進計画

特別
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794 R113030551 関東 東京都 有限会社クラブアドバンス 4013202013839
訪日外国人向け旅行パンフレット制作のための小ロット対応の
新サービス

特別 和喜田　勤

795 R113030552 関東 東京都 有限会社今岡モールディング 6010802001528
最新測定器による樹脂加工のデジタル検査体制確立と新製品
分野への展開

特別 株式会社フロウシンク

796 R113030554 関東 東京都 有限会社田中精密鈑金工業 9011802015589 窒素ガス生成の内製化による生産プロセスの革新 特別
税理士法人タックスウェイ
ズ

797 R113030555 関東 東京都 シノン電気産業株式会社 6011501006891
ＣＮＣ画像測定装置導入と革新的品質管理プロセス構築の取
組み

特別

798 R113030558 関東 東京都 株式会社田島 8012801001003
専門工事業者の生産性向上のための「現場情報プラットホーム
システム」の構築

通常

799 R113030559 関東 東京都 株式会社ロッキーズコーポレーション 3012401002711 バーチャルショールームの活用による非接触マーケティング 通常

800 R113030560 関東 東京都 株式会社和香 9011501009347 新型筋入れ機導入による高付加価値の創造と生産性の向上 通常

801 R113030566 関東 東京都 日本ロードネクス株式会社 9011501020741
視認性を高めた新型車線分離標の開発と、国内生産体制の確
立

特別 東京東信用金庫

802 R113030570 関東 東京都 ＡＨＡＣＲＡＦＴ株式会社 2010901036619
テレワーク等の新しい働き方を支援するプロジェクト管理ツール
の開発

通常 若杉　拓弥

803 R113030571 関東 東京都 株式会社ジューク 8011001070585
審美性・耐久性・独創性を兼ね備えたネイル化粧品容器の提
供

通常

804 R113030572 関東 東京都 株式会社ＧＯＬＤ　ＢＲＡＩＮＳ 3010401117653
革新的カートシステムと最新凍結機で展開！需要増のＥＣサイ
トを更に強化し膨大な供給を実現！

特別

805 R113030578 関東 東京都 有限会社佐藤精工 9012802007618
全自動ＰＣＲ検査装置のサプライチェーン毀損対策を目的とし
た、精度保証下での量産性倍増化

特別

806 R113030579 関東 東京都 ａｒｓサポート株式会社 1010001198749
ストレスを自分でコントロール！潜在的ストレスケアシステムの
開発に挑戦

特別 株式会社シャイン総研

807 R113030580 関東 東京都 株式会社ＺＲ 1010401121343
エキゾチックアニマルに特化した検査センターとして地位の確
立と未開拓分野への進出

通常

808 R113030586 関東 東京都 石川スプリング株式会社 2010601008711
輸入製品の内製化と生産効率化によるサプライチェーン回復
事業

通常

809 R113030588 関東 東京都 きちブルーイング
最新コンパクトサイズの缶充填装置導入による非対面型ビジネ
スモデルの構築

通常

810 R113030592 関東 東京都 株式会社助太刀 3013301040322
助太刀ストアの利用価値向上に資する受発注管理システムの
開発

通常

811 R113030593 関東 東京都 イントリックス株式会社 1010401083617 産業用途３Ｄプリンター活用ポータル事業 特別

812 R113030599 関東 東京都 株式会社ケイ・オール 5013401001825
極小部品搭載における最新電子部品実装システムと当社独自
技術の融合

特別

813 R113030600 関東 東京都 ＳＨＩＮＫＡ株式会社 6011001093472 おもてなし学検定オンラインサービス 特別

814 R113030606 関東 東京都 株式会社和幸印刷 8011101022206
バーコード検証システム搭載の中綴じ折り製本機導入による製
品検証付き中綴じ冊子の対応と情報セキュリティ強化向上を図
る事業。

通常

815 R113030607 関東 東京都 株式会社Ｃａｔａｌｙｓｔ 9010001169775
自然エネルギー・ＩｏＴを活用した自給自足型宿泊設備を開発と
運用

特別

816 R113030608 関東 東京都 株式会社ジュエリーバウレット 2010401081966
非対面提案・販売が可能な、企業向け理念グッズ提供サービス
の立上

通常 合同会社ウイン・アクション

817 R113030609 関東 東京都 株式会社アナムネ 8010401114167 コロナに負けない！医局システムの開発 特別

818 R113030610 関東 東京都 クリスタルメソッド株式会社 5020001056695 翻訳・音声合成の自然言語処理ＡＩアルゴリズム開発 通常 若杉　拓弥

819 R113030611 関東 東京都 株式会社Ｄｕｃｏ 3012301005590
　コロナの影響を受けない、製販一体体制による漆ビジネスの
革新

特別 町田商工会議所

820 R113030612 関東 東京都 Ｆｕｓｉｏｎ株式会社 3012401030951 自動車ディーラー向けＥＣサイトの高度化 通常

821 R113030613 関東 東京都 ＳＯＩＣＯ株式会社 6010401136378
株式報酬総合管理システムによるサービス生産性革新と非対
面推進

特別

822 R113030614 関東 東京都 有限会社アトリエマイエドール 8010002036224 ＥＣ直販事業を裏で支える生産工程の強化、改善 特別

823 R113030615 関東 東京都 株式会社エム・クレスト 8010001161790
システム構築＆保守のための安全・安価・迅速なリモート接続
「ＫＵＲＯＫＯ　Ｃｌｏｕｄ」

通常

824 R113030618 関東 東京都 株式会社Ｌｏｇｒｅｃｏ 3010401146405
プロモーションサービスの自動コントロール機能を実装する「Ｌｏ
ｇｒｅｃｏＲｅＰｒｏｄｏｃｔ」の開発

通常 合同会社G&N

825 R113030619 関東 東京都 稲城長沼ドルフ歯科
パーソナライズされた最短即日で提供可能な非接触型補綴治
療法の確立

通常
株式会社東京経営サポー
ター

826 R113030621 関東 東京都 安藤歯科医院
再虫歯・重金属アレルギー疾患等を予防可能な短期虫歯治療
サービスの実現

通常

827 R113030626 関東 東京都 株式会社リロードエッジ 2010001135676 セントラルキッチンでの生産効率向上とヘルシー弁当の開発 特別 株式会社シャイン総研

828 R113030627 関東 東京都 奥村印刷株式会社 1011501000874
新たな生産様式の名刺交換ツールの創出と新たな生産体制を
強化する事業

通常

829 R113030630 関東 東京都 小川畳店 自動框裁断・表張・縫付ロボット導入による畳製造能力の向上 通常 東京東信用金庫

830 R113030632 関東 東京都 株式会社中央シール 3011501007538
立体ＰＯＰシールの商品開発と両面印刷技術及び生産効率化
の確立

通常

831 R113030634 関東 東京都 株式会社Ｓｕｐｅｒ　Ｄｕｐｅｒ 9010401117193 ＡＩによるインタラクティブ性のある自動接客システム構築 特別
OneWorldコンサルティング
株式会社

832 R113030635 関東 東京都 ＮＰＯ法人教室ＩＣＴ実践会 4010405009607
子供の苦手を得意に変える！学習進度予定・管理システムの
開発

通常

833 R113030636 関東 東京都 株式会社オクサコ 3010601001285
特注全自動ランニングソーによる生産性向上と新規顧客の開
拓

特別

834 R113030642 関東 東京都 株式会社ｍｉｌ－ｋｉｎ 3070001002390
菌種や菌数のカウントや同定が行える衛生管理プラットフォー
ムの開発事業

通常 合同会社G&N

835 R113030644 関東 東京都 株式会社Ｃｒｏｓｓｄｏｏｒ 4010001144048 ビーコン・センサーを活用したスマートリモコン新機能の試作 通常 野竿　健悟

836 R113030645 関東 東京都 株式会社並木海苔店 5010801008830
コロナに負けない！海苔製造工程の刷新による需要変化への
対応

特別

837 R113030647 関東 東京都 せたがや宮原歯科
セラミック製補綴物の院内技工実現による非金属製補綴物需
要への効率的な対応

通常

838 R113030649 関東 東京都 株式会社テクロス 3011201013159
新型コロナに負けない活発なオンライン学会開催のためのプ
ラットフォーム構築事業

通常

839 R113030650 関東 東京都 株式会社ガウラ 9011001063398
国内初の革新的家庭用炭酸水サーバー開発のための試作プ
ロジェクト

通常 野竿　健悟

18 / 57



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

支援機関名

840 R113030651 関東 東京都 うえすぎ歯科クリニック
かかりつけ医として、コロナウイルスその他の問題を克服した
高度な歯科医療の提供

通常

841 R113030654 関東 東京都 ＲＥＲ　Ａｇｅｎｃｙ株式会社 3010101010480
不動産査定における産業用ドローンを利活用した建築物・土地
評価方法の開発

特別 長井　寿郎

842 R113030658 関東 東京都 株式会社キャンドゥ 1120001077999 訪問看護ステーションに特化した経営業務総合サポート事業 通常 東京中央経営株式会社

843 R113030661 関東 東京都 株式会社アイティエルホールディングス 4010401131538
ＤＸ・アフターコロナ時代に適したビジネスマッチング・プラット
フォームの開発事業

通常 合同会社G&N

844 R113030662 関東 東京都 株式会社泉壽 3011401019229
英語名漢字変換システムと連動した販売支援ＷＥＢサイトの構
築

通常 東京商工会議所

845 R113030663 関東 東京都 株式会社エルミタージュ 1013301031471
痩身マシンの導入による新サービスの開発で地域一番店を目
指す

通常 齊藤　祐一

846 R113030664 関東 東京都 株式会社ＣａｓｔｉｎｇＯＮＥ 1011001130858
クラウドを利用したイベント・警備分野の派遣事業サポートサー
ビス

特別

847 R113030665 関東 東京都 Ｉｎｋｈｏｒｎ　Ｂｒｅｗｉｎｇ株式会社 2011601024129 ビール製造設備導入による労働生産性の向上 通常

848 R113030666 関東 東京都 株式会社ギガ・メディア 2013301023831
病児・病後児保育にも対応した保育園運営支援システムの開
発

特別

849 R113030668 関東 東京都 オアシス歯科クリニック
セレック導入による患者満足度の向上と非対面型モデルの構
築

通常 野竿　健悟

850 R113030669 関東 東京都 株式会社Ａ　Ｍａ－ｎｏ 6011101082714 飲食店の自然栽培・有機栽培野菜料理に特化した冷凍便事業 通常 永島　俊晶

851 R113030672 関東 東京都 株式会社リガード 1012401021358
工務店経営の成功モデルを応用した工務店向けＷｅｂマーケ
ティング支援事業の立ち上げ

特別

852 R113030673 関東 東京都 本郷こしきや歯科 先進的ワンデー補綴治療とトランスペアレントな治療の実現 通常

853 R113030677 関東 東京都 株式会社イチ・サン・ゴ 8010401081201
　ワークフロー改革と人材育成一体型の非対面コンサルティン
グ事業

特別

854 R113030679 関東 東京都 株式会社Ｗｉｄｓｌｅｙ 1011001096190 音声認識ＡＰＩの開発とＩＰアプリの開発と販売 通常

855 R113030680 関東 東京都 株式会社ＳＵＫＩＬＬＳ 6010501043680
採用プログラムの非対面型ビジネスへの移行に伴うシステム開
発

通常

856 R113030681 関東 東京都 株式会社若草 6010001040732
業界初。招待状『非対面』受発注システム開発による生産性向
上計画。

通常

857 R113030682 関東 東京都 株式会社ＲＡＢＯ 7011001120878 猫専用ＩｏＴ計測デバイスを使用した健康管理システムの開発 通常

858 R113030684 関東 東京都 Ｓｔｕｄｙ－ＡＩ株式会社 7010001192812 ＡＩのトップダウン学習を提供する為のＣＭＳ及びＬＭＳ構築 通常

859 R113030687 関東 東京都 木材技術国際交流協同組合 7010605001757
クラウド型勤怠管理・給与計算システムによるＤＸで三方良しを
実現！

特別

860 R113030690 関東 東京都 株式会社ＴＡＯエデュケーション 9011001100036 ロボット先生による幼児向けｅ－ラーニング 通常

861 R113030691 関東 東京都 株式会社Ｍａｔｔｏ 9010901042123
ＷＥＢメディア（媒体）向けに特化したチャットボットサービスの
提供

通常 合同会社ウイン・アクション

862 R113030695 関東 東京都 インクグロウ株式会社 1010501029420
金融機関と推進する中小企業の付加価値向上に貢献するサー
ビス開発

特別

863 R113030697 関東 東京都 ＳＵＰＡＬＩＶ株式会社 4010701030927 卸売・ＥＣによる販売を統一管理可能な販売管理体制の構築 通常 若杉　拓弥

864 R113030698 関東 東京都 海老沢歯科医院
～オンライン診療から手術まで～　スピーディーで集約されたイ
ンプラント治療を実現

通常

865 R113030699 関東 東京都 にしむらデンタルクリニック 在宅による口腔ケア指導 通常 熊澤　直

866 R113030700 関東 東京都 大森東歯科クリニック
セレックシステム導入による高効率修復治療と他院とのデータ
連携

特別

867 R113030702 関東 東京都 株式会社ＢＡＳＥ　Ｔｏｋｙｏ 4010001196857 リモート接客サービスの開発・展開 特別

868 R113030703 関東 東京都 株式会社スペースファクトリー 7010001182020 ソーシャルアフレコアプリの開発 通常

869 R113030708 関東 東京都 株式会社ＬＡＳＴＳＨＩＰ 3010401137437
ワインの非対面販売を推進するコミュニケーションＥＣシステム
の構築

通常

870 R113030710 関東 東京都 株式会社イノカ 4010001200049 人工サンゴ礁によるサンゴ研究促進とその経済活用 通常 桃原　隼一

871 R113030712 関東 東京都 株式会社シンクロ 8010701021674 ライフスマイル・マルシェＥＣモール事業計画 特別

872 R113030715 関東 東京都 株式会社ＨＩＭＵＲＯ　ＤＥＳＩＧＮ　ＳＴＵＤＩＯ 6010501043441 ジャガード織り機（ＴＣ２）の導入による生産プロセスの改善 特別

873 R113030716 関東 東京都 株式会社インターグルーブ 3010401084340 顧客の衣料品の店舗ビジネスをＡＩ活用により非対面に転換 特別 株式会社足利銀行

874 R113030717 関東 東京都 株式会社ノビシロ 4011001129955 入居高齢者に対するＩＯＴ機器による見守りサービスの開発 通常

875 R113030718 関東 東京都 株式会社エン・ＰＣサービス 7010401097306
機械学習を利用した特徴検出と類似性判定ソフトウェア・システ
ム開発

通常

876 R113030719 関東 東京都 株式会社クレステック 9010101009550
リモート操作化とエリプソメーター及び劈開装置導入による受託
加工サービスの受注率向上

通常

877 R113030720 関東 東京都 合同会社Ｌａｃｒｏｓｓｅ．Ｔｏｋｙｏ 4012403004052
新規サービスの開発・提供による非対面型ビジネスの拡大と収
益性向上

特別

878 R113030721 関東 東京都 株式会社テーヌ 7011301023401
焼き菓子の生産効率革新によるＢｔｏＣ通信販売事業への新規
参入計画

特別
株式会社エフピー・ワン・コ
ンサルティング

879 R113030722 関東 東京都 はたなか歯科クリニック鐘ヶ淵 患者負担の少ない補綴治療を目指したセレックシステムの導入 特別

880 R113030724 関東 東京都 株式会社ＡＳＴＯ　Ａｓｉａ 8010001155181 海外販路開拓オンラインプラットフォームの開発事業 通常

881 R113030727 関東 東京都 アーリア
新型歯科技工設備による完全内製・機械加工体制の確立と新
サービス展開

通常 株式会社フロウシンク

882 R113030728 関東 東京都 ジンダンスファクトリー
ダンス文化とオリジナルグッズの融合という新しい分野に挑戦
する事業

通常

883 R113030730 関東 東京都 合同会社ＦＡ技術サポートセンター 6010003030748 新型コロナに対応全自動ＰＣＲサンプル採取装置の開発 特別 城南信用金庫

884 R113030732 関東 東京都 株式会社ドゥル 2010001142953
店舗に依存しない営業形態を！レトルト・オンラインを活用した
販路拡大と事業多角化戦略への取り組み

特別
株式会社東京経営サポー
ター

885 R113030733 関東 東京都 板橋グレース歯科医院
再治療・感染症リスクを徹底排除した歯科治療体制の確立に
向けた取り組み

特別
株式会社東京経営サポー
ター

886 R113030734 関東 東京都 株式会社フィットネスリンクジャパン 8011201020043
動画配信サービス等のプラットフォーム構築・提供による非対
面型ビジネスの展開

通常

19 / 57



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

支援機関名

887 R113030735 関東 東京都 株式会社オクテック 4013201007957
自動車業界向け電子ミラー色再現性の室内検証システムの開
発

特別

888 R113030736 関東 東京都 株式会社新日本メディカル 7010101006896
エタノール使用量を削減したナノ粒子型サプリメントの新製造体
制の構築

特別

889 R113030739 関東 東京都 株式会社Ｎプラン 4010701037518
オフショア開発におけるプロジェクトマネジメントシステムの開発
及び販売

通常 森　拓哉

890 R113030740 関東 東京都 株式会社Ｉ＆Ｒビジネスアシスト 7011101057707
税理士業界初となるＡＩを駆使した非対面型革新的採用・育成
システム

特別

891 R113030742 関東 東京都 株式会社アトミ 8012701000055
多摩地区初の世界最速デジタル印刷機導入による生産性の向
上及び感染対策商品の展開

通常

892 R113030745 関東 東京都 株式会社ｅｆｆ 4010401148219
集合住宅への無人直売所「野菜スタンド」設置による生産者連
携事業

特別 近山　寿博

893 R113030750 関東 東京都 品川商工株式会社 2010701004065 ディップ成型工場における工程最適化における生産性向上 通常

894 R113030752 関東 東京都 株式会社ＮＥＸＴＡＧＥ 5020001124551 植物工場でのわさび栽培事業 通常

895 R113030754 関東 東京都 株式会社プレシャスライズ 3010401076461 富裕層向け買い物等コンシェルジュサービスの提供 通常

896 R113030756 関東 東京都 株式会社ＴＡＲＴ 1010701036968
ブロックチェーンを活用したコレクションアイテムとして機能する
デジタルコンテンツ管理プラットフォーム

通常

897 R113030757 関東 東京都 株式会社ｐｒｅｃｏｇ 6011001061132 配信型イベントのバリアフリー化事業 通常

898 R113030758 関東 東京都 株式会社山翠舎 4100001001124 新商品家具のブランディングサイトおよびＥＣサイト構築事業 特別

899 R113030760 関東 東京都 株式会社ハチオウ 7010101003200
ＡＩによる化学系廃液の自動解析システムの構築と業務の高効
率化

通常 株式会社シャイン総研

900 R113030763 関東 東京都 ｉＳｕｒｇｅｒｙ株式会社 7011101091359 整形外科インプラント物流のＤＸ化プロジェクト 特別 塙　健一郎

901 R113030771 関東 東京都 株式会社エンジニアプラス 9011001132789
ＡＩを活用したニューノーマルのマーケティングオートメーション
ツール開発

通常
OneWorldコンサルティング
株式会社

902 R113030774 関東 東京都 ラング株式会社 8290001058076
抗菌・消臭機能付き　空気清浄フィルムクロスにおけるＥＣ販売
事業

通常

903 R113030776 関東 東京都 ８１ｐｌｕｓ株式会社 1010401133900 ＡＲＸ：ＪＰＥＧのようにＡＲの利活用を一般化するプロジェクト 通常

904 R113030777 関東 東京都 光が丘クローバー歯科 小児矯正と歯科用ＣＴを利用した小児のめの欠如歯治療事業 特別 中村太郎

905 R113030778 関東 東京都 Ａｓｓｅｔｓ　ｎａｍｅ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ株式会社 1010001203905 人事評価と掛け合わせた販売支援システムの開発事業 特別 税理士法人ナビオ

906 R113030779 関東 東京都 合同会社ビヨンドワールド 4011103008891 非接触移送用ロ－ラ－製作による製造環境構築 通常

907 R113030781 関東 東京都 株式会社Ｑｎｏｉｒ 8010401141582
複合型シェアサロン展開に加えたオンラインサービスの革新的
開発

通常

908 R113030782 関東 東京都 株式会社ロードフロンティア 4050001019989
成熟社会の問題解決のための困りごと解決プラットフォームの
開発・事業化

特別 株式会社シャイン総研

909 R113030783 関東 東京都 Ａ・Ｏ・Ｉ合同会社 1010903004946
アパレルＣＡＤ及びカッティングプロッタ導入による設計工程の
生産性向上

通常

910 R113030787 関東 東京都 府中後藤歯科クリニック
コロナ禍での重度歯周病患者に対するスタンダードプリコーショ
ン反映事業

特別 中村太郎

911 R113030788 関東 東京都 株式会社セクションエイト 2010001186199
独自開発のアプリを活用した、業界初のオンラインでの相席
サービスの提供

特別

912 R113030789 関東 東京都 特定非営利活動法人じぶん未来クラブ 9010405009627
Ｇｌｏｂａｌ　Ｅ－Ｗｏｒｋｓｈｏｐ　プログラムシステム開発及び専用機
材導入

通常

913 R113030791 関東 東京都 グローバルウォーカーズ株式会社 6010801026773 リモートワークのためのＡＩ開発環境構築と試作開発 特別

914 R113030792 関東 東京都 ハピタ株式会社 3010401111292 タコリッコ 通常 経営標準化機構株式会社

915 R113030794 関東 東京都 Ｋ＆Ｋグローバル株式会社 4010901046302 口腔内照明用ライト 通常

916 R113030795 関東 東京都 スキルアップＡＩ株式会社 2011001122086 ＡＩスキルを定量評価できるオンラインアセスメントツールの開発 特別

917 R113030798 関東 東京都 株式会社ネクストソート 7011401015876 ＡＩによる「オーダーメイド型ＳＥ育成サービス」の開発事業 通常 アイアンドアイ株式会社

918 R113030799 関東 東京都 株式会社Ｃｕｌｔｕｒｅ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｊａｐａｎ 1010501032845 『サブスクリプションモデル』型　新商流構築プロジェクト 通常

919 R113030800 関東 東京都 モデストデザイン株式会社 1010001138052
ＬＩＮＥを活用した住宅修繕工事業務の効率化と、直接顧客向け
販路開拓事業

特別

920 R113030801 関東 東京都 株式会社Ｍ　ＳＴＡＧＥ 7010901026383
衣料用製造加工機械の導入による、自社ブランド製品の店舗
内製造化の取り組み

通常 明治通り税理士法人

921 R113030802 関東 東京都 祥エステートオフィス株式会社 8011101043573
女性向け不動産の物件情報に特化した革新的なポータルサイ
トの構築

特別

922 R113030804 関東 東京都 株式会社トランセント 2011001101478
正しい日本文化を入手出来る米国人向けキュレーションサイト
の開発

特別 エクセルブレーン株式会社

923 R113030806 関東 東京都 神楽坂ヒルトップ歯科 インプラント周囲炎に特化したマイクロスコープの活用事業 通常 中村太郎

924 R113030807 関東 東京都 株式会社ブルームキャピタル 4010001147876
機械学習を用いた会社売却入札システム　～事業計画、企業
価値評価システムを含む～

特別

925 R113030815 関東 東京都 株式会社プラスアバンティ 1012401018288 ユニット完備とセレックシステム設置の技工所を完成 通常

926 R113030817 関東 東京都 株式会社カテラ 7010501025488
高機能血管内治療カテーテルの開発と製品製造の内製化及び
テレワーク環境の整備

通常

927 R113030818 関東 東京都 東京硝子器械株式会社 7010001034056 代理店支援システムの構築を可能にするプラットフォーム開発 通常 原　知世

928 R113030819 関東 東京都 ＡｒｃｈｉＴｗｉｎ株式会社 6010401153472
設置型点群データ取得ロボットの試作品及び遠隔管理システ
ム開発

特別

929 R113030820 関東 東京都 株式会社ＫＺフーズコンサルティング 7012402022408 ｅーｂｏｎｂｏｒｉ計画 通常

930 R113030824 関東 東京都 株式会社アシストクリップ 1030001083271 最新式カッティングシステム導入による生産性向上と高品質化 通常

931 R113030831 関東 東京都 アロマト株式会社 8010401051708
森林資源からポリフェノールエキスを抽出し新たなビジネスモデ
ルの構築

特別

932 R113030836 関東 東京都 株式会社クラウドパートナーズ 5010001182294
革新的な士業・有資格者専門人材特化型求人／転職サイトの
サービス開発と運用

通常 村井　隆紘

933 R113030837 関東 東京都 アイワ広告株式会社 1012301003092
「天然酵母培養装置」と「うず巻き食パン成形機」による圧倒的
品質の安定化と生産量増加の実現

通常
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934 R113030846 関東 東京都 有限会社アイグラン 7010102007919 製品供給安定化のための工程管理のシステム構築 通常

935 R113030848 関東 東京都 ＴＭコミュニケーションサービス株式会社 8011001043392 古物商リモート見積もり連携システムによる非対面対応の実現 通常

936 R113030849 関東 東京都 北越印刷株式会社 2010501012301
業務用ラベル検査能力向上による新規顧客開拓力の強化計
画

通常

937 R113030856 関東 東京都 まつもと歯科医院
顎測定器と歯科用ＣＴによる革新的な睡眠時無呼吸症候群の
治療事業

通常

938 R113030859 関東 東京都 株式会社ジョッシュ 7010001083887
最新アパレルＣＡＤの導入による生産性品質向上・顧客対応力
強化

通常

939 R113030862 関東 東京都 株式会社デファクトコミュニケーションズ 9011101061426
ＡＩ　活用型「非対面マーケティング戦略コンサルティング」シス
テム開発

通常

940 R113030870 関東 東京都 株式会社アルファＴＫＧ 1010001159032
『まもるＩｏＴ』開発販売によるニューノーマル工場向けトータルデ
ジタルソリュー　ションの展開

通常

941 R113030871 関東 東京都 ハンズ株式会社 8011702017364
顧客の要求スピードに応えるための化粧品容器試作における
生産性向上

特別

942 R113030873 関東 東京都 たかはた歯科医院
基礎疾患を有する歯周病患者のための新型コロナウイルス感
染対策の試み

通常 中村太郎

943 R113030874 関東 東京都 矢野歯科医院 歯科業界のデジタルワークを推進する革新的な非対面型事業 通常 中村太郎

944 R113030881 関東 東京都 株式会社元吉医科器械 8011401006379
耳掛け型補聴器に使用するイヤモールド及び遮音用耳栓の普
及及び生産性向上のため３Ｄプリンター方式の導入

通常

945 R113030883 関東 東京都 三軒茶屋アートレディースクリニック
テレワーク環境の整備と生産性向上の両立を図るサービスの
新たな提供方式の導入

通常 株式会社浜銀総合研究所

946 R113030895 関東 東京都 株式会社フォロアス 8011001101943
非対面で対応ができる退職者面談のサービス提供及びデータ
管理システム開発

通常

947 R113030898 関東 東京都 株式会社Ｒｉｂｂｏｎｚ 5010401153341
日本初！オンラインでのフィナンシャルアドバイザーによる資産
運用相談サービス

通常

948 R113030901 関東 東京都 株式会社ジャパンデザイン 8011001111827
観光情報をを地元観光推進団体が手軽に提供でき、消費者が
横断的に検索するが可能にするシステム構築

通常

949 R113030904 関東 東京都 チャットプラス株式会社 7010001177714 テレワーク対応バックオフィス自動化システムの構築 通常

950 R114030007 関東 神奈川県 有限会社東富製作所 1021002022640 ＣＮＣ旋盤導入による５Ｇ関連需要への対応と売上拡大 通常

951 R114030010 関東 神奈川県 株式会社バネックス 3020001021404
多彩な加工ニーズに対応するフレキシブル形鋼加工システム
の構築

通常

952 R114030012 関東 神奈川県 有限会社池田スクリューテクノ 2020002069410
レーザー加工機導入によるスクリューコンベア用羽根製作の内
製化

特別 横浜信用金庫

953 R114030021 関東 神奈川県 ビュータート データ定量化により再作製を無くす「ＣＡＤマイスター」の確立 特別 アイアンドアイ株式会社

954 R114030025 関東 神奈川県 本町歯科クリニック
「見える化」徹底と工程内製化で、患者に安心を与える精密歯
科治療

特別 藤原　和重

955 R114030027 関東 神奈川県 土地家屋調査士　金子幸男事務所
ＧＰＳとＩＣＴを活用しての測量の生産性革命による効率化とコス
ト低減

通常

956 R114030028 関東 神奈川県 株式会社きじま 1020001038136
きじま　お届け・おもてなし・外販事業における新規プラット
フォームの構築

通常
朝日ビジネスサービス株式
会社

957 R114030032 関東 神奈川県 株式会社ユタカ製本 6021001014295
加工技術による付加価値向上で高品質な製品を安価に提供す
る事業

通常 安達　延行

958 R114030033 関東 神奈川県 有限会社ケイエスデンタル 1020002020605 新素材ＰＥＥＫ樹脂保険適用しオンラインデータでの補綴製作 通常 横浜商工会議所

959 R114030039 関東 神奈川県 株式会社事業革新パートナーズ 7010001139367
植物由来バイオプラスチック材料製造～成形量産　一気通貫
サプライチェーン構築

通常

960 R114030041 関東 神奈川県 株式会社いちごの樹 1020001047079
特選フルーツ素材を活かす世界視点タルト製菓の生産性と事
業継続力の向上

通常
株式会社さがみはら産業創
造センター

961 R114030047 関東 神奈川県 株式会社渡辺工業 8020001005798
超精密ラジアルボール盤導入による超精密大口径穴加工体制
確立と受注拡大

通常

962 R114030048 関東 神奈川県 株式会社ホロンクリエイト 5020001035212
人間中心デザインに基づくＩｏＴ組込みシステムの迅速な開発の
実現

特別

963 R114030053 関東 神奈川県 ブードルス合同会社 3010403014320
レーザー加工機導入によるイベント再開用革新的フェイスシー
ルド開発

通常

964 R114030054 関東 神奈川県 有限会社岡田製作所 2021002009380 特殊金型の超短納期対応及び新調律工具等の受注拡大事業 特別 シェアビジョン株式会社

965 R114030056 関東 神奈川県 トーカイ工業株式会社 2021001022698
建機市場の拡大に資する建機部品の曲げ加工の高精度化に
よる生産性向上

特別 株式会社静岡中央銀行

966 R114030058 関東 神奈川県 新羽金属工業株式会社 2020001021322 ショットブラスト新設備の導入による生産性向上及び品質向上 通常
公益財団法人横浜企業経
営支援財団

967 R114030060 関東 神奈川県 松栄産業株式会社 8020001069430
部品の内製化による生産性向上と樹脂成型品開発による新規
事業参入

通常
税理士法人及川会計事務
所

968 R114030062 関東 神奈川県 株式会社精美電機製作所 5020001042844
鉄道用配電盤図面管理システムによる非対面ビジネスと業務
効率化

特別

969 R114030063 関東 神奈川県 株式会社電水技研 5010701035289
独自３室型電解水生成システムでの高付加価値型の次亜塩素
酸水除菌水の生成

特別

970 R114030064 関東 神奈川県 情報印刷株式会社 9020001069413
ＩＴの導入等により営業の生産性向上を図って新規事業の競争
力を強化

特別 安達　延行

971 R114030067 関東 神奈川県 三和開発技研株式会社 3021001012426
地上測量の高精度、短工期、省人化、災害対応迅速化のため
の事業展開

特別

972 R114030069 関東 神奈川県 グラデスタオ株式会社 8020001040812
革新的生産プロセスの開発による、陶板タイル事業の新市場を
創造

特別

973 R114030071 関東 神奈川県 株式会社和興商会 5021001033346
生産データを活用した製品力強化と、小売と生産の連携強化に
よる受注拡大

特別

974 R114030074 関東 神奈川県 株式会社甲斐製作所 5021001068061
大型車輌用ホイール金型製造の５軸マシニング導入による内
製化と生産性向上事業

通常

975 R114030076 関東 神奈川県 株式会社長谷川製作所 2021001030908 生産プロセスを改善することによる事業の継続と雇用の維持 通常

976 R114030078 関東 神奈川県 株式会社千里 8020001000246
ドローン料理運搬システム導入による画期的な非対面型店舗
の構築

特別

977 R114030081 関東 神奈川県 あらかわ歯科医院
即日補綴実現で地元住民への包括的歯科治療提供体制の飛
躍的強化

通常

978 R114030082 関東 神奈川県 神鋼商事株式会社 4021001036721
鉄筋自動切断機での生産性向上及び品質向上により漁業に貢
献

通常

979 R114030083 関東 神奈川県 株式会社Ｐｉｃａｒｏ 5021001065034
Ａｍａｚｏｎ電子商取引を活用して中小企業の非対面ビジネス拡
大

特別 株式会社横浜銀行

980 R114030086 関東 神奈川県 有限会社ティース・ファクトリー 9021002062142 機能性を高めた「新・コンフォートデンチャー」の開発事業 特別 アイアンドアイ株式会社
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981 R114030087 関東 神奈川県 株式会社尾島商店 8020001002754
創業９７年の老舗食肉店が企業基盤の強化のために本格的な
パンを販売する計画

通常

982 R114030088 関東 神奈川県 あだちデンタルクリニック
コロナ禍における先進医療システムによる当院のリスク回避と
『早く！きれい！で安全！』な治療の実

通常 上田　曽太郎

983 R114030090 関東 神奈川県 有限会社サガラ印刷所 8021002064461
街の賑わいづくりを支援するデザイン性に優れた冊子を安価に
提供

通常 安達　延行

984 R114030096 関東 神奈川県 株式会社ビアンジュ 3021001029767
自動裁断機システム導入で新商品生産体制と効率的業務構造
を確立

通常 大和商工会議所

985 R114030099 関東 神奈川県 株式会社ケイニィ 6010001015734
ナイトダイビングサービスの技術革新とサービス提供による付
加価値の向上

通常

986 R114030100 関東 神奈川県 有限会社池下製本 3020002028951
新技術導入による無線綴じ製本の生産性向上と大量頁製本の
品質向上

通常 安達　延行

987 R114030102 関東 神奈川県 株式会社花岡金属商会 7020001115763 プリント基板銅めっき工程から発生する銅回収システムの構築 通常

988 R114030103 関東 神奈川県 林歯科クリニック 映像機器活用でオンライン診療を実現し来院リスクを軽減する 通常 渋谷　広志

989 R114030105 関東 神奈川県 株式会社紅製作所 3021001064723
難削材の切削・研磨加工の一括対応体制構築による生産性向
上

特別 税理士法人あおば

990 R114030109 関東 神奈川県 測地技術株式会社 8020001064308
レーザースキャナー搭載型測量機器による案件処理能力の向
上と売上拡大

通常
公益財団法人神奈川産業
振興センター

991 R114030110 関東 神奈川県 株式会社プロテクタ 6180301003612 ＥＣ販売の効率化と自社商品開発事業 通常

992 R114030112 関東 神奈川県 株式会社ニュートラルワークス 5021001060794
移住支援システムを開発し、移住者が地域に戻りやすい環境
整備

通常

993 R114030113 関東 神奈川県 株式会社アシストシステム 5021001015757
内製化による品質・生産性向上と営業強化に基づく新規顧客
及び自動運転分野の開拓

通常

994 R114030115 関東 神奈川県 山本歯科医院 口腔用スキャナー導入による世界トップレベル歯科医実現事業 特別 野竿　健悟

995 R114030117 関東 神奈川県 あいはら矯正歯科
ＣＴ導入で強みを活かす、難易度の高い患者さんに最適治療を
提供

特別

996 R114030120 関東 神奈川県 三立工業株式会社 3010401114997
自動倉庫ラック等の大型フレーム枠物の生産における非対面
作業の実現と生産性向上

特別

997 R114030122 関東 神奈川県 さわやか歯科クリニック ＣＴ検査の内部化による治療期間の短縮と労働生産性の向上 通常

998 R114030124 関東 神奈川県 なづき整骨院
相模原で高度な訪問治療とスポーツ障害治療を実現する革新
的事業

特別 株式会社横浜銀行

999 R114030128 関東 神奈川県 株式会社山星製作所 2020001008641
直剣パンチ及びオリジナル積層金型を活用したＲ形状ベンディ
ングシステムの確立

通常 株式会社静岡中央銀行

1000 R114030129 関東 神奈川県 Ｎｅｗｔｏｎｅ株式会社 7020001119228
地域の中核動物病院実現に向けた安心安全高度な手術への
取り組み

特別

1001 R114030133 関東 神奈川県 リベラル株式会社 4020001113786
地域の廃校跡地を活用し三密を避けた革新的ドローンスクール
の運営

通常

1002 R114030135 関東 神奈川県 株式会社ＳＰＥＥＧ 4020001052464
検査工程の高度化により安心品質を提供し提案営業の強化を
実現

特別 丸田　佐和子

1003 R114030138 関東 神奈川県 センター南やまもと矯正歯科
Ｗｉｔｈ　Ｃｏｒｏｎａでの歯科業界のＮｏｎ　ｆａｃｅ　ｔｏ　ｆａｃｅ　ｍｏｄｅｌ
への転換および高精度不正咬合治療の実現

通常

1004 R114030139 関東 神奈川県 オーガンデンタルラボ株式会社 2021001061812
ＣＡＤＣＡＭ導入による咬合学に基づいた補綴物製作の対応力
強化

特別

1005 R114030140 関東 神奈川県 合同会社吉田高圧機械 9020003004665
高圧関連部品の自社製造と生産体制構築による生産性の向
上

通常

1006 R114030142 関東 神奈川県 青果ミコト屋
ジェラートで食品ロスを削減する「旅する八百屋」のおいしい挑
戦

通常 合同会社うしお事務所

1007 R114030145 関東 神奈川県 有限会社ポットベリー 4020002057545
腹腔鏡手術を導入し、痛みや切開を最小化。ペットの家族化に
応える。

特別

1008 R114030146 関東 神奈川県 興和電気株式会社 4020001012864
電気工事業初のＸ線検査内製化でコア抜き納期短縮とコストダ
ウン

通常

1009 R114030147 関東 神奈川県 リーフデンタルクリニック
複数台のマイクロスコープを活用した歯内治療の最新化・高度
化事業

通常 野竿　健悟

1010 R114030148 関東 神奈川県 横浜マテリアル株式会社 8020001048954
最新式レーザー加工機の導入によるガラス内部加工品の量産
化製造プロセスの改良

通常 若杉　拓弥

1011 R114030149 関東 神奈川県 横浜元町ナチュラル歯科・矯正歯科
次世代マウスピース型矯正装置による、歯根吸着の抜本的解
決

特別

1012 R114030150 関東 神奈川県 メディオール株式会社 6020001055242
感染症下における、骨造成インプラント治療プロセスの代替に
よる地域医療への貢献

通常

1013 R114030151 関東 神奈川県 株式会社駒井工業 1010901032032
中小建設業向け業務管理システムによる請求関連業務の生産
性向上

通常

1014 R114030153 関東 神奈川県 あおばファミリー歯科
口腔内スキャナー導入による、技工物の品質向上と矯正治療
の増患

特別
有限会社サステイナブル・
デザイン

1015 R114030160 関東 神奈川県 株式会社塩浜鋼材 6020001073293
ロジスティクス４．０を推進する無人フォークリフト高精度部品の
加工技術獲得

特別
株式会社コムラッドファーム
ジャパン

1016 R114030161 関東 神奈川県 株式会社くまの犬猫病院 9021001058455
歯周病診療・検査体制の包括的な刷新による地域密着型病院
の機能強化への挑戦

通常

1017 R114030164 関東 神奈川県 株式会社フェイス１ 2020001078908
獣医療界初の完全非対面ビジネスモデルの実現と高齢ペット
手術の限界突破への挑戦

通常

1018 R114030171 関東 神奈川県 よつば歯科 歯科用デジタル機器の導入による革新的なサービスの提供 通常

1019 R114030177 関東 神奈川県 吉野コーヒー株式会社 4020001009506
自粛需要に応える『ギフトスイーツ専用ドリップバッグ珈琲』の
開発

通常
株式会社コムラッドファーム
ジャパン

1020 R114030179 関東 神奈川県 株式会社ジャパン・アドバンスト・ケミカルズ 6010101006419
特殊化学製品の自動製造装置開発により、製造時間を６５％
低減させ売上増加を図る

通常

1021 R114030182 関東 神奈川県 株式会社チームのちから 2060001024288
障害者・副業者が自宅で栽培できる農作物の受発注アプリ事
業の開発

通常 横浜信用金庫

1022 R114030185 関東 神奈川県 株式会社エムイーエス 7021001028807
高機能基板外観検査装置導入による高品質化でコロナに影響
しない販路獲得

通常

1023 R114030188 関東 神奈川県 株式会社アプリア 2020001126419
最新式カッティングプロッタ導入による生産プロセス改善と高付
加価値サービスの提供

通常 川崎信用金庫

1024 R114030192 関東 神奈川県 有限会社キャセロール 2430002029496
プロパティシエが行う農業の６次化推進のためのＯＥＭ生産体
制確立

特別

1025 R114030193 関東 神奈川県 株式会社スポーツウェザー 6020001043296
「現場の見える化」で非接触型の保守体制を築き全国展開を図
る

特別

1026 R114030197 関東 神奈川県 本陣水越株式会社 1021002055525
３Ｄスキャナーの革新的利用方法による測量作業の効率化の
実現

特別
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1027 R114030202 関東 神奈川県 株式会社セイブ 4010801015877
最新型ＮＣ旋盤導入による、生産性の高い高精度薄肉切削加
工技術確立と新市場獲得

通常

1028 R114030210 関東 神奈川県 富士オフセット株式会社 3021001022796
三密を回避するテレワーク対応型の印刷～封入・封緘の試作
開発

通常 株式会社浜銀総合研究所

1029 R114030213 関東 神奈川県 株式会社アイディシー 8021001026157
脱金属・新素材歯科補綴物開発と感染症対策完全デジタル化
工程の導入

通常

1030 R114030219 関東 神奈川県 有限会社品田鉄工 7021002002554 製缶部品加工技能伝承と共にリードタイム短縮を図る事業 通常

1031 R114030225 関東 神奈川県 株式会社永松鑑定事務所 9020001036198
３Ｄレーザースキャナー・編集ソフト導入による現場調査データ
の３Ｄ化

特別

1032 R114030227 関東 神奈川県 株式会社バレイキャンパスジャパン 9021001046410 スマートグラス＋ＡＩによる保守事業の革新 通常 藤沢商工会議所

1033 R114030231 関東 神奈川県 日本ハイドロシステム工業株式会社 9020001104129
非対面・テレワーク対応生産型の高生産性新型立体造形品の
試作開発

特別 株式会社浜銀総合研究所

1034 R114030235 関東 神奈川県 株式会社セア・プラス 3020001001934
新鋭ＧＮＳＳ測量装置の導入による防災需要への対応力の強
化

通常 横浜信用金庫

1035 R114030238 関東 神奈川県 ヘラクレスガラス技研株式会社 8020001084396 防災ガラス（ＪＩＳ　Ｒ３１０９：２０１８）の開発 通常
公益財団法人神奈川産業
振興センター

1036 R114030240 関東 神奈川県 株式会社ｅｐｏｃトレーディング 7011101051016
日本の生産者と海外の飲食店等を直接繋ぐグローバル受発注
アプリの開発事業

通常 合同会社G&N

1037 R114030242 関東 神奈川県 株式会社ツジマキ 8020002030721
設計・印刷・加工の一貫体制の構築及び感染症対策用新商品
の開発

特別

1038 R114030243 関東 神奈川県 アキモトプライベートデンタルオフィス
患者本人のデジタルデータを用いた新たな歯科治療の提供方
式の導入

通常

1039 R114030244 関東 神奈川県 株式会社ラトリエ１９５９ 1020001100119
アンチエイジング機能ミールキット事業を実現する、先進的な衛
生管理と販路開拓

通常
公益財団法人横浜企業経
営支援財団

1040 R114030246 関東 神奈川県 角屋商事株式会社 6020001019874
関東地域を産地とする大粒米銘柄の製品化に向けた選別加工
技術の向上

通常 税理士法人青木会計

1041 R114030249 関東 神奈川県 ヴォイス株式会社 5020001088037
非対面型ビジネスモデルとテレワーク環境を備えた新サービス
の開発

特別 株式会社浜銀総合研究所

1042 R114030250 関東 神奈川県 株式会社湘南精機 1021001032731
新分野進出に向けたテレワーク環境と生産性向上対策を講じ
た新たな生産方式の導入

通常 株式会社浜銀総合研究所

1043 R114030251 関東 神奈川県 株式会社藤田電機製作所 6021001037791 デジタル制御技術を活用した生産性向上と労働環境の整備 通常

1044 R114030252 関東 神奈川県 株式会社Ｄｅｆ　ｅａｔ 5020001095751
飲食店から「総合飲食業」へ。ＥＣ・テイクアウト本格展開のため
のセントラルキッチン機能強化

通常
一般社団法人城西コンサ
ルタントグループ

1045 R114030256 関東 神奈川県 藤沢歯科ペリオ・インプラントセンター
最先端再生医療技術を用いた日本初の革新的歯周病治療
サービスの確立

通常

1046 R114030257 関東 神奈川県 トヤ歯科医院
歯周病を徹底予防、歯科衛生士による革新的なＰＭＴＣサービ
スの展開

通常 中村太郎

1047 R114030259 関東 神奈川県 金子歯科医院
歯科用ＣＴを活用した先天性欠如診断の革新的サービスの展
開

通常 中村太郎

1048 R114030262 関東 神奈川県 株式会社メディナ 6011001033387 テレワーク環境下での非対面型新製品の試作開発・販売準備 通常 株式会社浜銀総合研究所

1049 R114030266 関東 神奈川県 株式会社新生産業 3020001002981
水力発電の高精度流量制御を可能とするガイドベーン組立治
具の製造

特別
株式会社コムラッドファーム
ジャパン

1050 R114030267 関東 神奈川県 株式会社スタディパーク 8021001046873
「オンライン指導専門塾」という新規ビジネスモデルの確立と、
そのフランチャイズ本部の構築

特別

1051 R114030270 関東 神奈川県 バイオインサイト株式会社 6020001135580
遺伝子組換え大豆の一斉検査法の開発による大豆供給の安
定化プロジェクト

通常

1052 R114030272 関東 神奈川県 株式会社旅コレクション 5021001007639 自宅に居ながら旅行を疑似体験するリモート旅の企画・開発 通常

1053 R114030276 関東 神奈川県 株式会社アカウティングプロ 5020001110031 中小企業の経営管理領域のＤＸ支援 通常

1054 R115030005 関東 新潟県 有限会社松沢動物病院 5110002029154
小動物の心不全治療を実現する革新的ＥＰＩＣ基準サービスの
展開

特別

1055 R115030008 関東 新潟県 有限会社ポリッシュ 6110002019063
金属製品の付加価値を左右する手作業の研磨工程の刷新と
技術の継承計画

通常 シェアビジョン株式会社

1056 R115030013 関東 新潟県 新潟関包スチール株式会社 2110001014523
幅広鋼材のせん断工程内製化による屋根材用鋼板の短納期
化と精度保証実現

通常 株式会社北越銀行

1057 R115030018 関東 新潟県 市川建設株式会社 3110001018812
下水管の雨水流入対策に貢献する上越市初となる止水工事施
工体制の確立

特別 株式会社北越銀行

1058 R115030019 関東 新潟県 有限会社宮本デンタルラボラトリー 5110002006509 純チタン２種を用いた金属冠の内製化に必要な設備投資 通常

1059 R115030020 関東 新潟県 株式会社長谷川工機 6110001023280
複合加工機導入による大型部品の生産性向上及び高付加価
値化事業

特別 長岡信用金庫

1060 R115030022 関東 新潟県 有限会社グラン・ブーケ 8110002002109
新しい生活様式に対応した新規事業による経営の多角化と既
存事業の強化

通常

1061 R115030023 関東 新潟県 龍寿し 冷凍ちらし寿司の開発全国通販事業 特別 新潟県商工会連合会

1062 R115030024 関東 新潟県 セキモリ精工
ＩＥ作業分析による最適な新規技術導入で新たな生産体制を構
築

通常 三条信用金庫

1063 R115030025 関東 新潟県 株式会社宮内自動車整備工場 7110001023552
最新洗車機によるＩｏＴ洗車、販売整備システムによるテレワー
ク、非対面ビジネス。オンライン運転分析システムによる事業拡
大

通常 株式会社第四銀行

1064 R115030026 関東 新潟県 株式会社コマスヤアルテック 2110001022468
業務基幹情報システムの一新による付加価値向上と競争力強
化事業

通常 長岡信用金庫

1065 R115030028 関東 新潟県 樋口鉄工建設株式会社 5110001007268
大雪や地震などの災害にも耐える。大型鉄骨の短納期製造体
制の構築

通常 株式会社大光銀行

1066 R115030030 関東 新潟県 株式会社山和工業 2110001009770
ガスエンジンの高効率に向けた配管の真円度精度向上技術の
確立

通常 株式会社大光銀行

1067 R115030040 関東 新潟県 新潟精機株式会社 9010401021362
リングゲージ高効率加工をＣＮＣ化により実現し市場競争力向
上を狙う。

特別

1068 R115030042 関東 新潟県 有限会社祭り屋木材 1021002045658
大型家具（テーブル）卓上板カンナ研磨設備における生産性向
上事業

通常

1069 R115030044 関東 新潟県 株式会社酒麺亭潤 3110001018597
製造体制再構築による生産性向上と、新規出店・通販・テイク
アウト新商品の拡販事業

特別 燕商工会議所

1070 R115030047 関東 新潟県 合同会社かまくら工房 7110003004014 新たな販路対応における生産工程の効率化 通常

1071 R115030048 関東 新潟県 株式会社大平きのこ研究所 9110001030737
日本初の超大型黒舞茸量産化に向けた革新的生産体制の確
立

通常 株式会社フロウシンク

1072 R115030050 関東 新潟県 株式会社江口だんご 5110001024346
鮮度、食感、風味を維持する新冷凍技術の導入による非対面
販売の強化事業

特別
株式会社にいがた事業承
継サポート室
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1073 R115030051 関東 新潟県 株式会社丸昭工業 5110001014990
現場のフレキシブルな工期変更に対する円滑な鉄骨供給を実
現する短納期生産体制の構築

通常 シェアビジョン株式会社

1074 R115030052 関東 新潟県 株式会社能水商店 8110001033138
鮭の力で糸魚川を元気に！高校発ベンチャー企業の革新的
チャレンジ！

特別

1075 R115030055 関東 新潟県 有限会社矢島精工 9110002019969 ＣＮＣ旋盤導入による新規加工案件の受注と生産性の向上 特別 燕商工会議所

1076 R115030059 関東 新潟県 春の屋
特殊冷凍技術による、高品質で多彩な「おはぎ」のネット通販事
業

通常

1077 R115030064 関東 新潟県 斎藤鉄筋有限会社 6110002031159
堅調な公共工事需要に対応するための実習生活用・曲げ工程
のＮＣ化

通常 若杉　拓弥

1078 R115030069 関東 新潟県 株式会社小林屋 7110001024930
新しい生活様式を実現する「バーチャルウェディングシステム」
の開発

特別
株式会社コムラッドファーム
ジャパン

1079 R115030074 関東 新潟県 株式会社武蔵野酒造 1110001032939
搾りたてフレッシュな新潟地酒の安定供給化とアフターコロナに
おける観光蔵の創設

特別

1080 R115030076 関東 新潟県 越後札紙株式会社 4110001025312 非対面型販売に対応した高速デジタルラベル印刷機の導入 通常

1081 R115030077 関東 新潟県 株式会社ツインズ 1040001019670 特許技術を用いたトレーニング器具の開発と販路開拓 通常

1082 R115030086 関東 新潟県 株式会社アイセック 2110001034488 健康知識のビックデータ活用のためのオンライン健康教育事業 特別 株式会社第四銀行

1083 R115030095 関東 新潟県 長岡パワーエレクトロニクス株式会社 4110001028835
リアルタイムシミュレータ導入による開発環境の効率化および
サポート機能の強化

通常

1084 R115030099 関東 新潟県 有限会社やぐら寿司 7110002006663 新型灌水装置、ＩＯＴ導入による高収益なイチゴの生産・販売 通常

1085 R115030100 関東 新潟県 株式会社長津製作所 7010701007237
高精度ワイヤー放電加工機の導入による金型加工精度の向上
と生産性の向上

通常

1086 R119030003 関東 山梨県 ブリング夢屋
ＮＣサッシ加工機械新規導入による生産性向上と新商品開発
に向けた取り組み

通常 株式会社山梨中央銀行

1087 R119030006 関東 山梨県 株式会社辰己モータース 2090001006606 車検機能内製化による短納期車検体制の実現 特別 株式会社山梨中央銀行

1088 R119030008 関東 山梨県 有限会社カーセンター小宮山 1090002007216
車両鈑金塗装によるオールドカーレストア等新たなサービスの
提供

通常 山梨県商工会連合会

1089 R119030009 関東 山梨県 ユージーエム株式会社 5020001029841
全国初！中子処理装置でワイヤー放電加工を自動化する革新
的事業

特別

1090 R119030010 関東 山梨県 株式会社エスワイ精機 4090001005936
軽量化・強靭性・高密度性に優れたアルミダイカスト製品を開
発し販売する

特別

1091 R119030015 関東 山梨県 太陽甲府株式会社 5090001006883 Ｗｉｔｈコロナ時代の封筒需要に応える特色印刷生産性向上 通常

1092 R119030016 関東 山梨県 株式会社内藤電誠町田製作所 9012301001857
３Ｄ外観検査装置導入による５Ｇ関連部品等のＤＭＳ受注体制
確立

通常 山梨県商工会連合会

1093 R119030022 関東 山梨県 有限会社フィッシュランドイシハラ 8090002002648
創業１２７年間の強みを活かしたＥＣサイトへの参入、非対面型
ビジネスモデルへの参入。

通常

1094 R119030023 関東 山梨県 有限会社イイノステンレス 7090002007136 ハイブリッドドライブベンダーによる高精度加工システムの構築 特別 山梨県商工会連合会

1095 R119030026 関東 山梨県 降矢歯科クリニック　歯科•矯正
サプライチェーンの毀損に対応したワンビジットトリートメントの
実現による地域医療への貢献

特別

1096 R119030027 関東 山梨県 後藤歯科医院
インプラント関連病を始め感染症リスクの徹底削減と治療の高
精度化を目指す取り組み

通常
株式会社東京経営サポー
ター

1097 R119030028 関東 山梨県 ＦＫＧ株式会社 9090001010493 刑務所で用いる大型門扉のサプライチェーン再構築 特別

1098 R119030032 関東 山梨県 株式会社二幸エンジニアリング 5090001013426
多層構造の半導体製造を実現する高精度フレームの加工技術
獲得

特別
株式会社コムラッドファーム
ジャパン

1099 R119030034 関東 山梨県 株式会社アマノ樹工 2090001008222
次世代自動車部品ニーズに応える高精密インサート成形技術
の確立

通常

1100 R119030035 関東 山梨県 株式会社茂呂製作所 3090001011860
複雑形状加工に必要な加工用治具の生産方式変更による短
納期の実現

通常

1101 R119030036 関東 山梨県 株式会社石友 8090001000149 自社ブランド開発とオンライン活用による販売体制の構築 通常 株式会社山梨中央銀行

1102 R119030037 関東 山梨県 株式会社日本エコロジコ 7010001092467 ＩＯＴ・ＡＩを活用したきくらげ栽培プラントの構築ときくらげ販売 通常

1103 R119030038 関東 山梨県 株式会社ＯＺＫ 7090001005355
ドローン映像等の遠隔情報共有システムＨｅｃ－Ｅｙｅ（ヘックア
イ）を活用したＩＣＴの推進

通常 山梨県商工会連合会

1104 R119030041 関東 山梨県 ハニー歯科
予防歯科診療の新たな院内完結サプライチェーンを目指す診
療体制の革新

通常

1105 R119030043 関東 山梨県 株式会社エスピーダ 9090001007184
切削加工プロセスの機械化により高精度を実現できた新製品
「円錐型枠」の開発

通常
公益財団法人やまなし産業
支援機構

1106 R119030044 関東 山梨県 ペンション　ル・ラゴン 缶詰工房新設による地産食材を使った土産品開発生産事業 通常 半谷　康

1107 R119030046 関東 山梨県 有限会社理研金型製作所 3090002006728
導入設備を活用した非対面作業を可能にする働き方と生産性・
加工精度の向上

特別 株式会社やまと経営

1108 R119030048 関東 山梨県 株式会社山下商事 3090001015283
非鉄金属原料の再資源化処理プラントによる高付加価値向上
事業

通常

1109 R119030050 関東 山梨県 株式会社スギヤマ 2080101008783 鋳物製造プロセス改善による「巣」発生率の低減事業 通常

1110 R119030053 関東 山梨県 山伸マテリアル株式会社 7030001075123 新拠点へのシャーリングマシン導入による生産プロセスの改善 通常 株式会社エイチ・エーエル

1111 R120030011 関東 長野県 株式会社みすず建設 4100001014233
複合素材建築物の解体作業の生産性向上による新役務の提
供

通常 中村　剣

1112 R120030012 関東 長野県 株式会社大和興業 9100001020929 地域インフラ建設需要に応える骨材製造ラインの高度化 特別

1113 R120030023 関東 長野県 にこにこデンタルクリニック
口腔内スキャナー導入による印象採得工程の省略化と治療の
長期化対策

通常

1114 R120030032 関東 長野県 東京光電株式会社 2011801022353
微細化と多数化へ対応したワンチャッキングによる高精度、高
効率穴あけ加工技術の確立

特別 株式会社八十二銀行

1115 R120030035 関東 長野県 株式会社科学技術開発センター 1100001000599
最先端の成分測定機導入による、食料品の成分測定の高感度
化と生産性向上

通常
株式会社ＩＳＴコンサルティ
ング

1116 R120030036 関東 長野県 株式会社ナカムラ機械彫刻研究所 3100001018549
時計部品事業の比重拡大を目指す切削加工の更なる高精度
化・短納期化実現

特別 長野県信用組合

1117 R120030038 関東 長野県 株式会社ファイン 4100001020223 目視検査作業の過密回避へ、自動外観検査機器開発販売 通常
特定非営利活動法人諏訪
圏ものづくり推進機構

1118 R120030040 関東 長野県 株式会社アートプランニング 2100001012619
レーザーカッター導入による立体形状看板・ディスプレイの製品
力強化と短納期化

通常

1119 R120030046 関東 長野県 株式会社あずみ野エコファーム 6100001017572
自動不断給餌機化よる新たな生産方式で生産性向上とコロナ
対策

通常

24 / 57



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

支援機関名

1120 R120030047 関東 長野県 サンケン工業株式会社 8100001001087
小口径切削部品の量産化とコスト削減のための生産手法の確
立

通常

1121 R120030052 関東 長野県 有限会社サンケイ技研 5100002034089
生産工程の革新による特殊樹脂を使用した高精度成形品の安
定供給体制構築

特別 長野県信用組合

1122 R120030054 関東 長野県 株式会社ユニオンプレート 6100001006369
自動面取機導入による金属プレートの品質・生産性向上と不良
低減

通常

1123 R120030056 関東 長野県 有限会社横山自動車工業 2100002009614
先進安全自動車を短納期で安心安全に整備する高付加価値
サービス事業の確立

通常 春原　眞一

1124 R120030057 関東 長野県 有限会社丸源鋸工場 2100002008839
国内農業の労働生産性向上に貢献する、オリジナル長物厚板
鋸の生産体制改善

特別 長野県信用組合

1125 R120030061 関東 長野県 株式会社日本トレッキング 7100001022670 「馬に乗らない乗馬上達法」の提案でコロナ禍を乗り越える 通常 株式会社八十二銀行

1126 R120030064 関東 長野県 株式会社トーワ 4100001021312 高密度接着仕様の製品受注増加に向けた、洗浄工程の改善 通常 氣賀澤　正門

1127 R120030065 関東 長野県 Ｉｎ　ａ　ｄａｚｅ　Ｂｒｅｗｉｎｇ合同会社 8100003005004
非対面型ビジネスの強化と、商品の品質及び生産性を向上す
る容器と充填設備の導入

通常

1128 R120030066 関東 長野県 株式会社城東 4100001011271
新型マシニングセンター導入による生産性向上および大型部
品の低価格化

通常

1129 R120030069 関東 長野県 株式会社Ｔｒａｆｆｉｃ長野 2100001027765 国土強靭化を支える信号機建植地盤の改良技術獲得 特別
株式会社コムラッドファーム
ジャパン

1130 R120030071 関東 長野県 有限会社近藤鉄工 5100002034048
客先の増産ニーズに対応し、製函加工ライン全体の生産性を
向上する

特別

1131 R120030075 関東 長野県 有限会社望月技工 4100002024149
曲げ工程の完全内製化と生産性向上による半導体検査装置
需要の獲得

通常 松本信用金庫

1132 R120030076 関東 長野県 有限会社山田木工所 5100002014966
地元信州のカラマツを利用した、ホテル向け組子の空間演出イ
ンテリア製造事業

特別

1133 R120030077 関東 長野県 株式会社宮尾製作所 2100001003923
設備導入と加工治具の開発推進による高精度加工技術の確
立と事業拡大

通常

1134 R120030086 関東 長野県 株式会社シミズテクノ 1100001006596 金型製作の新方式確立による新規事業分野の拡大 通常 美斉津　晃

1135 R120030087 関東 長野県 中原樹脂工業株式会社 5100001011080 難成形材料による高精度インサート成形品の生産体制の構築 通常 長野県商工会連合会

1136 R120030093 関東 長野県 株式会社乾光精機製作所 3100001023037
ＣＮＣ画像判定装置導入での革新的生産プロセス確立による
販路拡大

特別

1137 R120030095 関東 長野県 有限会社名神エンタープライズ 6100002005221
コロナ禍の飲食店等を支援する、レーザー加工範囲の拡大計
画

通常 長野信用金庫

1138 R120030097 関東 長野県 有限会社塩入製作所 2100002016791
新型の小型プレス機導入により多品種小ロット対応を深化させ
る

通常 長野県信用組合

1139 R120030098 関東 長野県 旭精工株式会社 5100001021625
純水処理による環境・安全配慮と作業工程改善を行う品質向
上事業

特別 株式会社やまと経営

1140 R120030100 関東 長野県 有限会社中村鉄工所 1100002016347
窒素ガス発生装置の導入による、ステンレス鋼板の高付加価
値化と低価格化

特別

1141 R120030104 関東 長野県 オリオンオートクラフト株式会社 8100002006341
新型コロナウイルスの影響を踏まえた半導体製造装置事業の
強化

特別

1142 R120030105 関東 長野県 三映電子工業株式会社 9100001008420
二輪車製品の競争力強化を目的とするフル自動化ラインの開
発

通常

1143 R120030110 関東 長野県 有限会社東西金型工業 1100002014441
医療用高機能樹脂成形部品向け金型の高精度加工・生産性
向上の実現

通常

1144 R120030111 関東 長野県 株式会社王滝 6100001012862 急速冷凍技術等の活用による、ヘルシーな魚料理の宅配事業 通常

1145 R120030117 関東 長野県 有限会社山崎自動車工場 8100002009591
自動車整備業で女性活躍を可能にする先進電子検査システム
の導入

通常

1146 R120030119 関東 長野県 株式会社古畑薬局 6100001028347 地域密着型薬局（介護・在宅）への本格参入 通常 松本信用金庫

1147 R120030122 関東 長野県 株式会社金箱ボデー 9100001005194 各工場で全車種を短納期でエーミングできる体制の構築 通常 宇賀田　伸彦

1148 R120030123 関東 長野県 Ｌｏｃａｌ．Ｖｉｄｅｏ．Ｓｈｏｐ．株式会社 2012701010571 ドローンによる山小屋への物資輸送サービス 通常

1149 R120030125 関東 長野県 有限会社横山アーク 3100002016907
四輪車部門の増産要請に対応する生産プロセスの改善及び持
続的なＱＣＤの提供

特別 長野県信用組合

1150 R120030131 関東 長野県 株式会社佐久印刷所 2100001007214
自動スキャナー検査装置導入による高精細印刷での高度検査
技術体制確立

通常 佐久商工会議所

1151 R120030132 関東 長野県 株式会社タカ商 2100001001844
信州素材を用いた加工食品による販路拡大及び工程機械化に
よるコスト低減事業

通常

1152 R120030133 関東 長野県 日本ミクロン株式会社 3100001019687
次々世代回路基板の品質保証体制の構築及び生産性向上に
よる安定供給の実現

通常

1153 R120030141 関東 長野県 株式会社伊藤測量設計 8100001000246
三次元計測能力大幅アップ可能な高性能ドローンレーザ導入
による競争力強化

通常

1154 R122030005 関東 静岡県 有限会社間渕溶接 2080402015594
ブラケット部品の特殊加工によるサプライチェーン寸断への対
応

特別 浜松磐田信用金庫

1155 R122030008 関東 静岡県 三鈴ゴム興業株式会社 9080401005276
ゴム製品製造工程の強化と技術継承による試作開発体制の確
立

通常 浜松磐田信用金庫

1156 R122030012 関東 静岡県 株式会社高林熔接工業所 6080401024221
鋼材加工工程強化と溶接技術承継による「ノンスカラップ加工」
の実現

特別 浜松磐田信用金庫

1157 R122030013 関東 静岡県 株式会社宇野工業 1080401019242 ウォータージェット工法の導入による橋梁補修工事の改革 通常
税理士法人コンサルタン
シー

1158 R122030014 関東 静岡県 有限会社太田鉄工所 7080402009600
大物・重切削加工に特化した鋳物加工技術による産業機器業
界への進出

特別 浜松磐田信用金庫

1159 R122030015 関東 静岡県 豊和機工株式会社 3080401004861
狭い環境下での「杭打ち工事」に特化した安全確実な「耐震補
強工事」の実施

特別 浜松磐田信用金庫

1160 R122030027 関東 静岡県 レタープレス株式会社 4080101010606
ラベル印刷における重ね刷り技術高度化と短納期化による生
産体制拡大

通常 株式会社静岡銀行

1161 R122030028 関東 静岡県 有限会社フルハシ 3080402009868
マイクロナノバブル技術を用いた完全無投薬養鰻プロセスによ
る鰻のブランド力強化

通常 有限会社竹内総合研究所

1162 R122030029 関東 静岡県 有限会社修善寺印刷所 7080102008282
製本工程の生産性向上および不良品・端材ロスを削減させる
設備の導入

通常 静岡県商工会連合会

1163 R122030031 関東 静岡県 株式会社スルガ検査 3080101017429
検査スタッフをコロナから守り、業務の効率化と若手の育成強
化を目指す事業計画

通常 沼津信用金庫

1164 R122030032 関東 静岡県 内田工業株式会社 1080401009747
歯車試作品加工と歯車の歯切り治具領域でジャンルトップを目
指す

通常 株式会社静岡銀行

1165 R122030034 関東 静岡県 夢野ワークス株式会社 4080001020515
「大型造作物」への対応力強化による、ユーザーニーズに応じ
た生産体制の高度化

通常 静清信用金庫

1166 R122030038 関東 静岡県 遠州工業株式会社 7080401011706 プレス加工用大型精密金型の生産システムの構築 特別 浜松磐田信用金庫
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1167 R122030039 関東 静岡県 デンタルラボＦＲＥＥ 歯科技工物の審美性追求と非対面型営業手法の確立 特別 静清信用金庫

1168 R122030042 関東 静岡県 磐田化学工業株式会社 6080401015699 高機能かつ安全な天然抗菌剤の開発 通常 浜松磐田信用金庫

1169 R122030045 関東 静岡県 株式会社ＬａＬａカレージャパン 7080401018593 スリランカカレーのレトルト化による新顧客層への展開 特別 静岡県商工会連合会

1170 R122030046 関東 静岡県 三ヶ日製菓有限会社 3080402016253 ＬＧＢＴカップルを祝うレインボーカラーの紅白饅頭で販路拡大 通常 静岡県商工会連合会

1171 R122030048 関東 静岡県 株式会社トミーパッケージ 8080401017479
製函指令書システム導入により、製品ロスの削減とテレワーク
環境の整備を目指す

通常 浜松磐田信用金庫

1172 R122030049 関東 静岡県 有限会社大和技研 1080402004672
ディスクブレーキ製造での絞りプレス加工用金型の精度向上計
画

特別 株式会社静岡中央銀行

1173 R122030051 関東 静岡県 ＣＯＶＯ合同会社 9010003028401
長袖Ｔシャツ、大判Ｔシャツのオンリーワンデザイン衣料提供の
事業化

通常 西畑　隆久

1174 R122030052 関東 静岡県 株式会社フクダサインボード 4080401004670 看板製作部門の強化による新規販路開拓の実施 特別 浜松磐田信用金庫

1175 R122030054 関東 静岡県 富士設計株式会社 2080101011754
災害対応と森林計測の革新による完全レーザ化と非対面デー
タ共有

特別

1176 R122030056 関東 静岡県 サン・アーティスト株式会社 2080401022955 冷間プレス製造方法による二輪マフラー製造方法の改善 通常 浜松磐田信用金庫

1177 R122030057 関東 静岡県 株式会社ファインテック 6021001001847
製造工程省人化システム開発により生み出された生産余力を
活用した低付加価値品の受注拡大

通常

1178 R122030061 関東 静岡県 ビップ株式会社 7080401017406
鉄筋工事業の材料生産工程における異形棒鋼切断自動化に
よる生産性向上

特別 浜松磐田信用金庫

1179 R122030062 関東 静岡県 有限会社青島プレス 7080402021308
コロナ禍に起因する新規受注増大に対応する高精度品の生産
性向上

通常 静岡県商工会連合会

1180 R122030063 関東 静岡県 株式会社銘葉 7080001016840 ボトリングティーの開発と国内外展開 特別 島田掛川信用金庫

1181 R122030067 関東 静岡県 有限会社めぐみ自動車販売 2080002016357
最先端自動車に対応した点検・整備技術の導入と新たな予約
サービスの開始

通常 静清信用金庫

1182 R122030069 関東 静岡県 株式会社Ｓｔａｎｄａｒｄ 8080101006947
遠隔打合せ機能及びＩＯＴ完備のモデルハウスによる非対面打
合せ環境の構築

通常 株式会社静岡銀行

1183 R122030070 関東 静岡県 有限会社田中工画 3080102010903
アフターコロナの世界自動車市場需要を取り込むための生産
工程改善による生産性向上計画

通常 株式会社エフアンドエム

1184 R122030071 関東 静岡県 有限会社加藤鉄工所 3080102009895
金属加工の生産性向上：３次元測定機と連携しての生産リード
タイム短縮

通常 三島信用金庫

1185 R122030072 関東 静岡県 株式会社はあもにい 1080401011694
「建設業に特化した適性検査」のシステム化による次世代体制
の確立

通常 浜松磐田信用金庫

1186 R122030077 関東 静岡県 不二工機製造株式会社 1080401004590
高精度金型部品の生産性向上ならびに新分野の新規受注を
めざす

特別 浜松磐田信用金庫

1187 R122030079 関東 静岡県 鈴木善雄
治療法がない子供の睡眠時無呼吸症を改善するために、ＣＴを
活用した効率的な歯科矯正法の確立

通常 有限会社竹内総合研究所

1188 R122030082 関東 静岡県 エンテック有限会社 5080402014833
安全な管理体制での有機食材使用の常温保存可能なオーガ
ニック食品の開発

通常 静岡県商工会連合会

1189 R122030083 関東 静岡県 株式会社静岡オイルサービス 6080001002619
ＩｏＴを活用した潤滑油遠隔監視システムと最適な配送サービス
の構築

特別 株式会社静岡銀行

1190 R122030086 関東 静岡県 ノザワ工業株式会社 8080401020417
複雑形状の切削加工における短納期化に向けた新たな工法の
開発

特別 浜松磐田信用金庫

1191 R122030090 関東 静岡県 東海シーラント工業株式会社 7080101011618
ブチルゴム需要の増加に対する量産体制構築と自社開発の高
機能合成ゴムの生産体制構築の実現

特別 株式会社静岡銀行

1192 R122030091 関東 静岡県 株式会社水野アルミ 8080001013309 低階層向けオーダーメイドサッシの供給体制の強化 特別 静岡県商工会連合会

1193 R122030097 関東 静岡県 株式会社清水屋 4080001013089
包装工程の自動化による生産量の拡大・安定した商品供給の
実現

通常 島田掛川信用金庫

1194 R122030100 関東 静岡県 有限会社桜井蒟蒻店 7080002002253 在来種「和玉」を使用した小結糸こんにゃくの加工方法の確立 通常 静清信用金庫

1195 R122030102 関東 静岡県 有限会社松下モータース 8080402018311
全ての車両に洗車を行い、抗ウイルス加工を施すための門型
洗車機導入事業

特別 静岡県商工会連合会

1196 R122030105 関東 静岡県 株式会社丸源鉄工所 1080001004941
次世代通信規格５Ｇに対応した新製品開発に関わる開発環境
の構築

特別 しずおか焼津信用金庫

1197 R122030107 関東 静岡県 香山道路株式会社 2080401011264
静岡県内で初めてＩＣＴ建機を保有し飛躍的な生産性向上を実
現する

特別 株式会社エフアンドエム

1198 R122030109 関東 静岡県 アスム株式会社 1080401023319
医療機器部品等における特殊治具による納期短縮と、求めら
れているトレーサビリティ実現事業

通常 シェアビジョン株式会社

1199 R122030110 関東 静岡県 有限会社興坪測量設計事務所 9080102016696 非対面測量を用いた、新たな測量ビジネスモデルの構築 通常 富士宮信用金庫

1200 R122030112 関東 静岡県 株式会社聖正 4080401012574 ＩＣＴを活用した掘削工事の自動運転化 通常 遠州信用金庫

1201 R122030113 関東 静岡県 株式会社武村鋳造所 4080001015003
町工場だからできること～多様なニーズに応える生産管理シス
テム～

通常 しずおか焼津信用金庫

1202 R122030117 関東 静岡県 山啓製茶株式会社 6080401014528
粉末茶の自動充填化と新商品開発でサプライチェーン正常化
へ！

特別 島田掛川信用金庫

1203 R122030119 関東 静岡県 株式会社エーユー 4080101002149
ＮＣ旋盤等の導入によるジョイント式スポットクーラー生産体制
の構築

通常 三島信用金庫

1204 R122030123 関東 静岡県 株式会社ＴＯＤＡＴＥＣ 1080101007761
デジタル印刷機の高速印刷を可能にする現像部シャフトの高
精密化・短納期化の開発を目指す。

通常 三島信用金庫

1205 R122030125 関東 静岡県 三明機工株式会社 2080001008025
ＦＡシミュレータを活用した非対面型商談の推進による新規受
注件数の拡大

特別

1206 R122030130 関東 静岡県 すえのぶクローバー歯科医院
コロナ感染リスクと患者負担を抑えた院内完結型の補綴治療
の実現

特別 セブンセンス税理士法人

1207 R122030134 関東 静岡県 静岡オーガニック抹茶株式会社 7080001022161
グローバルビジネス対応高品質有機抹茶生産管理システムの
構築

特別 島田掛川信用金庫

1208 R122030137 関東 静岡県 松本歯科医院
光学印象を用いた即時可視化と高精度矯正器具の生産性向
上

特別 浜松商工会議所

1209 R122030138 関東 静岡県 有限会社ユウ動物病院 2080102007603
先端設備導入により御殿場で国内最高水準の動物救命救急セ
ンターを実現

通常

1210 R122030144 関東 静岡県 川﨑工業株式会社 3080001012975
中子セット自動化による全自動グラビティ鋳造ライン構築への
挑戦

通常 島田掛川信用金庫

1211 R122030153 関東 静岡県 金子歯車工業株式会社 4080101008360 特殊歯車加工機のＤＸ化による高生産化と事業継続力強化 特別 静岡県商工会連合会

1212 R122030155 関東 静岡県 有限会社長嶋印刷 2080002004312 素材を選ばない印刷及び精密加工で新規ビジネスを創造 通常
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1213 R122030157 関東 静岡県 ヤブタ塗料株式会社 5021001033271
化成処理による塗料の密着性向上と効率化で鉄塗装の受注拡
大

通常
株式会社匠コンサルティン
グ

1214 R122030158 関東 静岡県 株式会社トヨシマ 7080002016088 ＩＣＴを活用した人工芝布設工事における新しい施工への取組 特別 しずおか焼津信用金庫

1215 R122030159 関東 静岡県 日本ＤＭＣ株式会社 1080101018214
避難所の感染症拡大を防止する気流シミュレーションの生産性
向上

特別

1216 R122030160 関東 静岡県 株式会社伊藤製作所 9080101011252
曲げ工程の精度向上による強固な溶接レス筐体の安定供給体
制の構築

通常 株式会社静岡銀行

1217 R122030161 関東 静岡県 渡井デンタルクリニック
データ活用診療体制による提供治療の高度化と地域患者様の
長期口腔内健康の維持・促進

通常 富士宮信用金庫

1218 R122030162 関東 静岡県 株式会社大伸シプレ 6080001017261
最新型自動包装加工ラインの導入による成長分野“巣ごもり消
費”市場製品の受注拡大

特別 島田掛川信用金庫

1219 R122030163 関東 静岡県 板倉プレス工業株式会社 8080001014389
測定工程の高度化による、既存事業の高付加価値化と新規事
業拡大

特別 株式会社フロウシンク

1220 R122030164 関東 静岡県 日承工業株式会社 1080001008884
自動車部品のＬＥＤ化需要に対応した関連部品のインサート成
形ライン構築事業

通常 株式会社清水銀行

1221 R122030166 関東 静岡県 株式会社Ｋ１ 7080101007673
サプライチェーン対策のための防犯カメラ製品の国内内製化事
業

特別

1222 R122030172 関東 静岡県 岳南光機株式会社 1080101005443
老舗企業の一大決心！経営資源を集中し、道路に関わる人た
ち全員の幸せを目指す事業計画

通常 沼津信用金庫

1223 R122030174 関東 静岡県 株式会社ＭＫ７ 7080001023548
専門医が提案する「予知・安心アプリ」を使った苦しくなる前の
予防策事業

通常 近山　寿博

1224 R122030176 関東 静岡県 有限会社ニシモト 1080002004445
３種の印刷技術を融合し、高付加価値化を実現する印刷製品
の試作開発

特別 しずおか焼津信用金庫

1225 R122030181 関東 静岡県 ホットファーム株式会社 2080401013756
農福連携によるハウス環境の栽培データを収集・共有し高品質
で提供

特別

1226 R122030182 関東 静岡県 株式会社トリガー 5080401015931
質量バランスを調整した超低振動のフルカラー印刷チップソー
の開発

通常

1227 R122030185 関東 静岡県 有限会社井上鉄工所 2080402000919
長尺材レーザーパンチ加工とベンダー工程を一体化した長物
加工体制の確立

通常 静岡県商工会連合会

1228 R122030186 関東 静岡県 進桜電機株式会社 2080101005681 超高精密内面研削技術の確立による、新市場への進出 特別 三島信用金庫

1229 R122030189 関東 静岡県 葉っピイ向島園株式会社 5080001017295
碾茶の製造における品質および安全・衛生面向上に向けた取
組み

通常 島田掛川信用金庫

1230 R122030193 関東 静岡県 有限会社馬渕工業 5080002005472 先端設備とＩＴ活用による高精度・高効率加工体制の構築 特別 静清信用金庫

1231 R122030194 関東 静岡県 有限会社富士見紙工 4080002013047
自動打抜機導入による組み箱加工の超短納期化とコストダウ
ンの実現

通常 株式会社静岡銀行

1232 R122030196 関東 静岡県 みと歯科・矯正歯科 【高齢化とｗｉｔｈコロナに対応】最先端の虫歯治療とリモート診療 通常

1233 R122030198 関東 静岡県 有限会社金子精機製作所 7080102000909
最新マシニングセンタ及びプログラムソフト導入による内製化
及び生産効率・加工精度向上への取組み

通常 株式会社静岡銀行

1234 R122030208 関東 静岡県 丸石株式会社 7080001015198
農業の大規模効率化に伴う固形肥料のニーズの高まりに対応
した素材製造プロセスの内製化

通常 株式会社清水銀行

1235 R122030210 関東 静岡県 カネロク松本園
静岡県産茶葉を活用した“香り豊かな”国産烏龍茶の開発と展
開

特別 島田掛川信用金庫

1236 R122030212 関東 静岡県 セキネ歯科クリニック
即日装着可能な補綴物と口腔内データのデジタル化による顧
客満足度向上

通常 静清信用金庫

1237 R122030216 関東 静岡県 有限会社高恵製作所 6080102016939
自動車試作部品及びアフターパーツ製造の高精度化と短納期
の実現

特別 株式会社静岡銀行

1238 R122030218 関東 静岡県 有限会社デントピア 3080402021971
口腔内スキャナー導入による歯科技工物の高精度化と短納期
化の実現

通常

1239 R122030227 関東 静岡県 有限会社渡辺冷蔵 8080102017464
全自動切断加工機の導入により食品小売業向けのドライアイ
スの対応力強化と生産性の向上を図る

通常

1240 R122030232 関東 静岡県 川口精機株式会社 7080001007807
環境配慮型高効率脱水機の高性能化と製品ラインナップの充
実

特別 静清信用金庫

1241 R122030233 関東 静岡県 株式会社フジメタル 6080101005091
新型ダイカストマシン導入による生産効率及び加工精度向上
計画

通常

1242 R122030234 関東 静岡県 株式会社ＡＵＲＡ 6080101011081 内製化による作業時間の短縮と、デジタル環境の確立。 特別

1243 R122030237 関東 静岡県 有限会社ヤマナカ 3080002006118
光学ガラス加工の自動化による生産性向上及び不良率低減へ
の挑戦

通常 静清信用金庫

1244 R122030238 関東 静岡県 株式会社セイユウ機工 4080001002496
金属切断丸鋸刃メタルソーの刃型研究による新市場の創出と
生産性向上による受注拡大

通常 税理士法人アークネット

1245 R122030243 関東 静岡県 有限会社森平製材所 2080002011457
古材を使用したインテリア商材の製造販売をきっかけにした住
空間のリノベーション事業の構築

通常 しずおか焼津信用金庫

1246 R122030264 関東 静岡県 株式会社ムラックス 6080401005386
ＣＡＤシステムと生産管理システムの連携による革新的短納期
建築金物制作の事業化

通常

1247 R116030002 中部 富山県 株式会社セイブ 3230001008735
ＣＮＣブラシ植毛機の導入による植毛技術改善による生産性向
上計画

通常 シェアビジョン株式会社

1248 R116030003 中部 富山県 株式会社富山プレート 4230001004790
微細加工一貫生産体制の確立とＷｅｂ営業で非対面型ビジネ
スへの転換を図る。

特別 富山県商工会連合会

1249 R116030005 中部 富山県 株式会社ナチュラル工房 1230001007994
粗削り・ハギ加工の高度化による革新的な高品質家具製材製
造の実現

通常

1250 R116030006 中部 富山県 株式会社ナカニシ 8230001002345
生産性向上と環境配慮を両立する革新的なアスベスト処理工
法開発

通常
あかねパートナーズ株式会
社

1251 R116030007 中部 富山県 株式会社リバン・イシカワ 5230001008840
グラファイト電極による多連薄リブ磨きレス放電加工の新加工
技術開発による事業拡大

通常 株式会社北陸銀行

1252 R116030009 中部 富山県 ＡＲＳ株式会社 2230001013364
放射線に係る製品の品質向上及び生産工程の効率化による
競争優位性の強化

通常 株式会社富山銀行

1253 R116030019 中部 富山県 庄川泉源株式会社 1230001008646 天然ミネラル温泉水を活用したヘルスケア市場への参入 通常 富山県商工会連合会

1254 R116030022 中部 富山県 株式会社富山エレテック 8230001006049
多様な用途に活用が拡大するＣＦＲＰ精密部品供給体制の高
度化

特別 株式会社富山銀行

1255 R116030023 中部 富山県 有限会社天狗乃肉林本店 8230002011592
飲食店オリジナルの「テイクアウト販売用」食肉惣菜加工品の
提供

特別 高岡商工会議所

1256 R116030025 中部 富山県 有限会社スタファーム 1230002013562 ＩｏＴ活用による直播栽培の実現と水田管理の効率化 特別 高岡商工会議所

1257 R116030029 中部 富山県 富山スガキ株式会社 4230001002010
校正省力化を実現するためのＩＣＴ技術の導入による生産体制
の強化（経営力の向上）

特別

1258 R116030030 中部 富山県 株式会社ブルーミン 5230001017098
醸造工程の強化と地域の特産品を活用したクラフトビールの開
発

特別 氷見商工会議所

1259 R116030032 中部 富山県 株式会社ＴＨＫ 2230001014346
医療圏初のクリーンルームシェアにより終末期患者のＱＯＬ向
上のための選択肢を増やす

通常 株式会社北陸銀行
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1260 R116030045 中部 富山県 金谷工業株式会社 5230001009863
高付加価値金型需要に対応したＱＣＤ高度化によるサプライ
チェーン再構築

特別 高岡信用金庫

1261 R116030050 中部 富山県 株式会社松榮技研 5230001008270 当社独自の特許技術を活用し、生産性向上を実現。 特別 株式会社富山銀行

1262 R116030054 中部 富山県 岩城工業株式会社 3230001000295
変種変量生産における高精度・高生産性５軸切削加工技術の
構築

通常 株式会社富山第一銀行

1263 R116030057 中部 富山県 ワシヅカグラススタジオ
変種変量生産におけるガラス溶解品質均一化のためのガラス
溶解技術の高度化

通常 富山県商工会連合会

1264 R116030058 中部 富山県 株式会社フード・プラス 1230001014867
オーダーテイクアウト商材提供体制の構築による地域における
ライフサポート企業としてのステップアップの実現

特別 新湊信用金庫

1265 R116030060 中部 富山県 三陽陸運株式会社 2230001012928
人工大理石粉体廃材の再資源化に寄与する新フォーミング抑
制剤の開発

通常

1266 R116030067 中部 富山県 中央管機カクユー株式会社 2230001001699
営業効率化と顧客満足の向上を両立するデータ取得・分析・検
証・活用・共有化体制の構築

通常 富山商工会議所

1267 R116030068 中部 富山県 伊勢領製作所株式会社 3230001012365
小水力発電開発コスト削減のための検証用モックアップ上下型
高精度同時一体加工技術の構築

通常 新湊信用金庫

1268 R116030070 中部 富山県 有限会社白山木工製作所 5230002002735
世界基準を満たすバス部品製造を実現する為の切削・穴掘り
工程の高度化と技術伝承のデジタル化

通常 富山商工会議所

1269 R116030076 中部 富山県 株式会社ビルドアップサービス 7230001012031 氷見放牧豚生ハム製品の開発とその販路拡大の実行 通常 新湊信用金庫

1270 R117030037 中部 石川県 アクソンデータマシン株式会社 1220001017400 バッテリーマネージメントユニットの高密度化と生産性向上 通常

1271 R117030046 中部 石川県 株式会社セイレイメンテック 8220001023128
検査方法のデジタル化による非破壊検査技師の負担減少と検
査効率の飛躍的向上

特別

1272 R117030048 中部 石川県 有限会社のさか 4220002004535
地域の靴屋の専門性を高め持続的発展を支援する基盤構築
事業

通常 藤井　雅英

1273 R117030057 中部 石川県 コマテックス株式会社 2220001012012
紋紙の企画システム構築によるケミカルリサイクル糸織布の技
術開発

通常 株式会社北國銀行

1274 R117030062 中部 石川県 株式会社ＣＬＯＵＤ 3220001015030 新しい動画技術への取組みと動画サービスの日常化促進 通常 税理士法人中山会計

1275 R117030067 中部 石川県 株式会社石野製作所 3220001001105 回転寿司店舗における新型コロナウィルス対策 通常

1276 R117030068 中部 石川県 東興産業株式会社 7220001017725
大型ステンレス加工時の残留応力による変形を抑制する加工
の高度化

特別

1277 R117030071 中部 石川県 株式会社橋本清文堂 7220001005325
偽造防止・個別化印刷を自動化実現するデジタル印刷システ
ム

通常
公益財団法人石川県産業
創出支援機構

1278 R117030072 中部 石川県 有限会社七尾自動車教習所 6220002013955
産業用ドローン事業進出による非対面型ビジネスの確立と生
産性向上

通常 のと共栄信用金庫

1279 R121030001 中部 岐阜県 大垣精工株式会社 2200001013383
５Ｇ次世代移動通信システム用超精密プレス部品の開発に資
する金型技術の高度化

通常
公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

1280 R121030005 中部 岐阜県 有限会社辻製作所 1200002016527
高性能設備と自社加工技術による高品質平面研削加工プロセ
スの確立

特別 東濃信用金庫

1281 R121030007 中部 岐阜県 株式会社日本温浴研究所 6200001027413
天然の薬草・ハーブを使用したオリジナル入浴剤の自社製造
事業

特別

1282 R121030008 中部 岐阜県 奥村ゴム加工所
高性能プレス機と自社ノウハウによる高品質ゴム成型プロセス
の確立

特別 株式会社十六銀行

1283 R121030013 中部 岐阜県 株式会社共栄製作所 7200001024797
協働ロボットをリモート管理し「導入効果を事前に見える化」し
中小企業にロボットと製造業のリモート化を普及させる

特別 株式会社大垣共立銀行

1284 R121030016 中部 岐阜県 セントラル建設株式会社 1200001023722
砂品質強化で重要公共事業を支える粒度選別と不純物除去技
術革新

特別 岐阜信用金庫

1285 R121030018 中部 岐阜県 有限会社岐南鉄工所 5200002010575 弁棒の研磨加工工程の自動化で増産に貢献する 特別 岐阜信用金庫

1286 R121030019 中部 岐阜県 有限会社和知工業 6200002016563
船舶関連製品の受注拡大に向けたプレス技術の革新と安定生
産供給の実現

通常

1287 R121030025 中部 岐阜県 株式会社瀬古興業 2200001015405
ウィズコロナ時代、災害大国日本にハイブリッド測量で挑む新
事業

特別 足立有香

1288 R121030027 中部 岐阜県 株式会社曽我木材工業 8200001023724
４軸自動テノーナー機導入による革新的生産ラインの構築で
Ｑ・Ｃ・Ｄの向上を図る

通常

1289 R121030029 中部 岐阜県 株式会社林スプリング製作所 7180001022639
当社独自設備の構築による、製品のコスト低減および高付加
価値化計画

通常 株式会社名古屋銀行

1290 R121030032 中部 岐阜県 株式会社ビルカン 7200001004403
県内初となる「水道管内清掃＋管内調査ワンストップ対応サー
ビス」の実現

特別 株式会社十六銀行

1291 R121030033 中部 岐阜県 株式会社藤よし 9200001034679
地元御嵩町のソウルフード「元祖みたけとんちゃん」の販売拡
大を通じた地域経済活性化への貢献

通常 株式会社十六銀行

1292 R121030035 中部 岐阜県 株式会社上野カーズ 8200001016182
ＡＳＶ（先進安全自動車）の高付加価値整備技術による地域の
課題解決プロジェクト

通常 株式会社十六銀行

1293 R121030036 中部 岐阜県 有限会社アヴァンス 1200002006899
リワーク装置を活用した革新的自動車コンピューター修理サー
ビスの構築

通常

1294 R121030037 中部 岐阜県 幸栄テクノ株式会社 7200001012926 超無人化自動組立ラインを支える町工場の価値創造事業 特別 尾西信用金庫

1295 R121030040 中部 岐阜県 株式会社樋口製作所 7200001007447
新たな洗浄方式導入によるグローバルトップメーカーとしての
競争力強化

特別 岐阜信用金庫

1296 R121030045 中部 岐阜県 大洞印刷株式会社 8200001010391
コロナ時代の新生活様式に対応する抗菌マスクケース生産ラ
イン自動化計画

通常 株式会社十六銀行

1297 R121030048 中部 岐阜県 ファイン工業株式会社 8200001004468
極少量で多品種の製品づくりのＮＣ化による生産性の向上を図
る。

通常 岐阜信用金庫

1298 R121030050 中部 岐阜県 大東化工株式会社 6200001003018
ＨＡＣＣＰ義務化に伴う迅速微生物検査需要を取り込むコーティ
ング技術の生産性向上

特別 株式会社名古屋銀行

1299 R121030053 中部 岐阜県 株式会社ＴＣｈｉｃ 8200001030976
新型焼成炉（ローラーハウスキルン）導入による自社オリジナ
ル大型床タイルの国産化への取組み

特別

1300 R121030056 中部 岐阜県 青協建設株式会社 8200001019243
工期９４％短縮！革新的自動測量による次世代ＩＣＴ土工への
挑戦

特別

1301 R121030058 中部 岐阜県 ワカムラ電機株式会社 5200001017464
高性能チップマウンター導入によるプリント基板実装の生産性
向上

特別 岐阜信用金庫

1302 R121030065 中部 岐阜県 株式会社恵那川上屋 9200001024416
汎用性自動個別包装ラインの導入による、和洋菓子事業の再
構築

特別

1303 R121030066 中部 岐阜県 株式会社ＯＫＡＢＥ　ＧＲＯＵＰ 3200001000843
塗装ブース導入による塗装・乾燥工程の生産性向上及び高品
質化

通常

1304 R121030068 中部 岐阜県 株式会社スワンクラフト 1200002022302
大型窯業用切断機・研削機導入による大型接着役物タイルの
一貫生産体制構築事業

特別

1305 R121030069 中部 岐阜県 株式会社備中農園 9200001034092 中食・個食需要に適応したパック野菜の開発事業 通常
公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

28 / 57



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

支援機関名

1306 R121030070 中部 岐阜県 馬喰一代株式会社 3200001029965
インバウンド客の再来日に向けたＳＣ維持のための飛騨牛長
期保存化の取組み

通常

1307 R121030071 中部 岐阜県 株式会社亀山精密 3200001031649
極小軽量の樹脂製品加工の「当たり前」を否定する加工工程の
改善

通常 関信用金庫

1308 R121030076 中部 岐阜県 有限会社舩坂酒造店 9200002025900
日本酒のテーマパーク化構想による非対面型販売と新たなコト
モノ消費の実現

通常 高山商工会議所

1309 R121030077 中部 岐阜県 エイリンテクニカル
豪雨から身を守る！水害対策用ポンプ製造の革新的な生産工
程開発

特別

1310 R121030079 中部 岐阜県 株式会社恵那合板 4200001023901
和空間の伝統美を粒度と速度の連続調整で極める塗装研磨技
術革新

特別

1311 R121030081 中部 岐阜県 有限会社雉子舎 8200002025141
３Ｄ曲面を演出する木工技術で高級家具需要を支えるＮＣ工程
革新

特別

1312 R121030083 中部 岐阜県 コクフ工業株式会社 3200001025411
多品種小ロット生産技術の確立による大手住宅メーカーのサプ
ライチェーン再構築支援事業

特別 岐阜県商工会連合会

1313 R121030088 中部 岐阜県 小林歯科医院
デジタル歯科診療体制の構築による地域歯科医療ニーズへの
更なる貢献

通常

1314 R121030090 中部 岐阜県 株式会社ジーエスピー 8200001019193 半導体事業等の受注拡大に向けた生産効率向上 特別 小倉　裕樹

1315 R121030091 中部 岐阜県 藤田木工所
郡上最長の歴史を刻む縁貼技術を事業承継するミーリング加
工革新

特別

1316 R121030093 中部 岐阜県 株式会社Ｃｌａｐ 2180001138357
ＡＩを用いたレコメンド機能付きサブスクリプションサービスの開
発

特別 岐阜信用金庫

1317 R121030094 中部 岐阜県 有限会社藤吉鋸加工所 2200002019090 岐阜県内初！大型溝付きメタルソー研磨事業計画 通常 関信用金庫

1318 R121030095 中部 岐阜県 株式会社青木転写 9200001021173
小ロット製品も徹底受注！デカールプリンター導入による生産
革命

特別

1319 R121030096 中部 岐阜県 株式会社アチュ 3200001031252 ナポリの食文化をＰ２Ｐでいつでもどこでも実感できる拠点作り 通常

1320 R121030100 中部 岐阜県 株式会社ＨＩＫＯ　ＨＡＹＡＳＨＩ 9200001013022
新たなデザインの洋菓子を開発し商圏の拡大により収益力向
上を目指す

通常

1321 R121030102 中部 岐阜県 株式会社デザインラボ 8200001007710
デザイン技術と印刷技術を組み合わせ、顧客の「欲しい価値」
をプロデュース

通常 各務原商工会議所

1322 R121030113 中部 岐阜県 義春刃物株式会社 6200001019708
丸型彫刻刀の刃付け専用自動ＮＣ切削機導入による丸型刃物
の製法革新

特別 関信用金庫

1323 R121030115 中部 岐阜県 株式会社和広エンジニアリング 3180001115966
環境に配慮した脱プラスチック型緩衝材供給装置を開発、製造
し下請け受注構造から脱却する

通常

1324 R121030125 中部 岐阜県 株式会社松田電機工業所 6180001040922
高性能成型機＆自社開発システムによるＩｏＴ化事業～高精度
スイッチの量産～

特別 株式会社名古屋銀行

1325 R121030141 中部 岐阜県 早川工業株式会社 6200001019476 研磨加工技術による金型事業の推進 通常

1326 R123030008 中部 愛知県 有限会社泉水鉄工所 3180302008150
シャルピー衝撃試験機用高精密長尺ハンマーの精密切削加工
の開発

通常 豊橋信用金庫

1327 R123030011 中部 愛知県 株式会社新美利一鉄工所 9180303000043
溶接用ＡＩロボット導入による、複雑形状鈑金溶接製品の高品
質生産体制の構築

特別 岡崎商工会議所

1328 R123030012 中部 愛知県 松永種苗株式会社 6180001087666
スマート農業でオリジナル品種開発・種子長期保存・海外種苗
遠隔監視の実現

特別 江南商工会議所

1329 R123030015 中部 愛知県 源歯科クリニック
高齢の患者様と院内スタッフに優しい革新的総合歯科治療の
実現

特別

1330 R123030018 中部 愛知県 ちりゅう京極歯科
歯周病治療充実による口腔機能向上支援で豊かな高齢社会
に貢献

通常 中村　清悟

1331 R123030019 中部 愛知県 株式会社ＢＯＺＬＥＳ 1180001131585
在庫管理システムによる海外ＥＣサイトとの革新的連携販売の
開始

特別

1332 R123030020 中部 愛知県 中村電機工業株式会社 3020001066770
自動車空調システム用抵抗器の新製造方法で生産性向上を
図る

特別 岐阜信用金庫

1333 R123030021 中部 愛知県 西栄工業株式会社 1180301019051
３次元アーム測定設備導入による、量産用溶接治具の生産へ
の挑戦

通常 岡崎信用金庫

1334 R123030022 中部 愛知県 有限会社石川研磨 8180302017923
最新円筒研削盤導入による内製化、高精度化と次世代ものづ
くりにおける新規受注獲得

特別 朝日税理士法人

1335 R123030023 中部 愛知県 株式会社名岐製作所 4180001086414
ファクトリーオートメーションの進化を支える難素材切削加工革
新

通常

1336 R123030024 中部 愛知県 株式会社近藤熔接 5180001097732 溶接加工の見える化による均一化された高効率溶接の実現 通常 株式会社名古屋銀行

1337 R123030026 中部 愛知県 株式会社ジーエム 8180301011043 高精度３次元測定機導入による新顧客獲得と新分野への進出 特別 蒲郡信用金庫

1338 R123030028 中部 愛知県 有限会社カトウプラスチック 4180302003869 独自データ分析力活用による高効率生産体制の確立 通常

1339 R123030030 中部 愛知県 笠寺プラスチツク工業株式会社 3180001014243
自動車用樹脂ワイヤドラムの新生産方式導入で生産性向上を
図る

通常

1340 R123030032 中部 愛知県 丹羽鉄工株式会社 6180001010859
部品補修事業強化とサプライチェーン維持を目的とした生産性
向上

通常

1341 R123030033 中部 愛知県 株式会社浦野鉄工所 5180301005163
新たな板金の切断加工の工法を開発して生産能力を向上させ
る

特別 岡崎信用金庫

1342 R123030036 中部 愛知県 株式会社桂商会 1180001082416
毛織物端材から純正ウール素材を回収する生産プロセスの開
発

通常 いちい信用金庫

1343 R123030037 中部 愛知県 株式会社糀屋米穀店 2180001008246 最新型光選別機導入による病院食用精米工程の生産性向上 特別

1344 R123030039 中部 愛知県 中部スリッター株式会社 4180001092602
３６０°多数孔同時穴抜き加工のための新たなプレス機導入に
よる生産性５０％向上の実現

通常

1345 R123030040 中部 愛知県 株式会社繁昌 2180001080039
非対面顧客サポートシステムによる、顧客満足度と従業員生産
性の向上を図る事業

特別

1346 R123030041 中部 愛知県 エムケイテック株式会社 3180301017508 ３Ｄプリンターを活用したＩＳＧ専用測定機の高度化事業 特別 税理士法人森田経営

1347 R123030042 中部 愛知県 株式会社山田製作所 8180301014566
クランク式裁断機等の導入によるハーフカット加工高度化への
挑戦

通常

1348 R123030043 中部 愛知県 株式会社キョクトー 9180001003827 ラップ盤導入によるチップドレッサー用高寿命カッター刃の開発 特別

1349 R123030044 中部 愛知県 株式会社レツグニツト中村 4180001087742
オリジナル靴下のつま先縫い工程の内製化と生産性向上を実
現する

特別 岐阜信用金庫

1350 R123030045 中部 愛知県 株式会社アイエス 7180001064177
エコ時代の希少技術「半導体を支えるテープフレーム再生研
磨」量産事業

通常 株式会社名古屋銀行

1351 R123030049 中部 愛知県 マークテクノ株式会社 1180301025058
軟質樹脂に対応した入れ子構造金型を生産するためのプロセ
ス改善

特別

1352 R123030050 中部 愛知県 フランス料理サンク
愛知から全国へ。急速冷凍による美味しく焼きムラのないブリ
オシュの量産化事業

特別
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1353 R123030051 中部 愛知県 株式会社共和熱処理 6180001095561
全社での生産データ利活用による製品力強化と営業力強化の
実現

特別

1354 R123030054 中部 愛知県 有限会社オンデマンド印刷 5180002036078
業界初！バリアブル印刷全面自動検査による「革新的生産体
制」

特別

1355 R123030055 中部 愛知県 池上台歯科
光学印象と技工所とのデータ連携による歯科治療での感染症
対策

通常 有限会社竹内総合研究所

1356 R123030058 中部 愛知県 エムエスケー株式会社 3180301000455
電動パーキングブレーキのキャリパー一体化に貢献する測定
技術の開発事業

特別

1357 R123030060 中部 愛知県 小笠原製粉株式会社 1180301015109
愛知県産ゆめあかりの独自充填開発とキリマルコムギ事業の
確立

特別 碧南商工会議所

1358 R123030061 中部 愛知県 二幸産業有限会社 7180002077129
難削材の切削加工技術の高度化による新たな医療分野での受
注拡大

特別

1359 R123030062 中部 愛知県 株式会社ティーズ 4180001106205 産業用ロボット部品製作のための精密加工技術の高度化 通常

1360 R123030063 中部 愛知県 有限会社新成工業 7180002081931 小ロット品から高付加価値な一品物製造への事業シフト 通常

1361 R123030066 中部 愛知県 有限会社大宮製作所 7180002080446
燃料電池車の試作部品加工における革新的な生産性向上に
よる増産体制の構築

特別

1362 R123030067 中部 愛知県 デンタルラボラトリーＢＯＷ
インプラントと天然歯が混在する４点支点コーヌスデンチャー開
発

通常 アイアンドアイ株式会社

1363 R123030068 中部 愛知県 宮地工業株式会社 6180301015566
バリ取り工程自動化によるコスト削減で海外加工需要の取り込
み

特別 岡崎信用金庫

1364 R123030069 中部 愛知県 岡矢産業株式会社 6180301018024
レーザースキャン型三次元測定機導入による次世代自動車部
品に対応した高精密測定技術の開発

通常

1365 R123030071 中部 愛知県 中日本炉工業株式会社 3180001098443 高周波電源を用いたプラズマＣＶＤコーティング装置の開発 通常

1366 R123030072 中部 愛知県 株式会社五条庵 8180001085354
オリジナルＰＢ商品の提供能力拡大による地域スーパーへの
貢献

通常 株式会社名古屋銀行

1367 R123030075 中部 愛知県 有限会社平野製作所 1180002014624 超硬ロール加工の量産技術確立のための新設備導入 通常

1368 R123030077 中部 愛知県 株式会社シモムラ工業 3180001094715
高精度・単工程化を実現するせん断加工における新工法の開
発

通常 株式会社名古屋銀行

1369 R123030079 中部 愛知県 株式会社しんめっく 5180001097914
新商品への展開を目的とするための不適合品出荷「０」への挑
戦！

通常

1370 R123030080 中部 愛知県 合資会社加藤鉄工所 5180003011212
油圧シリンダー部品切削加工の工程集約による品質改善と生
産性向上

通常

1371 R123030084 中部 愛知県 株式会社建光 6180001000364 複雑金属パネルのジャストインタイム納入サービスの市場化 通常 株式会社名古屋銀行

1372 R123030085 中部 愛知県 昭和鋼機株式会社 1180001022009
移動式セメントタンクにおけるＩｏＴ遠隔管理システムの開発導
入

通常
公益財団法人中部科学技
術センター

1373 R123030086 中部 愛知県 土地家屋調査士法人中部測量登記サービス 4180005006624
３次元測量機の導入による土地の境界確認における業務効率
化の実現

特別

1374 R123030087 中部 愛知県 坂金製菓株式会社 9180001025474
自然派スナック「ポリコーン」の安定供給体制の構築とシェア拡
大計画

通常 株式会社中京銀行

1375 R123030089 中部 愛知県 有限会社大岡製作所 9180302027104
ブースターピストン金型の高度化に向けた独自加工技術開発
事業

通常

1376 R123030090 中部 愛知県 田辺産業株式会社 5180001000753
ネジ加工の精度向上と高速化による地盤改良資材「田辺ブラン
ド」の競争力強化計画

特別 株式会社百五銀行

1377 R123030091 中部 愛知県 有限会社エトワール 8180002075197
３Ｄレーザースキャナー導入による迅速かつ高精度な測量サー
ビスの展開

通常

1378 R123030093 中部 愛知県 株式会社三和産業 6180001012285 連続インサート成形による自動車シート用新型留め具の開発 特別

1379 R123030095 中部 愛知県 株式会社フジタ 4180001067380 介護用肌着の生産能力を拡大し国内一貫生産体制を強化する 特別 株式会社名古屋銀行

1380 R123030096 中部 愛知県 足立金型有限会社 5180302006219 三次元加工による金型生産の効率化と高付加価値化の実現 特別

1381 R123030101 中部 愛知県 株式会社スマテン 5180001132002
消防点検業務マッチングプラットフォームの全国展開による事
業拡大

通常

1382 R123030104 中部 愛知県 三興技研株式会社 8180001097713
自動運転の安全性向上に資する金型専用充填機・押出ピン開
発事業

特別 株式会社十六銀行

1383 R123030105 中部 愛知県 有限会社川勝鉄工所 7180002043114
環境への悪影響であるライターの破砕機を開発し、全国展開を
行う事業

特別

1384 R123030116 中部 愛知県 油圧機工業有限会社 8180302026528
当社製品の補修部品内製化による納入先製品のメンテナンス
体制の維持

通常

1385 R123030117 中部 愛知県 エヌシーオカザキ株式会社 6180301000510
サプライチェーン毀損への対応策としての生産体制と検査体制
の強化

通常 岡崎商工会議所

1386 R123030118 中部 愛知県 井上メッキ工業株式会社 3180301015081
高精度なＥＣＵ搭載部品の製造を実現する新たな連携工法の
開発

通常 株式会社名古屋銀行

1387 R123030119 中部 愛知県 株式会社神保製作所 5180001019678
自動バリ取り機導入によるアルミダイカスト部品の生産能力の
強化

通常

1388 R123030120 中部 愛知県 株式会社Ｄｏｓｕｋｏｉ 2180001135577
世界初の飛沫防止パーテーションによって事業と職人を守る取
組み

通常

1389 R123030122 中部 愛知県 ３Ｇサポート株式会社 7180301030572
コインランドリーの他分野展開を簡易にし、生産性を向上させる
ＷＥＢ連動ＩｏＴ集中制御機の開発

特別

1390 R123030129 中部 愛知県 松栄テクノサービス株式会社 9180001068110
人手不足の課題解決に向けたＦＡ化促進支援サービスの向上
計画

特別 株式会社愛知銀行

1391 R123030131 中部 愛知県 株式会社コクカ 4180001014432
最新の大型平面研磨機による大型エンジンの効率的加修体制
の構築

通常 名古屋商工会議所

1392 R123030132 中部 愛知県 株式会社トゥーワン 9180001038617
業界初！生体認証により医療事故を防ぐ遠隔操作機能搭載の
『次世代誤配薬カート』開発

特別 株式会社名古屋銀行

1393 R123030135 中部 愛知県 英進株式会社 8180001135027
車両動態をリアルタイムで確認可能なオンライン集配システム
構築

特別

1394 R123030136 中部 愛知県 株式会社守山ベーカリー 9180001115531
製パン生地分割機・パンミキサー導入による製パンの生産体制
確立

通常

1395 R123030140 中部 愛知県 株式会社大光製作所 5180001014761
トラックのリアアクスルハウジング部品のマシニング加工による
生産性向上

特別 蒲郡信用金庫

1396 R123030144 中部 愛知県 株式会社山脇鉄工所 6180001079721
立形マシニングセンタ導入による新しいＯ２センサ向け粉末成
型用金型の生産体制確立

通常

1397 R123030145 中部 愛知県 株式会社ビルズ 9180001125712
リノベーション専用ポータルサイト導入によるサービス拡大と信
頼性向上

通常

1398 R123030146 中部 愛知県 有限会社清康金属工業所 4180002000844
電気自動車の革新的溶接技術の見える化による非対面型生
産準備工程の実現

特別

1399 R123030151 中部 愛知県 モールド・マイスター株式会社 9180002012629
自動車用高精度金型の効率的加工方法の開発と工程集約の
実現による生産性向上

通常
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1400 R123030156 中部 愛知県 有限会社浜崎工業 2180302004431
金型部品製作の生産プロセスを革新的に高度化して超短納期
を図る

特別 株式会社名古屋銀行

1401 R123030158 中部 愛知県 株式会社ＡＱＵＡ・Ｊ 3180301020544
横型マシニングセンタ導入による重要部品内製化でＱＣＤの向
上を図る

特別
公益財団法人中部科学技
術センター

1402 R123030163 中部 愛知県 株式会社栃尾製作所 9180001028568
３次元ＣＡＤとレーザマシンの融合による、非対面業務の拡大と
生産性向上

特別

1403 R123030166 中部 愛知県 株式会社宮池 5180001139476
高品質な調味料・レトルト食品の開発及び生産体制構築と販路
拡大

特別 座間　裕史

1404 R123030167 中部 愛知県 株式会社ノーリツイス 8180001007192
家具メーカーと購入者が商品開発、革新的な共創型モノづくり
体制の創出

特別 藤原　和重

1405 R123030170 中部 愛知県 有限会社朝岡パック 8180302026908 ギフト用「地域のお米アソートパック」の開発による売上拡大 通常
株式会社Ｐｓ　Ｍａｎａｇｅｍｅ
ｎｔ

1406 R123030171 中部 愛知県 株式会社島岡製作所 9180001138359 高性能マシニングセンタ導入による切削加工の高度化 通常

1407 R123030172 中部 愛知県 株式会社金丸製作所 3180001094244
主軸内クーラント方式を導入し、品質不良をゼロにする生産体
制の確立

特別 株式会社名古屋銀行

1408 R123030173 中部 愛知県 岡本組株式会社 1180301021296
ＩＣＴを駆使した新型コロナウイルスへの対応と工事現場の生産
性向上

通常

1409 R123030174 中部 愛知県 株式会社丹羽工作所 3180001039686 電磁開閉器製品向けの部品加工の効率化 通常

1410 R123030175 中部 愛知県 有限会社大伸 4180002028150
柳橋市場文化を繋ぐ本格マグロ提供のためのコールドチェーン
確立

特別

1411 R123030177 中部 愛知県 有限会社ナイル 5180002006766
バリ取り工程の効率化・高品質化により自社開発製品直販事
業の推進

特別

1412 R123030179 中部 愛知県 株式会社吉原化工 1180001093017 トンネル現場の安全性確保のための樹脂製新製品の開発 通常

1413 R123030180 中部 愛知県 株式会社小林鐵工所 4180001094136
工作機械用チャック爪におけるＲ形状加工の高精度化と一貫
生産による短納期化の実現

通常

1414 R123030181 中部 愛知県 株式会社産技 3180301018290
最新レーザ加工機導入によりクリーン化・軽量化設備で受注拡
大

特別
公益財団法人中部科学技
術センター

1415 R123030182 中部 愛知県 パスタライズ株式会社 8180301020110 加温・冷却装置等の導入による空間除菌剤の生産体制の構築 通常 豊田信用金庫

1416 R123030185 中部 愛知県 スターテクノ株式会社 8180001010543
自動車用ＣＦＲＰ部品の精密立体寸法検査に係る計測技術の
開発

通常

1417 R123030189 中部 愛知県 わたなべ歯科医院
新型設備導入による歯科治療のビジュアル化体制確立と新
サービス展開

通常 株式会社フロウシンク

1418 R123030190 中部 愛知県 株式会社フードフォース 3180001121056
「メイドインジャパン」のベトナムポークハム　充填機で増産し通
販事業へ本格参入

通常 座間　裕史

1419 R123030191 中部 愛知県 有限会社ヴァリアス 5180002089142
超高張力鋼板用溶接機と水性塗装システムを用いた生産性向
上を伴う先進自動車の完全整備・修理への挑戦

通常 株式会社名古屋銀行

1420 R123030200 中部 愛知県 ワンページ株式会社 4180001127416
顧客の要望に応える既存サービスにはないウェビナーポータル
サイトの開発

通常

1421 R123030202 中部 愛知県 有限会社中京歯研 9180002011960 保険適用となったチタン製義歯（クラウン）の安定生産体制構築 通常
MASTコンサルティング株式
会社

1422 R123030203 中部 愛知県 株式会社氷屋川久 1180002065700 氷の魅力を「雪」に変えて活路を開く老舗氷屋の挑戦 通常
MASTコンサルティング株式
会社

1423 R123030204 中部 愛知県 堀博貴 高音質なドラム音源を制作から販売まで非対面型へ転換 通常

1424 R123030207 中部 愛知県 株式会社レフィーナ 5180001125996
高精度・高審美性歯科技工物の即日納入を可能にする並列Ｃ
ＡＤ／ＣＡＭフローの構築

特別 岡崎信用金庫

1425 R123030208 中部 愛知県 有限会社ファインテック 2180002078809
ウレタン金型試作における５軸加工機導入による生産プロセス
改善

特別 小倉　裕樹

1426 R123030209 中部 愛知県 株式会社カネヒロ 4180001073949
外壁改装需要に応えるサッシ曲げ加工技術の壁面パネルへの
新展開

特別 愛知県商工会連合会

1427 R123030210 中部 愛知県 株式会社石川動物病院 6180001106401 超音波診断装置を活用した新たな整形外科診療方法の開発 通常

1428 R123030211 中部 愛知県 有限会社マルオカ 7180002069984
マテハン機器等に係る小ロット部品加工における納期短縮の取
り組み

特別 小倉　裕樹

1429 R123030212 中部 愛知県 株式会社太田工業所 8180001069282
鉄道向けパイプ関連製品のサプライチェーン国内回帰動向へ
の対応

通常 株式会社十六銀行

1430 R123030214 中部 愛知県 旭コンテナ工業株式会社 7180001098233
オフィスコロナ対策とリユースを支えるプラダン小ロット断裁革
新

通常 愛知県商工会連合会

1431 R123030215 中部 愛知県 株式会社大東通商 2180001014797
環境に優しい車載用ターボチャージャー部品製造の画期的な
工程開発

通常

1432 R123030216 中部 愛知県 有限会社坂田工業所 7180302018303 切断技術の向上による新市場ニーズへの対応と生産性向上 特別 株式会社愛知銀行

1433 R123030219 中部 愛知県 深津誠土地家屋調査士事務所
３Ｄレーザースキャナーと点群編集ソフトによる高品質３Ｄ測量
データ提供

特別

1434 R123030224 中部 愛知県 有限会社アニケア 7180002046678
電子カルテと高精度検査装置の連携による遠隔ペット診断
サービスの提供と救急医療の質向上

通常

1435 R123030225 中部 愛知県 有限会社ササモト 1180302025668
高性能三次元測定機の導入による、検査品質と生産性の向上
を図る。

特別 株式会社フロウシンク

1436 R123030226 中部 愛知県 有限会社アダックスデンタルアートセンター 4180302000172
歯科技工プロセスの高度化による非対面ビジネスモデルへの
転換

通常 佐藤　聡

1437 R123030229 中部 愛知県 株式会社きんぼし 5180001062249
総合予約システムの導入による予約業務最適化およびテイク
アウト事業立ち上げ

特別 座間　裕史

1438 R123030230 中部 愛知県 株式会社ニシカワテクノ 7180002066882
ガントリーシステム導入による精密部品加工の量産加工体制
の構築

通常

1439 R123030231 中部 愛知県 株式会社鶏工房 2180001058860
饅頭の包餡技術を応用したギョーザ製造の自動化による冷凍
餃子通販事業への参入

特別 座間　裕史

1440 R123030232 中部 愛知県 株式会社エースベーキング 9180001045183
食パン個包装対応のための最新ピロー包装機の導入による生
産性向上

特別

1441 R123030234 中部 愛知県 ステラデンタルラボラトリー
根面板方式により歯根残存を実現するウィング型クラウンの開
発

通常 アイアンドアイ株式会社

1442 R123030235 中部 愛知県 丸満産業株式会社 1180001099328
溶着・検査工程効率化で特殊車両用幌増産体制を構築して国
際支援に貢献

特別 株式会社十六銀行

1443 R123030236 中部 愛知県 鈴木金属株式会社 8180001008554
回収時点のスマート検査導入で銅合金リサイクルの生産性を
大幅向上

特別
株式会社東京経営サポー
ター

1444 R123030237 中部 愛知県 株式会社貴船インスペクション 8180002057666
最新赤外線調査による、市場ニーズに追従するサービスの導
入

通常
MASTコンサルティング株式
会社

1445 R123030238 中部 愛知県 オレンジ化成品株式会社 2180301032185
電動式射出成形機導入によるサプライチェーン毀損防止と売
上創出

特別 平家　勉

1446 R123030244 中部 愛知県 鬼頭西市場歯科医院
重症歯周病患者の早期機能回復を目指すメタルフリー診療の
開発

通常
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1447 R123030247 中部 愛知県 キューブツール株式会社 5180301012267
ロボットアームと超音波カッター導入による、自動車インパネ用
表皮のカット工法の開発

通常 岡崎商工会議所

1448 R123030250 中部 愛知県 かすや歯科医院
感染リスクの低減及び手術の安全性向上を図る治療プロセス
の構築

通常 佐藤　聡

1449 R123030254 中部 愛知県 株式会社プリンススポーツ 9180001111126
二次加工の完全内製化による商品加工の拡大とリードタイム
の短縮

通常 愛知県商工会連合会

1450 R123030255 中部 愛知県 中村エンジニアリング株式会社 6180001086718
マシニングセンタを用いた撚糸繊維機械製造における生産体
制強化

特別 小倉　裕樹

1451 R123030256 中部 愛知県 株式会社ＤＹＣ　ＪＡＰＡＮ 6180001137215
切削工具の再研磨事業で、取引先のコストダウンとエコ実現に
貢献

特別

1452 R123030257 中部 愛知県 株式会社革茶屋 6180001133890 新規設備の導入による製造課題の解消と顧客ニーズへの対応 特別

1453 R123030258 中部 愛知県 ランチェスター経営豊橋
お客様車両のコネクテッドカー化による非対面型コンサルティン
グの提供

通常

1454 R123030260 中部 愛知県 緑が丘歯科医院
デジタル化と徹底した感染対策が実現するＣＯＶＩＤ－１９からの
Ｖ字回復

通常

1455 R123030261 中部 愛知県 有限会社テクノスクリーン 8180002018684
事業承継に備えた新事業進出のための、看板製作の一貫生産
体制の確立

通常

1456 R123030262 中部 愛知県 株式会社たつえ 3180001119307 置き型惣菜サービス『オフィスｄｅ惣菜』による新規顧客開拓 特別 座間　裕史

1457 R123030263 中部 愛知県 株式会社ヤマダヤ 3180001027542
生産工場からオンライン上のお客様までの関係を大切に紡い
でいく

特別 深谷　雅俊

1458 R123030271 中部 愛知県 立松丸鋸加工株式会社 4180001098517
多面形状チップソーの高精度・短納期再研磨工程の確立によ
る新市場開拓

特別

1459 R123030275 中部 愛知県 東海精密エンジニアリング株式会社 9180001028527 研磨工程の内製化による旋盤修理の事業化と技術承継 特別 株式会社名古屋銀行

1460 R123030277 中部 愛知県 森田動物病院
日本トップレベルのがん対応力を誇る動物病院へのステップ
アップ

特別

1461 R123030281 中部 愛知県 株式会社マークハンズ 6180002079019
刺繍技術のデジタル化とオンライン管理による高品質短納期の
実現

特別 岐阜信用金庫

1462 R123030282 中部 愛知県 株式会社共栄 6180001044808
横型ＮＣフライス盤導入による長尺部品加工体制構築と生産性
向上

通常 株式会社愛知銀行

1463 R123030286 中部 愛知県 株式会社横井包装 4180001081547
最新カッティングマシン導入で小ロット対応・当社の得意な開発
案件受注でＶ字回復を狙う

特別

1464 R123030287 中部 愛知県 サインワークス松本株式会社 6180001132918 介護送迎車用の高付加価値な飛沫防止パネルの開発 特別

1465 R123030288 中部 愛知県 杉浦味淋株式会社 1180301015315
みりんろ過用圧搾機導入による味わい豊かな純米三河みりん
醸造及びみりん粕グラノーラ等の開発

通常 碧海信用金庫

1466 R123030289 中部 愛知県 丸善印刷株式会社 6180001020932
オンデマンド印刷機と色管理ノウハウを活用した小ロット化・納
入リードタイムの短縮計画

通常

1467 R123030293 中部 愛知県 株式会社メイ・コネクト 2180001123813
訪問診療のオペレーションシステム開発による業界初のＩＣＴ化
の達成

通常

1468 R123030294 中部 愛知県 青山都市設計株式会社 9180002035126
ＢＩＭ建築設計システムとＶＲを活用した非対面型ビジネスへの
転換

通常 名古屋商工会議所

1469 R123030299 中部 愛知県 株式会社津島製作所 4180003012211
ＣＡＤ／ＣＡＭ及び画像寸法測定器のシステム連携による加工
プロセスの高度化・知能化

特別 税理士法人大樹

1470 R123030300 中部 愛知県 藤栄鋼業株式会社 5180001006890
ベンディングロール導入による新素材を使った高性能サイレン
サーの開発

通常 花木　栄治

1471 R123030301 中部 愛知県 中京バネ工業株式会社 5180001008771
高度化するＱＣＤ要求に的確に対応する押しバネ生産プロセス
改善計画

通常 株式会社名古屋銀行

1472 R123030305 中部 愛知県 有限会社セイジョウ機械 6180302016134
曲げ技術の高度化による塗装用搬送装置製造の国内回帰と
収益力向上

特別 蒲郡信用金庫

1473 R123030306 中部 愛知県 株式会社アール 1180001134547
生産工程の革新による審美性・親和性に富んだＣＡＤ／ＣＡＭ
冠製作体制の構築

特別 瀬戸信用金庫

1474 R123030307 中部 愛知県 株式会社全進堂 5180001053883
高品質かつ短納期を実現する写真アルバム製品の生産プロセ
ス強化

特別

1475 R123030309 中部 愛知県 株式会社大忠工業 4180001053653 中高層ビルにおける解体工事の生産プロセス改善 特別 小倉　裕樹

1476 R123030313 中部 愛知県 丸幸有限会社 7180002085718
日間賀島の水産加工の生産性・付加価値向上による島を元気
にするプロジェクト

特別

1477 R123030316 中部 愛知県 株式会社オーテクニック 2180001100762
全国の職人を救え！建工管理システムによる建築業の工程管
理革新

通常

1478 R123030317 中部 愛知県 丸石工業株式会社 2180001080121
切削速度アプローチによる新分野・難加工製品の高精度量産
加工技術の開発

特別 株式会社名古屋銀行

1479 R123030320 中部 愛知県 木村紙商事株式会社 9180001035440
紙の断裁加工工程における静電気対策による高品質化と生産
性・安全性の向上

通常

1480 R123030321 中部 愛知県 株式会社建重製作所 9180301018203
新たなアーク溶接組付ラインの増設により生産性向上・コスト低
減・高品質化

通常
公益財団法人中部科学技
術センター

1481 R123030322 中部 愛知県 株式会社リボン 7180001076643
スティックゼリー包装工程の業界初技術での自動化により、こ
んにゃくゼリーでナンバーワンに！

通常 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

1482 R123030324 中部 愛知県 株式会社リンクコンサルティンググループ 9011101062300 オンライン化による革新的な「採用マッチング判定システム」 通常

1483 R123030326 中部 愛知県 三元紙業株式会社 6180301007308
サンプル製作の機械化で新規取引拡大、最終製品製作で売
上・利益向上

特別

1484 R123030332 中部 愛知県 丸政製菓株式会社 8180301023253
賞味期限の延長（ロングライフ商品）を実現する生産体制の確
立

通常

1485 R123030338 中部 愛知県 株式会社小川製作所 3180301008886
新型ワイヤーカット放電加工機の導入による、試作品加工工程
の刷新と新分野開拓

通常

1486 R123030341 中部 愛知県 鯛祭り広場株式会社 2180001132632
コロナウイルス感染症による新たな生活様式に対応する新商
品を開発する！

通常 花木　栄治

1487 R123030343 中部 愛知県 進興金属工業株式会社 5180301021243
ＣＮＣ精密自動旋盤導入による真鍮製長物深孔開け加工での
新生産方式の実現

通常

1488 R123030344 中部 愛知県 有限会社八雲 6180302010236
玄米１００％の「だんご風五平餅」の安定品質・安定供給体制の
確立

通常 豊橋信用金庫

1489 R123030345 中部 愛知県 岬水産株式会社 7180001093003
「日本でここだけ！青柳の干物」ＥＣサイト新商品開発による地
域活性化

特別 座間　裕史

1490 R123030348 中部 愛知県 株式会社トレステック 8180001100055 品質向上の向けた生産プロセスの改善とコロナ対策 通常

1491 R123030349 中部 愛知県 大日印刷株式会社 4180301001221
高頻度「その人専用ＤＭ」による非対面型イベント集客支援の
実現

通常

1492 R123030352 中部 愛知県 ＣＳＳ株式会社 1180001087282 キズ不良を解決するダイレクトジャカード機の新規開発事業 特別

1493 R123030353 中部 愛知県 佐々木繊維株式会社 4180301005701
革新的システムを活用した新型コロナウィルスに負けない提案
型営業体制の確立

通常
株式会社Ｐｓ　Ｍａｎａｇｅｍｅ
ｎｔ

32 / 57



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

支援機関名

1494 R123030354 中部 愛知県 株式会社モトシオプラスチック 4180001048372
自動車向け中・大型外装部品の製造工程の革新と製造設備に
おける復旧力強化の実現

通常
株式会社ダイワマネジメン
ト

1495 R123030357 中部 愛知県 有限会社清原工業 9180002017900
ＣＮＣフライス加工の内製化による生産性向上と高精度複合製
缶物の製作基盤構築事業

通常 株式会社名古屋銀行

1496 R123030362 中部 愛知県 協和工業株式会社 1180001092448
金型内製化による製品の圧倒的リードタイムを図る生産体制強
化

通常 西尾信用金庫

1497 R123030363 中部 愛知県 株式会社ツジタ 2180001094047 新型板材切断機等の導入による業務の効率化と収益の拡大 通常

1498 R123030366 中部 愛知県 株式会社高橋精機工業所 8180001014841 コロナ禍における射出成型機のサプライチェーン強化事業 通常

1499 R123030368 中部 愛知県 株式会社イナモク 5180301022316
食品加工品の安定供給を目指した専用の食品加工機械の圧
倒的な増産

通常 セブンセンス税理士法人

1500 R123030369 中部 愛知県 ナカヤマ化成株式会社 8180301017651
無人工場の生産管理遠隔化によるコロナ禍における営業体制
の高度化

通常
株式会社Ｐｓ　Ｍａｎａｇｅｍｅ
ｎｔ

1501 R123030371 中部 愛知県 株式会社青電社 3180001017064
電気設備業界に特化した革新的な業務管理システムによるテ
レワークの実現

通常
公益財団法人名古屋産業
振興公社

1502 R123030373 中部 愛知県 株式会社Ｂｅｒｉｔａ 2190001014020
ＢＩＭを取り入れたテレワークの体制構築と建設管理技術の高
度化事業

特別 名古屋商工会議所

1503 R123030374 中部 愛知県 松永株式会社 3180001083783
３ＤソフトとＣＡＤ／ＣＡＭ導入による革新的な生産プロセスの構
築

通常

1504 R123030381 中部 愛知県 有限会社香村化成工業所 2180302001164
気密性・密閉性強化を求められるセンサーキャップの高精度化
を実現

特別
株式会社Ｐｓ　Ｍａｎａｇｅｍｅ
ｎｔ

1505 R123030387 中部 愛知県 株式会社エイブプラスチックス 4180301017944
次世代自動車向け衝突回避カメラカバーの高品質・短納期生
産体制の確立

通常 豊田信用金庫

1506 R123030398 中部 愛知県 株式会社新美鉄工所 7180301022586 ＱＣＤの大幅改善につながる一体型ローターコアの開発事業 特別

1507 R123030399 中部 愛知県 株式会社共豊コーポレーション 7180001035434
販促機能を実装した受発注システムによる、コロナ禍の販路の
開拓

特別
MASTコンサルティング株式
会社

1508 R123030401 中部 愛知県 株式会社ベトーン 4180001063322
本格ベトナム料理を全国に届けるためのセントラルキッチン業
務改革

通常

1509 R123030407 中部 愛知県 有限会社マルサン 1180002059009 オリジナルモーターの開発 通常 小倉　裕樹

1510 R123030409 中部 愛知県 株式会社三悦 8180001006442
鉄鋼×半導体が織りなす５Ｇ時代のマスト部品「特殊鋼」製造
加工事業

通常
翔陽コンサルティング株式
会社

1511 R123030411 中部 愛知県 藤本建具
飛沫防止間仕切りと空間演出家具の両面を併せ持つ木製パー
ティション供給事業

特別

1512 R123030413 中部 愛知県 株式会社寿工業 8180001079884
測定困難なレベルの幾何公差を求められる排気系部品の生産
高度化

通常
株式会社Ｐｓ　Ｍａｎａｇｅｍｅ
ｎｔ

1513 R123030418 中部 愛知県 瀬川化学工業株式会社 7180001014727 最新型の射出成形機導入による生産効率の向上 通常 小倉　裕樹

1514 R123030420 中部 愛知県 株式会社ＴＲＹａｎｇｌｅ 6011001091914 ＩＴ×農業の高効率ゼロエネルギー椎茸栽培システムの開発 特別

1515 R123030422 中部 愛知県 株式会社名神精工 4180001084442 次世代３Ｄ測定機導入による、高度生産性向上の実現 通常

1516 R123030423 中部 愛知県 株式会社まるは 1180001092992
まるはオリジナルレシピ動画付き魚貝類等のデリバリービジネ
ス構築事業

特別

1517 R123030425 中部 愛知県 ＴＩソリューション株式会社 6180001119056
ＩＴを活用して密集・密接を回避するイベント開催支援サービス
事業

通常

1518 R123030438 中部 愛知県 株式会社江南工業所 2180001087414 長尺シャフトにおける内外径研磨加工の生産体制の強化 通常 小倉　裕樹

1519 R123030439 中部 愛知県 株式会社小沢製作所 5180001000241
温泉配管へのスケールの付着を抑制する高効率温泉水供給
設備の開発

通常 花木　栄治

1520 R123030440 中部 愛知県 豊國工業株式会社 7180301007018
ＣＡＭ・ＮＣシミュレーションソフトによる効率的な切削加工プロ
セス開発方法の確立

通常

1521 R123030441 中部 愛知県 株式会社Ｌ．Ｂ．Ｍａｒｋｅｔ 1180001108889
秘伝のからあげの味を、ＦＣ店及び家庭で再現できる仕組みを
構築する

特別 中日信用金庫

1522 R123030446 中部 愛知県 株式会社サンキコーポレーション 3180001055865
地元企業への販促をワンストップで支援するためのノベルティ
事業進出

通常

1523 R124030005 中部 三重県 株式会社エス・シー・エム 5150001010350
特殊案件に特化したものづくり企業の経営規模と技術領域の
拡大・拡充

特別

1524 R124030006 中部 三重県 株式会社服部 2190001017626
配合原料自動計量装置を活用したオンデマンド型肥料生産
サービスの提供

特別 株式会社三重銀行

1525 R124030008 中部 三重県 有限会社タカトモ 7190002023016
船舶内の三密を回避しながら生産性を向上させる交通船事業
の構築

特別

1526 R124030011 中部 三重県 有限会社福田製作所 8190002009195 独自カスタマイズの旋盤導入による安定生産供給体制の構築 特別

1527 R124030016 中部 三重県 辻製油株式会社 5190001010735
高付加価値油脂の開発と分析体制の再構築による競争力強
化と環境への配慮

通常

1528 R124030017 中部 三重県 株式会社テイク 1190001003651
自動車ボディ用超高張力鋼板（ホットスタンプ）の抵抗スポット
溶接技術の習得による受注獲得

通常

1529 R124030019 中部 三重県 株式会社羽田工業 8190001017249 プラント等の熱交換器洗浄工事における工期短縮の実現 通常 株式会社百五銀行

1530 R124030023 中部 三重県 アマック株式会社 3190001008830
ホットスタンプ機の高速性を実現するマシン開発を通じて、製造
業の生産性向上に貢献する

特別 株式会社滋賀銀行

1531 R124030042 中部 三重県 株式会社ウエルテック 2190001023896
食品製造会社の衛生管理に寄与するステンレス材の自動溶接
技術確立

通常 株式会社中京銀行

1532 R124030045 中部 三重県 株式会社エスケイ製作所 8190001027272 複雑形状の治工具加工における革新的な生産性の向上 特別

1533 R124030046 中部 三重県 三重コンドー株式会社 2190001003502
次世代自動車部品の生産工程においてスポット溶接ロボットの
導入による生産性向上

通常

1534 R124030048 中部 三重県 瀬古土地家屋調査士事務所
安心安全でリーズナブルな「事前測量＋解体工事」ワンパッ
ケージのサービス展開

通常

1535 R124030049 中部 三重県 新羅鉄工所
自動車用曲がりゴムホースの曲げ用マンドレル（中芯金型）の
増産依頼対応

特別

1536 R124030050 中部 三重県 株式会社つばめ食品 4190001026261
新型コロナウイルス感染防止のため人員配置を見直しながら
も、生産数を向上させる仕組みを作る。

通常 桑名商工会議所

1537 R124030054 中部 三重県 中砂原建設株式会社 5190001008589
省力化と接合部の高品質化を実現する溶接技術の高度化によ
り生産性の高い組織に再構築する

特別 北伊勢上野信用金庫

1538 R124030058 中部 三重県 株式会社中西鉄工所 2122001005410
２台のＣＮＣ旋盤導入による高耐久性精密ナットの生産体制の
確立

特別

1539 R124030059 中部 三重県 株式会社Ｎ．Ｐ．Ｗ技研 6190001006897
国内初！部品供給網毀損に対応した製缶用溶接機部品生産
の内製化

特別

1540 R124030060 中部 三重県 ミホクインダストリ株式会社 1190001012818
ＩＴ技術（解析＆金型設計ソフト）活用による革新的な金型設計
と生産性向上技術の開発

特別
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1541 R124030062 中部 三重県 有限会社キノシタ産業 8190002015169
精密な曲げ加工技術の獲得と若手への技術承継による、新し
い事業分野での柱の育成

通常

1542 R124030063 中部 三重県 中井歯科医院
口腔外バキュームを用いた革新的予防歯科の生産性向上と非
対面化

特別

1543 R124030067 中部 三重県 南商会株式会社 8190001003604
災害とコロナ禍に勝つ！災害復旧派遣と大型自動車レス
キューの１名対応体制構築

特別

1544 R124030070 中部 三重県 有限会社四季鉄工所 4190002020486
ＣＮＣ精密旋盤導入による生産性及び加工精度向上と技術・ノ
ウハウの継承

通常

1545 R124030071 中部 三重県 中部畳材株式会社 5190001012847 最新設備導入による生産性向上と市場ニーズへの柔軟な対応 通常 三重県商工会連合会

1546 R124030072 中部 三重県 伊藤酒造株式会社 7190001014321 国内・海外販路開拓を見据えた酒質向上のための設備投資 通常 四日市商工会議所

1547 R124030076 中部 三重県 株式会社西出 6190001000792
コロナ禍で高まるニーズに向けたオーダーメイド飛沫シールド
および立体制作物の新展開

通常

1548 R124030077 中部 三重県 パロンド
新型ドローンと電子標定点を用いた非対面型「革新的測量法」
の導入

通常

1549 R124030078 中部 三重県 株式会社城野商店 7180001010354
研究開発コスト削減に貢献できるエンプラ樹脂ペレットの小ロッ
ト生産体制の確立

特別

1550 R124030079 中部 三重県 ナカムラ
自動スリッター巻取機導入による鋼板加工の生産性向上及び
技術の継承

通常 三重県商工会連合会

1551 R124030080 中部 三重県 株式会社上田商店 1190001024053
製造ライン構築による労働生産性と製造品質向上による高付
加価値化

通常 三重県商工会連合会

1552 R124030084 中部 三重県 日新冷蔵庫株式会社 4190001017566
リキッド凍結技術を用いた地場冷凍食品の品質向上サービス
の提供

特別

1553 R124030086 中部 三重県 丸仙製パン株式会社 2190001008088 新型コロナウイルスの影響による製造パンの新たな提供方法 通常 三重県商工会連合会

1554 R124030089 中部 三重県 株式会社エコアドバンス 1030001018946
コロナ影響下Ｖ字回復を目指す！最先端リサイクル機械導入
によるリサイクル技術向上の実現

通常

1555 R124030095 中部 三重県 株式会社ＳＳＣ 1190001026207
専用治具とワイドエリア三次元測定機による出張検査業務の
提供

通常 株式会社ミッドランド経営

1556 R124030097 中部 三重県 新日本電業株式会社 5190001005066
抜き工程の効率化により自社の強みを活かす新分野への進出
を行う

特別

1557 R124030098 中部 三重県 株式会社ヤナギダ・テクノ 1190001004534
成形から出荷までの全工程を自動化し生産性向上と増産ニー
ズ等への対応強化

特別 三重県商工会連合会

1558 R124030099 中部 三重県 株式会社旅する温泉道場 2190001024242
コロナ禍に負けない！四日市で唯一テーマパーク型温泉が目
指す非対面サービスへの挑戦！

通常

1559 R124030106 中部 三重県 中桐石油株式会社 2190001001357
非対面の給油と車検サービスで生き残る！ガソリンスタンドの
挑戦

特別 津商工会議所

1560 R124030111 中部 三重県 尾鷲物産株式会社 3190001004391
高鮮度冷凍保存技術の開発とＥコマース等展開による販路拡
大

特別

1561 R118030003 近畿 福井県 株式会社宇都宮正二商店 2210001000199
製造ラインの冷凍シフト再編成によるオリジナル餃子の製造・
販売強化

通常

1562 R118030004 近畿 福井県 有限会社成瀬鉄筋 3210002013851
新規施工受託体制構築のためのボトルネック工程改善による
生産性向上

通常

1563 R118030007 近畿 福井県 野尻ケイクスイーツストア ヘルシー志向スイーツの量産体制構築による新市場開拓 特別 荒井　裕貴

1564 R118030008 近畿 福井県 インクス株式会社 1020001043862
防湿材塗布システム導入により、コロナ禍で需要が増す業務用
防湿対応制御基板の生産強化

通常

1565 R118030012 近畿 福井県 株式会社山鉄工業 9210001007196
鉄筋製造方法の見直しによって三密など作業環境の改善と納
期短縮をはかる

通常 福井県商工会連合会

1566 R118030014 近畿 福井県 ＵＧメタル株式会社 5210001010393 車載用バッテリーリサイクル業務の生産性向上事業 通常 福井県商工会連合会

1567 R118030018 近畿 福井県 有限会社三里浜農産 9210002007096
三国特産の三年子らっきょうを加工した新商品の開発、量産工
程の確立

通常 福井県商工会連合会

1568 R118030022 近畿 福井県 武生特殊鋼材株式会社 7210001011786 クラッドメタル刃物材の革新的プレス鍛造加工ラインの実現 通常 武生商工会議所

1569 R118030023 近畿 福井県 昭和美術印刷株式会社 9210001001629
後加工内製化による生産体制強化と新たな付加価値サービス
の提供

通常
株式会社ＧＫコンサルティン
グ

1570 R118030031 近畿 福井県 ダイシン建鉄
施工現場の生産性向上に寄与する「ユニット鉄筋」の安定供給
体制構築

通常 株式会社福邦銀行

1571 R118030032 近畿 福井県 株式会社中村加工所 9210001002404
デザインガラス加工における面取り加工技術の高度化による受
注数拡大計画

通常 株式会社福井銀行

1572 R118030039 近畿 福井県 株式会社システムグラフィ 9210001012477 新商品の完全内製化による収益構造の大改革 通常

1573 R118030044 近畿 福井県 有限会社ケイティ商事 8210002004631
医療従事者支援！不織布需要拡大に伴う細巾ゴム紐の量産
強化事業

特別 福井県商工会連合会

1574 R118030048 近畿 福井県 山惣ホーム株式会社 5210001014130 杜仲茶販売における生産性向上の取組 通常 小倉　裕樹

1575 R118030054 近畿 福井県 吉田酒造有限会社 9210002004143
ＢｔｏＣ市場新規顧客獲得のための新感覚低アルコール日本酒
の開発

特別 福井県商工会連合会

1576 R118030057 近畿 福井県 高島リボン株式会社 7210001013023 服飾品の専門のＢ２Ｃビジネスモデルの構築 通常

1577 R118030070 近畿 福井県 宇野歯車工業株式会社 3210001000207 革新的加工技術の開発による大型歯車の生産性向上 通常

1578 R125030002 近畿 滋賀県 株式会社マルゴ 4160001002232
品質保持機能と利便性を追求した、真空包装による集魚剤の
開発

通常 滋賀県商工会連合会

1579 R125030003 近畿 滋賀県 南興業株式会社 4160001013171
新型コロナ感染防止対策　非対面チェックインシステム設備導
入事業

通常

1580 R125030004 近畿 滋賀県 株式会社新井製作所 7160001015165
技術活用・製造内製化による耐震給水管路システムの汎用性
治具の開発

通常
ウィズ経営コンサルティング
株式会社

1581 R125030008 近畿 滋賀県 株式会社湖東総合システム 7160001011288
多関節溶接ロボット導入による生産性向上と溶接技能の伝承、
新規取引先の獲得

特別 株式会社滋賀銀行

1582 R125030009 近畿 滋賀県 株式会社鹿深サービス 8160001017425
スマート農業を活用した農作業代行事業の収獲量および品質
の向上

特別
ウィズ経営コンサルティング
株式会社

1583 R125030015 近畿 滋賀県 有限会社第一ツーリストビクトリー 9160002013513
ＪＲＡ関係者の馬着や作業着の洗濯ニーズに対応したサービス
事業への進出

特別
ウィズ経営コンサルティング
株式会社

1584 R125030019 近畿 滋賀県 株式会社遠藤写真工芸所 7130001062565
ハイテク三方断裁機導入によるアルバムと商業印刷物のハイ
ブリッド印刷製本工程確立

通常

1585 R125030020 近畿 滋賀県 滋賀バイオマス株式会社 6160001018961 バイオコークス現製造機量産化のための原料供給装置の付設 通常

1586 R125030021 近畿 滋賀県 トーヨーポリマー株式会社 5120001116233
次世代ポリウレタン樹脂の開発と量産試作による新分野への
参入

通常

1587 R125030022 近畿 滋賀県 株式会社日下部製作所 8160001003375
特殊加工に特化したＣＮＣ旋盤導入によるソケット加工の生産
性向上

特別
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1588 R125030024 近畿 滋賀県 保木機料株式会社 5160001012049
車両用ホース資材へのサプライチェーン強化を受け新たな撚
糸開発

通常 滋賀県商工会連合会

1589 R125030025 近畿 滋賀県 株式会社ムライ 1160001011013
薄板抜き加工技術の確立による住宅設備の新製品開発及び
生産体制の構築

特別 株式会社京都銀行

1590 R125030047 近畿 滋賀県 山分物産株式会社 8130001019184
自動車部品等の大型化並びに環境に配慮した高強度大型リ
ターナブル梱包資材の安定供給体制の確立

特別 京都中央信用金庫

1591 R125030053 近畿 滋賀県 ツジコー株式会社 9160001005164 青い食品向け殺菌粉末の生産能力向上 通常

1592 R125030058 近畿 滋賀県 アワノコーティング
レーザー装置による革新的な下地処理で高度な塗装品質を提
供

特別

1593 R125030060 近畿 滋賀県 サンテックオプト株式会社 7150001004862
次世代型液晶ディスプレイ装置用光拡散シートにおける耐スク
ラッチ性向上機能・歩留まり改善・低環境負荷加工技術の開発

通常

1594 R125030062 近畿 滋賀県 株式会社東近江あぐりステーション 7160001020891 青果用包装機の導入による袋詰め作業の非対面化 通常

1595 R126030002 近畿 京都府 テプラ工業株式会社 5130001040275
特殊な加工方法の複雑かつ精緻な組み合わせによる高品質な
半導体製造装置用部品の製造

通常

1596 R126030006 近畿 京都府 Ｄ－ｍａｔｃｈａ株式会社 6130001057715
抹茶チョコレートの自社製造化とお茶及びお茶を使ったお菓子
のネット販売強化のための冷蔵冷凍庫整備

特別

1597 R126030007 近畿 京都府 協和精工株式会社 6130001029994 マシニングセンタ導入による生産性向上とコスト削減の実現 通常

1598 R126030012 近畿 京都府 まつもと歯科クリニック
技工物サプライチェーン内製化によるテレワークを組み合わせ
たセラミックワンデイトリートメントの実現

通常

1599 R126030017 近畿 京都府 株式会社吉川印刷工業所 2130001011989
学習塾向け授業不足解消！学習レベルに合わせた個別教材
を提供する開発事業

通常

1600 R126030018 近畿 京都府 株式会社ウエハラ 8130001041675
建築現場の現地作業を省力化する壁や屋根パネル材の生産
力増強計画

通常 京都北都信用金庫

1601 R126030022 近畿 京都府 市橋精機株式会社 7130001012347
精密ＣＮＣ複合旋盤導入による錠剤成型金型および錠剤成型
機の増産

特別

1602 R126030023 近畿 京都府 デルファン株式会社 7120001045629 自動液体充填設備導入で生産工程のボトルネック解消 通常

1603 R126030026 近畿 京都府 株式会社ワダ 3130001012086
微細加工技術開発による日本製品の高付加価値化およびグ
ローバル競争力強化計画

通常 株式会社京都銀行

1604 R126030027 近畿 京都府 京都テクニカル株式会社 4130001052619
最新鋭３Ｄスキャナーの導入による実測作業のデジタル化と顧
客満足度の向上

通常

1605 R126030029 近畿 京都府 株式会社国栄建工 2130001046242
河川氾濫防止等に貢献する革新的な土木工事による地域事業
貢献計画

特別 京都北都信用金庫

1606 R126030030 近畿 京都府 株式会社柳土木設計事務所 3130001030492
不動産業界の非対面営業を実現する新サービス「ＪＲＥＤＳ　ａｒ
ｃｈｖｉｅｗ」の展開

特別 京都中央信用金庫

1607 R126030032 近畿 京都府 株式会社いとう 7130001040942 国産材の魅力を世界へ！家具及びノベルティ分野に本格進出 特別

1608 R126030033 近畿 京都府 株式会社谷テック 6130001037923
新型コロナウイルス対策のため汎用性丸鋸刃増産とＣＦＲＰ専
用丸鋸刃新作同時可能な生産プロセス高度化

通常

1609 R126030036 近畿 京都府 有限会社三美染工場 5130002000765
デジタル設備導入で低コスト化を図り大ロット品依存から脱却
する。

通常 公益財団法人京都産業21

1610 R126030039 近畿 京都府 株式会社Ｓｐｉｃａ 6130001057509
地域初。患者に優しいチタンの切削加工技術獲得による冠製
造

通常

1611 R126030046 近畿 京都府 株式会社遠山製作所 5130001049944
拡大する半導体生産等に寄与する精密部品製造にかかる生産
性向上計画

通常 京都中央信用金庫

1612 R126030047 近畿 京都府 有限会社古川化成 9130002030833
省力化レイアウトの導入と半自動化体制の構築による品質と生
産性の同時向上

通常

1613 R126030048 近畿 京都府 伸和建設株式会社 8130001001035
日本の伝統技術である宮大工の基礎を支える加工工程の生産
性向上による対応キャパシティの強化

特別 シェアビジョン株式会社

1614 R126030052 近畿 京都府 大橋商事株式会社 5130001009089
既存製品の増産とＥＣサイトによるブランド肉加工品自社販売
への挑戦

特別 株式会社京都銀行

1615 R126030053 近畿 京都府 株式会社コンポジットクリエイションジャパン 8130001005878
自動車カーボン部品技術を活用した公共インフラ等への製品
開発と高品質化計画

通常 株式会社京都銀行

1616 R126030055 近畿 京都府 有限会社上田カーボン製作所 2130002004802
Ｙ軸機能付きＣＮＣ旋盤導入によるカーボン製メカニカルシール
の生産性向上

特別
ひまわり経営サポート株式
会社

1617 R126030056 近畿 京都府 株式会社ＷｏｒｌｄＬｉｎｋ＆Ｃｏｍｐａｎｙ 9130001053645
短期高精度納品を実現！ＬｉＤＡＲ導入による電力網高度点検
事業

特別

1618 R126030061 近畿 京都府 株式会社シマプリ 9130001044909
業界最小ロットでオリジナルを実現するセミオーダー式パッケー
ジ事業

特別
アクセルコンサルティング株
式会社

1619 R126030062 近畿 京都府 株式会社ヤサカ 5130001013446
金型表面改質処理方法の新規開発による新規市場開拓の実
現

通常

1620 R126030074 近畿 京都府 株式会社岩倉自動車教習所 9130001005943
ドローン測量による効率化・非対面化で、革新的且つ持続的な
事業を展開

特別

1621 R126030075 近畿 京都府 株式会社ヤマゾエファクトリー 7130001064470
５軸複合加工機導入による産業機械部品製造サプライチェーン
毀損への対応

特別 京都府商工会連合会

1622 R126030076 近畿 京都府 株式会社京翠 5130001060439
生産性の向上とＨＡＣＣＰに準拠した品質水準の達成による製
品力強化事業

特別 榎本　泰之

1623 R126030077 近畿 京都府 キュリオシティ株式会社 7130002015803
ベンチャー投資ビジネスプラットフォーム「キュリオシティ」の開
発

通常

1624 R126030084 近畿 京都府 イシダメディカル株式会社 7130001066830
夜間頻尿患者の排尿データを簡便・安価・衛生的に自動記録
するシステム開発

通常
公益財団法人　京都高度
技術研究所

1625 R126030086 近畿 京都府 株式会社堀尾デンキ 8130001040875
ドローンでの革新的直播・農薬散布による非対面ビジネスへの
転換

特別

1626 R126030087 近畿 京都府 株式会社京都えんゆう 2130001054443
高難易度の腹腔鏡手術とＶＲを融合させた動物と人へのホスピ
タリティ強化事業

通常
株式会社Ｎ総合会計コンサ
ルティング

1627 R126030088 近畿 京都府 アライドフロー株式会社 4140001100723
無菌セルソータ用交換部品のセミクリーン製造・検査技術の開
発

通常

1628 R126030090 近畿 京都府 京北プレカット株式会社 1130001026055
コロナ禍におけるウイルス抗菌作用の高い天然檜を使用した
子供向け家具・おもちゃの受注増に対応する生産体制確立計
画

特別

1629 R126030093 近畿 京都府 有限会社サンジョー 6130002029655 匠の技を未来に繋ぐ磁性式アタッチメント・デンチャーの開発 特別 アイアンドアイ株式会社

1630 R126030095 近畿 京都府 株式会社三谷合金製作所 1130001033118
水力発電、風力発電用エッジワイズコイル等の製造プロセスの
高度化による新規顧客の開拓

通常

1631 R126030096 近畿 京都府 株式会社銀閣寺大西 6130001006283 国産熟成和牛の新しい鮮度維持の製法・流通モデルの構築 特別 株式会社シャイン総研

1632 R126030097 近畿 京都府 株式会社東光弁製造所 5130001034921
高精度ＣＮＣ旋盤導入による高温高圧バルブの高精度加工技
術確立及び生産体制強化計画

通常 荒井　裕貴

1633 R126030098 近畿 京都府 株式会社ベーカリータカタ 7130001047161
生産性の向上による売上拡大と地域食料品アクセスの維持・
向上

通常
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1634 R126030099 近畿 京都府 株式会社日研生物医学研究所 9130001033556 衛生的で安全性の高い試験管タイプの培地の開発、販売 通常

1635 R126030100 近畿 京都府 金谷製作所
自動車の安全支援・自動運転に寄与する部品製造のための金
型の開発

通常 京都中央信用金庫

1636 R126030101 近畿 京都府 旭精工
マシニングセンタ導入による生産設備用高付加価値部品の多
品種・短納期化

特別

1637 R126030104 近畿 京都府 株式会社京都義の 8130001048695 新たな冷凍技術導入によりロス野菜の活用と安定供給の実現 特別

1638 R126030110 近畿 京都府 日産スチール工業株式会社 3130001036853
作業効率化と短納期化をはかるためのベンディング工程の強
化

通常 京都府商工会連合会

1639 R126030112 近畿 京都府 株式会社クサナギ 1130001034248
ＮＣカッティングマシン導入によるサイン事業の新製品開発及
び生産性向上

特別

1640 R126030113 近畿 京都府 有限会社永田茶園 3130002030789
異物除去工程の自動化による海外向け有機茶葉原料販売拡
大の取組

通常 京都府商工会連合会

1641 R126030116 近畿 京都府 株式会社レボルテック 1130001056300 デモロボットによる投資効果検証サービスの提供 通常 京都信用金庫

1642 R126030119 近畿 京都府 小川食品工業株式会社 7130001029928 市場に出せない農作物を加工し、付加価値を付け販売する。 通常 京都府商工会連合会

1643 R126030123 近畿 京都府 辰己屋金属株式会社 2120001084086 ＮＣ工作機械のＩｏＴ管理システムによる生産管理業務の効率化 通常

1644 R126030128 近畿 京都府 株式会社ＡＺＯＯ 2130001066240
自動化ホテルシステムＷＡＳＩＭＩＬで中小ホテル生産性向上事
業

通常 仲田　芽衣

1645 R126030129 近畿 京都府 株式会社扶桑プレシジョン 8130001018665 自販機型京土産販売機の開発 特別

1646 R126030140 近畿 京都府 株式会社東山堂 3130001018174 多武道・多言語化した武道メディアプラットフォーム「ＧＥＮ」 通常

1647 R126030142 近畿 京都府 株式会社堀田勝太郎商店 1130001033051
コロナによる茶従来販路の縮小を新規販路拡大策によりカ
バーする

通常

1648 R126030143 近畿 京都府 株式会社三味洪庵 5130001009312
京都に来る観光客を待つのでなく京都を通販！京都そば会席
の開発

通常 株式会社シャイン総研

1649 R126030145 近畿 京都府 株式会社伊と幸 5130001019872
デザインシステム導入による非対面型ビジネスモデルへの転
換

通常

1650 R126030146 近畿 京都府 有限会社シェ・サンタ 3130002028965 地域性を生かした新たな土産菓子の創出 通常 京都北都信用金庫

1651 R126030154 近畿 京都府 株式会社ＡＲＴ　ＣＵＢＥ 6130001035407
新商品開発による廃棄物処理量の大幅削減と製造作業の効
率化

通常

1652 R126030161 近畿 京都府 小川医理器株式会社 7130001033319
中・近赤外線による次世代型医療器具自動洗浄消毒機の開発
事業

特別

1653 R126030165 近畿 京都府 エス・ジー・エス精工株式会社 7130001009062
５Ｇ時代を支える半導体製造装置部品等の原価低減及び試作
開発

特別 株式会社エフアンドエム

1654 R126030174 近畿 京都府 プランニングオフィスジュラ
新カテゴリアイテムとプリント生地及びプリント雑貨製作による
新顧客創生

通常 公益財団法人京都産業21

1655 R127030002 近畿 大阪府 栄和産業有限会社 2120102013951
最新のＣＮＣ旋盤を導入し医療機器用部品の生産体制を整え
利益を生み出す。

通常

1656 R127030009 近畿 大阪府 有限会社森金属 5122002014960
最新型マシニングセンタの導入により、工程集約を行い高精
度・短納期化を実現し量産加工に対応する。

通常

1657 R127030017 近畿 大阪府 株式会社若林精機工業 2120901026220
医療用光学ブロックの安定生産を実現するための構成部品の
内製化計画

特別 立野　靖人

1658 R127030024 近畿 大阪府 昭和製線株式会社 4120101030921 伸線加工ラインの生産革新 通常

1659 R127030026 近畿 大阪府 協和精機株式会社 9122001002005
大型ペレタイザー搭載用回転刃の開発による競争力強化と生
産性向上

通常 大阪シティ信用金庫

1660 R127030031 近畿 大阪府 株式会社栄伸アート 2122001020789 工業用スクリーン印刷の生産革新 特別

1661 R127030034 近畿 大阪府 株式会社三信商会 6120001080511
印刷のデジタル化と需要の変化に対応する紙加工プロセスの
革新

通常

1662 R127030035 近畿 大阪府 株式会社日本電工 7120001150338
新型コロナ禍に負けずに営業活動を継続できる見積アプリの
開発

通常

1663 R127030036 近畿 大阪府 さきがけ歯科クリニック摂津本院
デジタル歯型（印象）採取による患者負担軽減に向けた口腔内
スキャナーの導入

通常

1664 R127030045 近畿 大阪府 株式会社堀田ハガネ 9120101006677
拡大する医薬品製造機器業界へ参入！先端設備導入による
加工工程のシフトアップ事業

特別

1665 R127030047 近畿 大阪府 株式会社中川製作所 9122001014850
ＣＮＣ旋盤導入で生産体制確立し短納期」・低コストによる競争
力強化

通常

1666 R127030049 近畿 大阪府 たなべ歯科クリニック
しっかり噛める美しい義歯を高齢者に提供する革新的インプラ
ント治療法	

通常 藤原　和重

1667 R127030052 近畿 大阪府 株式会社Ｅｄｅｙａｎｓ 9120001213811
高付加価値な清掃サービス提供のための新プラットフォーム開
発

特別

1668 R127030055 近畿 大阪府 光金属精工株式会社 5120001013389
鏡面加工技術を活用した“電子顕微鏡一体構造真空シリン
ダー”の量産体制の確立

通常

1669 R127030064 近畿 大阪府 株式会社金剛情報システム 3120001126936
映像配信、画像解析技術を活用した非対面型介護支援システ
ム

特別

1670 R127030069 近畿 大阪府 株式会社渡辺プラスチック 7122001020702
最新射出成型機の導入による安定生産の確保と新規事業の
拡大を実現する

通常

1671 R127030070 近畿 大阪府 株式会社加島 6120001007175 高絶縁性及びＬ型カートリッジヒーターの製造工法 特別

1672 R127030073 近畿 大阪府 森デザイン事務所
生産プロセスの改善及び環境配慮素材活用による販促支援拡
大事業

通常

1673 R127030074 近畿 大阪府 株式会社日本ガラスフィルムセンター 8120101035735
業界初　データ連携型マルチカッティングマシン導入による非対
面型ビジネスモデルの確立

特別

1674 R127030075 近畿 大阪府 株式会社セティ 8120101045404
小径専用ＣＮＣ自動旋盤導入による半導体生産を支える高精
度センサ部品の生産性向上

特別

1675 R127030076 近畿 大阪府 尾川歯科医院
患者紹介サプライチェーンの毀損に対応した院内完結型高品
質マウスピース矯正の提供

通常

1676 R127030081 近畿 大阪府 株式会社阿部製作所 8120902009409
全自動加工機の導入による機会損失の防止と同業者ニーズへ
の適応事業

特別 棈木　光司

1677 R127030083 近畿 大阪府 株式会社伸和工業所 8120001115174 ＮＣ旋盤の導入による旋盤加工工程の生産方式の刷新 通常 シェアビジョン株式会社

1678 R127030085 近畿 大阪府 株式会社藤野鉄工所 8120101006133
高性能リチウムイオン電池電極製造塗工機用　次世代アン
ギュラ玉軸受の開発

通常

1679 R127030088 近畿 大阪府 株式会社日万産業 2120101043000
塗装プロセスを改革し世界シェアＮｏ．１建機部品の生産量拡
大計画

特別 株式会社エフアンドエム

1680 R127030089 近畿 大阪府 有限会社エイム 3120002075983
カッティングの内製化による高訴求力什器・ＰＯＰの取組と予防
商材ニーズへの対応

通常
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1681 R127030094 近畿 大阪府 株式会社タソト工業 8122001016146
橋脚の高強度鉄筋加工における技術力向上による受注および
事業領域拡大計画

通常 株式会社エフアンドエム

1682 R127030096 近畿 大阪府 三晶株式会社 5120001080470 増粘（ゲル化）の技術蓄積にもとづく新製品開発と新分野開拓 通常

1683 R127030102 近畿 大阪府 うどんば　しん
対面型肉うどん提供へのコロナ影響を凌駕するための非対面
型肉食材販売の構築

特別 大阪信用金庫

1684 R127030103 近畿 大阪府 株式会社林商会 3120101025609
リサイクル用コバール原料の機械油除去工程の改善による生
産性向上事業

通常

1685 R127030105 近畿 大阪府 株式会社エステック 2120901038356
ハイスメタルソー研削盤導入による新規事業進出及び売上拡
大

通常 のぞみ信用組合

1686 R127030109 近畿 大阪府 株式会社アオイサポート 8120001011547
非対面型印刷発注サイトの構築とＩＣタグ付きコースター、カード
の開発

通常

1687 R127030111 近畿 大阪府 株式会社シラエ 2120901009480 セミオーダー障害者向けクッション・トイレ用便座の開発 特別 岩橋　亮

1688 R127030114 近畿 大阪府 株式会社迫平製作所 5122001002677
ワンチャッキングでの多面加工技術確立よる生産能力向上とさ
らなる高精度加工の実現

通常

1689 R127030115 近畿 大阪府 有限会社阪本製茶 7120102022015
テレワーク等で拡大する国内外のお茶需要を取り込む三角
ティーパックの生産性向上と付加価値拡大計画

通常 株式会社池田泉州銀行

1690 R127030119 近畿 大阪府 株式会社大京測地 8120001152779
測量技術の新展開！非対面納品を実現する市街地ビル立面
図測量事業

特別

1691 R127030120 近畿 大阪府 ウシオオートモービル
最新式ファイバーレーザーによる車両部品の微細加工高度化
計画

通常

1692 R127030122 近畿 大阪府 株式会社イシヤマエンジニアリング 2122001000477
多数の衛星に対応した最新測量受信機の導入と測量データの
クラウド化

通常

1693 R127030130 近畿 大阪府 有限会社ユタカ製作所 5122002015595
高精度・高速マシンニングセンタ導入により工程の改善を行い
生産性向上をはかる。

通常

1694 R127030135 近畿 大阪府 株式会社クローバー 8120901023575
最新型研削盤導入による鍵材料加工金型の生産性向上と技
能伝承を図る

特別

1695 R127030137 近畿 大阪府 株式会社多田製作所 1120001017906
新製品量産化に向けたプレスブレーキ設備導入により生産性
向上と事業拡大計画を図る

通常

1696 R127030141 近畿 大阪府 株式会社丸富商会 1120001103350
多様なバッグ需要に対応する革製バッグ製品に係る型紙制作
と裁断工程の刷新

特別 株式会社エフアンドエム

1697 R127030145 近畿 大阪府 株式会社ダイマルプランニング 9120101022526
半導体消耗品等のマシニング加工の内製化と多数個取りの実
現による生産性向上計画

特別 シェアビジョン株式会社

1698 R127030146 近畿 大阪府 伸興金属工業株式会社 9120001020456 最新設備導入による収益構造の変革とリスク分散への取組み 通常

1699 R127030147 近畿 大阪府 有限会社吉岡工業 6120002042205
車両等の安全性向上に寄与する重要部品の自動化・高精度化
計画

特別 尼崎信用金庫

1700 R127030150 近畿 大阪府 有限会社マルエス化成工業 1120102021600
透明度の高い新たな原材料の厚肉成形へ向けた成形技術の
体制構築計画

通常 株式会社エフアンドエム

1701 R127030152 近畿 大阪府 ＭＨ精工株式会社 1122001007705 モーターシャフト量産化における生産性の向上 通常

1702 R127030153 近畿 大阪府 しののめテック株式会社 6120101050554
丸物加工内製化と製造工程の革新による短納期アルミ製品の
安定供給体制構築

特別 株式会社エフアンドエム

1703 R127030158 近畿 大阪府 太盛工業株式会社 8120001148190
業界初、最新金属３Ｄプリンタ導入と生産体制の刷新による生
産プロセス革新

特別
株式会社フラッグシップ経
営

1704 R127030159 近畿 大阪府 月盛工業株式会社 1122001019304 冷間圧造による大型六角ボルトの新製品開発と量産化の実現 通常

1705 R127030160 近畿 大阪府 株式会社赤堀パッキング 5010601000442
ゴム製品メーカーとしての希少価値向上を目指すゴム精密切
削加工技術の実現

通常 株式会社エフアンドエム

1706 R127030161 近畿 大阪府 株式会社細胞工学研究所 6120901017975
ウイルス感染症等治療用高性能抗体のハイスループットスク
リーニング法の開発

特別

1707 R127030162 近畿 大阪府 有限会社松本製作所 9120002012064
競争力強化に向けた５軸加工機導入による複雑形状加工の高
精度化と短納期化

通常 大阪シティ信用金庫

1708 R127030163 近畿 大阪府 有限会社アサヒ精機 6120002005062
マシニングセンター導入による高耐久性防火扉の量産体制の
確立

特別

1709 R127030164 近畿 大阪府 株式会社近畿印刷センター 9122001020881
高性能紙折機導入による加工工程内製化・高付加価値化での
生産性向上

通常
一般財団法人 南都経済研
究所

1710 R127030169 近畿 大阪府 株式会社アートウインズ 5122001017072
Ｙ軸機能付きＣＮＣ旋盤の導入による光学機器試作の高精度
化と納期短縮

特別

1711 R127030171 近畿 大阪府 株式会社ユタカ 7120001175013 新型コロナ対策新商品開発事業 通常

1712 R127030174 近畿 大阪府 大林工業株式会社 1120001017105 塗装ロボットの開発、導入による塗装ラインの生産性の向上 特別

1713 R127030177 近畿 大阪府 エー・アンド・エイチ・ジャパン株式会社 1120001103524 高効率且つ安全な不溶性電極のリサイクル技術の開発 通常 東京中央経営株式会社

1714 R127030178 近畿 大阪府 株式会社藤原製作所 1120001013483
マシニングセンタ導入で難削材ステンレス鋼加工のＱＣＤ力を
強化

通常

1715 R127030179 近畿 大阪府 株式会社テクノタイヨー 5120101004461
中小企業向け複雑形状立体物の汎用撮像分析装置の開発・
事業化

特別

1716 R127030180 近畿 大阪府 株式会社ＫＤＡ 3122001033393 ０．１ｍｍから０．００１ｍｍの世界へ。新・生産方式への挑戦。 特別 アイアンドアイ株式会社

1717 R127030181 近畿 大阪府 株式会社麗人社 2120001072140
非対面型の美術展企画・運営サービス「バーチャル美術館」構
築事業

特別

1718 R127030184 近畿 大阪府 株式会社アプライドメディカルリサーチ 3120001053684
腎疾患等の早期治療実現に向けた医療向け検査サービスの
向上計画

特別 株式会社エフアンドエム

1719 R127030186 近畿 大阪府 株式会社一心工業 1120001019539
高精度部品の加工工程の効率化と精度安定化による量産体
制の構築

通常

1720 R127030187 近畿 大阪府 恒和工業株式会社 5120001063723
新規事業開発の必要人材捻出の為、自動画像検査装置の開
発による検査工程の合理化

通常

1721 R127030188 近畿 大阪府 株式会社シンカ・コミュニケーションズ 3120101033792
横綴じ製本とＡＲを組み合わせた高付加価値印刷物提供によ
る競争力強化事業

特別

1722 R127030189 近畿 大阪府 株式会社レグ 6120001124458
曲面への高精度印刷を実現しオリジナル円周印刷のデザイン
ボトルの作成

特別

1723 R127030190 近畿 大阪府 株式会社ヒロハマ 2010601014321
ＮＣ旋盤の導入で蓋の開発製造力を強化し顧客製品への貢献
を向上

特別

1724 R127030194 近畿 大阪府 紀陽食品株式会社 3120901010735 コロナ禍の中で新たに受注した新製品向け製造ラインの構築 通常 岩佐　修二

1725 R127030199 近畿 大阪府 株式会社富洋 1120001027855
シャーリングマシン導入による製造工程の内製化と短納期化で
受注の拡大

通常

1726 R127030200 近畿 大阪府 株式会社アスカコーポレーション 3120001073633
国際的な治験促進に向けた治験文書の高速翻訳サービスの
実現

特別 株式会社エフアンドエム

1727 R127030204 近畿 大阪府 株式会社アイエスティ 3120901000018 インフラ調査事業（非破壊検査事業）の業務拡張 特別 北おおさか信用金庫
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1728 R127030205 近畿 大阪府 日本スチール工業株式会社 5122001002009
建築用金属部品の高付加価値化と緊急対応に向けた供給体
制の強化

通常

1729 R127030209 近畿 大阪府 村上高壓工業株式会社 9120101007345
更なる生産能力増強に伴う、ブラストショット機導入による製造
工程の高度化

特別

1730 R127030217 近畿 大阪府 株式会社イズミカンコ 8120101046105
樹脂シート材の熱溶断式型抜き機導入による抗菌マスクシート
生産体制の確立

通常 大阪信用金庫

1731 R127030223 近畿 大阪府 有限会社バックプレートエンジニアリング 6120902022000
ＣＮＣスタッド溶接機の導入による生産性向上と試作体制の確
立

特別 大阪信用金庫

1732 R127030226 近畿 大阪府 株式会社マゼックス 2122001030557
農業及び林業用ドローン試作開発のスピード化と軽量化による
競争力強化

通常 大阪シティ信用金庫

1733 R127030227 近畿 大阪府 今井金属工業株式会社 9120001016883
耐震化適合建築部品の大幅な需要増に対応した生産体制の
構築

特別

1734 R127030228 近畿 大阪府 株式会社早川鉄工所 9120001015968
ＣＮＣ精密旋盤導入により加工工程を改善し革新的な生産・品
質向上を実現

通常

1735 R127030229 近畿 大阪府 株式会社永田工芸 4122001019474
消毒用アルコールとその他の除菌剤の充填が可能な半自動ラ
インの構築事業

通常

1736 R127030233 近畿 大阪府 株式会社ミネロン 5122001020233
半導体用梱包容器の性能・生産性アップに向けた金型加工精
度の向上

通常

1737 R127030237 近畿 大阪府 株式会社大阪プロジャパン 2120001170002
ＣＮＣ旋盤導入による超精密加工及びプログラミングのリモート
化

通常

1738 R127030239 近畿 大阪府 株式会社ＡＢＣクラフト 6120001022538
業界初、教えて販売する独自の販売体制の非対面又はソー
シャルディスタンス型講習会のシステム構築

通常

1739 R127030240 近畿 大阪府 太陽プレス株式会社 4122001031693 プレス加工の高付加価値化と生産性の向上 特別

1740 R127030241 近畿 大阪府 山崎梱包株式会社 9120001071490
自動カッティングマシン導入による生産性向上と不測の事態に
備えた働き方の改革

通常

1741 R127030243 近畿 大阪府 レジンクラフト株式会社 3122001024814
マクドナルドのプラスチック再生プロジェクトに向けた高精度成
形技術の開発

特別 岡庭　守

1742 R127030244 近畿 大阪府 株式会社コラボ 1120901039149
テレワークを活用して短納期化・高精度化を実現する歯科技工
提供サービス体制整備

特別

1743 R127030252 近畿 大阪府 株式会社ハジメフーズ 9122001017044
瞬間凍結技術による新「空とぶからあげ」のネット販売でコロナ
渦でも売上拡大

特別 大阪府商工会連合会

1744 R127030254 近畿 大阪府 山下工芸
最新のＣＮＣ旋盤導入による高齢者・障碍者のための極太手す
りの生産体制確立

通常

1745 R127030255 近畿 大阪府 株式会社ｍｅｄｉＶＲ 9120001198994 ｍｅｄｉＶＲカグラのコロナ関連対策事業 通常

1746 R127030260 近畿 大阪府 松本歯科医院
ＣＴ導入による高精度な口腔外科と顎骨再生による新しい治療
の提供

特別

1747 R127030263 近畿 大阪府 ニチマン工業株式会社 1120901025140
精密内面研削盤の導入で深絞り試作品の納期短縮と小径試
作拡大を実現

通常

1748 R127030265 近畿 大阪府 ケイアイファクトリー株式会社 6120901017934
ワイヤ放電加工機導入による介護用品の金属部品用プレス金
型の大型化

特別

1749 R127030267 近畿 大阪府 株式会社高崎デンタルラボラトリー 7120901013949
歯科用インプラント製作に口腔内スキャナーを活用して、非接
触、高精度、短納期達成計画

通常 大阪信用金庫

1750 R127030268 近畿 大阪府 丸徳タオル
抗菌加工・総柄ダブルガーゼタオルの開発と非対面販売への
転換による売上向上

特別 大阪信用金庫

1751 R127030271 近畿 大阪府 株式会社タダシ製作所 5120001029344
最新ＣＮＣフライス盤導入による半導体製造装置用部品の高加
工精度化と生産性向上

特別

1752 R127030274 近畿 大阪府 三和軸受工業株式会社 5120001017555
コロナ影響下のベアリング製造の為の最新ＣＮＣ旋盤導入によ
る生産性向上

特別 大阪信用金庫

1753 R127030275 近畿 大阪府 松村金属株式会社 2120001202911
フラットパネル用部品の生産プロセス改善による軽量化・高精
度化計画

通常 株式会社池田泉州銀行

1754 R127030276 近畿 大阪府 有限会社不動プラスチックス製作所 5122002014622
コロナ影響下の特殊樹脂成形品新規受注の為の先端設備導
入による生産性向上

通常 大阪信用金庫

1755 R127030277 近畿 大阪府 株式会社ガレージ伊藤 6120901014130
コロナの影響を乗り越え環境・地域社会に優しい自動車整備工
場への取組

特別

1756 R127030278 近畿 大阪府 平野工業株式会社 5120001031515
コロナ感染症の影響低減にこたえる最新シャーリング装置の導
入と生産性向上

通常

1757 R127030281 近畿 大阪府 株式会社東陽金属工業所 2120101004547
サイクルタイムの見直しにより生産性向上を実現させる設備導
入計画

通常
株式会社共立コンサルタン
ト

1758 R127030282 近畿 大阪府 カミモト紙工
３Ｋ作業解消と高生産高品質化を両立し更に脱プラに挑戦して
ＣＳＲも果たす取組

通常

1759 R127030283 近畿 大阪府 株式会社アッシュ 8120001116197
婚礼人材管理システムを開発・販売し自社・業界で顧客満足を
高める

通常

1760 R127030284 近畿 大阪府 有限会社サガン製パン 1120102024776
コロナ禍回避の為のパン個包装工程の内製化及び洗米工程
の生産性向上

特別 大阪信用金庫

1761 R127030285 近畿 大阪府 株式会社Ｆｌｕｃｌｅ 5120001193132 ＷＥＢで完結する労務管理「ＨＲｂａｓｅ」（エイチアールベース） 通常

1762 R127030286 近畿 大阪府 株式会社マルタケ製作所 1120001021742
コロナ禍に対する金属パイプ曲げ工程の生産性向上による受
注増・内製化計画

通常 大阪信用金庫

1763 R127030287 近畿 大阪府 株式会社Ｒｙｕｋｉ　Ｄｅｓｉｇｎ 9120001139825 「動画対応のデザイン修正指示ツール『ミテカク』」の開発 特別

1764 R127030289 近畿 大阪府 佐竹化学機械工業株式会社 2120001155762 門型ＮＣフライス盤の導入による新型撹拌機製造の高効率化 通常

1765 R127030290 近畿 大阪府 有限会社廣栄シヤーリング産業 6122002013664 シャーリング設備導入による生産性向上と事業拡大計画 通常

1766 R127030292 近畿 大阪府 株式会社ａｒｔｉｃａｌ 1140001084069 非対面型の３Ｄ（ＶＲ）ライブ音響配信サービスの開発・展開 特別

1767 R127030294 近畿 大阪府 株式会社ザ・ガッツ 8120001195729
現場での壁貼り作業のモジュール化による生産性と作業効率
の改善

通常 大阪信用金庫

1768 R127030297 近畿 大阪府 株式会社九地良 7120001063093
顔認証システムによる入出館管理及び生産管理システムの開
発

通常 永和信用金庫

1769 R127030299 近畿 大阪府 大阪フォーミング株式会社 7120101036305 製品開発における性能評価のための試験機導入事業 通常

1770 R127030302 近畿 大阪府 大博鋼業株式会社 2120001038901
自動検査梱包ロボ導入による検査精度の向上および即納体制
の強化

通常

1771 R127030303 近畿 大阪府 ペンタフ株式会社 2120001144625
コロナ影響下のシステム及び測定器導入による流量調査の生
産性向上

通常 大阪信用金庫

1772 R127030304 近畿 大阪府 有限会社黄山金属プレス工業所 1120002021618
Ｒ曲げ工程への専用マシン導入による真円度の高精度化と納
期短縮

特別

1773 R127030305 近畿 大阪府 株式会社協栄工業 5120001153945
プレス機・フィーダー・イオナイザの導入による生産性向上と製
品の品質精度向上

通常

1774 R127030309 近畿 大阪府 株式会社真光 9120001179755
塗装ブースの刷新による高付加価値塗装の開発提案型企業
への進化

特別 大阪信用金庫
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1775 R127030310 近畿 大阪府 有限会社ラヴ＆ピースカンパニー 8120102023152
食材ロスや人手不足に困らない！宮崎牛の端材を使用した新
商品開発とＥＣ販売

特別 株式会社シャイン総研

1776 R127030314 近畿 大阪府 株式会社金崎工作所 5122001013848
平面研削盤の導入によるプレス金型の生産性向上と付加価値
向上の取組

通常

1777 R127030319 近畿 大阪府 株式会社アイジーエンジニアリング 9120101000044
先焼入れした高硬度材料を精密に切削し、顧客要望に応える
生産性向上計画

通常 大阪信用金庫

1778 R127030321 近畿 大阪府 Ｂａｘ株式会社 2120001154483
熱可塑性樹脂の研究開発から高機能フィルム試作まで非対面
型支援体制の構築

通常 大阪信用金庫

1779 R127030322 近畿 大阪府 有限会社コスモ 7120002005425
多品種・小ロット精米に対応した高度精米ラインの構築と販路
の拡大

通常 大阪信用金庫

1780 R127030326 近畿 大阪府 株式会社砂山製作所 9122001003721 付加価値の高い難切削素材加工技術開発の為の基盤構築 特別

1781 R127030327 近畿 大阪府 おかもと歯科医院
口呼吸の“お口ぽかん”から　鼻呼吸の“健康”へ　――新時代
の子どもオーラルクリニック

通常 山形　輝雄

1782 R127030330 近畿 大阪府 株式会社オハヨー・コーポレーション 2120001111501
ミニサイズ財布の試作を自社で実施し、試作工程内製化への
挑戦

特別 大阪商工会議所

1783 R127030331 近畿 大阪府 創作工房一志家具製作所
ＣＮＣボーリングマシン導入によるキッズ家具及びＤＩＹ家具組立
キットの生産性向上

特別

1784 R127030333 近畿 大阪府 たに歯科医院
印象のデジタル化による生産性の飛躍的向上と医院運営上の
感染リスクの排除

通常

1785 R127030334 近畿 大阪府 株式会社シブヤ 5120001051926
テレワーク勤務体制構築およびレーザー名入れ刻印サービス
の強化事業

特別

1786 R127030338 近畿 大阪府 有限会社利休蔵 4140002001094
生産設備導入による当社ブランドを活かしたリキュール新製品
販売

特別

1787 R127030339 近畿 大阪府 山陽セルプラ工業株式会社 9122001003317
低圧成形と圧縮成形を併用した新成形技術の確立による生産
体制高度化と受注獲得計画

特別
株式会社ダイワマネジメン
ト

1788 R127030340 近畿 大阪府 有限会社普久原工業 8012802007288 「熟成刺身の缶詰」を開発し通信販売で展開する仕組みに挑戦 通常 株式会社シャイン総研

1789 R127030342 近畿 大阪府 有限会社平石製作所 6120002076509
ＥＶ向け部品のダイカスト金型の高精度化、高機能化による新
規顧客開拓

通常 京都信用金庫

1790 R127030347 近畿 大阪府 りんくうフレッシュ株式会社 7120101047252
高品質冷蔵庫の購入による品質向上による顧客満足度の向上
および販路開拓

通常

1791 R127030348 近畿 大阪府 北陸米穀
新型色彩選別機による選別精度の向上と製造能力の大幅な増
大

通常 大阪信用金庫

1792 R127030349 近畿 大阪府 平村建設株式会社 7120101044002
新型直角二面鉋盤導入による社寺建築用部材向け木材加工
および生産性向上計画

特別

1793 R127030350 近畿 大阪府 株式会社アオキ 8122001000125
切削加工と研磨仕上加工との連動による生産性向上と品質安
定化

通常

1794 R127030351 近畿 大阪府 株式会社アポロウエーブ 6120001094742 ５Ｇデバイス向けプローブカードの開発 特別

1795 R127030352 近畿 大阪府 川田紙工株式会社 8120001077159
カット加工機と３Ｄ－ＣＡＤソフトの導入による生産性向上と新製
品等の拡販

特別

1796 R127030353 近畿 大阪府 株式会社ルポ・シャルマン 2120101045459 菓子包装工程の自動化に伴う内製化及び生産性の向上 通常 大阪信用金庫

1797 R127030355 近畿 大阪府 西浦工業株式会社 4120901035806 溶接前処理自動化による配管システム一括対応力の強化 通常 北おおさか信用金庫

1798 R127030362 近畿 大阪府 カーガレージアミス
３Ｄスキャナー等によるエアロパーツの生産性向上とコロナ影
響回避計画

通常 尼崎信用金庫

1799 R127030363 近畿 大阪府 株式会社アシスト 2120001159326
関西初！鉄塔測量の供給網毀損に完全対応したＲＴＫ技術の
高度化

通常

1800 R127030364 近畿 大阪府 新大亜鍛造株式会社 8122001003160
高性能立形ＣＮＣ旋盤導入による鍛造金型の内製化及び鍛造
から機械加工までの一貫生産体制構築

通常 荒井　裕貴

1801 R127030366 近畿 大阪府 和田八蒲鉾製造株式会社 8120001123904
自動管理フライヤー導入による生産性向上と付加価値が見え
る非対面型ＥＣサイト構築

通常 大阪信用金庫

1802 R127030368 近畿 大阪府 株式会社日本生菌研究所 8120901028302
コロナ影響下の乳酸菌製品受注増対応の為の先端設備導入
による生産性向上

特別 北おおさか信用金庫

1803 R127030369 近畿 大阪府 株式会社金剛製作所 6120001017414
サプライチェーン確保のための油圧パイプ製造プロセスの抜本
的革新

通常

1804 R127030370 近畿 大阪府 有限会社エフエフ 9120902022154
コロナ影響化における、両頭フライス盤の導入による外注品内
製化および生産性の向上

通常

1805 R127030371 近畿 大阪府 近畿中小企業溶接事業協同組合 3120905002968
業界最重要課題「無資格者撲滅」実現を目指す、外国人技能
実習生のための資格取得講習

通常 石田　憲雄

1806 R127030376 近畿 大阪府 竹中鐡工株式会社 6120101044226
大型フライス盤の導入による内製可能な規格の拡大と顧客基
盤の強化

通常

1807 R127030378 近畿 大阪府 株式会社大阪教育研究所 9120101001364 ＡＩ活用英語学習システムの構築 特別

1808 R127030380 近畿 大阪府 大益工業株式会社 5122001020803
特殊樹脂に対する技術とネジ切りを伴う半自動インサート成形
技術の確立

通常
株式会社ダイワマネジメン
ト

1809 R127030381 近畿 大阪府 シューズ工房ＲＥＢＯＲＮ
靴製造設備の増強による生産性向上と地場産業の維持発展
への貢献

特別 大阪信用金庫

1810 R127030382 近畿 大阪府 大野デンタルアート
デジタル技工推進を目指した新型設備導入計画とコロナ感染リ
スクの防止対策

通常

1811 R127030387 近畿 大阪府 株式会社ＴＲＥＥ 5120001206232
管理システムを導入し、在宅ワークでも高い生産性で商品製作
が行えるようにする計画

通常

1812 R127030391 近畿 大阪府 株式会社メルネット 4120001128171
ＧＰＳを用いた資産管理を行うことによる業務支援サービスの
提供

通常
株式会社Ｎ総合会計コンサ
ルティング

1813 R127030392 近畿 大阪府 株式会社アルティマイス 2120001189538 ３Ｄフリーザーで急速冷凍した鮮魚の製造販売事業 通常 白川　淳一

1814 R127030393 近畿 大阪府 株式会社柴田 8120001081152
お家焼き肉・ＢＢＱニーズに応える、一頭買い国産黒毛和牛の
通信販売事業

特別

1815 R127030395 近畿 大阪府 株式会社グラムスタイル 5120901032653
３密対策をした自社工場を開設し、実用新案取得のロールスク
リーンを日本で普及させる

特別 ＭＳＣ税理士法人

1816 R127030399 近畿 大阪府 株式会社隆起工業 6140001053606
円周自動溶接システムの導入による品質向上と付加価値向上
の取組

通常

1817 R127030402 近畿 大阪府 米田精工株式会社 8122001008333 遠隔での機械稼働によるテレワーク導入計画 特別 MGS税理士法人

1818 R127030405 近畿 大阪府 株式会社絆ホールディングス 5120001168349
ゲームとオンラインによる革新的発達障害支援と支援専用アプ
リ開発事業

特別 大澤　悠

1819 R127030408 近畿 大阪府 アイズロボ株式会社 1120901033886
工程間搬送に特化した無人搬送装置搭載型協働ロボットの開
発

通常

1820 R127030409 近畿 大阪府 株式会社青山製作所 2120001175414
新設備導入と地域連携による難易度の高い新たな加工領域へ
の挑戦

通常

1821 R127030412 近畿 大阪府 高研工業株式会社 3122001018460
工作機械向け長尺部品の熱処理の新型高周波焼入機による
高品質化と生産性の向上

通常
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1822 R127030413 近畿 大阪府 ＪＴＣ株式会社 1130001037449 オリジナル食器作成支援サイトの開発 通常

1823 R127030414 近畿 大阪府 株式会社プロ・スタッフ 1120101025676
「自動車アフターマーケット」における車高調整ダンパーの新規
開発事業

通常

1824 R127030415 近畿 大阪府 株式会社旭工作所 4122001017602
ワイヤ放電加工機導入による金型製造の生産性向上計画とコ
ロナ影響回避計画

通常

1825 R127030416 近畿 大阪府 株式会社ニード精研 8122001012764
新設備の導入による大型部品の研磨加工への対応と新規受
注の獲得

通常

1826 R127030417 近畿 大阪府 株式会社ＪＯＢ　ｃｏｎｎｅｃｔ 3120001227370
思い出の品をリメイクしたオーダーメモリアルアイテムの製造販
売事業

通常 大澤　悠

1827 R127030418 近畿 大阪府 株式会社ルースト 4120901039740
実験動物用マイクロＣＴ導入による鳥専門病院としてのブランド
力強化

通常

1828 R127030419 近畿 大阪府 有限会社ライフ住器 8120002073355
キッチン部品の生産改革による特注対応の迅速化と販売促進
計画

通常

1829 R127030420 近畿 大阪府 株式会社神野商店 9120101001570
市場動向にマッチした商品提供を目指すための新たな体制の
構築

通常 株式会社フロウシンク

1830 R127030421 近畿 大阪府 株式会社モリモト金属 9120001021875
最新設備導入による生産性向上とコロナ影響下での事業環境
の変化への対応

特別

1831 R127030424 近畿 大阪府 貴和化学薬品株式会社 2120901023531
顧客データを活用した薬剤のカスタマイズと製造・販売の仕組
みの構築

通常 豊中商工会議所

1832 R127030425 近畿 大阪府 スリープウェル株式会社 7120001143812
「睡眠評価システム」の生産プロセス及びサービス提供方法の
ボトルネックの解消

通常

1833 R127030427 近畿 大阪府 株式会社ソルテック 1120901018763
新型削孔機導入により、土砂災害の抑止工事を革新し、企業
価値を向上

通常

1834 R127030430 近畿 大阪府 朝日塗装株式会社 1122001017613
静電塗装ラインの生産性向上による海外品の国内シフトと事業
の安定化

通常

1835 R127030431 近畿 大阪府 有限会社松岡製作所 4122002004723
最新設備導入による新製品生産とサプライチェーン毀損に対応
した生産体制の構築

特別

1836 R127030439 近畿 大阪府 株式会社ゴーダ 8120001063902
受発注システムのクラウド化によるオートバイ用品の販売効率
化

特別
株式会社商工組合中央金
庫

1837 R127030440 近畿 大阪府 有限会社フリーカード・システム 9190002013139
ミュージアムの予約・入館者数管理システム等のプラットフォー
ム開発

特別

1838 R127030441 近畿 大阪府 有限会社今岡製作所 7120002010623
高性能セラミッククリアの内製化による技術の継承と顧客満足
度を向上させる

特別

1839 R127030442 近畿 大阪府 ＤＲＣ株式会社 5120001130143
ＩＳＯ改定に合わせた流水槽開発による顧客ニーズへの対応と
生産性向上

特別

1840 R127030446 近畿 大阪府 株式会社アプロ・ドットコム 1120001102336
派遣社員の簡易評価に基づくミスマッチ防止とフォローアップ体
制の強化

通常
株式会社中央ビジネスグ
ループ

1841 R127030449 近畿 大阪府 株式会社ウシオ 4120001155323 飛沫感染防止対策に伴う提案型商品の開発と販売 特別 株式会社京都銀行

1842 R127030451 近畿 大阪府 株式会社山西鉄工エンジニアリング 5122001031016
ウィズコロナを見据えたテレワーク体制の確立および風力発電
事業への進出

特別

1843 R127030452 近畿 大阪府 リンクエイジ株式会社 6120001132840
教育団体向け通販サポート・保育の見える化を推進する双方
向性システムによる事業拡大

通常

1844 R127030453 近畿 大阪府 株式会社山福 7120001210744
農家から産出される未利用農作物を利活用して、ＯＳＡＫＡ産、
おみやげの開発と流通

通常 守口門真商工会議所

1845 R127030454 近畿 大阪府 株式会社フルテック 7120001170006
溶接作業自動化による高品質・短納期・低コスト化と熟練技術
伝承

特別

1846 R127030456 近畿 大阪府 株式会社ひげ工房 9120101034067
座れないを解決する、非対面採型による特注クッション作成シ
ステム

通常

1847 R127030458 近畿 大阪府 株式会社リングス 1120002081513
最新ロボドリル導入による医療分野における高精度切削加工
の実現

通常 京都信用金庫

1848 R127030459 近畿 大阪府 関西チューブ株式会社 4122001008601
医薬品向け使い切りラミネートチューブの商品化と清浄度クラ
ス１００，０００の生産体制の構築

特別
株式会社ダイワマネジメン
ト

1849 R127030463 近畿 大阪府 西木型製作所
関西大手機械メーカーのニーズに対応する、鋳造木型・金型製
作の生産性向上計画

特別 大阪信用金庫

1850 R127030465 近畿 大阪府 株式会社ミズウチ 7120101037765
三次元測定機の導入による品質保証体制の強化と出荷能力・
加工技術の向上計画

通常

1851 R127030467 近畿 大阪府 株式会社ＮＥＸＵＳ 1122001032331
半導体製造装置の中大型部品の内製化による高付加価値部
品の提供

通常 髙砂　吉孝

1852 R127030468 近畿 大阪府 株式会社ディーエル・ワールド堺 9120101029793
歯科技工所の職場環境改善と歯科医療業界のデジタル化への
対応計画

通常

1853 R127030470 近畿 大阪府 因幡鍍金工業株式会社 6120001016845 防蝕性を高め水素脆性を改良する高機能めっきの開発 通常

1854 R127030471 近畿 大阪府 富士高周波工業株式会社 3120101006039 シャフト焼入れ自動化と単品焼入れの両立システム 特別 大阪信用金庫

1855 R127030472 近畿 大阪府 カルテック株式会社 8120001211436 新開発の光触媒を用いた除菌・脱臭機の開発 通常 長谷　隆行

1856 R127030478 近畿 大阪府 株式会社大可伸線所 1122001004132 極細波付け線材の生産体制の確立 通常

1857 R127030480 近畿 大阪府 株式会社サンワ 5122001003329
学校モール構築による教育現場推奨教具オンライン売買の提
供

通常

1858 R127030481 近畿 大阪府 プロセスｅ株式会社 5120101055785 ５Ｇ半導体製造装置部品の高精度加工生産体制の構築 通常 株式会社エフアンドエム

1859 R127030484 近畿 大阪府 株式会社シティライフＮＥＷ 5120901015328
リアルイベントと併催するオンラインイベント「オンラインロハス
フェスタ」

通常

1860 R127030485 近畿 大阪府 中津歯科クリニック
飛躍的な医療レベルの向上と徹底的なウイルス除去による次
世代医療の実現

特別

1861 R127030486 近畿 大阪府 株式会社日本ユニスト 6120001163704
多元評価による物件評価システムの構築とさらに効率化した買
付判断体制の確立

通常
株式会社中央ビジネスグ
ループ

1862 R127030489 近畿 大阪府 ひがし動物病院
重症疾患ペットの命を繋ぎとめる高度な救急医療提供のため
の新しい院内体制の構築

通常

1863 R127030492 近畿 大阪府 株式会社サムシングファン 7120901022181 購買型動画配信システム「ＰｒｅｓｅｎＥＣ」の開発・事業化 特別 合同会社G&N

1864 R127030495 近畿 大阪府 昭和化工株式会社 1120001055955
食品製造工程の生産性向上に寄与する高品質離型油の安定
供給体制構築

特別 株式会社京都銀行

1865 R127030496 近畿 大阪府 株式会社ナカキン 9120001057333
部材供給の不確実性を克服し安定した品質と納期を実現する
ための品質管理体制の構築

通常 立野　靖人

1866 R127030497 近畿 大阪府 株式会社恒和プロダクト 4122001014194
多素材対応プリンタ×Ｗｅｂ校正対応３Ｄ－ＣＡＤによる非対面
印刷ビジネスへの対応

通常

1867 R127030503 近畿 大阪府 有限会社ＨＡＴＡ塗装工芸 5120102015739
高性能ＮＣルータの導入による生産性向上とニッチ戦略強化の
取組

特別

1868 R127030504 近畿 大阪府 株式会社ダイニ工業 4120101004669
建設発生土の処理と土質改良の内製化による資源循環サービ
スの開発

特別
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1869 R127030505 近畿 大阪府 石窯ＰＩＺＺＡ　ＡＮＴＨＯＮＹ 石窯で焼いた冷凍ピッツァで当社のブランディングを実現する。 通常

1870 R127030507 近畿 大阪府 大東工機株式会社 9120001024259
現地での作業省力化を実現するための超高精度製品の新工
法の開発

特別 立野　靖人

1871 R127030508 近畿 大阪府 あっとクリエーション株式会社 7120001154834
複数の企業が共用して利用できる地図情報プラットフォームと
アプリ開発

通常

1872 R127030510 近畿 大阪府 株式会社ハルナ 7120001156491 サッシ枠製造・据付における高品質・高効率生産体制の強化 特別 大阪信用金庫

1873 R127030517 近畿 大阪府 ＵＫパートナーズ株式会社 6120001171995
ＷＥＢシステムを活用した建設業者向け経営事項審査の評点
アップコンサルティングサービスの確立

通常

1874 R127030520 近畿 大阪府 株式会社ハシマＡＩＴ 5200001034914
縫製工場における延反計画・裁断計画の作成進捗管理システ
ムの開発

通常

1875 R127030521 近畿 大阪府 株式会社サクラコーポレーション 9120001035009
ＣＮＣ旋盤導入による樹脂製高精度機械部品生産体制の先進
化

通常

1876 R127030523 近畿 大阪府 有限会社ワードワークス 3120002005049
「レンチキュラー」と「アクリル」の融合によるテレワーク推進事
業計画

特別

1877 R127030525 近畿 大阪府 株式会社インプレス 3120001115848
最新設備の導入によりコロナ禍での顧客ニーズへの対応と収
益力強化の両立を図る

特別

1878 R127030528 近畿 大阪府 株式会社美華道 5120001197067 壁面加工の製作方式の大転換による生産性向上の実現 通常

1879 R127030531 近畿 大阪府 泰光油脂化学工業株式会社 8120001032997
逆浸透膜装置導入による界面活性剤の効率的脱塩化と市場
ニーズへの対応

通常

1880 R127030532 近畿 大阪府 ＳＷＥＡＴＳＨＯＰ　ＵＮＩＯＮ 最新シルクスクリーン印刷機器の刷新による生産体制の拡充 通常 株式会社イソシエ

1881 R127030539 近畿 大阪府 株式会社アートローグ 5120001207024
地方アーティストを支援するレンタルアートプラットフォームの構
築

特別

1882 R127030540 近畿 大阪府 株式会社アイムビー 1120001141598
ビッグデータ蓄積システムによるエステシャンと美容部員不足
解消

通常

1883 R127030542 近畿 大阪府 有限会社伴鋼材 3120102017316
ビジネスコミュニケーションアプリ及び汎用バンドソーの導入に
よる非対面型ビジネスモデルの構築

特別

1884 R127030544 近畿 大阪府 株式会社ワサビ 8160001015131
一般消費者が世界に向けて中古品の個人販売を気軽に行える
サービスの開発

特別

1885 R127030548 近畿 大阪府 コロナ株式会社 8120001049570
ＩＯＴ機能や遠隔監視機能を備えた燃焼機・熱風発生炉の開発・
販売機能

通常

1886 R127030552 近畿 大阪府 株式会社三栄金属製作所 4120001115987
オリジナル洗浄自動装置とバフ機の導入による内製化と新規
市場への開拓

通常

1887 R127030554 近畿 大阪府 きじ歯科　西田辺診療所
無菌的精密根管治療システムの確立による、歯髄疾患再発リ
スクゼロの実現

通常

1888 R127030556 近畿 大阪府 セイショウ株式会社 3120901006997
鏡面加工機導入による美麗アクリルの研磨工程の生産性向上
計画

通常

1889 R127030557 近畿 大阪府 株式会社大京精研 4120001156131 機械加工から板金加工へ工法転換させる技術の量産化事業 通常 松下　隆信

1890 R127030558 近畿 大阪府 株式会社ティーズ 7120001123013
安心して仕事ができるパーソナルワークスペースを提供する、
トール・バック・ソファの開発

通常

1891 R127030564 近畿 大阪府 株式会社富士機械工作所 9120001050602
自動車メーカーとの共同開発による革新的ベンダーマシンの製
造

通常

1892 R127030566 近畿 大阪府 株式会社己波製本 3122001033212
製本供給継続のための工場変革。封緘工程の内製化と製本の
リモート化

特別

1893 R127030567 近畿 大阪府 三庄インダストリー株式会社 3122001002778
有機ＥＬ素子等の異形粒子素材の全自動供給と高精度成形を
実現する全自動成形機の試作開発

特別 株式会社uluコンサルタンツ

1894 R127030569 近畿 大阪府 なかむら歯科
高品質・低価格でコロナ禍に負けない最先端インビザラインシ
ステムの実現

特別

1895 R127030570 近畿 大阪府 株式会社大阪プロセスセンター 3120001011502
細分化する印刷ニーズに対してオンリーワン製品提供による競
争力強化事業

通常

1896 R127030571 近畿 大阪府 共栄化学工業株式会社 5122001018285
ＵＶプリンター、レーザー加工機導入によるアクリル加工の内製
化

通常

1897 R127030572 近畿 大阪府 タツミ印刷株式会社 7120901019748
最新印刷機で自動化による働き方改革推進と短納期、他品種
販売をおこなうための設備導入計画

通常

1898 R127030574 近畿 大阪府 有限会社東大工芸 9122002003357
高性能自動直線縁貼機導入による木製別注家具製造の高品
質化と少量多品種生産体制の高度化

通常 大阪信用金庫

1899 R127030576 近畿 大阪府 株式会社ＰＭＳプリンターズ 8120001177033
最新型印刷用製版機導入により生産力向上による印刷共同工
場事業の強化

特別

1900 R127030581 近畿 大阪府 有限会社オーバルクリエーション 8122002017309
顧客満足度を高めるカスタマイズが可能な水着製品を提供す
る事で、他社との競争力を図る事業

特別

1901 R127030582 近畿 大阪府 株式会社クオンテックス 4120001181105
児童福祉法改正に対応する革新的な里親委託制度支援システ
ム

通常

1902 R127030587 近畿 大阪府 株式会社メタルエンターテインズ 4122001030695 コロナ禍におけるフレーム部品の生産性向上 通常

1903 R127030588 近畿 大阪府 株式会社ドルマン 5120901009767 熟練技術と最新加工機との融合による競争力強化の実現 通常 京都信用金庫

1904 R127030601 近畿 大阪府 株式会社ＳＴＯＲＹ 6120001228291 産業用ドローンによるレーザー測量と画像診断サービスの開発 特別 長井　寿郎

1905 R127030604 近畿 大阪府 株式会社アピカ 6120001118146
高性能撹拌機・純水機導入による高品質カーケミカル用品製造
事業

通常

1906 R127030606 近畿 大阪府 永井株式会社 7120001018295 消毒液携帯容器増産のための効率的生産設備の導入 特別

1907 R127030607 近畿 大阪府 株式会社エイエルアイ 6122001032244
半導体製造設備基幹部品の次世代モデルの安定供給体制の
構築

通常 髙砂　吉孝

1908 R127030608 近畿 大阪府 家研販売株式会社 6122001001380
人依存からの脱却、最新ＮＣ加工機の導入による生産プロセス
革新

通常
ＳＢＣパートナーズ税理士
法人

1909 R127030611 近畿 大阪府 株式会社鈴屋 7120901016480 新商品開発による専門業態店の展開 通常 大阪シティ信用金庫

1910 R127030613 近畿 大阪府 マルピー印刷株式会社 5120001058558
開封率アップＤＭ封筒における短納期製造の実現と抗菌製品
の開発

通常

1911 R127030622 近畿 大阪府 有限会社鈴木広告 6120002011366
最新加工機導入による現場仕事からものづくりへのビジネス転
換と販売チャネルの増強

特別 株式会社三井住友銀行

1912 R127030623 近畿 大阪府 株式会社マエムラ精工 1120001182394 多軸マシニングセンター導入による精密加工プロセスの改善 通常

1913 R127030624 近畿 大阪府 株式会社小松工業 2122001018445
最新鋭測量装置とＣＡＤシステム導入によるＦＲＰ機器設計の
革新

特別

1914 R127030628 近畿 大阪府 株式会社ＥＸＹ 8120001193823
保育士業務および保護者の保活支援に向けたＡＩ統合システム
の開発

特別

1915 R127030629 近畿 大阪府 株式会社ジェイズ・コーポレーション 2120901000968
コロナ禍を乗り越え、ホンダＮＳＸのチューニングパーツでシェア
Ｎｏ．１を目指す！

特別 ＭＳＣ税理士法人
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1916 R127030636 近畿 大阪府 株式会社井上 9120001004789
当社が発明したセメント分離抑制剤の自動袋詰めによる生産
体制の確立

通常

1917 R127030637 近畿 大阪府 株式会社トータルプランニングリフォーム 3122002015977
多能工養成にドローンで屋根調査診断ができる技能を加えた
「ネオ多能工」養成事業

通常

1918 R127030638 近畿 大阪府 合同会社サワノ 9122003000758
障害者就労支援を伴う新規業務用タオルクリーニング事業の
確立と生産性向上

特別 大阪信用金庫

1919 R127030641 近畿 大阪府 かわらもと歯科
高精度３Ｄデータの活用による軽負担かつ短時間化を実現した
矯正治療体制の確立

特別
株式会社中央ビジネスグ
ループ

1920 R127030654 近畿 大阪府 株式会社介祉塾 2120901039164
全国の病院・介護施設のベッドの空き状況を一元化するプラッ
トフォームの構築

通常 株式会社京都銀行

1921 R127030658 近畿 大阪府 誠南工業株式会社 1120001030999
コロナ渦の影響を乗り越える為の新商品開発に必要なチャン
バー製作体制の構築

特別 株式会社紀陽銀行

1922 R127030662 近畿 大阪府 有限会社エド写真工芸社 4120002000115
非金属製品の切削加工技術革新による安全な鉄道社会への
貢献計画

特別 株式会社エフアンドエム

1923 R128030007 近畿 兵庫県 株式会社山善製作所 6140001051741 Ｒ形状の曲げ加工と溶接組立の生産性向上に取り組む事業 通常 松下　隆信

1924 R128030011 近畿 兵庫県 株式会社ウェル・ネット研究所 3140001079942
介護のムリ・ムダの可視化、改善で雇用と経営の安定化サービ
ス

通常

1925 R128030017 近畿 兵庫県 株式会社アート工作所 2120901031732
世界初　酵母カプセルによる環境配慮型の速乾性塗料（添加
剤）の製品化

特別

1926 R128030020 近畿 兵庫県 井上ヒーター株式会社 2120001006957
コロナ禍に対応するため全自動プレートフィン挿入機を導入し
熱交換器の生産性を高める取組

特別 西宮商工会議所

1927 R128030022 近畿 兵庫県 すずらんデンタルクリニック
光学顕微鏡の導入で、同時５台の顕微鏡診療、コロナ感染リス
クの低減を実現

特別 泉　正道

1928 R128030023 近畿 兵庫県 小田鉄工株式会社 7140001076102 開先加工機導入によるプラスワンの付加価値を実現する 通常

1929 R128030026 近畿 兵庫県 神戸教育企画有限会社 8140002006858
地域密着の講義動画作成・配信による非対面型授業システム
の構築

通常

1930 R128030027 近畿 兵庫県 有限会社淡路ボデー工業 4140002069660 ボデーに使用される板金部品の製造体制増強 特別 松下　隆信

1931 R128030030 近畿 兵庫県 株式会社安田精機製作所 7140001071664
ＣＦＲＰ衝撃試験機の国内生産を実現するための高精度部品
の製造開発計画

特別 立野　靖人

1932 R128030034 近畿 兵庫県 寺田建設
ＩＣＴ測量機器とソフトウェアの導入による業務効率化と受注拡
大

特別 井上　陽介

1933 R128030035 近畿 兵庫県 マルイ鍍金工業株式会社 6140001061690
分析の完全内製化による表面処理技術の高度化と事業の強
化

特別

1934 R128030037 近畿 兵庫県 黒田測量設計株式会社 9140001041046
３Ｄ測量技術獲得による労働生産性向上及び出来形図面制作
サービスの展開

通常 兵庫県商工会連合会

1935 R128030040 近畿 兵庫県 株式会社山一金属製作所 6140001083116
最新鋭曲げ加工機導入による曲げ加工の生産性を向上させる
事業

通常 松下　隆信

1936 R128030041 近畿 兵庫県 株式会社協栄 4140001089247
自動追尾型測量機器導入によるＩＣＴ土木工事への対応、およ
び橋梁劣化調査への活用

通常 兵庫県商工会連合会

1937 R128030042 近畿 兵庫県 兵庫車体整備株式会社 4140001012340
予約システムでの自動車自動運転制御装置の共同検査作業
場設立

通常

1938 R128030043 近畿 兵庫県 有限会社小林技建 5120902016473
３Ｄレーザースキャナー導入で、測量と墨出しの工期を半分に
する

特別

1939 R128030044 近畿 兵庫県 株式会社アヌシ 1140001080571 子供用高機能歯ブラシの生産体制構築事業 特別

1940 R128030045 近畿 兵庫県 工研建設株式会社 3140001026795 受注増に対応するための新プラントの導入計画 通常 淡路信用金庫

1941 R128030046 近畿 兵庫県 生友達夫木工所
最新鋭設備の導入による鋸柄の高品質・高効率生産体制の確
立と売上拡大計画

通常

1942 R128030047 近畿 兵庫県 株式会社ダイワ 2140001039369
犬用歯周病予防ガム生産工程の自動化によるプロセス改善計
画

特別 播州信用金庫

1943 R128030048 近畿 兵庫県 日本ノズル株式会社 7140001004351
化学繊維紡糸ノズル製作に係る極微細孔加工に対する生産効
率の向上と高品質な製品の供給

通常

1944 R128030050 近畿 兵庫県 株式会社セイコウシャ 2140001110047 複数台持ちで１人当たり労働生産性を向上させる事業 通常 松下　隆信

1945 R128030052 近畿 兵庫県 株式会社ヤマテツ 1140001037563
測量業務ＩＣＴ化による建設コスト試算・施工・報告精度向上計
画

特別 株式会社エフアンドエム

1946 R128030055 近畿 兵庫県 株式会社プロトデザイン 2140001108792
試作品製造事業の拡大と、社会・地域の要請に応える新規事
業への進出

通常 淡陽信用組合

1947 R128030059 近畿 兵庫県 株式会社ルーセント 5140001046924
病院・介護施設へリネン供給を継続するための自動化設備導
入事業

通常 兵庫県商工会連合会

1948 R128030062 近畿 兵庫県 神戸モールド株式会社 5140001017173
新型コロナウィルスの影響を乗り越えるための国内生産化への
取り組み

特別

1949 R128030063 近畿 兵庫県 新明和工作株式会社 4140001045209
航空機エンジンの安定供給に対応する重要部品の生産能力向
上計画

特別 播州信用金庫

1950 R128030067 近畿 兵庫県 株式会社丸宮金属製作所 2140001051423
ＮＣ研削盤による金型製作／保守の短納期・高効率化と労働
環境改善

通常 北おおさか信用金庫

1951 R128030070 近畿 兵庫県 株式会社アカシカ 9140001019208
我が国の成長戦略の柱である鉄道重要保安部品の高精度化
要求に応える生産性向上計画

特別 兵庫信用金庫

1952 R128030081 近畿 兵庫県 株式会社関西マシンアンドコントロール 6140001097231
搬送装置に付属する重要部品の高精度化実現へ向けた金属
切削加工技術の確立

通常 株式会社阿波銀行

1953 R128030083 近畿 兵庫県 株式会社ヘンミ 2140001016806
縦型マシニングセンタ導入による製造工程の内製化と短納期
化で受注の拡大

特別

1954 R128030084 近畿 兵庫県 太陽刷子株式会社 3140001024469 最新ロボット導入による歯科向け歯ブラシの梱包工程自動化 特別

1955 R128030087 近畿 兵庫県 有限会社岡田製作所 6140002028565 面取り工程等の合理化により生産性を向上させる事業 通常 松下　隆信

1956 R128030094 近畿 兵庫県 有限会社イチカワ技研 2140002068111
防水工事の生産性を飛躍的に向上する専用工具「ラップジョイ
ントカッター」の商品化

特別

1957 R128030099 近畿 兵庫県 有限会社アサヒ屋 7140002001018
学校給食用パンの個別包装の実現と品質を維持した新たな製
造方法の確立

特別 兵庫太和税理士法人

1958 R128030104 近畿 兵庫県 株式会社マサキ 4140001106191
油圧ショベル用草刈機の導入による草刈作業の効率化、ワン
マン化

通常 兵庫県商工会連合会

1959 R128030107 近畿 兵庫県 有限会社協栄工業 6140002037509
最新鋭プレスブレーキを導入し、プラント設備製作内製化によ
る生産性向上

通常

1960 R128030109 近畿 兵庫県 株式会社稲坂歯車製作所 6140001074874
航空機歯車製造分野への参入（航空機歯車の一貫生産体制
の確立）

特別

1961 R128030111 近畿 兵庫県 ＫＭＴＬエッジテック株式会社 5140001029037 検査分析業を支える技能試験サービス品質の高度化 通常

1962 R128030112 近畿 兵庫県 株式会社アツハラ 1140001053890 非対面ビジネス体制の構築による、配管工事の受注拡大 通常
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1963 R128030114 近畿 兵庫県 株式会社神戸工業試験場 1140001014570 新素材・製品開発を支える熱解析総合支援サービスの高度化 通常

1964 R128030125 近畿 兵庫県 宮原ゴム工業株式会社 4140001016960
新製品・半導電ゴムスポンジシート「ＥＣＯスポンジ」の製造によ
る販路拡大

通常 神戸商工会議所

1965 R128030128 近畿 兵庫県 まさ歯科クリニック
最新式アーム型Ｘ線ＣＴ診断装置による根尖病巣治療のプロセ
ス革新

特別

1966 R128030129 近畿 兵庫県 株式会社アイネ 1140001111632
ドローン、自走式草刈機を活用した太陽光発電メンテナンス事
業の拡大

特別

1967 R128030130 近畿 兵庫県 有限会社岡本畳店 8140002047910
薄畳製造効率向上と新規営業・インターネットを活用した商圏
の拡大

通常 但陽信用金庫

1968 R128030131 近畿 兵庫県 株式会社アーステック 3140001075280
ＩＣＴ路盤工事における設備・プロセスの自社化実現による生産
性向上と競争力強化

通常 但陽信用金庫

1969 R128030132 近畿 兵庫県 松浦板金
ブリキ裁断と折り曲げの内製化による、建築板金の加工及び据
付の一気通貫化

通常
株式会社シザコンサルティ
ング

1970 R128030136 近畿 兵庫県 株式会社ミナトモデル 3140001047156 大型ＰＰＳ材の切削加工および穿孔加工の内製化の取り組み 通常 兵庫県信用組合

1971 R128030140 近畿 兵庫県 株式会社奥村工作所 6140001038581
３次元ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による顧客対応力の強化と生産性向
上

特別 株式会社阿波銀行

1972 R128030142 近畿 兵庫県 三和油業株式会社 5140001016167
自動車の最先端整備技術習得による業界及び地域への波及
効果促進計画

通常 株式会社エフアンドエム

1973 R128030144 近畿 兵庫県 モコノ 無縫製のカットソー製造によるＳＰＡ体制の構築 通常 兵庫県商工会連合会

1974 R128030146 近畿 兵庫県 株式会社樽正本店 3140001033940
ＩＣＴを活用した製販管理システム導入による非対面ビジネスへ
の転換と生産性の向上

通常
株式会社フラッグシップ経
営

1975 R128030147 近畿 兵庫県 株式会社キンキアサヒメッシュ 2140001076676
新型設備導入により鉄筋の切断工程の生産性向上を図り新分
野に進出する

通常
株式会社アルマ経営研究
所

1976 R128030148 近畿 兵庫県 高原株式会社 5140001075691 製造環境の改善による「伝統食＆野菜セット」レトルト食品開発 通常 兵庫県商工会連合会

1977 R128030156 近畿 兵庫県 有限会社ジェイ・テック 7140002027129 医療用マスクアダプターの即日加工納品専門チームを設立 通常 富永　晃司

1978 R128030158 近畿 兵庫県 有限会社アドバンス 7140002036930
「高度な出張３次元測定サービス」と全国初の「測定機活用支
援サービス」の提供

通常

1979 R128030160 近畿 兵庫県 まるよ促成
水耕栽培設備を導入してペリーラの収穫量の増加および省力
化

通常

1980 R128030161 近畿 兵庫県 有限会社キッド 3140002048194
ＮＣルーター導入による立体文字看板の生産性・品質向上と３
Ｄ加工看板の製造

通常 姫路商工会議所

1981 R128030162 近畿 兵庫県 有限会社協栄工作所 3140002035572
剛性スピンドルＣ軸付３軸加工機によるウォームホイールの生
産プロセスの改善

特別 加古川商工会議所

1982 R128030165 近畿 兵庫県 日乃本食産株式会社 4140001066543
コロナの影響を乗り越える！７年保存可能な災害用備蓄食の
開発事業

特別

1983 R128030166 近畿 兵庫県 株式会社中野石材 2140001077030
全自動加工機の導入による内製化でサプライチェーンリスクか
らの脱却を目指す

特別

1984 R128030169 近畿 兵庫県 松野歯科医院
口腔内印象採得のデジタル化による労働生産性向上及び患者
負担軽減と院内における感染症予防の取り組み

通常

1985 R128030171 近畿 兵庫県 株式会社神戸畜産 2140001034147
食肉のプロが挑む量産加工体制の確立で非対面型ビジネスへ
の転換

特別

1986 R128030172 近畿 兵庫県 ヒカルノ歯科
歯科医療第３世代の実現に向けた地域包括ケアシステムへの
寄与

通常

1987 R128030175 近畿 兵庫県 株式会社キャセリンハウス 2140001089323
テイクアウト販売、通販を展開するための新商品「ティージェ
ラート」の投入

特別

1988 R128030177 近畿 兵庫県 有限会社新栄自動車整備商会 5140002053077
設備刷新による整備士の労働環境の改善と圧倒的時短点検・
整備の提供

通常

1989 R128030178 近畿 兵庫県 株式会社小山刃物製作所 4140001036224
マンションリフォーム需要向け工具の新製法の導入及び量産体
制の構築

通常

1990 R128030179 近畿 兵庫県 有限会社西村鉄工所 4140002062459
成長産業向けパーツの量産体制構築とサプライチェーン毀損リ
スク回避に向けた一貫内製化の実現

通常

1991 R128030180 近畿 兵庫県 愛川歯科医院
コロナ禍と今後の災害に負けない体制を構築する歯科医療改
革

特別

1992 R128030181 近畿 兵庫県 日本精密工業株式会社 2140001035310
細穴加工が可能な中型形彫放電加工機導入による大型高精
度加工要請への対応

通常

1993 R128030183 近畿 兵庫県 ヘアーサロンキヌガサ
女性、高齢者等へ利便性を高めた多機能椅子、及び移動式理
容設備の導入

通常 姫路商工会議所

1994 R128030184 近畿 兵庫県 株式会社鳥居企画 2010401143279
高品質補綴物内製化×完全デジタル化により全国の歯科医院
に補綴物を

特別

1995 R128030185 近畿 兵庫県 蓮池歯科医院
米国式根管治療の導入と補綴物の精度向上による、根管治療
失敗ゼロへの挑戦

特別

1996 R128030190 近畿 兵庫県 淡路島オリーヴグローワーズ株式会社 6140001098056 革新的搾油装置導入による純国産オリーブオイルの製造 通常

1997 R128030194 近畿 兵庫県 大松総合事務所株式会社 2120001138255
ＡＩシャフトチェッカーアプリによるシミュレーションゴルフ事業拡
大

通常

1998 R128030195 近畿 兵庫県 株式会社西村交益社 2140001047009
葬儀オンラインシステム導入による３密対策と豊かな農村社会
の継続

特別 但馬信用金庫

1999 R128030196 近畿 兵庫県 株式会社志方ミートセンター 2140001110930 高級和牛のネット通販事業による非対面型事業の展開 通常

2000 R128030198 近畿 兵庫県 有限会社濱村鉄工所 5140002038813
設備導入による高精度・複雑加工への対応力強化と受注の獲
得

通常

2001 R128030200 近畿 兵庫県 株式会社東根造船所 1140001100511 アルミ漁船修理に特化した沖上ドッグの新設 通常 兵庫県商工会連合会

2002 R128030202 近畿 兵庫県 株式会社高田シェービング 7140001092652
丸革加工にも対応できる皮革加工設備の導入による新たな生
産体制の構築

特別
株式会社ＫＳビジネスコン
サルティング

2003 R128030205 近畿 兵庫県 株式会社エムス・テック 6140001099418
肉牛ＩｏＴ化する転倒センサー及び自律ロボット監視システムの
開発

特別 姫路商工会議所

2004 R128030206 近畿 兵庫県 ロッソ　ピコリーノ
液体急速凍結機導入によるレストラン品質のフローズン・パスタ
ソース事業

通常 姫路商工会議所

2005 R128030209 近畿 兵庫県 株式会社蛮海 7140001023896 感染症対策・非対面型サービスのシステム構築プロジェクト 通常 中兵庫信用金庫

2006 R128030211 近畿 兵庫県 コスモ工業株式会社 3140001048749
コロナ禍による航空機関連需要減少に対応するための新分野
への進出と設備導入計画

通常

2007 R128030213 近畿 兵庫県 有限会社北須磨動物病院 3140002022760
業界初カスタムインプラントによる治療法を確立し、整形外科疾
患に伴う術後トラブルの根絶への追求

特別

2008 R128030214 近畿 兵庫県 株式会社マスダホーム 3140001076477 最新型ダボ打ち機の導入による販売先の多様化計画 通常

2009 R128030217 近畿 兵庫県 株式会社サボテン 4140001036323 大刃の研磨・検査工程の自動化による海外市場進出 通常
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2010 R128030220 近畿 兵庫県 豊和鋼材株式会社 5140001056106
鋼材加工の高品質高効率化と食品加工業向けステンレス部材
への技術転用の取組み

通常 株式会社但馬銀行

2011 R128030226 近畿 兵庫県 株式会社もみの木ハウス・ひょうご 2140001101814
幅広材が研磨可能な内装材研磨ライン導入による研磨加工の
内製化事業

通常

2012 R128030227 近畿 兵庫県 有限会社三裕工業 6140002066012 当社が試作開発した製品の量産化体制の構築 通常 松下　隆信

2013 R128030228 近畿 兵庫県 和光硝子工業株式会社 2140001051902
特殊精密ガラス加工ラインの自動化および高精度化による生
産性向上

通常

2014 R128030229 近畿 兵庫県 株式会社吉岡清掃 2140001023819
廃ＰＥＴボトルの食品容器用高品質フレークの生産体制の高度
化

通常

2015 R128030230 近畿 兵庫県 株式会社小林合金 9140001079326
コロナ危機を乗り越えるための、高性能測定機導入による高精
度保証体制の確立と一貫生産実現

特別

2016 R128030231 近畿 兵庫県 淀金属鋼業株式会社 3120001050814
最新ＣＮＣ旋盤導入によるコロナ影響下での外注工程内製化と
生産性向上計画

通常

2017 R128030237 近畿 兵庫県 株式会社大一 9140001098532 １台３役をこなす最新重機の導入による生産性向上計画 通常 淡路信用金庫

2018 R128030241 近畿 兵庫県 大和肥料株式会社 1140001049781 自動包装機の導入による生産性向上と付加価値向上の取組 通常 尼崎信用金庫

2019 R128030243 近畿 兵庫県 のだ歯科医院
歯の喪失リスクの可視化と新規口腔ケアシステムが健康寿命
を延ばす

通常

2020 R128030244 近畿 兵庫県 株式会社亀井堂総本店 9140001006949
バターサンド事業拡大による非対面型ビジネスモデルへの転
換

特別

2021 R128030245 近畿 兵庫県 マエダ歯科医院
中高齢者を対象とした虫歯治療と歯科教育との融合サービス
の確立

特別

2022 R128030251 近畿 兵庫県 有限会社Ｔ＆Ｊ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ 2140002025995
コロナに負けるな！ＹＯＵＴＵＢＥＲとの連携による巣ごもりグッ
ズの試作開発

特別 株式会社シャイン総研

2023 R128030253 近畿 兵庫県 三昇産業株式会社 3140001107141
曲げ工程の内製化によるサプライチェーンの毀損への対応と
生産性向上

通常 但陽信用金庫

2024 R128030257 近畿 兵庫県 株式会社三井工業 6140001105695 配管工事における架台製作の工期短縮・収益化の実現 通常 但陽信用金庫

2025 R128030260 近畿 兵庫県 けんしん亭 調理工程の改善により新たな非対面ビジネス形態への転換 特別 株式会社但馬銀行

2026 R128030262 近畿 兵庫県 株式会社中市大福堂 6140001035232 アイスキャンデーの新商品開発で夏場需要を獲得する 通常 日新信用金庫

2027 R128030269 近畿 兵庫県 株式会社畠山鋼材 4140001016671 束ね切り工法の導入による鋼材切断加工工程の生産性向上 通常

2028 R128030273 近畿 兵庫県 株式会社プラントリイ 1140001039155 配電盤の伝統的な筐体構造に革新的な変化を起こす。 通常

2029 R128030276 近畿 兵庫県 株式会社白バラドライ 4140001055934
体育館を活用したアウトドア製品等の大型物に特化した生産ラ
インの確立

特別

2030 R128030278 近畿 兵庫県 有限会社食品衛生デザインオフィス 1140002062180
冷蔵流通甘酒を常温物流の無添加甘酒に変革することによる
物流改革

特別

2031 R128030283 近畿 兵庫県 呉羽技研株式会社 5140001053805
高性能バンドソーマシン導入による生産性向上と付加価値向
上の取組

特別 尼崎信用金庫

2032 R128030287 近畿 兵庫県 株式会社キレイナ 3140001104023
マンションクリーニングにおける集荷システムの効率化と顧客
対応力の強化

特別

2033 R128030289 近畿 兵庫県 株式会社ハセック 3140001091823
測量業務にて培った技術を活用した農業ドローン事業への展
開

特別 兵庫県商工会連合会

2034 R128030290 近畿 兵庫県 菱神産業株式会社 1140001044452
透明マスクにサイズ展開と多様なデザインを付加し国内外で普
及する

通常

2035 R128030295 近畿 兵庫県 株式会社今中環境 7140001099937 バケットクラッシャを利用した岩石破砕サービス 通常 兵庫県商工会連合会

2036 R128030298 近畿 兵庫県 神戸咲く咲くＨａｒｍｏｎｙ株式会社 6140001107898
賞味期限伸長・包装方法改善による防災チップスの開発で新
市場開拓

通常 田川　智洋

2037 R128030300 近畿 兵庫県 有限会社牧本木工所 9140002006618
ポータルサイト活用による非対面受注及び神戸洋家具の伝統
を引継ぐ人形用家具製造

通常
株式会社シザコンサルティ
ング

2038 R129030005 近畿 奈良県 中井農園
イチゴの保鮮流通技術を確立するための最新プロトン凍結機
の導入

通常 奈良県商工会連合会

2039 R129030006 近畿 奈良県 学園前歯科
コロナウイルス感染を阻止する診療環境へと変革する設備投
資計画

通常
公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

2040 R129030009 近畿 奈良県 ならまちワンネス歯科
乳幼小児口腔育成による健全な発育支援と生涯にわたる持続
的健康へのアプローチ

通常
公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

2041 R129030010 近畿 奈良県 南金網工業株式会社 9150001015610
新たな設備投資による工程の集約と自動化で、効率的な少量
多品種対応を実現する

通常

2042 R129030014 近畿 奈良県 名阪食品株式会社 9150001010108
クラウドシステムを活用したＤＸへの取組！コロナ禍を乗り切る
テレワーク体制の整備！

通常
公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

2043 R129030016 近畿 奈良県 ライトウエイ株式会社 2150001022662 クイックスプレー設備導入による雨水貯留槽遮水工事の変革 通常

2044 R129030017 近畿 奈良県 有限会社泉電機工業 5150002010738
工場の施設関連設備全般の保守・保全・管理までを一括で請
負う地域初となる新サービスの開発

通常 岡庭　守

2045 R129030019 近畿 奈良県 株式会社松嶋測量 8150001014670
非対面納品を実現する革新的電力網高精度測量事業の新開
発

特別

2046 R129030023 近畿 奈良県 株式会社エコノレッグ 4150001015268
近畿大学共同開発の特許活用『走る靴下』を核に靴下ＳＰＡモ
デル確立

特別

2047 R129030024 近畿 奈良県 長龍酒造株式会社 1150001015015
奈良県初！酒蔵が取り組む日本酒醸造技術を活かした缶入ク
ラフトビールの開発と販売

特別
公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

2048 R129030025 近畿 奈良県 株式会社サカガワ 9150001012806 雪駄ブランド「大和工房」を真に完成するためのプロジェクト 通常 奈良県商工会連合会

2049 R129030027 近畿 奈良県 株式会社大門測量設計事務所 9150001009918
３Ｄレーザースキャナーによる測量の高速化と土木建設のＩＣＴ
化促進

特別
一般財団法人 南都経済研
究所

2050 R129030029 近畿 奈良県 牧村プラスチック工業株式会社 2150001013447
アナログ技術を卓越したプラスチック射出成形の駆け込み寺企
業を目指す

通常

2051 R129030032 近畿 奈良県 藤沢板金
高性能動力折曲機導入による高精度加工と加工能力拡大によ
るサプライチェーンの内製化

通常 杉本　友彦

2052 R129030033 近畿 奈良県 増田農業株式会社 8150001015074 青ネギ加工のコールドチーン化導入の為の保冷設備設置事業 通常

2053 R129030038 近畿 奈良県 有限会社奈良デンタルタイコニウム 5150002006884
３Ｄスキャナ、３Ｄプリンターを使ったデンチャー製作工程の革
新

通常

2054 R129030039 近畿 奈良県 株式会社ファーマシー木のうた 8150001002048
自然食品を専門的に扱う地域密着提案型ドラッグストアの業態
開発

通常
公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

2055 R129030040 近畿 奈良県 株式会社ウエムラテック 5150001019111
最新式ドローンと赤外線カメラで点検修理のワンストップ事業創
設

特別

2056 R129030042 近畿 奈良県 近藤歯科医院
ＣＯＶＩＤ－１９と共生する営業スタイルの確立および齲蝕早期
発見による地域内口腔環境保全

通常
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2057 R129030044 近畿 奈良県 柏井産業株式会社 9150001010421
社会の変化による包装需要の急増に高度に対応した自動生産
ラインの構築

通常
株式会社ダイワマネジメン
ト

2058 R129030045 近畿 奈良県 株式会社スカイテックスラボラトリー 6150001019622
新規ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による、歯科技工物製作の非
対面化と高精度・高効率化

通常

2059 R129030048 近畿 奈良県 奈良ＯＡシステム株式会社 4150001013180
ワークスタイルイノベーションの架け橋へ、次世代クラウドサー
ビス『ＮＥＸＳＯＬ』

特別
株式会社ダイワマネジメン
ト

2060 R129030050 近畿 奈良県 杉本合成株式会社 4150001012901
医療分析容器の新成形技術による高品質生産体制の実現お
よび需要の受注獲得計画

通常

2061 R129030052 近畿 奈良県 株式会社Ｓｐｏｒｄ　ｋｉｙｏｉ 7122001023639
一貫生産型新型編機によるクイック生産体制の確立と販路の
拡大

特別
公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

2062 R129030053 近畿 奈良県 株式会社ダイワホーサン 9150001009760 罹患者搬送用隔離装置の開発および生産体制の確立 特別

2063 R129030055 近畿 奈良県 株式会社北岡本店 1150001016054
　新製法「　生×生・低温混和製法　」が可能にする新リキュー
ルの開発および生産

通常
公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

2064 R129030057 近畿 奈良県 藤川鉄工所
高性能ＣＮＣ旋盤の導入による射出成型機部品の増産体制構
築と競争力強化の実現

通常 山本　高久

2065 R129030059 近畿 奈良県 株式会社下谷化工 9150001010586
エンジニアリングプラスチックを用いた脱１００均と高付加価値
商品への転換

通常
株式会社ダイワマネジメン
ト

2066 R129030060 近畿 奈良県 和光化成株式会社 3150001020194
画像処理システム導入に伴う黒点の発見と抑制手段の選定と
新規生産体制構築

通常
株式会社ダイワマネジメン
ト

2067 R129030061 近畿 奈良県 株式会社福井金属工芸 9150001009513
美術金具等「部品選別・パッキング」工程の生産性向上と非対
面による新商品提案

通常 奈良県商工会連合会

2068 R129030063 近畿 奈良県 吉田製材株式会社 6150001009615 不燃木材の社内一貫生産体制確立による事業基盤の強化 通常
公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

2069 R129030065 近畿 奈良県 ライフラインサービス株式会社 6150002006487
日本初「絵本ホテル」で新規事業立ち上げ。空間創造で既存事
業の拡大

通常

2070 R129030068 近畿 奈良県 株式会社三輪山本 4150001009550
手延べそうめんを使って電子レンジで調理可能なかんたん調理
麺の製造ユニット

通常
公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

2071 R129030069 近畿 奈良県 株式会社サンミ 2150001009338 医療機関の病床転換を支援するパーテーション家具の開発 通常

2072 R129030070 近畿 奈良県 株式会社ソシアル 1150001013902
Ｗｉｔｈコロナ時代の新たなワークスタイルに対応した機能性ニッ
トテキスタイル商品の開発

通常
株式会社ダイワマネジメン
ト

2073 R129030071 近畿 奈良県 豊永林業株式會社 3150001016060
１５０万本の木から選べる！！山でのオーダーメイド木材加工
サービス！

通常 奈良県商工会連合会

2074 R129030074 近畿 奈良県 関西梱包株式会社 4150001005665
Ｘ線導入の検査・トレーサビリティ体制で梱包加工における高度
な品質管理を提供

通常
公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

2075 R129030075 近畿 奈良県 株式会社吉川電機製作所 5150001011365
顧客にも従業員にも喜んでもらえるイニシャル費不要の電子基
板実装体制の構築

通常
公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

2076 R129030080 近畿 奈良県 株式会社ツバサファクトリー 7150001017617 小規模なＡＩサービスに向けた低コストクラウドサーバの構築 通常

2077 R129030082 近畿 奈良県 森庄銘木産業株式会社 7150001009820
高性能林業機械にラジコン式木寄せウインチ装着による省力
化の取り組み

通常

2078 R129030083 近畿 奈良県 澤田酒造株式会社 1150001012788
市場の品質志向に応える高付加価値商品の製造を目的とした
製麹工程の内製化

特別
公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

2079 R129030084 近畿 奈良県 株式会社アルファー 1150001005528 特殊印刷による地域密着型事業と新規ビジネスの確立 通常

2080 R129030086 近畿 奈良県 有限会社ならがよい 6013202011618
新時代の情報発信基地としてオンライン配信機能をつけたキッ
チン付き無人書店

特別

2081 R129030089 近畿 奈良県 株式会社魚元わかさ旅館 1150001000280
奈良初、世界遺産を眺めながら優雅なひと時を過ごせる空中
庭園の開発

特別 水上　和之

2082 R129030090 近畿 奈良県 三共電業有限会社 1150002010964
金型と半田付け機の改良により生産性を向上し、新たな販路開
拓を実現する。

特別
公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

2083 R129030092 近畿 奈良県 株式会社ＪＩＴＳＵＧＹＯ 3150001018008 業界初となる「動画と印刷物の複合販促サービス」事業 通常
公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

2084 R129030096 近畿 奈良県 株式会社アビラス 9150001012269 靴下専用糸の糸巻き業務刷新によるサプライチェーン再構築 通常
公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

2085 R130030005 近畿 和歌山県 有限会社ヤマニシ 7170002010247
測量技術の高度化による災害対策および公共インフラ整備へ
の事業拡大計画

特別 株式会社紀陽銀行

2086 R130030006 近畿 和歌山県 有限会社アート工業 5170002000084
最新ブレーキプレス導入による、広告・看板の電照・化粧文字
製作の短期化・複雑形状への対応

通常 鹿島　啓

2087 R130030007 近畿 和歌山県 西和産業株式会社 2170001001763 高強度プラスチックの加工開発による事業展開 通常

2088 R130030009 近畿 和歌山県 株式会社木村機械製作所 4170001012313
立形マシニングセンタの導入による分岐器構成部品製造の高
効率化

特別

2089 R130030010 近畿 和歌山県 株式会社光建設 9170001009602
ＩＣＴ重機による災害復旧の早期化と工事の安心安全を推進す
る事業

通常

2090 R130030012 近畿 和歌山県 株式会社ウメタ 4170001009169
高付加価値事業拡大に向けたパッケージ作業工程の自動化計
画

通常 株式会社紀陽銀行

2091 R130030013 近畿 和歌山県 株式会社小松原 5170001001166
曲げ工程の加工精度向上と加工ストローク拡大による生産性
向上と新規顧客開拓

通常

2092 R130030021 近畿 和歌山県 三木理研工業株式会社 8170001003176
ゲル状潜熱蓄熱材の技術開発による高品質な省エネルギー素
材の量産化および安定供給の実現化

特別 株式会社紀陽銀行

2093 R130030027 近畿 和歌山県 株式会社大和パッケージ 9170001002045
最新打抜き加工機の導入による生産性の向上及び薄紙を使っ
た独自商品開発事業

通常
株式会社Ｎ総合会計コンサ
ルティング

2094 R130030029 近畿 和歌山県 剤盛堂薬品株式会社 2170001001276
「非対面販売（ＥＣ市場）」への本格対応のための製造能力の向
上

通常

2095 R130030032 近畿 和歌山県 株式会社モリカワ 9170001011839
南紀発！灯油拡販からＬＰガス・電力の革新的ワンストップ販
売事業

通常

2096 R130030041 近畿 和歌山県 杏亭
急速冷却冷凍装置の導入による生産性向上と熟成葡萄牛の
全国展開に挑戦

特別 株式会社シャイン総研

2097 R130030047 近畿 和歌山県 日の丸観光バス株式会社 3170001011266 ウィズコロナ時代の持続可能な地域課題解決型移動販売 通常

2098 R130030051 近畿 和歌山県 株式会社アイスティサイエンス 5170001005225
非対面型ビジネスへの転換とオンラインＳＰＥシステムのブラン
ド化

通常

2099 R130030054 近畿 和歌山県 有限会社和歌山マリンサービス 6170002006667
大型船を揚降するための設備（４５ｔクローラークレーン）の導入
計画

通常 海南商工会議所

2100 R130030058 近畿 和歌山県 有限会社ヒカル・オーキッド 3170002007362
受注導線の多様化に対応する為の在庫管理及び受注・出荷シ
ステムの構築

通常

2101 R131030001 中国 鳥取県 オロル株式会社 3270001007452
耐食性向上と鏡面仕上げを実現するマルテンサイト系等特殊Ｓ
ＵＳ鋼に対応した電解研磨技術の開発

特別
株式会社商工組合中央金
庫

2102 R131030002 中国 鳥取県 株式会社本田木工所 3270001003559 大型建具製品の接着工程合理化による売上拡大計画 通常

2103 R131030003 中国 鳥取県 郡家コンクリート工業株式会社 3270001002172
薄肉コンクリートの生産力増強と自社企画商品の開発を通した
新たなコンクリート需要の開拓

通常 株式会社山陰合同銀行
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2104 R131030007 中国 鳥取県 有限会社藤田仏具本店 7270002001310
新たな設備投資による顧客ニーズへの対応と生産性向上の両
立

通常

2105 R131030009 中国 鳥取県 有限会社源内鉄工所 3270002009464 Ｈ形鋼の切断作業刷新による、大型鉄骨の生産体制強化事業 通常

2106 R131030010 中国 鳥取県 株式会社正光 4140001061619
ＲＣＳＳ構法に対応した梁加工ラインの構築による、物流施設
工事の受注拡大

通常

2107 R131030014 中国 鳥取県 平吾歯科クリニック
検査体制のデジタル化、手術効率の向上によって成功率が低
い根管治療の失敗率０を実現

特別

2108 R131030016 中国 鳥取県 ウエニ工業株式会社 8120001075047
業界最高水準の検査体制の確立による生産性の向上とサプラ
イチェーン棄損への対応

特別
株式会社フラッグシップ経
営

2109 R131030018 中国 鳥取県 株式会社ＴＲＥＥＳ　ＦＡＣＴＯＲＹ 2270001007032
台湾水餃子の量産を実現し、ネット販売によるＢｔｏＣへの新規
展開

通常

2110 R132030006 中国 島根県 仁摩電器株式会社 1280001003989
新事業拡大に向けたワイヤーハーネス生産体制のプロセス改
善計画

特別 株式会社山陰合同銀行

2111 R132030008 中国 島根県 王禄酒造有限会社 5280002002805 胴２点貼り式自動タックラベラー導入事業 通常 遠藤　清二

2112 R132030010 中国 島根県 株式会社ＮＩＰＰＯ’Ｓ 9280001000946
需要急増の家庭用ゲーム部品の生産工程自動化・検査技術
高度化の挑戦

特別 株式会社エフアンドエム

2113 R132030014 中国 島根県 有限会社平和木工 5280002010551
ＮＣ５軸制御ルーター導入による広葉樹建材・家具製造技術の
確立

通常
公益財団法人　しまね産業
振興財団

2114 R132030015 中国 島根県 亀谷窯業有限会社 7280002008214
瓦タイルの生産性と精度の向上のための原土処理と成形自動
化

通常
公益財団法人　しまね産業
振興財団

2115 R132030016 中国 島根県 有限会社小川商店 2280002007914
「特定整備指定工場」認定に伴う新サービス提供による販路拡
大

特別 島根県商工会連合会

2116 R132030020 中国 島根県 ウィンテック株式会社 5280001006369
インクジェットプリンターを活用した生産性向上及び新規分野の
受注拡大、生産の平準化の確立

特別 島根県商工会連合会

2117 R132030024 中国 島根県 株式会社河村食材 6280001003794
宅配需要向けしじみレトルト味噌汁のＰＢ商品開発に向けた生
産ライン自動化による効率化

通常
公益財団法人　しまね産業
振興財団

2118 R132030030 中国 島根県 有限会社伊藤建設 7280002011705 ドローンの導入による、インフラの点検及び診断の受注 通常

2119 R132030031 中国 島根県 株式会社丸共 3280002011683
二軸破砕機による建設系廃プラスチック処理の効率化と埋立
処分抑制

通常 長谷川　浩之

2120 R133030008 中国 岡山県 株式会社サンショク 5260001018234
地域特産野菜を使用した「調理済み野菜総菜」の安定供給体
制の構築

通常

2121 R133030011 中国 岡山県 アサゴエ工業株式会社 5260001000233
混合マテリアル成分管理による国産鋳造品生産確保と競争力
強化

通常
公益財団法人岡山県産業
振興財団

2122 R133030012 中国 岡山県 有限会社ベストニクス 8260002029871 調色技術の見える化で女性が活躍する生産体制を構築する 通常 津山信用金庫

2123 R133030013 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 “熟練の技術を活かす”大型製品受注拡大とテレワーク導入 通常
公益財団法人岡山県産業
振興財団

2124 R133030016 中国 岡山県 トリニティー株式会社 8260001033908
高度洗浄技術のさらなる高付加価値化がもたらす、受注案件
数増加計画

通常 玉島信用金庫

2125 R133030017 中国 岡山県 株式会社小野開発 9260001023684
湿式分級機による、高強度コンクリート向け細骨材の分級精度
向上

通常
株式会社商工組合中央金
庫

2126 R133030019 中国 岡山県 株式会社ヒカリ工商 8260001005535
海外製機械対応の油圧ホース及び国内３大メーカーの全対応
によりホース交換の短納期化を図る。

特別

2127 R133030022 中国 岡山県 高橋産業株式会社 9260001025276
地域に寄り添う鉄骨ユニットハウス量産体制構築へ向けた設備
導入

通常 岡山県商工会連合会

2128 R133030023 中国 岡山県 有限会社松下鉄工所 7260002021193 業界初のバリ取り治具を用いたバリ取りと作業工程の自動化 通常

2129 R133030025 中国 岡山県 株式会社神田建設 1260001027164 ＩＣＴ施工で三密回避と生産性向上 通常

2130 R133030026 中国 岡山県 株式会社並松商会 2260001014302
分解作業の高効率化による受入体制拡充と循環型社会への
貢献

通常

2131 R133030028 中国 岡山県 内海工業株式会社 7260001014198 高品質化・稼働率向上による生産量増と作業環境の改善事業 特別

2132 R133030030 中国 岡山県 株式会社アドバン 4260001019514
スクールシャツ生産におけるウィズコロナの取組みで競争力向
上

特別 津山商工会議所

2133 R133030034 中国 岡山県 松正工機株式会社 7260001014776
ステンレス製品の酸洗工程を内製化し受注工事の工期大幅短
縮、作業効率化を実現

通常

2134 R133030036 中国 岡山県 中国精油株式会社 1260001004262
新アプローチによるシリコーンオイル中の低分子環状シロキサ
ン除去

通常

2135 R133030037 中国 岡山県 有限会社平松工業 5260002022400 築炉工事への新工法導入により、生産性向上及び３密対策 特別 玉島信用金庫

2136 R133030039 中国 岡山県 株式会社ラピート 9260001007019
高精度ＮＣ旋盤加工複合機の導入による生産性向上と、新商
品開発

通常 岡山県商工会連合会

2137 R133030044 中国 岡山県 南海技研工業株式会社 1260001004857
穴明け・仕上げ工程の効率化・内製化による短納期・安定供給
の実現

通常 おかやま信用金庫

2138 R133030045 中国 岡山県 株式会社アラカワフーズ 8260001018743
設備更新で生産性を向上し、Ｂ２Ｃ参入でコロナ後の経営安定
化を図る

特別 株式会社中国銀行

2139 R133030047 中国 岡山県 彩起歯科
高精度な義歯や補綴物制作の内製化による訪問診療サービス
向上事業

特別

2140 R133030048 中国 岡山県 みのる産業株式会社 5260001007261
地域農業の要望に応えるためのスピーディな農業機械開発体
制の構築

通常

2141 R133030051 中国 岡山県 コーエー電機株式会社 8260001002301
市場規模の拡大に応じた生産性強化により、コロナ禍からのＶ
字回復事業

特別
株式会社アルマ経営研究
所

2142 R133030052 中国 岡山県 株式会社ＨＡＮＧ　ＬＯＯＳＥ 3260001016330
デニム生地等の抗菌抗ウイルス加工用薬品の調達困難に対
応する生産性向上

通常
岡山県経営コンサルタント
事業協同組合

2143 R133030066 中国 岡山県 同前鉄工株式会社 9260002015755 角パイプ・大外径・複数曲げ等の内製化による新規受注の獲得 特別
株式会社アルマ経営研究
所

2144 R133030068 中国 岡山県 株式会社トラスト工業 9260002007091
最新の複合ＣＮＣ旋盤の導入により加工精度の向上、生産能
力の増強及び、短納期化

通常 おかやま信用金庫

2145 R133030072 中国 岡山県 株式会社山下建具店 6260001026970 新たなケミカル素材加工への挑戦 通常

2146 R133030076 中国 岡山県 あおぞら農園
都市郊外における定番野菜の非対面販売・自主流通による農
事業化

特別
株式会社アルマ経営研究
所

2147 R133030077 中国 岡山県 株式会社インテックス 5260001000514
廃プラスチックをリサイクルし施設農業用フラフ燃料を生産・販
売する新たな市場開拓の実施

特別

2148 R133030079 中国 岡山県 山鋼プランテック株式会社 7260001017127 ⼤型重量物製造を効率的に⾏うためのクレーン⼯程の⾰新 通常 株式会社広島銀行

2149 R133030089 中国 岡山県 株式会社三晃精機 5260001019777
最新クローラクレーン活用による、搬入・据付工程の効率化及
び密対策

通常 株式会社中国銀行

2150 R133030091 中国 岡山県 いけがみ歯科クリニック
ＣＴ導入による歯科治療の高度化と患者の健康向上支援によ
る差別化

特別
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2151 R133030097 中国 岡山県 株式会社Ｙ・Ｔ 8260001017539
ＣＮＣパイプ切断装置の導入で革新的一貫生産体制の確立に
よる競争力強化

通常

2152 R133030101 中国 岡山県 ネッツ・ソリューション株式会社 8260001004909 革新的新事業【検査システムの構築】による生産性向上 通常

2153 R133030102 中国 岡山県 株式会社せのお水産 9260001033527
瀬戸内のど真ん中から全国へ、幻のノリを使用した新商品開発
事業

特別 玉島信用金庫

2154 R133030109 中国 岡山県 ＫＢＫエンジニアリング株式会社 1260001016976 新規設備導入による工程短縮と安全性の向上 通常

2155 R133030110 中国 岡山県 株式会社三謳 4260001022971 林地残材のチップ化によるバイオマス発電燃料への転換 通常 津山信用金庫

2156 R133030112 中国 岡山県 コルトラーダ 炭酸ガス浸漬法を用いた日本テロワールワイン製造法の確立 特別 岡山県商工会連合会

2157 R133030115 中国 岡山県 株式会社岡萬 4260001027665 品質向上と生産性向上を実現する設備導入による商品力強化 特別 玉野商工会議所

2158 R133030117 中国 岡山県 合同会社佐藤プランニング 8260003001276
３Ｄレーザースキャナ「３ＤＷａｌｋｅｒ」導入による森林（樹木）計測
事業参入と事業多角化

特別
公益財団法人岡山県産業
振興財団

2159 R133030121 中国 岡山県 長和建設工業株式会社 8260001004388 モノレール導入による災害関連工事の工期短縮とコスト削減 特別 岡山県商工会連合会

2160 R133030122 中国 岡山県 早瀬工業株式会社 2260001020143 紐巻装置による生産能力向上と新事業の展開 特別 株式会社鳥取銀行

2161 R133030123 中国 岡山県 有限会社西口ベンダー工業 4260002007419
オリジナル製品の開発及び自社製作・検査体制の確立と自社
技術ブランド化

通常

2162 R133030124 中国 岡山県 株式会社中国住宅工業 9260001008082
廃コンクリート再生資源化事業（廃コンクリートを使用した再生
破砕の製造・販売事業）

通常

2163 R133030132 中国 岡山県 株式会社徳山電機製作所 9260001004734
大型・高機能なＪＥＭ規格配電盤の受注・製造に進出し、２０２４
年には売上２０億円を目指す。

通常 株式会社トマト銀行

2164 R133030133 中国 岡山県 片山産業株式会社 2260001001829
世界で勝ち抜く日本酒・味噌を支える高精白原料米の生産性
向上

特別

2165 R133030137 中国 岡山県 株式会社濵﨑鉄工 7260001032737
最新鋭ＣＮＣ旋盤（ターニングセンタ）導入による小ロット対応競
争力強化

通常 おかやま信用金庫

2166 R134030001 中国 広島県 株式会社ワタナベミュージックラボ 5240001039901
レッスン生、ピアノ講師のニーズに対応する為、システム導入し
生産性向上を図る

通常 株式会社もみじ銀行

2167 R134030004 中国 広島県 平田登記測量・設計事務所
先端の測量機等の導入により測量体制を革新し、生産性向上
と顧客ニーズの高いサービスの提供開始

通常 中村　清悟

2168 R134030005 中国 広島県 野村乳業株式会社 2240001036546
ＥＣ販売用に小容量化したスティック形状の乳酸菌発酵食品の
開発事業化

通常 株式会社広島銀行

2169 R134030007 中国 広島県 松葉畳店
最新加工機による特殊畳の生産体制構築と生産性向上におけ
る新規顧客の獲得

通常 広島県商工会連合会

2170 R134030009 中国 広島県 わだ歯科クリニック
新型コロナウイルス感染予防対策に特化した非接触型歯科治
療の推進

通常
公益財団法人ひろしま産業
振興機構

2171 R134030010 中国 広島県 株式会社川廣 3250001011828
デュアルＸ線検査装置導入による食品スーパー向けＰＢ商品の
開発及び販売

特別 谷口　修

2172 R134030011 中国 広島県 イ－ビジョン有限会社 9240002052346
新規顧客層への展開、商圏拡大するための８Ｋ制作環境の構
築

特別

2173 R134030015 中国 広島県 有限会社奥原工業所 1240002039862
大型ＣＮＣ旋盤導入による生産プロセス革新で強みを強化し持
続的発展を実現

通常 中村　清悟

2174 R134030016 中国 広島県 協栄工業有限会社 7240002046746 手作業の自動化による３４％向上と女性活躍の職場実現 通常 府中商工会議所

2175 R134030017 中国 広島県 株式会社林の餅 5240001046096 日本の食文化を継承するための包餡技術の高効率化計画 特別 シェアビジョン株式会社

2176 R134030018 中国 広島県 林工業株式会社 2240001036554
特殊車両などの大型部品溶接への最新式スポット溶接自動装
置導入による生産性向上

特別

2177 R134030019 中国 広島県 広島包装設計有限会社 2240002028278
セット用木箱の新たな製作方法の導入による高品質・高効率生
産体制の確立

通常

2178 R134030020 中国 広島県 たけまる歯科医院
３Ｄ歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ装置導入の院内ラボ強化による補綴
物のワン・デイ治療実現による業務革新

特別 株式会社中国銀行

2179 R134030021 中国 広島県 株式会社三木工作 7240001055500
ニーズに対応した設備導入により生産性と品質向上を可能に
する取組

通常 広島県商工会連合会

2180 R134030024 中国 広島県 有限会社ヤスダオート 4240002052821
車検整備の完全自社対応による顧客満足度の向上と法人顧
客の囲い込み

通常 広島県商工会連合会

2181 R134030025 中国 広島県 有限会社府中メツキ工業所 1240002046958
全自動装飾クロムメッキラインの導入による顧客ニーズ充足と
労働環境改善

特別 府中商工会議所

2182 R134030026 中国 広島県 有限会社能美工作所 9240002035788
最新型ワイヤ放電加工機導入による精密加工と生産性向上へ
の取り組み

通常

2183 R134030032 中国 広島県 株式会社キョウエイ 2240001030417
最新の設備導入による円筒長尺資材加工における高精度加工
の実現と生産性向上による顧客需要への対応

通常
公益財団法人ひろしま産業
振興機構

2184 R134030033 中国 広島県 株式会社マテック 6240001011025
生産性を高めた廃棄物削減システムを有するプラスチック加工
生産ラインの確率

特別

2185 R134030035 中国 広島県 株式会社荒谷商会 1240001029113
海外向け中古部品市場の縮小に備えてマルチ解体機を導入す
る。

特別

2186 R134030040 中国 広島県 株式会社ヤマテツＲｉｓｉｎｇ 6240001054981 さく井機械と建機導入による水道施設工事の普及拡大計画 通常

2187 R134030043 中国 広島県 株式会社オカダ 5240001038746 最新開先機の導入による各種形鋼の一貫生産体制構築 特別

2188 R134030044 中国 広島県 株式会社フジイ 5240001023582
生産量や品質向上のボトルネック工程を革新し、生産性向上や
効率アップを実現

通常 中村　清悟

2189 R134030045 中国 広島県 株式会社フィット 7240001028803
３次元ＮＣルーターの導入による複雑形状家具部品の一括成
型

特別

2190 R134030050 中国 広島県 有限会社ハラダ工作所 5240002052754
複雑加工要求への対応力強化とサイクルタイムの短縮及び生
産量の拡大計画

特別

2191 R134030052 中国 広島県 有限会社柿迫鈑金 1240002046727
トラック架装製作におけるボトルネックの解消と関連分野への
進出

通常

2192 R134030057 中国 広島県 新松浦産業株式会社 9240001038172
大径リング加工工程の改善と小径加工実施体制の構築による
新規市場参入

特別

2193 R134030059 中国 広島県 峰商事合同会社 7240003001493 スーパーマーケット業界への冷凍惣菜食品供給体制の確立 特別 広島県商工会連合会

2194 R134030061 中国 広島県 株式会社和田工舎 5240001026718
高付加価値の特殊看板を内製化し競争力強化と非対面ビジネ
スモデル導入で販路開拓

特別 広島商工会議所

2195 R134030064 中国 広島県 波多野電機株式会社 4240001008948 嵌め込み構造への工法転換等で生産性を向上させる事業 特別 松下　隆信

2196 R134030066 中国 広島県 株式会社大東計器製作所 9240001031169
精密自動旋盤導入による取付部が複雑な構造の圧力計の製
造体制の構築

通常

2197 R134030068 中国 広島県 株式会社日浦造園土木 3240001023312 ＩＣＴ活用による過疎地域土木工事現場の生産性向上 特別 広島県商工会連合会
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2198 R134030069 中国 広島県 株式会社後藤製作所 2240001034228
新分野の開拓とその後の安定受注実現のためのマザーマシン
生産方式の導入

特別 税理士法人あじさい会計

2199 R134030073 中国 広島県 奥本技研工業株式会社 2240001041323 複合加工機導入による生産性向上で成長市場の取引拡大 特別 中村　清悟

2200 R134030074 中国 広島県 株式会社ビクトリー 3240001034706
「こだわり」に応える、生産性・価値向上のための布張り工程刷
新計画

通常 税理士法人あじさい会計

2201 R134030075 中国 広島県 石井畳店
最新框縫機導入による薄畳の生産性向上と納期短縮・コスト削
減および内装工事一式受注の構築

通常 福山商工会議所

2202 R134030076 中国 広島県 株式会社フォーツール 3122001025465 形彫放電加工機の導入による鍛造用金型製造の高効率化 特別

2203 R134030077 中国 広島県 松岡工業有限会社 5240002046905
一貫生産体制の強化による新規市場参入と生産体制増強を実
現する事業

通常

2204 R134030083 中国 広島県 株式会社占部工作所 6240001047820
新型コロナウイルス感染対策リモートＣＡＭシステム導入による
納期短縮、製品の増産、低コスト化

通常 株式会社広島銀行

2205 R134030085 中国 広島県 ｍ．ｍｉｌｌｉｎｇ
最新設備導入により精密旋盤加工部品の獲得による事業拡大
計画

通常

2206 R134030090 中国 広島県 バサラクト株式会社 9240001054384
飲食店向けＤＸ化支援システムの開発と非対面でのサービス
提供の推進

通常 株式会社シャイン総研

2207 R134030091 中国 広島県 共同油機株式会社 5240001033615
新規設備導入により社内一貫生産の強化と主要部品の国内回
帰

特別

2208 R134030092 中国 広島県 有限会社天間鉄工所 2240002031190
切断工程強化による一貫生産体制の強化と新規分野への挑
戦

通常

2209 R134030095 中国 広島県 有限会社東邦断熱 7240002051052 プラズマ自動切断システム導入によるダクト製造の生産性向上 特別 広島県商工会連合会

2210 R134030096 中国 広島県 有限会社アートスペースヒラノ 6240002000241 新素材ＣＬＴ材を使った施設用家具の試作開発・生産性の向上 通常 尾関　亮

2211 R134030097 中国 広島県 株式会社ワッツ 9240001032613
３Ｄ物理モデルを用いたアパレル企画製造販売一貫支援新
サービスの構築

特別 株式会社広島銀行

2212 R134030098 中国 広島県 荒木歯科医院
当院スローガン「より早くより快適な優しい治療」を実現する予
防治療の改革

通常

2213 R134030099 中国 広島県 はしもと歯科 米国式根管治療法の導入と感染症感染リスクゼロへの挑戦 特別

2214 R134030102 中国 広島県 ブリュッケ
モチモチだが歯切れのよい超高加水パンの量産化による収益
力向上

通常
公益財団法人広島市産業
振興センター

2215 R134030103 中国 広島県 豊平建設株式会社 9240001024016
当社栽培技術を活かした新商品開発のための液体急速冷凍
機導入計画

通常 広島県商工会連合会

2216 R134030104 中国 広島県 佐田犬猫病院
中国地方最高レベルのがん対応力に基づく、ペットのがんの早
期発見・処置体制の構築

通常

2217 R134030105 中国 広島県 つむぎ動物病院
「当院の高い技術力×最新設備」による院内完結型のペットの
がんに対する革新的アプローチの実現

通常

2218 R134030110 中国 広島県 ハートフル歯科
コロナ影響下での安心安全を伴った歯周病の治療と、歯科教
育との融合サービス

通常

2219 R134030111 中国 広島県 株式会社呉匠 5240002034703
特殊形状部品、高い面品質部品の加工工程・加工時間の短縮
と生産性向上

特別

2220 R134030113 中国 広島県 株式会社ワタオカ 7240001026724
３次元デジタル制御目切りマシン導入による世界初の革新的ヤ
スリの商品化

特別
公益財団法人くれ産業振興
センター

2221 R134030114 中国 広島県 株式会社ティエロー 2240001031381
６面フライス加工品自動測定機導入による測定業務受託と測
定コスト低減

通常

2222 R134030116 中国 広島県 藤鉄工業株式会社 4240001031958
大型プレス導入による複雑精密プレス金型等の生産性向上と
競争力強化

特別

2223 R134030119 中国 広島県 株式会社ニシナ屋珈琲 8240001008358
本州初の国産珈琲の栽培から販売までの一貫生産販売体制
の構築

通常 中尾　友和

2224 R134030121 中国 広島県 株式会社神石高原 5240001042789 えごま油の内製化による『アマニ油』の需要獲得事業 特別 広島県商工会連合会

2225 R134030122 中国 広島県 ミネオカ測量設計株式会社 4240001038607
ＢＩＭ／ＣＩＭ技術に対応した高精度測量と非対面サービスの推
進

特別

2226 R134030125 中国 広島県 Ａｘｉｓ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｌａｂｏ 患者様第一主義の歯科技工物づくり 通常

2227 R134030126 中国 広島県 株式会社池田鉄工所 5240001029828
高精度門型ＭＣ導入による複雑多品種少量大型部品の生産性
向上

特別

2228 R134030127 中国 広島県 上プラント産業株式会社 6240001025644
切断工程の刷新と販路開拓のための新型プラズマ切断機の導
入

通常

2229 R134030129 中国 広島県 山陽食品株式会社 2240001003744
高性能調理機器による生産プロセスの改善および新商品の開
発

通常

2230 R134030130 中国 広島県 有限会社中国金型 1240002029228
高生産性技術を融合させた部品加工における生産効率の大幅
な向上

特別 広島県商工会連合会

2231 R134030133 中国 広島県 株式会社マークスラッシュ 5240001019168
昇華転写印刷＆ラバープリント印刷工程の改善によるマーク加
工の受注拡大

通常

2232 R134030134 中国 広島県 株式会社広島メタルワーク 7240001009638
医療機器及び半導体分野の小型部品の精密板金加工工程の
実現と量産化事業

特別 株式会社　Gサポート

2233 R134030135 中国 広島県 株式会社セイキ 1240001005337 最新式設備導入により畳の可能性と生産性の向上 通常

2234 R134030138 中国 広島県 有限会社備後金型工業 7240002046044
高精度平面研削盤の導入による生産性向上の実現と新技術
獲得

通常

2235 R134030139 中国 広島県 ＨＯＷＡ製作所 大型高精度ＭＣ導入による超短納期化の実現と生産体制強化 特別

2236 R134030141 中国 広島県 大津建設株式会社 5240001024606
ＩＣＴ建機の活用による土工工事の内製化と工期短縮で取り組
む販路開拓

通常 広島県商工会連合会

2237 R134030142 中国 広島県 株式会社ＰＬＡＹ　ＷＯＲＫＳ 6240001050709
ＩＣＴを活用してコロナ時代のカジュアルウェディングサービス完
全サポート

通常
株式会社フィールドマネジメ
ント

2238 R134030143 中国 広島県 株式会社日本ハイヒート 2140001012268
社内一貫生産強化による配管サポートの生産性向上と事業拡
大計画

特別

2239 R134030146 中国 広島県 河本石材店
寺院と連携した総合墓地管理サービス展開のための石工品製
造業と石工工事業（建設業・職別工事業）の融合化

特別 広島県商工会連合会

2240 R134030151 中国 広島県 株式会社明光堂 6240001036641 最新縦型射出成形機導入による生産性及びコスト競争力ＵＰ 特別
広島県中小企業団体中央
会

2241 R134030152 中国 広島県 株式会社ゴウダ 9240001042182
スマホを活用した正確な作業指示と仕掛・製品在庫の即時管
理の徹底

通常 広島県商工会連合会

2242 R134030153 中国 広島県 株式会社アスカコーポレーション 8240001042126
広島県初となる動物の高度なガン診療に特化した専門病院の
設立

通常

2243 R135030004 中国 山口県 清和工業株式会社 1250001009551 高精度高能率製缶溶接品の生産システムの構築 通常

2244 R135030005 中国 山口県 株式会社グルメロード 8250001009784
ハム・ソーセージ製造技術を活かしたレトルト商品開発による新
規顧客開拓

特別 谷口　修
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2245 R135030014 中国 山口県 有限会社ササナガボディー 2250002009153
ＡＳＶ（先進安全自動車）用整備技術の革新と生産性向上、作
業負担の軽減

通常

2246 R135030015 中国 山口県 斉藤段ボール株式会社 5250001001975
最先端自動製箱機導入による建材用大型段ボール加工技術
の高度化

特別

2247 R135030019 中国 山口県 株式会社技研産業 6250002012335
レ－ザ－加工機導入による半導体製造装置ケ－ス製造事業へ
の進出

通常

2248 R135030025 中国 山口県 株式会社ヤマカタプラスチック 4250001010671 高機能高付加価値樹脂製品のワンストップ供給体制の構築 通常

2249 R135030026 中国 山口県 ヤシロ歯科クリニック
マイクロスコープ導入による超精密な根管治療と飛沫対策の実
現

通常 株式会社フロウシンク

2250 R135030035 中国 山口県 山口道路興業株式会社 2250001002324
自動運転車に対応可能な区画線設置工事の実施体制構築事
業

通常 溝田　修司

2251 R135030036 中国 山口県 株式会社三崎 8250001002277
顧客要求に対応可能となる短納期・高精度木材加工技術の構
築による高付加価値化事業

通常 溝田　修司

2252 R135030038 中国 山口県 株式会社ＫＡＳＡＨＡＲＡ　ＨＯＮＥＹ 1250001016746
工程の機械化による生産性向上と新たな包装形態で新市場を
開拓する

特別 株式会社西京銀行

2253 R135030039 中国 山口県 西京の森どうぶつ病院株式会社 4250001017493
１．５次診療を担う動物病院を目指した超音波診断装置と免疫
反応測定装置の導入

特別

2254 R135030041 中国 山口県 株式会社ふく衛門 2250001007562
ｗｉｔｈコロナ時代に対応した「サカナＤＩＹ」宅配商品の開発とＤ２
Ｃ販売

特別 谷口　修

2255 R135030043 中国 山口県 株式会社はつもみぢ 3250001009178
四季醸造を活かしたテロワール地酒の安定供給による国内外
への販路開拓事業

特別

2256 R135030048 中国 山口県 高橋鉄工株式会社 5250001008995
円柱形状品の製造能力向上及びデータ駆動型生産システムの
確立

通常 株式会社山口銀行

2257 R135030051 中国 山口県 有限会社たましげ 7250002006550 高加工度部品の製造効率化による製作工程の生産性向上 通常 山口県商工会連合会

2258 R135030052 中国 山口県 明治屋製菓　菓子処めいじや
山口県産品を活用した看板商品「かくれんぼ」の高付加価値化
事業

通常

2259 R135030060 中国 山口県 小野田ビニール工業株式会社 6250001003780
特殊大型アルミラミネート袋（ガゼット形式）の大型自動製袋装
置の導入による

通常

2260 R135030063 中国 山口県 株式会社アン・シャーリー 9250001007705 キッチンスタジオを活用した「コト消費」ビジネスへの展開 通常 株式会社西京銀行

2261 R136030003 四国 徳島県 株式会社ワイ・ジー・ケー 9140001085844
高スペック３Ｄプリンター導入による治具の改良と商品開発の
短期化

通常 兵庫県商工会連合会

2262 R136030004 四国 徳島県 節川手袋有限会社 3480002014096
高機能５本指ソックスのさらなる高付加価値化とマスク増産体
制の構築

特別

2263 R136030005 四国 徳島県 株式会社マツシタ店装 7480001002255
大型造作家具の生産プロセスを改善し空間デザインの一貫受
注体制の強化をはかる

通常 株式会社四国銀行

2264 R136030009 四国 徳島県 高越建設株式会社 5480001004476
３Ｄ施工モデルの活用による建設ＤＸの実現と革新的な生産性
の向上

通常

2265 R136030010 四国 徳島県 有限会社長尾鉄工 7480002004119
最新ベンダー機導入によるサプライチェーン強靭化及び高品質
な製缶品の安定供給

通常 株式会社四国銀行

2266 R136030012 四国 徳島県 阿波半田手のべ株式会社 7480001007262
毀損されたサプライチェーン再構築のための海外展開への挑
戦

通常 徳島県商工会連合会

2267 R136030013 四国 徳島県 徳島木材工業株式会社 5480001007553
国産乾燥原板の供給体制増強による、地域森林経営の健全化
への貢献

特別 株式会社四国銀行

2268 R136030017 四国 徳島県 四国化工機株式会社 6480001005283
圧倒的な業界シェアを有する食品機械メーカーの核となる検査
測定技術力の革新的向上計画

特別

2269 R136030025 四国 徳島県 株式会社アクト 1480001004439
汚濁排水処理用凝集剤「水夢」の量産体制確立および作業環
境改善

通常 株式会社阿波銀行

2270 R136030026 四国 徳島県 長尾精密加工 専用治具製作で付加価値の高い薄物板加工の拡大を目指す 特別 阿南信用金庫

2271 R136030029 四国 徳島県 徳島カム株式会社 3480001001401
カム生産の第一工程整備による本工程の効率化、生産性と売
上高の向上

通常

2272 R136030034 四国 徳島県 株式会社プレイス 5480001009541 外壁端材を活用した環境型出隅製品の生産ライン構築事業 通常

2273 R136030038 四国 徳島県 株式会社矢野商店 5480001002364
産業用ドローンを利活用した橋梁・建築物の高精度な点検・調
査開発

特別 長井　寿郎

2274 R136030041 四国 徳島県 大久保産業株式会社 9480001000348
画像寸法のデジタル化の推進を梃子に顧客取引の深耕に繋げ
る収益向上計画

通常

2275 R137030003 四国 香川県 株式会社三好建設 3470001010213
３Ｄ測器・ドローン等を活用したＩＣＴ工事・インフラ点検診断体制
の構築

通常

2276 R137030004 四国 香川県 株式会社ＴＳＣ 8470001005712
ドローンレーザー測量の自社導入と拡販による四国全体の測
量高度化

特別

2277 R137030005 四国 香川県 合同会社内海精工所 9470003000264
ロボットによる無人化で量産体制を構築と省人化による新分野
進出

通常 香川県商工会連合会

2278 R137030008 四国 香川県 有限会社井上鉄工所 2470002014651 サプライチェーンの集約に対応するため生産効率向上を図る。 通常

2279 R137030010 四国 香川県 有限会社野村板金 2470002005361
住宅・商業施設屋根の老朽化及び防災ニーズに対応する建築
用板金の生産性向上計画

通常 株式会社香川銀行

2280 R137030017 四国 香川県 株式会社富商 2470001010296
食材宅配業者への対応力強化により、コロナからのＶ字回復事
業

特別 株式会社百十四銀行

2281 R137030018 四国 香川県 三好松月堂 生産能力の強化による新商品「青のり大福」の量産化 特別 株式会社百十四銀行

2282 R137030019 四国 香川県 三木鋼業株式会社 5470001003909
金属スクラップ類の圧縮・切断加工処理機である「オールマイ
ティシャー」の導入による大幅な生産性の向上と海外販路への
展開

通常 株式会社香川銀行

2283 R137030020 四国 香川県 有限会社東山鐵工所 7470002005605
製造ＰＧの情報共通化を図ることで納期短縮を達成し、さらに
最新機の導入による精度向上を目指す

特別

2284 R137030022 四国 香川県 株式会社大東精工 9122001008563
全自動高精度洗浄機導入による省力省人化事業と新製品の
販路拡大事業の結実

通常

2285 R137030023 四国 香川県 有限会社小豆島 5470002018947
選別機導入による処理能力強化とソーシャルディスタンスの確
保

通常
株式会社アルマ経営研究
所

2286 R137030026 四国 香川県 浪越自動車有限会社 1470002013019
先進安全自動車（ＡＳＶ車）の効率的かつ標準的な整備体制構
築のための設備導入

通常 株式会社伊予銀行

2287 R137030028 四国 香川県 サイテックアイ株式会社 7470001006629
公共データベースに対応した非対面による革新的健康経営支
援サービス

特別

2288 R137030030 四国 香川県 有限会社松原製本所 1470002006385
大型版自動折機を導入し、製本加工の生産性向上と販路拡大
を図る

特別 榎並　忠樹

2289 R137030035 四国 香川県 株式会社ＶＭＫ 1470001014975
食肉加工の機械化による生産性の向上及び冷凍装置導入に
よる製品品質の向上

通常

2290 R137030036 四国 香川県 株式会社えびす石材土木 3470001000081
最新型分級機の導入による生産性向上と庵治石業界全体の
活性化計画（分級機・水によりコンクリート骨材となる石砂と汚
泥を分ける

通常
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2291 R137030044 四国 香川県 伏見樹脂株式会社 3470001008100
パウチ供給自動化ロボット導入による「スパウト付パウチ容器」
の新たな生産方式導入

特別

2292 R138030004 四国 愛媛県 株式会社米北測量設計事務所 7500001012549
最新の３次元計測機器導入による生産性向上と新規顧客の開
拓

特別

2293 R138030006 四国 愛媛県 有限会社イツワ工業 2500002009409 タレットパンチプレス機導入による製造効率向上計画 特別

2294 R138030008 四国 愛媛県 株式会社宮嶋水産 7500001016161 商品ロスの低減と商品転換による新規顧客層の開拓 特別
株式会社西条産業情報支
援センター

2295 R138030009 四国 愛媛県 株式会社プロシーズ 5500001004985
廃棄用中山栗の有効利用（レトルト食品）による売上拡大と地
域の活性化

通常 愛媛県商工会連合会

2296 R138030010 四国 愛媛県 株式会社アイ・アイ・エー 6500001000182
最先端検査機器の導入で、「メガネをかけても見えにくい」を解
消し、「見え方の質が高い」メガネを提供する。

通常

2297 R138030011 四国 愛媛県 有限会社西川鉄筋 2500002022320
鉄筋業における５軸自動曲装置の導入と内製化による生産性
の向上

特別 川之江信用金庫

2298 R138030014 四国 愛媛県 株式会社ブルーレモンファーム 4500001013228
「岩城レモン」初の周年販売体制を構築し、安心安全な国産レ
モンの流通シェアを拡大する

通常 株式会社愛媛銀行

2299 R138030017 四国 愛媛県 有限会社トーカイ食品 5500002004654
取引先に影響を受けないビジネスモデルを構築するための愛
媛の食材を活かしたレトルト商品の開発

通常

2300 R138030022 四国 愛媛県 有限会社谷本歯研 9500002004337
愛媛県初導入のＣＡＤ／ＣＡＭシステムを用いた全国的非対面
型の歯科技工マーケットへの転換

通常

2301 R138030025 四国 愛媛県 株式会社水上塗装 2500001010334
社会インフラである橋梁の長寿命化に貢献する塗装工事の高
品質と低コスト化の実現

特別 株式会社愛媛銀行

2302 R138030029 四国 愛媛県 株式会社大屋 8500001009032 新システム導入による非接触・非対面販売の推進 通常

2303 R138030030 四国 愛媛県 株式会社デイドリーム 4500001017815
肉の鮮度と食感を保持する急速冷凍機導入でサプライチェーン
毀損を解消

通常 森田　正雄

2304 R138030032 四国 愛媛県 株式会社ＰＥＮＴＡ　ＦＡＲＭ 6500001016848
地域資源を活用した革新的な新商品開発と設備導入による生
産性向上

特別

2305 R138030034 四国 愛媛県 有限会社愛車工房 1500002009608
先進自動車の安全確保・修理費用の適正化・売上と生産性の
向上を実現するデジタル活用型修理への完全移行

通常 株式会社四国銀行

2306 R138030035 四国 愛媛県 眞鍋造機株式会社 3500001012321
３Ｄ－ＣＡＤ活用による設計業務の生産性向上ならびに製造現
場のデジタル化

通常

2307 R138030036 四国 愛媛県 有限会社ルート工業 8500002010278
スプリング技術を活用したボーリングマシン導入による生産性
向上

特別

2308 R138030038 四国 愛媛県 有限会社村上鉄工所 6500002022135
長尺旋盤加工における生産方式の刷新による、高精度長尺
シャフトなどの受注拡大事業

特別 シェアビジョン株式会社

2309 R138030039 四国 愛媛県 大森産業株式会社 5500001007823
パストライザー設備導入による生産処理能力向上に伴う増産
及び販路拡大

通常

2310 R138030041 四国 愛媛県 丹下建設工業株式会社 6500001009307
「西条市ほ場整備事業」の確実な実行を可能にする当地域初
のＩＣＴ施工システム（３Ｄ）導入体制の構築

通常

2311 R138030046 四国 愛媛県 株式会社白石工業 8500001009016
国土強靭化に資する革新的な農地測量プロセスと施工生産性
の強化

特別

2312 R138030052 四国 愛媛県 朝日建設株式会社 6500001000348
新市場開拓・売上増大・多能工化・働き方改革等による収益改
善計画

特別

2313 R138030053 四国 愛媛県 株式会社しまなみライトハウス 1500001022529
ＡＩ＋ドローンによる点検・検査業務の統合オンラインサービス
提供

特別

2314 R138030055 四国 愛媛県 有限会社カーバーハウス 5500002001940
最新塗装技術の内製化による利益向上と短納期化による差別
化

特別

2315 R138030057 四国 愛媛県 株式会社武久海産 2500001018055
新型レトルト用殺菌機導入による商品ラインナップの拡大と収
益増加

特別

2316 R138030060 四国 愛媛県 株式会社ユニオン技研 4500001004268
高速３Ｄレーザースキャナー導入による作業効率と働き方改革
による生産性の向上

特別

2317 R138030061 四国 愛媛県 株式会社星加のゆべし 8500001009115
伝統のゆべしと洋菓子、それぞれの新製品開発による売上増
大計画

通常 株式会社愛媛銀行

2318 R138030062 四国 愛媛県 中央建設株式会社 6500001007723
「ＩＣＴ機械による施工」・３次元レーザースキャナー導入による
作業効率の向上

通常

2319 R138030064 四国 愛媛県 有限会社かわたき 9500002021555
最新型自動シートカッター付き断裁機導入による不織布断裁加
工の生産性向上と品質の安定化

通常 川之江信用金庫

2320 R138030065 四国 愛媛県 有限会社長瀬商店 8500002022959 顧客管理システムのクラウド化と自動検針・集中監視の導入 通常

2321 R138030068 四国 愛媛県 有限会社ホリエ 4500002006081
追従装置付き高精度ベンダー導入による新規事業参入と労働
環境の改善

特別

2322 R138030074 四国 愛媛県 株式会社三福ホールディングス 4500001007527
スポーツジムの非対面型ビジネスモデルのＩＴ化による生産性
革命

特別

2323 R139030001 四国 高知県 間島歯科医院
最新ＣＴ診断装置導入によるウイズコロナに対応した安全な治
療環境の構築

通常

2324 R139030003 四国 高知県 八千萬ず
受注増加に伴った製造力強化とＨＡＣＣＰ取得に向けた製造ラ
インの構築

通常 高知商工会議所

2325 R139030008 四国 高知県 別役誠治商店
生鮮生姜包装の効率化における生産性向上とトレーサビリティ
の実施

通常 高知県商工会連合会

2326 R139030009 四国 高知県 有限会社澤工作所 7490002012153
高精度短時間加工による内製化の実現と産業機械の安定供
給

特別 高知県商工会連合会

2327 R139030011 四国 高知県 株式会社三洋測量設計 1490001003539
最新式ドローンによる安全かつ密に対応した革新的な森林測
量事業

特別

2328 R139030012 四国 高知県 株式会社飯田鉄工 6490001000102
最新ショットブラスト機を導入し、災害時の急激な受注増加に対
応できる生産体制を構築する

特別 高知商工会議所

2329 R139030013 四国 高知県 株式会社近澤製紙所 5490001005390 パッドタイプ紙おむつの安定生産体制の構築 通常 高知県商工会連合会

2330 R139030014 四国 高知県 株式会社小松啓作商会 5490001006827
オーダーメイド型専用機の導入による生産体制の強化並びに
競争力の強化

特別 高知県商工会連合会

2331 R139030015 四国 高知県 株式会社益製作所 6490001006289
造船・航空機産業等、新分野参入のためのクレーン等設備導
入事業

通常 株式会社高知銀行

2332 R139030019 四国 高知県 株式会社カマハラ鋳鋼所 7490001008953
四国初の連続ミキサ導入による工程改善及び陸上用製品の販
路拡大

特別 高知商工会議所

2333 R139030021 四国 高知県 有限会社関西フレーム製作所 1490002012530
生産性向上により、工事用看板製造部門を強化し売上拡大を
図るための設備投資

特別 高知県商工会連合会

2334 R139030022 四国 高知県 カワクボＦＡＣＴＯＲＹ株式会社 5490001006364 完全密閉の袋詰め少量冷凍しらすの商品開発 通常 高知県商工会連合会

2335 R139030025 四国 高知県 ＭＩＹＡＭＯＴＯ　ＤＥＮＴＡＬ　ＦＡＣＴＯＲＹ ＣＡＤ／ＣＡＭ冠製造のための設備導入 特別 高知県商工会連合会

2336 R139030028 四国 高知県 株式会社モンプレジール 5490001007908
新商品開発のための製造設備導入による販路開拓と生産数の
拡大

通常 高知商工会議所

2337 R139030029 四国 高知県 有限会社海昇 8490002007177
地元鮮魚を活用した最新型急速冷凍機によるコロナ時代の新
商品開発

特別 高知商工会議所
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2338 R139030030 四国 高知県 ひまわり乳業株式会社 7490001006643
脱プラ、コロナ時代対応、最新充填機による小型商品ライン再
構築

特別 高知県商工会連合会

2339 R139030034 四国 高知県 株式会社高知丸高 3490001000674
ＩＣＴ浚渫工（河川）に特化したＩＣＴ泥上掘削機と施工管理システ
ムの開発

特別
高知県中小企業団体中央
会

2340 R139030036 四国 高知県 有限会社Ｗｉｔｈ 6490002008152 食品ロス削減のためのデータ共有パッケージの構築 特別 高知商工会議所

2341 R139030037 四国 高知県 三惠株式会社 4490001000938
最新高精度多面加工システム導入による金属部品加工の生産
性向上と労働環境改善の達成

通常

2342 R139030039 四国 高知県 芸東ブロック工業企業組合 7490005005740
コンクリート製品の供給体制強化による防災対策公共工事へ
の貢献

通常

2343 R139030042 四国 高知県 有限会社西村謄写堂 6490002003970
和紙・トレーシングペーパーの印刷加工に特化した円滑な生産
体制の構築

特別 高知商工会議所

2344 R139030045 四国 高知県 有限会社クリスプロジェクト 9490002009833
既存の患者満足度向上と在宅訪問業への新規開拓。そして働
き方改革。

通常 高知県商工会連合会

2345 R139030046 四国 高知県 ひだか和紙有限会社 5490002009580
世界初！文化財修復機関が待望む新商品「粘着成分付き典具
帖紙」の開発

特別 高知県商工会連合会

2346 R139030049 四国 高知県 有限会社浜吉ヤ 3490002009830
コンビオーブン導入による水産加工品の焼き加工工程の生産
性向上

通常 高知県商工会連合会

2347 R140030003 九州 福岡県 株式会社のこのしま自然農園 6290001034013 離島能古島の特産品を使った商品のあらたな販売方法の構築 通常 株式会社親和銀行

2348 R140030006 九州 福岡県 株式会社アラキテック 7290001052600
新型ＣＮＣ旋盤導入によるオペレーター技術伝承の容易化及び
稼働率向上

通常

2349 R140030008 九州 福岡県 有限会社サンライズミート 2290002004943
受注から在庫管理までの生産プロセスのＩＴ化による生産性向
上で売上拡大・働き方改革を実現

特別

2350 R140030011 九州 福岡県 株式会社石橋鉄工所 4290001068211
ＣＮＣ円筒研削盤導入による研磨技術の確立及び製品の一貫
生産

特別

2351 R140030013 九州 福岡県 おがたファミリー歯科
デジタル新技術導入による顧客ニーズへの対応強化と生産性
向上、感染リスクの軽減

通常 中村　清悟

2352 R140030014 九州 福岡県 株式会社大坪工作所 2290001069186 三次元測定機導入による金型製作の短納期化、低コスト化 特別

2353 R140030015 九州 福岡県 株式会社幸栄物産 7290002000392
自動計量機導入によるカールタイプ・小間切れの冷凍食肉の
量産化

通常

2354 R140030018 九州 福岡県 株式会社日輪鐵機興業 4290001038478
２次加工の手待ちを防ぐレーザ加工方法の刷新による生産性
向上計画

特別 シェアビジョン株式会社

2355 R140030024 九州 福岡県 高野木工株式会社 3290001047323 天然木無垢材パーツ製作の効率化 通常

2356 R140030034 九州 福岡県 有限会社ヘルシーワールド 2250002008915 茶の品質の見える化による販売への活用と商品の信頼性向上 通常 株式会社富士経営

2357 R140030036 九州 福岡県 株式会社カマチ鉄工 5290001049805 ＣＮＣホブ盤導入による軸製品の最終製品供給体制の構築 通常

2358 R140030040 九州 福岡県 株式会社マルクニ工業 4290001054483
樹脂厚物化粧材を施した防水性、安全性に優れた大型建具の
開発

通常 大川信用金庫

2359 R140030043 九州 福岡県 青木食産株式会社 8290001005920
自動化設備導入による省力化および多様なニーズへの対応力
強化

特別 株式会社フロウシンク

2360 R140030045 九州 福岡県 ますだ歯科クリニック
設備導入による顧客ニーズに対応した革新的歯科サービス体
制構築と院内生産性向上

通常 中村　清悟

2361 R140030046 九州 福岡県 株式会社宇佐餅 8290801013478
お餅の店舗販売からＥＣへの集中及び包あん機導入による生
産性向上での売上・利益拡大

特別

2362 R140030047 九州 福岡県 株式会社有薗製作所 3290801009019
クラウドシステム開発と３Ｄプリンター導入による非対面型体幹
装具製作環境の整備

特別

2363 R140030052 九州 福岡県 株式会社オチョ 9290801023402
小規模飲食店の新たな販売方式を持続可能にする新提供体
制の確立

通常 北九州商工会議所

2364 R140030055 九州 福岡県 株式会社樋口製袋 2290002039948
地球環境問題・新規取引先の九州進出に貢献する革新的な生
産革命計画

特別 株式会社筑邦銀行

2365 R140030058 九州 福岡県 有限会社弥栄木型製作所 8290802015597
環境保全・収益基盤強化に貢献する革新的な生産体制構築計
画

特別 福岡ひびき信用金庫

2366 R140030059 九州 福岡県 株式会社堤建設 9290001047367
創業期の技術の復活！海外市場開拓に向けた円筒木製型枠
の開発

通常

2367 R140030060 九州 福岡県 有限会社共栄建設 1290002054452
強みと音響測探機に３Ｄマシンガイダンスを融合させた「ハイブ
リッド４Ｄ施工」の確立

特別

2368 R140030067 九州 福岡県 株式会社フリーザーシステム 2290001046004
防水性能、断熱性能を高めるための大型断熱パネルの開発・
販売

通常 飯塚商工会議所

2369 R140030071 九州 福岡県 東洋産業株式会社 2290801010332
革新的特許技術に基づく地盤改良工法へのＩＣＴ導入による高
効率化と市場競争力の強化

特別 福岡ひびき信用金庫

2370 R140030073 九州 福岡県 有限会社清柳食産 6290002053482
ブランド牛の切り落とし肉活用した高品質ロングライフカレー缶
詰の開発

通常

2371 R140030074 九州 福岡県 株式会社北九技研 3290802017334
ワイヤ加工工程の改善による、ニッチな高精度量産案件への
挑戦

特別 株式会社フロウシンク

2372 R140030079 九州 福岡県 柳川冷凍食品株式会社 5290001053303
柳川産冷凍パスタをアジアへ輸出拡大するための量産体制の
構築

通常 柳川商工会議所

2373 R140030087 九州 福岡県 平川製作所
精密金型製作技術を元にした最新型彫放電加工機導入による
品質・生産性向上による事業拡大

特別

2374 R140030092 九州 福岡県 株式会社共和機工 2290001038208
大型カーテンボックスの生産性向上及び完全内製化による差
別化要因の強化

特別

2375 R140030095 九州 福岡県 株式会社野口印刷所 2290001054659
印刷物製造の内製化とリモート環境の構築を掛け合わせた生
産性向上事業

特別

2376 R140030097 九州 福岡県 柿原畳内装工事株式会社 5290001044005
多様化する畳ニーズ・高精度化への対応力強化と生産能力拡
大

通常 株式会社フロウシンク

2377 R140030098 九州 福岡県 くらたに矯正歯科
歯科矯正におけるデジタル化対応による治療効率化と患者満
足度向上

通常 株式会社フロウシンク

2378 R140030099 九州 福岡県 株式会社小堀製作所 9290001069881
ファイバーレーザー溶接システム導入によるアルミ製庇の高品
質化および量産化

通常

2379 R140030102 九州 福岡県 八女林産協同組合 4290005008733
独自乾燥方法によるＪＡＳ製材品による木のまちづくりへの貢
献と温暖化対策への貢献

通常 株式会社筑邦銀行

2380 R140030104 九州 福岡県 カレーの店　いーとん
自店の味を再現したレトルトカレー・冷蔵カレー製造と販路の拡
大

特別 北九州商工会議所

2381 R140030106 九州 福岡県 株式会社シギヤマ家具工業 9290001052912
高周波フラッシュ接着機導入による特注家具の生産性と品質
向上計画

通常 筑後商工会議所

2382 R140030107 九州 福岡県 歯科　なりかわ重敏クリニック
先進的治療法の導入による高度歯周病治療の提供と、非対面
型予防歯科体制の確立

通常 藤原　和重

2383 R140030109 九州 福岡県 株式会社エムテック 8290001048481 コロナ禍におけるタイヤ金型の生産性向上 特別

2384 R140030110 九州 福岡県 有限会社境木工 6290002054217
箱物家具から脚物家具まで自社製造してトータルコーディネー
トする１００年企業の変革

特別
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2385 R140030111 九州 福岡県 株式会社ＳＹＮＣ 5290801019503 幅の広いレディ・メイドキッチンの製品化による新規顧客獲得 通常 福岡県商工会連合会

2386 R140030113 九州 福岡県 もろい歯科
口腔内情報のデジタル化と歯科技工内製化による革新的歯科
治療の確立

通常 株式会社フロウシンク

2387 R140030115 九州 福岡県 株式会社エム・ＳＩＧＮＤ 2290001075060
コロナ禍のサプライチェーン毀損対策とアクリル加工新事業の
展開

通常

2388 R140030117 九州 福岡県 株式会社黒木工業所 9290801009905 金属、セラミック等の焼結法の量産に向けた技術開発 通常

2389 R140030118 九州 福岡県 久山植木株式会社 1290001000036
業界初！ＲＦＩＤシステム導入による顧客満足度の向上と業務
効率化

特別 福岡県商工会連合会

2390 R140030119 九州 福岡県 有限会社和光製作所 9290002037111
立型マシニングセンタ導入に伴うラインの入れ替えによる稼働
率向上

通常

2391 R140030120 九州 福岡県 株式会社林フォージング 3290801014290
高性能搬出装置の導入による生産性向上と短納期対応の強
化

通常 株式会社フロウシンク

2392 R140030124 九州 福岡県 Ｆ株式会社 7290001068951 高級食パン専門店プロデュース冷凍生地販売「家のパン」 特別
株式会社アルマ経営研究
所

2393 R140030128 九州 福岡県 株式会社サンエム精工 8290801014146
高機能フライス盤導入による既存製品の品質・納期改善と新た
な機械製作への取組み

特別 株式会社フロウシンク

2394 R140030129 九州 福岡県 フローレスタ
ＮＣ対応の工作機械により熟練が不要な製作工程及び製作時
間短縮

通常 西田　吉博

2395 R140030130 九州 福岡県 広和メタル株式会社 5290001066635
カーテンウォール大型案件の受注拡大を目的とした切断工程
の改善の取組み

通常 株式会社フロウシンク

2396 R140030131 九州 福岡県 株式会社梅崎工業 9290001052648 「ｗｉｔｈ　コロナ」を見据えた護岸工事施工法の抜本的改革 特別

2397 R140030133 九州 福岡県 寿司・割烹たつき
「新しい生活様式」による仕出し（オードブル）の需要変化を見
据えた個包装販売強化

特別

2398 R140030134 九州 福岡県 有限会社ＩＣＩデンタルオフィス 2290002043339
デジタル技工ー貫体制の更なる高みを目指す、在宅ワークと
オートメーション体制の構築！

通常

2399 R140030136 九州 福岡県 小松酒類販売株式会社 4290801014488
コロナによる披露宴の規模縮小に対応する新婚礼用品の生産
及びテレワークの導入

特別

2400 R140030137 九州 福岡県 株式会社岩本製作所 8290801016274
生産効率の向上と熟練工に依存しない生産体制構築による売
上拡大を実現する

通常

2401 R140030138 九州 福岡県 株式会社Ｒ．Ｓ．Ｃヤマカ 5290001061660
顧客の生産性向上に貢献する、独自開発の刃物の生産体制
改善

特別 福岡県商工会連合会

2402 R140030140 九州 福岡県 土俵工房株式会社 7290001086598
ネットショップ及び外販商品強化に伴う液体製法袋充填包装機
の導入

特別 福岡県商工会連合会

2403 R140030142 九州 福岡県 株式会社筒丸 4290001025484
コインランドリー用洗濯機・乾燥機向け液晶フィルムの生産技
術の確立

通常

2404 R140030144 九州 福岡県 株式会社江の浦本舗 1290001086100
コロナ禍による製造不安を払拭する海苔商品の製造技術の確
立

特別 大川信用金庫

2405 R140030145 九州 福岡県 坂口歯科・矯正歯科
口腔内計測のデジタル化を行い、治療期間の短縮とコロナ感
染リスクを減らす

特別 株式会社フロウシンク

2406 R140030146 九州 福岡県 株式会社オドサーベイ 9290001088989
測量士・調査士技術を活かした革新的ドローン測量サービスへ
の展開

特別

2407 R140030147 九州 福岡県 株式会社フォーバンド 8290801012892
最新ワイヤー加工機導入による生産管理体制の強化と生産性
向上

通常 株式会社フロウシンク

2408 R140030149 九州 福岡県 福岡ベンダー株式会社 6290001038542
コロナ禍における建設資材安定供給のための内製化と生産性
向上の取組み

特別 株式会社フロウシンク

2409 R140030150 九州 福岡県 松本機工製作所
高性能ＮＣ旋盤導入による加工精度の向上と加工技術の高度
化

特別 株式会社フロウシンク

2410 R140030151 九州 福岡県 魚久精肉総本店
ＪＦＳ－Ｇ規格を導入し、食肉加工を進化させ生産性向上に取り
組む食肉加工業

通常 久留米商工会議所

2411 R140030154 九州 福岡県 株式会社ＫＡＴＡＣＨＩ 9290001072373
レセプト連動！歯科医院専門マーケティング支援システムの開
発

特別 株式会社横浜銀行

2412 R140030156 九州 福岡県 株式会社ふなこし 2290001036756
クリーニングの無人ロッカーシステムを活用した２４時間非対面
型サービス

特別

2413 R140030157 九州 福岡県 株式会社上塩精工 5290801014090
ハイブリッド車及び５Ｇ向け精密金型の生産体制強化及び高精
度加工技術の確立計画

通常 荒井　裕貴

2414 R140030158 九州 福岡県 株式会社Ｆａｍｉｌｉａ 5290801017911
ドローンによる太陽光パネルの革新的非対面ワンストップ点検
修理事業

特別

2415 R140030159 九州 福岡県 ドライアイス商事有限会社 3290002046662
ドライアイス切断作業の改善による働き方改革実現と収益性の
向上

通常

2416 R140030161 九州 福岡県 水巻鉄工株式会社 9290801011167
新型コロナウィルスに対応した物流用ＡＧＶ向け精密部品加工
の精度・生産能力増強の取り組み

特別

2417 R140030163 九州 福岡県 マルヤ精工株式会社 1290801020398 コロナにも対応するロボットを活用した無人化ラインの構築 通常

2418 R140030165 九州 福岡県 株式会社ＯＮ－ＣＬＩＮＩＣ 5290001083093
日本獣医療界において極めて革新的である関節鏡視下超低侵
襲手術の実現

通常

2419 R140030166 九州 福岡県 信和工業株式会社 5290001033627
３軸ＣＮＣキー溝フライス盤導入によるキー溝加工の高度化と
量産化体制構築の取組み

特別

2420 R140030170 九州 福岡県 上村工産株式会社 4290001038164
高精度ワイヤ放電加工機導入による羽根車の加工精度向上
及び短納期生産体制確立

通常

2421 R140030172 九州 福岡県 株式会社ユキテツ 2290801020331
コロナ禍製造業の感染リスク低減に繋がるロボット部品供給体
制強化事業

通常

2422 R140030174 九州 福岡県 大伴畳店
同業者廃業に伴う事業承継のための、畳製造能力強化への取
り組み

特別

2423 R140030175 九州 福岡県 有限会社日高印刷所 9290802017576
業界初の帳票印刷に特化した受注連動型自動無人印刷への
挑戦！！

通常

2424 R140030176 九州 福岡県 株式会社ヒタヤ 8290001044159
３Ｄレーザースキャナーによる建設現場の生産性向上とコロナ
対策テレワーク実現

通常 株式会社フロウシンク

2425 R140030178 九州 福岡県 ベ☆リペア ＡＳＶ（先進安全自動車）の車検対応による新規顧客獲得 特別 株式会社フロウシンク

2426 R140030183 九州 福岡県 フラッシュ加工アイ
芯材切断工程の標準化による多能工化の促進と生産性の向
上

通常 佐賀県商工会連合会

2427 R140030184 九州 福岡県 株式会社萬平浪漫 5290801016839
フードプリンタを活用した高付加価値商品の製造販売と生産性
向上への取組

通常 福岡県商工会連合会

2428 R140030185 九州 福岡県 有限会社池田商会 1290802024778
介護事業・飲食事業をターゲットとした洗濯代行サービスの開
始

通常 福岡県商工会連合会

2429 R140030186 九州 福岡県 有限会社寿家具大川製作所 3290002053270 様式美と創造性の融合！「沖縄モダン仏壇」の開発 特別

2430 R140030187 九州 福岡県 カーリレーション藤村 車検検査ラインの導入による効率化・売上増加と雇用の促進 通常

2431 R140030188 九州 福岡県 ＷＥＳＴＳＫＹ株式会社 8290001087604 患者さまが安心して服薬できる一包化薬の提供事業 通常
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2432 R140030190 九州 福岡県 株式会社サンモト 1290801001687
ＩＴシステムの連携による商品毎卸流通スコアリング情報の提供
事業

通常 北九州商工会議所

2433 R140030191 九州 福岡県 みずほ歯科クリニック
接触機会の低減と滅菌システムの完備による、感染症リスクを
克服した歯科治療の提供

特別

2434 R140030192 九州 福岡県 株式会社ファボリ 5290801008662 アプリプラットフォームを使いやすいものにし増収増益を目指す 通常

2435 R140030193 九州 福岡県 株式会社伊藤工業 5290801014058
新型コロナ対策換気設備用エビ管ダクトの加工精度・生産性向
上の取り組み

特別

2436 R140030194 九州 福岡県 菊池歯科医院
歯科用ＣＴ導入による高難度治療のワンストップサービスの確
立

特別 株式会社フロウシンク

2437 R140030195 九州 福岡県 有限会社松山タイヤ商会 9290802010077
ロードサービスカー導入による新たなタイヤメンテナンスサービ
スの展開

特別 株式会社福岡中央銀行

2438 R140030197 九州 福岡県 ますだ歯科 ”実況生中継”型歯科診療体制の構築 特別 古賀　一之

2439 R140030199 九州 福岡県 ダン工業有限会社 1290002042465
設備導入とウレタン断熱工事の技術力を活かした防水工事へ
の参入

特別 福岡県商工会連合会

2440 R140030200 九州 福岡県 株式会社キイチロウ 2290001078113
特殊製法を活用した乾物の新商品開発と新たな販売方式の展
開

特別 株式会社フロウシンク

2441 R140030201 九州 福岡県 ＰＦテック株式会社 4290801022895
需給ひっ迫する新型コロナ対策空間除菌機部品の高効率生産
体制の構築

特別

2442 R140030204 九州 福岡県 古賀デンタルフォレスト
個室での先進医療提供による感染症リスクを排除した治療の
実現

特別 株式会社フロウシンク

2443 R140030205 九州 福岡県 有限会社ユアーズ 1290002043240
業界初の高精度３Ｄスキャンを導入し非接触型および内製化に
よる生産性向上と競争力強化

通常

2444 R140030206 九州 福岡県 アップフィールド 「地元産品を活用したジェラート」の開発及び新規顧客の開拓 特別 福岡県商工会連合会

2445 R140030207 九州 福岡県 早雲商事有限会社 5290802024205
高速古紙梱包機導入による生産性の向上と事業系ごみ収集運
搬業参入による事業拡大計画

通常

2446 R140030208 九州 福岡県 ウィズコーヒー
独自の焙煎手法を活かした自家焙煎スペシャルティコーヒー豆
の卸売・小売事業の展開

通常 福岡県商工会連合会

2447 R140030210 九州 福岡県 計測検査株式会社 6290801009932
カメラの高画素化による、画像処理の簡素化と画像診断ＡＩ技
術の更なる進化

通常

2448 R140030212 九州 福岡県 株式会社甲斐田組 3290001054443
土木工事におけるＩＣＴ装置導入による生産性向上と新型コロナ
ウイルス感染対策の実現

特別 株式会社フロウシンク

2449 R140030213 九州 福岡県 有限会社セイブ歯研 9290002040882
口腔内スキャナーのデジタルデータから高精度デンチャー製作
で受注増

特別

2450 R140030214 九州 福岡県 株式会社挑 9290801016942
レーザー彫刻機の導入によるゴム印製造内製化と災害供給体
制の強化

特別 田川商工会議所

2451 R140030216 九州 福岡県 株式会社Ｍ＆Ｃ 5290002043039
業界初のインキ自動調合システム導入による環境に配慮したＰ
ＯＰシール事業の展開

通常

2452 R140030217 九州 福岡県 有限会社直方工業エンジニアリング 1290802020521 緊急時にも対応した変電設備の安定供給の体制作り 特別

2453 R140030218 九州 福岡県 有限会社フタバヤスポーツ 3290002055696
印刷機器導入による作業効率の向上とオンライン販売システム
の導入

通常 大牟田柳川信用金庫

2454 R140030220 九州 福岡県 オルト
インターネット販売強化に向けた、デザインから可能なカーアク
セサリの制作販売

特別

2455 R140030221 九州 福岡県 博多プライベート歯科
業界を牽引する歯科医院が行うQOL向上のシミュレーション
サービスの提供

通常 和喜田　勤

2456 R140030222 九州 福岡県 ＡＳＴＥＬ
最新の赤外線カメラ搭載ドローンによる外壁調査の実施とサー
ビス品質の向上

通常

2457 R140030223 九州 福岡県 株式会社イーストロング 4290001037496 地元福津産の食材をふんだんに使用した食品製造販売の開始 通常 福岡県商工会連合会

2458 R140030224 九州 福岡県 酒見木工
介護施設向け、自然に３密対策ができる、癒し空間演出家具製
造事業

通常

2459 R140030226 九州 福岡県 毛利製作所
通信関連機械部品需要増に対応した３次元微細加工の加工精
度向上と生産能力増強の取り組み

通常

2460 R140030227 九州 福岡県 ニチデンワーク株式会社 4290801013052
製作工程の見直しと製造設備導入における高品質・低価格・短
納期の実現

通常

2461 R140030240 九州 福岡県 永松工業株式会社 5290001049862
当社開発の高機能オゾン排水処理機で、「アフターコロナを見
据えた海苔事業者のニューノーマル」の創出！！

特別

2462 R140030249 九州 福岡県 株式会社ファインテック 9290001053175 電子部品切断用刃物の量産事業立ち上げ 通常

2463 R140030250 九州 福岡県 アールエスフォト
ＩＰリモート接続通信機材導入によるオンライン配信サービス体
制の構築

通常

2464 R140030251 九州 福岡県 株式会社三笠木工 2290001043018 労働力を平準化し働き方改革に対応した生産システムの確立 通常 福岡県商工会連合会

2465 R140030259 九州 福岡県 株式会社木村食品 7290001036487
業務用キムチの販路拡大にむけたカットサイズバリエーション
の展開と市販用商品の生産性向上

特別 福岡県商工会連合会

2466 R140030265 九州 福岡県 神野建設株式会社 1290801011868
ＩＣＴ測量機器及びドローンの導入による港湾土木における測量
工程の生産性向上

通常

2467 R140030269 九州 福岡県 熊添工業株式会社 5290001078300 鉄筋の加工工程の自動化で効率性・生産性向上の構築 通常 福岡県商工会連合会

2468 R140030270 九州 福岡県 株式会社旭木材産業 1290001055113
短納期と天然乾燥技術を活かした工程改善による生産性向上
計画

通常 福岡県商工会連合会

2469 R140030272 九州 福岡県 株式会社立花産業 4290801009018
最新型ＮＣ鉄筋自動曲げ機の導入による鉄筋加工の生産性向
上事業

通常

2470 R140030274 九州 福岡県 門司港レトロビール株式会社 3290801003707
新規缶ビール充填機導入による生産性向上と新規顧客層の展
開と商圏拡大

特別
公益財団法人北九州産業
学術推進機構

2471 R140030276 九州 福岡県 株式会社ウエキ産業 6290001052642 国産杉を使った通信販売用の組立式家具の開発 通常

2472 R140030278 九州 福岡県 株式会社モロインテリア 6290001053277
当社の強みとＮＣルーターを融合させた社会貢献用家具製作
（幼児用、高齢者用など）の確立

通常 福岡県商工会連合会

2473 R140030282 九州 福岡県 パティスリーアンサンブル 愛犬の画像がプリントされた愛犬用フランス菓子の商品開発 通常 福岡県商工会連合会

2474 R140030284 九州 福岡県 株式会社希精機 1290801020035
インフラ向け超大型コンクリート型枠３次元測定検査体制の構
築

特別

2475 R140030285 九州 福岡県 占部大観堂製薬株式会社 7290801014064
ハードカプセル製品の内製化による、収益向上と納期短縮に伴
う信頼性向上

特別 直方商工会議所

2476 R140030286 九州 福岡県 株式会社ＭＩＲＡＩ 4290801018308
自動車整備フランチャイズ加盟店へのサポート体制再構築によ
る生産性向上

特別

2477 R140030287 九州 福岡県 株式会社クアンド 2290801023565
建設現場における遠隔コミュニケーションツール「ＳｙｎＱ　Ｒｅｍ
ｏｔｅ」の開発

通常 北九州商工会議所

2478 R140030289 九州 福岡県 やま志 蕎麦の通信販売事業を通じた非対面ビジネスモデルの構築 通常 中村　晃
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2479 R140030292 九州 福岡県 有限会社昭和ポリ 2290002026847
特殊素材ポリ袋のセミオーダー事業を実現する自動製袋機の
導入

特別 中村　晃

2480 R140030293 九州 福岡県 株式会社Ｚｏ企画 5290001074638
港湾調査における革新的非破壊探査機導入に伴うテレワーク
体制構築

特別

2481 R140030300 九州 福岡県 株式会社岡野 3290001017937
１２３年続く技術力で世界へ！博多織新商品開発のための機
械装置導入

通常

2482 R141030003 九州 佐賀県 ＥＢＩ江口魚株式会社 2300001011708
高品質の「揚げたて冷凍エビフライ」商品開発と製造体制構築
事業

通常 佐賀県商工会連合会

2483 R141030005 九州 佐賀県 株式会社水処理技術センター 5300001003256
測定時間短縮とデータの高度化に寄与する最新ＢＯＤ測定シス
テムの導入

通常 佐賀県商工会連合会

2484 R141030007 九州 佐賀県 有限会社林田鉄工所 9300002010867 Ｈ形鋼開先加工機導入による生産性向上と製品の精度向上 通常 佐賀県商工会連合会

2485 R141030008 九州 佐賀県 三研工業株式会社 9300001003657 ユニットワーカー導入による工程集約と作業の標準化 特別

2486 R141030010 九州 佐賀県 有限会社嬉野板金 3300002006144
金属製屋根・板金の加工・施工の生産向上のための折曲げ機
導入

通常 佐賀県商工会連合会

2487 R141030011 九州 佐賀県 有限会社アサヒ・アグリ佐賀 2300002004248
地元三瀬産もち米を使用した餅和菓子の品質向上と量産化体
制構築

通常 佐賀県商工会連合会

2488 R141030016 九州 佐賀県 株式会社中野建設 8300001000564 建設品質と生産性向上を図るマシンガイダンスシステムの導入 特別 佐賀商工会議所

2489 R141030017 九州 佐賀県 株式会社トスプラ 5300001006250
新たな設備導入による作業効率・生産性向上ならびに新規顧
客の開拓

特別

2490 R141030018 九州 佐賀県 株式会社佐賀クリーン環境 4300001003744
高性能破砕機導入による環境ビジネス競争力の強化とＳＤＧｓ
への貢献

特別

2491 R141030019 九州 佐賀県 株式会社大義建設 8300001003336
特急的な災害復旧工事の確立と感染症対策の新たな施工体
制の実現

特別

2492 R141030022 九州 佐賀県 有限会社松永木工所 6300002011034
木製建具製造技術の早期承継および短納期化・ロス削減・高
品質化を図るためのドア加工機の導入

通常 佐賀県商工会連合会

2493 R141030024 九州 佐賀県 有限会社内野金網店 6300002010168 豚舎用ウーブンワイヤーの多様化に対応する製造体制の確立 通常

2494 R141030036 九州 佐賀県 有限会社唐津マリン・スポーツクラブ 5300002010672
コロナ対策としての新製品製造販売及びＷｅｂ講習用スタジオ
設置

通常 唐津商工会議所

2495 R141030038 九州 佐賀県 株式会社みや魚 5300001008759
非対面型ビジネスモデルへの転換の為のスイーツ製造販売体
制の強化

通常 佐賀県商工会連合会

2496 R141030039 九州 佐賀県 株式会社シーズ・ライブ 8300001004367
インタラクティブデジタルショーケース導入による新業態対応、
空間・ブランド事業

特別 佐賀県商工会連合会

2497 R141030040 九州 佐賀県 ひろ歯科クリニック
小児患者の負担を軽減する新技術を活用した歯列矯正の革新
的サービス

通常 株式会社フロウシンク

2498 R141030044 九州 佐賀県 光栄菊酒造株式会社 4150001013858
製品化工程の革新による「フレッシュマネジメント」経営への挑
戦

通常

2499 R141030045 九州 佐賀県 三栄興産株式会社 3300001007597 海外専用・ティーバッグタイプの麦茶・健康茶の開発・販売 通常 佐賀県商工会連合会

2500 R141030048 九州 佐賀県 株式会社中川自動車 3300001004041
新型フレーム修正機導入による鈑金加工内製化とサービス供
給強化

通常 佐賀商工会議所

2501 R141030050 九州 佐賀県 甍産業株式会社 3300002007654
職人の働き方改革によって稼働率を高めて賃金アップと環境負
荷軽減を実現

通常

2502 R142030002 九州 長崎県 新洋船舶工業株式会社 6310001000813
鋼加工機導入による精密加工・組立技術を生かした水処理機
器製造事業参入

特別 長崎商工会議所

2503 R142030006 九州 長崎県 有限会社狩野製麵 7310002018523
生産能力増強による乾麺個包装工程受託事業のトップシェア
確立

通常 長崎県商工会連合会

2504 R142030010 九州 長崎県 株式会社栗山造船鉄工 3310001016176
ＣＮＣ旋盤導入による新製品の開発、製造の効率化と技術の継
承

通常 松村　秀史

2505 R142030011 九州 長崎県 鈴田峠農園有限会社 2310002017323 農産物直売所が経営する独自生地のベーカリーレストラン 通常

2506 R142030013 九州 長崎県 株式会社田中ボデー工業 9310001009769
自動車整備工場への洗車場開設による地域初新業態展開事
業

通常 長崎県商工会連合会

2507 R142030017 九州 長崎県 株式会社ライムイシモト 6310001008212
高性能折曲機による利益率改善・技術の安定化を図る生産性
向上策

特別 諫早商工会議所

2508 R142030022 九州 長崎県 有限会社野口住宅 4310002017511 重機導入により、土地探し、山林伐採から行うログハウス建築 通常

2509 R142030023 九州 長崎県 有限会社トラストワン 9310002000561
切断工程の機械化による魚艙の自動開閉式ハッチ蓋等の受注
拡大

特別 税理士法人Dream24

2510 R142030030 九州 長崎県 太田和自動車整備工場 高機能なヘッドライトテスター導入による生産性向上事業 通常 長崎県商工会連合会

2511 R142030033 九州 長崎県 緒里商店 高密度陸上養殖システムを用いた諫早産うなぎ復活事業 特別

2512 R142030034 九州 長崎県 株式会社田上自動車 5310001013543
脱ＶＯＣ！人と環境にやさしい水性塗料による塗装の導入と板
金塗装内製化で売上アップ

通常

2513 R142030035 九州 長崎県 株式会社島原アニマルケアセンター 2310001013884
長崎県初の大学病院水準の診断・治療技術の駆使による地域
医療と地域経済の活性化事業

特別

2514 R142030040 九州 長崎県 扇町歯科医院
光学印象・ＣＡＤ／ＣＡＭを用いた、非接触・Ｏｎｅ　ｄａｙトリートメ
ントによる新規顧客創出

通常

2515 R142030042 九州 長崎県 株式会社昭和堂 4310001008016
立体造形・多様材料素材印刷・加工による差別化と非対面型リ
モート営業体制構築の取り組み

特別

2516 R142030043 九州 長崎県 有限会社須藤産業 2310002010435 プラズマ切断工程の刷新による生産性向上と競争力強化 通常

2517 R142030058 九州 長崎県 有限会社古場一男材木店 9310002009974
【業界初】コロナ禍で創業する企業を支援！立看板の新サービ
ス開発

特別 インクグロウ株式会社

2518 R142030059 九州 長崎県 オートガレージ　ユーロマイスター
自動ブレーキ検知機器等の点検整備機器設置とネットでの受
注事業

特別

2519 R142030065 九州 長崎県 株式会社クリエイト 1310001009974
フルオーダー対応と生産能力向上による新たな成長戦略の確
立

特別

2520 R142030070 九州 長崎県 株式会社カーショップフクダ 6310002009498
新たな生活様式に対応したワンストップ型自動車整備センター
開設

通常 中村　晃

2521 R142030071 九州 長崎県 株式会社橘高 5310001005284
資材販売の新たな提供方式の導入と業務のＩＴ化による生産性
向上

特別 佐世保商工会議所

2522 R143030002 九州 熊本県 玉名製材株式会社 8330001018018 曲がり挽きの自動化による材料費の削減と歩留まりの向上 特別
熊本県中小企業団体中央
会

2523 R143030006 九州 熊本県 株式会社キタムラフーズ 3330001005219
コロナ禍で増加する宅配需要に応えるＷＥＢ受注システムの構
築

通常

2524 R143030007 九州 熊本県 くるみ歯科
歯科治療と子供の姿勢改善方針を定量化させた新治療体制の
構築

特別 アイアンドアイ株式会社

2525 R143030014 九州 熊本県 株式会社ヒサノ 5330001003922
横便箋システム開発による受注、調整、配車、請求業務プロセ
スの変革及びコロナウイルスの感染リスク低減

通常
ＳＱコンサルティング株式会
社
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2526 R143030015 九州 熊本県 株式会社緒方木工建具店 3330001014566
接着工程の合理化による建具製作の高品質・高効率生産体制
の確立

通常

2527 R143030017 九州 熊本県 天草ショウエイ株式会社 4330001016735 高効率で高品質な魚油の抽出による付加価値向上計画 通常 牛深商工会議所

2528 R143030022 九州 熊本県 株式会社三勢 5330001005670
電解水とウルトラファインバブル水を活用した新たなビルメンテ
ナンスサービスの展開

特別

2529 R143030023 九州 熊本県 株式会社ナビック 5010601019672
加湿装置及び布ラベル検査装置の導入による高度生産体制の
確立

特別

2530 R143030027 九州 熊本県 かなもと歯科医院
新型コロナウィルス感染対策と口腔がんスクリーニング検診の
遠隔診断の実現

通常 株式会社フロウシンク

2531 R143030028 九州 熊本県 株式会社セイケン 2290001053900
半導体エッチング製品の外観検査及び断裁作業の自動化によ
る生産性向上

通常

2532 R143030030 九州 熊本県 亀萬酒造合資会社 8330003003736 ＨＡＣＣＰ制度の導入を通した純米酒の商品開発・設備更新 通常

2533 R143030031 九州 熊本県 株式会社キュリアス 5290001075710
安全でお値打ちな惣菜・カット食材の宅配、ネット販売網を構築
しコロナ禍を克服する

通常 大牟田商工会議所

2534 R143030032 九州 熊本県 株式会社岩田コーポレーション 1330001000394
コロナ不況に活路！２種ミックス配合機導入で、弊社初の健康
志向商品に参入し、新たな販路を開拓する

通常

2535 R143030036 九州 熊本県 サンエイ化学株式会社 3330001022404
医療用途精製水の需要増に対応。最新式精製水製造装置等
の活用による革新的製造プロセスの構築事業

特別 石山　賢

2536 R143030037 九州 熊本県 株式会社建設プロジェクトセンター 9330001001708 ３次元計測機器を活用した石橋の効率的維持管理技術の開発 特別

2537 R143030039 九州 熊本県 梅本工業株式会社 8330001022399
新型マシニングセンタ導入による機械加工能力の強化と新市
場進出によるリスク分散

特別
合同会社スマイル・サポー
ト・コンサルト

2538 R143030042 九州 熊本県 とよだ歯科医院
最先端口腔内　３Ｄ　印象作成技術による高精度インプラント作
成拠点確立への挑戦

通常

2539 R143030044 九州 熊本県 松本建設株式会社 4330001012916
バックホウ用マシンガイダンスシステム導入による生産性の向
上、３次元データ有効活用及びＩＣＴ化対応

特別 株式会社フロウシンク

2540 R143030045 九州 熊本県 山下デザイン企画株式会社 9330001020492
天井クレーン及び最新パネルソーの導入による大型看板等の
低コスト・短工期化

特別 前之園　博一

2541 R143030052 九州 熊本県 株式会社ＩＳＯＥこば動物クリニック 6330001010661
内視鏡を導入することで、ペットの高齢化がもたらした獣医療の
限界を突破するプロジェクト

特別

2542 R143030053 九州 熊本県 よもぎ動物病院
ペットのがんに対する革新的アプローチを院内ワンストップで実
現させるプロジェクト

通常

2543 R143030065 九州 熊本県 九州電設株式会社 9330001001179
現場勤怠・台帳管理クラウドシステム導入による現場管理業務
効率化とテレワーク業務移行への推進事業

特別

2544 R143030066 九州 熊本県 シーツーラボ合同会社 6330003004835
デジタルスキャナー導入による医院との連携強化と新素材導入
による技工物の高品質化

通常

2545 R143030069 九州 熊本県 白川電機株式会社熊本製作所 4330001002438
最新ベンディングマシン導入による曲げ加工の高精度化と生産
性向上による新規市場開拓

特別 株式会社フロウシンク

2546 R143030072 九州 熊本県 ふじもと歯科医院
新型ＣＡＤ／ＣＡＭ設備の導入によるインプラント治療の効率化
と衛生的な治療環境の実現

通常

2547 R143030073 九州 熊本県 株式会社一村造園土木 7330001026434
竹林の伐採整備と竹を活用した竹チップと竹パウダーの製造
販売による土壌改良の普及

通常
公益財団法人くまもと産業
支援財団

2548 R143030074 九州 熊本県 有限会社アズテック 2330002000310
ジルコニア製技工物制作の効率的な完全内製化とリモートワー
ク環境の整備

通常

2549 R143030076 九州 熊本県 株式会社ＰＡＲＴＹ 6330001006478
ダイナパックテスト走行装置導入によるデジタル制御クラシック
カーの稼働・内製化による課題解決

通常

2550 R143030089 九州 熊本県 株式会社井原商事 5330002025544 ＥＶ小型三輪バイク開発による新たなサプライチェーンの構築 通常

2551 R143030090 九州 熊本県 株式会社くまもとファーマ 5330001026254 医薬品品質試験のデジタル化の推進 通常

2552 R143030098 九州 熊本県 株式会社中山ボーリング設備 9330001018702
傾斜地でもさく井工事が可能な機械設備の導入による差別化
の推進

通常 熊本県商工会連合会

2553 R144030004 九州 大分県 上野林業
最新式油圧ショベル導入による業務の効率化・木材品質向上
と請負業務の拡大

特別 大分県商工会連合会

2554 R144030009 九州 大分県 株式会社かねい 3320002020523 　地域資源を活用した中津銘菓全国展開のための生産性向上 特別 株式会社大分銀行

2555 R144030011 九州 大分県 株式会社テクノコンサルタント 5320001001844
橋梁点検用ドローンと解析・調書作成支援ソフトの導入による
業務革新

特別
公益財団法人大分県産業
創造機構

2556 R144030012 九州 大分県 有限会社三角屋 5320002010200 旅館における温泉温度一括制御システムの設計・導入 通常 大分県商工会連合会

2557 R144030014 九州 大分県 有限会社うすき林業 1320202000351
ドローン空撮映像のデジタル解析による山林計測データの定量
化と３Ｄデータによる可視化

通常 株式会社伊予銀行

2558 R144030018 九州 大分県 株式会社ますの井 1320001009825
専用設備の導入と業務効率化によるｅスポーツと合宿機能の
整備

通常 大分県商工会連合会

2559 R144030027 九州 大分県 株式会社九州テント 6290801026325
コロナウィルス感染症の影響によるテント生地溶着の外注部門
の内製化および生産性向上

特別

2560 R144030029 九州 大分県 株式会社宇佐ランタン 7320001007600
高耐久性紙提灯の自動折機導入による、野外でも使用可能な
安価な紙提灯の開発

通常
公益財団法人大分県産業
創造機構

2561 R144030031 九州 大分県 株式会社キャンデラ・プロジェクト 9320001013241
３次元測量機とＶＲ導入による自社の強みである３Ｄモデル作
成の付加価値向上計画

特別

2562 R144030034 九州 大分県 ＧＯＥＮ株式会社 4320001007181
コロナ時代の安心の家づくり！オンライン学びシステム開発事
業

特別
公益財団法人大分県産業
創造機構

2563 R144030039 九州 大分県 ワークプリント
最新機器導入による業務の内製化と次世代ストーンペーパー
を活用した販路拡大

通常 大分県商工会連合会

2564 R144030041 九州 大分県 有限会社イセヤ 9320002018215
からあげグランプリ最高金賞「秘伝からあげ」の新規販路開拓
事業

特別 大分県商工会連合会

2565 R144030042 九州 大分県 中央発条工業株式会社 5320001010069
次世代型トランスミッションに対応したプレス機導入による生産
性向上

通常

2566 R144030052 九州 大分県 株式会社ＴＭエンタテインメント 9320001003853 リモートシステム（接客）による映像・デザイン制作業務 特別
公益財団法人大分県産業
創造機構

2567 R144030056 九州 大分県 株式会社アーススマート 9320001013563 環境循環型コンテナハウス開発とオンライン商談システム構築 通常

2568 R145030001 九州 宮崎県 有限会社谷山機械製作所 8350002007538
最新ＣＮＣ旋盤導入による工程集約と生産効率の改善及び新
規販路開拓

特別

2569 R145030004 九州 宮崎県 有限会社郡鉄工所 2350002007089
Ｈ形鋼用ショットブラスト導入と新たな生産体制構築による新規
販路開拓

通常 株式会社宮崎太陽銀行

2570 R145030011 九州 宮崎県 株式会社佐藤技研 1350001006175 最新型コンクリートカッター導入による受注増加計画 通常 宮崎県商工会連合会

2571 R145030013 九州 宮崎県 アカツキ酒造合資会社 2350003001289 新規ボイラー導入による増産化及び販路開拓 通常 宮崎県商工会連合会

2572 R145030017 九州 宮崎県 有限会社秀樹銘木店 7350002012530
縦軸付自動鉋盤による生産性の向上と特注オーダー家具の生
産・販売

特別 延岡信用金庫
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2573 R145030018 九州 宮崎県 有限会社エコロ 1350002011562
園芸用土の材料生産プロセスの高効率化を通じた新規顧客層
の開拓

通常

2574 R145030019 九州 宮崎県 有限会社金豊 8350002016885
出隅製造の効率化を可能にする設備導入と新商品開発による
生産性向上

通常

2575 R145030022 九州 宮崎県 太田歯科医院
新型コロナウイルス院内感染対策の徹底と訪問診療強化への
取組

通常

2576 R145030029 九州 宮崎県 有限会社ボールパークドットコム 6350002007738
野球用オーダーグラブの生産性及び顧客満足度向上の為の設
備導入計画。

特別 宮崎商工会議所

2577 R145030033 九州 宮崎県 有限会社橋倉工業 4350002012491 ワイヤー放電加工機の導入による短納期化および低コスト化 通常 延岡信用金庫

2578 R145030035 九州 宮崎県 丸正水産株式会社 9350001006192
ミートチョッパーとセットパンナーを導入し、業務用一口すり身の
生産プロセス改善

特別 延岡信用金庫

2579 R145030037 九州 宮崎県 シリコンライブラリ株式会社 6020001077047
次世代型電子回路のリモート試作開発・検証による生産性向
上

特別 株式会社浜銀総合研究所

2580 R145030038 九州 宮崎県 日南麦酒株式会社 1350001014418
地ビール製造の効率化及び樽販売システム導入による生産性
向上計画

特別 日南商工会議所

2581 R145030048 九州 宮崎県 株式会社吉見 7350001006260 ベンディングロール更新によるロール曲げ生産工程の確立 通常
公益財団法人宮崎県産業
振興機構

2582 R145030050 九州 宮崎県 有限会社市場食鳥 9350002000418
常温レトルト商品完全内製化の実現による新型コロナウイルス
を乗り越える新たな販路拡大

特別

2583 R145030054 九州 宮崎県 ＲＩＫ株式会社 8350001015896
急速冷凍、レトルト商品で伝統の郷土料理・宮崎の素材を全国
へ

通常

2584 R145030055 九州 宮崎県 村田株式会社 3350001002073
用紙加工の衛生管理システム、及び写真カレンダーＷＥＢ発注
システムの導入

通常
公益財団法人宮崎県産業
振興機構

2585 R146030005 九州 鹿児島県 アロン電機株式会社 3340001009078
半導体製造装置向け高精度部品の平面研磨加工プロセス改
善による差別化

通常

2586 R146030006 九州 鹿児島県 オリエントエンジニアリング株式会社 3340001000771
海洋自然エネルギー開発に向けた３Ｄ地形サービス及び陸海
継ぎ目のない測量データの提供

通常 パートナー経営株式会社

2587 R146030007 九州 鹿児島県 株式会社フジ技研カゴシマ 6340001015164
次世代ＥＶ（電気自動車）市場に進出するための精密加工技術
の習得による受注獲得

特別

2588 R146030008 九州 鹿児島県 株式会社ＹＳフーズ 1340001006325 充填プロセスの自動化による人手不足解消と商品力強化 通常

2589 R146030009 九州 鹿児島県 有限会社瀬戸口鉄筋工業 3340002013789
サプライチェーンの毀損に対する、鉄筋自動曲機導入がもたら
すＶ時回復への取り組み

通常 霧島商工会議所

2590 R146030013 九州 鹿児島県 有限会社アプリコット 3340002001042 自動包装機の導入による生産性向上 通常

2591 R146030014 九州 鹿児島県 株式会社ディ・シィ・ティ 2340001013361
最新ドローン導入による三密を避けた革新的点検サービスの
開発

特別

2592 R146030015 九州 鹿児島県 株式会社ＮＴ企画 7340001017861 溶接工程の自動化による生産性向上と競争優位の確立 通常

2593 R146030016 九州 鹿児島県 株式会社ビッグファイブ 3340001006216
ＨＡＣＣＰ対応全自動餃子製造機導入による生産性向上及び安
定供給体制の構築

通常 鹿児島相互信用金庫

2594 R146030021 九州 鹿児島県 株式会社湯前 9340001014907 ５Ｇに向けた半導体設備機器用の架台製造の生産性向上計画 特別 株式会社エフアンドエム

2595 R146030022 九州 鹿児島県 有限会社園田組鉄工 6340002013803
自動溶接ロボットの導入による、金属加工における高精度・短
納期生産体制の確立

通常 株式会社フロウシンク

2596 R146030033 九州 鹿児島県 有限会社大山甚七商店 6340002018562 自社のクラフトスピリッツを活用した新商品開発と販路開拓 通常 指宿商工会議所

2597 R146030041 九州 鹿児島県 株式会社太 4340001021123
新調理システム導入による品質と生産性向上の新しい食品製
造及び販売チャネル構築モデル

通常 鹿児島商工会議所

2598 R146030050 九州 鹿児島県 株式会社ケイ工業 6340001008787
新型スポット溶接機の導入による鉄筋溶接工程の刷新と販路
開拓

通常

2599 R146030051 九州 鹿児島県 株式会社益田製麺 1340001014906 最新設備導入による製造工程の高精度化及び高速化の実現 通常 鹿児島県商工会連合会

2600 R146030052 九州 鹿児島県 株式会社二宮鉄工 3340001014202 効率的かつ高精度な機械点検を行う新規事業への本格参入 通常 鹿児島県商工会連合会

2601 R146030053 九州 鹿児島県 株式会社カゴシマパッカーズ 7340001021590
配合比率の高度な安定化が求められるハーブティーバッグ製
造への対応

通常 島田掛川信用金庫

2602 R146030054 九州 鹿児島県 有限会社牧原養鰻 9340002026513
スマート陸上養殖導入による生産性の向上と革新的活鰻出荷
量の底上げ

通常 鹿児島県商工会連合会

2603 R146030060 九州 鹿児島県 有村酒造株式会社 2340001011084
黒糖焼酎から高濃度エタノール開発による消毒液製造により医
療関係者・飲食業関連への供給による新事業展開

通常 鹿児島県商工会連合会

2604 R146030063 九州 鹿児島県 株式会社ダイツール技研 8122001004464
万能工具研削盤導入による超硬合金切削工程の生産性向上
と高品質化の実現

特別

2605 R146030064 九州 鹿児島県 株式会社三道食品 5340001005496 搾油機によって残存油分低下による抽出油分の安定化を図る 通常

2606 R146030068 九州 鹿児島県 Ｒｉｎ管理システム合同会社 7340003002250
次世代ドローンによる革新的スマート農業事業及び非接触型オ
ンラインドローンスクール事業の展開

通常 鹿児島県商工会連合会

2607 R146030072 九州 鹿児島県 薩頴産業有限会社 6340002024585
冷却機，スーパーグリーン導入による生産性向上と高品質商
品の安定提供の確立

通常 鹿児島県商工会連合会

2608 R146030073 九州 鹿児島県 株式会社センリファーム 6340001016773
冷凍保存食事業を立ち上げ、巣ごもり消費向けに、高級肉まん
を販売する

通常

2609 R146030077 九州 鹿児島県 原田酒造株式会社 2340001010243
地域素材を活用した奄美黒糖焼酎初の発泡性リキュール開発
で需要拡大と競争力強化を図る。

通常 鹿児島県商工会連合会

2610 R146030078 九州 鹿児島県 有限会社ジェット 1340002004641
どこでも本格的な美容サービスが受けられる移動美容室の導
入

通常 神園幸太郎

2611 R146030079 九州 鹿児島県 小川工房
歯科治療修復物に特化したＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による
生産性向上事業

通常 鹿児島県商工会連合会

2612 R146030082 九州 鹿児島県 白金酒造株式会社 7340001007953 ガス充填機導入による商品の高品質多様化と製造効率の向上 特別 税理士法人れいめい

2613 R147030002 沖縄 沖縄県 株式会社ＬＵＶ　ＤＥＮＴ 3360001023325
歯科技工物作成の効率化及び様々なニーズに対応出来る県
内屈指の技工所の確立

通常 井口千秋

2614 R147030004 沖縄 沖縄県 赤瓦動物病院
手術台増設とＣアーム導入による沖縄県南部エリアの動物医
療向上

通常

2615 R147030006 沖縄 沖縄県 パティスリーＳＨＯ 製造業務効率化に向けた設備導入を通した働き方改革の推進 通常 沖縄県商工会連合会

2616 R147030007 沖縄 沖縄県 沖縄コーテック株式会社 1360001016636 高付着型エポキシ樹脂塗装鉄筋の新規設備増強計画 通常

2617 R147030008 沖縄 沖縄県 株式会社玉城工業 9360001021645 強みを最大限に活かしたダイバーシティ経営の実現 通常

2618 R147030011 沖縄 沖縄県 株式会社ＬＡＮＴＡＮＡ 8360001019624 オンラインシステム構築による顧客満足度と生産性の向上 特別

2619 R147030013 沖縄 沖縄県 へんとな歯科医院 コロナ禍における安心安全な医療サービスの提供体制の構築 通常 株式会社フロウシンク
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2620 R147030014 沖縄 沖縄県 株式会社ＧＡＴ’Ｓ 8360001018535
瞬間冷凍設備の導入による冷凍食品開発を通じた販売方法の
拡大

特別

2621 R147030016 沖縄 沖縄県 上運天歯科矯正歯科
衛生環境の充実した革新的な院内治療体制への変革で顧客
満足度の向上

特別 中村　清悟

2622 R147030019 沖縄 沖縄県 赤道印刷有限会社 4360002012929
デジタル印刷技術による短納期とサプライチェーン生産による
戦略的商品の開発と提案

通常 沖縄県商工会連合会

2623 R147030020 沖縄 沖縄県 株式会社アジマァ 2360001008401
４Ｋ配信機材導入によるライブハウス「カラハーイ」オンライン配
信サービス構築

特別

2624 R147030022 沖縄 沖縄県 輝琉オート
ＶＯＣを分解する塗装排気処理装置の導入による作業環境改
善と生産性の向上

通常

2625 R147030025 沖縄 沖縄県 株式会社琉球ぴらす 8360001011589 生産設備導入による生産性の向上と作業の内製化 通常

2626 R147030028 沖縄 沖縄県 株式会社ＨＡＮＡＴＡＢＡ 9290801026198
教育心理学とＩＴ／ＡＩを活用した革新的非対面型ＩＴエンジニア
育成事業

通常

2627 R147030030 沖縄 沖縄県 農業生産法人有限会社金城ミート 7360002020846
高品質冷凍食品とアグー餃子の効率生産、リスク回避販売展
開

特別 税理士法人レッドサポート

2628 R147030031 沖縄 沖縄県 株式会社新開発 4360001015172 ドラムロッドスクリーン導入による残土のリサイクル事業 通常

2629 R147030035 沖縄 沖縄県 株式会社丸正鉄工 7360001019872
鉄骨溶接工程の刷新による販路拡大のための新型溶接ロボッ
トの導入

通常

2630 R147030036 沖縄 沖縄県 有限会社アトミック 4360002014454
ウィズコロナの時代に合致した機能性・審美性が高いワークス
ペース作り

特別

2631 R147030038 沖縄 沖縄県 丸正印刷株式会社 3360001005109 パケ買いに対応するパッケージ印刷技術とノウハウの開発 特別

2632 R147030043 沖縄 沖縄県 ｏｔａｍａ 異物混入及び製造コスト按分化による事業収益の向上 通常 沖縄県商工会連合会

2633 R147030046 沖縄 沖縄県 ＩＭＧ合同会社 6360003009757
非対面型クラウドベース革新的ＡＲ／ＶＲサービス・オフィスシス
テム構築事業

通常

2634 R147030052 沖縄 沖縄県 株式会社沖縄環境保全研究所 6360001007795
最新の近赤外線分析装置の導入による競争力強化と収益向
上計画

通常

2635 R147030055 沖縄 沖縄県 株式会社ハンズオンカンパニー 7360001022587
安全性の極めて高い非対面販売飲食料製品を製造するため
のＨＡＣＣＰ対応セントラルキッチンの設置

通常

2636 R147030056 沖縄 沖縄県 ＤＯＴＥ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ株式会社 2360001017518
米国州立大学自己学習システム導入によるハイブリッド留学の
提供

特別

2637 R147030057 沖縄 沖縄県 株式会社シュガートレイン 5360001006022
ドライブインシステムを活用したエンタメビジネスモデル構築事
業

特別
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