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1 R101040014 北海道 北海道 協和印刷株式会社 4430001004721
最新型のオフセット印刷機の導入による生産体制の強化とサプ
ライチェーンの毀損への対応

特別

2 R101040015 北海道 北海道 北海道電気相互株式会社 8430001040548
地方を大規模停電から守る！業界初のマルチ発電車の試作事
業

特別 北村　耕司

3 R101040028 北海道 北海道 有限会社孝栄金属 4430002007252
建築金物の需要増加に向けて板厚切断加工の内製化による
工程集約と短納期化計画

特別 シェアビジョン株式会社

4 R101040034 北海道 北海道 佐呂間開発工業株式会社 5460301002405
生コン産廃のスラッジ粉を、生コン原材料に用いるリサイクルコ
ンクリートの製造・販売事業

特別 株式会社北洋銀行

5 R101040035 北海道 北海道 有限会社栄和工芸 1450002001017 ＮＣ木工加工機導入による、木工加工現場の生産性向上事業 通常

6 R101040036 北海道 北海道 株式会社エルム 8430001038360
印刷プロセス自動化ツール等の導入による生産性向上と新規
販路開拓の実現

特別 北村　耕司

7 R101040039 北海道 北海道 株式会社スポーツショップ古内 5430001008515
シミュレーション・発注システム構築による唯一無二の野球グラ
ブの非対面販売計画

特別 株式会社エフアンドエム

8 R101040043 北海道 北海道 株式会社ゆたか 1460101003359
全国の飲食店を救う！十勝いけだ発「高付加価値冷凍仕出し
料理ＦＣ化事業」

特別 帯広信用金庫

9 R101040048 北海道 北海道 プルミエ歯科クリニック
歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭシステムの導入による高品質で迅速な歯
科治療の実現

通常

10 R101040049 北海道 北海道 浦本歯科医院
「確実」・「きれい」・「早い」Ｓｕｒｅ　Ｓｍｉｌｅデジタル３Ｄ歯列矯正シ
ステムの導入

通常

11 R101040050 北海道 北海道 株式会社末広ボデー 6450001001566
旭川地区初となる「先進運転システム搭載車」向け車検・整備
サービスの構築

通常 株式会社エフアンドエム

12 R101040053 北海道 北海道 株式会社コネック滝川 9430001048846
コンクリートスラッジ分級ライン導入によるリサイクル骨材の販
売事業

特別

13 R101040058 北海道 北海道 株式会社オオニワ 3460101000206
タイヤ出張サービスの提供による生産性および付加価値の向
上

特別 帯広信用金庫

14 R101040059 北海道 北海道 ニシヤデンタルクリニック 安心・安全かつ短時間で高精度なインプラント治療の提供 特別

15 R101040060 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

通常 株式会社シャイン総研

16 R101040062 北海道 北海道 株式会社ホクミコンサル 4430001009167
航空機、地上、ドローンの３連携による地域災害対策の高精度
測量

特別

17 R101040064 北海道 北海道 羅臼海産株式会社 4462501000305
消費者向けホタテ貝柱加工品の新商品開発による新たなター
ゲットへの対応

特別 網野　征樹

18 R101040065 北海道 北海道 北海道生コンクリート工業組合 5430005002902
共同試験事業の拡大で収益性と生コンの品質信頼性向上を同
時実現

特別

19 R101040066 北海道 北海道 有限会社鍋浦のこ目立センター 2430002056152
最先端研磨加工事業による主力製品の高付加価値化・拡販体
制強化

特別 株式会社北洋銀行

20 R101040067 北海道 北海道 株式会社まるや渋谷水産 5450001009271
職人操作からの脱却による高付加価値製品の製造並びに生産
性向上

通常 北海道商工会連合会

21 R101040073 北海道 北海道 有限会社助安農場 2450002003053 ＭＡＸじゃんぼしいたけ生産のボトルネック解消による商圏拡大 通常
一般財団法人旭川産業創
造プラザ

22 R101040075 北海道 北海道 株式会社一宝 3430001058768
外国人顧客等へコロナ禍でも日本のジュエリーを！販売製造と
管理業務の非対面型デジタルシフト

特別

23 R101040076 北海道 北海道 五味渕ひつじ農場 自社産羊肉を小売販売するための食肉加工機器の導入 通常 北海道商工会連合会

24 R101040080 北海道 北海道 山田機械工業株式会社 6460101001894
地域課題を解決するための鋼材加工設備導入と付加価値サー
ビス提供事業

特別 株式会社北海道銀行

25 R101040083 北海道 北海道 川越製袋株式会社 8430001004115
三方薬袋の自動生産ライン導入と優れたＱＣＤ能力で、生産性
向上と新市場参入。

特別 北村　耕司

26 R101040086 北海道 北海道 株式会社ニシモク 5430001012491
ＣＡＤ対応加工ラインの構築による、特注家具製造の高精度
化・効率化に挑戦

特別 株式会社横浜銀行

27 R101040092 北海道 北海道 世良鉄工株式会社 3450001001635 木造住宅床下鋼製構造材の生産工程改善による収益性向上 通常

28 R101040093 北海道 北海道 中村印刷株式会社 7450001002258
地域マネーを地域で回す！最新封入封緘機導入による飛躍的
生産性向上計画

通常 北村　耕司

29 R101040097 北海道 北海道 株式会社ひだの塗装工業 8450001002521
ウレタン防水スプレーマシンシステムの導入による工期短縮と
省力化

通常 旭川信用金庫

30 R101040098 北海道 北海道 株式会社おかげさま 6460101005920
木材加工の内製化を図り、北海道を代表する宮大工集団にな
る

特別 帯広信用金庫

31 R101040101 北海道 北海道 鎌田歯科技工所
歯科治療で注目のジルコニアを削り出すことができる最新機の
導入

通常 帯広信用金庫

32 R101040108 北海道 北海道 ガレージショップトムアンドジェリー
コロナ禍や災害時にも夏・冬問わず安心して車中泊できる安価
な車両の提供

通常 株式会社北海道銀行

33 R101040112 北海道 北海道 株式会社ふく井ホテル 2460101001477
非対面型精算・基幹業務システムの導入及び帯広・十勝地域
の経済活性化・過疎化解消に貢献する新規事業展開

特別

34 R101040117 北海道 北海道 株式会社ｓｈｉｇｉ３１ 4430001079318
急速冷凍による内臓肉料理の鮮度維持技術の高度化・生産性
向上

通常 株式会社シャイン総研

35 R101040121 北海道 北海道 株式会社トリパス 1430001008329 料理用Ｉｏｔ宅配ＢＯＸ筐体の開発 特別

36 R101040123 北海道 北海道 株式会社Ｐｒｅ－ｃｏｍ． 9460301002797
２×４工法のトラス構造の採用および高度化による住宅ニーズ
と倉庫物流ニーズへの対応

通常
株式会社ダイワマネジメ
ント

37 R101040124 北海道 北海道 株式会社小樽海洋水産 5430001050764
３次元カット切身装置導入による生産性向上および製品供給の
継続性確保

特別 辻村　英樹

38 R101040129 北海道 北海道 有限会社後藤商会 6460102001118
自動車の先進安全性を足元から支える革新的４輪アライメント
の提供

特別 帯広信用金庫

39 R101040130 北海道 北海道 渡辺農機株式会社 2450001003442
新型プレスブレーキ導入による生産性向上および大型農業機
械製造事業

通常 株式会社北洋銀行

40 R101040132 北海道 北海道 株式会社チェリーパイ 8440001004898
最新式ドローンと水中ドローンを活用した、漁場の革新的通年
調査事業

特別

41 R101040137 北海道 北海道 株式会社北海道大井 2460001001577
時代変化に対応するための木材搬送装置開発及び経営効率
化

通常 大地みらい信用金庫

42 R101040139 北海道 北海道 天塩共同印刷株式会社 1450005002986
高付加価値印刷物の短納期制作体制の確立による道北地域
活性化への寄与

特別 齊藤　祐一

43 R101040140 北海道 北海道 株式会社Ｆｕｒｕｋａｗａ 8430001060769
職人の味を再現した新商品「ＭＥＮ－ＥＩＪＩの行列のできる一杯」
を開発！

特別 株式会社シャイン総研

44 R101040141 北海道 北海道 木プロテック
３次元ＣＡＤ／ＣＡＭ及びＣＮＣルーター導入によるデザイン力
及び生産性向上計画

特別
公益財団法人北海道中小
企業総合支援センター

45 R101040142 北海道 北海道 株式会社プリントハウス 1440001001976
非対面型オンラインによる革新的営業の構築と、ひと足先の経
営へ‟ＤＸ”推進事業

特別

46 R101040145 北海道 北海道 株式会社大地 6460101004880
地域連携で十勝の日本ワインを国内外に展開するワイナリー
新設事業

特別 北見信用金庫
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47 R101040150 北海道 北海道 株式会社ムラタ 3430001016791
ＡＩ顔認識パーソナルイメージ診断をＥＣへ導入し非対面ビジネ
スへ転換

特別
株式会社ビジネスリノ
ベーション

48 R101040154 北海道 北海道 梨木工業有限会社 4430002059475 特許取得の「割付おまかせテープ」生産性３００％向上事業 特別

49 R101040157 北海道 北海道 株式会社ＲＥＧＩＳＴＡ 7430001060489
マルチで使えるシェアキッチン活用による飲食業界の活性化事
業

特別

50 R101040159 北海道 北海道 株式会社デンショクサービス 2430001010969
最新鋭調理システム対応セントラルキッチンを用いた販路拡大
事業

特別 株式会社北海道銀行

51 R101040165 北海道 北海道 有限会社丸実富士屋商店 2430002026155
キャンプブーム到来によるアウトドア需要拡大に対応する生産
性向上事業

特別 株式会社北海道銀行

52 R101040168 北海道 北海道 帯広鋼建有限会社 2460102005691
最新折曲機導入により生産性を向上させることで、地域に低コ
ストなカバー工法を浸透させる

通常 帯広信用金庫

53 R101040174 北海道 北海道 尾崎歯科
今後の需要拡大に対応する審美性の高い補綴物の内製体制
の構築および非対面化による感染リスク低減

通常

54 R101040178 北海道 北海道 有限会社藤澤鉄工所 8430002059760
最新モデルのシャーリング機械導入による生産性の向上と短
期納期化の実現

通常 株式会社北洋銀行

55 R101040185 北海道 北海道 稲船歯科技工所 オリジナル歯科技工のデジタル化による受注力アップ 通常
有限会社サステイナブ
ル・デザイン

56 R101040187 北海道 北海道 千葉機工サービス
最新ＣＮＣ旋盤導入による短納期化と複雑及び大型化する部
品加工の安定供給実現

通常 帯広信用金庫

57 R101040191 北海道 北海道 北海道豊正産業株式会社 7450001011548
北海道初の革新的そば乾燥・調製加工工場の実現とコロナの
克服

特別

58 R101040193 北海道 北海道 有限会社瀬戸産業 2460102001724
真空包装機導入により新商品製造体制を構築しコロナ禍を乗り
越える

特別 帯広信用金庫

59 R101040195 北海道 北海道 アイト産業株式会社 4450001005296 独自乾燥・切断技術による新製品提供でＶ字回復 特別

60 R101040199 北海道 北海道 株式会社エルムホースクリニック 7430001072963
道内、ひいては日本の馬産業の発展を牽引すべく、馬の出産
成功率を１００％に近づける挑戦

通常

61 R101040202 北海道 北海道 株式会社カンディハウス 2450001000506
バーチャルショールームによる新たな時代に適応する海外プロ
モーション事業

通常

62 R101040210 北海道 北海道 株式会社レイワ 5460101006639
会社を未来につなぐ新事業「バケット修理」の本格化に向けた
工程刷新

特別 帯広信用金庫

63 R101040213 北海道 北海道 ＯＭリサーチ＆コンサルティング株式会社 1430001061105 ＡＩを使用した遠隔衛生検査システムの構築 通常

64 R101040214 北海道 北海道 日本動物特殊診断株式会社 7430001044665
血液一滴でイヌの健康状態を評価する、新たな分析サービスの
開発

通常

65 R101040217 北海道 北海道 兼政藤原水産株式会社 9440001000434
漁業者の救世主！ウルトラファインバブル導入による活魚の全
国流通事業。

特別 株式会社北海道銀行

66 R101040218 北海道 北海道 有限会社北海エクスプレス 5460002003669
動物性油脂の収集・貯蔵・輸送の効率化と多能工化による市
場開拓事業

特別

67 R101040228 北海道 北海道 株式会社ＢＯＮＩＴＡ－ＤＥＮＴＡＬ－ＡＲＴ 3430001059584
工程の一部機械化による生産性の向上と道内初！実物大臓器
モデルの作成

特別 空知信用金庫

68 R101040234 北海道 北海道 株式会社花論珈琲茶房 3430001063198
飲食店運営のＤＸ化で実現～コロナ禍を超えた札幌発郊外型カ
フェのＦＣシステム事業

特別

69 R101040238 北海道 北海道 株式会社層雲閣グランドホテル 4450001005619
コロナ後を見据えた温泉旅館では革新的なＩＴを導入した非対
面ビジネスモデルの構築

通常

70 R101040240 北海道 北海道 有限会社中札内鉄工 1460102007004
倣装置付き切断複合機導入による生産性向上と新たな付加価
値の提供

通常 帯広信用金庫

71 R101040241 北海道 北海道 株式会社北海道インテック 1430001035125
３Ｄポータブルレーザーマッピングによる地下空間の形状測定
と劣化診断

特別 辻村　英樹

72 R101040246 北海道 北海道 ファームうかわ
感染予防を徹底しながら農産品選別作業の飛躍的な効率化に
取り組む

特別 空知信用金庫

73 R101040247 北海道 北海道 平岸ハイヤー株式会社 7430001014098 地域密着型のタクシーデリバリーシステムの開発事業 特別

74 R101040253 北海道 北海道 株式会社ＦＣ　Ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ 8430001076567
観光地活性化に貢献するＶＲ技術を用いたバーチャル観光・イ
ベントサービスの開発

特別

75 R101040264 北海道 北海道 北東商事株式会社 5430001014942
ウィズコロナ・アフターコロナ時代に対応する非接触型個室
フィットネス事業

特別

76 R101040266 北海道 北海道 株式会社アド・ワン・ファーム 1430001045396 有機農産物を中心とした高付加価値野菜加工事業 特別 株式会社北海道銀行

77 R101040268 北海道 北海道 有限会社光盛堂 7430002054325
後志初　ＩＣＴによるデジタル印刷の業務革新並びに新規提案
事業

通常 株式会社北海道銀行

78 R101040273 北海道 北海道 岩見沢鋳物株式会社 1430001046931
三次元測定機によるリバースエンジニアリング鋳物生産システ
ムの構築

特別

79 R101040276 北海道 北海道 株式会社産鋼スチール 4430001050889
ファイバーレーザロボットの多機能三次元高精度切断による品
質向上と生産性の強化

通常

80 R101040278 北海道 北海道 株式会社Ｖｅｒ 5430001074904
最新厨房機器導入による「北海道ペアリング」という新たな付加
価値の創造

通常

81 R101040290 北海道 北海道 株式会社ＹＵＩ 6430001078623
家飲みを贅沢に！北海道産”自然派クラフトワイン”の本格量
産化

特別

82 R101040291 北海道 北海道 株式会社春木商店 8440001004790
３Ｄフリーザー導入による今までにない高品質商品の開発とブ
ランド力の強化

通常 株式会社北海道銀行

83 R101040292 北海道 北海道 株式会社３ｅｅｅ 2430001046030
人工知能を用いたフランチャイズ運営本部向けＳＶ構築システ
ム

通常

84 R101040294 北海道 北海道 株式会社カナザワ興業 7430001055910
大型トラックスケールとデータ管理システムの導入による計量
作業の効率化と非対面化

特別 株式会社北海道銀行

85 R102040007 東北 青森県 新坂製函
レーザー機導入による新商品開発と持続可能な成長モデルの
構築

通常 玉田　賢治

86 R102040008 東北 青森県 協和合成株式会社 7030001073119 超高精度ワイパー部品の試作開発 特別

87 R102040014 東北 青森県 有限会社ルーフワーク大谷地 5420002010330 長尺加工可能なシャーリング機械導入による生産性向上 通常

88 R102040017 東北 青森県 時田製本印刷株式会社 8420001001567 県内初　ＰＵＲ製本と手作業技術の融合による新しい商品展開 通常 株式会社青森銀行

89 R102040024 東北 青森県 有限会社エコ・ネット 8420002012927
廃棄物からＲＰＦを製造することで、さらなる循環型社会を形成
する事業。

特別

90 R102040025 東北 青森県 和電工業株式会社 8420001009610 高速デジタル回線における品質評価技術の構築と販路拡大 通常
公益財団法人２１あおも
り産業総合支援センター

91 R102040028 東北 青森県 株式会社三誠ファーム 3420001007809 鶏糞有機肥料の効率的な非対面型生産システムの構築 特別

92 R102040031 東北 青森県 上北農産加工株式会社 7420005005598
廃棄処分される酒粕を利用した新商品「赤酢」の製造環境整備
事業

通常
公益財団法人２１あおも
り産業総合支援センター

93 R102040033 東北 青森県 有限会社アサヒ印刷 5420002012772
人々の暮らしに彩を提供する多様なノベルティグッズ等への印
刷

通常 東奥信用金庫

94 R102040043 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

95 R102040047 東北 青森県 有限会社佐川自動車整備工場 6420002015584 大型自動車整備リフト設置による生産性向上と短納期の実現 通常
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96 R102040048 東北 青森県 Ｂｅ　Ｅａｓｙ　Ｂｒｅｗｉｎｇ
コロナ需要に対応する「青森産クラフト缶ビール」の販売促進計
画

特別 田邊　龍彦

97 R103040012 東北 岩手県 有限会社カトウ製作所 1400002010039
先端設備を導入し金型及び成形品の品質向上により売上げの
Ｖ字回復

特別

98 R103040014 東北 岩手県 株式会社根岸工業所 9400601000804 鋳造工場における悪条件作業への自動化システム導入事業 特別

99 R103040018 東北 岩手県 神尾歯科クリニック
患者様・医院双方の負担軽減とＣＯＶＩＤ－１９対策を両立した
次世代型高度歯冠修復治療の実現

通常

100 R103040019 東北 岩手県 有限会社三上測量設計 9400002004165
新技術を融合した三次元点群測量による生産性向上と事業機
会の拡大

通常 岩手県商工会連合会

101 R103040024 東北 岩手県 なごみ矯正・デンタルクリニック
矯正装置作製プロセス改善による超高齢化社会に対応した革
新的な体制構築

特別

102 R103040027 東北 岩手県 尾田川農園
新商品開発及び生産プロセスの強化による商品価値向上と販
路拡大

通常 岩手県商工会連合会

103 R103040029 東北 岩手県 ふじの歯科医院
歯科技工物の非対面型発注プロセスの構築とユニット清掃ロー
テーションの確立

特別

104 R103040032 東北 岩手県 株式会社航和 5400001004558
音声入力ＡＩを活用した介護施設向け非対面型コミュニケーショ
ンシステムの開発

通常 株式会社岩手銀行

105 R103040033 東北 岩手県 ゆうデンタルケア
滅菌プロセスの改善により構築する、地方医療機関での革新
的な感染症予防体制

特別

106 R103040038 東北 岩手県 株式会社ナガソノ 5400001006190
ステンレス薄板の溶接技術開発による品質向上と増産対応に
よるサプライチェーンへの貢献

特別

107 R103040039 東北 岩手県 株式会社イル・デ・パン 6400001013392
美容師がもっと働きやすく稼げる世界に！一美容院から始まる
業界の革新

特別
一般社団法人ビジネスサ
ポート花巻

108 R103040046 東北 岩手県 株式会社カナン製作所 3400001004246 鋼材曲加工技術革新による超多品種少量生産体制構築事業 通常
株式会社ABKビジネス
パートナーズ

109 R103040058 東北 岩手県 品川光学株式会社 4400601000965
光学ガラス加工技術の高度化による受注増加と生産性向上の
実現

通常

110 R103040059 東北 岩手県 有限会社谷地林業 5400002013137 岩手木炭生産における技術継承と生産性向上の実現 特別

111 R103040060 東北 岩手県 株式会社ニュートン 5400001004129 次世代自動車向け樹脂製精密歯車の新規事業展開 通常

112 R103040065 東北 岩手県 株式会社京屋染物店 8400501000970
大ロット生産の新サプライチェーン毀損対策で大口新規客にシ
フト

特別 一関商工会議所

113 R103040070 東北 岩手県 有限会社木村塗装工業 3400602000206
国土強靭化計画に対応する新装置の導入と売上げ雇用拡充
事業

特別 株式会社岩手銀行

114 R104040001 東北 宮城県 三條物産株式会社 2390001000677
最新型裏貼り用機械の導入とサプライチェーンの再構築で売上
拡大を実現

特別 株式会社荘内銀行

115 R104040002 東北 宮城県 常盤化工株式会社 5370001009528
食品パッケージにおける検査方法の改善による生産体制強化
計画

特別 株式会社北日本銀行

116 R104040004 東北 宮城県 株式会社ＴＭＣ 2370801001546
最新寸法測定器導入で生産性の向上と新規顧客開拓で下請
脱却へ前進

通常

117 R104040008 東北 宮城県 グローテック株式会社 2370001039916
加工内作化による海外自動化案件取り込みと国内大手装置
メーカーとの競争力強化

通常

118 R104040018 東北 宮城県 株式会社石井土木 2370001001520
建設業の人手不足に対応するＧＰＳ機能を活用したＩＣＴ施工の
高度化計画

特別 株式会社七十七銀行

119 R104040022 東北 宮城県 株式会社Ｍｏｇｅｅ 3370101001956
独自のビジネスモデルと自動車減容による運搬効率向上を組
み合わせた循環型社会への貢献

特別 仙南信用金庫

120 R104040023 東北 宮城県 株式会社理光工業 1370001015678
３次元展開ソフト付ダクト切断機導入によるダクト製造工程の効
率化

通常
アルタス・パートナーズ
合同会社

121 R104040027 東北 宮城県 マルニ食品株式会社 2370001004085
高機能包装設備導入によるレンジアップ食品の開発と生産性
の向上

特別

122 R104040031 東北 宮城県 株式会社小川製作所 7370101001052
工程統合・自動金型交換を実現する高効率パンチレーザ複合
加工システムの構築

特別

123 R104040036 東北 宮城県 株式会社三進製作所 9370001025686
「換気」がキーワード。生活様式の変化に対応する空調関連製
品製造工程改革の取組

特別 株式会社七十七銀行

124 R104040037 東北 宮城県 株式会社イトーウィンド 2370001044726
高精度のＣＮＣスライドソーの導入による品質向上・生産性向上
を図る。

通常

125 R104040040 東北 宮城県 株式会社丸山運送 7370001006151
クラウドを活用したテレワーク環境の整備による在宅勤務の推
進

特別

126 R104040043 東北 宮城県 合同会社フィジック 2370003001394
宮城県初となる低酸素トレーニング可能なパーソナルトレーニ
ングプログラムの構築

特別 株式会社七十七銀行

127 R104040052 東北 宮城県 有限会社高橋組 3370102002482
インフラ設備並びに耕作放棄地などの除草作業の安全性・効
率性向上事業

特別

128 R104040055 東北 宮城県 株式会社スティック 5370001003266
新たなコピーガード技術、冊子に替わる形態、抗ウイルス用紙
の開発

特別

129 R104040063 東北 宮城県 三ッ引興業株式会社 5370001004124
非接触画像測定機導入による新たな提案型測定評価サービス
の開発

通常

130 R104040064 東北 宮城県 株式会社大昇物流 9370201000258
電動式移動ラック導入による倉庫管理と荷役業務の効率化、
付加価値拡大

通常 株式会社七十七銀行

131 R104040065 東北 宮城県 株式会社ＲｕｌｅＺ 6370001023049 印刷の常識を覆す「デザインできる木材」で新市場の開拓 特別

132 R104040069 東北 宮城県 株式会社ロバの耳 3370001025428
屈指症（足趾屈曲障害）患者の足趾補正具製造及び、販売事
業。

通常

133 R104040075 東北 宮城県 珈琲まめ坊
珈琲の香味を封じ込め，長期間鮮度を保つ，嬉し美味しギフト
開発

特別

134 R104040076 東北 宮城県 山元いちご農園株式会社 9370801001498
ジャストインタイムで完熟いちごを納品する新たな提供方式の
開発

特別

135 R104040077 東北 宮城県 株式会社ハガ 5370201003074
金属リサイクルで製造業を支える！革新的な品質管理体制構
築と生産性の向上

通常
株式会社東京経営サポー
ター

136 R104040082 東北 宮城県 株式会社日本アレフ 8010401123440 ＥＶ・ＩＯＴ時代に対応する次世代リードスイッチの開発 特別

137 R104040093 東北 宮城県 株式会社ＯＣＡＲＩＮＡ 2370001043760
新時代に必要とされるホームドクターの体現に向けた、基礎疾
患治療の徹底した効率化と重度疾患対応力の飛躍的向上

通常

138 R104040096 東北 宮城県 株式会社Ｂｅａｕｔｙ　ｌａｌａ 2370001041418
安心安全なＨＩＦＵ美容機器開発と、日本初のセミセルフ式ＨＩＦ
Ｕサロンのフランチャイズ展開

通常

139 R104040112 東北 宮城県 株式会社丸仙 2370001024083 産業用ドローンを利活用した空中・水中点検調査サービス 特別

140 R105040003 東北 秋田県 秋田印刷製本株式会社 9410001000180
使われる印刷・残される情報にするための製本加工の対応力
強化

通常

141 R105040005 東北 秋田県 有限会社メタルテクノササキ 6410002007260
検査工程の高度化による新規受注の拡大と経営リスク分散の
実現

通常 株式会社フロウシンク

142 R105040008 東北 秋田県 有限会社秋田味商 7410002000280 惣菜製造進出による原価率並びに生産性・収益性改善事業 通常 秋田県商工会連合会

143 R105040009 東北 秋田県 庄内機械株式会社 3410001007116 コーターによるＵＶ塗工の新技術開発 通常 株式会社秋田銀行

144 R105040013 東北 秋田県 有限会社リンテック 3410002009953
産業界初の超高耐圧仕様メカニカルリレーの開発及び量産化
の実現

通常 株式会社秋田銀行
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145 R105040014 東北 秋田県 福禄寿酒造株式会社 7410001003499
成分の迅速計測システム導入による作業の迅速化・効率化お
よび酒質の安定化

特別 株式会社北都銀行

146 R105040018 東北 秋田県 木元桜皮工芸
伝統工芸樺細工への新技術導入による新デザイン製品開発で
市場開拓

通常 株式会社秋田銀行

147 R105040019 東北 秋田県 株式会社寛文五年堂 5410001005613
販路拡大に向けた稼働効率と生産性の向上をめざす自動包装
機の導入

通常 株式会社秋田銀行

148 R105040021 東北 秋田県 株式会社シマックス 7410001007979 需要とコスト要求に対応する工程自働化による生産性向上 特別 株式会社ＡＢＣオフィス

149 R105040022 東北 秋田県 株式会社あきた創生マネジメント 3410001009467
県内初！見回りシステム導入による非対面ビジネスへの転換
及び業務改善効率化

特別

150 R105040024 東北 秋田県 中野産業株式会社 8410001006229
石材薄厚加工の飛躍的向上設備の導入による十和田石市場
拡大計画

通常 株式会社秋田銀行

151 R105040028 東北 秋田県 ヒーハイスト株式会社 6030001056900
高品質フランジ型リニアブッシュ供給継続によるサプライチェー
ン毀損への対応

通常

152 R105040030 東北 秋田県 株式会社森井製作所 6010801011908
エンジン部品の国内生産回帰に向けた設備導入による生産性
の向上

特別

153 R105040033 東北 秋田県 株式会社ホワイトシード 5410003002749 ＩｏＴ化による特殊研磨のロボット化による生産性向上とＦＣ化 通常

154 R105040036 東北 秋田県 株式会社森井 5010801017699
ステーターシャフト生産の国内回帰に向けた設備導入による生
産性向上計画

特別

155 R105040037 東北 秋田県 オイル漬け専門店　Ｎｏｒｔｅ　Ｃａｒｔａ
自社内に食品総合衛生管理体制を整備し、ヒット商品の開発の
自社完結力を確立する。

通常 株式会社秋田銀行

156 R105040038 東北 秋田県 秋田清酒株式会社 3410001007842 コロナ時代の免疫対策！クリア甘酒の製造と販路強化 特別

157 R105040040 東北 秋田県 秋田ノーザンハピネッツ株式会社 5410001004375 スマートエントリー化へ向けてのスマートゲート導入事業 特別 秋田商工会議所

158 R106040003 東北 山形県 有限会社テックワン 3390002015962
新ＮＣ設備導入と自社固有技術との融合による生産性向上と
売上拡大

通常 北郡信用組合

159 R106040005 東北 山形県 有限会社ミツヨシ機工 6390002014763
空圧機器部品の設備導入による内製化とトレーサビリティの確
立

通常

160 R106040015 東北 山形県 斎藤畳屋
全自動反転式返縫機導入による多種・多様な畳の生産性向上
と売上拡大

通常 山形県商工会連合会

161 R106040019 東北 山形県 株式会社ニューテックシンセイ 8390001010051
最新型のパソコン部品組付自動化ロボット装置導入で、コロナ
禍の増産とＤＸ対応による売上拡大

特別 株式会社荘内銀行

162 R106040022 東北 山形県 有限会社長瀞納豆 9390002012260
コロナウイルスへの対応とサプライチェーンの再構築で売上拡
大

特別 株式会社荘内銀行

163 R106040027 東北 山形県 有限会社斎藤板金 2390002005452
プラズマ切断機、変換ソフト導入による生産性向上、経営課題
解消計画

通常 山形信用金庫

164 R106040030 東北 山形県 東京技販株式会社 4010701006480
検査の内製化で船舶エンジン部品のリードタイムを短縮し、受
注を拡大する

特別
協同組合さいたま総合研
究所

165 R106040033 東北 山形県 株式会社エスディ・コーポレーション 1390001000257
ＰＮＣ複合ボーリングマシン導入による特注家具製造の複雑形
状加工の内製化実現と作業効率向上

特別

166 R106040037 東北 山形県 有限会社白鳥製作所 6390002009961 ＮＣマシン導入による特殊加工における新生産体制の構築 通常 山形県商工会連合会

167 R106040040 東北 山形県 あさの歯科クリニック 口腔内デジタルスキャナーを用いた非接触型歯科医療の提供 特別 株式会社山形銀行

168 R106040041 東北 山形県 城北麵工株式会社 7390001000813
レトルト殺菌装置導入による加工技術の高度化・新商品開発・
新規販路の開拓

通常 株式会社荘内銀行

169 R106040044 東北 山形県 奥羽乳業協同組合 5390005007699
コロナ禍での学校給食用牛乳（学乳）提供を継続するための検
査・洗浄装置の設置

特別 株式会社山形銀行

170 R106040048 東北 山形県 サンリット工業株式会社 7390001011067
高精密２スピンドル小型ＮＣ旋盤の導入による純鉄切削の高精
度加工品の生産性向上

特別 株式会社きらやか銀行

171 R106040063 東北 山形県 有限会社ミド 7390002005803
「放射線治療」という画期的アプローチの確立によりペットのが
ん完治を目指すプロジェクト

通常

172 R106040065 東北 山形県 株式会社シンセイ食品 1390001015387
最先端の具材装置及び包装機を導入による工程集約及び品
質・生産性向上と売上拡大

特別

173 R106040071 東北 山形県 株式会社ベスト 8390001008095
賞味期限の長い商品の提供で市場ニーズへ対応し売上拡大を
実現

特別 株式会社荘内銀行

174 R106040073 東北 山形県 有限会社ケーアンドピー 4390002000906
コロナ対策としての屋内環境整備製品の受注拡大、および若
手の雇用・育成体制強化

特別 株式会社山形銀行

175 R106040080 東北 山形県 有限会社羊肉のなみかた 5390002013535
コロナ禍における食品ロス削減と働き方改革を実現する急速凍
結ミニパック製造工程の構築

特別 株式会社山形銀行

176 R106040081 東北 山形県 株式会社四釜製作所 5390001011085
ＣＮＣ画像測定システム導入による全数検査体制の構築と医療
機器分野の売上拡大

通常 米沢信用金庫

177 R106040091 東北 山形県 有限会社印刷文化堂 7390002011792
ＣＴＰ（印刷用刷版出力機）の導入による印刷作業の効率化と、
コロナ禍で毀損した需要に代わる販路の開拓

通常 株式会社山形銀行

178 R107040005 東北 福島県 柿沼林業建設株式会社 8380001012643
木質廃材チッププラントの設置による木材チップ製造・販売体
制の実現

特別 税理士法人　古田土会計

179 R107040007 東北 福島県 株式会社クルマのわかつき 2380001016286
車検検査機器、ネットワークシステムの導入による生産性向
上、検査品質の向上

通常

180 R107040009 東北 福島県 有限会社タチバナ工芸社 2380002002203
３Ｄ－ＣＡＤとＣＮＣルーター導入による木製立体看板の内製化
と高付加価値化

特別

181 R107040010 東北 福島県 笹の川酒造株式会社 4380001005337
安定的な高品質の清酒製造と高付加価値商品による新市場の
開拓

特別 滝田　薫

182 R107040011 東北 福島県 株式会社あらい屋製麵所 1380001004507
オリジナル超多加水中華麺の開発と乾燥工程改善による受注
体制整備事業

通常 福島県商工会連合会

183 R107040016 東北 福島県 株式会社平戸製作所 5010601014310
鉄道インフラの要、電線用連結金具ボルト量産化戦略とコロナ
対策

特別

184 R107040017 東北 福島県 茜精密工業株式会社 3380001011121
ワークセットから格納までの一連作業の完全自動化による作業
者の多台持ち強化計画

通常 シェアビジョン株式会社

185 R107040021 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

186 R107040027 東北 福島県 有限会社田村建設 4380002019708 ＩＣＴバックホウ導入による生産性向上と密接した作業の回避 特別 福島県商工会連合会

187 R107040032 東北 福島県 福島寝装株式会社 9380001002998
「機能性多層敷布団」の新商品開発と中ロット生産方式の導入
による販路拡大

通常

188 R107040034 東北 福島県 オオイテクニカ株式会社 8010701001833
真空洗浄機を導入して品質・生産性の向上と環境負荷低減を
実現し、受注拡大を図る

特別

189 R107040043 東北 福島県 八溝マテリアル株式会社 1380001010620
国土強靭化に向けたサプライチェーン構築のための新たな生
産体制構築

通常 福島県商工会連合会

190 R107040044 東北 福島県 有限会社大橋精密 5380002020433
川下事業者によるＢＣＰの確立・改革ニーズに応える検査技術
の高度化

特別 山地　真吾

191 R107040055 東北 福島県 アサノ林業
高度林業機械の導入による地域の森林経営管理のモデル事
業

通常

192 R107040061 東北 福島県 株式会社関口電器製作所 7380001010284 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 特別

193 R107040067 東北 福島県 株式会社オクヤピーナッツジャパン 1380001030899 「あいづピーナツパーク」による製販一体の地域経済圏の構築 特別
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194 R107040070 東北 福島県 有限会社三瓶畳店 3380002009734
革新的な薄畳製造技術の導入と経営力、生産性向上による販
路拡大

通常

195 R107040081 東北 福島県 菊池総合事務所
新機能を搭載したＧＮＳＳ受信機導入に伴う測量調査作業の効
率化

通常 髙橋　英樹

196 R108040004 関東 茨城県 有限会社宇野製作所 5020002085776 高精度化、硬貨・紙幣計算機部品の実現 特別

197 R108040012 関東 茨城県 有限会社サンテックス 9050002035667 住宅デザインの多様化に対応した、内壁材加工体制の構築 通常

198 R108040013 関東 茨城県 有限会社ウエノ自動車 8050002020876
検査精度向上及び作業をスピード化、予防整備提案サービス
開発

特別 茨城県商工会連合会

199 R108040015 関東 茨城県 有限会社ソーイングスタジオセキグチ 8050002014250
ＣＡＭと自動ミシンの連動によるアパレル縫製工場の生産効率
向上

特別

200 R108040016 関東 茨城県 笠間樹脂株式会社 6050001007950
医療・化粧品用樹脂部材向けロボット検査システム付き射出成
形機の導入

特別 株式会社常陽銀行

201 R108040022 関東 茨城県 株式会社ｏｆｆｉｃｅ　Ｋ２ 7050001038672
最新医療技術導入による地域中核動物病院としての新たな動
物医療サービスの提供

特別

202 R108040023 関東 茨城県 広畜商事株式会社 7050001032642
食肉加工の作業自動化による生産能力向上と安全・衛生確保
の実現

特別 株式会社筑波銀行

203 R108040024 関東 茨城県 杉田歯科医院
ＣＡＤ／ＣＡＭ設備を活用した補綴治療のメタルフリー化と金属
アレルギー症状の改善

特別

204 R108040026 関東 茨城県 株式会社石川工業所 6050001022941
世界最速エレベーター構成部品であるアルミ材の高精度化生
産体制の構築

特別 株式会社筑波銀行

205 R108040030 関東 茨城県 株式会社カトー 6050001031389
高精度測定器とＣＡＤ／ＣＡＭの導入による、稼働時間の有効
活用と信頼性・品質向上事業

通常 株式会社やまと経営

206 R108040031 関東 茨城県 株式会社たさき緑化産業 4050001032100 ＩＣＴ油圧ショベル導入によるＩＣＴ施工対応体制の確立 通常 茨城県商工会連合会

207 R108040036 関東 茨城県 柏製作所
エアー吹き付け方式の採用による精密塩ビ一貫加工体制の構
築

通常 茨城県商工会連合会

208 R108040037 関東 茨城県 有限会社柴歯科技工 9011402004447
歯科技工物作製プロセスのＩＴ化による、生産体制効率化と地
域医療への貢献

通常

209 R108040043 関東 茨城県 有限会社安喰物産 6050002024391
シイタケの短期栽培品種の導入で生産性向上と非対面ビジネ
スへの転換

通常

210 R108040044 関東 茨城県 有限会社柴崎歯研 8050002008491 従来のデメリットを解消した新パラレルデンチャーの開発事業 特別 アイアンドアイ株式会社

211 R108040046 関東 茨城県 株式会社ショウエイ 7050001023261
再生可能エネルギー発電向け製缶製品の検査プロセス革新と
テレワーク環境整備

特別
株式会社フラッグシップ
経営

212 R108040049 関東 茨城県 有限会社岸田工業 7050002033111
電動折曲げ機の導入による短納期対応と内製化の推進で売上
拡大

通常

213 R108040051 関東 茨城県 有限会社太陽産業社 7050002025760
エコ飼料製造時のウィルス等熱処理不活化の為の高温乾燥機
導入等

特別 茨城県信用組合

214 R108040053 関東 茨城県 株式会社創和工業 4050001023306 半導体製造装置向け精密樹脂部品の生産性向上 通常

215 R108040057 関東 茨城県 株式会社くりーむ 3050001008407
焼き菓子製造工程効率化と商圏拡大によるコロナ不況に負け
ない事業

通常

216 R108040061 関東 茨城県 不二プラスチック株式会社 7050001025794
射出成形技術を活用した「プラスチック製コロナ予防関連グッ
ズ」の開発

特別 東京中央経営株式会社

217 R108040064 関東 茨城県 清水機電株式会社 9011801008577 ベンダー装置導入による、キュービクル大型化への対応 特別 株式会社ゼロプラス

218 R108040065 関東 茨城県 株式会社成毛建材店 2050001025568
大型生コン工場並みの多品種製品供給を実現する製造システ
ム構築

特別

219 R108040069 関東 茨城県 有限会社フルハシ 4050002022018
浅煎り焙煎技術の高度化によるスペシャルティコーヒーティー
バッグの開発

特別 茨城県商工会連合会

220 R108040070 関東 茨城県 有限会社野村加工 3050002017431
最薄ウレタン加工技術の採用による国産ウレタンマスク素材開
発事業

通常 茨城県商工会連合会

221 R108040071 関東 茨城県 株式会社八幡鉄工所 2050001023794
生産管理の刷新と超小型ファンモータ部品等の粉末冶金対応
のための新生産方式導入事業

通常 シェアビジョン株式会社

222 R108040074 関東 茨城県 北関東ウイング株式会社 8050001033094
三次元トラスカットソーの導入による生産性向上と顧客層の拡
大

特別 株式会社筑波銀行

223 R108040076 関東 茨城県 サン建設工業株式会社 3050001025492
センシング生育診断ドローン導入による革新的農業支援サービ
ス展開

特別

224 R108040077 関東 茨城県 株式会社プロテックホールディングス 8050001038424
新規勤怠システム導入による海外人材を活用した日用品物流
市場進出

通常

225 R108040083 関東 茨城県 白石工業株式会社 5010601003180
ＬＥＤ照明需要取込みのための革新的異形成形高度化プロセ
ス構築

特別 石山　賢

226 R108040088 関東 茨城県 株式会社サカリ 7050001018848
超微細技術を活かしたクリアな樹脂レンズ製造部品等の金型
製造工程の見直しによる生産効率向上計画

特別 シェアビジョン株式会社

227 R108040094 関東 茨城県 株式会社ダイトテクス 7050001010409
海外調達部品の内製化によるホテル用歯ブラシの安定供給体
制構築

特別 株式会社ゼロプラス

228 R108040101 関東 茨城県 茨城ケアサービス株式会社 9050001036419
高齢者用弁当宅配事業進出の為の高温高圧・急速冷却調理
設備導入

特別 茨城県信用組合

229 R108040102 関東 茨城県 株式会社ネツダン 2011701003734
片面防湿シート断熱パネル新製品によるリフォーム向け売上の
拡大

特別

230 R108040108 関東 茨城県 ソーラー・リノベーション株式会社 1010001173074
ｗｉｔｈコロナ時代に安全な食を提供！キクラゲ生産の高度化事
業

通常 河村裕司

231 R108040129 関東 茨城県 ＫＳＴ株式会社 5011001005783 長尺品向け高精度・高生産性無電解ニッケルリンめっきの開発 通常

232 R108040132 関東 茨城県 茨城青写真製本株式会社 4050001000172
最新鋭印刷機の茨城県初導入とＭ＆Ａを契機とした組織変革
と成長への挑戦

通常 齊藤　祐一

233 R108040134 関東 茨城県 株式会社ミトリカ 5050001002589
超小型高性能キセノンフラッシュランプモジュールの開発と生産
体制整備による分析装置分野への市場拡大

通常

234 R108040139 関東 茨城県 ツカ・カナモノ株式会社 1120101021634
ＳＦＰ業務管理システムの導入による業務効率化とテレワーク
対応準備

特別

235 R108040147 関東 茨城県 有限会社アークコーポレーション 1050002006469
自動チェックイン機導入による非対面化、新しい滞在スタイルの
提案

通常

236 R108040162 関東 茨城県 おのがわ歯科クリニック 高齢化社会・アフターコロナに適した治療提供体制の構築 特別

237 R108040163 関東 茨城県 池島歯科クリニック
ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを活用した補綴物作成フローの抜本的改
革

特別

238 R108040167 関東 茨城県 株式会社東海建設コンサルタント 8050001004715
県北部初！地上型・空撮型による革新的３次元測量サービス
の実現

特別

239 R108040169 関東 茨城県 東信化学工業株式会社 3013301008286
フィルム巻取工程の革新と高度化による医療・介護ガウン事業
拡大

特別

240 R108040183 関東 茨城県 株式会社大三 3050001015774
フロント業務の完全自動化実現による革新的スマートホテル化
事業

特別

241 R108040185 関東 茨城県 株式会社ＯＬＳ 4050003002935
ユーザーの新ビジネスを支援！未来型トレーラーハウスの提案
事業

特別 河村裕司

242 R108040190 関東 茨城県 しまざき矯正歯科 世界トップレベルの滅菌消毒による完全無菌治療の実現 通常
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243 R108040191 関東 茨城県 株式会社東シール 1050001018878
米袋用ゼロ点切断方式の高速生産設備導入による、サプライ
チェーン毀損への対応事業

特別 茨城県商工会連合会

244 R108040196 関東 茨城県 株式会社スタジオエス 8050001008419
非対面総合受付システムを核とする撮影技術を活かした総合
結婚式サービスの展開

特別 水戸商工会議所

245 R108040199 関東 茨城県 篠塚工業株式会社 2050001011551
ＩＣＴ建機の衝突事故を防止する高精度ディスクブレーキの製造
技術獲得

通常
株式会社コムラッド
ファームジャパン

246 R108040201 関東 茨城県 有限会社青木ビニール工業 1050002030064
急増する換気設備需要に対応する樹脂の熱加工技術の高度
化

通常

247 R108040203 関東 茨城県 株式会社オールフィールズ 4050001038907 土壌改良副産物を利活用し耕作放棄地を解消する役務の開発 特別 茨城県商工会連合会

248 R108040208 関東 茨城県 かとうぎ農園
生産出荷プロセスのスマート化による特別栽培ねぎの大規模
経営化計画

通常 田尻　明裕

249 R108040209 関東 茨城県 株式会社アートワールド 9050001014960
最新機器による生産体制改善で多品種小ロット品の受注を強
化する

特別

250 R108040226 関東 茨城県 渡辺畳店
薄畳製造技術開発と和モダン・ライトリフォーム提案による販路
開拓

特別 茨城県商工会連合会

251 R109040002 関東 栃木県 電波精器株式会社 1060001020503
生産性・品質向上のためのサーキットブレーカー用バイメタル
の自動製造技術の開発

通常 株式会社東和銀行

252 R109040017 関東 栃木県 株式会社Ｗｏｏｄｙ　Ｃｒｅｗ 6060001009013
日光材の拡販に伴う高周波フラッシュ接着機の導入で、生産性
の向上を図る。

通常 鹿沼相互信用金庫

253 R109040020 関東 栃木県 ケイアイソフト株式会社 6060001001531
客先の開発製造プロセスと同期化する多品種少量生産プロセ
スの革新

通常
有限会社エスエス創造研
究所

254 R109040021 関東 栃木県 有限会社成樹産業 1060002020353
テレワーク（在宅勤務）を支える床下調湿材の生産増強体制の
構築

特別 株式会社足利銀行

255 R109040023 関東 栃木県 有限会社鈴木板金工業 3060002004981
ガルバリウム鋼板の厚物製品の内製化による生産性向上と受
注拡大計画

特別 株式会社足利銀行

256 R109040028 関東 栃木県 カフェキュウ
オリジナル商品「ｄｏ　ｍｙ　ｔｈｉｎｇ　ａｍａｚｉｎｇ　Ｄｏｎｕｔ」の開発と
上市

通常

257 R109040035 関東 栃木県 株式会社松下通商 3060001014759
テープ状にスリット加工した化成品加工品の細巾化と延長化技
術の高度化

通常

258 R109040039 関東 栃木県 株式会社大岩建設 9060001012773
ＩＣＴ施工内製化による直面する課題解決と非対面型業務への
転換

特別 株式会社足利銀行

259 R109040042 関東 栃木県 株式会社フジヒラ 5060001020821
独自機能を追加した加工機の導入によるコストダウンと競争力
強化

通常

260 R109040043 関東 栃木県 有限会社山口スクリーン巧芸社 3060002037627
ハイブリッド原反生地への美観性が高い昇華プリント技術の開
発

特別
ダブル-ウィン・コンサ
ルティング合同会社

261 R109040045 関東 栃木県 株式会社ホンデン製作所 1060001009455
検査ラインの自動化にて『生産性の向上』と『コロナ感染対策』
でサプライチェーンを維持！！

特別 株式会社サクシード

262 R109040047 関東 栃木県 株式会社ＮＨＴＵ 5060003002495
赤外線点検における課題解決支援型ドローン運用サービスの
提供

特別

263 R109040052 関東 栃木県 株式会社野代 2060001020576
熟成自然派ワイン製造販売と卸売業から非対面型小売業への
事業転換

特別

264 R109040056 関東 栃木県 株式会社長村製作所 5060001017405 ５Ｇアンテナ用高メンテナンス架台の開発 特別

265 R109040058 関東 栃木県 トモエ産業株式会社 7030001076377
在宅勤務を支える食品用包装フィルムの高品質および生産効
率向上体制の構築

特別 株式会社東和銀行

266 R109040061 関東 栃木県 宇都宮矯正歯科
見えない矯正の内製化によるコロナリスク回避と治療提供プロ
セス改善

特別

267 R109040065 関東 栃木県 海星歯科クリニック
ＴＣを通じて患者様が望む低感染リスク「１日完結型虫歯治療」
の実現

特別

268 R109040068 関東 栃木県 有限会社若林自動車商会 5060002037740
革新的な水性塗料施工技術で高付加価値中古車販売の実現
とコロナショックの打破

特別

269 R109040070 関東 栃木県 有限会社明賀屋製作所 5060002014252
高性能マシニングセンタ導入と工程改善によるレーダー関連部
品等の受注増大と収益拡大

特別

270 R109040075 関東 栃木県 有限会社戸田鈑金製作所 9060002012764
一貫生産体制を強化し外注工程を減らすことで生産管理上の
課題を解決し短納期対応力を強化する

通常

271 R109040078 関東 栃木県 Ｈｏｒｉｅ＆Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ合同会社 1021003007533 最新ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による非対面型デジタルラボの構築 通常 藤原　和重

272 R109040083 関東 栃木県 株式会社エス・デー 6011101039607
トリックアート壁画・床絵の印刷技術との融合とオンライン受注
システムの構築

通常

273 R109040086 関東 栃木県 株式会社パン・アキモト 4060001011722
コロナに打ち克て！防災備蓄用のパンの缶詰「ＰＡＮＣＡＮ」の
増産計画

特別 合同会社うしお事務所

274 R109040087 関東 栃木県 東神鋲螺工業株式会社 5140001023782
特装車両部品の製造工程において複合加工機導入による内製
化と生産性向上事業

特別

275 R109040090 関東 栃木県 須田歯科医院
全顎の三次元診断による重度歯周病を持つ高齢者に対する負
担を最小化したフラップ手術の確立

通常

276 R109040096 関東 栃木県 株式会社環境テクノサーブ 9060001023548
栃木県北で初めて！未利用材を資源に変えて地域課題の解決
に挑む

通常 合同会社うしお事務所

277 R109040098 関東 栃木県 厚麗堂薬局株式会社 3060001031960
生薬自動分包機の導入による生産性向上と高度専門的漢方の
提供・普及

通常

278 R109040102 関東 栃木県 オカダデンタルオフィス
「Ｗｉｔｈコロナ」を生き抜くための固定観念を打破した新しい歯科
医のビジョン

特別

279 R109040118 関東 栃木県 株式会社せんきん 8060001007717
麹のバリエーション開発力強化による清酒新商品の生産拡大と
輸出拡大

通常

280 R109040120 関東 栃木県 四季デンタルクリニックインプラントセンター 審美性と耐久性を兼ね備えた革新的な補綴物の提供 特別

281 R109040123 関東 栃木県 有限会社木之下製作所 6060002035990
化粧品プラ容器デザインの可能性を拓く、革新的金型加工技
術の確立

特別

282 R109040128 関東 栃木県 サンプラスチック株式会社 5040001085115 バイオマスシュリンクフィルム和ｓｈｕの量産計画 特別

283 R109040133 関東 栃木県 株式会社松坂電機製作所 7013201005545 プラスチック代替の商品となる米粉ストローの製造販売 通常 川橋　隆則

284 R109040150 関東 栃木県 高野自動車工業 特定整備が必要な先進安全自動車修復技術の高度化 特別 結城商工会議所

285 R109040162 関東 栃木県 株式会社大関鉄筋工業 2060001010073 鉄筋切断機導入による品質の均一化と生産性の向上 通常 若杉　拓弥

286 R109040163 関東 栃木県 ロイヤルベリーズファーム有限会社 1060002023513
アウトドアダイニングとセルフ式ワインサーバーによる非対面化
の実現

特別

287 R109040167 関東 栃木県 清水歯科医院
安心・安全な上顎洞挙上による新インプラント治療法体制の構
築

通常 アイアンドアイ株式会社

288 R110040004 関東 群馬県 有限会社落合ミーリング 8070002022994 特殊環境下用グラファイト材部品の高精度化に取組む事業 特別

289 R110040007 関東 群馬県 有限会社岡芹ダイカスト工業所 9070002020337
自動車の軽量化ニーズに対応した薄肉アルミダイカスト鋳造技
術の確立

特別 株式会社東和銀行

290 R110040010 関東 群馬県 有限会社ユナイテット工業 8070002036961
多種多様な鋼構造物のメンテナンス需要等に貢献する薄板製
品の生産性向上計画

通常 株式会社東和銀行

291 R110040011 関東 群馬県 有限会社船橋組 8070002030816 自社測量によるＩＣＴを活用した高品質・短工期施工体制の確立 通常 株式会社群馬銀行
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292 R110040016 関東 群馬県 株式会社新居樹脂金型 7070001015570
コロナ禍における遊技機サプライチェーンの棄損を契機とした
新分野への展開

通常

293 R110040017 関東 群馬県 有限会社高陽製作所 5070002009821
ＮＣ複合旋盤導入による加工可能領域の拡大と高精度・短納
期加工の実現

通常
公益財団法人群馬県産業
支援機構

294 R110040023 関東 群馬県 有限会社五十嵐木工 8070002000471 組子細工オリジナル家具の製造・販売 特別 群馬県商工会連合会

295 R110040026 関東 群馬県 協立産業株式会社 9070001006634
５Ｇ・次世代自動車向けの電子回路基板に係る試作製造の高
度化

特別

296 R110040033 関東 群馬県 有限会社モリモト機工 2070002031299
新型マシニングセンタ導入による機械用部品の量産化と生産
可能品拡大

特別

297 R110040035 関東 群馬県 永井総業株式会社 1070001002327
路床・路盤工のＩＣＴ化による革新的ワンストップサービスの実
現

特別

298 R110040040 関東 群馬県 有限会社岡本技研 1070002009230
ファイバーレーザ溶接機の導入による短納期大量生産体制の
構築

特別 株式会社ゼロプラス

299 R110040044 関東 群馬県 株式会社萩原精肉店 3070001035589
焼成しても柔らかく、咀嚼力が弱い方でも喫食できる豚肉製品
の開発

通常 群馬県商工会連合会

300 R110040055 関東 群馬県 株式会社ファインアシスト 3070001032685
《モノ》《ヒト》両面で工程を進化させ、コロナ禍の半導体需要を
捉える

通常

301 R110040056 関東 群馬県 敷島電子株式会社 1070001017713 充填システム構築による生産プロセスと新ビジネスの確立 特別 株式会社群馬銀行

302 R110040058 関東 群馬県 有限会社東丸 2070002017604
３Ｄデジタルを駆使した健康とお洒落を兼ね備えたオーダーパ
ンプス

通常 五十嵐　知行

303 R110040059 関東 群馬県 若井糧穀株式会社 5070001003429 コロナ禍で消費者が求める高品質・低価格米の新商品開発 通常

304 R110040060 関東 群馬県 ＴＳ工務店株式会社 1070001028207
非対面高精度対応！ＩＣＴ重機導入による調整池造成事業の新
開発

特別

305 R110040062 関東 群馬県 株式会社フロンティアジャパン 8010601047308 自動精算機およびカードキー導入による非対面接客の実現 特別

306 R110040063 関東 群馬県 有限会社細谷製作所 3070002016588
甘楽発！最新型射出成形機導入によるエンプラ対応成型高度
化事業

特別

307 R110040067 関東 群馬県 株式会社長岡木工所 6070001027484
生産プロセス革新により地場顧客開拓を進め、顧客基盤強化と
企業成長を実現する

特別 小川秀樹

308 R110040070 関東 群馬県 株式会社阿部工業 5070002022535
機器筐体メッキ加工における新工法導入による高速道路事業
への進出

通常 株式会社ゼロプラス

309 R110040074 関東 群馬県 有限会社金井シャーリング 9070002028677
海外依存の弱電機器部品における国内一貫生産による競争力
強化

特別

310 R110040075 関東 群馬県 共和産業株式会社 4070001006630 金属３Ｄプリンターによる自動車部品製造方法の開発 通常

311 R110040088 関東 群馬県 株式会社総合技術 7070001012469
ハンディ型レーザースキャナ導入による３次元高精密測量の生
産性向上

通常 株式会社群馬銀行

312 R110040090 関東 群馬県 株式会社中沢ヴィレッジ 5070001026371
安全・安心強化と広大な施設・設備を活かした先進的修学旅行
体験の提供

通常

313 R110040095 関東 群馬県 石原精密有限会社 1070002022654 高精度円錐形状部品の寸法安定化と量産体制の構築 通常

314 R110040105 関東 群馬県 三進工業株式会社 6070001007024
ＲｏＨＳ２対応硬質塩化ビニルプラスチック製品のトータルコスト
削減と生産拡大

特別

315 R110040123 関東 群馬県 株式会社イーグルジャパン 3070001035366
屈指の車普及率を誇る群馬の自動車業界を支える次世代塗装
サービス

特別

316 R110040124 関東 群馬県 株式会社アイワ 4070001013032
設備投資とテレワークの実施による、コロナ禍における多品種
少量の即納体制の構築

特別 株式会社ゼロプラス

317 R110040125 関東 群馬県 合同会社コトブク 2030003011510 ドローン・ロボット・ＶＲを活用した非対面型保守サービスの提供 特別
補助金活用支援会合同会
社

318 R110040127 関東 群馬県 株式会社古月堂 7070001026139
手作り伝統和菓子製造における包餡成形ノウハウの自動化に
よる生産性向上

通常
株式会社渡辺経営コンサ
ルティング

319 R110040128 関東 群馬県 株式会社新芝製作所 7070001009647 国内唯一のＯＡフロア用の長尺支持脚の量産化 特別

320 R110040140 関東 群馬県 株式会社カント 1070001029254 低炭素社会に寄与する高性能コンポストの生産工程の導入 通常 群馬県商工会連合会

321 R110040143 関東 群馬県 株式会社長井精機 9070001007888
脱炭素化社会の実現に寄与するためのスチームタービンブ
レードの高精度加工技術の開発

特別

322 R110040159 関東 群馬県 株式会社ホテル松本楼 7070001017922
ホテル松本楼の味をご自宅に届けるためのクックチルシステム
導入

特別

323 R111040005 関東 埼玉県 有限会社武南プラス 1030002120429
ＮＣルータ導入及び生産プロセス改善による信頼性・生産性向
上

通常 坂本　庸芳

324 R111040015 関東 埼玉県 品川通信工業株式会社 1030001048043
エネルギーハーベスト技術を用いた、山崩れ事前予知通信シス
テムの開発

通常

325 R111040020 関東 埼玉県 石井酒造株式会社 7030001031357
ｗｉｔｈコロナ時代における日本酒産業のデジタルトランスフォー
メーション推進

特別

326 R111040021 関東 埼玉県 橋本セロフアン印刷株式会社 4010001006405 生産プロセス改善による大ロット食品パッケージ製造への対応 通常

327 R111040030 関東 埼玉県 株式会社フジエヌ・シー・センター 2030001065723 ＣＡＤ／ＣＡＭ設備刷新による金型提案力強化と生産性向上 特別

328 R111040034 関東 埼玉県 ワールド工業株式会社 6030001008950
鋼板製ユニット式ハト小屋の特注サイズに対応する生産体制
の構築

通常 埼玉県商工会連合会

329 R111040041 関東 埼玉県 有限会社杉山紙工所 9011602005336
Ｔｅａｍｓ＋Ａｄｏｂｅ　Ｃｒｅａｔｉｖｅ　Ｃｌｏｕｄ活用と製造プロセスの高
度化によるオリジナル封筒の短納期の実現

通常

330 R111040042 関東 埼玉県 有限会社ユキ製作所 9030002055262
ロボット溶接工程導入による高付加価値自動車マフラー生産の
実現

通常

331 R111040046 関東 埼玉県 株式会社クラウドサイン 7030001131479
看板・内装の加工効率化と現場強化によりワンストップ施工を
拡大

通常 税理士法人リライト

332 R111040048 関東 埼玉県 株式会社ＬｉＦＥＲＡｉＳＥ 2030001119719
オリジナル野球グローブＥＣサイト構築と機械化による生産性
向上

通常

333 R111040051 関東 埼玉県 なかの歯科クリニック
印象採得のデジタル化による患者の負担軽減及び効率化と感
染対策

通常

334 R111040053 関東 埼玉県 株式会社ビュード 2010502021029 高精度曲げ加工による組立工程プロセズ合理化 特別

335 R111040056 関東 埼玉県 株式会社山口製作所 7030001085980
ロボット一体型ＮＣ旋盤導入による高品質ダイカスト部品の量
産化

特別

336 R111040067 関東 埼玉県 有限会社カワベ 3013102003734
医薬品等の製造装置システムの一貫生産体制を強化するため
の曲げ加工技術の向上と生産性向上計画

特別 シェアビジョン株式会社

337 R111040070 関東 埼玉県 有限会社クリーニングシノハラ 7030002122799 乾燥・仕上げプロセス革新によるリネンサプライ受注拡大事業 通常 秩父商工会議所

338 R111040071 関東 埼玉県 株式会社ケイ・テック・アート 7030001080156
ワイヤ放電加工技術の高度化による半導体関連部品等の高精
度・短納期化計画

通常 株式会社エフアンドエム

339 R111040077 関東 埼玉県 ＡＭＡＣＬＵＢ
ＲＰＡ（スクレイピングシステム）を活用した生産性向上と売上増
加事業

通常 埼玉県商工会連合会

340 R111040082 関東 埼玉県 株式会社ＤＣＴ．ｃｏｍｐａｎｙ 5030001015015
セントラルキッチン導入による品質・生産性の向上とテイクアウ
ト事業強化計画

特別 シェアビジョン株式会社
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341 R111040083 関東 埼玉県 大こくや
溶けないアイス「くずバー」を目玉商品としたマルチチャネル販
売

通常 株式会社武蔵野銀行

342 R111040086 関東 埼玉県 サクラディアデンタルクリニック
最新機器の活用による、アフターコロナの需要に対応した院内
完結マウスピース矯正の実現

特別

343 R111040087 関東 埼玉県 株式会社共栄精機 1011801019202
金型製造３Ｄプリンターとプレスブレーキの導入による職人の匠
の技の継承

特別

344 R111040088 関東 埼玉県 有限会社時田建材 3030002021484 生コンクリート製品のバリエーションとＳＤＧｓへの取組み 特別

345 R111040091 関東 埼玉県 近代紙業株式会社 5011801007153
紙加工革新！「安心・安全」がもたらす高品質な紙製品開発で
社会貢献に挑戦

特別

346 R111040092 関東 埼玉県 共生テクノス株式会社 5010501004428
高精度プレスブレーキ導入によるＲ曲げ加工内製化の実現と
新規事業開拓

特別

347 R111040093 関東 埼玉県 ななえ・椛沢歯科医院
精密治療を提供・見える化し患者と共有するための高付加価値
化システムの実現

通常 田中　健三

348 R111040094 関東 埼玉県 藤村ラボ
平行性問題を解決した付加価値の高いＣＡＤ設計センターの設
立

特別 アイアンドアイ株式会社

349 R111040098 関東 埼玉県 かえこ歯科医院
審美性と治療効果を両立したアンカースクリューを用いたマウ
スピース矯正治療の実現と諸課題の解決

通常

350 R111040099 関東 埼玉県 株式会社ジャップレーダーインダストリーズ 2030001134858
高精度レーザードローン導入による非対面型測量サービスの
新開発

通常

351 R111040100 関東 埼玉県 株式会社２ＣＯＭ 7011801021838
イベントブース設営・配布物の非対面型提供のためのＵＶ印刷
体制構築

特別

352 R111040101 関東 埼玉県 やわらぎ歯科医院
ポストコロナに対応した診療体制と院内完結ガイデッドサージェ
リーの実現

通常

353 R111040103 関東 埼玉県 カーツー矯正歯科室
３Ｄ診断システム導入による、咬合治療を取り入れた歯科矯正
の品質向上

通常

354 R111040106 関東 埼玉県 株式会社ワタナベ製作所 1030001068314
多機能型切断機導入による特注家具の生産プロセス改善と高
付加価化

特別

355 R111040107 関東 埼玉県 有限会社葛飾プラスチツク工芸社 3030002048577
小規模飲食業の業態転換を支援、キッチンカートータルコー
ディネート事業

特別 亀有信用金庫

356 R111040111 関東 埼玉県 株式会社ＤＳＴディスプレイ 2030001121187
ＳＮＳ映えで集客効果を生む特殊装飾技術による映画作品案
内パネルの新展開

特別

357 R111040112 関東 埼玉県 有限会社西山金属 2030002047605
大型ＮＣ旋盤導入による、高品質な硬化肉盛から機械加工まで
の一貫対応拡大

通常

358 R111040114 関東 埼玉県 株式会社田野製作所 6030001041514 超極小で超肉薄な医療用超高精度部品の試作開発 特別

359 R111040115 関東 埼玉県 有限会社タイロン 7030002052831
高性能押出機導入による高透明ポリプロピレンシートの生産性
改善

特別 株式会社埼玉りそな銀行

360 R111040119 関東 埼玉県 株式会社建商 4030001074689
木工什器大型化に伴う製造プロセスの改善及び生産性向上事
業

特別

361 R111040120 関東 埼玉県 株式会社セレスト 5030001030600
設備導入による生産工程のデジタル化と「入れ歯」事業への参
入

特別

362 R111040123 関東 埼玉県 有限会社石塚金型製作所 5030002046488
コロナ禍に対応するため、金型構造部の３次元設計業務を内
製化しナレッジを活用して効率化する

特別

363 R111040124 関東 埼玉県 株式会社畑中製作所 3030001076802
無人トラクター横剛性試験機生産のための機械加工プロセス
の改善

通常

364 R111040125 関東 埼玉県 株式会社Ｂｒｉｄｇｅ 8030001115885 中型コーヒー焙煎機導入によるＢｔｏＢビジネス開拓戦略 通常 川越商工会議所

365 R111040126 関東 埼玉県 上藤沢キリン歯科クリニック
３次元スキャナーの導入による革新的な非抜歯型歯科矯正の
高度化事業

特別

366 R111040127 関東 埼玉県 株式会社ベルズワン 5030001067898 検査工程の完全自動化による需要の増大への対応 特別

367 R111040128 関東 埼玉県 大和田おか歯科医院
マイクロスコープ、口腔内スキャナー等導入による新型コロナ
感染予防対策と高度先進歯科医療の提供

特別

368 R111040132 関東 埼玉県 株式会社小島美錠製作所 4011801007716
ワイヤ放電加工機導入での革新的生産プロセス構築による販
路拡大と新製品開発

特別

369 R111040133 関東 埼玉県 高美精機株式会社 9030001055115
防災・減災需要に対応する高クリアランス精度油圧バルブ生産
プロセスの構築

特別 石山　賢

370 R111040135 関東 埼玉県 スタジオ　クォーツ 合成・配信・動画撮影の需要を取り込む！スタジオ環境構築 特別

371 R111040136 関東 埼玉県 株式会社高橋製作所 3010601035473 産業用ロボット市場・新自動車市場向け電装コネクタの開発 通常 東京東信用金庫

372 R111040141 関東 埼玉県 有限会社エフプロ斑鳩 8030002072515
木工用ＮＣルータの導入により、加工精度アップで生産性向上
を実現

通常

373 R111040142 関東 埼玉県 株式会社Ｗｏｒｌｄ’ｓ　Ｂｅｌｌ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ 8030001043525 双方向のコミュニケーションを可能としたオンライン教育の実施 特別

374 R111040143 関東 埼玉県 有限会社長井金型製作所 1030002045163 スチール容器のＨＡＣＣＰ対応に向けた金型品質向上事業 通常

375 R111040145 関東 埼玉県 三信鋼業株式会社 1030001065328
高性能プレスブレーキ導入による高付加価値ドア製品の生産
性向上

特別

376 R111040147 関東 埼玉県 安元化成株式会社 4030001073393
美容業界初の細粒な霧を噴霧するスプレーヤーの成形の初の
国産化

通常 株式会社武蔵野銀行

377 R111040155 関東 埼玉県 株式会社石川漬物 3030001109339
全自動殺菌・乾燥機導入による生産性向上・しゃくし菜漬新商
品開発事業

通常 埼玉県商工会連合会

378 R111040156 関東 埼玉県 株式会社ウエハラ 4030001085760 鉄骨溶接ロボット導入による、生産性向上事業 通常 株式会社ゼロプラス

379 R111040158 関東 埼玉県 小泉歯科クリニック
最新式ＣＡＤ／ＣＡＭ設備を導入した補綴治療の遠隔化による
テレワーク体制の構築

通常

380 R111040160 関東 埼玉県 未来科学株式会社 8030001051767
車種・年式・グレードにより異なる専用カーマットの多品種小
ロット体制強化

特別

381 R111040162 関東 埼玉県 株式会社グリーン設備 8030001028154
現役現場監督者による建設業向け業務管理ソフトの開発・普及
事業

特別

382 R111040163 関東 埼玉県 株式会社今井 4030001039584 三次元測定器を用いたプレス加工品の高精度化 通常
一般社団法人城西コンサ
ルタントグループ

383 R111040164 関東 埼玉県 株式会社荒川瀧石 7030001090642
最新式ＳＬＡＭ技術習得による革新的高精度非対面型測量
サービス

特別

384 R111040166 関東 埼玉県 オーシヤンパツケージ株式会社 6030001074092 新たな搬送方式の導入による高級パッケージ製造体制の確立 特別

385 R111040167 関東 埼玉県 有限会社フルノ工芸 6030002108774
大型・特注の供給体制を増強！飛沫防止パーティションの生産
性向上計画

特別

386 R111040170 関東 埼玉県 有限会社小島製作所 5030002042306
最新のＣＮＣ旋盤を活用した段取り作業の削減による建設機械
用継手部品の生産性向上

通常

387 R111040172 関東 埼玉県 祥衞工業株式会社 3011401003075 金属塑性加工事業のさらなる高度化と大型加工事業への挑戦 特別

388 R111040174 関東 埼玉県 株式会社鈴木製作所 3030001130690
信頼される技術力で、先端産業とコロナ禍を乗り越える生産性
向上計画

特別 小原　恭子

389 R111040176 関東 埼玉県 三協スチール株式会社 3030001052415
海外生産１００％の自動車部品の国内製造ライン構築・サプラ
イチェーン強化

特別
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390 R111040179 関東 埼玉県 風渡野接骨院
酸素ルームとウォーターベッドを導入し非接触型サービスの充
実

特別 山崎　一政

391 R111040182 関東 埼玉県 ハニーシート株式会社 7030001055406 ポストコロナに対応する包装事業の革新的な生産プロセス改善 特別 株式会社やまと経営

392 R111040183 関東 埼玉県 ジャパンライフ合同会社 6011503003094 ジャパンライフ合同会社 通常

393 R111040184 関東 埼玉県 磯﨑印刷株式会社 5011101001781
刷版工程を内製化し、フレキシブルな生産体制を確立すること
による生産性向上と経営力の強化

特別

394 R111040186 関東 埼玉県 欧文印刷株式会社 6010001001486 新製品『デジタル・ヌーボード』の開発及び生産設備投資事業 特別
東京中小企業投資育成株
式会社

395 R111040187 関東 埼玉県 株式会社上中製作所 1030001090490
ＣＮＣ旋盤導入による、高品質な丸型金属部品の量産体制の
確立

通常

396 R111040188 関東 埼玉県 関東図書株式会社 6030001001757
金券等偽造防止印刷及び使用済み金券等回収後の精算業務
の効率化

通常 埼玉縣信用金庫

397 R111040189 関東 埼玉県 株式会社Ｎ－Ｋワークス 3030001082123
非効率工程とボトルネック工程を改善し受注基盤を強化するた
めの設備投資事業

通常

398 R111040191 関東 埼玉県 浦和　動物の病院
動物病院の手術効率化、小動物対応強化によるニッチトップ化
事業

通常 山崎　一政

399 R111040192 関東 埼玉県 しろうま歯科こども歯科
嘔吐反射の強い高齢者・障害者にやさしい革新的な虫歯診療
の展開

特別

400 R111040193 関東 埼玉県 シャロン フードマシーンの導入による生産の効率化と新商品の提案 通常 埼玉県商工会連合会

401 R111040194 関東 埼玉県 株式会社アイカ 3010601034475
最新クランクプラス・送材装置の導入による量産品製造の生産
体制強化

特別 株式会社ゼロプラス

402 R111040197 関東 埼玉県 株式会社アルシステム 2120901014068
ラミネーターとプレスシステム導入による床暖房システムの量
産体制の確立

通常

403 R111040199 関東 埼玉県 株式会社ふるさと両神 2030001091414
製造方法の刷新により新製品開発・生産性向上・不良率低減を
実現

通常 株式会社埼玉りそな銀行

404 R111040200 関東 埼玉県 共栄テクノス株式会社 7030001032512
アイアンワーカー導入による多能工化推進と生産量向上による
販路開拓

通常
合同会社グリーンライト
コンサルティング＆パー
トナー

405 R111040201 関東 埼玉県 島田歯科医院 最先端ＣＴの導入による治療精度向上と感染リスク低減 特別

406 R111040203 関東 埼玉県 よねだ歯科クリニック
セレックシステム導入による患者満足度の向上と感染リスク対
策

通常 秋田　英則

407 R111040204 関東 埼玉県 有限会社糸井商会 3070002028088 老人ホームに特化した鉄筋工事における低コスト対応の実現 通常 株式会社東和銀行

408 R111040206 関東 埼玉県 有限会社サイワ塗装工業 5030002019824 住宅の現状調査のライブ配信を用いた非対面型の打ち合わせ 特別

409 R111040207 関東 埼玉県 杉井歯科医院
補綴装置作製プロセスの改善による地域ニーズに対応したワ
ンデー治療の確立

特別

410 R111040208 関東 埼玉県 ＴＯＳＹＯ株式会社 1030003003467 自社オリジナル商品「キリトリエ」の内製化及び高付加価値化 通常

411 R111040209 関東 埼玉県 株式会社マルヨシ 4030001082080
長尺金物精密加工・量産技術獲得による革新的新商品製造の
取組み

通常
一般社団法人城西コンサ
ルタントグループ

412 R111040210 関東 埼玉県 有限会社小曽根新聞舗 4030002002748
さいたま新都心の小売・サービス事業者に貢献するＰＲ事業開
発

特別 株式会社やまと経営

413 R111040211 関東 埼玉県 株式会社昭和精機 9030001041602
ＡＩ機能付きＣＮＣ旋盤による過去工程のデジタル化の推進と新
規開拓の推進

特別

414 R111040212 関東 埼玉県 株式会社ジュンテクノサービス 4030001015412
産業用ＲＯＶによるインフラ設備点検調査の垂直統合サービス
開発

通常

415 R111040213 関東 埼玉県 株式会社樹サイン 5030002066478
ファイバーレーザー切断機導入によりチャンネル文字事業の生
産体制強化

通常

416 R111040214 関東 埼玉県 有限会社栗子紙工 5030002108651
高性能なラベル加工機とテレワークシステムの導入による新規
受注の獲得

通常 株式会社ゼロプラス

417 R111040216 関東 埼玉県 有限会社マギー・フレンズ 2030002012674
多店舗間リアルタイムデータ連携！生産性向上美容システム
の導入

通常

418 R111040219 関東 埼玉県 株式会社東武ミクロンパーツ 9030001032873 自動車向けフォルダー部品の革新的製品開発と生産性向上 特別

419 R111040225 関東 埼玉県 株式会社浜精機 2030001006850 医療機器向け樹脂製品製造用金型の付加価値向上事業 通常

420 R111040227 関東 埼玉県 有限会社三井彫刻研究所 3013302009622 駆動方式の革新による新形状の電極・金型の新開発 特別

421 R111040228 関東 埼玉県 株式会社佐浦計器製作所 5030001009594
最先端フライス導入による自動操舵装置カスタマイズ加工の高
度化

特別

422 R111040229 関東 埼玉県 株式会社飯田製作所 8030001041198 新鋭設備導入による精密金型製作事業の強化 通常 上尾商工会議所

423 R111040230 関東 埼玉県 大鉄精工株式会社 6030001096120 ＣＮＣ旋盤導入と独自精密加工技術の高度化による新展開 特別

424 R111040231 関東 埼玉県 藤沢歯科医院 歯科技工物の製作と提供のＣＡＤ／ＣＡＭ設備による実現 特別

425 R111040232 関東 埼玉県 株式会社柏崎製作所 6011401001365
ファイバーレーザー切断機導入による溶接式ダクト製造工程の
生産性向上

通常

426 R111040233 関東 埼玉県 株式会社ウイル 6011401016322
安定的な印字環境を提供できる高信頼度プリンターの開発によ
る包材市場の獲得

通常 埼玉県商工会連合会

427 R111040234 関東 埼玉県 インター精工株式会社 6011601000638
海外大型自動車向けラインペーサー生産ラインによる事業拡
大

特別 株式会社やまと経営

428 R111040241 関東 埼玉県 株式会社旅クラブジャパン 7030001064324
地域住民を対象にした非対面型オンライン旅行販売システムの
構築

特別

429 R111040242 関東 埼玉県 池田歯科医院
低負担のレーザーを用いた、全ステップが院内で完結している
治療

特別

430 R111040243 関東 埼玉県 有限会社小林製作所 4030002079935
最新スライドソーで冷設機器の特殊デザイン木工家具加工の
高度化

通常
株式会社エイチ・エーエ
ル

431 R111040247 関東 埼玉県 クジライ矯正歯科
歯科矯正用アンカースクリューを用いた快適な矯正治療法の確
立

特別

432 R111040248 関東 埼玉県 株式会社遠藤精機製作所 3030001001289
創業５７年のプラスチック成型ノウハウ高度化による製品価値
向上

特別

433 R111040250 関東 埼玉県 株式会社和田製作所 2010601006962
高精度曲げ加工による医療機器製作品のサプライチェーン拡
大

通常

434 R111040251 関東 埼玉県 ビィ・エル・シー株式会社 1010001027180 国産輸入建材のフレームカットマシンによる高付加価値加工 通常

435 R111040256 関東 埼玉県 有限会社野口木工所 9030002098006
「縁貼」と呼ばれる工程の生産性を高め、品質と納期短縮要求
に応える。

特別 埼玉県商工会連合会

436 R111040261 関東 埼玉県 きのした歯科クリニック
最新型歯科用ＣＴによる難治療の革新的精度向上とコロナに強
い治療フローの確立

通常

437 R111040265 関東 埼玉県 有限会社トス・ディー 3030002115088
基板設計における設計技術の高度化による設計品質の向上と
生産プロセス改善計画

特別 埼玉縣信用金庫

438 R111040267 関東 埼玉県 岩田木工所
「特注防火扉」の高機能化・短納期化を可能にする製品開発・
生産体制の構築

特別 飯能信用金庫
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439 R111040268 関東 埼玉県 株式会社エッジ・エンタープライズ 6010601016256
自動材料ストッカー導入による材料出し作業の生産性と後工程
稼働率の向上

特別

440 R111040270 関東 埼玉県 株式会社川上金型 5030001035756
樹脂流動の可視化による樹脂金型製作・チューニングのソ
リューションビジネスへの展開

特別

441 R111040274 関東 埼玉県 株式会社ＮＰＣ 2030001022195
製本工程の徹底的自動化により印刷・製本一括生産需要を取
り込む

通常

442 R111040278 関東 埼玉県 松見歯科医院
デジタル化による院内感染予防と高齢者の歯の健康のための
革新的開発

特別

443 R111040279 関東 埼玉県 シーマテック株式会社 6030001038989
ＬＩＭ成型金型生産による人工呼吸器用シリコーンマスク需要へ
の対応

特別

444 R111040280 関東 埼玉県 株式会社文化カラー印刷 4030001056448
化粧品通販カタログ需要に応える高品質印刷特化と環境対応
印刷

通常

445 R111040281 関東 埼玉県 株式会社Ｆｇ 8030001072581
内装工事のスキルを活用した木製組み立て式アウトドア製品の
開発

特別 石山　賢

446 R111040287 関東 埼玉県 株式会社ヤマイチライス 5020001070358
パレタイジングロボットによる精米工程の完全自動化及び生産
性向上

特別 川崎商工会議所

447 R111040288 関東 埼玉県 イーズ歯科クリニック
補綴物の内製化によるサービス向上と３Ｄスキャナによる非対
面ビジネスの実現

特別 野竿　健悟

448 R111040290 関東 埼玉県 ＦＩＸＩ 審美性・耐久性に優れたチタンプロップデンチャーの開発事業 特別 アイアンドアイ株式会社

449 R111040291 関東 埼玉県 株式会社アスカ紙工 3010001128357 対処療法からの脱出！不良品を作らない生産体制の構築 特別

450 R111040294 関東 埼玉県 株式会社広栄恒産 4030001041441
高い技術力と最新鋭の設備で県内最高水準の眼科二次診療
が可能なホームドクターへ

特別

451 R111040303 関東 埼玉県 有限会社大橋シャーリング 2030002020768 立体自動倉庫システム向け等薄板金属資材需要の新規獲得 通常 株式会社やまと経営

452 R111040308 関東 埼玉県 アミュード株式会社 6030001000222
顧客要請の高まる小ロットでも短納期対応できる製造ラインの
構築

通常 さいたま商工会議所

453 R111040312 関東 埼玉県 有限会社ピーアンドアイ 7030002087605
画像認識技術による腹膜透析用入浴パックの自動検品工程構
築

通常 稲垣　秀行

454 R111040313 関東 埼玉県 株式会社ユープラン 6011101042148 衣料品プリント分野への進出による売上向上 通常

455 R111040314 関東 埼玉県 有限会社華英 9030002003279
キッチンカーによるＦＣ展開とＤＸ第１段階として売上管理の取り
組み

特別

456 R111040319 関東 埼玉県 株式会社ＭＯＲＥＳ 9030001113830
ＥＲＰシステム構築によるホームステージングサービスの超高
速提供

特別

457 R111040322 関東 埼玉県 株式会社サイエンス・イノベーション 6030001120565
次亜濃度連続測定器および循環ろ過・一定次亜濃度維持装置
の開発

通常

458 R111040325 関東 埼玉県 オクイテクノス株式会社 8013301003068
クリーンエネルギーとＩＯＴを活用した国産高級きくらげの通年安
定栽培

通常

459 R111040331 関東 埼玉県 株式会社Ｂｕｌｌ　Ｐｕｌｕ 3020001087809
輸入リスクへ対応！本物の生タピオカ製造を内製化する戦略
的事業

特別

460 R111040339 関東 埼玉県 株式会社産業科学研究開発センター 9010001081534
中小畜産事業所の競争力強化に資する環境対策プラントの開
発と普及

通常
埼玉県中小企業団体中央
会

461 R111040354 関東 埼玉県 中央竹村物流株式会社 3030001075977
労働負担を低減し高付加価値（短納期・低コスト化）を提供でき
る顧客満足度の向上

通常 株式会社やまと経営

462 R111040357 関東 埼玉県 金杉建設株式会社 7030001050910
用途別測量機器導入によるＩＣＴ工事全体最適化と公共事業対
応力の強化

特別

463 R111040358 関東 埼玉県 平井歯科クリニック
１０年後を見据えたインプラント治療の提供と非対面型ビジネス
モデルの推進

通常

464 R111040360 関東 埼玉県 株式会社ランチボックス 7030001031563
調理時間の大幅短縮による生産性の向上及び食材ロス削減達
成

通常 埼玉県商工会連合会

465 R111040365 関東 埼玉県 株式会社協栄製作所 6010501003081
最新型マシニングセンタ導入によるエアサスペンション部品の
国産化

通常

466 R111040370 関東 埼玉県 ＥＰＣＯ株式会社 9030001124646 業界初！ＡＩ自動見積りによる不用品買取サービスの非対面化 特別

467 R111040376 関東 埼玉県 ジャパンクリエイト株式会社 5030001025526
半導体塗布の工程で品質保証体制をレベルアップし海外売上
を倍増

特別

468 R111040385 関東 埼玉県 有限会社須田医科器械製作所 4030002068599
難加工・フレキシブル生産・生産性向上を実現する最新設備の
導入

通常
セレソン・パートナーズ
株式会社

469 R111040388 関東 埼玉県 プレシャス・モストＲＶ株式会社 6030001131711
走行安定性高い新型レンタルキャンピングカー開発で横転事故
０へ

通常 東京東信用金庫

470 R111040397 関東 埼玉県 株式会社ツバキ 1030001084311
新規ＣＡＤ／ＣＡＭとマシニングセンタ導入による試作品開発へ
の進出

通常

471 R111040404 関東 埼玉県 有限会社トラッド 9030002105463
審美性とデザイン性に優れた欠損歯補填のための部分入歯の
開発

特別 アイアンドアイ株式会社

472 R111040408 関東 埼玉県 有限会社新井 1030002048232
オリジナル「１台で封止方法が異なる２種類の厚紙封筒を製函
できる」設備／生産プロセスの確立

通常

473 R112040001 関東 千葉県 大和原工事株式会社 5040001036043
デザイン性の高い造作家具工事の作業効率を高める体制の構
築

特別 近山　寿博

474 R112040004 関東 千葉県 株式会社グリーンビルダーズ 3040001106013
ドローンによる農薬散布サービスとビニールハウス建設の生産
性向上

通常

475 R112040005 関東 千葉県 新日本繊維株式会社 3010601051867
分子動力学法を利活用した無機繊維製造の革新的ＡＩ化・効率
化事業

通常

476 R112040009 関東 千葉県 株式会社グリーン・シィ 8040001028772 特許技術を活かした農産物向け新フィルムカッターの開発 特別 株式会社フロウシンク

477 R112040010 関東 千葉県 有限会社畠山金属 1011702015911
高性能ロールベンダーを導入し日本のインフラを支える高度化
事業

特別

478 R112040014 関東 千葉県 マルナカ工業株式会社 7040001061452
大型物件の内製化を推進するための設備投資と技術開発によ
る生産性の向上

特別

479 R112040020 関東 千葉県 大同機材工業株式会社 9040001043878
リユースコンクリート型枠精密表面仕上げの量産化と作業者コ
ロナ感染対策

特別

480 R112040021 関東 千葉県 株式会社徳倉 2010601004941
国内産糖業界に貢献する当社オリジナル粉糖の安定供給体制
構築計画

特別 株式会社エフアンドエム

481 R112040023 関東 千葉県 大成金属株式会社 2040001033984
食品・化粧品缶の高精度自動外観検査装置による品質不良防
止と作業者のコロナ感染対策徹底

通常 株式会社千葉興業銀行

482 R112040033 関東 千葉県 有限会社井坂昭三郎商店 5010602009524
ラベル剝離機導入で品質の厳しい国内向け高純度廃ＰＥＴボト
ル圧縮品の事業化

通常

483 R112040038 関東 千葉県 サトー熱処理工業株式会社 7040001035563
新市場に参入するための焼結金属熱処理の生産体制強化の
取組み

特別

484 R112040044 関東 千葉県 株式会社新葉測量 6040001063573
３Ｄ・ＩＣＴ測量機等導入による非対面型ビジネスモデル構築に
よる事業の拡大及び災害測量等への貢献

特別

485 R112040045 関東 千葉県 有限会社英工業 1040002029941
高精度かつ高速平面加工を実現し国内医療を支える金型高度
化事業

通常

486 R112040046 関東 千葉県 東和道路株式会社 1040001005431
３ＤＩＣＴショベル導入による施工現場のコロナ対応生産性向上
事業

通常

487 R112040049 関東 千葉県 関食鳥
加工工程の改善と生産リードタイムの短縮による生産効率の向
上及び新規販路の開拓

通常
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488 R112040050 関東 千葉県 有限会社富士金属工業所 8011802006580
新型タレットパンチプレス機と既存技術の融合で新たな生産方
式の構築。

特別 岩城　哲夫

489 R112040051 関東 千葉県 株式会社東成社 8010601003822
Ｗｉｔｈコロナ向け新商品投入での試供化粧品用トレー等におけ
る生産性向上計画

通常 株式会社エフアンドエム

490 R112040056 関東 千葉県 株式会社エス・デリカファクトリー 4011801027524
革新的フードロス対策「カット野菜Ｄ＋６」や惣菜事業に新規事
業進出！コロナ低迷を打破する事業

特別

491 R112040058 関東 千葉県 株式会社やさしい手京葉 3040001054848
対面型介護の時間短縮及び介護機器導入による非対面型介
護の実現

特別

492 R112040059 関東 千葉県 有限会社亀山温泉ホテル 1040002069905
コロナ禍で自家源泉を活かして温泉販売・温泉宅配等を新規事
業化

通常 株式会社京葉銀行

493 R112040066 関東 千葉県 株式会社エムズ・アシスト 9040001087272
大型ＬＥＤビジョン広告設置による地域広告の改革と地域の活
性化

特別 関谷　満

494 R112040068 関東 千葉県 ＳＯＬＩＤ
大破修理の受注増を目的とした整備設備の導入による生産性
向上

通常

495 R112040070 関東 千葉県 株式会社辰巳菱機 4010601004551 新開発小型負荷試験装置の生産体制垂直統合化 特別 株式会社千葉興業銀行

496 R112040085 関東 千葉県 株式会社ＣＵＩＳＳＯＮ 6040001106456
ジェラート新事業展開による売上向上と雇用創出・賃上げの実
現

通常

497 R112040086 関東 千葉県 東薫酒造株式会社 6040001064415
コロナ禍後の集客Ｖ字回復へ。老舗酒蔵が特産品クラフトビー
ルの開発

特別

498 R112040088 関東 千葉県 有限会社リバイバルサービス 2040002075720
光・音声・振動による分かりやすい高齢者専用後付け式踏み間
違い防止装置

通常

499 R112040091 関東 千葉県 有限会社丸千金属工業所 5040002030235
ＡＩ機能搭載！５軸ＭＣによる超硬質金属部品の革新的生産体
制構築

特別

500 R112040094 関東 千葉県 株式会社ランデックス 2040001073337
業務効率化と働き方改革を実現し、新事業へ参画する戦略的
取組

通常

501 R112040096 関東 千葉県 株式会社シーティージャパン 1040001056400
再生原料を使用した市区町村向けごみ用ポリ袋日本産限定枠
への生産対応

通常 市原商工会議所

502 R112040098 関東 千葉県 新浦安こんの矯正歯科医院
デジタル工程を導入し安心感を提供する「７８抜歯矯正法」の開
発

通常 アイアンドアイ株式会社

503 R112040102 関東 千葉県 株式会社ｓａｃｒｉ 9011501025443
非対面で事前決済と事前取り置きが可能なアプリ開発による
ベーカリーの経営支援事業

通常

504 R112040103 関東 千葉県 有限会社美田工業彫刻所 5040002038526
「業界初カセット式ゴム成形用金型」による試作工程の革新的
改善に伴う納期超短縮の実現と生産性の向上

特別 株式会社千葉銀行

505 R112040106 関東 千葉県 株式会社六和建設工業 6040001037263
３Ｄレーザースキャナー等の導入による非対面型ビジネスへの
転換と安全安心の社会インフラ構築への貢献

特別

506 R112040107 関東 千葉県 大和印刷有限会社 7040002099905
映像と印刷事業の高精度な融合と南房総の安全を守る革新
サービス

特別

507 R112040114 関東 千葉県 株式会社福島精工 1040001047069
高精度・高効率重切削加工プロセス導入による新事業分野へ
の進出

特別

508 R112040123 関東 千葉県 株式会社ダイカン 7040001068349 多用途建設機械の導入によるコロナ対応した生産性の改善 特別

509 R112040125 関東 千葉県 株式会社サイトウクリーニング 8040001068595 自動受付・引取り機による非対面受付と２４時間営業の実現 通常

510 R112040126 関東 千葉県 三立機械工業株式会社 8040001008188
最新ＮＣ旋盤による精度向上でリサイクル機器の銅資源回収
量向上

特別

511 R112040129 関東 千葉県 スマート株式会社 9040001013261
住宅密集地の空き家解体に完全対応した革新的解体サービス
の構築

特別

512 R112040131 関東 千葉県 有限会社染野工業 1040002077461 消防自動車ボディ製造の内製化・短納期化による競争力強化 特別 株式会社ゼロプラス

513 R112040134 関東 千葉県 株式会社広池製作所 5040001023215 高精度プレス加工機の導入による精密機器市場への進出 通常 株式会社ゼロプラス

514 R112040137 関東 千葉県 奥田写真館
空撮ドローンと８Ｋ対応機材導入による高付加価値サービス提
供事業

通常 房総信用組合

515 R112040140 関東 千葉県 株式会社もくもくサンワ 6040001030061
木材高周波矯正・加熱装置の導入による新たな生産方式の確
立

通常

516 R112040143 関東 千葉県 株式会社牛越生理学研究所 7040001046643
畜産業者の要望に合わせた家畜用飼料添加製品の個別配合
サービス

特別
公益財団法人千葉県産業
振興センター

517 R112040145 関東 千葉県 シーエスジャパン株式会社 4040001054260
物流機器で世界をつなぐ！！木製パレットの革新的自動製造
ライン

特別

518 R112040146 関東 千葉県 株式会社ラインワークス 6040001007877
生産革新！中型フライス盤導入で工程平準化・全体最適と内
製化を同時実現

特別
公益財団法人千葉県産業
振興センター

519 R112040147 関東 千葉県 山甚産業株式会社 8040001058968
新素材を活用し環境に配慮したプレハブ建設を推進する革新
的事業

特別 房総信用組合

520 R112040148 関東 千葉県 はとりの動物病院
地域に根差した動物病院による迅速かつ高精度な画像診断の
提供

特別

521 R112040150 関東 千葉県 株式会社ＫＨＫ野田 1040001071192
焼入れ歯研ラックの一貫生産実現の為、高周波焼入れ装置の
導入

通常

522 R112040151 関東 千葉県 株式会社ニッチュー 2010501009917 航空宇宙産業ＪＩＳ規格対応ショットピーニングマシンの開発 特別 東京商工会議所

523 R112040157 関東 千葉県 株式会社高野縫製 3040001063246
３次元ＣＡＤ／ＣＡＭを用いた金型を不要とする取り組みと生産
性の改善

特別 銚子信用金庫

524 R112040159 関東 千葉県 株式会社フジトモ 6010601007890 カット加工の多様化と印刷環境を改善する事業 特別

525 R112040160 関東 千葉県 株式会社山﨑製作所 5040001072352 切断工程の自動化による鉄道用配電盤の増産体制構築 通常 株式会社ゼロプラス

526 R112040163 関東 千葉県 有限会社杉浦ホームサービス 4040002046562
畳・和モダン価値再発見！流通・提案ワンストップモデル構築
計画

特別

527 R112040164 関東 千葉県 株式会社協和デンタル・ラボラトリー新松戸 2040001101411
歯科医療の感染リスクを減らせる「オールデジタル技工」の体
制づくり

特別

528 R112040165 関東 千葉県 有限会社サーモテックトーキン 2040002058980
硬度測定の自動化およびメッキ加工のグループ内製化による
ペンクリップ部品の国内生産

通常 株式会社ゼロプラス

529 R112040166 関東 千葉県 有限会社ファインデンタル 5040002019369 ５軸ミリングマシンを用いた歯科技工物の高精度化 通常
一般社団法人千葉県中小
企業診断士協会

530 R112040169 関東 千葉県 株式会社白光舎ユニフォームレンタル 1040001022237 ＲＦＩＤを活用した新しい無人受付クリーニングサービスの実現 通常 日比　雅之

531 R112040176 関東 千葉県 株式会社武井製作所 1040001036047
四角形状品を複合旋盤加工にて対応するための現場改善への
取り組み

特別

532 R112040178 関東 千葉県 株式会社イシド 1040001043786
何処でもそろばん学習可能なそろばん学習用アプリの独自開
発

特別

533 R112040180 関東 千葉県 さくま歯科
＂Ｃｅｒｅｃ　Ｓｙｓｔｅｍ＂が可能にする補綴治療の歯科医院完結
型プロセス

特別

534 R112040182 関東 千葉県 株式会社エーフォーワン 9040001110447
アーティストとファンを繋ぐ次世代ライブ配信プラットフォーム開
発

通常 近山　寿博

535 R112040185 関東 千葉県 サン技研株式会社 4012701002220
非対面型での商談を実現させるための色見本帳作成の完全内
製化

特別
有限会社アサートアンド
トラスト

536 R112040186 関東 千葉県 中央ばね工業株式会社 2040001065986 宝飾品の価値向上に貢献する超弾性ばね開発の取組み 特別
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537 R112040191 関東 千葉県 日東珈琲株式会社 4010001053538
国内唯一！排気機能付ピロー包装機による品質革新と高生産
性事業

特別

538 R112040192 関東 千葉県 フルーツファーム向後
ハウス環境制御による高糖度で大粒な葡萄の生産と業務平準
の実現

特別 銚子信用金庫

539 R112040202 関東 千葉県 株式会社プロイト 6040002017818
日本をまたスパコンナンバー１に！工業用ダイヤで高性能熱放
射に挑戦

通常

540 R112040206 関東 千葉県 株式会社ライドハイ 5040001046158
自動車搭載の電子機器類の補正・診断設備導入等によるサー
ビス受注体制強化事業

通常

541 R112040207 関東 千葉県 株式会社ガレージワン 8040002064874
コロナ対策に向けた革新的アメリカンガレージの部材加工高度
化計画

特別

542 R112040211 関東 千葉県 有限会社おおさき動物病院 8040002021058
長年潜在していた獣医療業界の問題に対し、当院の圧倒的な
技術力を用いたソリューションの提供

特別

543 R112040215 関東 千葉県 株式会社エントランス 3040001000975
新工場にクレーン設置によるサプライチェーン全体の強靭化事
業

通常 中谷　久仁子

544 R112040216 関東 千葉県 マチ広告デザイン株式会社 7040001034367
最新カット機導入で生産性向上し、新規事業への挑戦をおこな
う

特別

545 R112040219 関東 千葉県 岡本硝子株式会社 2040001065334 赤外線急速加熱技術による超精密ガラス成型プロセスの開発 通常

546 R112040226 関東 千葉県 株式会社オーエックスエンジニアリング 4040001001089
非対面による競技用車いすのオンデマンド設計・開発をするプ
ロセスの革新

通常
公益財団法人千葉県産業
振興センター

547 R112040228 関東 千葉県 サンサポート株式会社 9040001012932
銀イオンの力で飲食店を救うために！　抗菌溶液の充填設備
導入事業

通常

548 R112040229 関東 千葉県 株式会社エムエスビー 2040001016881
ファイバーレーザー溶接技術習得による板金加工の高度化事
業

特別

549 R112040231 関東 千葉県 株式会社新栄物産 7040001026430 食品ロスを削減する学校給食用食材専門ＥＣサイトの構築 特別
Ｍ＆Ｆコンサルティング
株式会社

550 R112040234 関東 千葉県 おだか小児歯科 小児の口腔機能発達不全症への管理・指導と治療事業 通常

551 R112040235 関東 千葉県 株式会社山尾食品 8040001074949
新型冷風乾燥機により地魚干物を供給しコロナ禍からＶ字回復
狙う

特別 千葉県商工会連合会

552 R112040238 関東 千葉県 株式会社ニチオン 1040001018326
マルチ解析３Ｄ－ＣＡＤを基盤とする洗浄工程のデジタル設計・
計測技術の構築

特別

553 R112040240 関東 千葉県 新生水産株式会社 8030001093116
感染対策に取組みながら事業拡大を図る鮪専門企業の成長戦
略事業

特別 船橋商工会議所

554 R112040242 関東 千葉県 株式会社リーテック 4040001101013
板金塗装工程の内製化によるカスタム中古車販売の高度化事
業

特別

555 R112040243 関東 千葉県 高秀建設株式会社 4040001056158
ＩＣＴショベルによる３次元データ活用工事現場の生産性向上事
業

特別

556 R112040244 関東 千葉県 ますみ犬猫病院
高難度外科導入で二次診療機関への転院ゼロ、ワンストップ診
療の実現

特別

557 R112040246 関東 千葉県 ハイテック精工株式会社 2040001006115
金属ワークの熱処理における生産性及び品質向上と労働環境
の改善

特別

558 R112040259 関東 千葉県 株式会社真工業 3040001078574
地方創生を目指して多用途建設機械の導入し、１生産性向上、
２納期短縮、３コスト削減　を実現する画期的な手法

特別

559 R112040265 関東 千葉県 株式会社コモンズ 9011801022917
抗菌性と心地よい香りが特徴の精油石鹸と業務用ディスペン
サーの開発

通常

560 R112040272 関東 千葉県 合同会社友喜 9040003011073
非対面式の認知症予防サービスを展開し、健康的に歩き続け
よう

特別 東京ベイ信用金庫

561 R112040276 関東 千葉県 児玉工業株式会社 3010601002250
鋼材部品加工の内製化による一貫生産体制の確立と生産性向
上

通常

562 R112040277 関東 千葉県 株式会社ジン・プロダクトライン 1040001016478 センサー等を利用した非常用発電機の点検サービスの提供 特別 米山　憲一

563 R112040282 関東 千葉県 株式会社柿沼製作所 9040001045115 曲げ工程の属人化からの解放と新規市場開拓 通常

564 R112040284 関東 千葉県 三井電気精機株式会社 6040001071543 新たな遠心分離方式による大容量全自動遠心分離機 通常

565 R112040292 関東 千葉県 三起ブレード株式会社 2040001110263
研磨作業のシステム化とＩＴ化による革新的なアウトソーシング
受託システムの提供

通常

566 R113040002 関東 東京都 株式会社Ｗｅ’ｌｌ－Ｂｅｉｎｇ　ＪＡＰＡＮ 8010001205507 「Ｗｅ’ｌｌ　Ｂｅｉｎｇ　∞」ワーケーション・プラットフォームの開発 特別

567 R113040005 関東 東京都 天草製作所
新規設備投資による生産能力の向上と加工技術の高付加価値
化

通常 増田　考邦

568 R113040014 関東 東京都 有限会社アイエヌビー 5010802000101
ＲＯＢＯＤＲＩＬＬ導入により半導体装置部品と鉄道内装部品の
売上増加及び生産性の向上を図る

特別

569 R113040015 関東 東京都 ＳＡＩＣＯＯＬ株式会社 1011001123440
ＡＩを活用したオンラインランニングコーチングアプリケーション
の開発

特別

570 R113040017 関東 東京都 スズキ部品工業 ＣＮＣ旋盤導入による生産性向上と熟練技術の簡素化 通常

571 R113040020 関東 東京都 株式会社ファーマシー初心 1012401034649
在宅医療用ポンプレンタル事業による多摩地区高度在宅医療
の推進事業

特別

572 R113040022 関東 東京都 ライナス有限会社 5013202001941
レンタル着物を介助無しで自宅等にて着付けできるユニバーサ
ルサービスの展開

特別

573 R113040025 関東 東京都 株式会社小嶋工業所 5010701003345
最新寸法測定器導入による高品質化の実現と医療機器分野へ
の進出

通常

574 R113040030 関東 東京都 フォレストデンタルクリニック森田歯科医院
細部再現性に特化した印象採得・咬合調整を必要としないデン
チャーの開発

特別

575 R113040038 関東 東京都 株式会社Ｎｅｔｆｏｒｃｅ 2011701013650
柔軟性高いＥＣ専用ＤＢシステム導入による脱属人化と業務効
率の向上

特別

576 R113040039 関東 東京都
ワンダートランスポートテクノロジーズ株式会
社

3011001092519
物流施設・工場等の大規模施設向けの送迎バスの乗車管理シ
ステムの開発

通常

577 R113040042 関東 東京都 有限会社菅原製作所 8013102008010
３Ⅾプリンターによる樹脂造形の新事業展開とテレワーク環境
整備

特別 井上　眞一

578 R113040043 関東 東京都 加藤デンタルクリニック
最新型ＣＴ導入による歯科治療の高度化と感染予防対策への
取り組み

特別

579 R113040044 関東 東京都 あづま工芸有限会社 6011802000346
新型コロナウィルス感染防止に有効な飛沫防用止仕切り板の
生産能力の向上

特別 小松川信用金庫

580 R113040045 関東 東京都 株式会社コードクオリティ 6011101032974
エンジニア未経験者の採用と戦力化を図る適性診断サービス
開発

特別

581 R113040046 関東 東京都 株式会社中台超硬工具製作所 5011801010677
測定器の導入による高精度加工に対応する連携強化と新規開
拓

特別 株式会社フロウシンク

582 R113040048 関東 東京都 吉祥寺通り歯科クリニック
補綴物の即日提供・高精度化・非対面化で審美歯科のブランド
向上

特別
株式会社東京経営サポー
ター

583 R113040049 関東 東京都 しのはら歯科医院
高度な歯科診療の提供による、診療の効率化と対面診療短縮
化の実現

特別

584 R113040051 関東 東京都 有限会社宮原技研 5013102000746
自動車用プレス金型の設備導入による内製化と生産性向上事
業

通常

585 R113040052 関東 東京都 同和鍛造株式会社 6010801008284 鍛造加工をコアとする高合金材料の加工開発 特別
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586 R113040059 関東 東京都 市ヶ谷防衛省前歯科クリニック
ジルコニア等補綴物に関する歯科院内当日対応を可能とする
新生産方式の導入

特別 シェアビジョン株式会社

587 R113040063 関東 東京都 有限会社木戸畳店 1010102008047
多摩エリア最短納期の実現と品質向上でコロナ禍を乗り越える
計画

特別

588 R113040069 関東 東京都 ベル動物病院 ペット向けの在宅型終末期医療サービスの開発および提供 通常

589 R113040074 関東 東京都 那須興産株式会社 7011402006742
２軸破砕機による廃プラスチック等処理技術向上及びプロセス
改善

通常

590 R113040076 関東 東京都 株式会社ＧＵＧＥＮ 2013101008033
ＯＡ機器試作部品の設備導入と自社技術開発による生産性向
上事業

通常

591 R113040085 関東 東京都 有限会社タロコ 3010702005144
餃子製造プロセス革新による生産性の向上と安定供給体制の
構築

通常
株式会社フラッグシップ
経営

592 R113040086 関東 東京都 株式会社ＣＢＡ 2010501045210 産業廃棄物を可視化する革新的ＤＸプラットフォーム構築 通常

593 R113040099 関東 東京都 株式会社繕 2011801022964
リニューアル工事の管理業務を大幅効率化する独自システム
の構築

特別
株式会社匠コンサルティ
ング

594 R113040106 関東 東京都 熊谷印刷株式会社 4010001042607
高付加価値印刷物の生産性を高める設備投資で紙印刷からの
脱却を図る

特別
株式会社匠コンサルティ
ング

595 R113040110 関東 東京都 サンフラワー・Ａ株式会社 6011401002660
食育システムの構築による保育園給食における革新的サービ
ス展開

特別

596 R113040113 関東 東京都 株式会社山大 4010701009921
感染症予防を兼ねた検査工程の自動化・迅速化による新規事
業進出

特別 株式会社フロウシンク

597 R113040114 関東 東京都 有限会社嶋田製作所 3010802007107
第５世代移動体通信（５Ｇ）の普及に向けた機器取付部品の高
精度生産体制の構築

通常 さわやか信用金庫

598 R113040118 関東 東京都 株式会社新日本オゾン 4013401005257 床自動走行式清掃ロボット 通常

599 R113040119 関東 東京都 かねこ歯科医院
歯周病アプリを活用した歯周病患者の早期発見・早期治療の
実現と重度歯周病患者へのインプラント治療の提供

通常

600 R113040121 関東 東京都 有限会社リユウホープリント 7010602016568
最新鋭設備の導入により生産能力を高め、取扱商品の幅と量
を拡大する

特別
一般社団法人城西コンサ
ルタントグループ

601 R113040122 関東 東京都 北村歯科医院
歯茎の切開及び剥離を行わないことで実現される無痛のインプ
ラント治療

通常

602 R113040124 関東 東京都 相馬歯科医院
感染に配慮した状況下で可能な限り歯を保存する破折・根管治
療

特別
アルタス・パートナーズ
合同会社

603 R113040128 関東 東京都 株式会社ベイニッチ 3010901027963
非対面型　中小企業向け低価格・短納期ＰＲマーケティングの
新サービス提供

特別

604 R113040129 関東 東京都 株式会社キヤノン・デンタル・ラボラトリー 1011401001733
歯科医療の品質向上に寄与する多種多様な歯科技工物の生
産体制構築

特別 株式会社エフアンドエム

605 R113040130 関東 東京都 栄進トレード株式会社 7010101007003
高温射出成型機導入によるＰＰＳ素材の供給と非対面ビジネス
モデル

特別

606 R113040132 関東 東京都 株式会社マストトップ 8010701031590 ＩｏＴ機器のＢｌｕｅｔｏｏｔｈセキュリティ検証システム・ツールの開発 通常

607 R113040138 関東 東京都 馬込駅前歯科・矯正歯科 グローバルスタンダードなノンメタル歯科治療の即日提供 通常
アルタス・パートナーズ
合同会社

608 R113040140 関東 東京都 株式会社コドモン 3010401142024
保育の魅力を伝え、保育士就職希望者と出会い育てるための
Ｗｅｂサービスの開発

特別

609 R113040141 関東 東京都 岸上歯科クリニック 高難度治療の高精度化に向けた取得データの三次元化 通常

610 R113040142 関東 東京都 有限会社光伸製作所 6010802019727
最新マシニングセンタ導入による軸受生産プロセス改善と増産
体制の実現

特別

611 R113040144 関東 東京都 株式会社ティ・エス・プランニング 2011301004513
大型構造物へのダメージを抑えたより深いコンクリート内部検
査体制の確立

通常
株式会社東京経営サポー
ター

612 R113040150 関東 東京都 株式会社川村インターナショナル 8011101004914 ＡＩ技術を活用した機械翻訳の効率化システムの開発 特別 東京中央経営株式会社

613 R113040151 関東 東京都 株式会社ＭＯＵＳＯＵ 9010401154963
コロナ禍のランナーを救うバーチャルマラソン大会サービス（Ｍ
ＯＵＳＯＵ）

通常

614 R113040152 関東 東京都 株式会社インクス 9010901035754 建築設計・施工管理の生産性を向上するためのＢＩＭ活用事業 通常

615 R113040154 関東 東京都 アニホスフォレスト株式会社 2011401016697
診療ノウハウと最新医療機器の融合による低侵襲高度獣医療
の実現

特別

616 R113040155 関東 東京都 ＬＥＤテクノ株式会社 8010501035569
広告代理店の販売拡大に貢献する販売促進什器の短納期生
産体制構築

特別 朝日信用金庫

617 R113040160 関東 東京都 株式会社タイムインベスト 2020001092578
日本初、施設ｘコーチｘ参加者を繋ぐ健康のシェアリング・エコノ
ミー・プラットフォームの開発

通常 町田商工会議所

618 R113040161 関東 東京都 旭産業株式会社 1010801021309
最新測定器で生産性向上と最小径エアーチェックの量産体制
を実現

特別

619 R113040164 関東 東京都 東京電制工業株式会社 7010801007847
曲げ加工の生産性向上による競争力強化と高付加価値製品の
増産

特別
株式会社匠コンサルティ
ング

620 R113040166 関東 東京都 インビジョン株式会社 3013201014806
採用課題・人事課題を抱える企業を対象にした「組織診断」の
提供

特別 東京商工会議所

621 R113040167 関東 東京都 株式会社ＮＥＯ　ＨＥＡＲＳＥ 2013101007828
遺体安置専用施設を利用したサービスの高付加価値と生産性
向上への挑戦

通常 塩澤　和也

622 R113040168 関東 東京都 株式会社ａ－Ｓｏｌ　Ｊａｐａｎ 7260001024908
国際規格対応測温付顔認証入室制御システム開発による新規
顧客開拓

通常 東　麻未

623 R113040169 関東 東京都 株式会社フタミ製作所 8010701008861
最新測定器導入で生産性向上とＷＥＢ会議用マイクの開発を
実現

特別

624 R113040170 関東 東京都 株式会社ｇｏｏ－ｄｙ． 4011701023185 高性能ＡＩによる「いいモノ」情報の革新的プラットフォーム事業 特別 東京東信用金庫

625 R113040172 関東 東京都 株式会社アニマライフ 3010001160938
ＡＩを活用したＤＸ実現による業務プロセス革新とテレワーク環境
整備

特別
株式会社フラッグシップ
経営

626 R113040173 関東 東京都 愛電株式会社 1010001000146 コロナ禍で求められる買い物カゴ除菌装置の開発 特別

627 R113040178 関東 東京都 株式会社ｐｒｄ 2010701035192 インタラクティブオンライン指導ツール「ＳｍａｒｔＣｌａｓｓ」の開発 通常

628 R113040179 関東 東京都 はっとり歯科・矯正歯科
重度歯周病・難症例矯正等の臨床に高精度ＣＴを専門医の知
見で応用

特別

629 R113040180 関東 東京都 株式会社ネクストアイ 4010401090073 海外市場調査のシステム化に伴うマーケティングリサーチ 通常 合同会社G&N

630 R113040182 関東 東京都 ＴＲＵＳＴ　ＳＭＩＴＨ株式会社 4010001197979 障害物回避型ロボットアームの設計・開発・製造 通常

631 R113040187 関東 東京都 株式会社テグ・モールド 2010801007579
高品位な微細加飾模様を持つ高集積構造の金型切削加工技
術の開発

通常

632 R113040188 関東 東京都 株式会社Ｈｉｂｏｕ 9010001192067
障害者の社会参加を促進させる難聴者向けｅラーニングシステ
ムの開発

特別
株式会社コムラッド
ファームジャパン

633 R113040189 関東 東京都 エムエムシカクリニック ３Ｄスキャナー導入による安全で苦痛の少ない小児矯正の実現 通常

634 R113040190 関東 東京都 キャッシュビー株式会社 6010401122519 データビジネスの開発と参入 通常
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635 R113040194 関東 東京都 株式会社ビデオマッチング 9010401139634 ビデオ・オン・デマンドによるプレゼンプラットフォームの開発 特別

636 R113040195 関東 東京都 おくわき歯科医院
技工物発注プロセスの非対面化とワンデートリートメントによる
ウィズコロナの歯科医院実現

特別

637 R113040197 関東 東京都 有限会社堤製作所 3011502009806 高精度多機能加工機導入による生産性の向上と販路多角化 通常

638 R113040198 関東 東京都 ｉｎ－ｃｕｒｖｅ株式会社 6011101082870
ＡＩエンジンを基にした「非対面型ＳＥＯコンテンツ制作」サービス
構築

特別

639 R113040199 関東 東京都 サンワローラン株式会社 5011701013474
包餡機と洗浄機の導入による作業環境の改善、及び食の安全
の向上

特別 東京中央経営株式会社

640 R113040201 関東 東京都 山中歯科医院
院内完結ワンストップ外傷治療の確立による、ＣＯＶＩＤ－１９対
策強化と地域の健康維持への取組

特別

641 R113040202 関東 東京都 森山歯科クリニック
印象のデータ融通によるマウスピース矯正治療の提供プロセス
改善

特別

642 R113040203 関東 東京都 株式会社コウエイワークス 8120001120546
マスク製造装置等の樹脂部品加工における熟練技術の共有と
段取作業の効率化による多台持ち推進計画

特別 シェアビジョン株式会社

643 R113040205 関東 東京都 株式会社ケイスイ 4011101041168
コロナ禍からの脱却のための印刷製本の作業工程削減と多能
工の推進発展事業

特別

644 R113040207 関東 東京都 恵愛歯科
ＣＡＤ／ＣＡＭを活用した新しい生活様式に対応した歯科医院
の実現

特別

645 R113040210 関東 東京都 ＥＬＫ株式会社 7010901041110 町の動物病院による外科専門医レベルの高難度手術の実現 特別

646 R113040211 関東 東京都 千鳥町デンタルオフィス
ワンビジットトリートメントの実現による、地域医療への貢献とＣ
ＯＶＩＤ－１９感染リスク排除への取組

通常

647 R113040212 関東 東京都 ＳＡＢＯＥ株式会社 7011001126982
日本茶文化の普及に資する基幹システム及び英語ＥＣサイトの
構築

通常

648 R113040214 関東 東京都 株式会社イノウエ 6010001010974
業務自動化・データ連携強化：プラント配管施工サービスの生
産性改革

通常

649 R113040216 関東 東京都 株式会社ウォーク 5011101031366 非対面Ｗｅｂ受注システムと独自工程管理システムの開発 通常 東京商工会議所

650 R113040217 関東 東京都 コンフォルマ株式会社 3011802023795 自動裁断機導入による障害者向けコンフォートシューズの開発 特別
株式会社東京経営サポー
ター

651 R113040229 関東 東京都 奥居歯科
ＣＡＤＣＡＭ冠への保険適用拡大や新型コロナ感染拡大影響に
よる歯科治療ニーズ変化への対応

通常

652 R113040235 関東 東京都 有限会社しほまねき 1011202011931 一升餅セットの開発による事業構造の改革 通常

653 R113040241 関東 東京都 株式会社稲葉製作所 6011801000438
最新型プレス機導入による、ピタック®コードキープの増産体制
構築

特別 株式会社ゼロプラス

654 R113040242 関東 東京都 アートモデル株式会社 8011401000092 高速レーザー加工機導入による、模型製作工程の生産性向上 通常

655 R113040252 関東 東京都 有限会社片桐精工 3011802001859
ワイヤ放電加工機と３ＤＣＡＭの導入で生産性の増強・効率化
を図る

通常 株式会社やまと経営

656 R113040259 関東 東京都 株式会社ＩＣＢＭ 3011001043307
清掃・衛生管理業務のＤＸ化によるサービス強化と新たな販売
展開

特別

657 R113040260 関東 東京都 スケッチ
医療機関の退院支援業務をサポートする革新的マッチングシス
テムの新規開発事業

通常

658 R113040262 関東 東京都 大槻デザイニング株式会社 2010601043824 非接触受付システム 通常 東京商工会議所

659 R113040267 関東 東京都 株式会社伸和建設 9011801008809
工事付近の住民に配慮した新しい水道／防火水槽工事手法の
開発

通常
補助金活用支援会合同会
社

660 R113040268 関東 東京都 とう矯正歯科
地域若年層の患者ニーズに応えた矯正歯科が提供する新たな
治療の確立

特別

661 R113040271 関東 東京都 株式会社アルカディア・イーエックス 2011301008836
コロナ共存時代の人材マネジメントを成功させる自社製品新機
能開発

特別
公益財団法人東京都中小
企業振興公社

662 R113040272 関東 東京都 中川歯科クリニック
デジタルデンティストリーの強化により革新的治療サービスを提
供

特別 野竿　健悟

663 R113040273 関東 東京都 株式会社清水工芸 7011701013654 特注家具会社の脱職人制作体制構築による生産性向上 特別

664 R113040274 関東 東京都 株式会社ＧＯＳＰＡ 3011101070845 ＫＩＯＴＴを利用した、製造現場での新たなデータ入力の実現 通常

665 R113040275 関東 東京都 精文堂印刷株式会社 3011501007158
販売管理情報の『見える化』『リモートアクセス化』による「読み
やすい書籍」の販売拡大事業

通常

666 R113040276 関東 東京都 わかさ歯科医院
無痛治療と時短治療を基礎にＣＯＶＩＤ－１９の感染拡大を前提
とした新たな患者様第一の治療環境の構築

特別

667 R113040277 関東 東京都 有限会社スポーツロップス 6011702006294
顧客オリジナルデザイン製品の生産プロセスの改善および非
対面販売の開始

通常

668 R113040278 関東 東京都 山口歯科医院
最新式ＣＴを活用した自立型歯科医院の確立と花粉症に起因
する口腔がんへの対応

通常

669 R113040279 関東 東京都 瀬尾歯科医院
技工物内製化と非対面発注プロセス導入による新型コロナウイ
ルス対策強化

特別

670 R113040281 関東 東京都 株式会社アントレ 6010001197993
新たな非対面型・独立開業支援サービス提供による地域経済
活性化への貢献

特別 藤原　和重

671 R113040282 関東 東京都 株式会社アイジャスト 7010601051310
脱炭素・ＢＣＰ対策法人向け屋内可搬型蓄電池システムの試作
開発

特別

672 R113040283 関東 東京都 株式会社山内機器製作所 4013201005993
検査工程の高度化による精度向上と多能工化における顧客と
の信頼関係強化

特別 株式会社フロウシンク

673 R113040284 関東 東京都 株式会社ジェイアンドシー 9020001098197
拡大する微細電子部品市場の要求に応える小型サーボプレス
装置と同システム開発

通常

674 R113040286 関東 東京都 株式会社エデュケーションプランニング 5010601033013
講師指導と動画を連携！高効果オンライン音楽レッスンシステ
ム開発

特別

675 R113040287 関東 東京都 株式会社プロパティ・パートナーズ 5011101058269
クリーンエネルギーの普及を推進！太陽光発電所売買のため
の基盤整備事業

特別 河村裕司

676 R113040288 関東 東京都 サンプリント株式会社 5010401095484
２０２０年１０月改正電子帳簿報が遅れている企業向け電子複
写サービスの開発と提供

通常

677 R113040290 関東 東京都 千代田ゴム工業株式会社 3013301007461 高速自動連続型抜機導入による顧客ニーズ対応力の強化 特別
株式会社エスエムイー
パートナーズ

678 R113040291 関東 東京都 ＤＥＮＴＡＬ　ＬＡＢＯ　ＧＲＯＷ
衝撃吸収冠による人工象牙質＆人工歯根膜機能を持った人工
歯開発

特別 アイアンドアイ株式会社

679 R113040292 関東 東京都 有限会社ＶＩＶＩＤ　ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎｓ 5012402014274 ストレス解消音楽アプリの開発と販売 通常

680 R113040297 関東 東京都 株式会社Ｂａｒｉｍｏ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ 9011001135949 オンラインバーにおけるライブ配信アプリと独自システムの融合 通常

681 R113040298 関東 東京都 有限会社大塚製作所 8012402018462
移動式オービス普及にむけた筐体の品質向上生産プロセス改
善計画

特別 多摩信用金庫

682 R113040299 関東 東京都 西小岩歯科クリニック ＣＴ撮影とエコー診断を取り入れた関節円板の新治療法の開発 特別 アイアンドアイ株式会社

683 R113040300 関東 東京都 株式会社エッズ 1011401015709
生体親和性の高い高性能ポリマーによる新たな総入れ歯開発
事業

通常
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684 R113040305 関東 東京都 ＳＫＹＬＡＮＤ　ＳＹＳＴＥＭ株式会社 2010001180557
業界初となる歯の年齢診断システム開発による新ビジネスモデ
ル創出

通常

685 R113040307 関東 東京都 株式会社リモデルパートナーズ 6010401097661
実物大の商品を目の前に表示する新バーチャル展示会プラット
フォームの構築

通常

686 R113040308 関東 東京都 菊池豪土地家屋調査士事務所
３Ｄ不同沈下測量の創出による建物の安心・安全の提供と３密
対策の実施

特別

687 R113040309 関東 東京都 サロンドボーベル
独自の美容成分を配合した化粧品開発と非対面販売システム
の導入

通常
補助金活用支援会合同会
社

688 R113040311 関東 東京都 株式会社ｓｈｕｎｙａ 2011001051698 衣料用３Ｄ－ＣＡＤのよる非対面での企画・制作とコスト削減 特別

689 R113040312 関東 東京都 中山歯科医院
患者様負担の少ない高品質／高効率な革新的治療サービス
の事業化

特別

690 R113040313 関東 東京都 有限会社鈴木ゴム工業所 9011802021810
真空プレス成形機増設による高品質ゴム製品製造の生産性向
上

通常 東京シティ信用金庫

691 R113040314 関東 東京都 ビットウェア株式会社 8010001144787
ビッグデータを活用したＡＩによるテレワーク総合支援システム
の開発

特別 東京中央経営株式会社

692 R113040315 関東 東京都 東京虎ノ門グローバルスクエア歯科
虎ノ門発！最新設備導入によるオフィスワーカー向けスピード
矯正治療

特別

693 R113040316 関東 東京都 ヴェリ歯科クリニック
正確性の高い視覚的情報を非対面型で取得し、再矯正治療専
門外来を展開

特別

694 R113040317 関東 東京都 株式会社ＩＺＡＮＡＧＩ 1010401107986
ライブコマース進出で広告デジタルトランスフォーメーションの
魁に

通常
MASTコンサルティング株
式会社

695 R113040318 関東 東京都 合同会社ガハハビール 9010603008133
クラフトビール生産の新設備を導入し、コロナ以降の新しい飲
食事業形態を図る

通常 山内　喜彦

696 R113040319 関東 東京都 株式会社ひめこカンパニー 5010401025284 食業界のプロ向けトレンド情報検索閲覧システムの開発 通常

697 R113040320 関東 東京都 中島商事有限会社 9010702005972 高強度コンクリート出荷量倍増に向けた新・供給体制の構築 特別

698 R113040328 関東 東京都 リデザイン株式会社 5010401115259
紙メディア製作の圧倒的効率化を実現するリモートメディアサー
ビスの開発

特別

699 R113040329 関東 東京都 有限会社高尾製作所 6010102004140
レーザー加工機技術と切削加工の組み合わせによる装置ユ
ニット一貫生産体制の確立

通常

700 R113040333 関東 東京都 マリリンマネジメント株式会社 5010001168186 歯科恐怖症の方に向けた出張歯科サービス新事業体制整備 通常

701 R113040338 関東 東京都 多摩製作所株式会社 4012801019346
最新スポット溶接機導入による、店舗装飾市場の新潮流への
対応

特別

702 R113040343 関東 東京都 株式会社大和プリント 2010501030336
平綴じ製本における複雑化する顧客ニーズとさらなる短納期対
応の実現

特別

703 R113040346 関東 東京都 株式会社ＳＮＤ 7010701004564 コロナ時代における販売手法の確立と新たな非接触ＶＲ接客 特別

704 R113040348 関東 東京都 株式会社電子制御国際 1013101000676
人協働ロボット等の最新技術導入によるインパルス試験機の
省人化の達成

通常

705 R113040350 関東 東京都 株式会社インプレッソ 6010002028685
文京区初！！短納期かつ小中ロット不良品ゼロ保障高品質印
刷物の提供による競争力強化を目指す事業

通常

706 R113040354 関東 東京都 有限会社キューアンドエー 6013402004116
より「大きく・強く・美しく」　画期的なＣＭ撮影部材を提供する事
業

特別

707 R113040358 関東 東京都 有限会社山岸製作所 9010102011349
新型コロナウイルスで需要が増えた次亜塩素酸ナトリウム液希
釈装置部品の製造

通常

708 R113040360 関東 東京都 株式会社ｅｉｋｏ 1011001109720 日本国内でトップクラスの革新的な８Ｋ映像編集技術の構築 特別

709 R113040363 関東 東京都 三和株式会社 7010401122625 不妊治療に貢献するＩｏＴ／ＡＩ産婦人科医師支援システム 通常
補助金活用支援会合同会
社

710 R113040366 関東 東京都 株式会社イゾイ 2011701000475
飲料容器の高精度資源化ライン導入による国内流通リサイク
ル体制の構築

特別
協同組合さいたま総合研
究所

711 R113040373 関東 東京都 株式会社Ｏ’ｓ＆Ｔｅｃ 4010001177873
当社独自の鮮度維持高電圧発生装置の開発により安定した食
料の輸送及び保管の実現

特別

712 R113040375 関東 東京都 オプトン株式会社 3011601012867
レーザー溶接機の導入によるジュエリー等修理・リフォームの
拡大

通常 渡部　孝仁

713 R113040382 関東 東京都 八丈島酒造合名会社 6010003015765
焼酎製造工程の生産効率向上と新製品の生産ラインを確保す
る設備導入

特別

714 R113040383 関東 東京都 株式会社山城精密 1013101001583
最新鋭サーボベンディングマシン導入による各種精密加工工
程の生産性改善

通常

715 R113040388 関東 東京都
株式会社エイリアンミュージックエンタープライ
ズ

2011101052084
完全非対面・視聴者主導・選択型の５Ｇ革新的ライブ配信サー
ビス

特別

716 R113040389 関東 東京都 株式会社カーフ 5013201007972 パルクール市場最先端企業となるための製品開発事業 特別

717 R113040393 関東 東京都 かねさか歯科医院
デジタル矯正と虫歯治療における非接触型の型取りによる革
新的歯科治療の実現

特別

718 R113040394 関東 東京都 フリート合同会社 7011203003212
映像遠隔伝送装置を活用した非対面型オンライン配信サービ
ス体制の構築

特別

719 R113040395 関東 東京都 グリーンペット株式会社 6012801002052
古紙からセルロース繊維を取り出しマット化する特許技術の量
産化

通常
補助金活用支援会合同会
社

720 R113040398 関東 東京都 株式会社ＳＳマーケット 7010101010238
提携先を通じたＰＣレンタル事業による収益基盤拡大と競争力
強化

通常 山口　良明

721 R113040401 関東 東京都 昭和印刷株式会社 8011701003621 「ＰＣ連携仕分発送事業」 特別

722 R113040403 関東 東京都 株式会社エス・ケイ通信 9011001055874
ＡＩブログ機能付き新ＣＭＳシステムで非対面ビジネスへの転換
と生産性の向上を実現

特別
株式会社フラッグシップ
経営

723 R113040406 関東 東京都 株式会社トップレディ・ジャパン 7011601011650
複合美容器開発及びＩＴツール活用による会員制新エステサー
ビス

通常

724 R113040407 関東 東京都 ユニテクノ株式会社 5010401030417 半導体の微細化に対応するプローブ検査ユニットの開発 特別

725 R113040408 関東 東京都 Ｌｅａｄ株式会社 7030001124516
コロナ禍の店舗サービス業にセルフエステを簡単導入！セルフ
エステのパッケージ開発・販売

特別 株式会社シャイン総研

726 R113040418 関東 東京都 株式会社モダンタイムス 9011201005472
需要が高まる医療向けユニフォーム等への高精度全面プリント
の実現

通常

727 R113040419 関東 東京都 株式会社ワールド・プリンター 4011501009343
抜き加工のデジタル化によるシール印刷の小ロット対応と高品
質化の実現

特別
協同組合さいたま総合研
究所

728 R113040422 関東 東京都 有限会社竹渕製本所 8010402029141
観音製本プロセスの革新を図り、短納期に対応した生産体制
の構築

通常

729 R113040428 関東 東京都 株式会社ベストル 4011101044443 業界特性に合わせた動画制作ソフトウェアの開発 特別

730 R113040433 関東 東京都 株式会社クレンセ 8012401025369
ドローン点検・打検を組合せた革新的な建設業向け講習の開
講

特別

731 R113040434 関東 東京都 株式会社セイホー紙工 5011501007156
紙工サンプル製作の企画提案力向上によるワンストップ受注の
拡大

特別

732 R113040438 関東 東京都 株式会社ｍｉｋａｉ 7011001112603
光学式動作キャプチャによる革新的コロナ対応ＶＴｕｂｅｒ映像改
革

通常
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733 R113040440 関東 東京都 有限会社石井特殊製本所 5010602009508
ノート製本の完全自動化とＩＴ活用の営業体制構築で多品種・小
ロットの販促品市場へ事業拡大

通常 東京東信用金庫

734 R113040449 関東 東京都 株式会社アイエンター 4011001045698
魚介類の陸上養殖自動化システムの開発のための実験設備
の導入

特別

735 R113040451 関東 東京都 有限会社ヤマダ 7010602020859 顧客ニーズに応える、一次診療機関による高度医療の実現 特別

736 R113040452 関東 東京都 株式会社平林 4011701006710
３次元レーザ加工機導入による土木・建築外装建材分野への
進出

通常

737 R113040453 関東 東京都 株式会社日之出電機製作所 1011801011381 外注化から内製化への転換によるＱＣＤ強化と生産性向上 特別

738 R113040456 関東 東京都 株式会社ヨシミツ理化 9012701001969
電子部品業界の技術革新に貢献する小型プリント配線板の安
定供給体制構築

特別 多摩信用金庫

739 R113040473 関東 東京都 株式会社岡部園芸産業 1013101000899 自動包装設備導入によるボトルネック解消と販売量の増加 通常

740 R113040474 関東 東京都 株式会社はく刻 9011401019826
端肉を用いた肉比率が高いレトルト食品の製造販売事業の展
開

通常 梁川　成豪

741 R113040476 関東 東京都 シルバー鋼機株式会社 5010701004896
伸線技術の高度化による強靭な極細抵抗線・極細電熱線の非
対面環境での新規開発

特別
関西経営コンサルタント
事業協同組合

742 R113040478 関東 東京都 有限会社佐々木工作所 8010802006129
飲食品殺菌品質を向上させる殺菌設備バリ取り技術方式の高
度化

通常

743 R113040479 関東 東京都 有限会社臼井製作所 1011502000741
最新ベンディングマシンの導入による食品機械生産体制の強
化

特別 株式会社ゼロプラス

744 R113040484 関東 東京都 株式会社バックスペースプロダクション 4011001126837 リアルタイムＡＲ／ＸＲ　配信システム「Ｃｈａｕｓｉｅ」 通常 荻　美紀

745 R113040486 関東 東京都 有限会社ティケィビィ工業 1011702007727
ＣＮＣフライス導入による革新的生産性向上と提案力向上の取
組み

通常

746 R113040488 関東 東京都 株式会社明成社 8010501014440
封筒印刷専業が手掛ける更なる短納期化と付加価値の高い封
筒印刷

特別

747 R113040489 関東 東京都 エングレーブ合同会社 4012703001138
愛犬情報を一括管理可能にする散歩免許証プラットフォームの
開発

通常

748 R113040492 関東 東京都 佐野味噌醬油株式会社 9010601002055 非対面接触型の販売手法の確立と第３業態への拡販 特別

749 R113040493 関東 東京都 双葉航測株式会社 9011201004805
３次元レーザースキャナによる航空・地上・ＧＩＳ測量調査サービ
スの高付加価値化と生産性向上

特別

750 R113040494 関東 東京都 株式会社ガイアグループ 5010701032369
美容院の髪修復カラー技術をＥＣサイトで再現。さらなる利便性
向上へ。

特別

751 R113040496 関東 東京都 有限会社ホーエイプラス 3011502010961
最新の加工機と３Ｄ－ＣＡＤソフトの導入による小口受注獲得等
の事業拡大

特別

752 R113040497 関東 東京都 ガルム合同会社 1040003010594
国産初！自動４足歩行ロボットのための革新的アクチュエータ
開発

特別

753 R113040504 関東 東京都 株式会社インタースタイル 8010001133922
出展者と来場者をつなぐ、オンライン展示会を開催できるプラッ
トフォームの開発

特別 合同会社G&N

754 R113040505 関東 東京都 株式会社ハックルベリー 4020001123439
あらゆる規模のＥＣサイトに定期購買の機能が組み込めるアプ
リサービスの開発事業

特別 合同会社G&N

755 R113040507 関東 東京都 株式会社メディアブレスト 7011001041686
お笑い（落語）ライブを一元化配信するライブ配信プラットフォー
ムの開発事業

特別 合同会社G&N

756 R113040509 関東 東京都 株式会社志村松栄楽器 9011401016146
テレワークとＣＲＭシステムを導入し顧客関係性の強化を図り
売上と利益を拡大させる

通常

757 R113040513 関東 東京都 渡辺電機工業株式会社 7011001024617 電磁両立性に優れたＬＴＥ－Ｍ監視ユニットシリーズの開発 通常

758 R113040514 関東 東京都 株式会社エクモス 9010101010120 露光装置の改良・開発及び展開を行い、付加価値向上を図る 通常

759 R113040515 関東 東京都 株式会社城南キー 5010801004994
多様な材質の小型部品への高精度スロッター加工を実現する
工程の構築

通常

760 R113040517 関東 東京都 有限会社ビックス 6010502017428
底材・鞄・革小物素材裁断事業への新展開と靴の型紙制作の
生産性向上

特別

761 R113040522 関東 東京都 株式会社カネヒラ 2010801002679
環境に配慮したシステム導入によりＳＤＧｓに合致した製品製造
プロセスの構築

特別

762 R113040524 関東 東京都 ミクロ精工株式会社 9011401006097 精密治具等の品質保証機能強化事業 通常

763 R113040525 関東 東京都 株式会社Ｌｉｆｅｂｏｏｋ 1200001026972
コロナ禍における不動産業界の非来店型営業を進化させるＤＸ
プラットフォーム事業

特別 シェアビジョン株式会社

764 R113040526 関東 東京都 株式会社武蔵野テーブル 5012701007771 生洋菓子の流通革新と非対面型ビジネスモデルへの転換 特別 谷田部　智子

765 R113040528 関東 東京都 レネロファーマ株式会社 5010401072434
感染症予防対策への除菌水自動充填機導入による生産性向
上

通常

766 R113040529 関東 東京都 有限会社米澤印刷所 5013102006958
「地元の美しさ」を色鮮やかに再現する画期的な印刷物で地域
の活性化を実現する事業

通常

767 R113040533 関東 東京都 有限会社小野ドライ総本店 7010902003522
クリーニング品の自動受け渡し機導入による接客品質の向上と
待ち時間の短縮

特別

768 R113040536 関東 東京都 株式会社サンキョー 4011701003336
高難度の薄物・大型の二つ割り加工品に対する高精度化・工
期短縮による競争力強化

特別

769 R113040538 関東 東京都 二葉測量設計株式会社 9010901010674
最新３Ｄ測量機によるＩＣＴ測量化、生産性向上と多様な働き方
の実現

特別 松山　亮樹

770 R113040541 関東 東京都 名取印刷工業有限会社 6011102009518
ＳＤＧｓを考えた環境配慮型の印刷物製造と究極の多能工の実
現

通常

771 R113040542 関東 東京都 合同会社ユメカタリスト 7020003015061
未来のリーダーを創る！若手の創造力を育む研修用ビジネス
ゲームの開発

特別

772 R113040543 関東 東京都 株式会社ネキストワン 9011701018627
３Ｄシミュレーション導入によるデジタル化並びにビジネスモデ
ルの転換

特別 株式会社コンサラート

773 R113040544 関東 東京都 有限会社黒田工芸 9011402002962
設備投資と多能工化でチャレンジ！飛沫パネルの量産体制確
立

通常

774 R113040545 関東 東京都 株式会社トゥーエイト 8011001072409 スマホ音声ガイド「プロダクトガイドの機能開発 特別

775 R113040547 関東 東京都 ヒロコデンタルケア
歯科技工物の設計・技工の内製化による革新的な虫歯・咬合
一体型治療の実現

通常

776 R113040549 関東 東京都 株式会社ＭＡＤＯＫＡ 9010401087313
韓国のＩＴ系教育機関×日本企業の人材マッチングプラット
フォーム構築

特別
株式会社ビジネスリノ
ベーション

777 R113040550 関東 東京都 鈴木歯科医院
マイクロスコープ導入を通した歯周専門治療の拡大および歯科
医院としての感染症対策の実施

通常

778 R113040551 関東 東京都 合同会社ＲｕＤｏＬｆ 6010503004391
介護・医療領域の業務負担を軽減するクラウド送迎システムの
開発

通常

779 R113040560 関東 東京都 株式会社高分子加工研究所 6011401002082
高速度カメラ導入により生産能力を３割高め競争力を強化する
計画

通常 巣鴨信用金庫

780 R113040565 関東 東京都 株式会社エナジービジョン 7010001160711
業界初！太陽光発電所の長期安定に寄与する次世代Ｏ＆Ｍ
業務のＩＴ化

特別

781 R113040566 関東 東京都 東亜グラウト工業株式会社 4011101042678
連続する落石／土砂崩壊にも対応できる支柱強化型防止柵の
研究・開発

特別 プロビタス税理士法人
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782 R113040569 関東 東京都 有限会社ホープ・インダストリー 9010802013033
画像寸法測定器導入による測定作業の迅速化および生産性向
上

特別 税理士法人無十

783 R113040573 関東 東京都 ＤＸＨＲ株式会社 8011001101332
ＡＩによるエンジニアスキル可視化及び人材採用プロセス簡略
化事業

通常

784 R113040578 関東 東京都 株式会社エンコネ 5010001211020 クリエイターエージェントＳａａＳ事業 通常

785 R113040580 関東 東京都 大森山王あおやま歯科
デジタル診療による診断精度・スピード向上とコロナ感染リスク
低減の実現

特別

786 R113040581 関東 東京都 株式会社オックスコンサルティング 7010001198537 コロナに負けない、宿泊ＤＸメディアプラットフォームの開発 特別

787 R113040583 関東 東京都 株式会社サンマリノ 1010001045265
クラウド生産管理システム導入による生産品質の向上とスピー
ドアップ

通常 株式会社コンサラート

788 R113040586 関東 東京都 株式会社クロスドリーム 2010401085810
非接触型飲食サービスの導入を促進するプラットフォーム技術
開発

通常

789 R113040587 関東 東京都 ＬＡＵＧＨ　ＡＮＤ　ＳＵＲＰＲＩＳＥ 非対面型短納期生産システムの構築と高機能インソール開発 通常 町田商工会議所

790 R113040591 関東 東京都 吉村エンタープライズ株式会社 4010101007658
下水道管等の更生作業工程の統合による生産性向上と新たな
販路を開拓

特別
一般社団法人城西コンサ
ルタントグループ

791 R113040594 関東 東京都 有限会社タカテック 7011402005587
高性能ワイヤ放電加工機導入による試作／量産向けプレス金
型の生産性向上

特別

792 R113040598 関東 東京都 ライトウェイジャパン株式会社 6010401100813 ドローン及びＡＩによる革新的ソーラパネル点検システムの開発 通常 上原　航平

793 R113040601 関東 東京都 ＩＣＳ－ｎｅｔ株式会社 6100001030550
廃棄予定の食品材料におけるオンライン取引サービスの高度
化展開

特別

794 R113040603 関東 東京都 村山ディスプレイ株式会社 2010001058638
高精細印刷による高付加価値化とファブリック看板事業の新規
立ち上げ

通常

795 R113040605 関東 東京都 日本運転代行連盟株式会社 1011101063124
クラウド型新システム導入で、運転代行業の生産性・顧客満足
度向上

通常
一般社団法人城西コンサ
ルタントグループ

796 R113040606 関東 東京都 株式会社マチルダ 2020001053844
季節を問わず安定した供給ができるオーガニック青果販売サー
ビスの構築

通常

797 R113040607 関東 東京都 Ｊｕｗｗａ株式会社 9011001108038 独創的ＷＥＢコミュニティ普及のための非対面サービスの開発 特別

798 R113040608 関東 東京都 ＭａｋｅＨｏｕｓｅ株式会社 6010001178556
ＢＩＭ住宅設計と連動した積算とオンライン設計システムを活用
した事業化

特別 松永　敏明

799 R113040611 関東 東京都 リクチュール
オリジナルスニーカー製造・ＥＣ販売の本格展開に向けた設備・
システム導入

通常

800 R113040614 関東 東京都 株式会社野﨑紙業 9011701010583 顧客オーダー製品の生産プロセスの内製化および効率化 通常

801 R113040616 関東 東京都 歯科オノザワ
三次元レントゲン診断を活用した医科歯科連携を通じた睡眠時
無呼吸症への治療法の提供

通常

802 R113040618 関東 東京都 株式会社ベゼル・ビオ・プランニング 3011201010965 ＡＩを活用した集合住宅の超速設計と事業計画作成 特別

803 R113040622 関東 東京都 株式会社ａｒｍａ　ｂｉａｎｃａ 7011301021454
アニメ関連グッズの生産能力強化及び顧客ニーズ満足度を向
上させ受注拡大を目指す事業

通常

804 R113040623 関東 東京都 グッドプランニング株式会社 8013201016194 人手不足を補完するデジタルサイネージの開発 通常

805 R113040624 関東 東京都 株式会社Ｌｅ　Ｂｒａｖｅ 9011001135206
食にＩＴの力を掛け合わせる新しい「フードテック」サービスのア
プリケーション開発

通常 合同会社G&N

806 R113040626 関東 東京都 藤島歯科診療所
最新機器活用による、顎変形症の外科的矯正治療法確立と院
内滅菌環境の実現

通常

807 R113040628 関東 東京都 マテックス株式会社 3011201015171 マイクロスコープ導入による表面劣化状態の見える化 通常

808 R113040630 関東 東京都 株式会社ファイリングサポート 3021001060904
観音製本機・高性能断裁機導入による完成図書の製本と革製
カバー製作

通常

809 R113040632 関東 東京都 株式会社ＳＱＵＡＲＥ 6011101044648 ＵＶプリンターを用いた特定業種向けのオリジナル商品の開発 通常

810 R113040634 関東 東京都 トーツー工業株式会社 4020001093054 新品種対応の為の、鉄めっき用バレル槽増設 通常

811 R113040635 関東 東京都 株式会社相信 8012401000875
高密度実装基板向けＡＯＩ検査機とトレーサビリティシステムの
導入

通常

812 R113040636 関東 東京都 株式会社ファーストブリッジ 5010001150895 介護プロ相談システム構築による社会インフラへの貢献 特別

813 R113040637 関東 東京都 株式会社スタジオ・エーワン 2010001047649
革新的バーチャル販売員の活用による非対面ビジネスモデル
の開発

特別

814 R113040639 関東 東京都 田中歯科医院
補綴治療の院内即日提供の実現及び新型コロナウイルス感染
対策

通常

815 R113040640 関東 東京都 ＪＰ東京・アンド・カンパニー株式会社 3120903002053
世界市場に発信！業界初のハイブリッド型　人材採用ツールの
普及事業

特別 河村裕司

816 R113040642 関東 東京都 株式会社ＲＡＩＮ 1010501038891
新設備導入によるニーズの多様化への対応と内製化率向上の
実現

通常

817 R113040643 関東 東京都 株式会社Ｓｕｓｈｉ　Ｂｏｍｂｅｒ 3011001128751
外国人人材紹介マッチングプラットホーム導入による、採用支
援活動の非対面化の生産性向上

通常

818 R113040644 関東 東京都 山口歯科医院
ウィズコロナの市場ニーズに適応したワンビジットトリートメント
とテレワーク補綴物設計の実現

通常

819 R113040645 関東 東京都 株式会社Ｎ　ｓｙｓｔｅｍ 7140001101801
クラウド連携が可能なビジュアル・データベースシステムの構築
とサービスシステム開発

特別

820 R113040646 関東 東京都 有限会社高埜製作所 7010602013508
高精度画像寸法測定器による同芯度検査精度の品質向上と生
産性の向上

通常

821 R113040651 関東 東京都 株式会社トリアド工房 5010101002781
文化施設等における展示模型製作および内装設計・施工の総
合提供体制の強化

特別

822 R113040652 関東 東京都 株式会社クロスハウス 2011001070756
クラウドとアプリで実現するシェアハウス入居手続の完全非対
面化

通常 越沼　康明

823 R113040653 関東 東京都 株式会社ａｎｎｉｅ　ｖｅｔ 3010001195298 画像検査と病理検査によるオーダーメイド医療への取り組み 特別

824 R113040654 関東 東京都 株式会社八広ゴムクラフト 2010602016176 新型精密旋盤機導入により短納期化及び高精度化を目指す 通常 東京東信用金庫

825 R113040658 関東 東京都 小島工業株式会社 9011701002993
高機能旋盤の導入で高精度精密部品の加工精度向上と短納
期化の促進

通常 東京東信用金庫

826 R113040660 関東 東京都 株式会社グラフィックス・シード 9011101005894
脱プラ革新！環境に優しい「ＬＩＭＥＸ」を使った製品開発で社会
貢献に挑戦

特別

827 R113040666 関東 東京都 アイ・サイナップ株式会社 4010401047429
新設備導入及び新機能追加による新製品「ミテテル・サーモ」の
量産拡販事業

特別

828 R113040667 関東 東京都 松丸ニット株式会社 4011701019043
内製化によるコロナ対策と働き方改革で持続可能なニット製造
業へ

特別

829 R113040668 関東 東京都 こころ歯科クリニック
かかりつけ歯科医としての総合的歯科診療サービス提供体制
の強化

特別
株式会社東京経営サポー
ター

830 R113040672 関東 東京都 株式会社ネッコス 1010501043958
月額制のサブスクリプション形式でＬＩＮＥでのオンラインショップ
開設サービスを提供する

通常
OneWorldコンサルティン
グ株式会社
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831 R113040673 関東 東京都 有限会社ティーアンドケー 6011502013631 新型平版カッター機導入による業務効率化と新事業の展開 通常 東京商工会議所

832 R113040674 関東 東京都 ｃｕｒｉｏ 最先端矯正治療のデジタル化と事業拡大 特別

833 R113040675 関東 東京都 すぎなみの森動物病院
重症患者転院ゼロの実現に向けたＩＣＵ設備導入による救急診
療の実現

特別

834 R113040676 関東 東京都 有限会社フェイステクニカルセンター 7010602032482
ＣＡＤ／ＣＡＭ機器導入による歯科技工の生産性向上と働き方
改革

特別 東京東信用金庫

835 R113040677 関東 東京都 日本船舶表示株式会社 3010401051563
生産管理業務のデジタル化により船舶銘板の品質向上・短納
期・コストダウンを実現

通常

836 R113040678 関東 東京都 株式会社ＡＳＡＨＩ 3010101012782
解体工事業務管理システム「ＧＥＮＢＡＲＩ」開発・導入による社
員の業務生産性向上

特別

837 R113040680 関東 東京都 株式会社折井電装 7011701010800 質感・触感の違う塗装製品を製造するための設備の構築 特別

838 R113040682 関東 東京都 株式会社そばだ家 7010401156136
自動蕎麦製麺機導入による製麺の内製化及びコロナ禍に対応
する店舗体制の確立

特別 藤原　和重

839 R113040683 関東 東京都 有限会社みやび 4013102007692
コロナにより需要が増加した燻製の製造効率を向上させ、働き
方改革及び地域人材活用をはかる事業

通常

840 R113040684 関東 東京都 大滝歯科医院 ３次元ＣＴ撮影装置導入による効率化と診療高度化 通常

841 R113040685 関東 東京都 株式会社カドー 3010401094018
コロナ禍における高速設計開発環境の構築と対コロナ新製品
開発

特別

842 R113040686 関東 東京都 株式会社浅野製版所 4010001036328 製版データサービス用インフラ事業の創造 特別

843 R113040687 関東 東京都 株式会社ヴォート 8013201006071 遠隔レッスンシステムの開発による非対面型サービスの展開 特別

844 R113040688 関東 東京都 精巧株式会社 5010601011002
パーソナルオーダーの自動化及びサンプル提案のバーチャル
化

特別

845 R113040691 関東 東京都 木下歯科医院 ３次元画像を活用した自医院完結型ワンストップ診療の構築 特別 野竿　健悟

846 R113040694 関東 東京都 有限会社ケイ・プランニング 9010102002422
産業機器製造におけるサプライチェーン途絶リスクを低減した
生産体制の構築

通常 株式会社山梨中央銀行

847 R113040696 関東 東京都 富沢歯科医院
可視化と映像記録、感染症対策を強化した次世代予防歯科シ
ステム

特別
アルタス・パートナーズ
合同会社

848 R113040698 関東 東京都 株式会社Ｗ　ＴＯＫＹＯ 1010001168883
バーチャル空間の新しいファッションイベントと新ビジネスの創
出

特別

849 R113040699 関東 東京都 ホソヤ産業株式会社 2010501012391 オゾン発生機とテレビソリューション導入でコロナ対策万全化 通常

850 R113040700 関東 東京都 株式会社ＣＨＥＴ　Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ 6011001070018
オーディション・ライブ配信の相乗効果を図る新プラットフォーム
製作

通常

851 R113040702 関東 東京都 株式会社ｓｉｚｅｂｏｏｋ 6010401113674
非対面での肌診断サービスの確立と商品エビデンス取得によ
る美容液通販事業を強化する計画

特別

852 R113040704 関東 東京都 株式会社ユニティーベル 6470001004195 「健康経営」認定支援システムの開発及び事業展開 通常

853 R113040705 関東 東京都 株式会社ウェルビーイングＴＯＫＹＯ 7011001115242
リアルのショー　ルームの限界を突破する、未来のバーチャル
ショールーム

通常

854 R113040706 関東 東京都 カーサ・プロジェクト株式会社 8011001068200
建築工務店の営業革新！顧客反響型クラウドシステムの開発
と事業化

特別

855 R113040707 関東 東京都 株式会社リオ 5010001114388 アフターコロナ時代のＩｏＴ人材育成と教育サポート事業 通常

856 R113040709 関東 東京都 株式会社ライフネット関東 5011801025485
特殊畳の製造技術高度化、機能性畳「炭化コルク畳」の販売促
進事業

特別

857 R113040710 関東 東京都 新星社西川印刷株式会社 3010501005337
印刷会社の強みを活かしたマスクケースの増産により感染拡
大を防ぐ

特別
株式会社匠コンサルティ
ング

858 R113040712 関東 東京都 株式会社シンクスマイル 7120001124399
新たなスポーツ特化型応援サービス提供による革新的な共創
型観戦体験の創出

通常 藤原　和重

859 R113040717 関東 東京都 株式会社ＲＰＡ　ＮＥＸＴ 2011001118844
人材教育とクラウドソーシングをワンストップで行うＲＰＡ人材育
成システムの開発

特別

860 R113040718 関東 東京都 株式会社メデューム 9011401011444 生産効率化による出版事業への本格的進出 通常

861 R113040720 関東 東京都 株式会社カタリベ 6011601018531
外国人労働者市場における求人求職情報提供プラットフォーム
の構築

通常

862 R113040725 関東 東京都 ダーウィン株式会社 5290001084587
ライブ配信サービスによる映画業界の生産性向上への取り組
み

特別 株式会社シャイン総研

863 R113040727 関東 東京都 串焼き処ディズ レトルト食品製造工房設立による非対面ビジネス参入 通常 東京商工会議所

864 R113040728 関東 東京都 有限会社利根川 5011502015100 平盤打抜機導入による多様化する加工への対応と事業拡大 通常 駒田　裕次郎

865 R113040732 関東 東京都 株式会社ジャストドゥイット 1230001009470 デジタルオンライン型ビリヤードシステムの開発 特別

866 R113040734 関東 東京都 中島歯科医院
ＣＴの導入、Ｘガイドと術者技術の融合で効率的、高い質の治療
を実現

通常

867 R113040738 関東 東京都 株式会社ゼロシステム 5010501033856
ライブハウスイベントやＶ－ｔｕｂｅｒ向けアバターライブ配信シス
テムの開発

通常

868 R113040743 関東 東京都 株式会社ビーワンカレッジ 2010401142198
全社共有ＫＰＩにより組織の能力を最大化する「Ｓｃａｌｅ　Ｍｏｄｅｌ」
の非対面型サービスへの転換

通常

869 R113040744 関東 東京都 株式会社インサイト 7010001011047
プリンタ印刷による合成皮革の特注色・デザイン小ロット販売
サービス

通常

870 R113040745 関東 東京都 株式会社ヴァニル 7010401140081
検索連動型不動産仲介業者向け顧客管理システムのサービス
開発

特別

871 R113040747 関東 東京都 株式会社キュビカル 1013201014997
４Ｋ画像とハイレゾ音質に対応した革新的ライブ配信スタジオ事
業

特別

872 R113040751 関東 東京都 エス・ソーイング 感染対策商品拡張事業 特別

873 R113040755 関東 東京都 株式会社ベアルト 6013201011222
リモートデザインを導入した、業界初のＢｔｏＢ特化型歯科技工
サービスの提供

特別

874 R113040756 関東 東京都 株式会社Ｌａｎｇｏｏ 7010401141872
教育機関向け「生徒の学習状況を把握できる」革新的な英語教
材の開発

通常

875 R113040758 関東 東京都 あかおぎ歯科クリニック
ＣＡＤ／ＣＡＭ　設備導入による義歯作成プロセスのデジタル化
と内製化

特別

876 R113040759 関東 東京都 カディンチェ株式会社 1010701024254
実写とＣＧの合成を可能とするバーチャルプロダクション手法の
構築

通常

877 R113040761 関東 東京都 株式会社ハーネスケア 6010801031105
在宅医療を受ける高齢者に栄養のある食事を届ける配食マッ
チングサービスの開発

特別

878 R113040762 関東 東京都 株式会社タガル 5013201016528
顧客満足を極限まで追求したオーダーメイド衣料のＥＣ販売事
業

特別

879 R113040763 関東 東京都 株式会社キュア 8010701033760
世界でここだけ！コスプレイヤーオンラインガチャサービスの開
発

特別
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880 R113040764 関東 東京都 株式会社カルペディエム 9010401073131
「総合検査センター」構築とグループ間連携による高度獣医療
の実現

特別

881 R113040765 関東 東京都 株式会社ミグラトリア 9010601055441
心臓病の小鳥を救いたい！エコー導入による画期的内科療法
の実現

特別

882 R113040766 関東 東京都 株式会社ｍａｋｅ　ａｃｔ 6010401078777
不安を安心に変える賃貸契約支援システムの導入による高度
化事業

通常

883 R113040767 関東 東京都 株式会社セラピスト 8012302002657
ペット向け先端歯内治療と充実した設備での往診サービスの提
供

通常

884 R113040768 関東 東京都 株式会社ヨシズミプレス 1010601016657
プレス加工技術向上による複雑形状極小精密部品の量産プレ
ス化の実現

通常 増田　考邦

885 R113040770 関東 東京都 有限会社佐藤産業 8013102007598
コロナ禍における半導体製造装置向け精密樹脂部品のサプラ
イチェーン強化事業

特別

886 R113040771 関東 東京都 ひかり歯科医院
独自トリアージ基準によるコロナ禍の訪問歯科診療サービスの
開発

特別 アイアンドアイ株式会社

887 R113040772 関東 東京都 合同会社タップカクテル 8011103009036
バーのオリジナルレシピを基にしたカクテル缶・瓶の製造販売
事業

通常 アイアンドアイ株式会社

888 R113040773 関東 東京都 株式会社エースカンパニー 9040001080541
二次施設での手術経験と最新鋭の設備を組み合わせた高度診
療体制の構築

通常

889 R113040775 関東 東京都 トゥモロー株式会社 3010501038766
市場調査リアルタイム集計システムにて流行先取りの生活雑貨
開発

特別

890 R113040776 関東 東京都 マリア動物病院
業界の最大の課題である、病気の早期発見・早期低侵襲治療
を実現するプロジェクト

特別

891 R113040777 関東 東京都 株式会社和栗や 4050001008728 和栗スイーツ専門カフェからネット通販への主力事業転換 特別

892 R113040782 関東 東京都 ワンデイデンタル
治療期間の短縮と治療可視化のための歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ導
入

通常

893 R113040783 関東 東京都 有限会社ＳＵＩＲＥＮ 4012702013019
ペットのがんに対し全プロセスの医療水準向上を徹底的に追求
する革新的プロジェクト

特別

894 R113040785 関東 東京都 清水歯科医院
世界最先端の高精度根管治療の実現と歯科従事者のキャリア
課題の解決

通常

895 R113040786 関東 東京都 株式会社ふく家 1012401030103
「日本初」がん治療による免疫不全者が安全に食べられる食品
ＥＣ販売

通常 東京都商工会連合会

896 R113040788 関東 東京都 株式会社ｓａｌｕｄ 3011001124081 独自アプリケーション開発による次世代予防医学のモデル事業 通常

897 R113040790 関東 東京都 有限会社伊那製作所 3012402000334 特殊形状製缶部品製造技術の次世代継承と高度化を行う事業 特別

898 R113040791 関東 東京都 株式会社ｐｒｏｔｏ 7011101083414
マッチングプラットフォームの開発、導入による非対面セールス
の実現

通常

899 R113040792 関東 東京都 株式会社ベスリ 3010001187345 オンライン・リワーク支援システムの開発 特別

900 R113040793 関東 東京都 芦田歯科
コロナ禍脱却に向けた取り組みと、高精度治療による生産性向
上

特別

901 R113040794 関東 東京都 アクリアデンタルクリニック
顎関節症治療への高精度治療アプローチにおける経営基盤の
強化

特別

902 R113040797 関東 東京都 ４２合同会社 5010403014657 アグリゲーションメディア事業「デリバリーフードＮＡＶＩ」 特別

903 R113040799 関東 東京都 Ｓ－ｇｌｏｗ株式会社 3011001126004
予約がない飲食店からの割引価格の情報発信を可能にする自
動予約台帳管理システムの開発

特別
株式会社ジエック経営コ
ンサルタント

904 R113040800 関東 東京都 ソフィア歯科医院
最短即日で補綴物を提供！歯の無い期間を作らず院内完結型
の補綴治療を実現

特別
株式会社東京経営サポー
ター

905 R113040802 関東 東京都 株式会社アドップ 6010001091775 『ハイブリッドイベント・催事開催パッケージ』サービスの開発 通常

906 R113040811 関東 東京都 株式会社フロンテス 7012301005835
システム業界の３Ｋを解決！クラウド版自動テストシステムの開
発・提供

特別

907 R113040815 関東 東京都 株式会社ディー．エム．ジャパン 8010001184817
屋外投光器に特化したオーダーメイドＬＥＤ組立ラインの構築・
生産性向上への挑戦

特別 株式会社シャイン総研

908 R113040819 関東 東京都 株式会社ＩＮＣＴＡＳ 2010001168362
外注依存脱却の為ＵＶプリンター及びレーザー整備による内製
化事業

特別

909 R113040820 関東 東京都 株式会社エスカルゴ 1010501005784 世界に通じる手芸のプロ育成のためのオンライン通信教育 通常

910 R113040821 関東 東京都 吉田印刷工業株式会社 1010601006914
高品質な印刷物の企画・提案段階から最適な印刷方式を構築
する

通常

911 R113040822 関東 東京都 美光印刷株式会社 7013101004234
多種の材料の抜き加工による取扱製品群の拡大と非対面販売
への取り組み

通常

912 R113040823 関東 東京都 株式会社エンライズコーポレーション 1011001091349 ＩＴ業界に特化したコンサルティングと基盤システムの構築事業 通常

913 R113040825 関東 東京都 株式会社シックスセンツホールディングス 2010601052809 セミナー受講者の利便性向上！オンライン革新的システム開発 特別

914 R113040826 関東 東京都 有限会社原島精機製作所 2013102006572
複合加工が必要な医療・産業分野向け複雑形状・大型ネジの
生産性向上

通常 西武信用金庫

915 R113040831 関東 東京都 福本歯科
新しい撮影方法による診査診断精度の向上と治療成功率にお
けるボトルネックの解消

通常

916 R113040833 関東 東京都 株式会社ＭＡＧＬＡＢ 7490001008623
独自ＩｏＴデバイス開発による三密回避と現場効率化サービス事
業

特別

917 R113040836 関東 東京都 株式会社しまや出版 7011801025896
専門知識が無くても付加価値の高い本作りが気軽に楽しめる
「新印刷出版サービス」

通常 東京商工会議所

918 R113040845 関東 東京都 上板橋どうぶつ病院
地域愛にあふれたホームドクターによる高度動物医療への取り
組み

特別

919 R113040846 関東 東京都 ナカ電子株式会社 6012401012848
複雑な部品を再現できる強みを強化し顧客にダントツの安心を
提供

特別

920 R113040848 関東 東京都 有限会社新野金型製作所 7011802013834
化粧品容器金型の鏡面精度を向上させ、大幅なリードタイム短
縮事業

特別 株式会社やまと経営

921 R113040851 関東 東京都 株式会社東京鉸製作所 5010701006620
高精度鉸加工と検査機データの融合！国内回帰の新製品開発
牽引事業

特別

922 R113040857 関東 東京都 株式会社しんがり 1010401074343 出版社向けオウンドメディアのパッケージシステム事業の展開 特別
合同会社ウイン・アク
ション

923 R113040859 関東 東京都 株式会社トリリオン 2010701007142 温浴施設の衛生と設備のデジタル管理システムの開発 特別 経営サポート株式会社

924 R113040863 関東 東京都 ＣＡＣＨ株式会社 1010601050482 ワイヤレス山留変位モニタリングシステムの開発 通常

925 R113040869 関東 東京都 株式会社メディカルスタイルパートナーズ 4040001032662 訪問介護用業務支援ツールの提供 特別 若杉　拓弥

926 R113040871 関東 東京都 株式会社ＫＳＧ 6020001080827
画像寸法測定器の導入による検査体制の強化と生産性向上・
品質向上による受注拡大

特別 株式会社フロウシンク

927 R113040872 関東 東京都 Ｘｅｆｏｒｗａｒｄ株式会社 1010001184105
ユーチューバーのニーズに応える動画編集マッチングサービス
の提供

通常 株式会社ゼロプラス

928 R113040875 関東 東京都 ＰｒｏＦｕｔｕｒｅ株式会社 7010001110765
データに基づいた人事施策の策定を実現する人事調査クラウド
サービスの展開

特別 合同会社G&N
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929 R113040879 関東 東京都 田中創美堂印刷株式会社 7010001090355 透明ＰＰ封筒へのオフセット印刷技術の開発 特別

930 R113040881 関東 東京都 株式会社ＦＵＮ　ＵＰ 7011001070719
１９万ユーザーが利用するスマホアプリの改修による業績拡大
施策

通常

931 R113040883 関東 東京都 有限会社神田豊島屋 3010002012915
２０～３０代の女性向け「飲むみりん（仮称）」の新商品開発と新
市場開拓

特別 東京商工会議所

932 R113040885 関東 東京都 株式会社ＳＹＭＢＯＬ 5010001180521
サンプル作成コストを激減させるアパレル用３ＤＶＩＥＷＥＲの開
発・販売

通常

933 R113040889 関東 東京都 株式会社ＡＣＴＯＮ 5011701021808
美容プロセス自働化！革新的な縮毛矯正技術の導入とコロナ
対策

特別

934 R113040890 関東 東京都 株式会社Ｕｐａ 1011001118093 ＩＴ人材不足解消を解決する学習管理プラットフォームの開発 特別 合同会社G&N

935 R113040894 関東 東京都 株式会社メディキッズ 9010401138322 重症心身障害児の成長に合わせ、快適に過ごせる場所の提供 特別
株式会社東京経営サポー
ター

936 R113040895 関東 東京都 株式会社ツナギ 7011001092993
高品質な国産米を使用した加工食品の開発と海外への販売体
制の獲得

特別

937 R113040899 関東 東京都 広瀬歯科医院
「周術期口腔ケア」における医療連携構築とコロナ感染リスク削
減

特別 横山　和志

938 R113040900 関東 東京都 キビタス株式会社 3010001200140
クリックとフォーム入力で簡単契約書作成「契約ドラフトシステ
ム」

特別

939 R113040903 関東 東京都 株式会社ＭＯＲＩＯ 7013301030154
緻密な建築模型と　ＡＩ　を用いた無人のプレゼンテーションシス
テム

特別

940 R113040910 関東 東京都 かず歯科室
ＣＴ・光学印象による患者データの高精度化とデジタル化を通じ
た医療連携・技術統合と先進的歯科医療へのアクセシビリティ
の確保

通常

941 R113040914 関東 東京都 株式会社１０ 5011601022567
非対面で高信頼度の市場調査結果を得られるプラットフォーム
構築

特別

942 R113040915 関東 東京都 株式会社データリソース 5010401018478
クローラー・ＡＩ翻訳等のＩＴ利活用による作業効率改善と付加価
値向上

特別

943 R113040916 関東 東京都 株式会社ＴＡＯ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ 7010401144339 “体感型”研修のオンライン化による事業拡大戦略 通常

944 R113040917 関東 東京都 ミルマテリアルズ株式会社 5010001143189
純チタンを昼夜連続切削加工し需要が拡大する歯科業界へ安
定供給する

特別
株式会社東京経営サポー
ター

945 R113040923 関東 東京都 株式会社Ｂｔｉｅｓ 4011101074878 ＲＰＡとＡＩを活用した自動ＷＥＢサイトチェッカーの開発 特別
OneWorldコンサルティン
グ株式会社

946 R113040924 関東 東京都 有限会社ファイン・サービス 6011002017496 新たな需要を掴む画期的なカープロテクション事業への参入 特別

947 R113040925 関東 東京都 イメージプロダクツツーエイティーン ザイゴマインプラント用のオーダーメイド顎骨模型の開発事業 通常 アイアンドアイ株式会社

948 R113040926 関東 東京都 株式会社Ｐｉｅ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｊａｐａｎ 3011001131879
訪日外国人の効率的、効果的な集客を実現する免税ソリュー
ション統合型販売チャネルの開発

特別 合同会社G&N

949 R113040927 関東 東京都 株式会社ビスタクルーズ 3290001028281 ＡＩリーガルテック新規事業エミリーロースイート 通常

950 R113040931 関東 東京都 テイラーアンドクロース株式会社 5010402036660
３Ｄシステム導入によるオーダーメイド商品の提供方法を可視
化させるサービス体制の構築

特別

951 R113040933 関東 東京都 ミラリス・アセスメント株式会社 4120001205482
ホログラム映像活用型注意喚起看板装置と映像配信システム
の開発事業

通常

952 R113040934 関東 東京都 株式会社ＴＯＥ　ＴＨＥ　ＬＩＮＥ 3010401123577
旅好きな女性に、３密を避け、服を現地で準備する新サービス
の提供

通常 原田　貴史

953 R113040935 関東 東京都 株式会社シンベスト 1013301043863
企業の情報資産である「事例」の活用を支援するクラウドサー
ビス

通常

954 R113040937 関東 東京都 株式会社エルパ 2010401083384
新顧客層向けオンライン音楽レッスンマッチングシステムの構
築

特別
合同会社ウイン・アク
ション

955 R113040938 関東 東京都 ＬＣＫ　ｆデンタルクリニック
最新設備の活用による、地域のニーズを捉えたワンビジットト
リートメントの実現

特別

956 R113040940 関東 東京都 株式会社美邦 4011001132026
抗菌・消臭性能の高い繊維による新製品開発及び生産性向上
を実現する在庫管理システムの開発

特別

957 R113040941 関東 東京都 株式会社ＢｉｚＬｅａｐ 5010001173582 非対面型プロジェクトマネジメントサポートサービス 通常

958 R113040943 関東 東京都 合同会社ワイルドライフ 4010103001394
総合型ジビエ専門サイトによる地方食肉処理施設とレストラン
の支援事業

特別

959 R113040944 関東 東京都 株式会社ｗｈｏｌｅ４０００ 3010701034557
こだわり食材と独自レシピでの減塩火鍋スープと餃子の中食・
通信販売

特別

960 R113040945 関東 東京都 カピタ株式会社 2011601021893 デジタル印刷機によるメタリック高級ラベルの小ロット製造 通常

961 R113040947 関東 東京都 ウエステルスコンサルティング株式会社 2011001106948
コロナ禍でも安心安全な環境を提供する　ＡＩカメラ監視　システ
ム

特別

962 R113040948 関東 東京都 株式会社エドボンド 1011101063322
業務委託社員の不動産仲介業務をオンライン化し効率化する
事業

特別

963 R113040949 関東 東京都 株式会社かどのみせ 6011501005984 葬儀用ホール改装による子育て世代向け飲食店事業の実施 通常

964 R113040951 関東 東京都 ３ＰＬＡＴＺ株式会社 7011001127056 在日外国人向け金融サービス事業 通常

965 R113040952 関東 東京都 クラウズ
品質の良いコーヒー豆をアート作品とのコラボで日常に寄り添う
商品に

通常

966 R113040953 関東 東京都 株式会社Ｌｉｆｅ　Ｆａｃｔｏｒｙ 6011601022558
限られた空間を最大限に活用する、組立式の「部屋」パッケー
ジのデザインと開発

通常

967 R113040954 関東 東京都 中山歯科クリニック 不良補綴０の治療のため、世界最先端の技術導入を。 特別

968 R113040955 関東 東京都 ダン株式会社 6010001022251
美容院向け革新的装置「マイクロカレント水製造装置」の製造・
販売

特別

969 R113040958 関東 東京都 株式会社エリシャン 9010001012704
非対面型ビジネスへの転換で新型コロナを克服して事業を安
定・拡大させる取組

特別 芦田　恒志

970 R113040960 関東 東京都 株式会社京はやしや 9130001015620
宇治老舗茶舗による越境ＥＣを見据えたオンラインシステム開
発

特別 若杉　拓弥

971 R113040961 関東 東京都 株式会社ツナシマ商事 2010001004955 仮想現実型設備機器提案支援サービス 特別

972 R113040962 関東 東京都 合同会社ファービヨンド 2011103003754
新型コロナウィルス禍にマップ型求人メディアによる雇用の促
進

通常

973 R113040963 関東 東京都 株式会社パールイズミ 9010601014819
プリント工程を完全内製化し、サイクリストのニーズに対応でき
る生産体制の構築する取り組み

特別

974 R113040965 関東 東京都 孝忠マテリアル株式会社 7011801001451
抗菌マスクケース製造におけるプレス加工技術向上および真
空蒸着抗菌加工

通常

975 R113040966 関東 東京都 株式会社ＰＬＡＮＴＳ 4010001146812 ＩＴ化、３Ｄデジタルコンテンツ化とネット販売システムの確立 特別

976 R113040967 関東 東京都 ハイマネージャー株式会社 9010401139857
リモートワーク増加に適応した従業員主導型リアルタイム評価
ツールの開発事業

特別 合同会社G&N
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977 R113040969 関東 東京都 有限会社林サービス 6011102010368
環境に配慮したクリーニングと、地域顧客のニーズに応える受
付システムの構築

特別

978 R113040971 関東 東京都 ツツミ歯科クリニック
３Ｄナビゲーションシステムを用いたインプラント治療改革と徹
底した感染対策が実現する新しい歯科医療のカタチ

特別

979 R113040972 関東 東京都 株式会社ワッツユアリッチ 6011101088884 クラウド型提案資料作成支援ツール「ＹＡＯＲＤＥＲ」 通常 野口　仁

980 R113040973 関東 東京都 株式会社ＳＨＡＲＥ　ＥＡＴ 5010501041735
糖尿病患者等に、世界にただ１つの超低糖質オリジナルケーキ
を提供する、試作品開発とＷｅｂシステム構築

特別

981 R113040974 関東 東京都 株式会社ＰＱＤ 3011501024715
地域内での人材ヘルププラットフォームを見据えた基本機能の
開発

特別

982 R113040978 関東 東京都 株式会社Ｎｅｗ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ 6011001120342 需要予測ＡＩ搭載カフェロボットによる無人カフェ事業 特別 税理士法人ユニヴィス

983 R113040979 関東 東京都 有限会社新和自動車 1012802004556
先進安全技術装着車の増加に対応した設備導入による整備工
場高度化

通常 東京都商工会連合会

984 R113040980 関東 東京都 ｉＮＥＯ株式会社 7010001116127
絵本のデジタルアーカイブ化と自動読み聞かせを実現し、子供
の集中力と興味を高めるための仕組みの構築

通常

985 R113040981 関東 東京都 レンタルＥＣ株式会社 5011501025348 ＤＭパラメーターを活用した顧客獲得効率化事業 特別

986 R113040983 関東 東京都 株式会社日本クラウドキャピタル 7010401121809
ＣＸＯの経営管理業務の負担を軽減するクラウド経営管理ソフト
の開発事業

特別 合同会社G&N

987 R113040985 関東 東京都 株式会社リュックス 4180001061202
バーチャルレセプション（仮想空間での物件紹介が出来る場
所）とＡＩによるコンシェルジュサービス

特別

988 R113040989 関東 東京都 サークルアラウンド株式会社 8011001073472
遠隔自宅試験を可能にする為のカンニング防止サポートシステ
ム開発事業

通常

989 R113040990 関東 東京都 株式会社榎本調剤薬局 1012801016916
患者も薬剤師も安心！“新型”お薬お届けテレワーク薬局の運
営

特別

990 R113040991 関東 東京都 エヌエス印刷製本株式会社 1011101015439
堅牢性と見開き性を両立した安全で環境に配慮した全く新しい
革新的製本技術の確立と付加価値提供。

特別

991 R113040993 関東 東京都 株式会社リーガルブライト 6012401016279 「法律文書管理ソリューションシステム」の開発 特別

992 R113040995 関東 東京都 株式会社リヴルクス 7010701031749 パワーエレクトロニクス製品向けＥＭＳ（生産委託）構築事業 通常

993 R113040996 関東 東京都 株式会社ＡＰＯＬＬＯ 3010001117277
革新的ＶＲによるオンライン、非接触プレゼンテーションサービ
ス

特別

994 R113040997 関東 東京都 株式会社ＧＡＴＡＲＩ 1010901037915
拡張現実体験創造のリモート化による日本全国及び世界への
展開

特別
OneWorldコンサルティン
グ株式会社

995 R113040998 関東 東京都 京橋歯科医院
患者要望に応える一日治療で無菌下の補綴を達成し予防効果
向上

特別
株式会社東京経営サポー
ター

996 R113041000 関東 東京都 株式会社ＮＥＸ－ＧＥＮ 8020001108361 独自Ｗｅｂサービス基盤による非対面型ＣｔｏＣ新事業の開発 特別

997 R113041002 関東 東京都 株式会社大橋製作所 4010801002165 「工場デジタル化」情報の一元管理で生産性を倍増 特別

998 R113041003 関東 東京都 スターポイント合同会社 9011603002745 レーザーマーキングの無限の可能性を追求する設備投資 通常

999 R113041007 関東 東京都 グリーンパワー株式会社 1010801015054 洋上風力に向けた風況調査システムの革新的サービスの開発 通常

1000 R113041010 関東 東京都 ＹｕｍｍｙＳａｋｅ株式会社 8011001122329
日本酒のＡＩ味覚判定を自宅で楽しむｗｉｔｈコロナ時代の飲酒体
験

通常

1001 R113041014 関東 東京都 株式会社ＧＡＢ 3013101007802
１通１通宛先選定するマーケティングオートメーションサービス
展開

特別 若杉　拓弥

1002 R113041015 関東 東京都 株式会社要 1011101056961 ＩＴ技術×自社農園サービスによるプラットフォーム事業 特別

1003 R113041017 関東 東京都 クレア歯科・こども歯科クリニック雑色
スキャナ、マイクロスコープ導入による治療高度化と非対面化
モデルの確率

特別

1004 R113041019 関東 東京都 ネミー株式会社 6010901027977
建設業界の製造メーカー向け調達業務一元化プラットフォーム
の構築

特別 駒田　裕次郎

1005 R113041021 関東 東京都 株式会社レーダ技術研究所 9012401035202
どんな狭いところでも調査可能、コンクリート調査の技術の強化
する事業

通常

1006 R113041022 関東 東京都 株式会社ＴＥＭ研究所 6013401000487
アナログ文化収蔵品のＩＴによるデジタル化と、新発想の展示博
物館の建設

通常

1007 R113041023 関東 東京都 株式会社Ａｒｅｎｔ 7080401018908
コミュニケーションが進み成果がでる進化型リモートワークツー
ルの開発

特別

1008 R113041027 関東 東京都 株式会社Ｓｔｕｄｉｏ　ｃｏｏｄｙ 1010901025928 フード＆テーブルコーディネートＥＣ型ＳＮＳサービスの展開 特別
OneWorldコンサルティン
グ株式会社

1009 R113041028 関東 東京都 興亜紙業株式会社 4011501001424
量産型ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による東京工場保有のＮｏ１総合段
ボールメーカーの実現

特別

1010 R113041029 関東 東京都 株式会社ＳＰＡ 8010701035427
衛星通信機能付ＧＰＳレシーバ用ハザードマップ編集販売シス
テム

通常

1011 R113041030 関東 東京都 イーコーポレーションドットジェーピー株式会社 1010001067375
最先端ノウハウを生かした真のスマートスクールを実現するシ
ステム開発

通常

1012 R113041031 関東 東京都 テレプラス・コミュニケーションズ株式会社 4011601020695
ポイント制度が構築できる汎用的取引データ管理ソフトで地域
経済を活性化

特別
一般社団法人城西コンサ
ルタントグループ

1013 R113041032 関東 東京都 桜３丁目デンタルオフィス
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

1014 R113041033 関東 東京都 株式会社ＴＳＵＹＯＭＩＨＯ 5011801036409 イベントに特化したＡＩ婚活アプリによる新展開 特別

1015 R113041034 関東 東京都 株式会社ノックバックワークス 7011101083166
同じ場所での作業を再現するリモートワークコミュニケーション
システム開発

特別 若杉　拓弥

1016 R113041036 関東 東京都 ＰＵＢＬＩＭＡＴＡ株式会社 4011101093358 出版業務のクラウドサービス化による生産性向上 通常

1017 R113041038 関東 東京都 ベストリハ株式会社 2011801024878 デイサービスの生産性を高める送迎計画管理システムの開発 通常

1018 R113041039 関東 東京都 株式会社エフ・コネクト 8010701032531
Ｃ２Ｃでは適正流通が難しい骨董品・遺品整理時等プレミア品
の流通支援

特別 若杉　拓弥

1019 R113041040 関東 東京都 株式会社Ｅｉｇｈｔ　Ａｉｄ 9010001208327
血管撮影装置における患者照射基準点測定代行サービスの開
発

通常

1020 R113041042 関東 東京都 フランクアート株式会社 3010401066859
感染リスク低減と経済活性化を両立するスタンプラリーシステ
ム開発

特別 野竿　健悟

1021 R113041043 関東 東京都 株式会社メディアリンク・アイ 5010401041546
高解像車両下回り撮影システム開発による、オンライン取引の
実現

特別

1022 R113041044 関東 東京都 ＪＭ合同会社 7010403023227
最新機器の連携と自動化によって効率と感染予防性を向上さ
せた革新的歯科技工物作成プロセスの確立

通常

1023 R113041048 関東 東京都 ディスカバリーズ株式会社 8010401081218
非効率業務の原因を判定し、従業員個別に業務改善する「業
務最適化システム」の開発

特別
株式会社コムラッド
ファームジャパン

1024 R113041049 関東 東京都 エンライズソリューション株式会社 5011001131522 ＳＥＳ事業者向け人材管理プラットフォーム事業 特別

1025 R113041050 関東 東京都 ＢＯＬＳＴＥＲ株式会社 9010401120263
大切の人の声を再現する！声のデジタル化プラットフォームの
開発

特別 株式会社シャイン総研
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1026 R113041051 関東 東京都 株式会社ＣＩＴＶ 1010401107879
全ての情報を網羅したプラットフォーム構築により小商圏を活
性化

特別
一般社団法人城西コンサ
ルタントグループ

1027 R113041052 関東 東京都 株式会社ふるらぶ 2240001055331 ふるさと納税仲介サイト簡易制作支援事業 特別

1028 R113041055 関東 東京都 株式会社ユイト 6010701037078
冷凍技術導入による生産性向上と通販用の北海道海鮮釜めし
の開発

特別 株式会社シャイン総研

1029 R113041057 関東 東京都 おおこし歯科クリニック
デジタルとアナログを融合させた高度な感染対策歯科治療事
業

通常 中村太郎

1030 R113041060 関東 東京都 株式会社青果日和研究所 7011801038147
顧客にピッタリのスムージーレシピを届けるオーダーシステムの
開発

特別
アルタス・パートナーズ
合同会社

1031 R113041062 関東 東京都 Ｈ．Ｉ．Ｆ．株式会社 1011101082454 業界初のＢａａＳ事業の展開 特別 若杉　拓弥

1032 R113041064 関東 東京都 島津歯科医院
地域歯科医療におけるウイルス感染対策の実現を図る非対面
型サービス事業

通常 中村太郎

1033 R113041068 関東 東京都 株式会社アボード 5013201014589 硬質フェルトのサイズオーダーサービスの展開 特別

1034 R113041069 関東 東京都 株式会社リベイス 4130001058005
革新的機能実装でテレワークの次世代コミュケーションツール
開発

特別

1035 R113041072 関東 東京都 株式会社ハピネス 6012801007448
新型コロナウイルスにも対応したペットの”セルフ式”ケアサービ
スの開発

通常
朝日ビジネスサービス株
式会社

1036 R113041073 関東 東京都 山下電装株式会社 5010101008738
ＬＥＤ－ハロゲンハイブリッドソーラシミュレータ開発による市場
の開拓

通常

1037 R113041075 関東 東京都 ミズホ金属株式会社 3011801004697
自動外観検査機導入による生産性向上及び不適合品流出防
止

特別 東京東信用金庫

1038 R113041077 関東 東京都 テナワン株式会社 3010401075117
コロナをふまえた、中小規模の不動産管理会社むけのシステム
開発

特別

1039 R113041081 関東 東京都 東京レストランツファクトリー株式会社 8013201019156
体験型お取り寄せ商品の開発と、セントラルキッチン創設によ
る、生産性向上の取り組み

通常 明治通り税理士法人

1040 R113041085 関東 東京都 株式会社ジー・ビー 6010001077345
アドビ社インデザイン互換のクラウドシステムで編集効率を２倍
に

特別

1041 R113041086 関東 東京都 株式会社パノラマ 6011001069209
日本初クラウド上でリアルタイム編集ができるＬＩＶＥ配信システ
ム構築

特別

1042 R113041089 関東 東京都 株式会社Ｓａｍａｒｉａ 1013301041000
ニューメディアのクリエイター・企業登録サイトおよび企画マッチ
ングサイト

特別 駒田　裕次郎

1043 R113041092 関東 東京都 ブルベース株式会社 7011101090856
採用企業とＩＴフリーランスを繋ぐオンラインプラットフォームの開
発

特別 合同会社G&N

1044 R113041094 関東 東京都 株式会社ひかりてらす 7011401020653
キャラクターグッズに特化したＡＩトレンド予測サービス、在庫管
理システム

特別

1045 R113041098 関東 東京都 株式会社和泉プレス工業所 4011701000548
ワイヤ放電加工機導入により製造時間を９３％減少させ顧客要
求を満足させ売上増を図る

通常 株式会社みずほ銀行

1046 R113041099 関東 東京都 株式会社パラダイムシフト 1010001104921 予約エンジンの開発による宿泊事業者の生産性向上支援事業 特別

1047 R113041103 関東 東京都 株式会社Ｂｏｇｕｎｏｖ 1011101078469
ｉＯＳアプリ営業支援システム開発による非対面型ビジネスモデ
ル構築

特別

1048 R113041104 関東 東京都 株式会社オルタナ 4013201019085 検定事業のオンライン化及び集客強化 特別

1049 R113041105 関東 東京都 株式会社ＧＬＩＩＩＭ 7011001097596 ココレ 通常

1050 R113041106 関東 東京都 有限会社島田商店 4012702002871
高機能精米システムの導入による安全・安心かつ効率的なコメ
の販売

通常 角田　光則

1051 R113041108 関東 東京都 株式会社Ｌｉｇｈｔｂｌｕｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 6011301023798
ＡＩカメラの開発と、当社独自の人工知能ソフトウェアと組み合わ
せたサービス化

特別

1052 R113041110 関東 東京都 Ｅｎｔｙ株式会社 1011001126352
エンタメ領域にて誰でもクリエイターとしてファンから支援を募れ
るサービスを創出する取り組み

特別

1053 R113041112 関東 東京都 株式会社メイキップ 5011201018040 アパレル事業者向けデータ分析プラットフォーム展開 通常 巣鴨信用金庫

1054 R113041113 関東 東京都 吉田デンタルクリニック
ＣＴ導入による地域のホームドクターとして地域の口腔衛生維
持への貢献活動の推進

通常

1055 R113041114 関東 東京都 株式会社丸山製麵 3010701009360
垂直統合の強みを生かした製麺業の高付加価値化と生産効率
化

通常

1056 R113041115 関東 東京都 株式会社ビタミンシーエム 3011001029223 非対面型レンタルシステム導入による事業拡大計画 特別 駒田　裕次郎

1057 R113041117 関東 東京都 株式会社ＣＨＥＴ　Ａｇｅｎｔ 3010701039606 ＤＸによる効率化！クリエイター応援プラットフォームの開発 特別

1058 R113041118 関東 東京都 フジパスク株式会社 1010901010608 販売管理システム導入による業務効率化とテレワークの推進 通常 白田　浩幹

1059 R113041119 関東 東京都 さくら国際交流協同組合 5390005002618
コロナ環境下でミスマッチゼロを実現する「外国人材カルテ活用
システム」の開発

特別

1060 R113041120 関東 東京都 ＢｅａｕｔｉｎｅｓｓＣｌｕｂ
セルフ脱毛提供可能体制の構築と総合コストの削減による、増
加する入会希望者への対応

通常

1061 R113041124 関東 東京都 株式会社Ｖａｌｕｅ 4010001139824 抗菌初ポータルサイト兼メディアの作成 特別 駒田　裕次郎

1062 R113041126 関東 東京都 株式会社日吉 9010001094230
生産者情報等提供システム開発による飲食店のサービス向上
支援事業

特別

1063 R113041127 関東 東京都 株式会社グリッドフレーム 3010401081610
時間を記憶した素材を寄付で集めて、新しい空間や商品に継
承する事業

通常

1064 R113041128 関東 東京都 株式会社日本ホライゾン 1010401023201 アナログ映像資料のデジタル化及び修復事業 特別

1065 R113041129 関東 東京都 キワ・アート・アンド・デザイン株式会社 5021003007281
３次元モデルの製作及びＡＲの活用による革新的なデザインプ
ロセスの実現

特別

1066 R113041130 関東 東京都 株式会社長沼 5011001016772
ブライダルヘアメイクサービスにおける受発注業務のシステム
化

通常

1067 R113041131 関東 東京都 株式会社松楽産業 8011201002578
微細から大型の物質までカウントできる革新的自動計数充填シ
ステムの開発

通常

1068 R113041134 関東 東京都 株式会社鳥海製作所 5010801008574
高度熟練技能承継と地域の生産ネットワーク強化による競争
力向上

特別

1069 R113041136 関東 東京都 株式会社リベント 4010401058797
葬儀運営のＩＴ化と故人の遺品や情報の保存連絡可能なアプリ
開発

通常

1070 R113041137 関東 東京都 株式会社アルファセンセーション 4010901031667 日本初となる移動型アイスクリームショップのライセンス事業 特別

1071 R113041138 関東 東京都 ＣＯＦＦＥＥ　ＴＥＣＨ株式会社 5010901045435
「自分だけの至極のコーヒー体験」という　業界初のコーヒーＡＩ
リコメンドシステム開発

通常

1072 R113041142 関東 東京都 おおたき歯科クリニック
３Ｄ　ＣＡＤ／ＣＡＭによるインプラント治療の短期化・低価格化・
低負担化

特別

1073 R113041143 関東 東京都 株式会社メディア・ソリューション・センター 8010101008941
電子ポイントサービス「ちりつも」の追加開発によるポスティング
革新

通常

1074 R113041144 関東 東京都 株式会社Ｌａｃｉｃｕ 8240001049088 教育動画キュレーションアプリ『Ｌｉｅｗ』の開発とプロモーション 通常
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1075 R113041153 関東 東京都 すずしろ歯科
スタッフだけでなく、患者様の意識も高い、唯一無二の歯科医
院へ

特別

1076 R113041156 関東 東京都 株式会社ケミトロニクス 3010101001166
ミドルレンジインクジェットプリンターの開発、およびヘッドリユー
ス設備の開発

特別

1077 R113041157 関東 東京都 株式会社ＺｅｎｉＱ 9011001128408
人材の行動特性や能力を把握・解析するタレントアセスメント及
びスコアリングシステムの導入

通常 銀座スフィア税理士法人

1078 R113041159 関東 東京都 株式会社ＳＯＢＯ 6011301013444
非対面販売を促進する餃子用冷凍冷蔵自販機の試作開発と雇
用創出

通常

1079 R113041160 関東 東京都 株式会社トレンドイノベーション 9011801021828
コロナ禍における企業と学生をマッチングさせるｏｎ－ｌｉｎｅサイト
の構築

特別 駒田　裕次郎

1080 R113041162 関東 東京都 有限会社オフィスプライヤ 6010002051695
羽田の訪問者向けに「スポーツ×観光・食」で取組むエリア活
性化

特別 越沼　康明

1081 R113041164 関東 東京都 株式会社ソレモ 5010601036833
動画素材のみで番組制作依頼を可能とするオンラインサービス
開発

通常

1082 R113041167 関東 東京都 メディカルデザイナーズ株式会社 3010901034605 ＡＩによるがんの治療戦略立案支援サービス 特別 若杉　拓弥

1083 R113041170 関東 東京都 株式会社Ｇｈｏｓｔ　Ｄａｎｃｅ 4011601024647 遠隔同時生演奏システムと独自配信サービスの開発提供 通常

1084 R113041175 関東 東京都 株式会社サンファスニングシステムズ 9010001017810
自動縫製システムに対応した服飾資材の開発・試作ラインの確
立

特別

1085 R113041182 関東 東京都 株式会社イデアロジー 2011101090398
賃貸物流施設を借りる企業の検索から分析、比較、契約までを
最適化する非対面型ＷＥＢサービスの開発と提供

通常

1086 R113041183 関東 東京都 バイバイワールド株式会社 8020001103239
３Ｄプリンタ、金型生産体制の整備によるラピッドプロトタイピン
グの実現

特別 アアル株式会社

1087 R113041184 関東 東京都 株式会社技光堂 6011401001539 新ＭＥＴＡＬＦＡＣＥ印刷システム導入事業 通常

1088 R113041196 関東 東京都 株式会社ベター・プレイス 6011101061321
非対面型ビジネスへの転換に向けた新サービスの開発とテレ
ワーク環境の整備

通常 株式会社浜銀総合研究所

1089 R113041202 関東 東京都 レディオブック株式会社 5010401112826
効率的な受発注プロセスのためのモバイル端末ＥＣサイトの構
築

特別 若杉　拓弥

1090 R113041216 関東 東京都 ＩＰ　ＦＯＲＷＡＲＤ株式会社 4010901034158
全業務をＷＥＢで完結するオンライン中国商標登録サービスの
開発

特別

1091 R113041217 関東 東京都 百瀬繊維株式会社 4010601006812
オーダーメイドシステム導入による生産性及び顧客満足度の向
上

通常

1092 R113041224 関東 東京都 コクテイル書房 レトルトカレーを完全内製化する事業 通常

1093 R113041227 関東 東京都 株式会社ブルーツ 5011001123882
チャットＡＩとＶＲを活用した教育コンテンツの提供と求人広告
サービスの融合

通常

1094 R113041229 関東 東京都 株式会社ＫＡＺＡＡＮＡ 5010001186139
伝統工芸および日本のものづくりに関するキュレーションメディ
ア構築

通常 若杉　拓弥

1095 R113041239 関東 東京都 株式会社日本ビジネス出版 3011101033595 次世代型の情報提供・交流メディアプラットフォームの構築 特別

1096 R113041243 関東 東京都 五反田みとめ歯科
最新ＣＡＤ／ＣＡＭ設備を用いた歯科治療のデジタル化による
長期的予後を見据えた高精度セラミック治療

通常

1097 R113041246 関東 東京都 株式会社ＦＡＭ 5011001092871 インフルエンサーマーケティングサービスの開発 通常 若杉　拓弥

1098 R113041254 関東 東京都 メトロエンジン株式会社 6010401127963 ＡＩを活用したダイナミックプライシングサービスの提供 特別

1099 R113041257 関東 東京都 株式会社ブレインアカデミー 2011001043266 クラウド型教員人事評価システム構築 通常

1100 R113041258 関東 東京都 株式会社ＫＡＬＩＢＥＲ 7013301031623
生産プロセスの改善と部門横断型ＤＸ促進事業による売上向上
計画

特別 鈴木　正子

1101 R113041260 関東 東京都 株式会社ワールド・アイ 1030001090557
印刷前工程のオンライン化により、短納期にタイムリーな印刷
物の提供を実現

通常

1102 R113041264 関東 東京都 橙雅交通株式会社 7050001008394
新しい旅に対応する小型バス車両製作＆テレワークと非対面
型旅行相談システムの構築

特別

1103 R113041265 関東 東京都 分光計器株式会社 4010101003426
植物・作物の生産性向上における環境ストレス診断システムの
実用化検証

通常

1104 R113041266 関東 東京都 株式会社グローバルダイヤモンド 2010401008614
ラマン分光法を用いた革新的な品質管理によるダイヤモンド微
粉末商品の開発・販売

通常

1105 R113041268 関東 東京都 大英工業株式会社 9011801009237 製品の多様化・低コスト化・高精度化を実現する生産革新事業 通常 青山裕之

1106 R113041287 関東 東京都 株式会社ＬＩＦＥ　ＷＯＲＫ 7011701019098
大空間における自動移動型空間洗浄及び除菌機器の試作機
器の開発

通常

1107 R113041290 関東 東京都 株式会社ｃｒｅＡ 5010801026056
製パン専用ライン構築によるパティスリーの「グランメゾン」化計
画

通常
株式会社エフピー・ワ
ン・コンサルティング

1108 R113041293 関東 東京都 株式会社ＪＯＬＬＹｐｒｏｊｅｃｔ 3011701023070 ハニービール専門店で脅威に負けない販路を開拓 通常

1109 R113041294 関東 東京都 株式会社ＡｍａｔｅｒＺ 1010401128512
新規小学生向見守りサービスおよび非対面サービス提供手段
の構築

特別

1110 R113041299 関東 東京都 梅松株式会社 1010401115502
全世界の不動産投資家との商談が可能とするバーチャル
ショールーム

特別

1111 R114040004 関東 神奈川県 有限会社長田製作所 3021002035896
半導体製造装置及び医療機器向け高精度真空装置部品加工
システムの構築

特別

1112 R114040005 関東 神奈川県 株式会社小松原 1020001037121
大物製品の短納期要求に対応する形鋼材フレキシブル加工シ
ステムの構築

特別

1113 R114040010 関東 神奈川県 有限会社広山金属加工研究所 8021002011942
小型・精密モータ駆動部に貢献する小型・高精度ピニオンカッ
ター安定供給体制構築

特別 株式会社静岡中央銀行

1114 R114040013 関東 神奈川県 株式会社眞正 3021001026896
データセンターの重要構造物である大型エンクロージャーの生
産体制の構築

通常 株式会社静岡中央銀行

1115 R114040019 関東 神奈川県 日本電子工業株式会社 7021001014897 プラズマ浸窒装置の開発導入によるプラズマ浸窒の実用化 通常
公益財団法人相模原市産
業振興財団

1116 R114040021 関東 神奈川県 有限会社山王工業 3020002033943
医療機器等の高次元曲げ要求に対応するデュアルサーボベン
ディングシステムの確立

特別

1117 R114040022 関東 神奈川県 三光工業株式会社 5020001011386
航空宇宙・金型業界向け大物複雑形状部品のワイヤーカット自
動化システムの構築

通常

1118 R114040023 関東 神奈川県 有限会社三秀堂 7021002057937
手作業製造工程の機械化による生産効率向上と地場農産物を
活用した新商品製造を実現する新型包餡機の導入

通常

1119 R114040027 関東 神奈川県 株式会社Ｗｅｓｔｇａｔｅ 7020001105368
最新測定器の導入による半導体部品のデジタル検査体制構築
と拡大展開

特別 株式会社フロウシンク

1120 R114040030 関東 神奈川県 株式会社室伏製作所 4020001006882
パリ協定による世界的な環境ニーズに対応するベアリング保持
器の開発

通常

1121 R114040032 関東 神奈川県 ユーエムエンジニアリング有限会社 1021002033588
ポリウレタン射出成形品生産工程の全自動無人化システム構
築による新規受注への対応

特別

1122 R114040035 関東 神奈川県 株式会社関野工務店 2021001019991 ＩＣＴ技術を駆使した土木工事における生産性向上とＭＣの実現 特別

1123 R114040037 関東 神奈川県 有限会社武周木工 4021002052981
在宅勤務等を支えるインテリア木製品の短納期生産体制の構
築計画

特別 さがみ信用金庫
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1124 R114040038 関東 神奈川県 有限会社ティーアイスチール 8021002061302
熟練工へ依存する曲げ加工技術の標準化による生産性向上
計画

通常 中栄信用金庫

1125 R114040041 関東 神奈川県 株式会社エクスアート 6021001051396
自動車部品の測定精度向上による海外など遠方からの受注拡
大計画

通常 さがみ信用金庫

1126 R114040045 関東 神奈川県 株式会社水美社 5020001001437
新型コロナ対策も念頭に下水道管老朽化調査市場と対応工事
市場を開拓

通常
一般社団法人城西コンサ
ルタントグループ

1127 R114040047 関東 神奈川県 有限会社スター工芸 3021002037265
ＮＣパンチプレス導入による板金穴あけ加工プロセス革新と事
業拡大

通常

1128 R114040048 関東 神奈川県 株式会社ライオンデンタルラボ 8021001056939
即時荷重インプラント対応のためのチタンフレーム内製化の取
組み

特別

1129 R114040049 関東 神奈川県 株式会社ＨＩＲＯＫＩＸ 7021001063960
独自のデザイン力を活かした多様な屋外広告物の受注体制の
構築

特別 平塚信用金庫

1130 R114040052 関東 神奈川県 株式会社第一鉸製作所 5020001020825
コロナ感染症拡大による換気需要の高まりと短納期要請に対
応する溶接工程の高度化及び自動化事業

特別 シェアビジョン株式会社

1131 R114040053 関東 神奈川県 関東冶金工業株式会社 5021001036332 画像寸法測定器導入による検査工程の生産性向上 通常

1132 R114040054 関東 神奈川県 ＢＬＥＮＴＥＣ株式会社 3021001061927
高次医療機器開発部品の内製化と多品種小ロット部品加工の
効率化

特別

1133 R114040057 関東 神奈川県 西本歯科医院
革新的歯科診療サービスの構築～交叉感染制御体制の実現
を目指して～

通常 さがみ信用金庫

1134 R114040058 関東 神奈川県 つづき歯科クリニック
高速３Ｄ光学スキャナの導入による感染症対策の強化と生産
性の向上

通常

1135 R114040062 関東 神奈川県 羽深製本有限会社 5020002084670
最新設備導入と製本ノウハウ活用による特殊製本の生産性向
上

通常 安達　延行

1136 R114040069 関東 神奈川県 株式会社古賀電子 7021001036479
次世代の情報処理を実現する難加工・高密度基板の生産体制
確立計画

特別 株式会社エフアンドエム

1137 R114040072 関東 神奈川県 エイト精工株式会社 3010801022404
複雑化形状に対応した金型製造改革による下請け構造からの
脱却

特別

1138 R114040074 関東 神奈川県 株式会社アクト・ノード 4020001134428
ＳＤＧｓ実現と⾷の流通を⽀える⾰新的農業⽣産情報記録＆流
通クラウド

特別 湘南信用金庫

1139 R114040077 関東 神奈川県 株式会社ＤＴＣ 9020001112874 新素材を使用した審美性・耐久性に優れた保定装置の開発 通常 アイアンドアイ株式会社

1140 R114040082 関東 神奈川県 ＫＯＮＡＲＡ　ＨＯＵＳＥ株式会社 9021001049272
住宅建築で培った設計・デザイン力を生かしたオリジナル家具
製品の事業化

特別

1141 R114040084 関東 神奈川県 誠和エンジニアリング株式会社 8020001066477
高純度ガス配管の生産性向上により付加価値の高い事業に転
換する

特別

1142 R114040086 関東 神奈川県 スミックス株式会社 9021001018434
半導体製造工程におけるナノレベル検査が可能な光学検査シ
ステムの開発

特別

1143 R114040087 関東 神奈川県 ひろちかデンタルクリニック 歯科用ＣＴ導入によって歯周病の「治し支える」治療を徹底強化 通常

1144 R114040088 関東 神奈川県 株式会社日産グラビヤ印刷社 1010801009361
アルミ材を使用したグラビア印刷による環境に優しい梱包箱の
事業化

特別

1145 R114040090 関東 神奈川県 株式会社宝製作所 9021001001365 「ＡＷ検定模擬試験」市場の開拓 通常 土公　文平

1146 R114040091 関東 神奈川県 株式会社品田工業所 4020001071027
筐体製作の生産効率向上と製品バリエーション増加による競争
力強化

特別
株式会社匠コンサルティ
ング

1147 R114040093 関東 神奈川県 有限会社オーパスワン 7020002059381
リンガライズドオクルージョンを改良した支台歯平行性形成の
実現

通常 アイアンドアイ株式会社

1148 R114040095 関東 神奈川県 株式会社クレストデンタルアート 7080101015032 様々な歯列に対応するオリジナル・トレーサーの開発事業 通常 アイアンドアイ株式会社

1149 R114040096 関東 神奈川県 有限会社桜ケ丘どうぶつ病院 1021002040989
町の動物病院による、二次診療機関レベルの画像検査の実
現。

特別

1150 R114040098 関東 神奈川県 ＭＩＡＣＯＴＴＯ合同会社 5011003008644
急速冷凍技術を活かした飲食店の業態転換と非対面化への挑
戦

通常

1151 R114040102 関東 神奈川県 株式会社コンパス 7021001022223
独自開発「名刺発注システム」の付加価値を高める生産体制の
構築

通常 平塚信用金庫

1152 R114040104 関東 神奈川県 ゆうデンタルクリニック
マイクロスコープを活用したジルコニアを含む高精度補綴物に
よる来院１日治療サービスの提供

特別
一般社団法人城西コンサ
ルタントグループ

1153 R114040106 関東 神奈川県 株式会社メイワ 1021001020554
アルミ合金材切削工程の刷新と中量部品製作体制の確立によ
る医用機器分野への進出

特別

1154 R114040110 関東 神奈川県 株式会社マック 8021001054686
ジルコニア・レジンＣＡＤ／ＣＡＭ冠加工体制の構築で環境確保
と生産性向上

通常

1155 R114040111 関東 神奈川県 アキト工業株式会社 1040001073643
自動ネジ締め組立機の開発によるユニット型手摺の組立工程
の刷新計画

特別 シェアビジョン株式会社

1156 R114040116 関東 神奈川県 株式会社プレブ 3020001002230
名前シールの内製化により、多様なニーズに応える商品バリ
エーション充実による顧客拡大

通常

1157 R114040117 関東 神奈川県 田嶋動物病院
重症患者を二次診療機関に回さない。一次診療機関による高
度医療の実現。

特別

1158 R114040124 関東 神奈川県 有限会社西村モータース 8021002054074
先進運転支援システムを支える最新整備サービス体制の構築
計画

特別 さがみ信用金庫

1159 R114040128 関東 神奈川県 株式会社ＦＰ．ｃｏｍ 1020001124068
横浜発自動ＦＰ診断システム導入により革新的プラットフォーム
事業

通常

1160 R114040130 関東 神奈川県 株式会社東京メタル 4020001066729
ネジゆるみ止め性向上と高耐久性の大型スプリングワッシャー
の量産化

特別

1161 R114040136 関東 神奈川県 株式会社特車工業 1021001015819
曲げ加工の生産性向上で実現する国内課題解決向け特殊車
両の受注拡大

通常

1162 R114040137 関東 神奈川県 株式会社共伸 8021001036387
既存設備を最大限に活用する信号制御器などの生産体制改善
計画

特別 株式会社エフアンドエム

1163 R114040150 関東 神奈川県 株式会社ＤＩＣＥ 1020001132228
サンプル試作のリードタイム短縮による機会損失の防止及び売
上拡大事業

特別

1164 R114040151 関東 神奈川県 合同会社美しが丘動物病院 1020003010893
郊外住宅街の動物病院の医療高度化により近隣ペットの全て
の診療を実現

特別

1165 R114040156 関東 神奈川県 有限会社ブラスター 1020002010606
タングステン、モリブデンの自動機加工の実現と日本市場での
挽回

通常

1166 R114040159 関東 神奈川県 有限会社ジョウエツ 8020002061576
化学工場用の難削材継手製造における中ぐり精度と生産性の
向上

特別

1167 R114040163 関東 神奈川県 加藤歯科大秦野クリニック
骨吸収による弊害の防止・治療の短期化を実現する治療体制
の構築

通常 アイアンドアイ株式会社

1168 R114040166 関東 神奈川県 中央機工株式会社 6021001001401
環境事業での高生産性非対面型ビジネスの導入に向けた設計
業務の完全内製化とその検証

特別 株式会社浜銀総合研究所

1169 R114040173 関東 神奈川県 株式会社長澤製缶 4021001028280 大型ＣＮＣ旋盤による圧力容器本体フランジ加工の内製化 通常

1170 R114040175 関東 神奈川県 有限会社酒井製作所 8021002046328
最新鋭ベンディングマシン導入による５Ｇ屋外通信基地局関連
部品市場への進出

特別 株式会社ゼロプラス

1171 R114040177 関東 神奈川県 ジンデンタルクリニック・矯正歯科
マウスピース矯正とワイヤー矯正のメリットを併用した革新的な
３Ｄデジタル矯正矯正治療サービスの提供

特別

1172 R114040178 関東 神奈川県 武内歯科医院
ウィズコロナ時代に最適な対面回数を極限まで減らした治療提
供体制の構築

特別
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1173 R114040180 関東 神奈川県 みうら歯科クリニック
デジタル技術導入で患者要求に応える超短時間での高度歯科
治療提供

特別

1174 R114040181 関東 神奈川県 有限会社菅原工業所 7020002034277
地球温暖化を抑制する地熱発電機向けケーシングパイプ製造
技術の獲得

特別
株式会社コムラッド
ファームジャパン

1175 R114040182 関東 神奈川県 片山歯科医院
アライナーと矯正インプラント用サージカルステントの院内加工
によるサプライチェーンの改善

特別 有限会社竹内総合研究所

1176 R114040186 関東 神奈川県 株式会社深沢製作所 9010901010526 医療映像機器用板金部品の小型化 特別

1177 R114040187 関東 神奈川県 有限会社菊池製作所 5020002060738
新たな加工工具と切削技術による特殊難削材製超極細プロー
ブの試作開発

特別

1178 R114040189 関東 神奈川県 五洋工業株式会社 9021001022510 食品加工・検査装置等の小型軽量化 特別

1179 R114040194 関東 神奈川県 株式会社ベイテック 8020001006821 緊急用ガソリン供給可搬式計量器部品の小型化 特別

1180 R114040196 関東 神奈川県 日本精密発条株式会社 6020001021211
金属線材バネの生産ラインの高度化と新規商談への対応力強
化

通常 横浜信用金庫

1181 R114040198 関東 神奈川県 株式会社セトデン 4020001001470
多品種生産に適したプリント基板の半田工程の自動化と高品
質化

通常 横浜信用金庫

1182 R114040201 関東 神奈川県 株式会社ビジョンリンク 1012301007127 半導体用レジスト剥離液の新規開発 特別

1183 R114040203 関東 神奈川県 株式会社光栄製作所 3021002047272
電子ビーム装置部品の測定精度向上と測定領域拡大に伴う設
備導入

通常

1184 R114040204 関東 神奈川県 株式会社キャロットシステムズ 3021001011865
検査能力の向上で量産プロセスを確立し医療機器製造業の本
格展開

特別

1185 R114040206 関東 神奈川県 有限会社ソフィアメディカル 7020002056115
ＣＡＤ／ＣＡＭ設備導入で実現する、歯科技工工程のデジタル
連携

特別 藤原　和重

1186 R114040210 関東 神奈川県 行政書士法人シンシアインターナショナル 5020005010780
非対面で在留期間管理・申請取次を実現するクラウドシステム
の構築

特別

1187 R114040213 関東 神奈川県 高田歯科クリニック 新治療法による「インプラント・トラブルの駆け込み寺」の実現 特別 アイアンドアイ株式会社

1188 R114040216 関東 神奈川県 株式会社辰巳測量設計 5021001040730
新型測量機器による災害対応時の即応性・迅速化の強化と現
場の生産性向上

特別

1189 R114040218 関東 神奈川県 京栄工業株式会社 9020001066096
事業領域の拡大と取引先ニーズに応える複雑形状金型対応の
革新的生産体制構築

特別 株式会社エフアンドエム

1190 R114040222 関東 神奈川県 株式会社共恵パッケージ 5021001046439
材木切抜加工の技術革新と量産体制確立による生産プロセス
改善

特別

1191 R114040224 関東 神奈川県 オハナ歯科 根管治療の品質劇的向上及び新型コロナ対策 特別

1192 R114040227 関東 神奈川県 いな歯科医院
新術式によるインプラント治療の確立及び新型コロナウイルス
への対応

特別

1193 R114040231 関東 神奈川県 諸星歯科医院
セレックシステムを用いた修復治療の効率化と新たな顧客層の
獲得

特別

1194 R114040234 関東 神奈川県 伊東歯科医院
最新型ＣＴとＩＯＳ活用で高精度の歯科治療と医科連携を実現す
る

特別

1195 R114040240 関東 神奈川県 株式会社シーンデンタルリサーチ 1020001050140
納期半減でかつ高精度な歯科技工物の革新的な非対面製作
プロセスの確立

通常

1196 R114040242 関東 神奈川県 有限会社サガミ精工 5021002020310
取引先からの受注減に伴い新規顧客開拓のため生産プロセス
を改善

通常

1197 R114040243 関東 神奈川県 株式会社千手 6020001100683
就労支援Ａ型事業についての全般業務のシステム化による全
国の障がいを持つ方への支援拡大計画

特別

1198 R114040244 関東 神奈川県 大同工業株式会社 3021001025493
顧客要求を満たす製品開発と国内外連携による独立した中小
企業の確立

通常 大和商工会議所

1199 R114040246 関東 神奈川県 株式会社カワコン 8020001080783
防災減災に向けた河川測量とＩＣＴ化推進による技術提案力の
強化

通常 戸髙　成二

1200 R114040247 関東 神奈川県 東京新建装株式会社 3010801013106
ミル機を活用した革新的抗菌除去剤による非対面ビジネスへ
の転換

特別

1201 R114040253 関東 神奈川県 エヌテックス株式会社 2021001056894
小型で掘削能力の高い地盤改良機導入による地盤改良工事
の新展開

通常

1202 R114040269 関東 神奈川県 田中林業株式会社 3021001035006
造材プロセスの全自動化を通じバイオマス活用で地域に貢献
する計画

特別

1203 R114040270 関東 神奈川県 ローカス 間隔反復ロジック搭載の英単語アプリ開発及び販売 通常

1204 R114040273 関東 神奈川県 河津歯科 ガイデッドサージェリーの実用化による顧客ニーズへの対応 特別

1205 R114040277 関東 神奈川県 植木医科工業株式会社 7010001000859
製造工程の削減を目的としたワイヤカット放電加工機による非
接触放電加工技術の導入

特別

1206 R114040278 関東 神奈川県 エム・アールエンジニアリング株式会社 7020001048897
ワイヤ放電加工機の導入による高精度金型の生産性向上と新
商品開発

特別 株式会社やまと経営

1207 R114040280 関東 神奈川県 株式会社テクノソルバ 8021001004377
人工衛星搭載用高精度展開アンテナの開発・事業化に向けた
「高精度３次元計測システム」の導入による検査工程の内製化

通常

1208 R114040289 関東 神奈川県 株式会社プロミネント 3020001130675
社内一貫性体制により代替治療のデメリットを解消する新商品
開発

通常 アイアンドアイ株式会社

1209 R114040295 関東 神奈川県 株式会社ＹＳパウダーコーティング 5021001015740 急速冷却設備導入による生産性向上と労働環境の改善 通常 平塚信用金庫

1210 R114040296 関東 神奈川県 昭和加工株式会社 3021001006378
新たな生産プロセスの開発による高品質グラスウール断熱材
の生産性向上

特別 株式会社静岡中央銀行

1211 R114040299 関東 神奈川県 横浜食糧株式会社 5021001020617
神奈川初！パン粉供給網毀損に対応した革新的食パン型抜き
工程の構築

特別

1212 R114040302 関東 神奈川県 有限会社郁照電機 6020002088002
医療機器におけるＲ曲げ・微細加工を用いたベンディング加工
技術の確立

通常

1213 R114040304 関東 神奈川県 株式会社イメージネットワーク 3011001002683
セントラルキッチン活用よる韓国料理店のデリバリー・テイクア
ウトへの転換

通常 株式会社浜銀総合研究所

1214 R114040308 関東 神奈川県 ＥＶＩＮＡ犬猫病院
深刻化する動物の運動器障害に対する米国式最新検査法導
入への挑戦

特別

1215 R114040309 関東 神奈川県 株式会社ＹＡＣ 2021001060780
高度検査体制の確立によるペットの大学病院水準のガン治療
への挑戦

特別

1216 R114040311 関東 神奈川県 株式会社アイオーフィット 9021001061129
ウェアラブル技術を用いた医療・福祉分野における非接触型生
体データ活用サービス

通常

1217 R114040312 関東 神奈川県 厚木キジュ動物病院
地域動物病院でのＩＣＵ導入による循環器外科転院者ゼロへの
取組

特別

1218 R114040313 関東 神奈川県 藤井歯科医院
歯科医療のデジタル化による、治療精度と感染対策の両立及
び革命的な次世代歯科教育の実現

特別

1219 R114040322 関東 神奈川県 株式会社アミナコレクシヨン 2020001029860
フラダンス上級者向けの高付加価値なセミオーダー衣装の開
発

特別

1220 R114040323 関東 神奈川県 加藤精密工業株式会社 7010801002550
次世代風力発電を推進する高精度超大型軸受部品の製造技
術確立

特別
株式会社コムラッド
ファームジャパン

1221 R114040330 関東 神奈川県 井上歯科医院
デジタルＣＴ及び手術用顕微鏡を用いた根管治療技術の高度
化

特別
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1222 R114040336 関東 神奈川県 えんどう矯正歯科クリニック
理想的に歯根をコントロールするデジタル化された矯正歯科治
療

通常
アルタス・パートナーズ
合同会社

1223 R114040337 関東 神奈川県 近代化学株式会社 4021001026788
非対面型営業・試作・製造によるパーソナライズヘアケア商品
の開発

通常 大石幸紀

1224 R114040341 関東 神奈川県 アライヴワーク株式会社 3021001053908
職人技術と最先端３Ｄデジタル技術の融合による非対面型イン
ソールシステムの構築

特別

1225 R114040345 関東 神奈川県 株式会社ＡＣたんぽぽ 4020001099084
病気の早期発見、早期治療を可能にする高度な画像検査の実
現

特別

1226 R114040346 関東 神奈川県 城下商会株式会社 3021001026343
先端研究を推進し獣医業界初の呼吸器科診療のガイドライン
化と業界全体の医療レベルの飛躍的向上

特別

1227 R114040347 関東 神奈川県 株式会社田中動物病院 9021001066474
罹患リスクの高いがんと口腔内疾患の早期発見を目指すプロ
ジェクト

特別

1228 R114040350 関東 神奈川県 株式会社マメライト 7020001135183
中国地方のホームドクターにおける、がん対応のフラッグシップ
ホスピタルへの進化

通常

1229 R114040351 関東 神奈川県 図南鍛工株式会社 8020001073829
電動トラック普及の鍵となる高精度パワートレイン部品の製造
技術確立事業

特別
株式会社コムラッド
ファームジャパン

1230 R114040356 関東 神奈川県 株式会社ウイル 9020001126222
国際的工場認証である独テュフ認証取得による業務の革新的
改善

通常

1231 R114040357 関東 神奈川県 株式会社湘南サイン 5021001066370
新ラミネータ導入による高品質と短納期の実現及び新規通販
事業の立上げ

通常

1232 R114040359 関東 神奈川県 ＮＯ　Ｍｏｔｏｒｃｙｃｌｅｓ 測定プロセスの内製化による利益率および顧客満足度の向上 通常 星野 武彰

1233 R114040360 関東 神奈川県 有限会社くろさか 7020002083010
急速冷凍技術で作る、こだわりの山形牛ハンバーグの通販
サービス

特別

1234 R114040365 関東 神奈川県 株式会社小出技研 9021001027781
ワイヤカット放電加工機導入によるＥＶ化を支える高品質金型
の提供拡大

特別

1235 R114040367 関東 神奈川県 ３ＤＳｕｒｖｅｙｐｌｕｓ合同会社 4021003003488
地上型とドローン型レーザー機を併用したハイブリット計測の実
現

特別

1236 R114040372 関東 神奈川県 株式会社東京ノッズル三崎製作所 1021001043464
次世代燃料に対応する高精度プランジャー部品の製造技術確
立

通常
株式会社コムラッド
ファームジャパン

1237 R114040384 関東 神奈川県 株式会社ヨシダ精工 2020001032633
小型特殊ウォームギア金型の高精密加工・新生産プロセスへ
の挑戦

特別 横山　和志

1238 R114040389 関東 神奈川県 株式会社トップス 2020001081861
高齢者・要介護者施設向け個装対応私服クリーニングサービス
の展開

特別
税理士法人税務会計セン
ター

1239 R114040390 関東 神奈川県 セルテクノス株式会社 2021001070482
世界初の超高精度角度測定装置の実現と量産化へ向けた社
内体制の実現

通常 株式会社浜銀総合研究所

1240 R114040392 関東 神奈川県 株式会社フジプロテック 6020001009248
製缶板金における、レーザー光を活用する環境保全に優れた
表面洗浄法の開発

通常

1241 R114040397 関東 神奈川県 都市拡業株式会社 4020001013433
ビル排水槽清掃作業の労働環境改善と効率化の装置開発及
び事業化

特別

1242 R114040400 関東 神奈川県 有限会社堀口工務店 4020002058444
神奈川県初！最新マルチステーション導入による革新的建設
測量の実現

特別

1243 R114040409 関東 神奈川県 株式会社三ツ池動物病院 5020001062652 二次診療機関レベルの超音波検査を実現し、転院を防止する 特別

1244 R114040410 関東 神奈川県 長津田南口デンタルクリニック
口腔内スキャナーでコロナ禍の患者と当院スタッフの健康を守
る事業

特別 野竿　健悟

1245 R114040412 関東 神奈川県 アルフジャパン株式会社 4020001108951
進行が早く重症化しやすい白内障に対し、院内完結型の迅速
な治療体制を実現

特別

1246 R114040414 関東 神奈川県 Ｔｒｉｍ株式会社 1020001113491
赤ちゃんの生体情報を計測・記録する設置型ベビーケアルーム
の開発事業

特別 合同会社G&N

1247 R114040417 関東 神奈川県 笠間歯科医院 患者データの蓄積による中長期的な収益拡大戦略 特別

1248 R114040418 関東 神奈川県 有限会社菅野デンタルアート 5021002010567
世界ナンバー１シェアインプラントの次世代技工センター立ち上
げ

通常 若杉　拓弥

1249 R114040420 関東 神奈川県 有限会社野口ハガネ 2020002004813 研究開発向けソケットにおける品質保証体制の確立 通常

1250 R114040426 関東 神奈川県 株式会社からくさ 9020001091953
アスリート向け弁当の大量生産体制の確立と通信販売事業へ
の参入

通常

1251 R114040427 関東 神奈川県 有限会社小島石材店 8020002026372
寺社が把握できていない実地把握／管理を可能とする革新的
サービスの開発

通常

1252 R114040429 関東 神奈川県 株式会社Ｋａｉ・ｌａ 2020001126690
高伸縮性ウェットスーツ開発による若年世代のダイビング需要
創出

特別 伊藤　智史

1253 R114040436 関東 神奈川県 株式会社キョーワハーツ 1020001055791
マグネシウム合金板材加工方法の多様化により、新たな市場
拡大を行う。

通常

1254 R114040447 関東 神奈川県 みずき歯科クリニック
ＣＴとＣＡＤ／ＣＡＭ連携による治療サービスの高度化および非
対面化

特別 野竿　健悟

1255 R114040448 関東 神奈川県 株式会社オリーブクリエイト 1020001051626
おいしいピザの生産性向上と平易な提供を可能とする画期的
製造工程の実現

通常

1256 R114040451 関東 神奈川県 株式会社ショコラボ 1020001111925
障害者と健常者のコラボが生みだすＢｅａｎ　Ｔｏ　Ｂａｒのチョコ
レート

通常

1257 R114040454 関東 神奈川県
ＯＣＥＡＮ　ＤＥＮＴＡＬ　ＯＦＦＩＣＥ　ＭＩＮＡＴＯＭＩ
ＲＡＩ

デジタル技術による高度インプラント治療の革新的提供プロセ
スの確立

通常 野竿　健悟

1258 R114040460 関東 神奈川県 株式会社カンパイ 7020001061215
ファインバブル及びオゾンを用いた新たな給水管洗浄装置・
サービスの開発

特別

1259 R114040464 関東 神奈川県 合同会社Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｓｕｐｐｏｒｔ 4021003009403
歯科医師向け高度治療教育事業の非接触型及び遠隔型への
展開

特別

1260 R114040471 関東 神奈川県 株式会社オレンジデンタルラボ 6020001094629
非対面・非接触型ビジネス及びテレワーク導入に向けた新製品
の試作開発

特別 株式会社浜銀総合研究所

1261 R114040474 関東 神奈川県 株式会社ベルコ 5020001010537
新設備導入で工程全体の生産性向上による新製品開発と技術
の継承

通常

1262 R114040478 関東 神奈川県 有限会社二戸製作所 8021002023129
高精度旋削加工技術の継承による大型薄肉形状部品安定供
給体制の確立

特別

1263 R114040479 関東 神奈川県 株式会社Ｓｌｏｗ　Ｆａｒｍ 9020001130125
完熟イチゴパウダーの新開発による食品ロス解消とマイクロ
ツーリズムの推進

通常 和喜田　勤

1264 R114040487 関東 神奈川県 有限会社金子製作所 7021002057375
ライン自動化による次世代電動車用モータ部品の製造技術確
立

特別
株式会社コムラッド
ファームジャパン

1265 R114040491 関東 神奈川県 株式会社ベルザ 8021001027114
顧客ニーズの多様化に伴う柔軟性・対衝撃・デザイン性に優れ
た精密義歯の商品化

通常 株式会社静岡中央銀行

1266 R114040493 関東 神奈川県 株式会社ツユキ製作所 8021001031891
次世代パワー半導体の量産加工に対応する高速高精度マシニ
ング加工システムの構築

特別

1267 R115040001 関東 新潟県 株式会社高山鉄工所 9110001012735
建築鉄骨の生産性向上・技術の高度化による大型建築物の鉄
骨事業拡大計画

特別 新発田信用金庫

1268 R115040009 関東 新潟県 株式会社更科製作所 3110001015826
専用機械導入と生産方式の革新によるステンレス製換気フード
製造の内製化

特別 株式会社第四銀行

1269 R115040011 関東 新潟県 株式会社前田工業 5110001030410
溶接ロボットを活用したコラムコア製造の自動化による生産性
向上計画

特別 シェアビジョン株式会社

1270 R115040015 関東 新潟県 株式会社二村 7110001028584
機器収容箱などのロット数増加に対応した曲げ加工・溶接工程
の自動化・内製化計画

特別 シェアビジョン株式会社
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1271 R115040016 関東 新潟県 株式会社アサヒプレシジョン 6110001023941
電子顕微鏡向け“シームレスＹ型真空導波管（シリンダー）”の
開発

通常

1272 R115040026 関東 新潟県 株式会社エス工房 8110001029425
刃物等の量産溶接の生産性向上に向けたプラズマ溶接技術導
入とロボット化計画

特別 シェアビジョン株式会社

1273 R115040031 関東 新潟県 株式会社曽我工業 1110001008996 新型機を使って、ＢｔｏＢ新役務「特急板金２４時」を始める 通常 税理士法人万代つばさ

1274 R115040035 関東 新潟県 株式会社大阪屋商店 7110001020896
お米農家と卸売業者の生産・販売に貢献する安心・安全・高品
質米の安定供給体制構築

通常 塩沢信用組合

1275 R115040041 関東 新潟県 株式会社装建アーテック 3110001022723
最新型自動機導入でニーズ変化への対応と事業承継を実現す
る事業

特別 長岡信用金庫

1276 R115040052 関東 新潟県 株式会社ホクショク 1110001023426
自社培養した新鮮な酵母を使用するクラフトビールの生産体制
構築

特別 株式会社北越銀行

1277 R115040053 関東 新潟県 スイーツ　エスカリエ
消費動向の変化に対応したマーケット拡大と既存顧客深耕を目
指す生産体制構築

特別 株式会社第四銀行

1278 R115040060 関東 新潟県 株式会社リトルウッド 8110001014113
ワイヤー加工の高効率生産の実現による医療特需およびロ
ボット用固定治具の受注獲得

特別
株式会社ダイワマネジメ
ント

1279 R115040064 関東 新潟県 株式会社エステーリンク 6110001016301 三次元測定機を利用した大型装置の設置に関する業務改善 通常
公益財団法人にいがた産
業創造機構

1280 R115040068 関東 新潟県 株式会社本宮金型 1110001016413 多能工化による革新的な生産体制強化と提案型営業への展開 通常 燕商工会議所

1281 R115040070 関東 新潟県 片山商事株式会社 8110001001508
新型コロナに負けない、冷凍食品協創の場形成・販売強化事
業

特別

1282 R115040073 関東 新潟県 有限会社寿々瀧 5110002028024
手作業から機械化へのシフトによる、ボトルネック解消と販売量
増加

通常
株式会社にいがた事業承
継サポート室

1283 R115040076 関東 新潟県 有限会社清水製作所 9110002009607
医療器具の難削材加工の受注増加のための設備導入と２ライ
ン加工実現

通常

1284 R115040077 関東 新潟県 株式会社アオスフィールド 6110001000172
４Ｋ８Ｋ需要に対応する革新的高精度テレビ電波障害調査サー
ビス提供プロセスの構築

特別

1285 R115040079 関東 新潟県 株式会社Ｗａｓｔｅｃ　ＥＮＥＲＧＹ 5110001018851 高性能再生機導入による再生プラスチック製品の製造事業 通常

1286 R115040088 関東 新潟県 五十嵐歯科クリニック
ＣＴ撮影の内製化による、新しいインプラント治療法と新型コロ
ナウイルス対策の両立

特別

1287 R115040099 関東 新潟県 親榮工業株式会社 1110001019952
ごみの資源化を実現する新型バイオマスプラント用搬送装置の
製造

特別
株式会社コムラッド
ファームジャパン

1288 R115040101 関東 新潟県 川瀬鐵工株式会社 6110001014008
建設機械の自動化に対応するための建機用高精度吊具製品
の開発

通常
株式会社コムラッド
ファームジャパン

1289 R115040102 関東 新潟県 くぼた歯科クリニック
歯周病治療プロセスのｗｉｔｈコロナ・ａｆｔｅｒコロナに合わせたアッ
プデート

通常

1290 R115040103 関東 新潟県 株式会社三宝 2110001000052
充填包装機の導入でセントラルキッチンの飛躍的な生産性向
上を図る

特別
株式会社匠コンサルティ
ング

1291 R115040105 関東 新潟県 株式会社ＮＳＰ 1110001032427 新型射出成形機の導入による難加工対応と生産性向上 特別 燕商工会議所

1292 R115040109 関東 新潟県 島田畳製作所
「和」の匠の技術が織りなす令（よ）い　畳の伝統と「洋」との
ハーモニー

特別 野竿　健悟

1293 R115040114 関東 新潟県 有限会社くまちゃん動物病院 4110002008992
正確な検査体制と高度な治療技術による市内唯一の眼科２次
診療への挑戦

通常

1294 R115040115 関東 新潟県 株式会社村松工業 3030001026674
最新型パンチプレス導入による高精度部品自動生産と生産性
３０％以上向上

特別

1295 R115040117 関東 新潟県 株式会社オーエックス新潟 3110001023969
海外展開を実現する新素材を活用した次世代型車いすの生産
プロセスの革新

通常
公益財団法人千葉県産業
振興センター

1296 R115040118 関東 新潟県 株式会社アスコーテック 5010801020422
ベンチャーや試作ニーズに応えるプリント基板小ロット特急対応
強化・量産生産性向上

通常 若杉　拓弥

1297 R115040124 関東 新潟県 有限会社大邦商店 5110002032769
海産卸売業が開発「出汁パック」本格販売に伴う専用ラインの
構築

特別 株式会社第四銀行

1298 R115040127 関東 新潟県 有限会社山田木工所 3110002029809
大型デザイン什器と隠しアジャスターへの対応力強化で新事業
展開

通常 長岡信用金庫

1299 R115040128 関東 新潟県 株式会社五十嵐清製作所 8110001032486
精密部品加工の高難度、高精度の技術の習得および量産化事
業

通常
株式会社にいがた事業承
継サポート室

1300 R115040133 関東 新潟県 外山工業株式会社 4110001014455
ホースジョイントの内製化によるサプライチェーンの強靭化及び
生産性向上計画

特別

1301 R115040137 関東 新潟県 有限会社丸高重量 7110002008354
オンデマンドでの部材制作によって在庫　０　と工期短縮を実現
するサービス

通常

1302 R115040138 関東 新潟県 株式会社デジナ 5120001170528
市場激変を乗り越える高付加価値・短納期小ロット生地プリント
の実現

特別

1303 R115040141 関東 新潟県 株式会社丸尚 8110001020292
「いかの塩辛」アウトパック専用ラインの構築と商品開発力の強
化

特別

1304 R115040142 関東 新潟県 株式会社マルト長谷川工作所 1110001014722
省エネルギー誘導加熱装置による高付加価値の作業工具
（ニッパーやペンチ）製造

通常

1305 R115040143 関東 新潟県 有限会社甘泉堂 6110002033650
売切れ続出「魚沼コルネ」の多品種少量生産体制構築と生産
性向上

特別 株式会社北越銀行

1306 R115040153 関東 新潟県 メガエレクトロニクス株式会社 2110001017732
水晶振動子の更なる仕様適合性と生産性向上を達成する為の
周波数分類技術の確立

通常

1307 R116040002 中部 富山県 大扇産業株式会社 3120001007938
画期的な唾液検体のＰＣＲ検査用密閉・常温保存式キット開発
で大革新

特別
特定非営利活動法人もの
づくり人材アタッセ

1308 R116040005 中部 富山県 有限会社武伸工業 8230002008325
「せん断補強筋」加工における品質均一化・低コスト化・短納期
化を実現する生産体制の構築

通常 にいかわ信用金庫

1309 R116040007 中部 富山県 株式会社一期 8230001016246
高意匠店舗ロゴデザイン設計能力強化とその生産工程構築に
よる魅力創出プロデューサーへのステップアップ

通常 にいかわ信用金庫

1310 R116040009 中部 富山県 明太化成株式会社 8230001003194
高機能食品容器における安全・安心の提供と低コスト化に向け
たオリジナル全自動検査ラインの構築

通常 富山商工会議所

1311 R116040011 中部 富山県 株式会社竹鼻工業 5230001004781 板金加工工程の高度化を中心とした生産体制の再構築 通常

1312 R116040012 中部 富山県 株式会社ヤハタセイコー 5230001007561
大型精密機械部品完品一貫生産に向けたデータ取得・統合管
理によるデータ分析・検証・共有化体制の構築

特別 にいかわ信用金庫

1313 R116040013 中部 富山県 株式会社矢次工務店 3230001017463
生産プロセスのＩＴ化による超長尺建築資材曲げ加工ノウハウ
獲得と曲げ加工ノウハウ共有化体制の構築

特別 砺波商工会議所

1314 R116040015 中部 富山県 有限会社岩井鐵工所 3230002007959
大径長尺丸物精密部品加工技術の確立とフレキシブル生産体
制の構築

特別 にいかわ信用金庫

1315 R116040016 中部 富山県 有限会社木工房ひらい 9230002005932
下請構造からの脱却のためのオリジナル高付加価値オーダー
家具低コスト生産体制の構築

特別 富山商工会議所

1316 R116040017 中部 富山県 株式会社ソシオ 2230001011590
高機能マスクにおける高意匠化・高生産性を実現するフレキシ
ブル生産体制の構築

特別 株式会社富山第一銀行

1317 R116040031 中部 富山県 有限会社カク 3230002014253
新地盤改良技術の導入による排土処理を不要とする低コスト
化と建設作業員における在宅勤務の実現

通常 新湊信用金庫

1318 R116040033 中部 富山県 株式会社松樹メタル 6230001010960
試作品開発から中ロット（１００個単位）量産へのシームレスな
生産体制構築

特別 富山県信用組合

1319 R116040038 中部 富山県 株式会社ＳＵＤＡＣＨＩ 3230001015302 健康経営ゲーム®︎のオンライン研修ツールの開発 通常 富山県商工会連合会
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1320 R116040040 中部 富山県 株式会社パーク 1230001017985
美容院の空き時間をなくすＷＥＢ入札・前払い予約システムの
開発・支援サービス

特別
株式会社ジエック経営コ
ンサルタント

1321 R116040043 中部 富山県 株式会社山竹園 9230001006873
消費者志向の高度化に対応した新たな包装形態の導入と生産
性の向上を両立する包装工程の構築

通常 高岡信用金庫

1322 R116040046 中部 富山県 株式会社二葉金属製作所 8230001002733
部材抜き工程における生産リードタイム短縮化を実現するハー
フ抜き加工技術の構築

通常 株式会社富山第一銀行

1323 R116040047 中部 富山県 有限会社マツダ 2230002003372
パイロミックス技術の構築にて実現する保安距離に拘束されな
い新たな花火演出サービスの提供

特別 富山商工会議所

1324 R116040059 中部 富山県 ミヨシ塗装店
高機能・高意匠ニーズ充足に向けた金属溶射技術による革新
的な建材塗装の取組

通常 高岡信用金庫

1325 R116040062 中部 富山県 タカノギケン株式会社 3230001005311 溶接加工を不要とする端子部品一体プレス加工方式の確立 特別

1326 R116040065 中部 富山県 株式会社サンズラック 7140002056607
国土強靭化計画を踏まえた土砂災害・雪崩に関する防護工の
普及に向け、工期短縮と商圏の拡大の実現

特別
株式会社ジエック経営コ
ンサルタント

1327 R116040085 中部 富山県 丸喜産業株式会社 9230001010982
資源再生効率の高い樹脂材料開発体制強化に向けた研究開
発事業

特別 高岡信用金庫

1328 R116040086 中部 富山県 株式会社田子製作所 1230001012755
少品種大量生産体制の構築による山岳部工事用重機分割ユ
ニット一貫設計・製造業者へのステップ

特別 富山県商工会連合会

1329 R116040089 中部 富山県 盛山板金
切断加工能力強化とレイアウト変更による動線長短縮化による
高効率生産体制の構築

特別 にいかわ信用金庫

1330 R116040091 中部 富山県 有限会社司巧舎 8230002014034
大型プラント装置エンジニアリングサービスにおける作業フレキ
シビリティの強化

特別 富山県商工会連合会

1331 R116040094 中部 富山県 有限会社フジサワ建装 8230002012673
感染症による需要変化に対応した革新的な立体文字広告製造
工程高度化事業

通常 高岡信用金庫

1332 R116040095 中部 富山県 常本建具店
低コストフルオーダー木製建具製造体制構築によるトータル
コーディネート企業へのステップアップの実現

通常 氷見伏木信用金庫

1333 R116040098 中部 富山県 三和建興株式会社 3230001005294
製品サイズに捉われないフレキシブルサンドブラストブース・塗
装ブースの構築

特別 新湊信用金庫

1334 R116040105 中部 富山県 株式会社ライフドア 6230001016066
産業用ロボット組立下請企業から治工具企画・開発・製造企業
へのステップアップ

特別 富山商工会議所

1335 R116040114 中部 富山県 中央藥品株式会社 4010001050312
国内唯一の予防医薬品における生産量拡大に向けた充填工
程の改善

特別 富山商工会議所

1336 R116040119 中部 富山県 有限会社水文 9230002005560
コロナ禍での安定供給ニーズ、テイクアウト小分けニーズに対
応した高効率生産体制の構築

通常 株式会社富山第一銀行

1337 R116040122 中部 富山県 酒井容器株式会社 1230001010065
高機能硬質プラスチック容器の安定・継続供給と低コスト化を
達成する低コストラベル添付・検査工程の構築

特別 株式会社富山第一銀行

1338 R116040124 中部 富山県 株式会社ひまわり 3230001010740
衣装のバーチャル試着システムの開発とメモリアル撮影事業の
開始

特別 高岡商工会議所

1339 R116040126 中部 富山県 株式会社たかはし動物病院 5230001014459
超音波水晶体乳化吸引システムの導入による白内障手術体制
の構築

通常 猪口　建太朗

1340 R116040128 中部 富山県 有限会社ハマダ工業 5230002008377
製造データ分析・検証・共有化による板金建材一貫製造・施工
体制の構築

特別 にいかわ信用金庫

1341 R116040130 中部 富山県 有限会社レーシークラフト 2230002008719
コロナ禍での変種変量生産への対応力強化に向けたフレキシ
ブル塗装・乾燥工程の構築

通常 株式会社富山第一銀行

1342 R117040013 中部 石川県 ＨＫＫ株式会社 3220001012952
汚泥処理システム革新による工場設備メンテナンス事業への
進出

特別
公益財団法人石川県産業
創出支援機構

1343 R117040018 中部 石川県 デンタルＫ
生体親和性が高いチタン補綴物鋳造技術確立による競争力強
化事業

特別

1344 R117040019 中部 石川県 金剛建設株式会社 5220001002712 公共下水道管更生工事市場に新たなビジネスモデルを確立 特別
一般社団法人城西コンサ
ルタントグループ

1345 R117040020 中部 石川県 株式会社吉田酒造店 4220001009502
コロナ禍でのリモート操作による高付加価値醸造システムの構
築

特別 株式会社北陸銀行

1346 R117040027 中部 石川県 株式会社小松プロセス 9220001012765
新塗装ライン設備の増設による生産性向上と社内開発体制の
維持・発展

通常

1347 R117040042 中部 石川県 有限会社三吉商店 2220002006467
製品内の溶存酸素を除去することで酸化防止剤を使わず長期
保存できる液体調味料の製造販売

通常 株式会社北國銀行

1348 R117040044 中部 石川県 株式会社西研精機製作所 1220001004893
多品種少量生産に向けた高精度フランジ・ロータの革新的プロ
セス改善

通常
公益財団法人石川県産業
創出支援機構

1349 R117040045 中部 石川県 株式会社エコシステム 6220001001382
車載式生コンプラントの自動運転化で現場の省人化とインフラ
長寿命化へ！

特別
公益財団法人石川県産業
創出支援機構

1350 R117040054 中部 石川県 株式会社マルショー 5220001009443 日本初の生産性向上を実現する刃具再研磨体制構築事業 特別

1351 R117040056 中部 石川県 麺達フーズ株式会社 8220001018680 製麺の内製化によるＱＣＤ向上と商品開発力強化事業 通常
公益財団法人石川県産業
創出支援機構

1352 R117040059 中部 石川県 アイ・プラン株式会社 9220001015140
ステンレス製長尺ワークの高精度板金加工技術の確立を通じ
た新分野開拓

特別
公益財団法人石川県産業
創出支援機構

1353 R117040061 中部 石川県 株式会社アントール 9220001016238 ３Ｄ設計を核とした非対面型オンラインサービスの確立 特別 のと共栄信用金庫

1354 R117040066 中部 石川県 有限会社かわに 2220002001988
ショートディスク一体型設備の導入による加工用甘藷生産拡大
に向けた取り組み

特別
公益財団法人石川県産業
創出支援機構

1355 R117040068 中部 石川県 株式会社小松電業所 9220001011957 下塗り塗装乾燥工程の競争力強化に向けた生産性向上 通常

1356 R117040082 中部 石川県 株式会社原田鉄工所 1220001012814
当社独自のスリ割加工技術等を活用した新たな生産方法の開
発

通常
公益財団法人石川県産業
創出支援機構

1357 R117040084 中部 石川県 株式会社シモムラ 4220001011053
サプライチェーン毀損対策と生産性改善による特殊加工糸の増
産ニーズへの対応

特別
公益財団法人石川県産業
創出支援機構

1358 R117040085 中部 石川県 合同会社ＰＦ能登 8220003002856
革新的な鮮度維持加工技術で能登地域でも全国ビジネスを実
現できる高付加価値魚生産システムの開発

特別

1359 R117040086 中部 石川県 加賀建設株式会社 7220001001976
石川県内企業初、起重機船施工管理システム導入に伴う次世
代型就業環境の構築

特別

1360 R117040093 中部 石川県 株式会社石川プレート 9220001001009
半導体製造機における不純物混入を防止する樹脂部品加工技
術の開発

通常
公益財団法人石川県産業
創出支援機構

1361 R117040099 中部 石川県 ＭＫ精密加工株式会社 1220001002410
精密機械部品製作の生産プロセスを高度化し、新たなサプライ
チェーン構築に寄与する

特別 花木　栄治

1362 R117040101 中部 石川県 株式会社イー・トライアド 7220003001974
ＡＩを活用した圧倒的な情報量と価値提供するサービス開発事
業

特別 株式会社富山銀行

1363 R117040104 中部 石川県 インパック株式会社 4012801003250
環境配慮した脱プラ製品製造かつ国内サプライチェーン体制構
築への挑戦

通常
公益財団法人石川県産業
創出支援機構

1364 R117040107 中部 石川県 株式会社金沢柿田商店 4220001002044
無人放射線検知装置の導入でスクラップ再生資源化率を向
上！

通常 税理士法人中山会計

1365 R117040109 中部 石川県 サンコロナ小田株式会社 4120001080100
高品質炭素繊維ＵＤテープ量産のための樹脂制御及び広幅高
効率含浸プロセスの開発

通常

1366 R117040112 中部 石川県 株式会社心結 3220001021160
ＩＴを活用したオンライン着付けレッスン付き郵送着物レンタル事
業

特別

1367 R118040003 近畿 福井県 ミッション
眼鏡へのロゴ入れ等の新トレンド「深彫り」の生産拡大を実現す
る加工技術向上計画

通常 株式会社福邦銀行

1368 R118040004 近畿 福井県 株式会社ディプロ 8210001017064
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠の生産性向上体制を構築するとともに在宅ワー
クを推進する取組み

通常 福井信用金庫
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1369 R118040008 近畿 福井県 ＶＥＥｍａ株式会社 5210001014799
人々の生活に不可欠な水資源の確保のための井戸洗浄技術
向上および効率性向上の実現

通常 株式会社福井銀行

1370 R118040010 近畿 福井県 株式会社大和印刷所 3210001002302 紙媒体の印刷ノウハウを活かした樹脂フィルム製品の事業化 通常

1371 R118040014 近畿 福井県 有限会社伊勢屋 1210002013663 和菓子の生産性を向上し世界へ発信できる体制を構築する 特別 株式会社福井銀行

1372 R118040022 近畿 福井県 硝和硝子株式会社 7210001001622
電子デバイス部品製造設備の国内生産に向けた品質向上技
術開発

通常 株式会社福邦銀行

1373 R118040029 近畿 福井県 福井精米株式会社 8210001004310
都道府県レベルでの展開では初めてとなる、虫の孵化を防ぐ包
装技術の確立

特別 株式会社福井銀行

1374 R118040030 近畿 福井県 株式会社アジチファーム 1210001009349
国産米「グルテンフリー米粉ドーナツ」製造に対応する包あん機
導入

通常

1375 R118040032 近畿 福井県 株式会社カガセイフン 9210001009358
日本唯一の石臼専門工場化による日本最高品質の蕎麦粉ブラ
ンド確立

特別

1376 R118040033 近畿 福井県 株式会社ＴＲＵＮＫ 4210001016937
新型サーボプレスブレーキの導入による生産性の向上と販路
の拡大

特別

1377 R118040035 近畿 福井県 石森電通システム株式会社 2210001010248
高性能ドローン活用による山間部通信ケーブル敷設工事の高
度化実現

特別 鈴木　崇史

1378 R118040046 近畿 福井県 株式会社古崎 7210001003206
３Ｄ加工を施した新たな木製品の提案・開発及び製造ラインの
構築

特別
株式会社ＧＫコンサル
ティング

1379 R118040049 近畿 福井県 株式会社カネイチ商店 3210001014314
保存能力強化による集団給食会社向け食材供給拡大及び新
商品開発力強化

特別 福井県商工会連合会

1380 R118040050 近畿 福井県 株式会社ハナテック 9210002000010
新工場・新鋭機ラインによる生産性向上、感染症対策独自換気
システム展開

特別

1381 R118040056 近畿 福井県 片山機械株式会社 4210001000908
高精度研磨機の導入による極小大容量コンデンサー生産機械
の内製化

特別 株式会社北陸銀行

1382 R118040057 近畿 福井県 株式会社藤本鉄工所 8210001017618
最新式マシニングセンタ導入による複合多面鉄加工の高度化
事業

通常

1383 R118040058 近畿 福井県 アイディッシュ株式会社 2210001015701 ビジネスホテル向け非対面型食事提供システムの開発 特別 株式会社福井銀行

1384 R118040071 近畿 福井県 株式会社スゴイ上江ファーム 1210005009023 フォーの生麺の製造販売による農業の６次産業化事業 通常

1385 R118040077 近畿 福井県 久保田酒造合資会社 2210003000321
強炭酸充填ライン導入による地場産スパークリング日本酒＆リ
キュール開発

特別 福井県商工会連合会

1386 R118040082 近畿 福井県 株式会社Ｅうの 9210001013450
学習塾オンライン個別指導システム開発で非対面でも顧客満
足度向上

特別

1387 R118040083 近畿 福井県 株式会社日金マテリアル 4210001013133
海外外注加工の内製化による、眼鏡産地への安定的な高品質
材料供給の取組

特別 株式会社福井銀行

1388 R118040084 近畿 福井県 北陸精染株式会社 7210001003453
次世代省エネ染色機の導入による医療用シーツ製造・サプライ
チェーン構築事業

通常 福井信用金庫

1389 R118040086 近畿 福井県 株式会社ジャルダン 1210001001561 急速冷凍技術で高級フレンチの品質を宅配できる新商品開発 特別 景山　洋介

1390 R118040097 近畿 福井県 合資会社開花亭 3210003000048 本格派レストランによる地域内連携型クラウドキッチン事業 通常

1391 R118040102 近畿 福井県 三和メッキ工業株式会社 1210001001495
コロナ禍に対応しためっき品質オンラインコミュニーション体制
の構築

特別

1392 R119040001 関東 山梨県 株式会社アトラス測量 8090001009537
３Ｄレーザースキャナー導入による測量業務プロセスの生産性
向上

特別 山梨県商工会連合会

1393 R119040007 関東 山梨県 株式会社オーツヤ測量 9090001011938 ３Ｄ測量の高度化および３Ｄ図面を活用した提案営業の展開 通常 株式会社山梨中央銀行

1394 R119040012 関東 山梨県 大和葡萄酒株式会社 1090001009254
新たな貯酒管理を経た瓶内二次発酵スパークリングワインの
製法確立

通常 株式会社山梨中央銀行

1395 R119040014 関東 山梨県 いつむら歯科クリニック
高齢者や障害者にとって負担が少なくハートフルな治療と感染
対策

特別

1396 R119040020 関東 山梨県 有限会社ユー・エー・エイチ 8090002009800
山梨県の動物病院で県下随一のデジタル革命によりあらゆる
診療を可能に

通常

1397 R119040024 関東 山梨県 有限会社里光精機 9090002015161
　自動精密研削機等の導入による内製化で精度の向上と作業
環境整備で生産性効率化の実現

特別 株式会社やまと経営

1398 R119040027 関東 山梨県 シーマ電子株式会社 1020001026917
高機能パワーサイクル試験装置開発と、装置販売ビジネスの
立上げ。

通常

1399 R119040031 関東 山梨県 デンタルクラフト中村
高難度メタルフリー素材による技工物作成とｔｗｏ－ｄａｙｓでの入
れ歯治療フローの確立

特別

1400 R119040035 関東 山梨県 マオン株式会社 4090001005309
新たに開発した地金を生かしたデザイン力の高いジュエリー製
造事業

特別

1401 R119040036 関東 山梨県 有限会社大輝 4090002001843 「ダイヤ等貴石を装飾した置型宝飾品」製造への挑戦！！ 特別

1402 R119040040 関東 山梨県 株式会社田村製作所 9020001017974
パイプ加工全てを内製可能な体制の営業告知を強化し売上２
割増

通常

1403 R119040060 関東 山梨県 斉藤歯科医院
補綴治療の即日完了と口腔内３Ｄ画像を駆使した治療シミュ
レーションの実現

通常

1404 R119040062 関東 山梨県 丸市倉庫株式会社 7090001002030 物流業者のためのスコアリング（評価）システムの開発 特別 株式会社山梨中央銀行

1405 R119040064 関東 山梨県 クリーニングもちづき
超デリケートドライ洗濯プログラムの開発とネック工程解消によ
る法衣洗濯の生産性向上

通常

1406 R119040067 関東 山梨県 オーワ工芸
高額装身具の生産体制の内製化による短納期化とコストダウ
ン

特別 山梨県商工会連合会

1407 R120040002 関東 長野県 有限会社征矢金属 6100002034864
「治具製作」のリードタイム短縮及び精度向上による、高精度な
自動車部品製造等への貢献

特別 長野県信用組合

1408 R120040005 関東 長野県 有限会社石坂長電舎 7100002000394
県内食品製造業に貢献する、ロングシャフト再生品に係る安定
供給体制の構築

特別 長野信用金庫

1409 R120040011 関東 長野県 株式会社西澤製作所 4100001002691
建物の強度に関わる小型鉄骨の生産性向上及び不良率低減
による他社との差別化・競争力強化計画

特別 長野信用金庫

1410 R120040012 関東 長野県 小柳産業株式会社 5100001009653
国内の廃プラスチック滞留を低減する廃棄物処理能力強化に
よる商圏拡大計画

特別 上田信用金庫

1411 R120040013 関東 長野県 有限会社ダンヅカ製作所 9100002033013
防災対策等により需要が高まる高精度かつ大型監視用カメラフ
レームの安定供給体制の確立

特別

1412 R120040014 関東 長野県 有限会社富士テック 2100002034967
機構部品・ツール類の高品位・高精度化における放電加工の
生産性向上

特別

1413 R120040015 関東 長野県 株式会社キムフーズ 8100001011350
キムチ製造における生産力・衛生管理強化に向けての工程改
善計画

特別 株式会社八十二銀行

1414 R120040021 関東 長野県 有限会社山﨑製作所 6100002015229
新規機械装置ワイヤ放電加工機と高精度・画像寸法測定器の
導入による一貫生産体制の強化事業

通常 アアル株式会社

1415 R120040022 関東 長野県 米持製菓株式会社 8100001011912
小口パック品の量産体制構築とフルーツかりんとうの改良によ
る事業拡大

特別

1416 R120040023 関東 長野県 株式会社Ｋ’ｓデントミル 1100001029795
ＣＡＤ／ＣＡＭ及び３Ｄプリンターと職人型技工を融合させた高
品質・効率化とコロナ対策の実現

特別

1417 R120040024 関東 長野県 株式会社フジサワクリエイティブ 7100001011954
事業再構築を目的とした新たな冷凍商品の開発とＥＣサイトに
よる販路拡大

特別
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1418 R120040027 関東 長野県 株式会社竹村製作所 4100001001883 多品種少量製品の生産性向上と成長分野への重点シフト 通常

1419 R120040029 関東 長野県 株式会社前澤産業 7100001023289 ”信州産冷凍フルーツ”のニーズに対応し、量産拡大に挑む 通常 飯田信用金庫

1420 R120040032 関東 長野県 株式会社パトリオットエンタープライズ 6100001027150
地域特産農産物を与えた山羊乳で作るナチュラルチーズ製造
販売計画

通常

1421 R120040035 関東 長野県 有限会社金星製菓舗 8100002034755
菓子庵の個人向け商品強化と生産性向上で顧客拡大と付加価
値増大

通常

1422 R120040036 関東 長野県 北川原歯科医院
最新式携帯医療機器の導入による訪問歯科診療サービスの革
新

特別

1423 R120040037 関東 長野県 ゆうあい歯科医院
補綴物作製における生産性向上及び非対面型ビジネスモデル
の構築による新型コロナウイルスへの対応

特別 長野県信用組合

1424 R120040038 関東 長野県 株式会社道 1100001028789
最新醸造設備によるクラフトビール製造工程の６次産業化への
革新

特別

1425 R120040039 関東 長野県 株式会社ムラヤマ 2100001010291 自動車部品から他分野部品製造へのシフト 通常

1426 R120040040 関東 長野県 有限会社大沢興業 4100002027886
サプライチェーンの毀損に対応した内製化と若手作業員への技
能承継

特別 諏訪信用金庫

1427 R120040045 関東 長野県 株式会社ＢＲＡＩＮ　ＷＡＶＥ 7100001026969
一貫生産の工程設計技術を生かした、高精度微細加工がもた
らす部品性能の向上

特別

1428 R120040052 関東 長野県 有限会社渡辺鉄工所 1100002015984 パイプ加工技術の高度化による成長分野製品の受注獲得 通常 美斉津　晃

1429 R120040055 関東 長野県 株式会社野沢製作所 4100001002790
海外の建機受注増に備え運転レバーのユニット部品等の加工
技術強化によるサプライチェーンの安定化計画

特別 シェアビジョン株式会社

1430 R120040061 関東 長野県 有限会社そば信 5100002006385
冷凍手打ち生そばのＥＣ販売に伴う生産量向上への設備及び
雇用の増強

特別

1431 R120040064 関東 長野県 アズール株式会社 3100001004854
最新脱毛器導入による高度化と革新的なセルフ脱毛サービス
の開始

特別

1432 R120040073 関東 長野県 株式会社ＴＡＦ 5100001008531 企業存続を目的としたネット販売可能なチョコレート商品の開発 通常

1433 R120040075 関東 長野県 有限会社山岸自動車工業 4100002015924
ＡＳＶ（先進安全自動車）の整備技術導入による顧客満足度向
上事業

通常

1434 R120040078 関東 長野県 株式会社音羽 2100001029340 料亭が創る豆腐関連商品による非対面ビジネスの展開 特別 美斉津　晃

1435 R120040082 関東 長野県 株式会社トライル 8100001007068
産業廃棄物受入量の増加による顧客ニーズへの対応と地域環
境への貢献

通常
株式会社ＩＳＴコンサル
ティング

1436 R120040091 関東 長野県 有限会社アピアランス 7100002008074
長野県初の食品専用ユニフォーム洗濯事業の展開とコロナの
克服

特別

1437 R120040097 関東 長野県 有限会社ワイケー・プランニング 6100002030707
最新式複合加工機による独自シェービング加工技術の高度化
事業

特別

1438 R120040098 関東 長野県 東特巻線株式会社 6100001011039
角形リッツ線成形装置導入によるワイヤレス給電市場参入へ
の挑戦

通常 エイワ税理士法人

1439 R120040102 関東 長野県 有限会社三島商店 2100002022559
規格外米の精米において当社独自設計による精米ライン新開
発計画

通常 長野県信用組合

1440 R120040107 関東 長野県 有限会社セルバ 6100002031416
品質保証による顧客満足度の向上と新規サービスによる収益
性向上

通常

1441 R120040119 関東 長野県 有限会社丸嘉小坂漆器店 6100002025715
木曽曲物の新生産システム構築と新商品開発による競争力強
化

特別
長野県中小企業団体中央
会

1442 R120040129 関東 長野県 株式会社信濃架装 7100001016755 自動車架装パーツの生産プロセス改善による生産性の向上 通常 松本信用金庫

1443 R120040135 関東 長野県 株式会社ケントク 8100001020533
次世代半導体製造装置向け製品の受注に向けての生産・検査
体制の高度化への取り組み

通常

1444 R120040136 関東 長野県 有限会社下井ばね製作所 5100002034114 改良型加工設備の開発による異分野製品の売上拡大 通常 美斉津　晃

1445 R120040140 関東 長野県 ボディショップティーアールジー
人手不足対策のための生産性向上を目的とした最新技術の導
入及び作業標準化

通常 美斉津　晃

1446 R120040151 関東 長野県 ＶＦＲ株式会社 6010701039025
社会インフラ基盤の構築に向けたドローン・ドローンポートの試
作機開発

特別

1447 R120040156 関東 長野県 株式会社長野三洋化成 4100001010827
最新分析装置とレーザマーカ等の導入による医療用チューブ
の開発

通常

1448 R120040159 関東 長野県 有限会社トップギヤー 9100002016315
旋盤爪形状の定量評価により研削しろを極限まで削減する高
精度切削技術の開発

特別

1449 R120040164 関東 長野県 株式会社織建 3100001020653
地域連携における経木の生産体制構築と新商品開発による需
要創造

特別

1450 R120040168 関東 長野県 パティスリーニューモラス 生産力強化とブランド力強化のための設備投資 特別

1451 R120040171 関東 長野県 天竜精機株式会社 7100001021301
自動生産装置のツール加工の難度上昇に対応した加工方式
の革新

特別

1452 R120040175 関東 長野県 株式会社光和 5100001011477
電気自動車の発電効率を担うセンサーの増産を可能にする金
型の開発

特別

1453 R120040177 関東 長野県 株式会社イケダ 3100001011462
設備導入と生産性向上にて難削材かつ複雑形状加工を克服す
る

通常 長野県信用組合

1454 R120040178 関東 長野県 有限会社中新自動車 7100002003752 北信Ｎｏ．１水性塗装対応を実現する設備導入・サービス展開 通常

1455 R120040189 関東 長野県 依田製作所
多品種少量生産における生産性向上と負担軽減の両立を図る
技術の導入

通常 株式会社八十二銀行

1456 R120040193 関東 長野県 小林歯科医院
院長の世代交代とともに今までできなかった１日での補綴治療
の提供を実現

通常

1457 R120040195 関東 長野県 つちや歯科クリニック 歯科用ＣＴの導入による総義歯治療の革命的精度向上 特別

1458 R120040196 関東 長野県 有限会社柴田工業 8100002016794
新幹線ブレーキ関連部品の安定供給に向けた研磨作業の内
製化

特別 長野県信用組合

1459 R120040210 関東 長野県 有限会社海野鉄筋工業所 2100002009283 新規な鉄材切断機の導入による鉄筋工事プロセスの最適化 通常 若杉　拓弥

1460 R120040212 関東 長野県 株式会社永由鉄工 6100001018546
先端的自動開先加工機の導入の内製化がもたらす生産性向
上と設計品質の向上

通常 株式会社長野銀行

1461 R120040227 関東 長野県 株式会社丸中食品 3100001019217
介護食調理用加工肉の生産プロセスの効率化による生産能力
の向上と低コスト化

特別

1462 R120040247 関東 長野県 宮尾鉄筋株式会社 4100001003450 住宅用ユニット鉄筋の製作における溶接作業の改善 通常
株式会社ＩＳＴコンサル
ティング

1463 R121040015 中部 岐阜県 中新製菓株式会社 2180001026157
新素材機能性ウエハースの開発に挑戦！新興国市場における
競争力強化事業

通常 株式会社名古屋銀行

1464 R121040018 中部 岐阜県 土田衣料
高速自動裁断機導入による高品質・低コストを実現する生産プ
ロセスの構築

通常

1465 R121040027 中部 岐阜県 株式会社中央ミクロン工業 2200002017144
新型コロナウイルスからのＶ字回復を目指す超微細孔加工技
術の安定化

特別

1466 R121040030 中部 岐阜県 株式会社スタイズ 6130001056493 折損した木製バットを原材料とした意匠性の高い靴べらの開発 通常
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1467 R121040035 中部 岐阜県 有限会社テックアダチ 3200002007862
最新の形彫放電加工機の導入による高精度加工、長時間自動
運転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

1468 R121040036 中部 岐阜県 恵那眼鏡工業株式会社 1200001023284
海外一流ブランドの受注と自社ブランドの販売拡大に向けた生
産体制の革新

特別 岐阜信用金庫

1469 R121040037 中部 岐阜県 株式会社八高 9200001036691
新設備と自社技術による高品質ワンストップ自動車整備プロセ
スの確立

特別 岐阜信用金庫

1470 R121040040 中部 岐阜県 ＣＹＣ株式会社 8200001017247
使用済リチウムイオン電池からのレアメタル回収熱分解装置用
排ガス処理設備開発

通常

1471 R121040049 中部 岐阜県 岐阜国際開発株式会社 4200001006600
岐阜県初！最新ＧＰＳ搭載ナビシステムで非対面サービスと生
産性の向上を実現

特別
株式会社フラッグシップ
経営

1472 R121040052 中部 岐阜県 協和コンクリート工業株式会社 4200001019081
高流動生コン活用技術で災害復旧の高速化に貢献する擁壁製
造革新

特別 岐阜信用金庫

1473 R121040053 中部 岐阜県 有限会社平林製作所 4200002017241
プラスチック成形金型の高精度化と生産リードタイム短縮によ
る革新的生産体制の構築

通常

1474 R121040055 中部 岐阜県 株式会社ライフサポート 3200001033307
歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭと口腔内撮影機材を導入し、効率的な歯
科技工所の構築と臨床教育動画コンテンツを開発する

通常

1475 R121040056 中部 岐阜県 株式会社大地 2200001022120
熱分解技術による減容手法を活用した新たな有機肥料製造ラ
インの構築

通常

1476 R121040063 中部 岐阜県 有限会社井上印刷所 6200002000402
紙工工程の生産能力増強と高品質化による「顧客ニーズへの
対応」

特別

1477 R121040064 中部 岐阜県 株式会社リタテクノ 8200001032452
高い切削加工技術活用による重症者向け人工呼吸器部品の
開発・製造

特別
ウィズ経営コンサルティ
ング株式会社

1478 R121040066 中部 岐阜県 トレサＫ＆Ｍ株式会社 6200001037585
車両型出張校正サービスによる非対面型ビジネスモデルの確
立

通常 廣瀬　陽介

1479 R121040068 中部 岐阜県 福井歯科医院
ＣＡＤ／ＣＡＭと院内技工士の連携による歯冠修復治療の短納
期・高精度サービスの提供

特別 座間　裕史

1480 R121040070 中部 岐阜県 有限会社丸哲鉱業所 5200002022166 生産設備の高度化による多品種少量生産への対応 特別
公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

1481 R121040082 中部 岐阜県 アイテック株式会社 4200001018315
プレス向け金型の海外生産から国内生産切換えの熱処理技術
開発

通常
公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

1482 R121040084 中部 岐阜県 有限会社東海バイオ 3200002023892
大型スクリーン機導入によりＱ・Ｃ・Ｄの向上と共に新規事業を
確立

通常 恵那商工会議所

1483 R121040087 中部 岐阜県 株式会社サンケンテック 1200001033804
ＣＦＲＰリサイクル端材炭素短繊維の再資源化装置の開発と事
業化

通常 愛知県商工会連合会

1484 R121040089 中部 岐阜県 株式会社トライ 6200001024162
「東濃ヒノキ」ブランド復活に要する山林資産価値測定技術の
確立

特別

1485 R121040094 中部 岐阜県 株式会社山王企画 7200001025432
デザイン性と機能性を兼ね備えた家具製造の為の加工技術確
立と生産性向上

特別 岐阜県商工会連合会

1486 R121040096 中部 岐阜県 東邦金属熱錬工業株式会社 7180001006971
自動判別ボルト検査装置導入による異物・異品混入ゼロの実
現と差別化で新規顧客獲得

特別 名古屋商工会議所

1487 R121040098 中部 岐阜県 有限会社やまに製造 4200002016301 土木用不織布に係る原材料（反毛）の社内生産体制構築事業 特別 美濃加茂商工会議所

1488 R121040099 中部 岐阜県 有限会社麺の清水屋 3200002027027
コロナ禍を成長の機会に！食品安全管理体制を強化し越境Ｅ
Ｃで販路拡大！

特別

1489 R121040101 中部 岐阜県 センター・ラボ
デジタル印象の活用と感染症対策を実現し次世代型歯科技工
所のパイオニアになる

通常

1490 R121040104 中部 岐阜県 向陽信和株式会社 9200001022130
建設現場の安全と生産性の底上げに貢献する経年管理代行
サービス

通常

1491 R121040105 中部 岐阜県 株式会社芝製作所 6200001002515
海外自動車工場の稼働再開で納期が集中する試作金型の生
産性向上

特別

1492 R121040106 中部 岐阜県 株式会社豊成精工 4200001014231
新たなる挑戦！精密プレス加工技術を応用した他分野への進
出計画

特別

1493 R121040108 中部 岐阜県 株式会社アズファーム 3200001031194
環境制御技術と溶液隔離栽培を組合せた革新的な新たなトマ
ト栽培

通常
公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

1494 R121040113 中部 岐阜県 有限会社タナヰ木芸 8200002027872
水回り小型木工収納に特化して即納追求する高精度連続カット
革新

通常 八幡信用金庫

1495 R121040117 中部 岐阜県 ナビ・コミュニティ株式会社 8200001003932
あらゆるメーカーに対応した「防犯＆太陽光発電」の遠隔管理
システムのサービス開発

特別 成松　祐輔

1496 R121040119 中部 岐阜県 山水物産株式会社 7200001007100
自動切り身スライサー、急速冷却機導入による焼き魚工程の生
産改革

特別 岐阜信用金庫

1497 R121040123 中部 岐阜県 山本産業株式会社 4200001016244
木材の強みを活かしたハウスメーカーが作る「まるはちの家具」
事業

通常 岐阜県商工会連合会

1498 R121040134 中部 岐阜県 有限会社友とぴあ 7200002005045 ＩｏＴを活用した利用者向け独自付加サービスのオンライン提供 通常

1499 R121040136 中部 岐阜県 鮫島加工株式会社 3200001017540
サプライチェーンの毀損による段ボールシート内製化に向けた
生産体制の構築

通常 岐阜県商工会連合会

1500 R121040140 中部 岐阜県 飛騨フォレスト株式会社 9200001025892
畳ベッド製造技術で「和空間」創造ニーズに応える長尺カット革
新

特別

1501 R121040141 中部 岐阜県 株式会社ＡＴＰ 3200001022598 短納期対応力の強化と海外加工製品の国内回帰への対応 特別 東濃信用金庫

1502 R121040144 中部 岐阜県 有限会社東亜精機製作所 7200002018939
ガス機器部品の受注拡大に向けた加工精度・効率向上の取り
組み

通常 小倉　裕樹

1503 R121040146 中部 岐阜県 加藤木工株式会社 4200001026714
木工加工技術の高度化、生産性向上により、時計販売数日本
一へ！

通常 株式会社シャイン総研

1504 R121040148 中部 岐阜県 株式会社杉山家具製作所 8200001016001
木工加工技術の高度化による小ロット生産と新製品生産体制
の構築

通常 岐阜県商工会連合会

1505 R121040149 中部 岐阜県 中野測量設計株式会社 4200001023463 測量技術とＵＡＶの融合による新サービスの開発 通常 株式会社十六銀行

1506 R121040152 中部 岐阜県 けいちゃん・からあげ　香月
冷凍技術の高度化による「冷凍からあげ」の開発を開発と業態
転換

特別 岐阜県商工会連合会

1507 R121040153 中部 岐阜県 まつもとデンタルクリニック
子供の歯の成長に責任を持つエナメル質形成不全の治療法開
発

特別 アイアンドアイ株式会社

1508 R121040160 中部 岐阜県 有限会社コロナー 3200002013828
無縫製横編み機導入による手袋・靴下・マスク分野での高付加
価値化事業

特別

1509 R121040163 中部 岐阜県 株式会社深山 2200001021923
リサイクル原料を使用した陶磁器製食器の製造、販売事業のＥ
Ｃ展開

通常 東濃信用金庫

1510 R121040174 中部 岐阜県 信栄ゴム工業株式会社 9200001007189
「補給品ＢＡＮＫ」サービスを梃子とした少量生産設備の導入と
少量生産体制の確立

特別 各務原商工会議所

1511 R121040177 中部 岐阜県 株式会社ｇａｒａｇｅ　Ｔｏｐ　Ｓｐｅｅｄ 9200001028870
カスタム車両の量産ライン導入による非対面型ビジネスモデル
の構築

通常 廣瀬　陽介

1512 R121040180 中部 岐阜県 株式会社木越組 7200001026348
「３次元測量システム」導入による生産性向上と積極的な雇用
を目指す

通常

1513 R121040181 中部 岐阜県 晃永工業株式会社 4200001023125 生コン用骨材製造の高精度化及び安定供給を実現する計画 通常 株式会社愛知銀行

1514 R121040183 中部 岐阜県 株式会社大橋米穀 9200001014953
甘酒加工用米の高品質かつ短納期で革新的な生産体制の構
築！

通常 岐阜県商工会連合会

1515 R121040185 中部 岐阜県 株式会社アリス 5200001024683
急速冷凍技術による高品質・高効率化と「飛騨高山まるごと
シューマイ」の開発

特別 株式会社シャイン総研
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1516 R121040190 中部 岐阜県 株式会社御菓子所吉野屋 8200001009830
岐阜県産農産物で自由につくるカスタムオーダーどら焼きのＥ
Ｃ販売サービス

特別 岐阜県商工会連合会

1517 R121040193 中部 岐阜県 株式会社ＨＩＯＲＹＥＳ 6200001036918
コロナ禍の教育現場の配信サービスと、映像を用いた生徒が
独自に作成する新型卒業アルバムサービスの構築

通常

1518 R121040200 中部 岐阜県 株式会社ネクスト名和 1200001003947
コロナ渦を乗り切る！製造許可付シェアキッチンによる非対面
型ビジネスの構築

特別 岐阜信用金庫

1519 R122040003 関東 静岡県 今村工業株式会社 4080401000595
穴あけ加工、面取り加工工程集約化による労働生産性向上革
新事業

通常

1520 R122040006 関東 静岡県 有限会社マルモ食品工業 8080102017274 「むし麺」のロングライフ化による新たな販路の拡大 特別 富士宮信用金庫

1521 R122040010 関東 静岡県 有限会社オオブ製作所 9080102009774
世界最高水準の自動車用燃料噴射管を支える複雑形状検査
治具の製造プロセス改善

通常 株式会社静岡銀行

1522 R122040012 関東 静岡県 協和塗装株式会社 1080101008421
塗料膜除去に使用する研削材の循環工法による橋脚等のメン
テナンスコスト大幅低減計画

特別 富士信用金庫

1523 R122040017 関東 静岡県 神誠商事有限会社 2080402022104
ペット葬祭事業部の設立による「心に寄り添ったサービス」の実
現

特別 浜松磐田信用金庫

1524 R122040019 関東 静岡県 株式会社テクニカ 8080401020549
溶接ロボット導入による二輪車用部品の高精度化と基幹部品
加工への参入

特別 静岡県商工会連合会

1525 R122040024 関東 静岡県 倉田工業株式会社 7080101005520
ＩＣＴ建機オペレータが多数在籍する強みを生かし静岡県内外
の土質改良工事の受注拡大を図る

通常 株式会社静岡銀行

1526 R122040034 関東 静岡県 さすぼし蒲鉾株式会社 9080001011914
専用加工機導入による由比港水揚げの原魚を活用した新商品
開発の実現

通常

1527 R122040036 関東 静岡県 株式会社Ｎ－ｐｒｏｔｏ 7080401021267
プレスドリニアウェイ等の高難度プレス構造の開発とワイヤカッ
ト・研磨工程の刷新、内製化事業

特別 シェアビジョン株式会社

1528 R122040038 関東 静岡県 株式会社原川土木 9080001015114
地域に求められる災害対策工事の生産性向上と次世代に繋げ
るＩＣＴ施工の実現

特別 しずおか焼津信用金庫

1529 R122040045 関東 静岡県 有限会社神谷縫製 8080402002224
縫製工程強化と多能工育成による医療用ガウンの増産への対
応

特別 浜松磐田信用金庫

1530 R122040053 関東 静岡県 創秋工業
カニクレーン導入による建築材搬送作業の非対面化及び効率
化

特別 三島信用金庫

1531 R122040055 関東 静岡県 空とぶ合同会社 5080103001445
コロナに負けない！主力事業の転換を導く養殖マダイ加工の革
新

通常
補助金活用支援会合同会
社

1532 R122040062 関東 静岡県 株式会社田口空調 2080101017834 丸ダクトの内製化による現場作業負荷の解消 特別
アルタス・パートナーズ
合同会社

1533 R122040066 関東 静岡県 深谷歯科医院
口腔内状態の可視化による患者サービスの強化及び治療の高
効率・簡素化による感染リスクの排除を同時達成する院内シス
テムの実現

特別 株式会社静岡銀行

1534 R122040067 関東 静岡県 西村農園 ほうじ和紅茶における機械装置導入 通常

1535 R122040071 関東 静岡県 株式会社木村製作所 9080101003613
自動旋盤機にて左右同時加工による増産及び大型部品の生
産体制構築

特別 株式会社静岡銀行

1536 R122040072 関東 静岡県 株式会社大川銘木 8080101000314
うずくり機により、天然木の素材をいかした加工精度と生産性
向上への取組み

通常
補助金活用支援会合同会
社

1537 R122040077 関東 静岡県 坪井畳店
独自のデザイン畳技術を活かした生産性向上を図り新たな需
要に応える

通常 静岡県商工会連合会

1538 R122040081 関東 静岡県 有限会社栗田 1080402018615
拡大するティーバッグ専用茶原料の製造に向けたサプライ
チェーン対策と生産性向上事業

通常 株式会社清水銀行

1539 R122040093 関東 静岡県 たたみの植田
高品質畳の生産性向上と複雑形状畳の受注増で畳の普及促
進

通常

1540 R122040097 関東 静岡県 Ｎデンタルオフィスホワイトエッセンス静岡
　院内をホワイトに！「見えない脅威」を克服する新治療体制の
構築︎

特別 アイアンドアイ株式会社

1541 R122040101 関東 静岡県 高橋そば製粉株式会社 9080001003242 異物混入経路の遮断及び革新的小ロット生産ラインの構築 通常 島田掛川信用金庫

1542 R122040105 関東 静岡県 有限会社高林タイヤ 5080002015389
運送業界等の残業時間低減に寄与する出張タイヤサービス体
制の構築

特別 株式会社静岡銀行

1543 R122040112 関東 静岡県 三豊工業株式会社 7080401002003
車載用制振パフォーマンスダンパー部品（キャップケース）ＮＣ
旋盤加工の自動化

通常 浜松磐田信用金庫

1544 R122040119 関東 静岡県 有限会社静岡歯科技工所 6080002003145
オールラウンド歯科技工士体制の導入による訪問歯科診療へ
の対応

特別 アイアンドアイ株式会社

1545 R122040121 関東 静岡県 株式会社ハイタック 2080101007356
内径Φ１ｍｍ×深さ４００ｍｍの極小径超深孔加工を実現した
医療機器対応ガンドリルマシンの海外展開

通常

1546 R122040122 関東 静岡県 本山製茶株式会社 4080001005284 クラウドシステム構築による小売販売の強化 特別

1547 R122040129 関東 静岡県 有限会社木内製作所 7080102000990
検査工程のデジタル自動化による高精度加工と短納期生産体
制の構築

通常 株式会社フロウシンク

1548 R122040130 関東 静岡県 有限会社ヒライ弓具 2080102003016
弓道具のオーダーメイド型ＥＣサイト整備による非対面型市場
活性化と伝統文化の保全事業

特別 沼津信用金庫

1549 R122040133 関東 静岡県 有限会社村松鉄工所 7080002016633 高品質と高効率生産を実現した鉄骨製造加工ラインの構築 通常 島田掛川信用金庫

1550 R122040136 関東 静岡県 株式会社市川工研 4080001000434
不良品ゼロを目指す新搬送機構の実用化に向けた生産体制
構築。

特別 静清信用金庫

1551 R122040138 関東 静岡県 製茶中安青芳園　中安幸春
業界初！新開発設備の導入による業務継続体制の確立と茶業
従事者の確保

特別

1552 R122040139 関東 静岡県 株式会社綿貫製作所 9080001005635
バルブ加工の特殊技術を活かした高精度かつ高効率なタング
ステン加工事業の構築

特別 しずおか焼津信用金庫

1553 R122040140 関東 静岡県 ｍｉｅｌ
最新型ミキサー・冷蔵庫の導入による生産性向上及び健康志
向消費者向けスイーツの開発

特別 島田掛川信用金庫

1554 R122040141 関東 静岡県 株式会社エヌティシー 8080001007698
膜構造建築物用テントの製造環境向上と一枚もの大型テントの
試作開発

特別 しずおか焼津信用金庫

1555 R122040144 関東 静岡県 有限会社静岡自動機製作所 1080002007002
耐食性の高い難削材を凹凸レス加工した充填機基幹部品の試
作開発

特別 しずおか焼津信用金庫

1556 R122040150 関東 静岡県 有限会社大漁苑 6080002014910 最新調理加工設備の導入により生産性向上を実現 特別 静岡県商工会連合会

1557 R122040152 関東 静岡県 株式会社ハリマ工業 6080401015567
船外機のバリ取り工程のロボット化による生産性向上と新規販
路開拓

特別 浜松磐田信用金庫

1558 R122040155 関東 静岡県 株式会社ヒップアップ 5080402006723
自動チェックイン機導入によるコロナ対策充実と戦略業務の集
中化

特別

1559 R122040158 関東 静岡県 株式会社丸仲鐵工所 6080001004994
省人化・高精度化を実現する直交式自動セット型ラッピングマ
シンの開発

特別 しずおか焼津信用金庫

1560 R122040160 関東 静岡県 有限会社川井米店 2080102012917
包餡工程およびレジ打ち・精算業務の生産性を向上させる設備
の導入

特別 三島商工会議所

1561 R122040163 関東 静岡県 株式会社明和工業 3080401005422
複雑形状製品の検査工程における生産性向上による短納期化
事業

特別 浜松磐田信用金庫

1562 R122040165 関東 静岡県 石渡食品有限会社 5080102009448
成型機等導入による作業効率化／無菌包装で防災／健康市
場等へ参入

通常 三島商工会議所

1563 R122040167 関東 静岡県 ツヅミ工業株式会社 3080101010128
家電製造メーカー向け金型製造の高度化・短納期化と新分野
への進出

通常 株式会社静岡銀行
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1564 R122040170 関東 静岡県 池田屋印刷株式会社 2080001000337
印刷ビジネスにおける究極の高効率生産を実現する、一貫生
産体制の確立をＤＸによって実現する

特別

1565 R122040175 関東 静岡県 株式会社エル・ティー・シー 7080401016382 アクリル・ＰＥＴ素材などのオンデマンド加工・印刷の新規事業 通常 静岡県商工会連合会

1566 R122040177 関東 静岡県 有限会社雪山シボリ 5080402008678
ヘラ絞り加工の一貫対応とデジタル化による生産性向上に伴う
新規事業

通常

1567 R122040179 関東 静岡県 はやし歯科クリニック
難症例・セラミック治療ニーズに対応する院内技工体制構築に
よる高有用性治療の実現

特別 株式会社静岡銀行

1568 R122040181 関東 静岡県 株式会社シミズトライム 3080002012306
独自に考案した治工具によるプラモデル金型の生産能力向上
とサプライチェーン毀損への対応

通常 尾関　俊寿

1569 R122040182 関東 静岡県 有限会社遠州商事 2080402018977
眼科手術領域の拡大による地域の動物医療サービス提供体制
の維持

通常 浜松商工会議所

1570 R122040185 関東 静岡県 株式会社オクス 5080001022254 川根本町にちなんだご当地バウムクーヘンの開発 特別 静岡県商工会連合会

1571 R122040188 関東 静岡県 有限会社落合製材所 8080002014033
ＨＰ等を活用した非接触型ＰＲ事業と製造能力強化のための設
備投資

通常 静岡県商工会連合会

1572 R122040191 関東 静岡県 ファムテック株式会社 4080101018896
オーダーメイド産業用機械製造に係る生産プロセス改善と新た
な事業領域拡大

特別 株式会社静岡銀行

1573 R122040197 関東 静岡県 有限会社勝俣製作所 8080102006797
人手不足を解消するＩＣＴ建機向け油圧タンク継手の供給体制
構築

特別

1574 R122040203 関東 静岡県 ヒートラボ株式会社 1080001023033
フィルムヒーターの外形加工の機械化・完全内製化による生産
力強化

特別

1575 R122040210 関東 静岡県 株式会社マルマ 1080401010721 蜜柑ＡＩビジョン導入による蜜柑の台湾市場への輸出拡大 特別

1576 R122040213 関東 静岡県 いのうえ歯科
インプラント診断にかかる、高品質なメインテナンスサービスの
提供

通常 しずおか焼津信用金庫

1577 R122040218 関東 静岡県 有限会社ビービーエム製本加工所 2080102002975
顧客ニーズを捉えた生産体制確立のための最新機材「無線綴
機　ＢＱ－５００」の導入

通常

1578 R122040229 関東 静岡県 株式会社太田精工 4080001014707
ＩＴディバイス製造に必要な「高精度超微細加工機」部品の圧倒
的な精度向上の実現

通常 しずおか焼津信用金庫

1579 R122040232 関東 静岡県 昭和印刷加工有限会社 5080002002726
微細溶着機／折り機の導入による「鬼滅の刃」抗菌マスクカ
バーの商品開発とサプライチェーン毀損への対応

特別 尾関　俊寿

1580 R122040233 関東 静岡県 有限会社明興サイン 2080102019111
看板製作工程内製化による高品質・短納期・デザイン性向上の
実現

通常 伊東商工会議所

1581 R122040234 関東 静岡県 大丸工業株式会社 6080401017646
自動検査・計量・梱包システムの開発！次世代自動車用ばね
の受注への取組み

特別 島田掛川信用金庫

1582 R122040238 関東 静岡県 株式会社緑産 6080101006379
法改正に対応した混合肥料のペレット化と増産による循環型社
会に寄与する取組

特別 セブンセンス税理士法人

1583 R122040239 関東 静岡県 株式会社ワイケーテック 1200001018771
２段階ニードルパンチによる土木用不織布の引張強力強化事
業

通常 美濃加茂商工会議所

1584 R122040243 関東 静岡県 株式会社岡山工業 9080401001093
金型の三次元加工の実現によるプレス加工の一貫生産体制の
高度化

特別

1585 R122040246 関東 静岡県 有限会社諸田製茶 8080002014297 黒豆入りの川根紅茶の開発と商品化 通常 静岡県商工会連合会

1586 R122040249 関東 静岡県 株式会社エコアップ 6080101008219
分析機器の生産性及び精度向上による農業分野への発展的
取り組み

通常 株式会社静岡銀行

1587 R122040254 関東 静岡県 大万紙業株式会社 3080001003149
建材用小ロット生産に対応する大型段ボール箱の革新的自動
加工

特別

1588 R122040258 関東 静岡県 鷲山自動車工業所
自動車塗装工程の短縮と、熟練技術に頼った品質の合理化を
目指す。

特別 島田掛川信用金庫

1589 R122040260 関東 静岡県 有限会社福島商店 9080002005023
細断加工機の導入による、原料細断加工の高度化及び多品種
小ロットでのティーバッグ生産体制の確立

通常 静清信用金庫

1590 R122040261 関東 静岡県 株式会社オオイシ 3080001022306
ネジ切り切削加工のＤＸにより旋盤送り工程に係る停滞根治技
術の獲得

特別 しずおか焼津信用金庫

1591 R122040263 関東 静岡県 浅場塗装株式会社 5080101010877 公共インフラ長寿命化に資する環境配慮型ブラスト工法の提供 特別 株式会社静岡銀行

1592 R122040265 関東 静岡県 米山デンタルオフィス
技工所とのデータ連携による補綴物製作における革新的サー
ビスの構築及びコロナ感染症対策の実現

通常 株式会社静岡銀行

1593 R122040267 関東 静岡県 有限会社高橋建具店 5080102007179
日本伝統工芸「組子細工」製作の精度・生産性向上による安定
供給体制の構築

特別 沼津信用金庫

1594 R122040270 関東 静岡県 グローバル・リンクス・テクノロジー株式会社 4080401010215
抗ウイルス薬の早期開発に貢献する自動飼育装置遠隔操作シ
ステムの開発

特別

1595 R122040273 関東 静岡県 株式会社オール・メンテナンス 3080001014708
スクリーン技術の高度化による紙おむつのケミカルリサイクル
事業の実現

特別 しずおか焼津信用金庫

1596 R122040279 関東 静岡県 株式会社共立アイコム 4080001016372
非対面ビジネス革新！テレワーク校正の確立による営業・生産
の効率化で社会貢献に挑戦

通常

1597 R122040286 関東 静岡県 秋山工業株式会社 2080101011201 平らな紙ひも「ひらりＳ」専用工作機等の導入 通常

1598 R122040287 関東 静岡県 カネキ燃料有限会社 5080002013525
自動化設備の導入による製造プロセスの合理化と新商品の製
造・販売

通常 島田掛川信用金庫

1599 R122040288 関東 静岡県 株式会社ヨダバシ 5080101019935
プラスチック資源の地域循環量の拡大を目指した再生プロセス
の改善

通常 株式会社清水銀行

1600 R122040289 関東 静岡県 有限会社杉村組 6080002013689
自社再生材も活用した高品質・短納期・低価格実現の生産体
制構築

特別 島田掛川信用金庫

1601 R122040291 関東 静岡県 あおば測量設計株式会社 3080101019400
３次元測量によるＩＣＴ実現により、生産性向上と働き方改革の
実現

通常 株式会社静岡銀行

1602 R122040293 関東 静岡県 株式会社ヤマモトファンドリー 9080401014525
インバーター制御で再生砂の品質を劇的に改善！ロボット分野
への新規挑戦

特別 島田掛川信用金庫

1603 R122040295 関東 静岡県 株式会社スルガ精密 1080001002755
高精度画像寸法測定器導入による、今後の受注増加に備えた
生産体制の構築

通常

1604 R122040296 関東 静岡県 渡辺印刷有限会社 1080002006383
顧客の要望である、非対面生産を完全デジタル化により可能と
した、生産プロセスの実現。

通常

1605 R122040297 関東 静岡県 株式会社第一技研 4080401017813
高精度両頭研磨機とライン化バレルによる独自の複合工程構
築

通常 島田掛川信用金庫

1606 R122040298 関東 静岡県 ＴＩＳ　ＴＯＵ株式会社 3080002012181
基幹システムと独自ＥＣシステムを連動させた新たな非対面型
展示会サービスの開発

通常 しずおか焼津信用金庫

1607 R122040301 関東 静岡県 株式会社和泉 9080001012920
Ｗｉｔｈコロナで需要が高まる「個室型家具」の高品質化及び増産
体制の確立

特別 しずおか焼津信用金庫

1608 R122040302 関東 静岡県 幸処ミツワキ企業組合 3080405007282
地域住民と観光客をファンにする「ハイブリットストア」の試作開
発

通常

1609 R122040303 関東 静岡県 株式会社マルヨシ製作所 5080401014495 産業用機械のロールに用いる高品質軸部の製造技術開発！ 特別 島田掛川信用金庫

1610 R122040306 関東 静岡県 株式会社パソネット 6080001018598 医療格差を是正するクラウド型病理プラットフォームの開発 特別

1611 R122040308 関東 静岡県 株式会社コスモテック太田 1080001013034
橋梁架設部品の「大型化」「オーダーメイド製作」「短納期・安定
供給」を実現する生産体制の構築

通常 島田掛川信用金庫

1612 R122040316 関東 静岡県 米山歯科クリニック
高齢者における誤嚥性肺炎予防に向けた訪問診療患者の補
綴治療のワンデイトリートメント体制の構築

特別 株式会社静岡銀行
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1613 R122040320 関東 静岡県 株式会社三協機械製作所 2080401001926
長物の端面加工と小規模同業者が共同して治具開発を行う
チェーンの創造

通常 浜松商工会議所

1614 R122040323 関東 静岡県 株式会社あんどぷらす 6080001018318
ＩＰ遠隔伝送ライブ配信スタジオ設備によるライブコマースの提
供

特別

1615 R122040326 関東 静岡県 株式会社山十佐野製作所 1080101009898
開先加工の自動化による生産性向上とサプライチェーンのリス
ク分散

通常 静岡県商工会連合会

1616 R122040330 関東 静岡県 スリーエステック株式会社 7080101015998
走行時にＣＯ２排出しないＥＶの軽量骨格向け金型検査体制の
構築

特別
株式会社コムラッド
ファームジャパン

1617 R122040334 関東 静岡県 有限会社ソネプラ 5080002003476
軟質樹脂部品の専用クランプの開発と高品質自動生産体制の
構築

通常

1618 R122040335 関東 静岡県 古田工業株式会社 7080401013801
マシニングセンター導入による生産性向上と競争力強化による
新分野への販路拡大事業

通常 静岡県商工会連合会

1619 R122040345 関東 静岡県 柏進工業株式会社 1080401006166
次世代電動車の新型差動装置に利用される高精度ビレットの
製造技術確立

通常
株式会社コムラッド
ファームジャパン

1620 R122040346 関東 静岡県 株式会社倉島食品 2080401017451
こんにゃくを主原料とする低カロリー麺製品の商品化による新
市場開拓

特別

1621 R122040347 関東 静岡県 入山瀬自動車株式会社 1080101010047 精密裁断によるステンレスローリー加工技術の確立 通常 富士信用金庫

1622 R122040352 関東 静岡県 竹沢製茶株式会社 4080001003214
個包装ティーバッグのフレキシブルで高精度の多品種生産体
制の構築

通常 静清信用金庫

1623 R122040354 関東 静岡県 株式会社富士冷 8080001015560
商品別に温度管理が可能な大型冷凍庫の導入による品質向
上と新規顧客の獲得

通常

1624 R122040359 関東 静岡県 有限会社杉山鉄構 9080002013678
構造計算と建設用鉄骨施工の一貫サービス強化のための生産
工程自動化事業

特別 株式会社清水銀行

1625 R122040364 関東 静岡県 有限会社サン技研 1080402013491 難削材長尺薄肉パイプ加工の高度化と多品種少量生産対応 通常

1626 R122040366 関東 静岡県 株式会社久野鉄筋 5080001011372 鉄筋加工の自動化による短納期化の実現と労働環境の改善 特別 株式会社静岡銀行

1627 R122040370 関東 静岡県 有限会社静岡ラボ 2080402009299
「２３±１℃の世界」高度環境制御下でのきくらげ２００％増産計
画

特別 豊橋信用金庫

1628 R122040372 関東 静岡県 株式会社汐見製作所 2080401006140 次世代自動車向け電池・モーター関連部品の技術開発と販売 特別 小倉　裕樹

1629 R122040375 関東 静岡県 株式会社Ｈｅａｄ　Ｔｕｒｎｅｒｓ 2080001023180
平面研磨機の導入による、エンジン修理加工における精度及
び短納期化

通常 静清信用金庫

1630 R122040376 関東 静岡県 ほりば歯科
診療場所を選ばない「当日内歯冠修復治療」による地域への貢
献

特別 島田掛川信用金庫

1631 R122040381 関東 静岡県 安間製箸株式会社 2080401017427
一般消費者と企業向けオーダーメイド木製製品の製造と販路
開拓

通常 静岡県商工会連合会

1632 R122040390 関東 静岡県 株式会社トーホー 3080101007090
多目的形鋼加工機導入による海外製部品の内製化と生産性向
上

特別 三島信用金庫

1633 R122040392 関東 静岡県 株式会社出版のススメ研究会 6080401018009
顧客情報収集のＡＩ化と印刷工程の高度化による自分史事業の
拡大

通常 浜松商工会議所

1634 R122040395 関東 静岡県 丸せ製茶合資会社 8080403002545
川下企業のニーズに応える最新裁断機の導入による生産体制
の再構築

通常 浜松磐田信用金庫

1635 R122040396 関東 静岡県 株式会社小野田 7080001000935 紙の在庫・品質管理機能を活用した包装工程の内製化計画 通常 株式会社静岡銀行

1636 R122040397 関東 静岡県 株式会社ヒッポクリエイション 4080001020060
昇華プリント技法を活用した新たなスポーツ関連商品開発・
サービスの展開

通常 しずおか焼津信用金庫

1637 R122040400 関東 静岡県 有限会社大沼工業 3080402001701
高精度マシニング加工の生産性を高めるハイスピードセットアッ
ププロセスの実現

通常

1638 R122040401 関東 静岡県 有限会社関原製作所 6080002015958
特異なチャッキング条件の解決による人工呼吸器製造治具の
増産

特別 静岡県商工会連合会

1639 R122040402 関東 静岡県 日昭木材株式会社 6080401003910
ヤニ除去技術の内製化による米マツ製材の高品質化と新たな
販路の開拓

通常

1640 R122040407 関東 静岡県 水野徹 Ｉｏｔ，ＡＩを活用した環境制御による農業ビジネスモデルの構築 特別 松本　力洋

1641 R123040004 中部 愛知県 株式会社稲沢機械製作所 2180001085624
サプライチェーンの毀損への対応として部品の内製化を進め、
コストの削減と品質の安定化を目指す。

通常

1642 R123040006 中部 愛知県 有限会社福崎製作所 3180002026428
ダイヤモンド工具台座を始めとした特殊切削工具製造の生産
性向上

通常

1643 R123040010 中部 愛知県 アイマテリアル株式会社 8180001114575 コロナ禍における工具サプライチェーン強化事業 特別

1644 R123040013 中部 愛知県 合同会社ＯＴＳ 6180003016078
太陽光発電設備設置工事での環境配慮型産廃処理サービス
の提供

通常 株式会社十六銀行

1645 R123040019 中部 愛知県 有限会社エディットワン 5180002086899
６Ｋ・４Ｋ映像技術等を用いた感染症対策支援の学校行事ビデ
オサービス

通常

1646 R123040020 中部 愛知県 ウズドットジェーピー
染色工程の自動化による、効率的な草木染め生産プロセスの
構築

通常 有限会社竹内総合研究所

1647 R123040024 中部 愛知県 株式会社三光セラミック 9180001078860
地球環境に寄与する排気ガス浄化用触媒生産に向けた焼成冶
具の高度化と生産プロセスの革新

通常 株式会社名古屋銀行

1648 R123040025 中部 愛知県 有限会社伊藤畳商店 6180002013217 生産プロセスの改善による薄畳の内製化及び即納体制の構築 通常 株式会社名古屋銀行

1649 R123040026 中部 愛知県 エイチキューブ株式会社 6180001101732
インフルエンサーマッチングシステムによるＥＣサイトでの販売
拡大支援

特別 株式会社愛知銀行

1650 R123040030 中部 愛知県 ヤマカ鋳工株式会社 3180301022763
大型化する半導体市場に貢献する高精度鋳造品の安定供給
体制の構築

通常 株式会社愛知銀行

1651 R123040044 中部 愛知県 山和製麵株式会社 7180001011294
外食産業向け生麺の売上拡大を実現するための自動生産ライ
ン構築

特別 株式会社中京銀行

1652 R123040046 中部 愛知県 ニーズ株式会社 8180001105005
建築物の防火機能を担う消化設備に使用する配管部材の内製
加工計画

特別 株式会社十六銀行

1653 R123040047 中部 愛知県 黒柳製粉株式会社 8180301012842
異物除去の生産性と精度向上による「主食」向け地産米粉の拡
大計画

特別 碧海信用金庫

1654 R123040048 中部 愛知県 株式会社デントラインインターナショナル 6180001113174
歯科技工所からのＣＡＤ／ＣＡＭ加工を請け負う「ＣＡＤ／ＣＡＭ
センター」と、歯型データ保管サービスの実現

特別 有限会社竹内総合研究所

1655 R123040051 中部 愛知県 有限会社柴田製作所 6180002081924
ＮＣ複合旋盤導入による、複雑形状シャフトの高精度切削加工
体制の構築

通常

1656 R123040054 中部 愛知県 株式会社ミヅホ製作所 1180001069504
新幹線内装パネルの高意匠化に対応する、ベンディングマシン
での多段階Ｒロール曲げの実現

通常 碧海信用金庫

1657 R123040055 中部 愛知県 株式会社フォームド技研 7180001072865
長期間連続運転する大型設備で使用する緩まないボルト（ＴＲ
多条ネジボルト）の開発

通常

1658 R123040058 中部 愛知県 株式会社三和ライト工業所 2180001004105
新規分野である住宅用精密部品製造の為の成型技術の転用
と生産方式の構築

通常

1659 R123040063 中部 愛知県 キトー興産株式会社 1180001006291
断熱材・耐火材における複雑形状製品の納期短縮提供サービ
ス構築

通常 株式会社名古屋銀行

1660 R123040067 中部 愛知県 株式会社宮岡商店 1180001080931
建造物解体用大型カッター導入による解体鉄屑処理事業への
事業拡大

通常 犬山商工会議所

1661 R123040068 中部 愛知県 株式会社ジェーケー・コーポレーション 9180001048434
愛知県ＯＥＭ製品業界唯一のムース製造の実現でニッチトップ
へ！

特別 株式会社名古屋銀行
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1662 R123040069 中部 愛知県 株式会社三若純薬研究所 9180001025623
半導体製造に貢献するレジスト中間体の高精度分析体制の確
立

特別 株式会社愛知銀行

1663 R123040076 中部 愛知県 株式会社協同電子 1180001045315
半田印刷検査強化による微細部品の基板実装工程の歩留まり
向上と事業拡大

特別

1664 R123040077 中部 愛知県 株式会社鈴和 4180001012460
大型・中型車両検査サービスにおける精度向上と生産効率の
改善計画

特別 株式会社名古屋銀行

1665 R123040082 中部 愛知県 吉河エレックス株式会社 4180001023078 完全脱脂・洗浄を実現する高付加価値な精密板金体制の構築 特別 株式会社名古屋銀行

1666 R123040083 中部 愛知県 土地家屋調査士法人メイトー 2180005011626
需要拡大する送電設備の改築ニーズに応える３次元測量調査
サービスの展開

通常

1667 R123040087 中部 愛知県 紙文総合販売株式会社 3180001051253
梱包材の高効率増産体制で実現する印刷業界におけるニッチ
トップの地位確立

通常 岡崎信用金庫

1668 R123040090 中部 愛知県 スミヤ精機株式会社 9180301015786
ハードホビング加工による歯車仕上げ技術の確立と生産性プ
ロセスの向上

通常 愛知県商工会連合会

1669 R123040091 中部 愛知県 株式会社ヘルスケアシステムズ 5180001070417
遠隔地で実施可能な肌機能臨床試験の整備による安定的運
営体制の実現

通常

1670 R123040092 中部 愛知県 株式会社メック 1180001092893
次世代自動車向け専用工作機械製作の生産性向上を図る革
新的な工程開発

特別

1671 R123040095 中部 愛知県 株式会社ヤサカインダストリーズ 2180001075105
高性能印刷機の導入による高性能プリント基板内製化と生産
性向上

特別

1672 R123040096 中部 愛知県 株式会社サン・ゴトー 4180001081225 線材切断の内製化による付加価値額の増大 通常

1673 R123040100 中部 愛知県 有限会社神野商店 9180002027908
業界最高水準の検査体制の確立による生産性の向上およびテ
レワーク環境の整備

通常
株式会社フラッグシップ
経営

1674 R123040111 中部 愛知県 株式会社クオーレ 3180001100480
ＣＲＭシステム等の構築・新ビジネス展開とコロナ対策・働き方
改革の推進

特別

1675 R123040115 中部 愛知県 株式会社中部機器工業所 8180001059127
現業に即した生産体制革新のための曲げ技術高度化と新事業
への進出

通常 株式会社ゼロプラス

1676 R123040116 中部 愛知県 東和工業株式会社 8180001045234
Ｒ曲げの精度と生産性の向上で金属製品供給を拡大し老舗金
物商復活に協力

通常 株式会社愛知銀行

1677 R123040120 中部 愛知県 株式会社スタイ 4180301011096
金属製品品質向上に向けた表面処理と含浸の一元生産サービ
ス提供

特別 株式会社名古屋銀行

1678 R123040121 中部 愛知県 ＳＫ工業株式会社 3180001088007
コロナ禍における自動車用ワッシャーのサプライチェーン強化
対応

通常

1679 R123040123 中部 愛知県 株式会社リアルｘＩＴ 8180001132189
非対面で集客を！３Ｄモデルを組み込んだ物件閲覧システムの
開発

通常

1680 R123040124 中部 愛知県 有限会社東亜管工 3180302022779
切断工程内製化で品質向上と一貫生産を実現し重点顧客の増
産要請に応える

特別 豊田信用金庫

1681 R123040129 中部 愛知県 近藤歯科医院
ポータブルユニットと小型歯科用レーザーを活用した院外診療
モデルの仕組み作り

通常

1682 R123040134 中部 愛知県 丸杉製菓株式会社 6180301025458
自動アイスコーン焼成機導入による製品の多様化に対応する
体制の構築

通常 岡崎信用金庫

1683 R123040141 中部 愛知県 株式会社おかだや 3180001052887
愛知の日本酒を全国へ！「こだわり」を伝える非対面営業で生
産性向上を実現

特別
翔陽コンサルティング株
式会社

1684 R123040143 中部 愛知県 加藤工業株式会社 3180001019192
製品ラインナップを拡大し、提案力をアップするための技術力
向上

通常

1685 R123040144 中部 愛知県 株式会社政野工業 7180001103414 最新の配管加工機導入で切り開くステンレス配管加工の未来 通常

1686 R123040146 中部 愛知県 有限会社甲斐製作所 4180002027400
ステンレス製品の高精度溶接方法の確立と専用の治具開発計
画

通常

1687 R123040147 中部 愛知県 株式会社エスユウメック 5180001027870 検査工程・工程間搬送の自動化によるＦＡ業界との取引拡大 特別 株式会社ゼロプラス

1688 R123040148 中部 愛知県 有限会社タツミヤ 6180302001846
職人技術×最新の洋菓子製造設備による生産プロセスの改善
と地産地消の促進

通常

1689 R123040149 中部 愛知県 東海電炉株式会社 8180001010659
特殊炭素製品の生産設備最適化による不良率改善と納期短縮
の実現

通常

1690 R123040150 中部 愛知県 東邦アストリー株式会社 3180001038696
医療用ガウン専用の自動溶着装置導入での安定供給体制の
確立

特別

1691 R123040152 中部 愛知県 株式会社ナカタニ 4180002014373 各種シール材製品における測定工程の革新的な高度化の実現 通常

1692 R123040153 中部 愛知県 有限会社濱田プレス工業 6180002019081
新しい加工技術による金型加工とプレス加工の高精度高品質
化

通常

1693 R123040154 中部 愛知県 戸高補綴
口腔内デジタル化による補綴物の高精度化及びスタッフの労
働環境を守る非対面化の推進

特別 愛知県商工会連合会

1694 R123040157 中部 愛知県 株式会社ＤＩＭＳ医科学研究所 8180001082987 リモートワークに最適な新たな実験病理評価システムの実現 通常

1695 R123040159 中部 愛知県 長谷川電器株式会社 1180003010779
厚板材を用いた自動車用シート部品の小型軽量化と加工精度
向上の実現

通常

1696 R123040163 中部 愛知県 伊藤金属製作所 微細製品における旋削加工の革新的生産体制の構築 通常

1697 R123040164 中部 愛知県 ヤマウチ精機株式会社 4180301003960
ワイヤ放電加工機導入で生産プロセスを改善し赤外線溶着治
具事業に挑戦する

特別
公益財団法人中部科学技
術センター

1698 R123040166 中部 愛知県 キトウ研磨株式会社 3180001085755
当社の高い技術力を活用した難加工材の精密加工分野への
進出

特別

1699 R123040167 中部 愛知県 株式会社パッケージスクエア 3180001016124 環境に優しい利便性の高いパッケージの技術開発 通常 菅野　守

1700 R123040168 中部 愛知県 有限会社梅金 2180302003623 ところてん製造における生産性向上と品質保持期限の延長︎︎︎　︎︎︎ 通常 岡崎商工会議所

1701 R123040171 中部 愛知県 ツカサ機工株式会社 5180001053149 リード線加工機用切削部品の低コスト化による新規受注獲得 特別 岡崎信用金庫

1702 R123040172 中部 愛知県 株式会社渡辺工務店 9180001097456
木造住宅の非対面営業と専用生産ライン構築による品質改善
と納期短縮

特別

1703 R123040173 中部 愛知県 共生印刷株式会社 2180001035488 ＩＯＴ・ＡＩ活用によるサプライチェーンの見える化、生産性の向上 通常 愛知信用金庫

1704 R123040174 中部 愛知県 株式会社アンジュールプラス 1180001138283 自社オリジナル低糖質チョコレート生産プロセスの確立 通常 愛知県商工会連合会

1705 R123040177 中部 愛知県 本州林業
高性能林業機械導入による生産性向上と新事業展開での循環
型電力への貢献

特別 愛知県商工会連合会

1706 R123040178 中部 愛知県 株式会社アクセル設備 2180301027466
ＣＡＤ／ＣＡＭ対応のプラズマ切断機導入によるダクト製造工程
の効率化

通常
アルタス・パートナーズ
合同会社

1707 R123040182 中部 愛知県 日本電子サービス株式会社 2180001058167
業界初のオークションを含む中古工作機械売買の独自プラット
フォームの構築

特別

1708 R123040185 中部 愛知県 株式会社西川樹脂工業所 2180001020481
非対面自動射出成形システムで生産拡大コスト削減し海外需
要取込

通常

1709 R123040188 中部 愛知県 有限会社エムテック 3180002021206
エンジン部品の難削材化をＱＣＤ向上で対応する絶対的競争力
の確保

特別

1710 R123040189 中部 愛知県 株式会社オー・デリス・ドゥ・シバタ 1200001022831
陸前高田復興支援と低糖質ケーキ等開発でコロナ禍に打ち勝
つ事業

特別
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1711 R123040192 中部 愛知県 ＷＡＹＫ’Ｓ株式会社 2180001126353 アフターコロナに向けた「お冷プラス」の代理店販売体制の構築 特別

1712 R123040193 中部 愛知県 株式会社ナチュール・メイ 4180001108341
社会情勢により需要が拡大しているレトルト食品の未販売商品
開発への挑戦！

通常

1713 R123040198 中部 愛知県 株式会社ＮＯＢＵコーポレーション 3080401018242
セントラルキッチンの能力増強による生産性向上で通販商品の
受注拡大

通常

1714 R123040199 中部 愛知県 株式会社伊藤精工 2180001024763
切削工程標準化と熟練者依存からの脱却による高効率製造体
制の実現

通常 岐阜信用金庫

1715 R123040203 中部 愛知県 株式会社名古屋ｅスポーツ 1180001138325
ｅスポーツによる地域経済活性化に向けた業務基盤システムの
構築

通常

1716 R123040207 中部 愛知県 昌興プラスチック株式会社 3180301008523
自動車蓄電池ホルダー用の金型製造工程合理化による生産
性向上

特別

1717 R123040213 中部 愛知県 弘和工業株式会社 3180001025364
大学と共同開発した安心・安全の人口股関節部品量産化プロ
ジェクト

特別 株式会社百五銀行

1718 R123040214 中部 愛知県 中日非破壊検査株式会社 8180001012721
中部圏の交通インフラの維持に貢献する新しい非破壊検査の
提供

通常
株式会社東京経営サポー
ター

1719 R123040215 中部 愛知県 松栄電工株式会社 2180001036965
検査カメラ付き圧着機導入によるワイヤーハーネスの自動生産
の実現

特別 兒玉　学

1720 R123040216 中部 愛知県 有限会社ひかりネーム 4180002028794
刺繍工法開発と生産プロセスの革新による刺繍加工の高度化
と生産性向上

通常 株式会社名古屋銀行

1721 R123040217 中部 愛知県 株式会社ＳＰＡＲＫＳ 2180301027771
曲げ技術の高度化及び生産性の向上で伸び行く新事業を柱事
業に育てる

特別 豊川信用金庫

1722 R123040228 中部 愛知県 株式会社ＩＭＰＡＣＴ 8180301027304
ＩＳＧ専用クランクシャフト製造における自動搬送設備高度化事
業

通常

1723 R123040234 中部 愛知県 有限会社ＩＳＫ 5180002060581
ボーイング次世代大型機「７７７Ｘ」胴体組立治具の心臓部品を
短納期で増産

特別

1724 R123040236 中部 愛知県 株式会社ケベット 2180001123169
切断及び溶接機械導入によるダクト製造の内製化および販路
拡大

特別 株式会社ゼロプラス

1725 R123040238 中部 愛知県 株式会社中部技研 9180301018673 協働ロボットの導入による、部品加工工程の生産性向上 特別

1726 R123040240 中部 愛知県 有限会社宮本精機 4180002070053
プレス加工で効率的なバリ取りを実現する金型を開発し新事業
進出

特別 株式会社愛知銀行

1727 R123040241 中部 愛知県 株式会社プレッシオ 1180001062698
溶接工程改善による板金部門の生産性向上により事業構造の
改革を目指す

特別 株式会社みずほ銀行

1728 R123040242 中部 愛知県 ジナンハウス工業株式会社 7180001110476
高耐炎性断熱材の普及に資する新たなウレタン吹付け施工体
制の確立

特別 株式会社名古屋銀行

1729 R123040243 中部 愛知県 株式会社本田鉄工所 7180001020840 生産プロセス革新による生産性向上及び製品供給能力の強化 特別
公益財団法人中部科学技
術センター

1730 R123040244 中部 愛知県 岩倉しばた歯科・矯正歯科
微細処置とデジタルデータを応用した低侵襲ピンポイント治療
開発

特別

1731 R123040245 中部 愛知県 有限会社トータルネットワークサービス 4180302011434
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

1732 R123040246 中部 愛知県 阿久比運輸株式会社 1180001091508 他社を差別化するデジタルトランスポーテーションの推進 特別

1733 R123040249 中部 愛知県 株式会社ＭＡＴ 5180001044420
立体造形デザイン舗装のオーダーメイド対応による新規受注拡
大

特別

1734 R123040250 中部 愛知県 株式会社ロンド・ベル 2180301027334
ドローン自律飛行システムの開発を通じた屋内点検作業の効
率化・低コスト化

通常
株式会社ピースマネジメ
ント

1735 R123040253 中部 愛知県 株式会社カミリヨ製作所 6180302020417
自動運転に資するシフトバイワイヤ部品の自動搬送設備の高
度化

特別

1736 R123040256 中部 愛知県 コヅカテクノ株式会社 8180001006418
海外メーカー依存加工を社内生産移行により短納期高精度化
部品製作の実施

特別

1737 R123040258 中部 愛知県 株式会社山内メッキ 3180001011273
極薄膜・難加工形状部品へのめっき加工を実現する生産体制
の構築

通常 株式会社名古屋銀行

1738 R123040261 中部 愛知県 株式会社板倉製作所 5180301015039 複雑形状加工品における精度保証の確立 特別 小倉　裕樹

1739 R123040266 中部 愛知県 有限会社彩加 8180002089057
接着の自動化による出隅の品質向上と高効率生産体制の構築
事業

通常

1740 R123040268 中部 愛知県 有限会社川島精機 5180302014403
旋盤と検査の高度化による難削材・極小径部品の安定生産供
給の実現

特別

1741 R123040269 中部 愛知県 株式会社トーヤ 9180001067896
バリの精密測定と加工精度向上により高精度制御部品の供給
体制に貢献

特別

1742 R123040273 中部 愛知県 有限会社あかね商事 6180002059020
当社発案の特注設備により封筒加工のプロセスの自動化に取
り組む

特別 株式会社愛知銀行

1743 R123040274 中部 愛知県 有限会社プラセス 8180302002578
樹脂成型品への高級塗装品質を実現する革新的な塗装生産
体制の構築

通常 岡崎商工会議所

1744 R123040279 中部 愛知県 株式会社サンタフェ 1180001025572
ボディソルトの生産ライン自動化で実現！新規事業開拓で確実
なＶ字回復

通常
翔陽コンサルティング株
式会社

1745 R123040285 中部 愛知県 株式会社若尾綜合舞台 7180001005899
アフターコロナのイベント開催における音響新サービスの提供
計画

特別 株式会社名古屋銀行

1746 R123040288 中部 愛知県 有限会社石原製作所 9180302017906
コロナ禍における医療体制の高度化に資する人工呼吸器バル
ブ部品の短納期生産体制の構築

特別 碧海信用金庫

1747 R123040289 中部 愛知県 合資会社池田屋 8180303000069
消費者ニーズを満たす「真っ白いこんにゃく」の製造工程の確
立

通常 岡崎商工会議所

1748 R123040291 中部 愛知県 株式会社ディーピーエイチ 3010401116944 訪問預かりによる非接触型ペットホテルビジネスの展開 通常 平家　勉

1749 R123040294 中部 愛知県 大澤熔接工業所
高精度及び高品質溶接の半自動化システムの開発と新たな溶
接工法の確立

特別

1750 R123040304 中部 愛知県 合同会社ハレ 7180003016093
全国初！遠隔撮影アプリを活用したリモート撮影サービスの実
現

通常

1751 R123040305 中部 愛知県 株式会社ヴァーチュ 2180001101554
「パネル看板セット」の完全内製化による短納期化とコストダウ
ンを通じた販売拡大計画

通常 株式会社名古屋銀行

1752 R123040308 中部 愛知県 有限会社横野製作所 8180002082714
難加工製品の量産及び新製品加工を可能とする独自タップ加
工技術による生産ライン構築

特別 株式会社名古屋銀行

1753 R123040311 中部 愛知県 株式会社弘栄機工 7200001033930
現場でのロボット装置立上げ時間を最小化するティーチング
サービスの開発

特別 座間　裕史

1754 R123040314 中部 愛知県 黒田歯科技工所
ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による歯科技工物の生産体制構築
とサービス体制確立

通常
株式会社フラッグシップ
経営

1755 R123040315 中部 愛知県 株式会社たかふね工業 2180001019978
大学と共同開発した生体親和性の高い人口股関節部品の量産
化事業

特別 株式会社百五銀行

1756 R123040318 中部 愛知県 伸高工業株式会社 4180303002440
３Ｄプリンター導入により、小ロット品需要に対応する為の生産
体制を構築する。

特別 岡崎信用金庫

1757 R123040325 中部 愛知県 タメスコ株式会社 4180001121781 ＡＩを活用した入出庫・検品システムの開発 通常

1758 R123040326 中部 愛知県 株式会社梅花堂キャンデーストアー 3180001060980
製パン工程を抜本革新し、焼成パンの急速冷凍配送サービス
を実施

特別 小島　宏之

1759 R123040327 中部 愛知県 ＲＥＳＴＡＵ　Ｋ　ＹＡＭＡＵＣＨＩ
味噌味醂バウムにより愛知の文化を進化させ攻めて守っていく
事業

通常
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1760 R123040332 中部 愛知県 有限会社玉川製作所 6180002026053
鉄道インフラ事業を支える高精度部品の生産性向上による小
ロット加工対応能力の強化

特別 株式会社名古屋銀行

1761 R123040333 中部 愛知県 サンテック
樹脂射出成形（２色成形）金型の革新的な加工技術構築による
生産性向上

通常

1762 R123040334 中部 愛知県 ひばりが岡歯科医院 コロナ禍における一人生産・高度歯科治療体制の構築 通常 アイアンドアイ株式会社

1763 R123040336 中部 愛知県 有限会社羽柴化成工業 1180002090459 「日本製紙ストロー」の生産体制構築 特別 株式会社十六銀行

1764 R123040338 中部 愛知県 有限会社フイレンツエ 7180002019188
国産フルーツを使用した焼菓子事業化に向けた製造工程の改
善

通常 岐阜信用金庫

1765 R123040339 中部 愛知県 中野ＭＯＮＯエンジニアリング株式会社 6180301017538
高精度平面研削盤による次世代型ＦＣＶの検具・治具の高品質
化と納期短縮

通常 碧海信用金庫

1766 R123040357 中部 愛知県 株式会社ＵＫＡＥ 9180001130571
美容院向けサブスクリプションサービス開発による美容業界の
革新

通常

1767 R123040358 中部 愛知県 有限会社鍋田製作所 3180302020155
半導体設備向け部品の増産と加工技術の承継による中長期経
営基盤づくり

特別 碧海信用金庫

1768 R123040359 中部 愛知県 神田印刷工業株式会社 5180001003707
印刷通販プラットフォームの構築による顧客の非対面型発注の
支援

特別 春日井商工会議所

1769 R123040360 中部 愛知県 株式会社加藤工業 8180001068235
高性能ＣＮＣベンダー導入による加工精度・生産性向上と需要
増への対応

特別 碧海信用金庫

1770 R123040361 中部 愛知県 株式会社ピーアンドエー 9180001090287 曲げ加工の自動化で、職人技術の機械化と量産体制の構築 特別 座間　裕史

1771 R123040366 中部 愛知県 合資会社伊藤製作所 8180003003388
供給部品の高精度化・短納期化による未来の建設機械業界へ
の貢献

特別

1772 R123040367 中部 愛知県 株式会社フジチュウ 2180001020770
小型サーボベンディングマシン導入による高効率精密加工の
実現

特別 野呂　昭壽

1773 R123040371 中部 愛知県 近藤鉄筋株式会社 7180001088928
鉄筋の事前先組工法に使用する高強度接続ボルトのサプライ
チェーン改善による工事の早期化と安全生向上

通常 有限会社竹内総合研究所

1774 R123040375 中部 愛知県 有限会社アベニール 5180002088714
職人技術と最新テクノロジーによる洋菓子店の生産プロセスの
革新

通常

1775 R123040376 中部 愛知県 有限会社矢田化学工業 6180002085215
金属塗装用静電塗装ロボット導入による新たな生産方法の確
立

特別
株式会社ＫＳビジネスコ
ンサルティング

1776 R123040377 中部 愛知県 有限会社湊工機 4180002084020
天然ガス掘削用シームレス鋼管ネジ切りライン専用機のチャッ
キング爪増産

特別

1777 R123040382 中部 愛知県 株式会社浜島鉄工 7180001043544
台形ネジ・ナット等現合修理部品の完全内製化による生産プロ
セスの革新

通常

1778 R123040383 中部 愛知県 株式会社リアルエイト 3180001127251 付加価値の高いジルコニアクラウン製作への取り組み 通常

1779 R123040390 中部 愛知県 株式会社山双 9180001003109
最新の１級ＴＳとＧＮＳＳ導入による生産プロセスの改善と非対
面化

特別

1780 R123040397 中部 愛知県 株式会社石黒製作所 1180002059207
宇宙産業への挑戦！海外格差を解消する金属加工精密計測
プロセスの革新

通常 株式会社名古屋銀行

1781 R123040399 中部 愛知県 株式会社ヒロセプリントセンター 8180001005196
街の電気店等の販売促進をサポートする高精細オンデマンドプ
リントの実現

特別

1782 R123040404 中部 愛知県 株式会社菅原設備 4180001099267
短時間で技術の習得を！Ｅ－ラーニング多言語化システムの
開発へ

特別

1783 R123040405 中部 愛知県 三協高分子株式会社 8180301018311 射出成形品の不良率と品質バラツキ低減による生産性向上 特別

1784 R123040406 中部 愛知県 石原建具
ハイデザインなオフィス空間を演出、曲線美な木製業務用テレ
ワーク家具開発事業

特別

1785 R123040407 中部 愛知県 株式会社遠藤製作所 3180001019028 大径サイズの高精度加工に取り組み、鉄道関係に進出 特別 小倉　裕樹

1786 R123040408 中部 愛知県 株式会社岡本造花店 1180001034961
ＣＲＭ導入による非対面ビジネスモデルへの転換と顧客関係性
強化

通常

1787 R123040413 中部 愛知県 株式会社ＮＯ　ＮＡＭＥ 6180001132570
工期・費用削減で再エネ発電所建設を促進する多機能重機・工
法の導入

通常
補助金活用支援会合同会
社

1788 R123040414 中部 愛知県 タイズテック株式会社 7180301034367
高品質化かつ短納期対応を実現する高精度加工への挑戦と
ロールフォーミング加工進出に向けて

特別 中垣　健

1789 R123040417 中部 愛知県 株式会社マ・メゾン 1180001003909
複数業態対応を可能とする店舗オペレーションの最適化への
取組

通常

1790 R123040422 中部 愛知県 ミヤチデンタルクリニック
開院間もない当院がコロナに打ち勝ち成長するための歯列矯
正治療プロセスの高度化に向けた新たな取組

通常

1791 R123040427 中部 愛知県 株式会社創研 5180301021301
測定精度向上による電気自動車部品の試作品一貫受注体制
の構築

特別 碧海信用金庫

1792 R123040428 中部 愛知県 山忠本家酒造株式会社 7180001097227 最新型精米機導入による品質と生産性の向上 通常

1793 R123040429 中部 愛知県 浅岡歯科
先進的歯科医療提供用特別治療室の作成による１．５次医療
機関への飛躍

特別

1794 R123040430 中部 愛知県 奥平歯科診療所
地域歯科需要に応える高精度データ歯科修復装置による治療
最適化と院内運用効率の向上

通常 株式会社十六銀行

1795 R123040431 中部 愛知県 藤田酸素熔接所
高度化する表面処理技術を支える装置製造の品質・生産性向
上計画

特別

1796 R123040432 中部 愛知県 アルプススチール株式会社 9180001029351 加工時の歩留まりの改善を目的とした新製品開発の実施 通常

1797 R123040434 中部 愛知県 株式会社イートジョイ・フードサービス 7180001059037
人気上昇中のキャンプ市場へ北海道の食材を提供する地方創
生事業

通常

1798 R123040435 中部 愛知県 株式会社松栄工業所 7180001070150
Ｖ－ＬＩＮＥ射出成型機導入による生産効率改善と新市場への
進出

通常 碧海信用金庫

1799 R123040443 中部 愛知県 株式会社テックヘイワ 9180001087911 最新設備導入による生産プロセスの改善と生産能力の増強 特別

1800 R123040445 中部 愛知県 オノダ工業有限会社 4180302016466
３Ｄスキャナシステムを導入し、図面のない生産設備の復元供
給体制の確立

特別

1801 R123040453 中部 愛知県 株式会社鳥重本店 5180001045047
新設備導入による宅配用商品開発及びＳＮＳを使った宅配促
進事業

特別

1802 R123040454 中部 愛知県 株式会社原マシナリー 2180301001801
ワイヤレス型三次元測定機導入による大型部品加工工程の生
産性向上

通常

1803 R123040455 中部 愛知県 アキタテグ
場所を問わず快適なワークスペースを演出できる飛沫防止パ
ネル家具の新展開

通常

1804 R123040456 中部 愛知県 株式会社スペックス 4180001013211
３Ｄ技術導入による試作品製作とオリジナル部品の安定供給体
制構築

特別 株式会社名古屋銀行

1805 R123040457 中部 愛知県 アルファ化研株式会社 7180001066644 高い機能性を持った３Ｄ光造形用樹脂の開発 通常 愛知県商工会連合会

1806 R123040459 中部 愛知県 ＭＳドリーム株式会社 2180001068975
新型コロナウイルス感染症・重症患児の治療支援電話会議シ
ステムの構築

通常
公益財団法人名古屋産業
振興公社

1807 R123040460 中部 愛知県 株式会社ＦＡＬＣＯＮＥＲ 4180301029403
巣ごもり需要に対応！メール便自動包装ライン導入による生産
性向上

特別

1808 R123040461 中部 愛知県 株式会社早瀬工業所 4180001005142
鍛冶屋から部品メーカーへロボットアームサプライチェーン補完
事業

通常 株式会社名古屋銀行
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1809 R123040466 中部 愛知県 株式会社Ｔｅａｍエイワン 5180001062505
アスベスト除去の機械化で生産性向上と非対面型作業環境の
実現

特別 碧海信用金庫

1810 R123040471 中部 愛知県 株式会社ストロークホールディングス 1200001033127
「スマート和食」でコロナ禍の食生活変化を救う冷凍調理技術
革新

特別

1811 R123040475 中部 愛知県 中京クリニカルセンター
テレワークで検査業務が完結する基幹ソフトウェアの導入と生
産性の向上

特別

1812 R123040477 中部 愛知県 株式会社Ｅ－レクト 8180001105070 イベントマッチングアプリを活用した事業活性化策 特別 座間　裕史

1813 R123040480 中部 愛知県 ３１℃
アパレル製品の付加価値向上およびＥＣサイトによる一般市場
への参入事業

通常

1814 R123040488 中部 愛知県 有限会社坂野 3180002085688
高温高圧調理技術による「骨まで食べられるやわらか焼き魚」
の開発

特別

1815 R123040491 中部 愛知県 有限会社川田工業 6180002084687 三次元測定機導入による測定検査水準の向上 通常 小倉　裕樹

1816 R123040495 中部 愛知県 有限会社ヨネプラスチック 1180002056294
高度化・短納期化に対応する半導体業界ドラフトチャンバーの
新展開

通常

1817 R123040498 中部 愛知県 株式会社三東製作所 3180001069329 フライス盤における複雑形状加工の短納期対応 特別 小倉　裕樹

1818 R123040499 中部 愛知県 株式会社メキシポン 9180301029051
国内初、最大規模のトウモロコシ「実」で作るトルティーヤの一
貫生産と販売

特別 豊橋商工会議所

1819 R123040500 中部 愛知県 大林精工株式会社 7180001096939 ＮＣ旋盤を用いた新規ガスコック製品事業の生産性向上 特別 小倉　裕樹

1820 R123040501 中部 愛知県 株式会社杉浦製工 6180001138378
客先のサプライチェーンの毀損を救う！大型金属製品加工体
制の構築

通常 座間　裕史

1821 R123040503 中部 愛知県 ジープリント
ルーター導入による短納期・小ロットの実現と多品種の新開発・
生産向上拡大

特別 小倉　裕樹

1822 R123040504 中部 愛知県 さいとう動物病院
最先端救急医療の確立と受付業務の自動化よる動物医療体
制の強化

通常

1823 R123040511 中部 愛知県 有限会社環境テクシス 3180302016129
未利⽤⾷品残渣の加熱システムの導⼊による飼料化リサイク
ル

特別 豊橋信用金庫

1824 R123040520 中部 愛知県 有限会社共栄紙器 5180002050392
最新カッティングマシン・３ＤＣＡＤソフトウエア導入で生産性向
上、新素材加工で付加価値アップ

通常

1825 R123040523 中部 愛知県 株式会社朝熊 8180001066602
老舗高級料亭が特殊冷凍技術を活用して作る弁当の配達サー
ビス事業

特別

1826 R123040524 中部 愛知県 株式会社花田鐵工所 7180301019756
産業用ロボット向けモーターシャフトの少量多品種・短納期生産
体制確立

特別 豊田信用金庫

1827 R123040527 中部 愛知県 株式会社あづま 8180301006522
３次元点群データ活用による３次元測量の効率化・高精度化の
実現

通常 株式会社名古屋銀行

1828 R123040529 中部 愛知県 大成工機株式会社 8180001092821
溶接ロボット向けポジショナー部品の加工精度および生産性の
向上

特別

1829 R123040532 中部 愛知県 株式会社マジックサプリ 7180001068962 マルチカラーレーザー導入による顧客満足度の向上 通常 小倉　裕樹

1830 R123040534 中部 愛知県 セピどうぶつ病院
時間外の重症腫瘍疾患ペットに対する先進救急システムの開
発

通常

1831 R123040535 中部 愛知県 株式会社中藤電機産業 3180001096562
災害時電力確保のニーズに対応する高機能トランス盤制作の
高品質・短納期化

通常

1832 R123040538 中部 愛知県 有限会社荒木製作所 3180002025223
長尺ワークの小ロット高精度加工を可能にするターニングセン
タ導入による新工程構築

特別 株式会社名古屋銀行

1833 R123040542 中部 愛知県 株式会社やまもと 9180301019515
オンデマンドマーキングシステムによる店舗での即日マーク加
工サービスの提供と非対面型ビジネスモデルへの転換

通常

1834 R123040543 中部 愛知県 株式会社カナオコーポレーション 8180001080280
建設業界の現場管理手法を変革する「工事管理ＷＥＢシステ
ム」の開発

特別

1835 R123040546 中部 愛知県 株式会社ミナト電機 3180301022821
電気工事業に特化した、既存システムとの連携可能な自動倉
庫開発事業

特別

1836 R123040548 中部 愛知県 魚彦江松加工センター株式会社 8180001018958
寿司屋の味を自宅へ！熟成マグロを活用した高級ネギトロの
開発

特別

1837 R123040549 中部 愛知県 羽田野雲母工業株式会社 5180301027686
分級ラインの自動化による生産性向上と、女性や高齢者、障害
のある方の雇用創出

通常 愛知県商工会連合会

1838 R123040555 中部 愛知県 株式会社ピース 1180001124572 デジタル化による短納期かつ高品質な非対面歯科技工の実現 特別 豊田信用金庫

1839 R123040556 中部 愛知県 株式会社ＤＲＡＧＯＮ　ＡＧＥＮＣＹ 1180001089799
農工業から医療介護業への転換～接触機会低減型自走式搬
送ロボット開発～

特別 株式会社名古屋銀行

1840 R123040558 中部 愛知県 株式会社ソエダ 8180001045630
屋内等狭小スペースでの仮止水バルブによる不断水凍結工法
の実現

特別

1841 R123040561 中部 愛知県 昭和化成工業株式会社 6180301027842
耐久性強化と増産を求められるブレーキパイプ向け二次成形
高度化

特別
株式会社ピースマネジメ
ント

1842 R123040566 中部 愛知県 有限会社季節料理日比野 2180002065724
食の安全と品質を両立させてテイクアウト事業を店内飲食と共
に売上の柱とする

通常

1843 R123040567 中部 愛知県 株式会社ＡＳＨＬＥＹ＆ＢＲＯＳ 7080401019294
アパレル製品製造事業への参入による安定した商品提供の確
立

特別
株式会社ＫＳビジネスコ
ンサルティング

1844 R123040568 中部 愛知県 株式会社隆文社 6180001015833
ＵＶプリンター・ＷＥＢシステム導入により印刷技術高度化を実
現！

通常 株式会社名古屋銀行

1845 R123040569 中部 愛知県 ＭＴＧフォレスト株式会社 5180001127522 ＩｏＴを活用した鳥獣類捕獲システムの開発 特別

1846 R123040570 中部 愛知県 株式会社愛康 2180001075526
船舶用新型エンジン部品の安定供給に資する特殊な旋削技術
の確立

特別 東濃信用金庫

1847 R123040578 中部 愛知県 株式会社中部精工 6180001066819 プレス成型加工のものづくり革新と新分野展開 特別

1848 R123040581 中部 愛知県 プラザ観光株式会社 4180301019214
安心安全で長期滞在ニーズに応える！先進的ビジネスホテル
モデル事業

通常

1849 R123040586 中部 愛知県 伊吹精機株式会社 5180001073725
コロナ渦の自動車ＳＣ変化に対し、大型設備導入による革新を
図る

特別

1850 R123040587 中部 愛知県 有限会社弘大化成 2180002017931
プラスチック射出成形機導入による品質の安定と生産性向上
の取組

特別 愛知信用金庫

1851 R123040593 中部 愛知県 株式会社ホウキン 4180301007012
三河地方の流通革命、長尺・複雑な曲げ加工品の翌日提供
サービス

通常
株式会社ピースマネジメ
ント

1852 R123040596 中部 愛知県 熊谷鉄工所 自動車産業の金型における形状加工への取組 特別 小倉　裕樹

1853 R123040602 中部 愛知県 株式会社佐藤鉄工所 9180001006499 自動車部品用プレス金型の高度一貫製造体制構築 通常

1854 R123040603 中部 愛知県 株式会社ＭＲＴ 2180002019556 ４軸仕様マシニングセンタの導入による工程集約 通常 水野　正勝

1855 R123040604 中部 愛知県 モード被服株式会社 2180001081276
製品情報管理システム導入によるテレワーク体制構築・業務効
率化

通常 野木森　鐘治

1856 R123040606 中部 愛知県 株式会社Ｈｉｋａｒｉｅ 8180001125424 加工機導入による木材加工の内製化（時間短縮とコストカット） 通常 名古屋商工会議所

1857 R123040608 中部 愛知県 株式会社柴山鉄工所 1180001057384
ＣＮＣフライス盤の導入によるストレッチャー部品加工のワンス
トップ化

通常 水野　正勝
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1858 R123040611 中部 愛知県 株式会社オカノ金型 6180301024121
「金型製造の国内回帰を後押し！ワイヤーカット自動化・無人
運転技術とＩｏＴ設備稼働管理技術の獲得」

特別 豊橋信用金庫

1859 R123040615 中部 愛知県 岡本設機株式会社 2180301025453
機械部品加工の内製化によるロボット自動化装置の生産性向
上と雇用の維持

特別

1860 R123040620 中部 愛知県 株式会社おとうふ工房いしかわ 9180301013807
食品メーカー・販売店と消費者が相互成長できる新しいカタチ
の通販サイトの構築

通常

1861 R123040621 中部 愛知県 株式会社瑞工 4180001098418
プレスブレーキ導入による高度精密板金の加工と段取り時間
の削減

通常 株式会社名古屋銀行

1862 R123040624 中部 愛知県 有限会社協和企画 8180302011983
デザイン性と効率性を両立させた高機能プリンター導入による
業務革新

通常

1863 R123040631 中部 愛知県 株式会社東海機械製作所 8180301001424
高精度な平面度・平行度が求められるベースユニットの生産性
向上

特別
MASTコンサルティング株
式会社

1864 R123040634 中部 愛知県 株式会社三晃商会 4180001077041 真空成形機の導入による生産プロセスの改善 特別 水野　正勝

1865 R123040642 中部 愛知県 若杉鋼材株式会社 2180001001457
新設備導入によるサプライチェーン毀損防止と高精度・高速切
断加工の実現

特別 平家　勉

1866 R123040644 中部 愛知県 株式会社ａｅｄａｍ 6180301008545
衣装レンタルサービスの対面試着から、３次元ＣＧ試着による
非対面化の実現

特別

1867 R123040647 中部 愛知県 有限会社板井工業 6180002074861 最新型のガンドリルマシン導入による生産性向上の取組 特別 小倉　裕樹

1868 R123040648 中部 愛知県 山貴工業株式会社 8180001070496
コロナ禍における生産様式の変化に柔軟に対応し、それに伴う
生産力の強化、及び技術力の強化。

特別

1869 R123040652 中部 愛知県 大誠精機株式会社 1180001006696
当社のアルミ切削加工の技術力を活用した新市場進出のため
の品質保証体制の確立

特別

1870 R123040656 中部 愛知県 株式会社和田工業 2180002064395
世界最速の刃具技術と工程革新の融合が孔あけ工程の新時
代を切り拓く

通常 朝日税理士法人

1871 R123040657 中部 愛知県 株式会社中日書房 1180002016331
「教育のＩＣＴ化」「新しい生活様式」に対応した新時代の学校用
教材サービス

特別 株式会社名古屋銀行

1872 R123040667 中部 愛知県 株式会社ナツメ 2180301006692 ＩｏＴ洗浄システムを用いた銅電極の酸化防止プロセスの開発 通常 株式会社名古屋銀行

1873 R123040669 中部 愛知県 株式会社ｗａｃｃａ 7180001081676 生産工程の大規模化とＥＣ参入で事業拡大 通常

1874 R123040677 中部 愛知県 有限会社ワンダフル 6180002090000
ペット用おやつの高付加価値化、国内サプライチェーン強化に
貢献する

通常 花木　栄治

1875 R124040017 中部 三重県 ウッドピア市売協同組合 3190005006533
地域初！木材市場におけるｗｅｂ入札・オークションシステムの
構築

特別 松阪商工会議所

1876 R124040026 中部 三重県 株式会社石垣歯車製作所 7190001014271
食品乾燥機の自社開発を目的とした内製化のための精密加工
技術の習得

通常

1877 R124040035 中部 三重県 名阪開発株式会社 7190001008959
エリア初の最新ＧＰＳナビの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

1878 R124040041 中部 三重県 植田林業
高付加価値家具の製造技術の開発と低コスト化を実現するた
めの一貫生産体制の構築

特別 北伊勢上野信用金庫

1879 R124040042 中部 三重県 セイコー工業株式会社 2190001008518 新事業進出のための曲げ加工の精度向上と生産性向上 特別 株式会社第三銀行

1880 R124040052 中部 三重県 有限会社チサカ精工 9190002016827
５Ｇ関連需要の取り込みに向けた高性能ＮＣ旋盤導入による生
産性向上

特別

1881 R124040055 中部 三重県 伊勢レジテック株式会社 4190001022789
複合素材（ＦＲＰ）の旋盤加工おける新たな加工方法の導入と
一貫生産体制の確立

特別

1882 R124040057 中部 三重県 有限会社カドノエンタープライズ 4190002017862
最新ワイヤカット放電加工機導入による菓子製造設備制作の
生産性向上と技術確立

特別 小倉　裕樹

1883 R124040058 中部 三重県 株式会社ジオ 8190001007869
頻発する自然災害に対応する河川整備の三次元測量サービス
の展開

特別

1884 R124040065 中部 三重県 進栄電子株式会社 2190001010770
Ｎ２状態でのはんだ付け技術の習得による、センサー関連商品
の受注力強化計画

特別 株式会社百五銀行

1885 R124040066 中部 三重県 浅井工業株式会社 3180001018764
ＱＲコード対応生産管理システムの導入による生産管理業務の
生産性向上

特別
公益財団法人中部科学技
術センター

1886 R124040067 中部 三重県 伊藤黒鉛工業株式会社 7190001012721
改良流れ制御剥離法による薄層化黒鉛の低コスト化・高機能
化

通常

1887 R124040074 中部 三重県 有限会社前田金属 5190002001428
鉄・非鉄金属を細かく分析しリサイクルに貢献！高度分析手法
を活用した工程革新

通常
株式会社東京経営サポー
ター

1888 R124040078 中部 三重県 株式会社シマウマ 2180001025720 乾燥海藻類小袋包装商品の事業化に向けた計量工程の改善 特別

1889 R124040079 中部 三重県 株式会社佐野テック 9190001017405
南海トラフ地震などの大規模地震に備える橋梁の免震装置の
製造

通常

1890 R124040081 中部 三重県 株式会社尾鍋組 5190001011147 クラウドシステムの活用による施工ノウハウ提供方法の改善 通常

1891 R124040082 中部 三重県 海童工房　魚寅 ブランドトロサワラの速醸法による魚醤油の製造と販路拡大 通常 鳥羽商工会議所

1892 R124040084 中部 三重県 ＭＥＬＬＯＷ 高品質ミニトマト、周年栽培への取り組み 特別

1893 R124040086 中部 三重県 中部産商株式会社 7190001017225 ＬＰＷＡを活用した自動検針及び最適配送システムの構築 特別

1894 R124040087 中部 三重県 エムフーズサービス株式会社 2190001005382
新設備導入によるサプライチェーンの強化とヘルシーな弁当・
惣菜提供の実現

特別

1895 R124040090 中部 三重県 株式会社瀬川鉄工所 2190001000532
加工技術力の高度化による生産性向上、高精度化で技術伝承
と業績回復を実現

特別

1896 R124040095 中部 三重県 吉田自動車販売株式会社 4190001016758
「塗装ブース」導入による自動車総合サービス業への転換と再
出発

通常

1897 R124040096 中部 三重県 株式会社橋本自動車工業 3190001022427 ロードサービス管理システム等の導入による生産性の向上 通常 三重県商工会連合会

1898 R124040097 中部 三重県 有限会社ウメザワ 7190002012919
機能性とデザイン性を兼ね備えた異樹種混合の抗菌木製品の
開発

特別 株式会社百五銀行

1899 R124040104 中部 三重県 ＡＶＡＮＣＥ
世界基準の高度な板金塗装ニーズに対応する水性塗料を活用
した車体塗装技術の確立

特別 株式会社第三銀行

1900 R124040105 中部 三重県 有限会社大とら製菓 7190002006094
学校パン給食の安定供給を実現できる製造プロセスの改善と
生産体制の再構築

特別 北伊勢上野信用金庫

1901 R124040110 中部 三重県 後藤化学株式会社 3190001014903 化学工業薬品の需要拡大に伴う排水処理の高度化 特別

1902 R124040111 中部 三重県 未築建設
トータルステーション導入による省力化、効率化及びＩＣＴ施工の
推進

特別 上野商工会議所

1903 R124040112 中部 三重県 しばた歯科
歯科診療における印象採得のデジタル化の拡大とＣＡＤ／ＣＡ
Ｍ活用によるＤＸ化の加速

通常 奥村　周平

1904 R124040113 中部 三重県 稲穂株式会社 6190001027571
橋梁点検及び中山間地果樹園農薬散布のドローンサービスの
開発とフランチャイズ化

通常

1905 R124040128 中部 三重県 株式会社　田上 5190001011733
大型薪製造機導入と乾燥機活用による薪の品質向上と大量生
産

通常 三重県商工会連合会

1906 R124040135 中部 三重県 株式会社港屋珈琲 3190001004020
コロナ禍に勝つ！革新的自動シフト・プラン作成システム開発・
設備導入による飲食業の労働生産性・競争力強化

特別
公益財団法人三重県産業
支援センター
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1907 R125040002 近畿 滋賀県 株式会社セルミック 6160001014779
引張試験の信頼性及びデータ評価・分析・解析の高度化へ寄
与する計測システムの開発

特別 株式会社京都銀行

1908 R125040007 近畿 滋賀県 株式会社ジェリフ 2160001015707
ゼラチンリーフのアジア圏への展開に向けた生産体制改善計
画

特別 株式会社滋賀銀行

1909 R125040009 近畿 滋賀県 株式会社緑 9130001022765
伐採木を利用したエコ・バイオマス燃料としての薪の量産体制
の構築

通常 清心税理士法人

1910 R125040014 近畿 滋賀県 株式会社ハヤシ 5160001008600
スマートフォンを活用した受発注業務と配送業務のＤＸプロジェ
クト

特別 酒井　隆司

1911 R125040015 近畿 滋賀県 株式会社嶋本製作所 1160001011269
加工品質高度化と生産効率改善により顧客深耕と新市場開拓
を図る

特別

1912 R125040016 近畿 滋賀県 株式会社石鋳テクノ 7160001008061
ＢＣＰ対策は万全！環境にも優しい次世代非常用発電機部品
の革新的な製造工程開発

特別

1913 R125040017 近畿 滋賀県 株式会社スリーケー 4160001010400
生産倍増と品質管理向上を同時に実現させる新たな生産方式
の導入

特別

1914 R125040018 近畿 滋賀県 株式会社新建ルーフ工業 1160001005865
建築施工ノウハウを活かした新たなニーズに対応する建築部
材の製造

通常
ウィズ経営コンサルティ
ング株式会社

1915 R125040021 近畿 滋賀県 山田ため畳店
最新框縫機等導入による薄畳生産体制の構築と生産性・提案
力向上を行う事業

特別
ウィズ経営コンサルティ
ング株式会社

1916 R125040022 近畿 滋賀県 株式会社千成亭風土 5160001008402
多品種少量生産向け缶詰製造ライン導入による地産缶詰商品
開発と通販等による販路開拓

通常 滋賀中央信用金庫

1917 R125040023 近畿 滋賀県 西田畳店 車中泊向け車両等に敷設するオーダー畳の製品開発 通常 滋賀県商工会連合会

1918 R125040026 近畿 滋賀県 大洋産業株式会社 6160001008434
ＡＳＥＡＮとの友好関係強化に貢献する排水処理システムの構
築事業

通常

1919 R125040028 近畿 滋賀県 戸倉商事株式会社 3160001001375
需要増に対応した設備投資で生産性向上と働き方の改革を図
る

通常

1920 R125040037 近畿 滋賀県 ヤマナカセラダイン株式会社 5130001007506 主力製品の生産プロセスの革新による生産能力の飛躍的向上 通常 京都商工会議所

1921 R125040043 近畿 滋賀県 株式会社青地ライフクリエイト 2160001021787
道具いらずで組立簡単、持ち運べる備蓄用簡易ベッドと在宅デ
スクの開発事業

特別

1922 R125040046 近畿 滋賀県 有限会社和晃プラスチック 5160002005497 不織布製医療用ガウンの量産体制構築 特別

1923 R125040047 近畿 滋賀県 株式会社スナッツフーズ 1160001017357
クレープバーの大量生産ラインの確立による新規顧客層への
展開

特別 滋賀県商工会連合会

1924 R125040055 近畿 滋賀県 株式会社日向電子工業所 4160001012454
最新型小型ベンダーの導入による、精密小物曲げ加工の生産
能力の向上

特別 倉智　武彦

1925 R125040059 近畿 滋賀県 株式会社京和自動車整備 6160001011867 自動制御システムに対応した新たな点検業務の提供 特別 滋賀県商工会連合会

1926 R125040064 近畿 滋賀県 有限会社橋本鋼業 4160002010300 プレス加工の搬送治具の開発と生産性の向上 通常

1927 R125040067 近畿 滋賀県 株式会社イナモリ 6160001005687
利用者が用途を選べる、框に丸みのない縁なし畳の製造体制
の構築

特別
株式会社中央ビジネスグ
ループ

1928 R125040068 近畿 滋賀県 有限会社守山新聞センター 8160002014149
ドローン技術とデータベース活用による米農家向け支援サービ
ス

通常 守山商工会議所

1929 R125040077 近畿 滋賀県 旭精機株式会社 2130001019660 切断技術の高度化による計測器部品の精密加工革新 特別

1930 R125040081 近畿 滋賀県 エムエーピー
生産プロセスの改善及びプリント・転写工程導入による一貫生
産体制の構築

特別 滋賀県商工会連合会

1931 R125040082 近畿 滋賀県 株式会社うさぎメディケア 1160001017043
ＩＴを利用した非接触型調剤フロー構築による顧客満足度の向
上

特別 山本　治広

1932 R125040088 近畿 滋賀県 奥田製薬株式会社 1120001061978
フィルムコーティング錠の試作開発体制強化のための専用機導
入事業

通常

1933 R125040091 近畿 滋賀県 有限会社ケー・エー・シー 7160002012054
高齢ペット難病治療に対する早期発見＆負担軽減を実現する
革新的治療モデルへの挑戦

通常

1934 R125040108 近畿 滋賀県 株式会社橋本建設 3160001008619
ＩＣＴ－ＨＡＳＨＩＭＯＴＯ－ＴＥＡＭによる「ＢＩＭ／ＣＩＭ」活用による
建設現場革命

特別 大辻税理士法人

1935 R125040109 近畿 滋賀県 旭合繊維株式会社 5160001011793
車両用ターボホース基布の増産に伴う、最新織機導入と工場
再構築

通常 滋賀県商工会連合会

1936 R125040111 近畿 滋賀県 旭化学工業株式会社 8122001015230
インライン検査導入による機能性フィルムのグローバル展開推
進

通常

1937 R126040008 近畿 京都府 株式会社アーク・ワン 8130001012263
生産性・顧客満足度・地域事業底上げに貢献する家屋等建築
物の新サービス展開

通常

1938 R126040011 近畿 京都府 株式会社新田製作所 5130001052064
大型製造装置等のフレーム加工プロセス革新による新たな事
業基盤構築計画

特別 京都中央信用金庫

1939 R126040018 近畿 京都府 株式会社ディーエル・ワールド京都 9130001065673
３Ｄプリンタ導入による歯科技工技術のデジタル化と非対面化
を実現

通常

1940 R126040019 近畿 京都府 株式会社ボンテクノ 2130001063460
在宅ワークで業界最高水準の検査体制を構築し、短納期対応
と生産性向上を実現

特別
株式会社フラッグシップ
経営

1941 R126040028 近畿 京都府 株式会社コウワ紙業 4130001000726
ネット通販等への対応型多品種生産に適応した段ボール製品
の切断工程自動化計画

特別 シェアビジョン株式会社

1942 R126040036 近畿 京都府 有限会社小林技工 5130002012224
最新の洗浄装置に使用されるエンプラ製品の高精度な加工技
術獲得

通常

1943 R126040038 近畿 京都府 株式会社Ｂｕｒｐ 5130001063409
セントラルキッチン化による生産性の効率向上と賞味期限延長
技術の導入によるブランド化戦略

通常 株式会社京都銀行

1944 R126040040 近畿 京都府 あきた歯科クリニック
ＣＡＤ／ＣＡＭ活用による、感染対策と品質を両立したワンビ
ジットトリートメントの実現

通常

1945 R126040048 近畿 京都府 トモエ樹脂化工有限会社 2130002014462
５Ｇ需要拡大に向けた半導体製造装置用部品の生産増強体制
の構築

特別 京都中央信用金庫

1946 R126040052 近畿 京都府 和田歯科医院
低接触印象と非対面型発注プロセスの構築によるウィズコロナ
に向けた歯科診療体制の構築

特別

1947 R126040054 近畿 京都府 なみかわ歯科クリニック
当日セットを可能にする独自の高審美性補綴物による自費診
療差別化

特別
アクセルコンサルティン
グ株式会社

1948 R126040055 近畿 京都府 モリ歯科医院
補綴治療の即日化による新型コロナウイルスの影響緩和と補
綴物のメタルフリー化

特別

1949 R126040056 近畿 京都府 株式会社小山精密 9130001059378
競争力強化に向けた５軸ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による高精度部品
加工の短納期化と低コスト化

特別 株式会社京都銀行

1950 R126040057 近畿 京都府 株式会社松井商店 7130001018807
労働集約型事業者の抱える環境を改善する医療給食向けカッ
ト野菜事業の強化計画

特別 京都中央信用金庫

1951 R126040058 近畿 京都府 アラデン株式会社 3130001004281
開発・生産管理工程のＩＴ化による業務改革をベースにした「安
全・安心・綺麗に包む」新製品開発プロジェクト

特別

1952 R126040060 近畿 京都府 ＥＭＰＯＷＥＲＭＥＮＴ株式会社 1130001050906
接骨院の近代的経営とサービス品質向上を実現するＩＴ基盤の
構築

通常

1953 R126040062 近畿 京都府 株式会社Ｓ．Ｔ．Ｆ 5130001049705
インプラント上部の構造体の革新的生産体制を構築し歯科医
療業界にデジタル化を推進する取組み

特別 京都中央信用金庫

1954 R126040063 近畿 京都府 アルタカ株式会社 9130001000143
切断工程の合理化によるアルミフレームの品質向上とリードタ
イム短縮の実現

特別

1955 R126040076 近畿 京都府 谷口自動車株式会社 6130001039630
自動車革命に対応する先進的自動車整備工場への第三フェー
ズ事業

通常 京都府商工会連合会
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1956 R126040079 近畿 京都府 株式会社エーシーピー二輪サービス 9130001039000
ヴィンテージバイク愛好家の満足度を向上し潜在的顧客に訴求
する計画

特別 京都中央信用金庫

1957 R126040082 近畿 京都府 有限会社スギテック 7130002000870
京都初！建物密集地域での高精度・自動・非対面測量の高度
化事業

特別

1958 R126040084 近畿 京都府 株式会社阪村テクノロジーセンター 3130001033792
大型金型加工の内製化を実現して強みである一貫生産体制を
さらにパワーアップする設備計画

特別

1959 R126040085 近畿 京都府 株式会社ガルーダ精工 1130001065417
ＣＮＣ旋盤導入による高精度大型部品内製化と高品質、多品
種・短納期化

通常 京都中央信用金庫

1960 R126040086 近畿 京都府 岩本繊維株式会社 1130001007864
最小ロット１枚からのオーダー寝具製造販売と業界最短納期の
実現

特別
アクセルコンサルティン
グ株式会社

1961 R126040088 近畿 京都府 株式会社京都さかえ畳店 7130001040298
畳の裁断・縫着技術の高度化と生産性向上で特殊畳の提案営
業を強化

通常

1962 R126040090 近畿 京都府 三省カーボン株式会社 6120901019261
特別仕様のＣＮＣ旋盤を用いた高精度カーボン発熱体の量産
体制の確立

通常

1963 R126040091 近畿 京都府 ヤマナカヒューテック株式会社 2130001007509
ミスト成膜による低温化と検査工程の高度化で新たな受託加工
を獲得！

特別

1964 R126040093 近畿 京都府 松井アーキメタル株式会社 9130001018805
高機能ペフ付金属屋根製品の貼付工程の高品質化と即納体
制の確立

通常 京都信用金庫

1965 R126040095 近畿 京都府 株式会社矢野畳商店 7130001064875
琉球畳の内製化と量産・拡販のための生産性向上を図る設備
導入

特別 ＩＦＰ株式会社

1966 R126040096 近畿 京都府 株式会社井尾製作所 9130001008995
「誰でもいつでも測定検査！」三次元測定機の導入で生産性の
大幅向上

特別

1967 R126040098 近畿 京都府 株式会社設計京北 1130001026063
林地測量技術の新展開！ＬｉＤＡＲ導入による被災地短工期測
量事業

特別

1968 R126040100 近畿 京都府 株式会社京都水鮮 8130001065484
コロナ禍による内食ニーズに対応した低価格「京都の西京漬
け」等安定供給体制の確立

特別 京都中央信用金庫

1969 R126040109 近畿 京都府 有限会社山田精工 7130002011637
自走式搬送ロボット用部品の１００％国内生産のための生産性
向上

通常

1970 R126040110 近畿 京都府 株式会社ＹＡＳＡＩ 6290001076534 ハウス用水耕栽培装置による遠隔リモート栽培システムの構築 通常

1971 R126040113 近畿 京都府 株式会社田中電機製作所 9130001015018
太陽光発電計測表示システム制御装置外箱製作の高精度化・
短納期化で世界的需要に対応

通常

1972 R126040120 近畿 京都府 株式会社上村製作所 5130001037973
溶接歪を低減する低入熱溶接工法の研究開発及び宇宙分野
への販路開拓

通常

1973 R126040121 近畿 京都府 株式会社有吉製作所 1130001049345
ＮＣ制御タレパン導入による大型筐体向け板金加工技術の高
度化

特別

1974 R126040130 近畿 京都府 松井酒造株式会社 3130001007318
海外需要に応える日本酒リキュールの開発と生産体制構築計
画

特別 株式会社京都銀行

1975 R126040139 近畿 京都府 スター食堂株式会社 3130001024949 セントラルキッチン新設による生産性向上と非接触型販路開拓 通常

1976 R126040145 近畿 京都府 スズクニ・トキワ精機株式会社 8160001020635
国内廃棄物処理の適正化に向けたトラックスケールの組立・測
定工程のワンストップ化

特別 京都信用金庫

1977 R126040148 近畿 京都府 合同会社ＡＴＥ　ＵＮＩＶＥＲＳＥ 8130003002312
バーチャルをリアル（実経済）に繋ぐ！世界中からアクセスでき
る新しいバーチャル経済圏の構築事業。

特別

1978 R126040149 近畿 京都府 株式会社カネミツ 8130001048811 溶接レスの長尺曲げ技術とリピート品の生産性向上を確立 特別 松下　隆信

1979 R126040152 近畿 京都府 有限会社斗六屋 8130002016932 事業承継円滑化にともなう事業改革（自社ブランド育成） 特別

1980 R126040153 近畿 京都府 株式会社ＧＳクラフト 9130001051327
内製機械化による短納期化がもたらすスタッフと顧客の満足度
向上

通常 京都商工会議所

1981 R126040157 近畿 京都府 株式会社エーワンスプリング 5130001034863
より複雑な形状で用途が広がる「ねじりコイルばね」分野への本
格参入

特別 京都北都信用金庫

1982 R126040160 近畿 京都府 ユニケム株式会社 3130001065571 環境対応型フッ素材料の新製品開発・新事業 特別

1983 R126040161 近畿 京都府 美山ハム合同会社 7130003003922
幻と言われる「鹿の生ハム・ソーセージ」の安定供給システムの
構築

通常 藤井　明登

1984 R126040162 近畿 京都府 株式会社あかぴーまん 1130001056606 急速冷凍機導入による保存技術の開発、生産性向上への挑戦 通常 株式会社シャイン総研

1985 R126040164 近畿 京都府 株式会社大志万 6130001059513
パン生産能力を向上し、コロナ禍でも新しい販路で売上拡大を
実現

通常

1986 R126040169 近畿 京都府 山村歯科医院
地域歯科診療所での安心・安全な低侵襲口腔外科手術システ
ムの構築

通常

1987 R126040170 近畿 京都府 株式会社ＣＭＣ 3130001027811
全国二位の人材を最大限活用し、獣医療業界の構造的問題を
解決するプロジェクト

特別

1988 R126040172 近畿 京都府 株式会社Ｈａｙａｎａｒｕ 6130001058829
新たな焼き栗ペースト化工程導入による非対面型販売事業の
立上げ

特別

1989 R126040177 近畿 京都府 有限会社山田木工所 1130002020610 高周波フラッシュ接着機による接着作業効率化 通常

1990 R126040180 近畿 京都府 Ｂｉｏｌｏｇｇｉｎｇ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ株式会社 7130001052525
漁業支援に向けたリアルタイムデータ収集型・海洋環境計測Ｉｏ
Ｔロガーの開発

通常

1991 R126040184 近畿 京都府 石崎織物登大路工場
内装材などへ用いる織物製織工程・技術力高度化・生産性向
上の実現

特別 公益財団法人京都産業21

1992 R126040185 近畿 京都府 株式会社アズクリエイト 3130001043230
３次元点群データを活用し、災害対応の迅速化やＢＩＭ／ＣＩＭ
対応への事業展開

特別 京都北都信用金庫

1993 R126040199 近畿 京都府 株式会社いづつ屋 5130001034979
丹波牛ローストビーフの非対面卸販売と、生産性と保存技術の
向上に挑戦

通常 株式会社シャイン総研

1994 R126040208 近畿 京都府 株式会社光響 2130001047554
超精密レーザー加工向け解析技術力向上を目的とするデジタ
ルマイクロスコープ購入

特別

1995 R126040214 近畿 京都府 株式会社特殊高所技術 7130001029234 ＴＫＧドローン事業 特別

1996 R126040219 近畿 京都府 株式会社光製作所 2130001035773
新たに開発された革新的住宅基礎工法による高品質化と工期
短縮化

特別 坂倉　宏次

1997 R126040225 近畿 京都府 株式会社向陵 9130001014481
海外調達転写用紙内製化による安定供給体制の確立および低
コスト・短納期の実現

特別

1998 R126040233 近畿 京都府 株式会社ユニバーサルトレジャー 8011101024045
インテリアファブリックスのＳＰＡへ！企画開発から製造、施工ま
で一貫体制構築

通常 京都府商工会連合会

1999 R126040237 近畿 京都府 株式会社京都製作所 5130001012150
新型コロナウイルスによるサプライチェーン毀損に打勝ち新分
野へチャレンジ

通常

2000 R126040239 近畿 京都府 株式会社アート・ラボ 6130001031406
新しい香料製品の開発と商品化のための自動化生産システム
の構築

特別 京都信用金庫

2001 R126040240 近畿 京都府 四国乳業株式会社 7500001007086
カップ飲料ラインへのロボットパレタイザ導入による生産性向上
計画

特別

2002 R126040245 近畿 京都府 株式会社竹内 6130002014260
マシニングセンタ導入による錺金具の意匠を活かした雑貨の製
造販売計画

通常

2003 R126040249 近畿 京都府 泉食料品店 冷凍カット野菜によるロス改善と物流安定化事業 特別 京都北都信用金庫

2004 R127040002 近畿 大阪府 株式会社大検 8120001156128 大型建造物の非対面・高性能検査サービスの開発 特別
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2005 R127040013 近畿 大阪府 株式会社セイホウ 8120001015291
多品種小ロット体制構築による高品質医薬品ラベルの短納期・
低価格化計画

通常

2006 R127040015 近畿 大阪府 関西特殊工作油株式会社 5120101030664 新開発加工油のＳＤＧｓ提案モデル構築 特別

2007 R127040016 近畿 大阪府 越智歯科医院 地域医療に最先端設備で最新のサービスを導入する 通常

2008 R127040018 近畿 大阪府 シブヤロジテック株式会社 7120001230643
段ボール自動梱包ライン導入による文房具ＥＣ事業の受注対
応強化

通常 株式会社ゼロプラス

2009 R127040032 近畿 大阪府 相互ビジネスフォーム株式会社 7130001038103
複写防止技術とデジタルプリント技術を融合しワンストップサー
ビスで顧客ニーズに応える事業

通常

2010 R127040033 近畿 大阪府 田中歯科医院
根管治療再治療率の低下とポストコロナに求められる歯科医
院の実現

特別

2011 R127040036 近畿 大阪府 田尻工業株式会社 3122001023923 コロナ禍におけるバルブ部品のサプライチェーン強化対応事業 特別

2012 R127040037 近畿 大阪府 ニッソクセンサー株式会社 6120001039425
回転・線溶接装置導入による防爆製品の内製化と新規顧客獲
得による受注拡大

通常

2013 R127040044 近畿 大阪府 大阪精工株式会社 3120001036994
３Ｄ測定機、３ＤＣＡＤ、３Ｄプリンタ導入による薬剤容器画像検
査装置の生産性向上

特別

2014 R127040045 近畿 大阪府 株式会社井田商店 2120002006535
ＤＩＹ用素材の個人向けインターネット販売の拡大とテレワーク
体制の構築

通常 株式会社ゼロプラス

2015 R127040052 近畿 大阪府 株式会社ダイトースチール 3120001223510
規制変更と需要増加に対応する設備導入で納期短縮と原価低
減を実現

通常 長谷川　政二

2016 R127040057 近畿 大阪府 服部精工株式会社 9122001019718
高性能フォーミング金型の検査体制確立による生産性向上とテ
レワーク環境の整備

特別
株式会社フラッグシップ
経営

2017 R127040060 近畿 大阪府 株式会社日本マイクロＭＩＭホールディングス 6120001209944
ＩＣＴを活用した営業生産性向上システム構築による営業プロセ
ス革新と生産性の向上

特別
株式会社フラッグシップ
経営

2018 R127040065 近畿 大阪府 株式会社大伸精研所 8120001056567 高精度精密刃物（スリッターナイフ）の量産加工体制の構築 特別

2019 R127040070 近畿 大阪府 有限会社岩田創飾 5122002013178 機能性デザイン金具におけるものづくり革新 通常 大阪信用金庫

2020 R127040072 近畿 大阪府 渡内歯科医院
院内技工デジタル化による歯科技工物の品質向上と治療期間
短縮

特別 株式会社フロウシンク

2021 R127040074 近畿 大阪府 司製作所
ＣＮＣ自動旋盤導入による半導体製造装置用超精密バルブ部
品の増産体制の構築

通常

2022 R127040076 近畿 大阪府 株式会社大阪砕石工業所 7120001072516
ドローンを活用した採石生産の戦略的コスト低減による付加価
値向上

通常

2023 R127040084 近畿 大阪府 株式会社福水樹脂工業 7122001021502
微細制御機能付射出成型機の導入による、これまでにない軟
質塩ビ製品の製造体制の確立

通常

2024 R127040086 近畿 大阪府 横沼金型工作所 成長産業向け金型の生産性向上と一貫内製化の実現 通常

2025 R127040089 近畿 大阪府 株式会社オンザテーブル 3120001152908
焼き菓子の半自動化による製造原価低減と非対面ビジネスの
強化

特別

2026 R127040091 近畿 大阪府 株式会社橋本鋳造所 3120001057719
ＣＮＣ旋盤導入による半導体製造装置に使用する鋳造切削加
工部品の生産性向上

特別

2027 R127040092 近畿 大阪府 第一プラスチック株式会社 9122001019255
レーザー機導入による色素増感太陽電池用ガラス基板の品質
向上と納期短縮

通常

2028 R127040095 近畿 大阪府 新生金属工業株式会社 9120001035297
独自の「ポリエチレンライニング」技術を公共インフラ等の強靭
化に活用する鋼管継手の生産性向上計画

特別 株式会社エフアンドエム

2029 R127040097 近畿 大阪府 有限会社テクノボックス 9120002081027
断裁、ロータリースロッターまでが一貫して加工することができ
るオンデマンドの段ボール製造

通常

2030 R127040102 近畿 大阪府 株式会社庄司 8120001202286
スーパーエンプラによる新製品開発と無人化操業による感染症
対策

特別 安　柄植

2031 R127040104 近畿 大阪府 株式会社河野紙工 8122001018480
コロナウイルスの影響を乗り越えるため業界初となる検査工程
の自動化に取り組み受注を拡大する

通常 尼崎信用金庫

2032 R127040105 近畿 大阪府 株式会社高松金属 5122001019234
最新マシン導入とＩｏＴを活用した革新的管理システムでの生産
性向上

通常

2033 R127040106 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

2034 R127040107 近畿 大阪府 株式会社トラスト 9120901002652
新工法の実用化をすすめ新たな国内サプライチェーンを創造す
る計画

特別
株式会社共立コンサルタ
ント

2035 R127040109 近畿 大阪府 株式会社セブン 8120001203557
社内業務のシームレス化とＡＩ求人システムによる人財事業の
拡大

特別 大阪信用金庫

2036 R127040112 近畿 大阪府 株式会社エムテック 6122001014382
３Ｄスキャナと３Ｄプリンターを用いた薄もののプレス金型製作
事業

通常

2037 R127040114 近畿 大阪府 アヤマダイ株式会社 9120001155137
高度なデザイン性と機能性を有する高精度複合シボ加工技術
の開発

通常

2038 R127040117 近畿 大阪府 株式会社あいぼっくす 3120001000620
プリプレス工程の完全オンライン化による非対面ビジネスへの
転換

通常

2039 R127040118 近畿 大阪府 有限会社大正製作所 4122002014219
建機向け精密部品の自動一体加工を実現するための高精度
検査体制の構築

通常

2040 R127040122 近畿 大阪府 株式会社ａｓｏｂｅｅｆ 7120001225949
「新しい生活様式に潤いを添えるギフト」をコンセプトとした国産
ブランド牛＆花束の宅配サービスの展開

特別 津田　伸也

2041 R127040127 近畿 大阪府 松勢鋼材株式会社 9122001020122
両頭フライス盤導入による切削工程の小型化と自動倉庫市場
への進出

通常 株式会社ゼロプラス

2042 R127040130 近畿 大阪府 株式会社齊田化成工業所 1122001002391
マスクケース及びメディカル関連品製造のための高精度品製造
ラインの構築

通常 尼崎信用金庫

2043 R127040134 近畿 大阪府 有限会社明和化成 8122002016822 メッキ用プラスチック成形品の高効率量産体制の構築 通常

2044 R127040135 近畿 大阪府 有限会社イシコー 8122002010981
製造工程のデジタル化・自動化による製品精度向上と量産体
制構築

通常

2045 R127040136 近畿 大阪府 ヤマト商工有限会社 8120102011677 新たな成形材料を用いた鳥害対策用品の射出成形技術開発 特別

2046 R127040142 近畿 大阪府 オビカワ株式会社 4120001019750
転写フィルム工程の内製化による高品質・高効率生産体制の
確立

通常

2047 R127040146 近畿 大阪府 有限会社山田自動車 2122002015598 自動運転技術等に対応した次世代自動車整備工場 通常

2048 R127040147 近畿 大阪府 株式会社フジ塗装 5120001190922
大型トランスケースの下処理から塗装までの一貫生産体制構
築の実現

特別 株式会社エフアンドエム

2049 R127040148 近畿 大阪府 有限会社藤田秀ナット製作所 3122002016265
建設機械部品加工の内製化に伴い量産加工ができる体制を整
える

通常

2050 R127040153 近畿 大阪府 有限会社南郷製作所 9122002011418 新しいマスクの製造を可能にする高精度部品の製造開発 特別

2051 R127040154 近畿 大阪府 ＰａｙｌｅｓｓＧａｔｅ株式会社 8120001214100
ポストコロナにおけるハンズフリーでの認証プロトコルシステム
の開発

特別

2052 R127040155 近畿 大阪府 協同金属工業株式会社 6122001007106
二相ステンレス鋼を用いた新型車両向けの高強度蝶番の製造
開発計画

通常

2053 R127040157 近畿 大阪府 株式会社三永製作所 3122001002357
銅の切削加工におけるＬＦＶ技術導入による設備停止防止と不
良率削減

特別
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2054 R127040162 近畿 大阪府 上杉歯科医院 ワンデー補綴治療と地域特性を活かしたＭＴＡセメントの活用 通常

2055 R127040168 近畿 大阪府 有限会社千里デンタル．ラボラトリー 4120902006681
コロナ禍を乗り切る！　模型作製スピード及びスキャン精度向
上による付加価値増大計画

特別 株式会社京都銀行

2056 R127040170 近畿 大阪府 株式会社リアリサール 7120001180483
コロナ禍に苦しむ中小企業の海外展開を支援するクラウド型物
流システム導入

特別

2057 R127040173 近畿 大阪府 有限会社ライズ 8120002063711
最新歯科技工設備による完全デジタル・内製加工体制の構築
と新サービス展開

特別 株式会社フロウシンク

2058 R127040174 近畿 大阪府 株式会社ハルテック 5120101049705
小型パイプ用高性能自動ＴＩＧ溶接機導入による半導体材料製
造プラントの高品質配管溶接工事への参入

通常 大阪信用金庫

2059 R127040176 近畿 大阪府 株式会社Ｐｌｅａｓａｎｔ　Ｐｌａｃｅ 5120101054102
手作り品質でドリップを発生させない冷凍陶器プリン技術の確
立での全国展開

通常

2060 R127040177 近畿 大阪府 有限会社エムアンドジーキタデ 4120102015517
高付加価値コンテンツ向け製品の生産拡大と業界最高水準品
質の両立

特別

2061 R127040179 近畿 大阪府 能村機械株式会社 2122001005856
鉄板リサイクル事業の生産性向上のための、「自動高速ロボパ
ワーシャー」の試作開発

通常 淡陽信用組合

2062 R127040180 近畿 大阪府 石田精工株式会社 4122001000434 切断工程の飛躍的改善による建機部品等の生産性向上計画 特別 シェアビジョン株式会社

2063 R127040181 近畿 大阪府 平井サッシ工業株式会社 6122001006082 滅菌パーテーションの生産拡大とＩＴを活用した受注体制の構築 特別 株式会社ゼロプラス

2064 R127040182 近畿 大阪府 株式会社和光 4120001014033
シールラベル業界に向け高度化した製版技術を提供し顧客満
足度向上を図る事業

特別

2065 R127040189 近畿 大阪府 株式会社マキノ製作所 4120001147221
砥粒流動加工機の導入で金属バリ取りを自動化し品質と生産
性を向上

特別

2066 R127040190 近畿 大阪府 株式会社レーザーテック 7120001168256
プレス機導入による曲げ技術の習得によるリードタイムの短縮
と商品開発力の向上

特別 株式会社京都銀行

2067 R127040193 近畿 大阪府 株式会社クイック 2120101027366
物流加工におけるデジタル機器活用による「ワンストップサービ
ス」拡大事業計画

特別

2068 R127040197 近畿 大阪府 株式会社エヌケーロール 7120101055874
高性能ＮＣ研削盤の導入で熟練ロール研磨の技能承継と生産
性向上・ＥＶ市場へ進出

通常

2069 R127040202 近畿 大阪府 株式会社旭テクノ 5120901005329
業界初！新製品開発における立体造形促進、小ロット生産の
具現化

通常

2070 R127040203 近畿 大阪府 株式会社ＡＬＩＶＥ 9120001186000
サプライチェーンの毀損への対応のため国内生産へ移行とオリ
ジナリティを追求した商品の企画開発

特別

2071 R127040204 近畿 大阪府 株式会社ル・ピノー 8120001048465
「自分で選ぶ自分だけのオリジナルケーキ」でコロナ禍の社会
を明るく照らし、コロナに打ち勝つ事業

特別

2072 R127040206 近畿 大阪府 ハシダ技研工業株式会社 2120001021304
画像測定器の導入による半導体製造装置部品の検査の効率
化

特別

2073 R127040207 近畿 大阪府 新栄興業株式会社 7120101055676 最新油圧ショベルの革新的活用と成長市場への進出計画 特別

2074 R127040208 近畿 大阪府 株式会社高田紙工所 3120002060333
新システム導入による高級パッケージ抜き加工の高精度化・短
納期化・低コスト化

通常
一般社団法人ヒューリッ
トＭＦ

2075 R127040209 近畿 大阪府 小松鉄工所
同時５軸加工仕様ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による３次元曲面
加工技術の獲得と生産性の向上

特別 大阪信用金庫

2076 R127040210 近畿 大阪府 近江屋高級クリーニング株式会社 8120001051361
オーバーナイトサービスによるユニフォーム受注の拡大と高品
質・短納期の両立

特別

2077 R127040211 近畿 大阪府 株式会社中野木型製作所 1120001159021
トムソン抜型生産工程の合理化による生産性の向上と生産能
力の拡大

通常 守口門真商工会議所

2078 R127040213 近畿 大阪府 株式会社マグネット 1120001100380
乾燥工程での抗ウイルス加工を可能にした、感染症対策に特
化したコインランドリーの展開

通常

2079 R127040215 近畿 大阪府 株式会社フロンティア 1011101068098
新型コロナに苦しむ小規模事業者の支援を加速させるクラウド
型ヒアリングシステムの開発

特別
株式会社フラッグシップ
経営

2080 R127040216 近畿 大阪府 牧田鉄工株式会社 8120001011002
新設備導入によるタービン関連部品の供給能力強化と納期短
縮計画

特別
一般社団法人ヒューリッ
トＭＦ

2081 R127040219 近畿 大阪府 日野歯科医院
顎関節症を生む「顎の弱さ・噛み合わせの悪さの時代」への　
デジタルによる咬合診療標準化

特別 山形　輝雄

2082 R127040221 近畿 大阪府 溝口工業株式会社 4122001020201
コロナ禍を乗り切る！新分野への進出による付加価値増大計
画

特別 シェアビジョン株式会社

2083 R127040222 近畿 大阪府 株式会社ハヤシ精工 6120901031489
競争力強化に向けた立形マシニングセンタ導入による大型部
品加工の効率化と短納期化

通常 北おおさか信用金庫

2084 R127040225 近畿 大阪府 株式会社大洋歯車製作所 8120001050090
産業用大型歯車の検査プロセス革新による生産性向上とテレ
ワーク環境整備

特別
株式会社フラッグシップ
経営

2085 R127040227 近畿 大阪府 近藤プロパティ株式会社 3120001159176
高級賃貸物件の非対面型ビジネスモデルによる集客と業務の
効率化

特別

2086 R127040228 近畿 大阪府 山幸計測精器株式会社 7120001051800
防災保安対策に不可欠な警報・検知装置に対する高度検査体
制の構築

通常 株式会社池田泉州銀行

2087 R127040232 近畿 大阪府 鐵　ＫＵＲＯＧＡＮＥ
建設機械等の品質を支える難削材部品の一貫生産体制の確
立

特別 松本　昌晴

2088 R127040234 近畿 大阪府 有限会社丸山測量事務所 7122002009827
水底地形測量用超小型無人マルチビーム船導入で付加価値を
上げる

特別

2089 R127040239 近畿 大阪府 株式会社中井紙工所 8122001027416
ベトナム語対応生産管理システム導入による生産能力向上と
体質強化

特別

2090 R127040242 近畿 大阪府 互栄機械株式会社 4120001023249
新設備導入による内製加工強化と総合生産性向上による事業
拡大計画

特別

2091 R127040245 近畿 大阪府 旭株式会社 6120001126215
巻紙の大量受注対応を目的とした新規装置導入による生産プ
ロセスの改善及び内製化

通常 大阪信用金庫

2092 R127040246 近畿 大阪府 関西紙工株式会社 9122001020840
先進基幹システム導入による多様な紙製梱包資材の生産性大
幅向上

特別

2093 R127040247 近畿 大阪府 有限会社黒田機工 7120002043020
立型複合加工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

2094 R127040248 近畿 大阪府 協榮工業株式会社 6120001054861
競争力強化のためのフレアマシン導入による利益率向上と生
産能力強化計画

特別 日新信用金庫

2095 R127040249 近畿 大阪府 坂口將タオル株式会社 1120101040403
高付加価値製品の内製化を実現し、泉州タオルの伝統を次世
代へ承継

特別 大阪信用金庫

2096 R127040252 近畿 大阪府 株式会社タグチ 2120001010224
充填機と包装機導入による需要変化への対応による受注の拡
大

特別 大阪信用金庫

2097 R127040253 近畿 大阪府 東大化成株式会社 5122001005382 ＰＥＴ熱溶着機器の導入による食品容器製造事業の強化 通常 株式会社ゼロプラス

2098 R127040257 近畿 大阪府 株式会社イシダ印刷 6120001134556
どこにいても遠隔操作での印刷方式の社内改革及び感染病リ
スク削減

通常

2099 R127040258 近畿 大阪府 山形工業株式会社 1120101037812
高性能鉄筋自動切断機・曲装置導入による生産性向上計画と
コロナ影響回避計画

特別 大阪信用金庫

2100 R127040260 近畿 大阪府 有限会社加来金型製作所 2120902008457
高精密ワイヤ放電加工機導入による光触媒材料を練り込んだ
商品開発計画とコロナ影響回避計画

特別

2101 R127040261 近畿 大阪府 シーライヴ株式会社 3120001097070
医療・介護業界等におけるＡＩ（人工知能）による勤務シフトの自
動編成Ｗｅｂサービス

特別 大阪商工会議所

2102 R127040262 近畿 大阪府 株式会社リョウエイ 9120901002347
貼箱製作ノウハウ・提案力を生かし、Ｖカット箱製作・販売体制
を構築

特別
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2103 R127040268 近畿 大阪府 株式会社ＤＧ　ＴＡＫＡＮＯ 1122001024048
世界の水問題と感染症を撲滅！「節水・殺菌ハイブリッド蛇口」
の海外展開

特別 河村裕司

2104 R127040269 近畿 大阪府 トモナガ製作所
設備導入による空気清浄機のサプライチェーン毀損対応と更な
る事業拡大

通常

2105 R127040270 近畿 大阪府 吉田印刷
多様化する印刷ニーズに対応した生産プロセス改革による競
争力強化事業

特別

2106 R127040273 近畿 大阪府 株式会社大原商会 5120001051372
超速硬化ウレタン吹付システムによる作業性向上計画とコロナ
影響回避計画

通常 大阪信用金庫

2107 R127040277 近畿 大阪府 株式会社ジヤスター機器 5120001035210
高性能巻き直し検品機の開発によるシュリンクフィルム加工受
託事業への参入

特別

2108 R127040279 近畿 大阪府 株式会社アプレシア 7120001125595
手打ち１０割蕎麦と同等の風味を実現可能にする「冷凍１０割
蕎麦生地」の開発

通常 大阪商工会議所

2109 R127040280 近畿 大阪府 株式会社西鉄工所 9120101042086
切削加工技術を備え付属部品も作れる溶接工場へとワンストッ
プ化

通常 大阪信用金庫

2110 R127040281 近畿 大阪府 株式会社ポリセンター 5122001020142
新製造法の製袋機を考案・導入し顧客要求への対応力と生産
性の向上を図る

特別

2111 R127040285 近畿 大阪府 株式会社新越製作所 6122001022641
バイオマス関連施設プラント部品の精度向上と生産効率の改
善計画

特別 株式会社京都銀行

2112 R127040286 近畿 大阪府 有限会社新栄紙工所 8120002011281
コロナ禍における顧客要求に対して落丁作業の自動化を図り
高品質及び高効率生産の確立を行う

特別

2113 R127040287 近畿 大阪府 阪南デンタルクリニック 患者に最適なジルコニア歯冠の即日治療体制の構築 通常

2114 R127040288 近畿 大阪府 株式会社明来エンタープライズ 4120001120046
コロナ渦の結婚式プロセスの非対面化及び省力化に向けた新
システム開発

特別

2115 R127040298 近畿 大阪府 明和ゴム株式会社 1122001007424 高付加価値ゴム製品の品質及び生産性向上事業 通常

2116 R127040301 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

2117 R127040303 近畿 大阪府 株式会社ＩｘＺＯＱ 8122001016518
塑性加工解析ソフト導入による鍛造金型事業におけるＤＸの実
現

通常

2118 R127040304 近畿 大阪府 株式会社邦文社 5120001094248
抗ウイルス対応素材を使った高付加価値印刷物提供による競
争力強化事業

特別

2119 R127040305 近畿 大阪府 株式会社ワイ・エス・デザイン 7120001092514
最新レーシングシミュレーターを活用した両眼視機能検査装置
の開発およびモータースポーツ市場への参入

通常

2120 R127040307 近畿 大阪府 株式会社アクト石原 6120001016721
最先端製函装置導入による高付加価値段ボールケースの生産
性向上

通常

2121 R127040312 近畿 大阪府 株式会社カレン・コーポレーシヨン 1120001062365
目的適合型学習支援とコロナ対策を実現する革新的支援基盤
の確立

特別

2122 R127040313 近畿 大阪府 株式会社ルック 1120001174375 めっき工程用薬液事業の効率化と高付加価値品へのシフト 特別

2123 R127040315 近畿 大阪府 プレミアムプラスジャパン株式会社 3120901029230
歯科咬合採得材製造工程の機械化・半自動化による生産性お
よび品質・安全性の向上

通常 株式会社池田泉州銀行

2124 R127040317 近畿 大阪府 株式会社関西加工材 7120001198154
日本製百円均一商品の供給拡大を再生材の混合率引き上げ
で実現する革新的設備計画

特別

2125 R127040319 近畿 大阪府 株式会社米の脇坂 2120001034966 有機ＪＡＳ米認証取得に向けた技術開発のための基盤構築 通常

2126 R127040320 近畿 大阪府 株式会社サニーブランチカンパニー 2120001167923 飲食店による本格的な食品製造部門の確立とＥＣ展開 特別 中澤　未生子

2127 R127040321 近畿 大阪府 株式会社あかおに鉄工所 8122001030989
テレワーク体制の構築と測定能力向上によるロボット事業への
参入

通常 株式会社ゼロプラス

2128 R127040322 近畿 大阪府 浜野製作所
最新高剛性マシニングセンタの導入による半導体等の先端市
場への事業展開

特別

2129 R127040323 近畿 大阪府 株式会社三好板金工作所 4120001053031
高性能ポータブルスポット溶接機導入により、空調設備ダクトの
品質向上と加工能力拡大

通常 杉本　友彦

2130 R127040327 近畿 大阪府 株式会社リブラ 3120001164218
コロナ禍における顧客への製品安定供給のための生産体制の
構築

特別

2131 R127040328 近畿 大阪府 テクノロール株式会社 1120101041707
ウレタン注型機等の最新設備導入による「ＶＯＣ抑制ＵＶインク
用ウレタンロール」の生産性向上計画

特別

2132 R127040332 近畿 大阪府 株式会社新井製作所 9122001030071
再生材料に対応した高品質・高効率で環境負荷の低い射出成
形技術の確立

通常

2133 R127040334 近畿 大阪府 濱本歯科・口腔外科クリニック
最新設備の導入で補綴物の自院完全一貫製作による高付加
価値化と効率化

特別

2134 R127040335 近畿 大阪府 松川工作所
ＣＮＣ旋盤加工機を導入して職人独自のノウハウを数値化し自
動加工化する取組

通常

2135 R127040338 近畿 大阪府 株式会社五條堂 5122001032559
新たな市場への進出・浸透を推進するための自社開発品の生
産力強化

通常

2136 R127040341 近畿 大阪府 ＲＥＭＯＤＥＬＡ株式会社 7120001230107
３ＤレーザースキャナとＩＴ活用による賃貸住宅の原状回復見積
作業の効率化

特別 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

2137 R127040343 近畿 大阪府 株式会社フラップ 6120101024426 プラスチック加工生産の抜本的生産性向上計画 通常

2138 R127040346 近畿 大阪府 株式会社林金型製作所 5120001147170
新型放電加工機導入によるエコカー部品用金型の増産と大型
金型の製造体制構築

特別

2139 R127040348 近畿 大阪府 株式会社吉田金型 6120101042840
ユーザー要求に答えられる大型クランクプレス導入による生産
性向上計画

特別

2140 R127040349 近畿 大阪府 株式会社清光 8120001156037
立型マシニングセンタ導入による加工能力と加工精度向上で受
注の拡大

特別

2141 R127040356 近畿 大阪府 ふくだ歯科
ＣＴスキャナー導入によるインプラント治療の開始と付加価値の
向上

通常

2142 R127040360 近畿 大阪府 株式会社大成工業 5120001159744 特殊な研磨材を配合した超精密加工用ブラシの製造開発 通常

2143 R127040363 近畿 大阪府 福井精機工業株式会社 4120001028082
高性能ワイヤ放電加工機導入による射出成型金型の高精度化
及び生産性向上

特別

2144 R127040364 近畿 大阪府 株式会社三友測量 9120101030611
非多面納品を実現する高圧電線移設向け短工期用地測量事
業の開発

特別

2145 R127040368 近畿 大阪府 緑屋紙工株式会社 5120001021788
パッケージ用封筒へのデジタル印刷機を導入して、小ロット対
応の新たな需要の創出

通常 大阪商工会議所

2146 R127040370 近畿 大阪府 株式会社ＲＡＤ 5010501026439
大型フィン成形機導入による小ロット高性能大型ラジエーター
製造能力の拡大

特別 東京東信用金庫

2147 R127040374 近畿 大阪府 ダイワ光芸株式会社 6120001024245
製版事業のＤＸ化！オンラインニーズに対応したサービスの提
供

特別

2148 R127040375 近畿 大阪府 株式会社ツタワ 2120001020974
非対面型買取再販用モバイルアプリ導入計画とコロナ影響回
避計画

特別 大阪信用金庫

2149 R127040379 近畿 大阪府 株式会社ゲンショウ 6120001020104
亜鉛ウイスカ抑制ネジ専用製造ラインを準備し、ＥＶ車含め車
業界の需要に対応する。

特別

2150 R127040380 近畿 大阪府 共立金網株式会社 9120001020043
メッシュベルト用ロッドを全自動波付け機で短納期と生産性の
向上

通常

2151 R127040381 近畿 大阪府 株式会社ライジング 8011101068100
代理店・パートナー企業向けクラウド案件管理システムを構築
し、生産性の向上とテレワークを実現する

通常
株式会社フラッグシップ
経営
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2152 R127040382 近畿 大阪府 ＴＨ　ｃｒｅａｔｅ株式会社 3120001221118
出前サービス利用高齢者へのコロナ禍解消と利用促進の為の
非対面化アプリ導入

特別 大阪信用金庫

2153 R127040384 近畿 大阪府 ヤマモト精工株式会社 4120001124690
製造プロセスの改善による短納期・高精度加工と熟練工に依
存しない新たな生産体制の構築

特別 株式会社エフアンドエム

2154 R127040385 近畿 大阪府 枚岡合金工具株式会社 7120001025036
超硬切削技術導入による高精度、短納期、コストダウンで受注
拡大

通常 尾中税理士法人

2155 R127040387 近畿 大阪府 ＭＳＲ株式会社 2120101025741
５Ｇ通信に不可欠なＬＣＰフィルム加工のための熱アニール加
工機の開発

特別

2156 R127040391 近畿 大阪府 Ｃ－ｓｉｄｅ　Ｔａｉｌｏｒ’ｓ
歯科技工士の新しい道「咬合士」を確立する顎関節症改善法の
開発

通常 アイアンドアイ株式会社

2157 R127040394 近畿 大阪府 ＪＰ－ａｋａｉ
医薬品の生産プロセス改善を可能にする高精度部品の開発計
画

特別

2158 R127040397 近畿 大阪府 小畑産業株式会社 3170001001151
イオン液体利用の有機ＥＬ化学材料精製技術の工業化条件確
立

通常

2159 R127040398 近畿 大阪府 ココロハズム株式会社 1120001189373
歯科技工物作成プロセスのデジタル化による非対面型ビジネ
スへの移行

通常

2160 R127040401 近畿 大阪府 ヤシキプリント株式会社 4120002013835 環境に配慮した革新的な駐車票の更なる付加価値向上 特別

2161 R127040402 近畿 大阪府 明段舎株式会社 4130001065967
３Ｄレーザースキャナー導入による革新的なＶＲ映像の制作事
業

通常

2162 R127040403 近畿 大阪府 スキルインフォメーションズ株式会社 5120001055778 ローカル上の資料も承認管理可能な電子印鑑サービスの開発 通常 大阪商工会議所

2163 R127040404 近畿 大阪府 パーツワークス株式会社 5120101061833
センサー用金属筐体等をＣＮＣ精密自動旋盤で高精度加工と
生産性向上

通常

2164 R127040406 近畿 大阪府 株式会社ハイエンドミュージック 7120001202915
Ｗｅｂオーダーメイドシステム構築とギター製造工程自動化によ
る事業拡大

特別

2165 R127040412 近畿 大阪府 株式会社長原製作所 6120001227566
金属部品に対応したワーク脱着ロボット導入によるインサート
成形の生産性向上

特別

2166 R127040413 近畿 大阪府 株式会社久保合成 6122001030917
射出成形機と連動した搬送ロボット・画像検査システム導入に
よる生産性向上

特別

2167 R127040414 近畿 大阪府 株式会社ダルマ化成 3122001032544
肉厚成形加工の品質及び生産性向上により航空機関連部品
へ進出する

通常

2168 R127040417 近畿 大阪府 株式会社田中発條製作所 4120001020766 精密押しバネを高度化することで多種類展開する計画 特別 株式会社エフアンドエム

2169 R127040420 近畿 大阪府 株式会社松本鉄工 3120101061265 ＣＮＣ旋盤の導入による長尺部品の生産体制の強化 通常

2170 R127040425 近畿 大阪府 大一電機株式会社 8120001012743
超高圧変電所変圧器部品の量産体制確立による生産性向上と
新規事業領域への参入

特別

2171 R127040426 近畿 大阪府 株式会社よつば製作所 9120901032988
生産プロセス改革による薄板高精密試作部品の完全内製化と
超短納期化

特別 京都信用金庫

2172 R127040432 近畿 大阪府 有限会社まるい印刷 5120002018148
小ロットニーズが高まる印刷市場に対して生産プロセス改善に
よる受注拡大事業

通常

2173 R127040441 近畿 大阪府 有限会社池田塗装 4122002000251
塗装工程の高品質化と生産性向上により５Ｇ需要を取り込み事
業拡大

特別 株式会社ゼロプラス

2174 R127040448 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

特別

2175 R127040451 近畿 大阪府 寺田工作所
再生可能エネルギー発電システムの電力効率化設備部品に関
する精密化・生産性向上の新技術開発事業

特別

2176 R127040454 近畿 大阪府 株式会社ネクスタ 1120001205304 中小製造業向けＷｅｂ受発注プラットフォームシステムの開発 特別

2177 R127040455 近畿 大阪府 株式会社新海商店 6120001155973
超薄畳・縁無畳専用加工機の導入による短納期・量産化専用
ラインの構築

通常 枚方信用金庫

2178 R127040456 近畿 大阪府 株式会社サンコー技研 3122001002588 次世代向け超薄型放熱基板の専用自動プレス装置の開発 通常

2179 R127040459 近畿 大阪府 日産ネジ株式会社 1120101005397 世界初のコンセプトによる緩み止めボルトの新商品開発事業 特別

2180 R127040466 近畿 大阪府 株式会社ＭｉＢｙｕｔａ 9120003008615 アフターコロナに対応した仮想旅行体験サイトの構築 通常

2181 R127040469 近畿 大阪府 伸榮産業株式会社 4122001017107
取引データを一元管理できる基幹システムの構築による社内
業務効率化

特別

2182 R127040471 近畿 大阪府 株式会社プリントパートナー 3120001200641 カッティング工程の自動化による大判サイネージの生産性向上 通常

2183 R127040473 近畿 大阪府 神豊タオル株式会社 9120101039784
コロナ影響化における外注品内製化の為の最新型織機の導入
による生産性向上

特別

2184 R127040474 近畿 大阪府 有限会社平井鉄工所 7120102020514
生産性向上と市場開拓のための精密サーボプレスブレーキの
導入

特別

2185 R127040476 近畿 大阪府 家原ライト工業株式会社 1120001071424
スーパーエンプラ製オイルレベルゲージ開発を通した、新規販
売領域の確立

通常
株式会社ダイワマネジメ
ント

2186 R127040477 近畿 大阪府 株式会社イヅミ 4122001022874
ショットブラスト機導入で溶接チリ等の除去を自動化し品質と生
産性を向上

通常

2187 R127040478 近畿 大阪府 株式会社ＫＩＹＯＭＩ 5122001030389
就労支援事業とアクアリウム事業との融合による障害者支援
事業の確立

特別 大阪信用金庫

2188 R127040480 近畿 大阪府 イカリ工業株式会社 4120001014256
メッキ加工の膜厚制御と検査機能強化による、顧客要望品質
の実現

特別

2189 R127040482 近畿 大阪府 株式会社サルトコラボレイティヴ 7120001131602
地域の人気飲食店とのコラボによる新たなエリアの価値向上計
画

通常

2190 R127040485 近畿 大阪府 北摂エンジニアリング株式会社 7120901017652
管工事の短納期化に寄与する配管加工における生産性向上
計画

特別 株式会社エフアンドエム

2191 R127040491 近畿 大阪府 だんらん住宅株式会社 8120001113161
ＶＲで実現！　老人ホーム紹介から家売却までのワンストップ
サービス

特別 井上大輔

2192 R127040495 近畿 大阪府 株式会社ルートゼロ 8120001196669
超実践オンライン型プログラミングスクールプラットフォーム「Ｄ
ＥＶ．ＬＡＢ」の開発

特別 合同会社G&N

2193 R127040498 近畿 大阪府 株式会社ＳＫ精密 7122001030593
創業間もなくシリンジ用金型をワイヤカット放電加工機で高精度
加工

特別

2194 R127040500 近畿 大阪府 株式会社ヒロ・Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 1120001206095
働き方の多様化と効率化を目指した感染防止対策と在宅ワー
クの導入

特別
有限会社サステイナブ
ル・デザイン

2195 R127040501 近畿 大阪府 株式会社日版プリント 9120001057606
蜜を回避して、機械化による生産効率を高めネット通販事業部
に注力し、年商１０憶を達成！

通常

2196 R127040504 近畿 大阪府 横田化工機株式会社 4120001050813
大型３次元測定機の導入による検査精度の品質向上と生産性
の向上

特別

2197 R127040505 近畿 大阪府 株式会社中野鉄工所 9120101005605
高齢化社会における交通事故多発から運転免許証返納後の
交通手段として電動三輪自転の車普及を図る

通常

2198 R127040506 近畿 大阪府 株式会社ファイン 1120001110446 新型プリンタ導入によるコロナ禍の革新的生産プロセスの確立 特別
株式会社東京経営サポー
ター

2199 R127040508 近畿 大阪府 株式会社伸栄製作所 1122001032587
円筒研磨機と新規考案治具による研磨工程の画期的な生産性
向上

特別

2200 R127040510 近畿 大阪府 ビジネスサービス株式会社 8120901011836 完全内製化による製造リードタイムの短縮と増産体制の構築 通常
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2201 R127040515 近畿 大阪府 宮田金属工業株式会社 1122001020237
レベラーフィーダーで高付加価値プレス品を開発し新規分野を
開拓

通常

2202 R127040525 近畿 大阪府 株式会社インジェンツ 3120001143790 レーザ距離センサーを利用する光学式角度計の開発と商品化 通常

2203 R127040526 近畿 大阪府 かただ歯科
地域障害者に対する地域包括ケアシステム構築に向けた歯科
治療体制の強化

通常
株式会社中央ビジネスグ
ループ

2204 R127040529 近畿 大阪府 株式会社ＳＥＩＷＡ　ＧＬＯＢＡＬ 1130001058239
福祉の新時代到来！ＶＲ動画によるリアリティを追求した障が
い者就労訓練プログラムの開発

通常 近藤　孝次

2205 R127040539 近畿 大阪府 株式会社エムティ・ブレイス 3120901028554
最先端３Ｄデジタル技術を駆使した非接触型インソール生産体
制の構築

特別

2206 R127040543 近畿 大阪府 株式会社ＹアンドＭオンリーフーズ 4140001067302 ｗｉｔｈコロナに対応の体制構築で売上と利益の確保・拡大を図る 通常

2207 R127040546 近畿 大阪府 淀屋橋ブライト歯科
最先端ＣＴ導入によるデジタル矯正治療の長期安定化と治療信
頼性の向上

特別
株式会社中央ビジネスグ
ループ

2208 R127040547 近畿 大阪府 株式会社木野製作所 4122001033104
複合加工機導入による建設機械アタッチメント部品の増産体制
の構築

通常

2209 R127040550 近畿 大阪府 株式会社松谷金属 5120901025715
高性能プレス機の導入と金型設計の工夫によって実現する生
産プロセスの革新

通常

2210 R127040555 近畿 大阪府 タイユ株式会社 1120001056482
ＩＯＴ技術による工作油の開発検証および工作油管理システム
の構築

特別

2211 R127040556 近畿 大阪府 宮本製作所
省エネ変圧器需要に対応し、他社で困難な難素材の銅加工生
産効率化

特別

2212 R127040558 近畿 大阪府 株式会社タニモト 9120901024639 コインシャワーの金型成形による生産性・稼働効率の向上 通常 盛澤陽一郎

2213 R127040560 近畿 大阪府 有限会社伸グループ 1120002008788
余剰食品、余剰時間の活用による社会貢献型飲食業のサポー
ト事業

通常
株式会社中央ビジネスグ
ループ

2214 R127040561 近畿 大阪府 かわらもと歯科
接触機会の低減と患者の負担低減を実現する３Ｄデータを活用
した先端歯科治療の実現

通常
株式会社中央ビジネスグ
ループ

2215 R127040563 近畿 大阪府 辻中歯科医院
セレック導入による短時間化と短期間化を実現した補綴治療体
制の確立

特別
株式会社中央ビジネスグ
ループ

2216 R127040564 近畿 大阪府 村安鋼業株式会社 1120001156794
日本唯一となる大型ＳＵＳ材の高精度開先切断による国内河
川・ダムの適正管理の実現

特別
株式会社中央ビジネスグ
ループ

2217 R127040565 近畿 大阪府 株式会社ホクセイ 9120001153446 ３Ｄ測定機導入による災害現場での測量技術の確立事業 通常
明和マネジメント税理士
法人

2218 R127040566 近畿 大阪府 中井歯科医院
ＣＡＤ／ＣＡＭシステムの導入による補綴治療プロセスの大幅な
効率化と、感染症対策体制の構築

特別

2219 R127040567 近畿 大阪府 戸尾歯科クリニック
最新歯科用ＣＴの導入による、インプラント治療や矯正治療のク
オリティ向上

特別

2220 R127040568 近畿 大阪府 そぶえ歯科
補綴治療の精度向上とインフォームドコンセントの強化のため
の最新設備導入

特別

2221 R127040573 近畿 大阪府 ＪＦＤ土地家屋調査士法人 5120005010325
調査士によるＵＡＶレーザーを活用した大規模な境界確認業務
の高効率化と革新的付随業務への進出

特別

2222 R127040574 近畿 大阪府 有限会社川上製作所 9120102015157
高所作業用足場を構成する部品の生産性向上を目指す設備
導入計画

特別
株式会社共立コンサルタ
ント

2223 R127040576 近畿 大阪府 株式会社瑛光家具 4120001019635
これからの展示会やショールームの非対面化に伴う各種展示
台の高効率生産体制の確立

特別

2224 R127040585 近畿 大阪府 株式会社橋本鉄工所 9120101024043
最新ＮＣフライス盤の活用による製品高度化ニーズへの対応と
先端市場への進出計画

通常 大阪信用金庫

2225 R127040586 近畿 大阪府 株式会社テラダ 4122001004930
クライオスタット事業への参入と高性能品の開発による市場
シェアの拡大

通常 大阪シティ信用金庫

2226 R127040587 近畿 大阪府 吉田歯科醫院
歯周周囲組織の定量・立体解析による発育支援矯正及び骨再
生治療の治療精度向上

特別 株式会社池田泉州銀行

2227 R127040590 近畿 大阪府 近畿産業株式会社 8120001063043 リモート立会による機密文書・メディア破壊サービス事業 特別 宮崎　和宣

2228 R127040595 近畿 大阪府 ディンク株式会社 2122001019360
特殊塗装による排水処理設備不停止補修工法の開発および補
修サービス提供

特別

2229 R127040601 近畿 大阪府 株式会社フロム・イン 9120001103888
コロナ禍凌駕の為の豊富なチャネルの活用及び先端設備導入
による生産性向上

特別 尼崎信用金庫

2230 R127040603 近畿 大阪府 宇野鋼線株式会社 3120101037975
付加価値の高い硬鋼線、ステンレス鋼線伸線技術開発のため
の基盤構築

特別 大阪信用金庫

2231 R127040604 近畿 大阪府 稲畑香料株式会社 8120001106009
秤量連携システムを導入することによる香料生産効率の飛躍
的向上

特別

2232 R127040608 近畿 大阪府 なかがわ歯科医院 広範囲３ＤＣＴの活用による地域住民の不正咬合の予防 特別

2233 R127040610 近畿 大阪府 原田歯科医院
根管治療、難治性埋伏歯、低侵襲インプラントの３本柱による
地域歯科の牽引

通常

2234 R127040616 近畿 大阪府 株式会社浜幸鋼業 6120101053169 自動溶接ロボット導入による三密回避と生産性の向上 特別

2235 R127040617 近畿 大阪府 株式会社エイコー食品 5120001160116
真空フライで実現する納豆製品の開発と新たなユーザー層の
開拓

通常 田川　智洋

2236 R127040618 近畿 大阪府 株式会社ＮＫＫソリューションズ 1120901040981 ＡＩを活用した学習支援・管理ツール「Ｓｔｕｄｅｅｐ」の開発 通常

2237 R127040619 近畿 大阪府 株式会社ガレージイル 2120101034742
レーザー装置を導入し人手による研磨下地処理作業を効率化
する

通常

2238 R127040623 近畿 大阪府 大東段ボール株式会社 9122001015584
受発注等管理業務を自動化し、高い生産性でテレワークが行
える環境を整備する

通常

2239 R127040627 近畿 大阪府 株式会社盆木製作所 4120101006327
高性能マシニングセンタ導入によって実現する生産プロセスの
革新

特別

2240 R127040630 近畿 大阪府 旭鋼鈑株式会社 5122001000193
高性能バリ取り機の導入による生産性向上と付加価値向上の
取組

特別

2241 R127040631 近畿 大阪府 林建設株式会社 8120001148505
新測量方式導入による大幅な生産性向上とニーズ対応による
受注増を狙う

通常

2242 R127040636 近畿 大阪府 アプリル株式会社 8120001163082
オンライン学習教材を音声認識技術を用いて素早く作成するア
プリの開発

特別

2243 R127040638 近畿 大阪府 ヒロデンタルクリニック
コロナ禍においても経営への影響を受けないメタルフリー治療
への対応と生産性向上による地域歯科医療の牽引

通常

2244 R127040640 近畿 大阪府 株式会社アサヒ研磨 9120101028151
コロナ禍と働き方改革への対応を刃物研磨の高精度化で両立
する

特別 尼崎信用金庫

2245 R127040644 近畿 大阪府 共和金型製作所
型彫放電加工機導入による生産プロセス改善と生産性向上で
短納期対応力強化

特別

2246 R127040646 近畿 大阪府 株式会社田光製作所 2120001026575
新型立型マシニングセンタ導入による鋳造金型の高精度化及
び増産体制の構築

特別

2247 R127040647 近畿 大阪府 株式会社オオタテクノス 1120901027500
高精度Ｒ面取り加工の実現による高付加価値化と新分野販路
開拓の取組

通常

2248 R127040648 近畿 大阪府 大志工業株式会社 1120101027598
リチウムイオン二次電池の市場拡大に伴う生産設備部品の高
品質化及び生産性向上への取組

特別

2249 R127040650 近畿 大阪府 株式会社大信金属 6120001096516
半導体製造装置部品等の小型化に対応する生産体制強化の
取組

通常
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2250 R127040654 近畿 大阪府 Ｙ’ｓテクノ株式会社 5120001141421 コロナ禍でひっ迫する医療設備用ウレタンチューブの増産対応 特別

2251 R127040657 近畿 大阪府 株式会社ＯＴＳ 2120901002766 洪水時における機器設備の浸水防止工事 通常

2252 R127040658 近畿 大阪府 大森工建株式会社 8120101028846
溶接ロボットの導入により、生産性向上と溶接職人減少による
鉄骨生産能力低下危機克服を実現する

通常

2253 R127040664 近畿 大阪府
ＯＳＡＫＡ　ＭＡＫＥＲＳ　ＳＰＡＣＥ　大阪ＤＩＹ工
房

クラフト品製作のデジタル化で品質効率向上と非対面型ビジネ
スへ

通常

2254 R127040666 近畿 大阪府 株式会社加藤刃木型製作所 3120901009208
多機能切断ロボットでの高機能性・安全安心ニーズ・高生産性
への徹底対応

通常

2255 R127040667 近畿 大阪府 梅原軽金属工業株式会社 4120101031911
アルミドロスからアルミ抽出後のアルミ灰を分析・調合により「製
鋼用副資材」とする事業

通常

2256 R127040668 近畿 大阪府 有限会社サンエー工作所 5122002013814
スマート工場を支えるコンベアメンテ部品の即日納品体制を強
化

通常

2257 R127040669 近畿 大阪府 シマズ金属株式会社 7122001018705
プレス加工業に切削加工を加え革新的な切削加工の技術確立
に取り組む

特別 株式会社エフアンドエム

2258 R127040674 近畿 大阪府 マルニ株式会社 6120001006482
オープンクリーンシステムの導入による医療分野製品の生産性
向上

特別

2259 R127040675 近畿 大阪府 株式会社ヤシマ精工 5122001007750
最新型２色成型機の導入による特許製品のコスト改善及び量
産計画

通常

2260 R127040677 近畿 大阪府 株式会社レイホー製作所 7120901010228
カーボングラファイト含浸処理設備導入による製造工程の内製
化で受注の拡大

特別

2261 R127040678 近畿 大阪府 阪上織布株式会社 4120101040400
糸から織物までの生産体制を内製化し大阪南部の織物産地を
元気にする

通常
一般財団法人 南都経済
研究所

2262 R127040680 近畿 大阪府 株式会社メディアウェイブ 9120001160979
動画編集工程のリードタイム短縮と外注工程の内製化による機
会損失の防止と売上の拡大事業

特別

2263 R127040683 近畿 大阪府 株式会社伊藤化粧ベニヤ製作所 3120101024940 真空プレス機を用いて開発した新たな化粧合板の量産化計画 通常

2264 R127040684 近畿 大阪府 株式会社アイパック 5122001000037
薄型段ボールシートの生産性向上を図りクライアントの国内生
産のニーズに応える事業

特別

2265 R127040688 近畿 大阪府 上本町どうぶつ病院株式会社 7120001168181
コロナ禍でも救える動物の命と顧客の信頼を高める高度な検
査・医療体制

特別

2266 R127040690 近畿 大阪府 有限会社ユウキ工業 8120102022187
全自動ミキシングプラント導入による地盤工事の省力化・生産
性の向上

特別

2267 R127040691 近畿 大阪府 株式会社シユアインテリア 7120001009996
デジタルロック筐体の試作体制強化及びダイカスト金型の自社
生産体制構築計画

特別 荒井　裕貴

2268 R127040693 近畿 大阪府 梅南鋼材株式会社 5120001004082
生産能力増強と顧客価値対応力の強化による一貫加工の高度
化

特別

2269 R127040694 近畿 大阪府 株式会社コモテキスタイル 9120001205107 ３次元ＣＡＤシステム導入により多品種・小ロットの内製化 特別 大阪商工会議所

2270 R127040697 近畿 大阪府 株式会社壮栄社 1120001098707
最新印刷機の導入によるファブリックサイン製作により顧客
ニーズに応え、当社の企画力発揮！

通常

2271 R127040709 近畿 大阪府 株式会社Ｈоｗ　ｔо　Ｕｓｅ 6120003015696 小規模製造業の販路拡大に資するＥＣモールの開設 通常

2272 R127040725 近畿 大阪府 御幸製本有限会社 7120002007405
丁合機・綴じ機導入を行い、効率性向上による短納期化で受注
拡大

通常
ひまわり経営サポート株
式会社

2273 R127040726 近畿 大阪府 有限会社高田精機 1122002014205
コロナ対応品金型に最適なマシニングセンターを導入、生産性
向上を図る

通常

2274 R127040729 近畿 大阪府 株式会社マーケティングデザイン 8120001203441
ＡＩ搭載サーバによる紹介の見込み顧客の予測と新規紹介告知
サービスの構築

特別 株式会社池田泉州銀行

2275 R127040732 近畿 大阪府 東阪電子機器株式会社 8011001015607
顧客の要望に応じた「見守り監視」のＩｏＴ化を低コスト・短納期
で提供します

特別

2276 R127040737 近畿 大阪府 相原電機株式会社 3120001019347
小型トランスの製造を可能にする装置を導入し新商品を開発す
る

特別

2277 R127040739 近畿 大阪府 ニシキ合金株式会社 8120101038341
新規研削盤の導入による生産性向上及びコロナ禍回避のため
の内製化

特別 大阪信用金庫

2278 R127040740 近畿 大阪府 清水化学工業株式会社 1122001018702
ＣＯＶＩＤ－１９の殺菌効果が唯一確認された空間除菌装置部品
の試作と量産化

特別
株式会社ダイワマネジメ
ント

2279 R127040741 近畿 大阪府 永田矯正歯科
顎骨格３Ｄモデル作成技術による高度矯正治療の地域拠点の
確立

通常

2280 R127040743 近畿 大阪府 株式会社ヤマト紙工 8122001007814
手作業工程に機械を導入し生産向上を図り、付加価値の高い
提案型案件の受注を目指す

特別

2281 R127040744 近畿 大阪府 株式会社ミリオン 9120001050734
インターネットを活用した革新的サイン製作受注システムの開
発計画

特別

2282 R127040748 近畿 大阪府 新明産業株式会社 6120901037156
新型コロナウイルスによる多種多様なニーズに対応する曲げ加
工強化事業

特別 松下　隆信

2283 R127040749 近畿 大阪府 日信工業株式会社 7122001019629
自動車部品メーカーの国内調達化による量産対応ローダー付
ＮＣ旋盤導入計画

特別

2284 R127040752 近畿 大阪府 Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｋ９
デジタル工程による地域高齢者への高度歯科技工サービスの
提供

特別 アイアンドアイ株式会社

2285 R127040753 近畿 大阪府 辻中鉱業株式会社 5122001005135
高性能乾燥機導入による生産プロセス改善とニッチトップ戦略
の進化

特別

2286 R127040756 近畿 大阪府 株式会社山本機工 3120101055275
高精度マシニングセンタ導入による工業用精密刃物の加工技
術向上及び内製化による安定供給体制確立計画

通常 荒井　裕貴

2287 R127040779 近畿 大阪府 株式会社シマテック 4120001155959
スカラロボットを組み合わせた新型パーツフィーダの開発と販
売

特別

2288 R127040786 近畿 大阪府 有限会社アイワモールド 3120002070860
「ランナーのない新発想金型」の高精度加工と工程の内製化に
よる増産

特別

2289 R127040790 近畿 大阪府 村上敷物株式会社 5120101007349
国産ダイレクトジャガード機の導入によるウィルトン織り絨毯の
生産性向上

特別

2290 R127040794 近畿 大阪府 株式会社山田製作所 1120001025685
小型の製菓機械の開発及び高精度の金型製作による生産性
向上と新販路開拓

通常
株式会社Ｎ総合会計コン
サルティング

2291 R127040795 近畿 大阪府 株式会社インクルージョン福祉総研 2120001206623
障害者自立支援を強化するグループホームマッチングサイトの
構築

特別

2292 R127040810 近畿 大阪府 株式会社寝屋川興業 3120001153542
総合廃棄物収集業務システム導入による、テレワーク環境の構
築と非対面営業の実現

特別

2293 R127040811 近畿 大阪府 株式会社奥ボーリング工業 4120901027019
自社設計の革新的な櫓の活用による温泉・井戸掘削工事の生
産性向上計画

特別

2294 R127040813 近畿 大阪府 寛大工業株式会社 8120101052937 鋼製パイプ切断工程の精度及び生産性の向上 通常

2295 R127040815 近畿 大阪府 ９株式会社 3120001167022
住宅リノベーションのセルフコーディネートシステム構築による
不動産業界の革新

特別

2296 R127040816 近畿 大阪府 ニチダイ株式会社 3120001033397
コロナ禍で国内回帰が進むグッズ制作市場に対して生産ライン
増強による競争力強化事業

通常

2297 R127040824 近畿 大阪府 株式会社中島食品 9120001033342
生鮮食品Ｗｅｂ受注と基幹システムのクラウド化による生産性、
安全性の向上

特別 若松　敏幸

2298 R127040828 近畿 大阪府 株式会社アイテック 8120101010102 超臨界技術を利用した抹茶のカフェイン除去装置の開発 通常
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2299 R127040835 近畿 大阪府 麺や福はら
ラーメン提供におけるコロナ影響を凌駕する非対面型ラーメン
販売の構築

特別

2300 R127040840 近畿 大阪府 株式会社エスケイオー 2122001017868
介護ベッド・コロナ感染防護服用オープンファスナーの製造工
程の革新

特別 税理士法人CROSSROAD

2301 R127040846 近畿 大阪府 浦田鉄工株式会社 7120101033517 客先要望による自動車部品の近隣サプライチェーン構築事業 特別
株式会社共立コンサルタ
ント

2302 R127040848 近畿 大阪府 ありす歯科クリニック
歯科医院が苦手な人に向けたワンストップ虫歯治療サービスの
提供

特別

2303 R127040850 近畿 大阪府 鈴木刺繍株式会社 7120001216477
刺繍技術習得の簡素化とプリントとの融合による付加価値の高
度化

通常 守口門真商工会議所

2304 R127040857 近畿 大阪府 株式会社ｓｅｅｄ 5120101047171
ＳＤＧｓの実現に向けてエシカルスイーツを全国オーガニック市
場へ

特別

2305 R127040860 近畿 大阪府 株式会社アドバンス 7122001000381
高難易度切断加工の内製化による革新的な事業体制構築計
画

特別

2306 R127040866 近畿 大阪府 北浜グローバル経営株式会社 7120001173735
中小企業、専門家との３者マッチングサイトによる生産効率およ
び生産性の向上

特別

2307 R127040868 近畿 大阪府 ＫＡＮＯ　ＣＥＮＴＥＲ株式会社 1120901013186 鉄筋加工業の未来をつくるための改革 通常

2308 R127040869 近畿 大阪府 世古精密工作株式会社 1122001032439
難削材であるインコネルの超精密加工、短納期化と増産の対
応

特別

2309 R127040871 近畿 大阪府 株式会社能美工業 9120001100613
加工工程の高度化による関西万博・ＩＲ、都市再開発への事業
拡大

特別 大阪信用金庫

2310 R127040879 近畿 大阪府 株式会社ニコシス 5120001154935 企業内人材配置最適化シュミレーションＡＩエンジンの構築 通常

2311 R127040880 近畿 大阪府 ホーム株式会社 7120001070370 ＩＴを駆使して働き方改革を実現するオフィスコンビニ 通常

2312 R127040881 近畿 大阪府 株式会社フィッシュ 7120001069660 活版印刷の可能性を拓き、次世代へ伝統技術を繋ぐ第二創業 通常

2313 R127040882 近畿 大阪府 サンエナジー株式会社 1120901028473
革新的感染空間消毒設備の開発による医療・介護分野への事
業拡大

特別

2314 R127040885 近畿 大阪府 松竹梅株式会社 5120003013247
加工・組立工程の国内回帰による生産の効率化とデザインの
高度化

通常

2315 R127040888 近畿 大阪府 株式会社ユーアイ 1120101022847
生産計画・作業オーダリングシステムを導入し、アナログでや手
作業をオンライン化し生産効率を向上させる取り組み

通常

2316 R127040891 近畿 大阪府 有限会社黒部鉃工所 4120002006707
穴あけネジ切り中ロット、最新ＮＣ導入による革新的生産環境
構築

通常 株式会社京都銀行

2317 R127040895 近畿 大阪府 ｅｒｖａ合同会社 4120003011458
ドックスリング開発ニーズ把握の為のサブスク型会員サービス
の開発

特別
合同会社ウイン・アク
ション

2318 R127040901 近畿 大阪府 株式会社阪南リサイクルセンター 4120101046604
リサイクル関連設備導入の生産性向上とコロナ感染回避に応
える非対面ビジネスの構築

通常

2319 R127040914 近畿 大阪府 株式会社ＢＥＬＩＥＶＥ 5120101056503
「クラウド型顧客管理、営業支援システム」を導入しコロナ禍で
も顧客満足度と生産性を向上させる

特別

2320 R128040007 近畿 兵庫県 株式会社柴野商会 9140001017566 落下キズを生じさせない最新鋭シャーリング加工機導入事業 特別 松下　隆信

2321 R128040011 近畿 兵庫県 明和通信工業株式会社 3120001058808 非対面型ビジネスによる自社開発製品の量産化事業 特別 松下　隆信

2322 R128040023 近畿 兵庫県 有限会社章陽工作所 8140002037713
コロナ禍における新規受注確保に向けた生産体制づくりのため
の取組

通常

2323 R128040025 近畿 兵庫県 株式会社ダイセイ 3140001084769 国産の那智黒石を使用した玉砂利の試作開発 特別 兵庫太和税理士法人

2324 R128040027 近畿 兵庫県 株式会社村林商会 7140001044281
混錬機部品精度向上に寄与する片肉残し加工の新工法技術
開発計画

特別 株式会社エフアンドエム

2325 R128040033 近畿 兵庫県 Ｖｉ　Ｔｅｃｈ
全自動加飾ミシンで「姫路皮革」製自動車用シートカバーを製
造する計画

特別

2326 R128040035 近畿 兵庫県 内藤仏具店 全自動機の導入による生産性向上と収益改善の実現 通常

2327 R128040039 近畿 兵庫県 株式会社大進精機 7140001041130
短納期、安定供給を実現する船舶エンジン用燃料噴射ノズル
の生産プロセス革新

特別
株式会社フラッグシップ
経営

2328 R128040040 近畿 兵庫県 株式会社今井製作所 7140001078065
積層モーターコアの検査体制確立による生産性向上とテレワー
ク環境の整備

特別
株式会社フラッグシップ
経営

2329 R128040044 近畿 兵庫県 近畿壁材工業株式会社 5140001085204
自動充填機導入による主力製品内製化での事業構造改革と新
市場開拓の実現

特別 兵庫県商工会連合会

2330 R128040048 近畿 兵庫県 株式会社トーホー 4140001069546 傾斜角４７度未満の大規模法面施工の生産性向上 特別

2331 R128040050 近畿 兵庫県 株式会社佐野鉄工所 7140001004797 ５軸加工を可能とする　ＣＡＤ／ＣＡＭの導入事業 特別 松下　隆信

2332 R128040053 近畿 兵庫県 アーキテック株式会社 4140001086327
ハイパースペクトルカメラを用いた建築物骨材の風化及び耐久
性評価事業

特別

2333 R128040055 近畿 兵庫県 株式会社ＪＶＵ 9140001114529 ファスティング支援事業ソフト開発 特別

2334 R128040057 近畿 兵庫県 有限会社大宝精機工業所 5140002041494
革新的高機能クランクシャフトの増産体制確立と競争力強化の
実現

特別 山本　高久

2335 R128040058 近畿 兵庫県 株式会社ユーストーリー 6140001089204
耳鼻科・小児科疾患の患者のためのオンライン診療システムの
開発

通常

2336 R128040060 近畿 兵庫県 津門株式会社 7140001069477 運送資産の見える化による業務効率改善と働き方改革の実現 通常

2337 R128040061 近畿 兵庫県 有限会社イヨリグリーンコーポレーション 1140002051679
高効率設備を活用した戻し堆肥の生産開始による敷料市場へ
の新規参入

特別 兵庫県商工会連合会

2338 R128040062 近畿 兵庫県 共営食品株式会社 3140001058517
中食市場拡大に伴う業務用米の仕入需要に応じた、米飯の物
理的安全性向上および品質向上計画

特別 株式会社阿波銀行

2339 R128040063 近畿 兵庫県 イゲタ産業株式会社 7140001003007
コロナ禍において需要の高まる製品の包装用長尺段ボール製
造工法の抜本的な改革

特別 兵庫信用金庫

2340 R128040064 近畿 兵庫県 有限会社ファルコム 7140002038027 板材供給の効率化による生産体制の増強 特別 松下　隆信

2341 R128040065 近畿 兵庫県 井上デンタルラボラトリー デジタルラボ用ＣＡＤ／ＣＡＭシステムによる生産性の向上 通常 兵庫県商工会連合会

2342 R128040066 近畿 兵庫県 株式会社稲美乳販 9140001044478
非乳製品の非対面販売・宅配効率化および見守りサービス等
の新規開発

特別
株式会社マネジメントオ
フィスいまむら

2343 R128040068 近畿 兵庫県 ヤブサ空調機材株式会社 5140001082663 最新型鋼材加工機の導入による生産プロセス革新計画 通常

2344 R128040069 近畿 兵庫県 有限会社仲西商店 1140002046051 有価物還元回収プラントの高効率化 通常

2345 R128040070 近畿 兵庫県 谷工作所
艦艇用構成部品等の高精度部品の価格面・種類に対応した旋
盤加工の高度化計画

特別 シェアビジョン株式会社

2346 R128040071 近畿 兵庫県 有限会社ウエストシール 4140002030779 印刷工程において多台持ちを可能とする新生産ラインの構築 通常

2347 R128040073 近畿 兵庫県 株式会社水野工業所 4140001051462 塗装を含む社内一貫生産体制の増強 特別 松下　隆信

48 / 65



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

2348 R128040074 近畿 兵庫県 有限会社森井 8140002039189
国産・低価格で供給不足に対応、特定米穀の生産体制ワンラ
ンクアップ計画

通常 兵庫県商工会連合会

2349 R128040075 近畿 兵庫県 姫路自動車整備協業組合 3140005013501
最新式一貫車検検査ラインの導入による「機会損失の受注化」
及び「検査情報のデータ化による生産性向上」の実現

特別

2350 R128040077 近畿 兵庫県 大村機工株式会社 9140001012682
試作リードタイムを短縮し機会損失の防止及び売上拡大を目指
す

特別

2351 R128040078 近畿 兵庫県 株式会社トップ食品 3140001050250
菓子の創り手と買い手を結ぶプロ専門Ｗｅｂプラットフォーム構
築

特別 株式会社みなと銀行

2352 R128040093 近畿 兵庫県 株式会社ＧＥＯソリューションズ 2140001072031 ＩＣＴを使用した下水処理場における点検・調査のシステム開発 通常

2353 R128040110 近畿 兵庫県 株式会社ドーマン 9210001014184
建築物の大型化と使用鋼材の大型化に対応した大型加工機導
入計画

通常

2354 R128040111 近畿 兵庫県 河部精密工業株式会社 7140001058406
高性能平面切削盤導入による人気鋸「ｕｔｉｌｅｓ」の新製品開発、
生産性向上

通常 姫路商工会議所

2355 R128040113 近畿 兵庫県 株式会社下平金属工業所 8140001078452 大型アルミ製品の需要拡大に対応する曲げ高度化事業 特別 松下　隆信

2356 R128040116 近畿 兵庫県 株式会社新畑鉄工所 6140001080393
高剛性小型ＣＮＣ旋盤導入によるボイラ弁・油圧装置等の量産
小物部品受注への対応

特別

2357 R128040120 近畿 兵庫県 有限会社カミカワ 1140002033388
外壁出隅接着機を導入して「出隅」の品質・生産性を向上させ
る取組

通常

2358 R128040125 近畿 兵庫県 株式会社ハリマネヂ工業所 8140001035370
カムシャフト製造の国内回帰対応に向けた増産および品質管
理体制の構築

通常 播州信用金庫

2359 R128040130 近畿 兵庫県 株式会社オオガキテック 5140001042634 『シャーリング加工』の加工領域拡大による生産性向上事業 特別 松下　隆信

2360 R128040145 近畿 兵庫県 正垣耳鼻咽喉科クリニック
耳鼻科用コーンビームＣＴ導入による診断精度の向上とコロナ
対策

通常
アルタス・パートナーズ
合同会社

2361 R128040147 近畿 兵庫県 六甲機工株式会社 8140001087049
生産プロセス革新によるリバースエンジニアリングの生産性向
上と短納期対応

通常
株式会社フラッグシップ
経営

2362 R128040163 近畿 兵庫県 株式会社湧川鉄工所 2140001051910
立形マシニングセンタ導入による大型ケミカルポンプ製造の効
率化

特別

2363 R128040164 近畿 兵庫県 株式会社尾花商店 1140001103316
畜産敷料の不足を補い安定供給を図るオガ屑の自社生産と新
商品の開発

特別 兵庫県商工会連合会

2364 R128040169 近畿 兵庫県 大和興発株式会社 7140001047615 検査機器の導入による品質管理・品質保証部門の強化 通常

2365 R128040172 近畿 兵庫県 有限会社船本鉄工所 4140002069875 切断・穴あけ工程の統合によるアングル架台製造事業の展開 特別 株式会社ゼロプラス

2366 R128040177 近畿 兵庫県 株式会社メイセイコンサルタント 1140001075134 ＩＣＴ測量機活用による堰堤建設測量の非対面ワンストップ事業 特別

2367 R128040187 近畿 兵庫県 株式会社中塚製作所 1140001063527 変種変量生産体制の増強 特別 松下　隆信

2368 R128040197 近畿 兵庫県 田中歯科クリニック
コロナ影響下での効果的な歯科治療と８０２８教育との融合
サービス

特別

2369 R128040207 近畿 兵庫県 根村産業株式会社 5140001016638
超音波溶着機・画像検査機統合システムによる生産性向上計
画とコロナ影響回避計画

特別

2370 R128040212 近畿 兵庫県 有限会社山田製作所 7120002019334
複雑形状加工に対応した新しい製造工程で新規取引拡大に取
り組む

特別

2371 R128040216 近畿 兵庫県 有限会社淡路ビーフ新谷 6140002069213 急速冷凍機導入によるインターネット販売強化と新規顧客開拓 特別

2372 R128040217 近畿 兵庫県 吉田真皮化成株式会社 7140001066029
ペットフード製造用一貫ライン構築による収益性改善と売り上
げの向上

特別 但陽信用金庫

2373 R128040221 近畿 兵庫県 津田金属熱煉工業株式会社 8120901024689 環境変化に対応した環境に配慮した生産性向上プロジェクト 通常

2374 R128040223 近畿 兵庫県 原田特殊鋼株式会社 8140001060823
エア・コンプレッサー部品一次加工の対応による国内サプライ
チェーンへの参画

特別 兵庫県信用組合

2375 R128040224 近畿 兵庫県 株式会社千石工作所 3140001076031 試作開発のリードタイム短縮事業 通常 松下　隆信

2376 R128040226 近畿 兵庫県 株式会社三興 1120001147018
独自技術を活用した高付加価値製品の高効率量産体制の構
築

特別

2377 R128040227 近畿 兵庫県 株式会社山喜 8140001038860
プロトン凍結機による（八鹿豚の旨塩焼き豚）の新たな販売提
供事業

通常 兵庫県商工会連合会

2378 R128040238 近畿 兵庫県 有限会社三弘製作所 5140002034721
高性能ＮＣフライス盤で発電機用シャフトの高精度化と生産性
向上

特別

2379 R128040239 近畿 兵庫県 有限会社竹本精工 6140002034126
多品種・微調整・小さな需要への柔軟な対応のための部品加
工の総合化

特別 播州信用金庫

2380 R128040240 近畿 兵庫県 有限会社向洋機械 8140002025998
生産プロセスの最適化による製造力の向上及び新規受注の拡
大

通常

2381 R128040243 近畿 兵庫県 ミナト建設工業株式会社 3140001044681 地方の企業が本気で取り組む工事現場のＩＣＴ化計画 特別 兵庫県商工会連合会

2382 R128040247 近畿 兵庫県 株式会社西神戸化成 2140001005164
高度化樹脂ペレタイザー導入によるＰＬＡ樹脂再生ペレット製造
事業

特別

2383 R128040248 近畿 兵庫県 明石ベンダ工業株式会社 8140001112723
超大型パイプを熱処理せずに曲げられるニッチ領域の対応能
力獲得

通常 日新信用金庫

2384 R128040251 近畿 兵庫県 三伸工業株式会社 1140001007913
橋梁の修繕・建て替えや２０ｔ超大型構造物の品質向上と安定
供給体制の確立

特別 株式会社エフアンドエム

2385 R128040254 近畿 兵庫県 有限会社井上鉄工所 6140002061558
医薬品製造機器の高精度化・需要増に対応するための技術革
新計画

特別

2386 R128040260 近畿 兵庫県 株式会社伊丹精機 7140001041650
長尺対応ＣＮＣ旋盤導入による林業機械用油圧シリンダの生産
性の向上

特別

2387 R128040265 近畿 兵庫県 株式会社Ｌｉｎ 5140001024582
世界へ。日本銘石＆ハーバリウム製品のギフトニーズに応える
彫刻・印刷機導入

通常 長谷川　浩之

2388 R128040266 近畿 兵庫県 株式会社桝田工業所 4140001052972 溶接未経験者を活用した溶接工程の合理化 通常 松下　隆信

2389 R128040270 近畿 兵庫県 株式会社キタコウ 9140001038991
大型鉄骨工事の受注拡大に向けた、開先加工技術の高度化
事業

特別 株式会社ゼロプラス

2390 R128040271 近畿 兵庫県 ボディーショップ　ローライフ 特定整備と超高張力鋼板対応の溶接の掛け合わせサービス 通常 兵庫県商工会連合会

2391 R128040272 近畿 兵庫県 株式会社Ｔｈｅ　Ｇｏｌｄ－Ｃｏｌｌａｒ 6180001120427 ボトルネックとなった外注工程を内製化し売上拡大を目指す 特別

2392 R128040276 近畿 兵庫県 旭マシン株式会社 8140001012411 魚ウロコ取り機開発と魚加工処理の完全自動化の取組み 特別 宮崎　和宣

2393 R128040277 近畿 兵庫県 玉木米穀
業界初「玄米～無洗米まで自由に選んで小ロット短納期で納入
できる」サービス

通常 日新信用金庫

2394 R128040278 近畿 兵庫県 有限会社秀和工建 5140002046403
高速道ネットワークを３ＤＭＧ付バックホーで短納期と生産性の
向上

特別

2395 R128040279 近畿 兵庫県 ダイワ建材株式会社 4120001124360
人工大理石加工の効率化で技術者増員による新たな地場産業
の復興

特別 株式会社紀陽銀行

2396 R128040280 近畿 兵庫県 株式会社アシダコーポレーション 6140001040876
大型フラットベッドプリンタの導入と工程管理の強化による注力
商品量産化の実現

通常
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2397 R128040282 近畿 兵庫県 株式会社カネ貞 3140001055869
介護・病院・学校給食向け開き魚凍結用フリーザーで生産性の
向上を図る

特別

2398 R128040285 近畿 兵庫県 有限会社瀬尾鉄工所 8140002008739
高難度部品製作から高精度組立までの一貫生産を自動化等で
生産効率改善

特別 神戸信用金庫

2399 R128040288 近畿 兵庫県 土井工作所
最新ＣＮＣ旋盤の導入による環境配慮型ポンプ部品の高効率
生産

通常 姫路信用金庫

2400 R128040289 近畿 兵庫県 中井工業株式会社 1140001076801
鋳鋼鋳物生産の仕上げ工程の半自動化による高品質・高機能
な鋳鋼鋳物製品の高効率生産体制の構築

特別

2401 R128040293 近畿 兵庫県 株式会社アンカーラボ． 6140001093783
各人の歩行に最適化したオーダーメイドインソールの採寸設備
拡充

特別

2402 R128040294 近畿 兵庫県 播州製鎖株式会社 9140001060723 切断機・ウインチ導入によるチェーン製造の増産体制整備 通常

2403 R128040298 近畿 兵庫県 株式会社新陽製作所 9140001036351 検査体制強化による溶接・汎用ロボット部品生産性向上の取組 特別

2404 R128040299 近畿 兵庫県 大塚精工株式会社 9140001063362 環境問題とコロナ影響に対応するため新市場を開拓する計画 特別

2405 R128040300 近畿 兵庫県 旭精密株式会社 3120001049121
超硬合金（タングステン）を材料とした超硬工具の超高精度加
工と増産対応

特別

2406 R128040305 近畿 兵庫県 小野精機株式会社 2140001076619 電気自動車向け部品の高精度生産体制の構築 特別

2407 R128040307 近畿 兵庫県 株式会社クエイザー 3140001099825
経営革新計画をさらに進化させ建設重機まで範囲を広げた車
検サービスを展開

通常 兵庫県商工会連合会

2408 R128040309 近畿 兵庫県 ヘイワワーク株式会社 3140001076452 新事業への取組みによるコロナウィルス感染症の克服計画 特別

2409 R128040310 近畿 兵庫県 有限会社河岸製作所 9140002054047
大型ＣＮＣ旋盤導入によるガスタービン用長尺シャフト部品の加
工

特別

2410 R128040311 近畿 兵庫県 Ｈｏｍｅ　Ｂｅａｒ株式会社 7140001114480
ＣＮＣルーターと工業用ミシンの導入による湾曲タイプでレザー
製のオリジナルソファーの事業化

通常

2411 R128040312 近畿 兵庫県 高岡食品工業株式会社 6140001049802
生チョコ販路拡大と感染症防止のための革新的生産プロセス
構築事業

特別

2412 R128040318 近畿 兵庫県 マロール株式会社 6140001016876
省エネ省力化を支援する自動操舵システム部品の生産性向上
計画

通常

2413 R128040326 近畿 兵庫県 株式会社Ｉ－ｐａｃｋ 5260001011049 新規事業「流通加工」への取り組みによる当社経営革新事業 通常

2414 R128040328 近畿 兵庫県 上田動物病院
「高齢ペットのガンからの回復率×院内生産性」の飛躍的向上
を通じた企業成長への挑戦

通常

2415 R128040341 近畿 兵庫県 株式会社土居工作所 3140001056842
自由で開かれたインド太平洋構想に基づく鉄道網整備対応、設
備増強事業

通常

2416 R128040342 近畿 兵庫県 津谷歯科医院
院内高精度データ運用での最小侵襲治療と口腔ケア提供によ
る可及的な口腔内健康の実現

特別 株式会社三井住友銀行

2417 R128040345 近畿 兵庫県 有限会社マリノプロジェクト 8140002019281
極小サイズの医療用試作部品の低コスト製造を可能とする工
程開発

特別 岡内　勇気

2418 R128040348 近畿 兵庫県 阪神硝子工業株式会社 5140001013899
全国初の曲面強化合わせガラスによる防災安全ガラス量産体
制構築

特別 宮崎　和宣

2419 R128040349 近畿 兵庫県 有限会社英樹建設 1140002062049 使えるＩＣＴ　楽々セットアップサービス 通常 兵庫県商工会連合会

2420 R128040350 近畿 兵庫県 有限会社バイオベット 9140002038272
集中治療チームの構築と高性能ＣＴ導入による高度獣医療の
適用範囲拡大

特別

2421 R128040363 近畿 兵庫県 松下産業株式会社 6140001041858 亜鉛メッキ鋼線の伸線および巻き取り加工技術向上の実現 通常 兵庫県信用組合

2422 R128040364 近畿 兵庫県 株式会社ＴＲガレージ 3140001108750
最新の自動車技術に対応した自動車整備体制構築による、地
域を索引する先鋭的な工場への進化

特別

2423 R128040373 近畿 兵庫県 株式会社今田鉄工 9140001103614
次世代シリコンウェーハ対応の半導体製造真空装置部品の製
造と生産性向上

特別 日新信用金庫

2424 R128040380 近畿 兵庫県 株式会社田浦鉄工 6140001085649
組立・溶接工程のロボット化による、高品質な大型鉄骨の製
作・提供

特別

2425 R128040383 近畿 兵庫県 情報セキュリティ株式会社 2200001030924 中小企業やテレワーク向けセキュリティサービスの開発と導入 特別

2426 R128040385 近畿 兵庫県 有限会社糸乗建設 8140002046680
ＩＣＴ油圧ショベル導入を契機とし、地元一のデジタル建設会社
へ飛躍

特別

2427 R128040388 近畿 兵庫県 株式会社松尾工業 6140001064603 高性能パイプ切断装置導入による切断工程の生産性向上 特別

2428 R128040389 近畿 兵庫県 有限会社かない動物病院 7140002052127
無麻酔・高精度検査体制による治癒率向上とインフォームドコ
ンセントの強化

通常

2429 R128040395 近畿 兵庫県 有限会社大村工作所 2140002004272
自動溶接化による農機部品の溶接品質の向上と生産性の向上
を図る計画

特別 日新信用金庫

2430 R128040398 近畿 兵庫県 有限会社石田製作所 4140002034350
高精度ワイヤ放電加工機導入によるプレス金型製作の生産性
向上及び短納期生産体制構築計画

通常 荒井　裕貴

2431 R128040400 近畿 兵庫県 株式会社オシンテック 6140001111974 国際技術情報解析スキルをＡＩで共有知化した情報提供事業 特別

2432 R128040402 近畿 兵庫県 株式会社ダイワ製作所 2140001076750
精密サーボプレス機の導入による生産性向上と競争優位の強
化

特別

2433 R128040404 近畿 兵庫県 株式会社ＫＤ企画 2140001067444
新型無縫製横編み機導入によるさらなる差別化と自社商品の
ＥＣ販売挑戦

特別

2434 R128040406 近畿 兵庫県 株式会社メイプル 7120001099204
新型コロナに対応する新型除菌剤の開発並びに持続可能な生
産体制の構築

特別 大阪商工会議所

2435 R128040407 近畿 兵庫県 株式会社エフアンドエーテクノロジー 3140001079851
高精度水素法漏れ検査装置の試作品開発とその商品化を図る
取組み

特別 尼崎信用金庫

2436 R128040422 近畿 兵庫県 有限会社細目鉄工所 5140002029696
製鉄所のコストダウンに貢献する設備部品の品質の安定と生
産性の向上

特別 株式会社但馬銀行

2437 R128040426 近畿 兵庫県 株式会社三和バネ 1140001052199
投影式バネ高さ自動測定装置導入による高付加価値バネの生
産性向上

通常

2438 R128040430 近畿 兵庫県 株式会社元源 7140001118580
冷凍技術で日本人の食育と健康寿命を伸ばす！里芋製販モデ
ルの実現

特別 白川　淳一

2439 R128040434 近畿 兵庫県 株式会社加美鳥 3140001112975
「播州地卵」の新たな販路開拓に向けた衛生面の改善と生産性
向上

通常 兵庫県商工会連合会

2440 R128040435 近畿 兵庫県 株式会社ツネテクノス 3140002025185
ファイバレーザ溶接機導入による生産性向上および新規案件
獲得計画

通常 神戸信用金庫

2441 R128040436 近畿 兵庫県 明石プラスチック工業株式会社 9140001034446 高精度油圧成型機と三次元測定機による生産改革 特別
明和マネジメント税理士
法人

2442 R128040439 近畿 兵庫県 竹内鉃工株式会社 6140001038400
鉄骨生産におけるボトルネックの解消による生産性の革新的
向上

通常 株式会社ゼロプラス

2443 R128040443 近畿 兵庫県 柴宇淡路食彩株式会社 4140001085980
選別工程の高度化による異物混入リスク低減と作業環境の改
善

通常

2444 R128040447 近畿 兵庫県 株式会社甲斐製作所 2140001048163
⼤型試作成型品の⽣産体制構築による短納期、低コスト対応
計画

通常

2445 R128040448 近畿 兵庫県 合同会社Ｒｏｏｆ 1140003011764
地域の未活用材の特長をいかしたエシカルで高機能な育児用
品のＥＣ事業展開

特別
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2446 R128040450 近畿 兵庫県 株式会社ささやまビーファーム 7140001107807 丹波篠山で原材料から作る特産品の「生産性向上」の実現 通常 兵庫県信用組合

2447 R128040451 近畿 兵庫県 株式会社前實 7140001106164
新設備導入による環境負荷軽減および体に優しいエコレザー
の実現

通常

2448 R128040454 近畿 兵庫県 氷上自動車工業株式会社 1140001041284 大型貨物車２台同時整備のための新型ツインリフトの導入 特別 京都北都信用金庫

2449 R128040457 近畿 兵庫県 東亜製砥工業株式会社 9140001002048
縦型仕上機の導入で大型特殊形状砥石の製造と生産性向上
を実現

特別 株式会社但馬銀行

2450 R128040458 近畿 兵庫県 臼井商店
餅の品質均一化と冷凍餅スイーツの開発による非対面ビジネ
スへの転換

通常 兵庫県商工会連合会

2451 R128040459 近畿 兵庫県 にしきた歯科ふちがみ
オンライン会議と３Ｄシステムを活用したオンライン歯科問診の
構築

通常

2452 R128040463 近畿 兵庫県 株式会社シヤルム 3140001076270
ピンチをチャンスに！調理プロセスの改革と新サービス導入で
コロナに勝つ！

特別

2453 R128040465 近畿 兵庫県 甲陽鉄工所
新たな生産工程確立で高品質・短納期化を実現し競争力強化
及び職場環境を整備

通常 但陽信用金庫

2454 R128040467 近畿 兵庫県 株式会社ジョイランド 8140001041625
新型コロナ感染防止に対応する非対面型車検・整備体制の構
築

特別 兵庫県商工会連合会

2455 R128040475 近畿 兵庫県 井上セメント工業株式会社 4140001074876 生産工程の改善による受注生産品の短納期化と品質向上 通常 兵庫県商工会連合会

2456 R129040002 近畿 奈良県 アオキ：テクノ 複合ＣＮＣ旋盤の導入により高効率な生産体制を確立させる。 特別

2457 R129040004 近畿 奈良県 株式会社ナカガワカセイ 2150001021441
医療業界に貢献する難素材製品の成形制御技術の革新と生
産拡大計画

特別 株式会社南都銀行

2458 R129040011 近畿 奈良県 藤井楢鉄工株式会社 5150001011745 大型鉄骨の一次加工の内製化による新規受注の獲得 通常 株式会社ゼロプラス

2459 R129040015 近畿 奈良県 国広産業株式会社 9150001015362
プラスチックメディアの活躍領域を広げる特殊形状メディアの開
発

特別

2460 R129040020 近畿 奈良県 株式会社クボテック 2150001021210
建築用サイコロ加工の内製化による短納期化およびコロナ禍
に対応した販路開拓

通常 株式会社ゼロプラス

2461 R129040022 近畿 奈良県 マシンオート株式会社 1150002010865
機械制御・ＩｏＴ技術を転用した、植物工場自動ロボットシステム
開発

通常

2462 R129040024 近畿 奈良県 千代酒造株式会社 6150001013922
酒蔵による有機無農薬米栽培及び有機無農薬栽培米を醸造し
たどぶろく・熟成日本酒の開発

特別
公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

2463 R129040026 近畿 奈良県 株式会社奈良 3150001006656
最新ＧＰＳナビシステム等の導入による生産性向上と完全非対
面ビジネスの実現

通常
株式会社フラッグシップ
経営

2464 R129040029 近畿 奈良県 三宅株式会社 8150001013986
テレワーク対応の障害者就労支援「ワンストップ印刷サービス」
体制の構築

特別 奈良県商工会連合会

2465 R129040032 近畿 奈良県 中野智康土地家屋調査士事務所
ＩＣＴ測量機による「敷地調査＋登記」非対面ワンストップサービ
ス

通常

2466 R129040036 近畿 奈良県 やまと産業株式会社 8150001006783
業界初の圧縮梱包導入と介護マットレス戦略商品による会議
市場本格参入

特別
公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

2467 R129040037 近畿 奈良県 油長酒造株式会社 6150001014012
清酒発祥の地奈良から、日本最古、室町時代の甕仕込みを再
現した酒蔵の立ち上げ

通常

2468 R129040040 近畿 奈良県 有限会社サンエイダイテクス 5150002010754
超高性能刃物加工機導入による輸入刃に頼らない国産汎用刃
の高付加価値加工工程の実現

通常

2469 R129040042 近畿 奈良県 稲田酒造合名会社 2150003000369
ニーズの多様化に対応した小仕込み高付加価値生酒の為の
設備導入

特別 奈良県商工会連合会

2470 R129040052 近畿 奈良県 エンパイヤシューズ出原製靴
日本初のオール国内生産による静電気帯電防止の機能をもっ
た高級紳士靴の開発

特別 奈良県商工会連合会

2471 R129040053 近畿 奈良県 株式会社ファーストワン 5140001042147
独自の計測システム導入による、インソール受注業務フローの
非対面化とさらなる品質向上

通常 株式会社南都銀行

2472 R129040061 近畿 奈良県 葛城工業株式会社 2150001012523 県内初、開放特許を活用した起立補助椅子の開発 特別
株式会社ダイワマネジメ
ント

2473 R129040068 近畿 奈良県 株式会社ホームサイン 4150001014848
自動字彫システムの導入と、社内組織改革による事業拡大計
画

特別
公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

2474 R129040073 近畿 奈良県 株式会社渡部金属製作所 8120001048580
最新工作機械の導入で生産性向上を達成し経営安定的を目指
す

通常

2475 R129040074 近畿 奈良県 株式会社飛鳥園 7150001000143
屋外利用の文化財写真庭園ギャラリーとウェブギャラリーの開
設

通常

2476 R129040082 近畿 奈良県 ディアーズキッチン
冷凍技術で出来立ての味をご家庭に！高級冷凍パンの開発・
販売

特別

2477 R129040084 近畿 奈良県 株式会社たまご 4150001023353
高度な眼科診療の開発と受付の非対面化による新たな動物医
療の確立

特別

2478 R129040088 近畿 奈良県 川西建築
コロナ対応！ドローンと木工加工内製化での革新的古民家再
生事業

特別

2479 R129040094 近畿 奈良県 有限会社根来工業 4150002007966
国内サプライチェーン回帰のため真空圧縮「スポンジ発泡成
形」ラインの内製化

特別 奈良県商工会連合会

2480 R129040102 近畿 奈良県 広陵化学工業株式会社 1150001012697
再生医療への挑戦　細胞培養容器の製品化に必要なプラズマ
処理技術の確立

特別

2481 R129040104 近畿 奈良県 株式会社ＤＥＳＩＧＮ　ＳＥＴＴＡ　ＳＡＮＧＯ 3150001020079 職人技がこもるＳＥＴＴＡ（雪駄）の海外展開事業 特別

2482 R129040115 近畿 奈良県 株式会社斑鳩金型 3150001006895
金型加工の高精度化による、高付加価値金型と自社独自製品
の創出

特別

2483 R129040116 近畿 奈良県 Ｏｉｍｏ株式会社 4120001226116 近隣店舗の空き時間を有効活用！まちのお芋工場化計画 通常

2484 R129040117 近畿 奈良県 五位堂工業株式会社 4150001012703
古来より伝わる五位堂鋳物の民生品開発における極小製品へ
の取組

特別

2485 R130040003 近畿 和歌山県 有限会社熊井自動車 6170002008457
先進安全自動車の整備技術習得と同業者との協業による地域
課題の解決計画

特別 株式会社紀陽銀行

2486 R130040005 近畿 和歌山県 有限会社富士製鋸工業所 7170002007912
高性能平面研削盤導入による特殊刃物の生産性向上とペレタ
イザ需要増への対応

特別

2487 R130040009 近畿 和歌山県 オカ株式会社 5170001005646 マット用縁かがり自動縫製機の導入 特別

2488 R130040016 近畿 和歌山県 板美商店 下地材のプレカット化による新たな需要の創出と販路拡大 通常

2489 R130040022 近畿 和歌山県 マリンステージ串本店
串本初ダイビングを満喫しながら余力時間の提供ができるサー
ビス

通常 株式会社くろしお保育園

2490 R130040023 近畿 和歌山県 有限会社辻垣内鉄工所 1170002002489
自動倉庫向けキーパーツの工程集約による生産性向上と特殊
難削材への対応

特別

2491 R130040030 近畿 和歌山県 株式会社河鶴 5170001000721
高速凝集沈殿分離装置導入による排水処理能力の向上と増産
体制の構築

特別

2492 R130040032 近畿 和歌山県 株式会社クニシゲ製作 6170001014118
先端市場への展開を見据えた金属製品製造能力の段階的強
化計画

特別

2493 R130040033 近畿 和歌山県 東洋検査工業株式会社 9170001002292
構築物の危険を未然に防ぎ安全性を確保！信頼性の高い非
対面検査の実現

特別
株式会社東京経営サポー
ター

2494 R130040034 近畿 和歌山県 株式会社フジメック 1170001007225
需要拡大するゲーム機装備部品に向けた環境配慮および短納
期化生産体制の構築

特別 株式会社紀陽銀行
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2495 R130040036 近畿 和歌山県 美和繊維工業株式会社 4170001003270
フレキシブル生産体制と商品開発力強化によるマスク生地等
の新市場開拓

特別 株式会社紀陽銀行

2496 R130040042 近畿 和歌山県 有限会社永井印刷所 2170002008725
シール印刷のアナログ技術をデジタル技術と融合、新市場開拓
を目指す

通常
株式会社ジャストコンサ
ルティング

2497 R130040048 近畿 和歌山県 株式会社再創社 1170001015137
顧客のニーズに合った造粒設備導入により更なるバイオマス利
活用に向けて

通常 きのくに信用金庫

2498 R130040050 近畿 和歌山県 有限会社キセイテック 6170002010594
天然ヒノキチオール製造時に副生する青森ヒバ油の活用と販
路開拓

通常

2499 R130040060 近畿 和歌山県 有限会社服部鈑金塗装 8170002006145 次世代自動車を安心安全に修理するための設備投資計画 特別

2500 R130040061 近畿 和歌山県 田辺米穀株式会社 6170001008763
システム構築によるビッグデータのマーケティングへの活用及
び生産性向上

特別 株式会社紀陽銀行

2501 R130040069 近畿 和歌山県 タヒラ工作所株式会社 6170001005323 コロナ禍におけるマニホールドのサプライチェーン強化 特別

2502 R130040077 近畿 和歌山県 オーアイテック株式会社 2120101045079
自動車用コネクタの新規加工方法の開発による、直接受注の
拡大・生産効率化

通常

2503 R130040080 近畿 和歌山県 株式会社資源開発 6170001009613
設備導入による廃棄物分別能力と精度向上による再生材の付
加価値向上

通常 株式会社紀陽銀行

2504 R130040081 近畿 和歌山県 有限会社フジコーポレーション 6170002009034
病院食・介護食専用集中調理室の新設による、新型コロナウイ
ルス対策と生産性向上

通常

2505 R130040089 近畿 和歌山県 株式会社石橋 7170001010198
スマートフォンを用いた遠隔給油予約による非接触給油システ
ムの導入

特別

2506 R131040003 中国 鳥取県 株式会社明治製作所 7270001005130 新しい加工技術の開発による自動車部品の高強度化の実現 特別

2507 R131040007 中国 鳥取県 有限会社ミノハラ製作所 2270002010217
拡張性革新的向上で製造業生産管理システムの美容室市場
への展開

特別

2508 R131040012 中国 鳥取県 有限会社中口鉄工 5270002010305
旋盤技術とフライス技術の融合による大型径製品生産の高効
率化の実現

通常
公益財団法人鳥取県産業
振興機構

2509 R131040015 中国 鳥取県 株式会社川口精工 8270001006672 大型製作品と小型量産品の両事業の高効率生産体制の確立 特別 株式会社鳥取銀行

2510 R131040018 中国 鳥取県 マルハタ精工株式会社 6270001002830
特殊工具無用・工程集約による短納期化　～完全内製化への
第一歩～

特別 株式会社鳥取銀行

2511 R131040023 中国 鳥取県 北溟産業有限会社 5270002010924
ごみ運搬ドローンの開発とそれによる海岸漂着ごみ処理工法
の確立

通常

2512 R131040026 中国 鳥取県 株式会社一瀬製作所 4120001157088
生産ラインの最適化・ＩｏＴ化のためのＮＣプレス・ブレーキの導
入

通常 守口門真商工会議所

2513 R132040001 中国 島根県 出雲鉄工株式会社 1280001003089 開先加工の自動化による販路拡大 通常 出雲商工会議所

2514 R132040003 中国 島根県 有限会社創修 7280002009716
ＮＣボーリングによる内製化と生産性向上、新商品開発への取
組み

通常 島根県商工会連合会

2515 R132040005 中国 島根県 株式会社エイエム建設コンサルタント 9280001002991
最新設備導入による測量設計の生産性向上とテレワーク環境
の整備

特別 安達　延行

2516 R132040006 中国 島根県 有限会社ひまわりニット 8280002009624 多品種・小ロット・短納期の生産体制の構築による受注の拡大 通常 島根県商工会連合会

2517 R132040007 中国 島根県 株式会社シャトラン 6280001004306
大容量カッターミキサー導入による生産性向上及び非対面型ビ
ジネスへの転換と促進

特別
公益財団法人　しまね産
業振興財団

2518 R132040009 中国 島根県 株式会社グランド調査開発 6280001004272
最新式ドローンによる安全で革新的な森林・被災地・海岸測量
事業

特別

2519 R132040012 中国 島根県 株式会社松崎製作所 9280001003973 熱処理炉の導入によるシリコンウェーハ事業の拡大 通常 大田商工会議所

2520 R132040013 中国 島根県 松江山本金属株式会社 4120001197084
シミュレーションソフト導入によるツールパス最適化と加工ロス
削減

通常 株式会社りそな銀行

2521 R132040014 中国 島根県 有限会社森廣テック 6280002009667
Ｈ型鋼ショットブラストを導入し生産性向上と工期短縮による受
注増

特別 島根県商工会連合会

2522 R132040015 中国 島根県 有限会社桜木機工 4280002007607
鍛造用金型等の製作に向けた高硬度素材・複雑形状加工への
取り組み

特別
公益財団法人　しまね産
業振興財団

2523 R132040016 中国 島根県 株式会社マルクオート企画 4280001007260
鈑金修理・塗装への最新システム導入による短納期と品質安
定化の実現

通常
公益財団法人　しまね産
業振興財団

2524 R132040022 中国 島根県 株式会社長岡塗装店 8280001000518
非対面・遠隔で実施する赤外線カメラを利用したドローンとＡＩに
よる外壁調査

特別 松江商工会議所

2525 R132040026 中国 島根県 モルツウェル株式会社 4280001002889 介護施設厨房運営の脱属人化のための新提供方式の導入 通常 松江商工会議所

2526 R132040029 中国 島根県 合同会社もうり動物病院 9280003001133 高精細画像診断と手術後管理の徹底による動物の救命率向上 通常

2527 R133040002 中国 岡山県 有限会社瀬崎商会 5260002013837 災害多発により需要の高まる大型テントの即納体制の構築 通常
株式会社ジャストコンサ
ルティング

2528 R133040006 中国 岡山県 清音金属工業株式会社 2122001003645
納期短縮とデータ共有化によりサプライチェーン全体でコロナに
勝つ

特別 津山信用金庫

2529 R133040008 中国 岡山県 山陽熱工業株式会社 6260001019768 革新的除草機の曲げ加工における生産性向上と事業化 通常

2530 R133040009 中国 岡山県 株式会社藤原鐵工所 5260001021312
大型金網折り曲げ機導入によるサプライチェーンの効率化及び
生産性の向上

通常 岡山県商工会連合会

2531 R133040015 中国 岡山県 たけの歯科クリニック
特許取得の最新式歯科用スキャン設備による高品質な補綴物
治療の提供

通常

2532 R133040017 中国 岡山県 セトウチパツケージ株式会社 6260001003714
ＣＡＤシステム・カッティングマシン導入によるスタイルボックス
生産の効率化

特別 岡山県商工会連合会

2533 R133040025 中国 岡山県 株式会社安田技術サービス 5260001017987
切削・研磨技術の高度化と生産性向上による量産体制設備事
業

特別

2534 R133040028 中国 岡山県 大丸通商株式会社 4260001013905 パネル製作への新進出による、新たな収益モデルの確立事業 特別
株式会社アルマ経営研究
所

2535 R133040036 中国 岡山県 株式会社ウエニシ 4260001008756
リモート木材破砕機導入による、廃木材の現場再生化体制の
確立

通常

2536 R133040037 中国 岡山県 株式会社堺伸銅所 6120101002662
ウィズコロナ時代をみすえた非接触型水栓パイプ金具部品の
増産による生産性向上実現

特別
公益財団法人岡山県産業
振興財団

2537 R133040039 中国 岡山県 大紀産業株式会社 3260001003915 世界初ステンレス製デジタル大型電気食品乾燥機の開発 特別

2538 R133040040 中国 岡山県 水島ソイルリサーチ株式会社 9260001014898
システム活用とハイパワー化による地盤改良工事の生産性の
向上

特別

2539 R133040041 中国 岡山県 株式会社ウエルズ 5260001008978
多品種小ロット都度生産に対応するバブルミスト式染色設備の
導入

特別 株式会社広島銀行

2540 R133040046 中国 岡山県 株式会社佐藤砕石 2260001020770
道路用砕石の再生プロセス強化による売上拡大と非常災害時
の体制整備

通常 岡山県商工会連合会

2541 R133040048 中国 岡山県 株式会社クレーン・ピーエム・センター 9260001013207
クレーン点検業務の効率化によるサービス提供の即応体制構
築事業

通常

2542 R133040053 中国 岡山県 株式会社リノ 5260001023069 エース商品の完全内製化と新商品開発によるネット通販拡大 特別

2543 R133040056 中国 岡山県 中央スズキ販売株式会社 3260001014111
高度な整備技術をもとにした独自車検点検サービスのさらなる
高付加価値化計画

特別 玉島信用金庫
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2544 R133040061 中国 岡山県 岡本製甲株式会社 9260001012852
ＩＴを活用した製造体制の構築によるカジュアルシューズ市場の
獲得

特別 岡山県商工会連合会

2545 R133040068 中国 岡山県 秋房畳店
安心薄畳・縁なし畳の短納期・高品質生産体制の確立と販路開
拓

特別 岡山県商工会連合会

2546 R133040073 中国 岡山県 株式会社ナテック 7260001014280
立型マシニングセンタの導入による部品精度向上、短納期対応
と生産性向上

特別 株式会社中国銀行

2547 R133040074 中国 岡山県 株式会社クレスコ 2260001002199
ベンディングマシンと生産管理システムの連動により精密加工
部品の生産性向上、短納期対応と不良率低減

特別
株式会社商工組合中央金
庫

2548 R133040080 中国 岡山県 株式会社ユナイティヴ 9260001003372
災害予防を目的としたインフラ工事の新工法導入による革新的
事業展開

通常

2549 R133040081 中国 岡山県 ＴＯＳＴＯ株式会社 5180301017588
自動縫製とライン強化で挑む国産製靴業のサプライチェーンの
構築

特別 碧海信用金庫

2550 R133040083 中国 岡山県 株式会社麦 3260001023418
「Ｂｏｕｌａｎｇｅｒｉｅ」品質の向上とネット販売の強化による倉敷美
観地区活性化

通常 株式会社中国銀行

2551 R133040087 中国 岡山県 株式会社プロメタ 9260001034343
最新型ブレーキプレス導入に伴う生産性向上で工場直接収益
モデルの構築

特別 おかやま信用金庫

2552 R133040094 中国 岡山県 有限会社川崎鉄筋工業 6260002013638 ＲＣ建物のＩＣＴ施工に対応する、プレハブ鉄筋の製造事業 通常 株式会社トマト銀行

2553 R133040095 中国 岡山県 株式会社赤沢鉄工所 1260001012447
自動包装機の開発による新製品開発技術の承継ならびに直接
受注比率の向上

特別 玉島信用金庫

2554 R133040097 中国 岡山県 有限会社原建設工業所 3260002033985
プレミアム餅「美甘大吟醸づくり」の生産体制整備で６次産業推
進

特別 岡山県商工会連合会

2555 R133040098 中国 岡山県 株式会社総社カイタックファクトリー 8260001032918
メイドインジャパンのイージーデニムパンツ開発と量産体制の
確立

特別

2556 R133040109 中国 岡山県 有限会社神崎電機 9260002012406
介護送迎車輌を消毒不要にする・抗ウィルス性車内内装製品
開発

特別 おかやま信用金庫

2557 R133040114 中国 岡山県 鷹取醬油株式会社 5260001021601
充填作業の生産性向上・高精度化の実現による当社競争力強
化事業

通常

2558 R133040132 中国 岡山県 カスタマー建材工業株式会社 6260001005149
“工程集約化”のために、革新的な工程改善を図る生産性改善
事業

通常
株式会社アルマ経営研究
所

2559 R133040133 中国 岡山県 なかがわ動物病院
地域の巣ごもり需要によるペット疾患への早期対応システムの
確立

通常 岡山県商工会連合会

2560 R133040134 中国 岡山県 幸輝興業株式会社 7260001023380
法面保護工事の専門性向上を通した社会資本の充実・自然災
害対策への貢献

特別 株式会社トマト銀行

2561 R133040141 中国 岡山県 有限会社若林工業 7260002011500
管接合機器を導入し、内製化率を６０％に高め、管工事の新し
いビジネスモデルを創成する。

特別 株式会社トマト銀行

2562 R133040143 中国 岡山県 有限会社小田スズキ土屋商会 5260002025931
車検サービスの工程内製化とＡＳＶ対応による次世代街の整備
工場の構築

通常

2563 R133040144 中国 岡山県 渡辺化成株式会社 4260001015182 革新的ガス管保護材の事業化 通常

2564 R133040149 中国 岡山県 大和クレス株式会社 9260001004065
公共インフラの安心・安全と長寿命化に向けた、超大型製品の
強度保証事業

通常 株式会社ゼロプラス

2565 R133040150 中国 岡山県 有限会社ニコー光斗 2260002020233
アレルギー・グルテンフリーのヴィーガン焼き菓子で国内市場
へ進出

通常 岡山県商工会連合会

2566 R133040158 中国 岡山県 株式会社加藤鈑金 4260001026650
長尺板材の裁断設備の導入による住宅用建築板金市場での
地位確立︎︎︎︎︎

通常 株式会社中国銀行

2567 R133040161 中国 岡山県 株式会社長岡工業 5260001032755
ＩＣＴ建機導入により新サービスと人材育成に同時に取組み生
産性向上

通常 岡山県商工会連合会

2568 R133040162 中国 岡山県 有限会社う越新 4260002012526
ＲＴＫ搭載ドローンと農業用ドローン活用によるスマート農業の
推進

特別

2569 R133040164 中国 岡山県 株式会社舟木義肢 9260001005922
医療用インソール製作の自動化と小児用装具増産に向けた生
産体制の再編

特別

2570 R133040171 中国 岡山県 株式会社リサイクルエナジー 3240001036009 プラスチック粉砕設備の導入によりペレット生産の増産を実現 通常

2571 R133040174 中国 岡山県 石井食品株式会社 1260001000451
熟練技術の活用と設備導入による「豚タン加工品」内製化と販
路拡大

通常

2572 R133040176 中国 岡山県 有限会社立龍美掃 1260002019516
廃棄物処理業者が食品残さを飼料化し養豚業と６次産業に参
入

通常

2573 R133040179 中国 岡山県 中桐紙器株式会社 7260001014215
最新式の美粧段ボール用製造機導入による工程の削減と高付
加価値製品製造の増産による生産性向上

特別 税理士法人久遠

2574 R133040183 中国 岡山県 株式会社野田テック 9120901007940
ブレーキプレス導入による曲げ加工内製化で新製品開発に伴
うシェア拡大

特別 北おおさか信用金庫

2575 R134040003 中国 広島県 広和機工株式会社 6240001027946
三次元測定機の導入によるメンテナンス工程の高度化と予防
保全の取り組み

通常 株式会社フロウシンク

2576 R134040006 中国 広島県 株式会社イマダク 7240001020000
プラズマ切断機導入で材料切断を内製化し売上・利益を増出す
る。

通常 広島県商工会連合会

2577 R134040009 中国 広島県 有限会社濵井鉄工所 7240002048494
レーザー溶接装置導入による生産プロセス革新で成長事業の
受注拡大

通常 中村　清悟

2578 R134040011 中国 広島県 石原工芸株式会社 4240001028236
自動セットスリッター導入による革新的な生産方式の改善で課
題解決

特別 砂口　たくし

2579 R134040012 中国 広島県 株式会社大一製作所 9240001023224
角度センサー付き曲げ加工機導入により生産性を向上させる
事業

通常 松下　隆信

2580 R134040018 中国 広島県 和光工業株式会社 5240001028235
内製化したフレア工法の全面採用による配管工事の生産性及
び安全性向上計画

特別 シェアビジョン株式会社

2581 R134040022 中国 広島県 有限会社トリニティー 9011102020562
サージカルガイド製作のデジタル機械化によるリードタイム短縮
による生産性向上計画

特別 シェアビジョン株式会社

2582 R134040024 中国 広島県 高橋歯科医院
Ｘ線診断装置導入で歯周病外科治療高度化や顧客満足度向
上を実現

通常 中村　清悟

2583 R134040026 中国 広島県 株式会社サイトウミクロ 1240001014164
金型設計～プレス加工までの一貫生産の強みを活かすための
金型研磨作業の効率化計画

特別 シェアビジョン株式会社

2584 R134040030 中国 広島県 福栄鉄工株式会社 8240001031863
コラム柱製造の新たな溶接技術の活用と生産性向上の実現に
向けた生産体制の導入計画

特別 シェアビジョン株式会社

2585 R134040031 中国 広島県 株式会社神石高原ティアガルテン 2240001045373 高性能芝刈り機の導入とドライフルーツの内製化事業 特別 広島県商工会連合会

2586 R134040038 中国 広島県 有限会社伍協 9240002005989
大型金型部品等のマシニング加工における多台持ち強化によ
る超短納期計画

特別 シェアビジョン株式会社

2587 R134040040 中国 広島県 測量調査ＫＡＭＥＹＡＭＡ
ドローン３Ｄレーザ測量機及び専用ソフト導入によるテレワーク
環境の整備と迅速な広域災害復旧・対策への貢献

通常

2588 R134040041 中国 広島県 株式会社丸和製作所 1240001011293 窒素発生装置導入による高圧クリーンカットの実現 通常 松下　隆信

2589 R134040042 中国 広島県 有限会社ハスマ 4240002037153
住宅間取りのトレンドや施設の大型化に対応した切断工程の
生産効率化

特別 シェアビジョン株式会社

2590 R134040045 中国 広島県 株式会社山口製作所 1240001024840
溶接ロボットシステムの導入による、ガスホルダ側板の量産体
制構築

通常 株式会社ゼロプラス

2591 R134040046 中国 広島県 神石砕石株式会社 9240001033966 竪形破砕・整流機の導入による生コンクリートの需要開拓事業 通常 広島県商工会連合会

2592 R134040050 中国 広島県 株式会社久保田工作所 5240001055915
生産プロセス革新で生産性向上を実現し、顧客ニーズの高い
受注を拡大

通常 中村　清悟
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2593 R134040051 中国 広島県 ＡＩＱＯＮＳＴＯＲＥ 地域資源「神龍みそ」の製造卸事業への参入 特別 広島県商工会連合会

2594 R134040053 中国 広島県 株式会社セイワ技研 1240001005436
５軸マシニングセンタ導入による生産性向上と複雑形状部品の
加工性向上

特別

2595 R134040055 中国 広島県 有限会社藤井製作所 2240002028311
工程集合により省力化、省人化を達成するタレットパンチプレス
導入事業

特別 松下　隆信

2596 R134040056 中国 広島県 越智歯科昭和町医院
革新的医療体制構築により顧客ニーズ対応強化と生産性向
上、感染症対策充実

通常 中村　清悟

2597 R134040058 中国 広島県 木河畳店
薄畳等の完全内製化によるコスト削減及び和内装のワンストッ
プ受注の推進

特別 広島県商工会連合会

2598 R134040059 中国 広島県 株式会社ファルベ 3240002000038
最新鋭デジタル印刷機の導入による、オンリーワン商品の品質
向上と納品期間の短縮、商品領域の拡大

通常

2599 R134040062 中国 広島県 福山中央自動車整備協業組合 9240005008015
自動車整備作業の効率化及び安全性向上のための整備作業
ラインの再構築

特別

2600 R134040063 中国 広島県 有限会社たおか 1240002033262
電動射出成形機とＩｏＴ管理システム導入による生産革新への
取組み

特別

2601 R134040066 中国 広島県 大下工業株式会社 8240001001676
多台持ちによる稼動率向上および外注費削減のためのＣＡＤ／
ＣＡＭ導入

通常 株式会社もみじ銀行

2602 R134040067 中国 広島県 ふかみスマイル歯科
革新的なデジタル歯型模型の製作による患者満足度と院内生
産性の飛躍的向上

特別

2603 R134040069 中国 広島県 有限会社三門林産 5240002046186 主伐サービスの提供による循環型林業のモデルの構築事業 通常

2604 R134040071 中国 広島県 株式会社渡邊畳店 7240001035031
全自動平刺機の導入による畳の生産性向上により、売上の増
大と雇用の維持

通常

2605 R134040073 中国 広島県 株式会社小葉竹製作所 4240001030613
旋削工程と検査工程の再構築による生産性向上と不良品ゼロ
の実現

特別

2606 R134040075 中国 広島県 曙工芸株式会社 1240001033552
独自製品「乳歯箱ケース」等の即日出荷及び多様かつ繊細な
デザインへの対応による顧客満足度向上計画

特別 シェアビジョン株式会社

2607 R134040077 中国 広島県 澄和造園土木株式会社 2240001031043
空中撮影による除草管理と太陽光パネル点検の非対面ワンス
トップ化

特別

2608 R134040079 中国 広島県 株式会社小道産業 5240001003659
最先端の建設機械の導入で災害復旧時の伐採工事の生産性
と安全性向上

特別

2609 R134040082 中国 広島県 有限会社たけだ工業所 6240002009456
最新マシニングセンタ導入による生産効率・精度向上への取組
み

通常 広島県商工会連合会

2610 R134040084 中国 広島県 マリンネクスト株式会社 7240001053256 液体凍結技術導入による鮮魚の高鮮度保持と販路の拡張 通常 福山商工会議所

2611 R134040086 中国 広島県 ア歯科広島東グループ小松診療所
歯の型取りの光学スキャン化による高品質補綴物の一貫生産
体制構築による顧客満足度向上事業

通常

2612 R134040090 中国 広島県 アグサメタル株式会社 1240001035276
旋盤加工の内製化実現による一貫生産体制強化と食品関連機
械市場への参入実現

通常

2613 R134040091 中国 広島県 ソーイングフジタ株式会社 5240001029621
アパレルＣＡＤ／ＣＡＭ導入の生産性向上により達成する内製
化とＱＣＤ向上

特別 株式会社中国銀行

2614 R134040093 中国 広島県 株式会社タナカテック 5240001054231 最新設備導入による外注費削減で収益構造の改善 通常 東広島商工会議所

2615 R134040094 中国 広島県 寿製菓株式会社 2240001025053
生産ラインのオートメーション化と営業のオンライン化による生
産性向上計画

通常 広島県商工会連合会

2616 R134040095 中国 広島県 有限会社杉之原鋼業 8240002041250
ハイブリッドドライブベンダー導入による曲げ工程の生産性向
上と精度向上で受注の拡大

特別

2617 R134040098 中国 広島県 イケダ株式会社 9240001000702
センタープレスシール用製袋機導入による新たな加工プロセス
の構築と新規売上創出

特別

2618 R134040100 中国 広島県 株式会社大進精機 5240001034943
複合ＣＮＣ旋盤導入による複合加工製品の短納期化・生産性向
上及び、加工精度向上

特別 株式会社中国銀行

2619 R134040102 中国 広島県 株式会社スパライフ・コミュニケーションズ 7240001042069 広島初！非対面温浴施設のビジネスモデル確立 通常 広島県商工会連合会

2620 R134040104 中国 広島県 株式会社ユニフ 8240001012178
サプライチェーン毀損に対応するための最新型自動裁断機の
導入による国内工場の製造能力強化

特別 株式会社広島銀行

2621 R134040106 中国 広島県 株式会社Ｓ＆Ｐ 3240001051800
備後地区唯一のマイクロＣＴによる小動物、鳥類への高度画像
診断の提供

通常

2622 R134040107 中国 広島県 尾道産業株式会社 1240001037900
新規立旋盤導入による大型製品製造効率化と既存立旋盤移設
による生産性向上

特別

2623 R134040108 中国 広島県 村上被服株式会社 4240001034449
自動仕分けによる発送作業の課題解決と通期販売力の向上計
画

特別

2624 R134040109 中国 広島県 光陽発条工業株式会社 3240001030531
ワイヤーフレームの高効率生産体制構築による自動車市場お
よび医療特需への対応

特別
株式会社ダイワマネジメ
ント

2625 R134040111 中国 広島県 中尾工業株式会社 9240001038354
船体ブロック・船舶艤装品製作におけるボトルネックの解消によ
る生産性向上

特別

2626 R134040114 中国 広島県 株式会社エイテック 5240001018673
分割組み立て式油圧ショベルの導入による受注の平準化への
取り組み

特別 広島県商工会連合会

2627 R134040115 中国 広島県 株式会社ハピセ 6240001046194
最新検査設備導入による革新的女性向け車検・整備サービス
の実現

特別

2628 R134040116 中国 広島県 株式会社スナダ 8240001022763 「２軸破砕機」の新規導入による生産性の向上及び収益の拡大 通常 東広島商工会議所

2629 R134040117 中国 広島県 有限会社ナカムラ鉄工 7240002028091
切断工程の完全内製化による環境設備、公共施設内設備分野
の開拓

特別 広島県商工会連合会

2630 R134040118 中国 広島県 日曻無線株式会社 2240001038385
造船関連事業における遠隔通信技術等の導入による技術継承
と測定技術の高度化

通常 シェアビジョン株式会社

2631 R134040119 中国 広島県 クロスクリエイション株式会社 1240001040152
自動裁断機とアパレルＣＡＤシステムの導入による大幅な生産
性向上と外注コスト削減による競争力強化

通常

2632 R134040123 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

2633 R134040126 中国 広島県 有限会社森岡ボデー 6240002030445
福祉車両や緊急車両の早期修理を可能とし、地域の安心安全
に貢献。

通常 三次商工会議所

2634 R134040130 中国 広島県 有限会社広島米倉 6240002013103
専門的精油ケア×高圧酸素環境整備で、「心身のセルフ充電
ステーション」の開始

通常
株式会社フィールドマネ
ジメント

2635 R134040134 中国 広島県 株式会社常盤家具 1240001052676
在宅需要増に対応したＥＣ経由オーダー家具受注と生産工程
の自動化

特別

2636 R134040136 中国 広島県 有限会社かねよし 8240002052479
急速冷凍技術の導入による水揚げ０日の半調理済み食材の卸
売事業

特別 広島県商工会連合会

2637 R134040139 中国 広島県 株式会社くすのせ 2240001028840
伝統工法の組子細工を用いた建具、家具で住宅の魅力度向上
による売上増加

通常 大竹商工会議所

2638 R134040141 中国 広島県 黒川板金
役物製造機器を新たに保有し、加工プロセス改善に
よる付加価値額・生産効率向上計画

特別

2639 R134040142 中国 広島県 有限会社木下商会 3240002029738
ＩＯＴ活用したインフラ整備と効率的な施工体制の
構築事業

通常 秋井　正宏

2640 R134040144 中国 広島県 株式会社ユキ建設 3240001032164
ＩＣＴ施工を活用した非対面型モデルの構築と生産
性向上事業

通常 秋井　正宏

2641 R134040151 中国 広島県 中国メタリコン工業株式会社 6240001006826
最新のアーク溶射システムの導入による現場施工の
効率向上

通常
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2642 R134040155 中国 広島県 どろんこ株式会社 4240001043796
製麺機の導入、顧客管理アプリの開発によるラーメ
ン事業の強化

特別
一般社団法人城西コンサ
ルタントグループ

2643 R134040158 中国 広島県 株式会社ねぎらいふぁーむ 5240001053068
広島初のねぎ使い放題サービス開始により、飲食店
売上拡大に貢献。

特別 東広島商工会議所

2644 R134040159 中国 広島県 株式会社アイエム 1240001034740
重切削用旋盤の導入を通した高層ビル用免震オイル
ダンパー市場への挑戦

特別 株式会社中国銀行

2645 R134040161 中国 広島県 タイム株式会社 2240001037296
複合３次元測定器導入による複雑高精度部品の生産
性向上

特別

2646 R134040165 中国 広島県 株式会社ＡＩＲＣＴ 4240001052129
プラズマ加工機の導入によるダクト部品の自社加工
プロセスの確立

通常

2647 R134040168 中国 広島県 株式会社村上製作所 8240001049055
研磨工程強化による一貫生産体制の構築と事業拡大
計画

通常

2648 R134040173 中国 広島県 かわはら歯科クリニック
テレワークの確立とＣＡＤ／ＣＡＭ冠の内製化によ
る歯科治療提供体制の強化

通常 株式会社ゼロプラス

2649 R134040174 中国 広島県 株式会社ダイニチ 2240001031175
ホテルリネンの受注減をカバーする介護施設等の受
注拡大に向けた生産ラインの強化

特別

2650 R134040178 中国 広島県 有限会社光和鉄工 3240002040513
高速・高精度立形マシニングセンタ導入による得意
分野の更なる生産性向上を実現

特別

2651 R134040180 中国 広島県 株式会社内海機械 7240001034140
中食需要の急増に伴う“食品トレー機械部品”の生
産性向上事業

特別

2652 R134040184 中国 広島県 株式会社がじゅまる 8240001053511
機能分化がもたらした早期治療の遅れという獣医療
業界の最大の課題への挑戦

特別

2653 R134040185 中国 広島県 高橋技研株式会社 4240001031280
高難度加工形状部品の最新設備による加工技術の確
立と量産化

特別

2654 R134040189 中国 広島県 株式会社オカモトテクノ 7240002049410
主力製品の完全自動化による短納期化と大幅な生産
性向上による売り上げ拡大計画

特別

2655 R134040192 中国 広島県 広島ヘイワ株式会社 4240001014723 シートワークス導入による商圏拡大事業 特別 松下　隆信

2656 R134040193 中国 広島県 深江特殊鋼株式会社 7240001031864
高能率ＮＣフライス盤導入による高品質フライス加
工品の生産

通常

2657 R134040199 中国 広島県 有限会社マリンクラフト風の子 4240002034935
ＮＣ加工機導入による船舶製造の短納期化とＦＲＰ
製品製作用モールド事業への参入

通常 広島県商工会連合会

2658 R134040200 中国 広島県 株式会社マイロード 2240001046223
折曲・切断機導入で架装事業の完全内製化を図り事
業拡大を実現

通常 広島県商工会連合会

2659 R134040201 中国 広島県 株式会社リノベートファーム 3240001021720
業務用空調レンタル機器のＩＯＴ化による補償付き
サブスクサービスの構築

特別

2660 R134040202 中国 広島県 河村歯科医院
歯科治療における可視化の実現で快適かつ利便性の
高い歯科医院をつくる計画

通常

2661 R134040209 中国 広島県 沖田鉄筋工業有限会社 2240002003207
鉄筋自動曲げ装置の導入による生産性及び品質向上
による施工能力向上計画

特別

2662 R134040210 中国 広島県 株式会社３２６ＰＯＷＥＲ 1240001023826
ＥＣサイトと連携した一気通貫型販売・在庫システ
ム導入による業務プロセス改善

通常 株式会社もみじ銀行

2663 R134040211 中国 広島県 有限会社安芸企画 5240002030891
新たに法面落石防護工事分野に進出するため削孔機
を導入

通常 広島県商工会連合会

2664 R134040214 中国 広島県 有限会社前田 3240002030381
広島県北初の高性能ＣＴ導入により、動物医療地域
間格差の是正に貢献。

通常 三次商工会議所

2665 R134040217 中国 広島県 有限会社みらい総合コンサルタント 4240002023310
がけ測量調査を３Ｄ・非対面で提供し広島の自衛的
な減災対策を革新する

特別

2666 R135040001 中国 山口県 株式会社ｓｔｅｌｌａ 7250001013465
生産プロセスの革新により顧客ニーズの高い技工物
を内製化し、生産性向上と差別化を実現

通常 中村　清悟

2667 R135040002 中国 山口県 関門検査サービス株式会社 4250001017304
革新的非破壊検査体制を構築し日本の基幹産業の安
全性と信頼性を向上する計画

特別 西中国信用金庫

2668 R135040012 中国 山口県 マイシステムズ有限会社 2250002017247
自動車内装部品向け「エプトシールロボット」機能
検証ロボットの開発

特別 谷口　修

2669 R135040013 中国 山口県 株式会社さくや 1250001016110
ライブコマース導入により非対面型マーケテイング
営業で商圏拡大

通常

2670 R135040015 中国 山口県 新和工業株式会社 3250001012842
マシニングセンタ導入における円筒ワークミーリン
グ加工の高能率化

通常

2671 R135040024 中国 山口県 有限会社吉永資材 9250002001756
強力破砕機の導入で良質な蛇篭石の生産増強とブラ
ンド化を実現し商圏を拡大

通常

2672 R135040027 中国 山口県 関門ロードサービス株式会社 8250001013522
作業の幅を強化し、地域Ｎｏ１のロードサービス会
社を目指す。

通常 株式会社山口銀行

2673 R135040028 中国 山口県 株式会社ワイエフエフ 8250001006724
高速ＮＣボーリングマシン制御による効率アップと
コスト削減

特別
株式会社商工組合中央金
庫

2674 R135040030 中国 山口県 有限会社シラナガ 4250002016338
地域の中核となる動物病院実現に向けた高度なガン
治療への取り組み

通常
株式会社ビジネスブレイ
ン

2675 R135040031 中国 山口県 日本海洋産業株式会社 5250001006132
舶用機関エンジン向けデータ集積機器（ベンチテス
ト）の導入

通常

2676 R135040032 中国 山口県 山口第一株式会社 8250001006518
タクシー業界の業務効率化に貢献するクラウド型乗
務管理システムの開発

特別

2677 R135040033 中国 山口県 株式会社シモバン 1250001006714
リフォーム事業に新たに進出するため少量多品種に
チャレンジ

通常 株式会社山口銀行

2678 R135040036 中国 山口県 有限会社おおぎ金属 8250002016904
マグネット分別機の導入で鉄スクラップの分別能力
を高め高単価市場に参入

通常 株式会社西京銀行

2679 R135040037 中国 山口県 有限会社木村工業所 4250002016932
高輝度レーザマシンの導入で超高精度・高速加工を
実現し半導体市場に算入

特別 堀内　經夫

2680 R135040040 中国 山口県 中原治憲商店
熱冷併用型乾燥機を用いた生産工程の効率化と自社
加工品の強化事業

特別 長門商工会議所

2681 R135040046 中国 山口県 株式会社カワトＴ．Ｐ．Ｃ． 2250001011911
横型マシニングセンタ導入による量産多面加工品の
高精度自動化

特別

2682 R135040051 中国 山口県 株式会社翔洋技研 7250001015379
護岸構造物の劣化度を効率的に把握するための水中
３Ｄ計測サービス

特別 株式会社山口銀行

2683 R135040053 中国 山口県 トーア化成株式会社 5240001028978 多品種少量生産推進による利益率増加 通常 大竹商工会議所

2684 R135040058 中国 山口県 株式会社なかの動物病院 5250001013392
ＣＴ検査機の導入により、地域獣医療のネットワー
ク体制のハブ的な役割を担う総合動物病院の確立

特別 松本　唯明

2685 R135040059 中国 山口県 宇部第一交通株式会社 9250001003035
買い物弱者救済とスーパーの売上向上に貢献するタ
クシー貨物配送の取組み

特別

2686 R135040061 中国 山口県 株式会社山陽精機 2250001011382
ワイヤ放電加工機導入による生産能力増強と売上利
益率の改善

通常

2687 R135040063 中国 山口県 有限会社高木商店 7250002007235
医療分野に特化した非対面型ビジネスモデル構築に
よる売上向上

特別 市竹　敦

2688 R135040066 中国 山口県 株式会社アカマ印刷 3250001007108
新しい生活様式に対応する＂抗”品質製品展開のた
めのアカマＤＸ推進プロジェクト

特別

2689 R135040069 中国 山口県 株式会社ジュンエイ 2250001014492
高性能切断・溶接設備導入によるプラント配管部品
の高品質、短納期化及びデジタル化の実現

通常 株式会社山口銀行

2690 R135040071 中国 山口県 はるる動物病院
ペットの高齢化という社会問題に立ち向かう！運動
器障害の早期発見・治療体制の構築

通常
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2691 R135040075 中国 山口県 株式会社加藤工務店 1250001002787
住宅ニーズと物流倉庫ニーズを満たす２×４工法の
高度化対応

特別
株式会社ダイワマネジメ
ント

2692 R135040082 中国 山口県 マリンハイドロテック株式会社 7290001006382
海外向け船舶用ウィンチの完全内製化による生産性
向上とＢＣＭの取り組み

特別

2693 R135040084 中国 山口県 株式会社ＡＣＤＩ 3250001018443
遠隔画像診断ネットワークの構築および乳癌画像診
断の導入

特別

2694 R135040087 中国 山口県 株式会社スクエアイノベーション 1250001013792
ＷＥＢシステムとＡＩを活用した中古住宅の調達工
程の向上

通常

2695 R135040089 中国 山口県 田中歯科医院
治療機関の短縮と治療の見える化を実現し、ウィズ
コロナに適合した歯科医院へ

通常 株式会社西京銀行

2696 R135040090 中国 山口県 安藤建設株式会社 6250001008251
自社養殖トラフグの首都圏・関西圏への販路拡大に
向けた、濾過タンク導入による生産力の向上

通常 株式会社西京銀行

2697 R135040094 中国 山口県 有限会社木村工業 9250002019559
防水性・耐久性・速乾性を備えるコーティング剤
「ポリウレア」の吹付けサービスの展開

通常 中田　哲也

2698 R135040098 中国 山口県 自然派菓子工房ＮｅｉＧｅ
ＥＣサイト用県内初無添加菓子の開発及び製造の生
産性向上

特別 井上大輔

2699 R135040099 中国 山口県 こども歯科じゅんこクリニック
ワンストップ対応可能な小児歯科医療体制構築によ
る収益力向上事業

特別 株式会社西京銀行

2700 R135040101 中国 山口県 つちや産業株式会社 6250001000431
コース散水作業自動化、受付業務非対面化による生
産性及びサービス品質向上

通常

2701 R135040107 中国 山口県 株式会社みやび 8250001018331
ボトルネック工程を除外し、地産鱧を活用した新商
品の効率的生産体制確立事業

特別

2702 R136040007 四国 徳島県 ヤマク食品株式会社 5480001005474
糀の発酵技術を用いた長期常温保存が可能な生菓子
の開発計画

特別 株式会社阿波銀行

2703 R136040008 四国 徳島県 有限会社柏木工業 8480002001494 板金製品の生産性及び品質向上事業 通常

2704 R136040012 四国 徳島県 有限会社あさぎり 3480002000311
ＷＩＴＨ・コロナ需要新製品「可動間仕切パネル
（仮称）」の供給体制の確立

特別 徳島県商工会連合会

2705 R136040015 四国 徳島県 佐々木たたみ店有限会社 5480002001893
新商品「衝撃緩和型畳」製造販売による下請け構造
からの脱却

通常 徳島県商工会連合会

2706 R136040016 四国 徳島県 株式会社フォトアート・コジマ 6480001007775
ファインアートフォトによる写真館ビジネスの新た
なる付加価値の創造

特別 佐藤　剛

2707 R136040017 四国 徳島県 株式会社ファブリックス野々宮 5480001001977
最新ベンダーマシン導入によるプロセスの改新と相
乗効果

特別 株式会社徳島大正銀行

2708 R136040019 四国 徳島県 新明工業株式会社 7480001005282
最新設備導入で自社の強みを活かし生産性向上及び
販路拡大を図る

特別

2709 R136040025 四国 徳島県 株式会社鳴門魚市 5480001011019
四国初、市場内加工施設の設置による付加価値向上
の取組み

通常

2710 R136040026 四国 徳島県 岡部興業株式会社 6480001006892
高付加価値不燃内装材表面加工の生産性向上と技能
伝承

特別 株式会社徳島大正銀行

2711 R136040032 四国 徳島県 株式会社アトリエココロ 4480001005830
人と機械の分業で生産性向上！高品質な技工物を短
納期で届ける

特別 徳島信用金庫

2712 R136040034 四国 徳島県 小西鉄工所株式会社 6480001009128
「複雑形状の金属部品加工」の時間短縮と精度向上
の同時実現を図る革新的設備導入計画

特別

2713 R136040036 四国 徳島県 株式会社吉成産業 8480001005216
職人絶賛、日本初、有りそうで無かったビスホル
ダー量産計画

通常 徳島信用金庫

2714 R136040037 四国 徳島県 株式会社笠原畳店 5480001009533
縫って製造する薄畳と椅子表皮材を使用した新感覚
薄畳の開発販売

通常 阿南信用金庫

2715 R136040041 四国 徳島県 有限会社新栄自動車整備工場 2480002013132
最新設備で過疎地域における、車の安心安全を担保
し、働き方改革を同時実現。

通常 株式会社阿波銀行

2716 R136040044 四国 徳島県 株式会社あけぼの動物病院 7480001004177
徳島県初！開心術を用いた手術や治療を行える中核
動物病院の誕生！

通常 株式会社徳島大正銀行

2717 R136040045 四国 徳島県 うみの株式会社 9480001007244
種苗メーカーによる日本牡蠣産業の競争力強化と持
続的サプライチェーンの構築

特別 税理士法人アクシス

2718 R136040056 四国 徳島県 犬伏製薬株式会社 4480001005392
ワシントン条約の規制を受けない「気付け薬」の試
作開発とＯＥＭによる海外展開

特別 徳島県商工会連合会

2719 R136040058 四国 徳島県 海藻ラボ株式会社 1140001111681
環境条件のみで変色させた安心・安全・高付加価値
な紅藻の加工原料の開発

通常

2720 R137040004 四国 香川県 プロテノバ株式会社 3480001005773
培養設備導入による組換えタンパク質の安定的供給
と製造における生産性向上の達成

特別

2721 R137040005 四国 香川県 株式会社プーキービケン 7470001007206
市場及び顧客からの増産ニーズに応えるためのボト
ルネック工程の解消プロジェクト

特別

2722 R137040007 四国 香川県 株式会社シンキ製作所 5470001001152
全自動量産型ＣＮＣ旋盤の導入による「半導体製造
装置の内需拡大」への対応計画

特別 株式会社香川銀行

2723 R137040009 四国 香川県 有限会社伸栄製作所 2470002013439
最新研削設備導入による難削材製品の高精度化及び
短納期化

通常 株式会社中国銀行

2724 R137040010 四国 香川県 株式会社永井組 1470001003053
サウンディング試験機と大型ポンプの導入による杭
工事の競争力強化

特別

2725 R137040012 四国 香川県 有限会社日の出製麺所 8470002015272
老舗製麺所による香川県産小麦１００％長期保存う
どんの量産体制の確立

通常 株式会社百十四銀行

2726 R137040014 四国 香川県 四国プラスチックス株式会社 2470001001972
難加工の対応力強化・Ｂ　ｔｏ　Ｃへの新進出によ
るコロナ禍からの脱却

特別 株式会社百十四銀行

2727 R137040015 四国 香川県 株式会社旭建機 1470001006948
自社で使用する部品の内製化によりサプライチェー
ンの毀損に対応する事業

特別

2728 R137040020 四国 香川県 株式会社いわま黒板製作所 5470001007975
ＬＥＤ－ＵＶプリンタを使用した罫線入りホワイト
ボード製造における飛躍的な生産性向上事業

特別

2729 R137040021 四国 香川県 株式会社タカラ 9260001004164
『アイソレーションガウン』製造に向けた当社生産
性向上事業

特別

2730 R137040024 四国 香川県 株式会社岡崎製作所 1470001009827
切断工程の改善により、県外流出の取込み＆県内鋼
構造物業界の再発展事業

特別 株式会社百十四銀行

2731 R137040025 四国 香川県 自然免疫応用技研株式会社 9470001005637
業界最高水準の観察体制の構築とテレワークの推進
による生産性の向上

特別
株式会社フラッグシップ
経営

2732 R137040029 四国 香川県 三豊市上下水道工事業協同組合 9470005004271
水道資機材導入による応急復旧体制構築と地域住民
サービスの向上

特別

2733 R137040030 四国 香川県 株式会社ハガタ屋 5470001011580
画像寸法測定器導入による寸法の確実性向上と生産
性向上

通常

2734 R137040031 四国 香川県 株式会社ＲＩＳＥ 3470001016986
パネルソー導入による精密加工技術の確立と従業員
の安全確保

通常

2735 R137040032 四国 香川県 サンクラフト株式会社 7470001001654
建具・家具製作のノウハウを活かした木製コロナ対
策製品の開発および技術伝承体制の確立

通常

2736 R137040034 四国 香川県 日東河川工業株式会社 5470001003297
新型ＮＣフライス盤導入による多品種少量生産体制
構築と外注依存からの脱却

特別

2737 R137040035 四国 香川県 塚田木材株式会社 6470001009104
うづくり機導入による生産性の向上及び職場環境改
善事業

通常

2738 R137040037 四国 香川県 株式会社福田高周波工業所 4470001003562
大型部品加工工程の内製化による加工精度向上と生
産プロセス改善による納期短縮

特別

2739 R137040038 四国 香川県 株式会社福田熱処理工業所 7470002005803
最新真空熱処理炉の導入による熱処理工程の生産能
力、製品付加価値向上計画

特別
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2740 R137040039 四国 香川県 有限会社阿賀歯車製作所 5470002014599 最新型のＮＣ旋盤導入による生産性向上と事業承継 特別

2741 R137040040 四国 香川県 株式会社ササハラ 3470001001674 香川県産オリーブ牛：全国への拡販事業 通常 株式会社百十四銀行

2742 R137040041 四国 香川県 株式会社東洋スチール製作所 4470001002952
生産管理システム導入による、生産に係る事務や管
理業務のテレワーク化

通常 倉智　武彦

2743 R137040042 四国 香川県 有限会社赤穂屋工務店 9470002012541
新設備導入により生産能力を強化し、新たに古民家
再生事業を展開

通常
株式会社アルマ経営研究
所

2744 R137040043 四国 香川県 岡田鉄工有限会社 5470002014715
有望市場への新規事業展開及び大型、高精度製品の
生産活動強化

通常 株式会社中国銀行

2745 R137040048 四国 香川県 株式会社中央 8470001002767
冷凍食品「クイックミールキット」の生産能力増
強、品質向上及び製造コスト削減

通常
公益財団法人かがわ産業
支援財団

2746 R137040049 四国 香川県 株式会社ヨシノ 8470001004235
低湿度維持梱包技術を活用した、衛生管理製品充填
梱包事業

通常

2747 R137040051 四国 香川県 有限会社四国動物医療センター 6470002011042
新たな腫瘍治療法の確立による高度医療サービスの
提供

特別

2748 R137040053 四国 香川県 谷口木工
最新デジタル制御切断機導入による、生産性・品質
向上並びにニッチ分野への販路開拓事業

通常 香川県商工会連合会

2749 R137040056 四国 香川県 有限会社垂水パック 3470002011912
最新型サイドシール製袋機の導入による「ガゼット
袋の量産体制の確立と新たな業務領域への展開」

特別 株式会社香川銀行

2750 R137040057 四国 香川県 佐藤ニット株式会社 9470001011247
無縫製自動横編み機導入によるコロナ対策ニット小
物の生産体制強化

特別

2751 R137040059 四国 香川県 西野金陵株式会社 6470001008188
熱交換型自動殺菌装置導入で清酒賞味期間を延ば
し、新規販路開拓を推進

特別

2752 R137040060 四国 香川県 株式会社旭宝園 5470001018130
地域課題に対応した高い生産性による造園サービス
の高度化事業

特別

2753 R137040062 四国 香川県 株式会社カワニシカバンプロダクト 9470001016799
ファンとの関係性を育む革新的な革製品製造販売の
高度化事業

通常

2754 R137040066 四国 香川県 四国建築鉄工株式会社 8470001001835
最新溶接ロボットによる鉄骨コア生産強化と近隣業
者との連携強化

通常

2755 R137040067 四国 香川県 農業生産法人株式会社アライオリーブ 5470001012645
香川県産１００％最高品質オリーブパウダー事業展
開による地域産業活性化

通常 観音寺信用金庫

2756 R137040068 四国 香川県 キンダイ製麵株式会社 4470001012274
急速冷凍技術で冷凍手延べうどんの生産性と品質を
向上し販路を拡大する

特別

2757 R137040070 四国 香川県 株式会社Ｅｖｅｒｇｒｅｅｎ 7470001017766
動物たちの手術リスクの低減および集中治療体制の
構築

通常

2758 R137040073 四国 香川県 株式会社松風庵かねすえ 4470002008791
鳴門金時を原料とした新製品製造のためのマルチ
ディッパー（蜜漬け装置）導入

通常

2759 R137040075 四国 香川県 株式会社穴田鉄工所 1470001011031
多品種小ロットの高効率生産体制の構築による新規
分野への進出とコロナ危機打開

特別

2760 R137040091 四国 香川県 有限会社コスモテック 8470002016700
最新鋭ベンディングマシン技術導入による金属製品
加工の高度化、内製化の確立

通常

2761 R137040092 四国 香川県 有限会社大恵緑化 4470002004213
肥料散布機の導入による農業サービスの生産性向上
と高品質化・軽減化の実現

特別

2762 R137040097 四国 香川県 株式会社三福土建 5470001010384
太陽光・風力発電におけるドローンを活用した空中
からの点検

特別 長井　寿郎

2763 R138040001 四国 愛媛県 くりの木歯科医院
３Ｄスキャニングシステム導入による測定精度向上
とスタッフの感染防止対策

通常 愛媛信用金庫

2764 R138040002 四国 愛媛県 株式会社愛媛ダスト 4500001002635
ペットボトルなど飲料容器の中間処理作業を自動化
し「美しい環境を次世代に受け渡す」取組み

特別 株式会社愛媛銀行

2765 R138040005 四国 愛媛県 株式会社雄伸工業 8500001018289
足場用建築資材の品質管理の徹底を構築し、安全性
の強化と生産性の向上を実現

通常 株式会社愛媛銀行

2766 R138040009 四国 愛媛県 株式会社萩尾鉄工所 4500001010217
コロナ禍ＩＴ活用による建設機械部品の生産性向上
事業

特別

2767 R138040010 四国 愛媛県 株式会社キクノ 2500001001333
ポーラスコンクリート河川環境製品の開発及び製造
設備の導入

通常 株式会社伊予銀行

2768 R138040012 四国 愛媛県 株式会社よつば機械工業 1500001020664
ＣＮＣ切断機の導入による品質の高い加工品の提供
スピードを高める内製化事業

特別 愛媛信用金庫

2769 R138040013 四国 愛媛県 オチ新瓦産業株式会社 9500001011342
精巧な型枠作成による歴史的建造物の屋根瓦の復元
と菊間瓦生産者の支援事業

通常
株式会社彩都マネジメン
ト

2770 R138040018 四国 愛媛県 有限会社ゴトウ洋菓子店 7500002022191
新型設備導入による主力商品再強化及び地元農家と
連携した贈答品開発による地域活性化

特別 川之江信用金庫

2771 R138040019 四国 愛媛県 愛媛蒲鉾株式会社 5500001008268
ご当地グルメ「じゃこカツ」の生産拡大による非対
面ビジネスモデルへの転換

特別 株式会社伊予銀行

2772 R138040021 四国 愛媛県 ムラカミセイケン
生産性向上のための「全自動丸のこ刀研削盤」導入
事業

通常

2773 R138040023 四国 愛媛県 和弘工業株式会社 6500001004811
新型ＮＣ旋盤導入で内製化の拡大と新分野への進出
で、コロナ禍を生き抜く取組

特別 株式会社伊予銀行

2774 R138040024 四国 愛媛県 北米産業株式会社 7500001007276
コロナ禍に負けない生産管理・テレワーク環境を整
備するＩＴ利用の推進

通常 株式会社愛媛銀行

2775 R138040026 四国 愛媛県 株式会社タカノコタイヤ 8500001022472
低扁平タイヤ等の交換プロセス改善による生産性向
上と地域サービス拡充計画

通常 株式会社愛媛銀行

2776 R138040027 四国 愛媛県 松前土建株式会社 4500001004937
革新的な土木工事の施工体制確立による河川氾濫防
止等に貢献と地域モデル企業への躍進

特別 株式会社愛媛銀行

2777 R138040029 四国 愛媛県 局部熱処理株式会社 1500001010756
低周波誘導加熱装置の導入によるプラント配管等の
局部熱処理の受注拡大

通常
株式会社西条産業情報支
援センター

2778 R138040031 四国 愛媛県 フジエネルギー有限会社 8500002014460
ＬＰガス充填設備導入による、作業の安全性・品質
保証の確保と充填能力の大幅向上の実現及び事務処
理の非対面化

特別

2779 R138040033 四国 愛媛県 有限会社ヤマモリ 9500002007125
新規設備の導入により、断念していたブロック・パ
イプ加工が可能となり販路開拓を行う

通常 株式会社伊予銀行

2780 R138040034 四国 愛媛県 株式会社ＳＫウインチ 8500001011252 ＣＡＤに連動した鋼材切断システムによる品質向上 通常 株式会社伊予銀行

2781 R138040035 四国 愛媛県 ちぐさ技研工業株式会社 3500001007156
建設現場における３次元測量導入による生産性向上
と新規顧客の獲得

通常

2782 R138040036 四国 愛媛県 松原歯科医院
効率の高い設備導入とＩＴ利活用による感染症対策
強化と生産性向上

特別 中村　清悟

2783 R138040037 四国 愛媛県 西部鉄工株式会社 8500001002326
超高強度鉄骨・極厚鉄骨の溶接プロセスを革新し高
度化及び生産性向上に取組む

通常 株式会社愛媛銀行

2784 R138040047 四国 愛媛県 有限会社泉金属商会 2500002015951
一軸破砕機導入による固形燃料ＲＰＦの製造ライン
の生産性向上と混合産業廃棄物の受入量の拡大

通常

2785 R138040050 四国 愛媛県 みなと歯科医院
３次元Ｘ線撮影装置の導入による離島の高齢患者に
高度治療と訪問診療を提供できる歯科診療体制の整
備

通常

2786 R138040052 四国 愛媛県 松浦農場
食品残渣を有効活用した「レモンポーク」における
エコフィード事業及び肉質向上による販路拡大

通常

2787 R138040054 四国 愛媛県
株式会社ＪＡＰＡＮＤＥＭＩＣ　ＣＯ
ＭＰＡＮＹ

9500001021548
愛媛産柑橘や酵母等を用いたクラフトビールの生産
性・品質向上

通常 株式会社伊予銀行
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2788 R138040061 四国 愛媛県 ふじはた建築Ａｒｔ
高精度モルダー導入による地元産無垢フローリング
材の高品質化と安定収益確保

通常 向井　重樹

2789 R138040063 四国 愛媛県 ＬＡＢ　ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社 3500001020704
注文住宅におけるオリジナルオンライン提案（相見
積）システムの構築

特別
公益財団法人えひめ産業
振興財団

2790 R138040065 四国 愛媛県 有限会社大和測量設計事務所 8500002014667
地域インフラを支える「地域に根差したＩＣＴ測量
会社」への変革

通常

2791 R138040071 四国 愛媛県 株式会社伊予企画 1500001021340
横型ＮＣフライス盤の導入によるニーズへの対応及
び作業効率向上

特別

2792 R138040074 四国 愛媛県 今治市越智郡自動車整備事業協同組合 1500005004713
革新の技術と設備を組合員への提供型育成事業協同
組合への変革

特別

2793 R138040076 四国 愛媛県 ＴＭトミオカ株式会社 1500001002919
生産体制の見直しによる全国の非接触型ビジネス導
入支援

特別 愛媛信用金庫

2794 R138040077 四国 愛媛県 株式会社ＮＥＸＴ８ 2500001021661
製造工程自動化に伴う経費削減高品質化によるブ
ロックシール多機能付きベンリー袋の生産体制確立

通常 観音寺信用金庫

2795 R138040078 四国 愛媛県 有限会社フジ製作所 2500002015209
高まる半導体需要に備えた半導体製造装置用大型パ
ネルの生産性向上

特別 株式会社愛媛銀行

2796 R138040084 四国 愛媛県 株式会社日本有機四国 3500001009367
肥料の造粒化による販売増加と計量工程の機械化に
よる密な作業環境及び生産ボトルネックの解消

通常

2797 R138040093 四国 愛媛県 株式会社ハマダ工業 8500001018256
新規事業の開始と既存事業の効率化を目指すサービ
ス提供プロセスの改善

特別

2798 R138040094 四国 愛媛県 有限会社エイシンライフ 1500002010532
高性能カッターとＮＣフルオート折曲機による建築
板金役物製造における精度向上

特別

2799 R138040097 四国 愛媛県 さくら製麺所
新規製麺設備導入により生産性向上を行い、新メ
ニュー開発及び販路拡大を推進する。

通常 株式会社伊予銀行

2800 R138040099 四国 愛媛県 株式会社高橋工務店 4500001009036
特殊施工ストリートプリント導入による新規顧客の
獲得及び工事利益率の向上

特別 高田　勝人

2801 R138040104 四国 愛媛県 有限会社魚茂 8500002013999
最新設備導入による生産性向上と地元企業ならでは
のオリジナル商品を展開する

通常

2802 R138040106 四国 愛媛県 株式会社二葉 1500001012257
名物駅弁を守る！今治鯛めし弁当の冷食化技術確
立・全国流通の実現

特別

2803 R138040108 四国 愛媛県 株式会社日本キャリア工業 3500001003064
食品加工機械内コア部品の加工高度化による生産性
向上と品質向上

特別

2804 R138040109 四国 愛媛県 富士教材有限会社 5500002005768
水中・空中ドローンとＡＩ駆動のマッピング技術を
かけ合わせた革新的サービスの提供事業

特別 株式会社愛媛銀行

2805 R138040111 四国 愛媛県 協和歯研有限会社 6500002018133
インプラント義歯の高精度デジタル化生産プロセス
構築事業

通常

2806 R138040114 四国 愛媛県 有限会社伊予鉱業所 3500002010745
ＥＣビジネス強化のための陶磁器原料副産物を活用
した『砥部陶板』商品化事業

通常 株式会社高知銀行

2807 R138040119 四国 愛媛県 株式会社愛媛海産 9500001012605
愛媛のコネクターハブ企業として地域資源を活用し
た常温商品の売上増大計画

通常

2808 R138040121 四国 愛媛県 株式会社ウッドスタジオゆう 3500001019119
アフターコロナの働き方を支えるテレワーク家具提
供ネットワークの構築

特別

2809 R138040134 四国 愛媛県 有限会社大成工業 2500002013328
産業用ドローンを活用したＩＣＴ施工推進による生
産性向上計画

通常 長井　寿郎

2810 R138040138 四国 愛媛県 株式会社コバヤ 9500001015814
アイスクリームとレトルト食品の自社製造及び新製
品開発事業

通常

2811 R138040140 四国 愛媛県 松山中平歯科クリニック
最小限のインプラントで支える顎全体の人工歯を非
対面・院内完結で製作

特別
公益財団法人えひめ産業
振興財団

2812 R138040144 四国 愛媛県 白石建設工業株式会社 7500001018967
３次元データとＩＣＴ工事の内製化に伴う生産性向
上及び若手社員の活性化並びにコロナ対策

通常

2813 R139040001 四国 高知県 松木歯科医院
早期発見・早期治療および再治療の必要がない高度
歯科治療体制の構築

特別 株式会社四国銀行

2814 R139040005 四国 高知県 日之出産業株式会社 3490001006291
生産性向上・従業員の多能工化・コスト競争力の強
化を実現するためのプレス機導入

通常

2815 R139040006 四国 高知県 株式会社鉄建ブリッジ 9490001006229
数値仮組立検査システムの導入による省力化及び生
産性の向上

特別

2816 R139040011 四国 高知県 テクノヒロセ株式会社 1490001005394
業界初の柔軟かつ広い入射角で良好なミリ波吸収性
能を有するミリ波吸収材の開発

通常

2817 R139040012 四国 高知県 有限会社おかぞえ 1490002009691
細分化されたニーズに対応するための畳生産体制の
強化事業

特別 高知県商工会連合会

2818 R139040014 四国 高知県 株式会社タカチ測建 4490001001151
ドローンレーザー測量と仮想空間での報告による測
量事業の高度化

特別

2819 R139040015 四国 高知県 有限会社ヤナギハラ工芸 3490002012025
生産性向上、外注抑制によるコスト削減、人材育
成・技術伝承の課題解決を実現する設備投資

特別 高知県商工会連合会

2820 R139040025 四国 高知県 有限会社坂本鉄工所 7490002011279
ＣＮＣ旋盤の導入によるゲート自動開閉装置の生産
性向上と人材確保

特別 高知県商工会連合会

2821 R139040026 四国 高知県 第一化成株式会社 5490001000912
コロナ時代のテレワーク対応型情報システム構築に
よる革新的ＤＸ推進

通常 高知県商工会連合会

2822 R139040028 四国 高知県 株式会社マツモク 9490001006294
大型建材の仕上げ加工対応による新たな商品開発と
顧客満足度向上

特別

2823 R139040029 四国 高知県 有限会社眞功工作所 3490002011745
大型のワークサイズ部品加工に注力し競争力強化を
実現するためのＣＮＣ旋盤の導入

特別 高知県商工会連合会

2824 R139040030 四国 高知県 有限会社綜合鉄工 8490002002913
ＩＤ金型管理システム搭載の複合加工機導入によ
る、精密加工の実現と生産効率の向上

通常 株式会社高知銀行

2825 R139040034 四国 高知県 有限会社濵川商店 5490002012931
新型瓶詰機導入による日本酒とリキュールの新しい
並行生産体制の構築

特別 株式会社四国銀行

2826 R139040036 四国 高知県 株式会社かもはら動物病院 6490001008987
院内体制の刷新に基づく、四国地方の獣医療業界随
一のがん対応施設への進化

特別

2827 R139040042 四国 高知県 有限会社宮村鉄工 7490002011394
３次元複合現実を鉄工加工に取り入れた最先端技術
での生産性向上

特別 高知県商工会連合会

2828 R139040047 四国 高知県 高東生コンクリート株式会社 6490001006479
ＦＡコンクリートの多用途製品製造に対応したオー
トメーション化

通常 高知県商工会連合会

2829 R139040050 四国 高知県 株式会社四万川総合建設 6490001005893
３Ｄレーザースキャナ導入による工事の効率化及び
測量部門新設による新分野進出計画

通常 株式会社高知銀行

2830 R139040051 四国 高知県 ひびき産業株式会社 7490001003814
清掃作業の機械化による生産性向上および新サービ
スの展開

通常 高知商工会議所

2831 R140040011 九州 福岡県 河上船舶機器株式会社 4290001012292
新分野への進出のためのＣＮＣ普通旋盤の導入によ
る競争力強化

特別

2832 R140040012 九州 福岡県 九州鉄道機器製造株式会社 2290801005258
継目板製造の省人化、効率化を目指した産業用ロ
ボット導入による工程革新

特別 北九州商工会議所

2833 R140040016 九州 福岡県 有限会社福永車体整備 4290002053880
先進運転支援システム普及に伴う事故修理技術向上
と正確な修理証明の提供

特別 株式会社エフアンドエム

2834 R140040019 九州 福岡県 株式会社松田機械工作所 1290801014342
ワイドエリヤ三次元測定機を導入して売上増・生産
増を図る取組み

通常 直方商工会議所

2835 R140040024 九州 福岡県 株式会社リーブス 2290001004903
生産設備導入による生産プロセスの革新とＤ２Ｃ型
自社サイト構築による非対面型ビジネスモデル確立

通常 中村　清悟

2836 R140040025 九州 福岡県 株式会社エフテックス 7290801012076
取引先経営戦略への貢献・自社収益向上を図る新型
不定形耐火物の安定供給体制構築

特別
株式会社西日本シティ銀
行
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2837 R140040027 九州 福岡県 池田直之土地家屋調査士事務所
３次元レーザースキャナーの導入による高精度三次
元測量技術の確立

特別

2838 R140040031 九州 福岡県 株式会社フロム工業 8290801011440 カシメ装置を導入して、生産性、品質の向上を図る 通常

2839 R140040045 九州 福岡県 晃大商事株式会社 4290801015222
超精密ワイヤ放電加工機導入によるＥＶ向けモータ
コア金型のダイホルダ加工実現に向けて

通常

2840 R140040053 九州 福岡県 鳥井製パン
学校給食および高齢者施設向け食品パンの生産プロ
セス革新によるサービス向上

通常

2841 R140040055 九州 福岡県 株式会社エムワン 3290001042877
配送業務のネットワーク化による業務の革新と顧客
利便性向上への挑戦

通常 株式会社佐賀銀行

2842 R140040056 九州 福岡県
株式会社ＵＫ　ＳＰＯＲＴＳ　ＣＡＲ
Ｓ

2310002012605
シャシーダイナモを活用した状態確認工程の革新と
高品質整備への挑戦

通常 株式会社佐賀銀行

2843 R140040058 九州 福岡県 正栄工業株式会社 9290801014153
アフターコロナの需要拡大を見据えた新型マシニン
グセンタ導入による生産性向上

通常 株式会社フロウシンク

2844 R140040059 九州 福岡県 有限会社エイコー 2290002000216
島国日本の造船業を支える高品質な船室ダクトの安
定供給体制の確立

通常 株式会社福岡銀行

2845 R140040063 九州 福岡県 坂井建具製作所
突板加工を施した耐久性の高い超大型のオーダーメ
イド建具の開発

通常 大川信用金庫

2846 R140040065 九州 福岡県 白石歯科歯周再生クリニック
院内衛生環境向上による感染症対策の充実と、生産
性向上を実現し長期的な優位性を構築

通常 中村　清悟

2847 R140040068 九州 福岡県 福岡農産株式会社 3290801016543
もち米専用精米ラインの高機能化による精度・安全
の向上と安定供給

通常

2848 R140040071 九州 福岡県 有限会社英興建設 3290002053064
農業用水路・暗渠工事へのＩＣＴ設備導入による生
産性向上と圃場整備事業への参入

特別 株式会社フロウシンク

2849 R140040073 九州 福岡県 株式会社ＦＦＭ 8290001088619
非対面型の受注方式の確立と案件管理の省力化等に
よる低コスト化、顧客満足度向上

特別

2850 R140040074 九州 福岡県 有限会社峰本産業 4290002017794
ＣＮＣフライス盤導入による高付加価値部品の受注
力強化と技術伝承

特別

2851 R140040077 九州 福岡県 角建具製作所
デザイン性が高く大型で狂いのない建具の開発とそ
の生産体制の構築

通常 大川信用金庫

2852 R140040086 九州 福岡県 九州安芸重機運輸株式会社 2290001012336
ドライバーの待遇改善に繋がる、重機、建機の輸送
予約システムの構築

通常 株式会社福岡銀行

2853 R140040096 九州 福岡県 有限会社佐藤技建 4290002046372
住宅基礎の鉄筋工事に本格参入するための鉄筋工事
の効率化

通常

2854 R140040097 九州 福岡県 有限会社トーブ 1290002008508
女性ニーズを捉えた焼鳥の新商品化とその訴求によ
る家庭向け販売への進出

特別

2855 R140040098 九州 福岡県 有限会社楽天地 2290002013671
新型コロナウイルス渦を乗り越える！もつ鍋セット
商品の増産体制の確立

特別
合同会社スマイル・サ
ポート・コンサルト

2856 R140040099 九州 福岡県 坂本歯科医院
ストレスフリー・ペインフリーを目指して！新規根
管治療の開発

通常

2857 R140040103 九州 福岡県 石蔵酒造株式会社 8290001011514
酒造業による口に入っても安全な高濃度エタノール
製剤の内製化と事業構築

通常

2858 R140040104 九州 福岡県 丸善車体サービス有限会社 2290002052538
切断工程の刷新による競争力強化とトラック架装部
門の販路開拓

特別

2859 R140040108 九州 福岡県 株式会社慶昇産業 4290801017342
食品廃棄物用乾燥機のライン再編成による大幅な生
産性向上

通常
有限会社　エムケイブ
レーン

2860 R140040110 九州 福岡県 ライクワーク
形鋼の自動加工機を導入し生産性向上を図り地域同
業者の「駆け込み寺サービス」の実現

通常

2861 R140040111 九州 福岡県 創研プロテック株式会社 1290001031411
最新マシニングセンタ（ＭＣ）導入でワイヤー放電
加工を代替した次世代高度生産技術の確立

通常 中村　弘満

2862 R140040113 九州 福岡県 有限会社英ルーテック 3290802017160
成長産業分野への本格参入にむけた高精度・高効率
な生産体制構築

特別 株式会社フロウシンク

2863 R140040115 九州 福岡県 株式会社チェンジ 9011101068099
専門知識を排除したＡＩ機能付きＨＰ更新システム
の開発で非対面ビジネスへの転換を実現

特別
株式会社フラッグシップ
経営

2864 R140040116 九州 福岡県 福山木工株式会社 8290001088874 無垢材を用いたフロートテレビボードの本格事業化 特別

2865 R140040118 九州 福岡県 こがね食品有限会社 2290002018365
取引先の事業拡大に貢献する安心・安全かつ高品質
半生めんの安定供給体制構築

特別 株式会社福岡銀行

2866 R140040120 九州 福岡県 株式会社みいの寿 2290003002954
コロナ禍を乗り越える清酒製造工程の高度化と海外
日本酒市場の開拓

特別

2867 R140040122 九州 福岡県 有限会社牟田鉄工所 1290002050443
最新型ＣＮＣ旋盤導入による生産機械量産化に向け
た生産性向上の取組

通常

2868 R140040124 九州 福岡県 株式会社タナカ鋼建工業 7290001047344
大型鋼材加工の生産プロセス改善による大型案件受
注体制の構築

特別 株式会社筑邦銀行

2869 R140040129 九州 福岡県 そうさく建具相良
高難易度伝統技術、組子を用いた空間演出建具の生
産力向上と拡販の新展開

特別

2870 R140040131 九州 福岡県 株式会社吉弘製作所 1290801014994
ＣＮＣ旋盤導入による小型部品精密加工の品質向
上．コスト低減．納期短縮による事業拡大

特別

2871 R140040134 九州 福岡県 山﨑　精機
ＣＮＣ立型フライス盤導入で小型金型精密加工の品
質向上、納期短縮による事業拡大

特別

2872 R140040137 九州 福岡県 株式会社前田建具製作所 3290001090694
最新鋭設備の導入による大型建具の生産性向上と売
上拡大計画

通常

2873 R140040144 九州 福岡県 ユアーズエバー株式会社 5290001070736
障がい福祉施設総合支援システム導入による業務効
率化及び就労継続支援Ａ型事業の収益向上の取組み

特別

2874 R140040145 九州 福岡県 イートウェル株式会社 1290001066424
多品種少量から中品種中量生産にも対応できる独自
企業への転換

通常 久留米商工会議所

2875 R140040146 九州 福岡県 福山鉄工
最新ＮＣ旋盤導入による自動化率向上で小・中ロッ
ト品加工の維持・拡大

特別

2876 R140040155 九州 福岡県 株式会社稲富プレス工業所 8290801012050
新型コロナウイルス感染症対策となるウォシュレッ
トトイレ部品の生産体制革新計画

特別 福岡ひびき信用金庫

2877 R140040157 九州 福岡県 株式会社マシュマロの樹 7290001087951
ｅラーニングシステムの開発・導入によるスタッフ
育成と生産性向上

特別

2878 R140040158 九州 福岡県 宮田織物株式会社 8290001047525
織物工場の変種変量生産実現のための生産プロセス
改革

特別
有限会社　エムケイブ
レーン

2879 R140040162 九州 福岡県 合同会社ファーム貞光 4290803003282
自社生産のあまおうイチゴと蜂蜜・オリゴ糖などで
作るオリジナルジャムの量産化と販売

通常 直方商工会議所

2880 R140040165 九州 福岡県 株式会社キューオキ 1290001012337 高齢者向け緊急通報装置の改良による販路拡大 特別

2881 R140040168 九州 福岡県 株式会社タイヤチップセンター 5290002039490
最新型タイヤ破砕機導入による加工品質の高度化と
生産性向上事業

特別 株式会社筑邦銀行

2882 R140040170 九州 福岡県 株式会社忠和建設工業 6290801010287
最新型バンドソー導入による生産性向上と短納期体
制の実現

特別

2883 R140040173 九州 福岡県 有限会社デリシャス博多 8290002025439
新型コロナ需要に対応した業務用ミールキットの生
産能力増強と品質向上の取り組み

特別

2884 R140040174 九州 福岡県 株式会社ツバサ 6290801013876
３ＤＣＡＤと機械導入による作業の効率化と生産性
向上への取り組み

特別 福岡県商工会連合会

2885 R140040177 九州 福岡県 オーエステクノス株式会社 4290801019280
ワイヤー放電加工機導入による生産性向上及び産業
用ロボット部品量産化体制構築

特別
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2886 R140040180 九州 福岡県 株式会社東京食品 2290001045872
豆腐たこ焼きの本格販売及び省スペース型半自動た
こ焼き機の開発

通常

2887 R140040184 九州 福岡県 有限会社江島木工 3290002053048
最新鋭ボーリングマシン導入による国産檜材子供用
二段ベッドの生産力増強

通常 大川信用金庫

2888 R140040190 九州 福岡県 株式会社ノブハラ 9260001022100
スクリューバーの供給方法開発によるメッシュ生産
性革新

通常 株式会社中国銀行

2889 R140040192 九州 福岡県 有限会社九州精密 8290802019953
１μｍ級極細円筒研削連続外径加工の加工精度・生
産性向上の取り組み

通常

2890 R140040194 九州 福岡県 九機プレス工業株式会社 5290801009867
販路拡大と生産性向上のための新型サーボプレスブ
レーキの導入

特別

2891 R140040196 九州 福岡県 株式会社ハカル 3290801023738
ドローン及びレーザースキャン搭載光波測量機等の
導入による３Ｄ測量と生産性向上

通常

2892 R140040200 九州 福岡県 株式会社中村プレス 6290001054531
新型プレス機導入による単発型の省人化と金型改造
コストの削減による競争力強化

通常

2893 R140040204 九州 福岡県 株式会社富士精工 8290801013024
最新マシニングセンタの導入による位置決め作業の
効率化と夜間無人稼働の実現

通常 株式会社フロウシンク

2894 R140040207 九州 福岡県 有限会社川島鉄工所 7290002054612
産業用ロボットの減速機用高精度中型連結歯車の安
定的国内供給体制の構築

特別

2895 R140040208 九州 福岡県 株式会社シンフォニア 5290001018330
コロナ禍の医療現場の助っ人！革新的医療サポート
サービスの開発

通常

2896 R140040210 九州 福岡県 株式会社ニューステップ 2290001077131
システムを活用した利用者スキル向上と営業体制強
化による高収益化への取り組み

特別

2897 R140040214 九州 福岡県 有限会社むぎふうせん 8290002028409
　製造作業の標準化と生産性向上を目的とした　か
りかり明太フランスの冷凍商品製造販売事業

特別 株式会社福岡中央銀行

2898 R140040216 九州 福岡県 佐藤精機
最新立型マシニングセンタ導入により生産性向上及
び品質向上を実現する。

特別

2899 R140040217 九州 福岡県 株式会社ＢＵＮＫＡ 9360001022123 移動価値を文化に、ＣＭｃａｒｒｙ 特別

2900 R140040218 九州 福岡県 株式会社富貴 1290001041567
卸売事業拡大を目的とした三重構造饅頭の製造体制
確立

特別 福岡県商工会連合会

2901 R140040219 九州 福岡県 アイスマン株式会社 3290001050525
高出力レーザー溶接機導入による「革新的ノンフロ
ン製氷プレート熱交換器」の生産性向上事業

通常

2902 R140040220 九州 福岡県 清永製箸所
ＥＣサイトを活用した自社製品の販売事業と自社製
品の製品化開発事業。

通常

2903 R140040221 九州 福岡県 天竺製作所
高付加価値製品の製造体制確立を目的とした金属部
品加工の生産性向上

特別

2904 R140040222 九州 福岡県 株式会社タカスブレース 2290801021932
医療用足底装具生産工程の高度化と非対面ビジネス
体制の構築

特別

2905 R140040223 九州 福岡県 今村明登瓦工場
最先端焼成窯の導入による文化財瓦の製造能力向上
および熊本地震復興支援の取組み

特別 福岡県商工会連合会

2906 R140040224 九州 福岡県 めがねファクトリー
聴力の低下防止及び生活の質の向上を目的とした補
聴器利用の提案と新規顧客層の開拓

特別 田川商工会議所

2907 R140040227 九州 福岡県
株式会社ワールドデンタルラボラト
リー

1290001056771
ミリングマシンとＣＡＭソフトの導入による短納期
対応と製造体制強化

通常

2908 R140040228 九州 福岡県 株式会社フィード 1290801010465
家庭用の手指消毒剤の安定供給に向けた充填工程の
自動化による量産化事業

通常

2909 R140040231 九州 福岡県 福岡アーキテクツ
伝統の耐震の接合技法「こみ栓」の構造計算を可能
にする製品化の事業

通常

2910 R140040232 九州 福岡県 有限会社原野製茶本舗 6290002047492
奥八女茶ティーバッグ個包装製品安定供給のための
内製化と生産性向上の取り組み

特別

2911 R140040239 九州 福岡県 株式会社岩井鉄筋工業 7290001030507
ＱＲコードで加工作業計画を見える化、飛込注文対
応の生産体制・管理

特別

2912 R140040241 九州 福岡県 株式会社福ふく 5290001074043
急速冷凍技術を活用した明太子の鮮度維持技術の開
発・新商品開発

特別

2913 R140040244 九州 福岡県 青山ルーフ株式会社 1290801020365
建築板金一貫加工システムの構築による加工精度・
生産性の向上

特別

2914 R140040247 九州 福岡県 株式会社村田木型製作所 2290001088608
人材の即戦力化と精度向上を可能とする木型製作工
程の改革

通常

2915 R140040248 九州 福岡県 有限会社デボン神戸屋 8290002002859
新型包あん成形機械導入によるＤｔｏＣ製品の品質
向上、生産能力増強の取り組み

特別

2916 R140040253 九州 福岡県 株式会社ＦＵＫＡＭＩ 8290001046626
洋菓子製作の機械化とネット販売による生産と販売
の非対面化コロナ対策

通常

2917 R140040258 九州 福岡県 九州ダンボール株式会社 2290001047200
最新カッティングマシン導入で生産性向上、新規事
業展開を狙う

特別

2918 R140040259 九州 福岡県 株式会社ドリームグループ 2290001023028
産直基幹システムの刷新を行うことで増収増益を目
指す

通常

2919 R140040260 九州 福岡県 三興精機株式会社 5290001007630
電動車用モーター金型製造における、製造プロセス
改善による納期短縮

特別

2920 R140040262 九州 福岡県 三栄工業株式会社 3290801001644
電動車向け電磁鋼板製造用設備の増産対応に向け
た、製造能力強化への取り組み

特別

2921 R140040263 九州 福岡県 有限会社成南自動車 1290002036566
高級車鈑金修理市場でのニッチトップ獲得と作業生
産性の向上

通常 株式会社フロウシンク

2922 R140040268 九州 福岡県 株式会社エイチ・アイ・デー 4290801010842
ティーチング不要なアルミホイール用ロボットバリ
取り装置の開発

特別

2923 R140040281 九州 福岡県 株式会社ＮＥＸＴフーズ 1290001061342
電解水（次亜塩素酸水）を用いたカット野菜安全性
向上及び品質向上の取組み

特別

2924 R140040292 九州 福岡県 株式会社海星ムサシ 9290001005069
精肉賞味期限延長技術・一括生産化・物流連携での
販路拡大と食品ロス削減

通常

2925 R140040305 九州 福岡県 小川畳店
薄畳製造技術の高度化と生産性向上、薄畳を活用し
た若年層の新規顧客開拓

通常

2926 R140040311 九州 福岡県 株式会社ＢＩＲＤＭＡＮ 4290001070002
稀少！新商品“鯛出汁もつ鍋”の販売と食品製造事
業の開始

通常 福岡県商工会連合会

2927 R140040312 九州 福岡県 株式会社ワタナベテクノス 4290001057841
一貫自社生産による品質向上と短納期対応への生産
力アップ

特別 福岡県商工会連合会

2928 R140040313 九州 福岡県 株式会社ごとう醤油 6290801018487
老舗調味料専門店における製造工程自働化による品
質と生産性向上

通常 北九州商工会議所

2929 R140040314 九州 福岡県 株式会社カミックス鳥栖 1290801019580
高精度段ボール立体多品種少量加工の品質・生産性
向上の取り組み

通常

2930 R140040321 九州 福岡県 株式会社ＯＮＥＧＯ 8290001088916
急速冷凍技術による完熟イチゴの保存技術の高度
化、農福連携による新商品開発

特別 株式会社シャイン総研

2931 R140040329 九州 福岡県 倉満
量産化体制を整える最新調理機材・衛生設備の導入
で宗像自慢の味をオンライン展開。

特別 綾香　博明

2932 R140040330 九州 福岡県 九州電子技研株式会社 2290001012501
スペックル干渉計と歪発生器を一体化した変位測定
システム

通常

2933 R140040337 九州 福岡県 株式会社ＵＢＳＮＡ 2290001079409 施主と建設系職人をマッチングするＷＥＢサービス 特別

2934 R140040339 九州 福岡県 セトル株式会社 2290801014201
ロウリュ式サウナ装置導入による新サウナ体験サー
ビス提供及び収益向上の取組み

通常
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2935 R140040343 九州 福岡県 株式会社ピーエムティー 7290001038525
コロナ禍における心の健康を守るための「生体セン
シング機器」の開発・製造

通常

2936 R140040346 九州 福岡県 株式会社はたえ 8290001015812
新カテゴリーへの挑戦！「明太アヒージョ」「豆乳
クリームバター」の製造・販売の実現

通常

2937 R140040348 九州 福岡県 有限会社きたやま・ミート 1290802018078
コロナ下で需要が増える給食用大ロット精肉加工品
の安定供給

特別

2938 R140040350 九州 福岡県 ナカマ株式会社 3290001072478
見てて飽きない新しいオンライン映像授業サービス
のウェブ・スマホアプリの開発

特別 久留米商工会議所

2939 R140040354 九州 福岡県 株式会社主計物産 4290001047644
クラウド型加工食品製造システムの開発およびＸ線
検査機による製造の効率化と製品の信頼性を高める
事業

通常

2940 R140040368 九州 福岡県 株式会社シスコム 2290801006818
ＯＦＤＭ変調信号のデジタル変換で８０ＧＨｚ無線
伝搬するシステムの開発

通常 北九州商工会議所

2941 R140040369 九州 福岡県 熱産ヒート株式会社 2290801009358
圧力容器等の溶接後法定焼鈍施工管理を完全リモー
ト化するシステム開発

特別

2942 R141040002 九州 佐賀県 有限会社乃市商店 3300002004585
急速冷凍とスキンパック包装の導入によるキムチや
浅漬けの小食・個包装化の実現と食材宅配事業等へ
の販路拡大

通常

2943 R141040003 九州 佐賀県 株式会社オギテック 6300001011852
汎用旋盤のノウハウを生かした高付加価値製品加工
の生産性向上体制構築

特別 株式会社佐賀共栄銀行

2944 R141040004 九州 佐賀県 株式会社田中設計事務所 9300002007921
ＵＡＶ搭載型３次元レーザー測量システムの導入に
よる競争力の強化

通常 駒田　裕次郎

2945 R141040007 九州 佐賀県 有限会社三原食品 1300002006906 豆腐業界初の「ざる盛込み豆腐」製造機械の導入 通常

2946 R141040010 九州 佐賀県 森鉄工株式会社 2300001004991 処理能力を強化した金属切粉圧縮機の開発 特別 鹿島商工会議所

2947 R141040011 九州 佐賀県 株式会社田清窯 7300001005762
コロナ時代に備えた生産性の向上と商品開発体制の
構築

特別

2948 R141040012 九州 佐賀県 株式会社一ノ瀬畜産 5300001005005
食肉加工工程の革新及び商品管理の効率化による供
給能力向上への挑戦

通常 株式会社佐賀銀行

2949 R141040013 九州 佐賀県 天山酒造株式会社 9300001003293
コロナに負けない！清酒充填工程の改善による家飲
み需要の獲得

特別

2950 R141040018 九州 佐賀県 サガ・コア＆カッター工業株式会社 3300001008315
ジョイントメンテナンス工法による革新的橋梁工事
技術の確立

通常 佐賀県商工会連合会

2951 R141040019 九州 佐賀県 株式会社ニーズ 4290001041028
碍子部品製造ラインの複線化による生産力強化への
挑戦

通常 株式会社佐賀銀行

2952 R141040022 九州 佐賀県 株式会社匠 2300001005750
世界最強磁器の強度を保つ為の専用の圧力鋳込み生
産ラインの確立

通常

2953 R141040030 九州 佐賀県 株式会社佐賀新聞文化センター 8300001000390
若年者層へ向けたオンライン配信による非対面講座
の開講

特別 株式会社佐賀共栄銀行

2954 R141040035 九州 佐賀県 澤野建設工業株式会社 1300001004687
柱大組立溶接ロボットシステムの導入による生産性
向上と販路開拓

特別

2955 R141040036 九州 佐賀県 株式会社九州パール紙工 9300001003368
最新設備導入による食品容器製造工程の革新的生産
性向上

特別

2956 R141040037 九州 佐賀県 株式会社山田組 3300001001352
高精度施工と生産性向上を実現する「情報化施工」
の推進

通常 佐賀県商工会連合会

2957 R141040038 九州 佐賀県 サンクスネットワーク九州株式会社 7300001010969
ドローン測量による有明海干満差の影響を受けない
革新的測量事業

特別

2958 R141040041 九州 佐賀県 株式会社江口農園 7300001010366
新鮮・安全・安心な高品質なお米の製造工程の確立
と量産化体制構築

通常

2959 R141040044 九州 佐賀県 株式会社亀井製作所 2300001010180
海外調達困難の危機を回避　レーザー加工機による
切断価値の取り込み

特別 伊万里商工会議所

2960 R141040045 九州 佐賀県 有限会社八戸製作所 1300002009909
同一加工と再現性で時短と精度向上　人材を活かす
極小ロット受注対応

特別 宮﨑　正弘

2961 R141040052 九州 佐賀県 有限会社江口製作所 1300002009438
プレス加工工程の生産性向上、精密化による競争優
位の強化と販路拡大

特別

2962 R141040056 九州 佐賀県 株式会社協立 6300002007742
一級建築士の技術と多目的形鋼加工機による新事業
への展開

通常 伊万里信用金庫

2963 R141040057 九州 佐賀県 ミドリ環境保全株式会社 6300001000954
設備導入による廃棄物回収業務効率化及びテレワー
クの取組

通常

2964 R141040059 九州 佐賀県 有限会社実松製作所 6300002000557
レーザ加工機の導入による新規市場開拓と鉄工・製
缶事業の強靭化

通常

2965 R141040061 九州 佐賀県 有限会社池田誠商店 4300002001788
農業を持続可能な産業「農産業」へと押し上げ地域
農業の発展に寄与する

特別

2966 R141040068 九州 佐賀県 合資会社光武酒造場 8300003000389
Ｗｉｔｈコロナ時代！バーチャル酒蔵ツーリズムで
家飲みのススメ

特別

2967 R141040069 九州 佐賀県 明和セロファン株式会社 7300001007370
包装容器等の自動製造機導入による生産性向上及び
通販事業構築

通常

2968 R142040010 九州 長崎県 有限会社カンテック 6310002012758
半導体用「超純水」ＰＶＤＦパイプユニットの一貫
生産体制構築

通常 佐世保商工会議所

2969 R142040017 九州 長崎県 株式会社こじま 7310001009812
既存業務用麺ＯＥＭに加えて、個包装機能の強化に
よる新市場開拓

通常 長崎県商工会連合会

2970 R142040020 九州 長崎県 歯科小児矯正歯科つのまち医院
最新設備導入による生産性の高いチーム型訪問医療
体制の構築

通常 田中　直敏

2971 R142040021 九州 長崎県 株式会社タシロ 3310001005690
新規エコガラス市場進出に向けたガラス切断工程の
革新と高精度化

特別

2972 R142040022 九州 長崎県 協同組合県央ジー・アイ・エス 4310005004572
小規模測量会社で構成する組織の事業継続とｉ－ｃ
ｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎの推進について

通常

2973 R142040025 九州 長崎県 橋本自動車整備工場
農機～ＡＳＶ迄の受入体制構築による中山間部特殊
商圏への適合

通常 長崎県商工会連合会

2974 R142040026 九州 長崎県 株式会社みそ半 9310001009777
食の安全・安心志向に適合する乾麺個包装機能強化
による市場拡大

通常 長崎県商工会連合会

2975 R142040028 九州 長崎県 有家中央青果協同組合 9310005005269
改正卸売市場法施行を好機と捉え島原半島農産物を
県外市場に拡販

通常 長崎県商工会連合会

2976 R142040030 九州 長崎県 株式会社平成建設 9310001005966
汎用型ＩＣＴ導入による建設現場の生産性向上と付
加価値増大

通常 吉田　大

2977 R142040031 九州 長崎県 株式会社坂口ダクト工業 6310001005473
ダクト製作における成型工程の刷新による競争力強
化と販路拡大

特別

2978 R142040032 九州 長崎県 壱岐の蔵酒造株式会社 6310001010283
アロマ減圧水蒸気蒸留装置導入により新商品開発事
業

通常 長崎県商工会連合会

2979 R142040033 九州 長崎県 有限会社松尾鉄筋工業 4310002011613
新型鉄筋加工装置の導入による鉄筋加工の高度化と
販路開拓

特別

2980 R142040036 九州 長崎県 有限会社佐世保バーガー 3310002014229
佐世保バーガーの冷凍・冷蔵商品の製造・販売強化
事業

通常

2981 R142040040 九州 長崎県 株式会社橋本嘉太郎商店 1310001009108
裁断技術の高度化による薄畳の製造効率化、新規顧
客層開拓

特別

2982 R142040041 九州 長崎県 有限会社ニシトウ 2310002012844
焼物素焼生地の低コスト化と安定供給体制の構築を
図るための計画

特別 伊万里信用金庫
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2983 R142040042 九州 長崎県 株式会社クイックプリント 5310001000483
大判印刷機導入による印刷工程の生産性向上と付加
価値印刷への取組み

特別

2984 R142040051 九州 長崎県 有限会社ガステクノサービス 7310002015958
ＬＰガス埋設配管における見える化による効率化、
安全性向上事業

特別 長崎県商工会連合会

2985 R142040052 九州 長崎県 パフェ＆レストラン　ハワイ
パフェ発祥店の殺菌製造設備導入による革新的なパ
フェＥＣ販売の実現

通常 長崎商工会議所

2986 R142040060 九州 長崎県 有限会社ワイエヌコンサル 7310002018572
地域初の点群データを活用した非対面型業務による
業務拡大及び地域貢献事業

特別 長崎県商工会連合会

2987 R142040061 九州 長崎県 有限会社大和産業 3310002017347
再資源化が求められている建設発生土の改良に係る
生産体制強化

特別

2988 R142040062 九州 長崎県 有限会社原山鉄筋工業所 1310002014049
鉄筋加工工程の生産性向上と卸売り分野の強化のた
めのＮＣ鉄筋自動曲げ機の導入

通常

2989 R142040065 九州 長崎県 有限会社高山商店 2310002014114 トラックスケールを活用した生産性向上事業 特別 長崎県商工会連合会

2990 R142040067 九州 長崎県 重家酒造株式会社 9310003002177
海外の市場ニーズにあった超高級日本酒を製造かつ
非対面型の吟醸用製麹機を活用した革新計画

通常

2991 R142040071 九州 長崎県 あおい畳店
畳裁断技術の高精度化・高効率化、介護畳による新
規顧客開拓

通常

2992 R142040078 九州 長崎県 株式会社リングスリー 8310001012039
二次診療施設が一つも存在しない長崎県にて、念願
の「１．５次診療施設」誕生へ

特別

2993 R142040080 九州 長崎県 有限会社割石工務店 6310002019175
壱岐島内家畜用敷料（オガ粉）の増産に係る製造ラ
インの構築

特別

2994 R142040081 九州 長崎県
ＩＫＩ　ＰＡＲＫ　ＭＡＮＡＧＥＭＥ
ＮＴ株式会社

8310001015834
ＥＣ通販とオンラインイベントによるオンライン観
光振興モデルの開発

特別 株式会社シャイン総研

2995 R142040083 九州 長崎県 株式会社エイコー商事 8310001006362
ホイールアライメント測量機器の導入による生産
性・品質の向上

特別 税理士法人ウィズラン

2996 R142040088 九州 長崎県 有限会社荒木水産 3310002007257
酵母を使った魚スープ、味付き切り身パックの新商
品開発事業

通常 長崎県商工会連合会

2997 R142040093 九州 長崎県 有限会社おしぼりながさき 2310002001013
ＶＢを活用した「抗ウイルス抗菌おしぼり・タオ
ル」の提供

通常

2998 R142040098 九州 長崎県 株式会社スカルパ 2310001002524
障がい者雇用創出と知育教育推進の為の、おも
ちゃ・絵本リサイクル事業。

通常

2999 R142040106 九州 長崎県 株式会社アグリ・コーポレーション 5310001011431 五島の有機さつま芋で作るベビーフード開発事業 特別 長崎県商工会連合会

3000 R143040003 九州 熊本県 アースアテンド株式会社 3010701000237
大型ＣＮＣ旋盤導入による高付加価値製品の内作加
工及び稼働率向上

特別

3001 R143040004 九州 熊本県 株式会社松中土建 7330001013952 ＩＣＴ自社施工による生産性向上の実現 通常 八代商工会議所

3002 R143040013 九州 熊本県 株式会社緒方開発 6330001018762
ＩＣＴに対応した高品質・短工期施工体制の確立に
よる被災地域復興への寄与

特別 株式会社熊本銀行

3003 R143040014 九州 熊本県 スターロイ産業株式会社 6120101025325
冷間鍛造金型の短納期化によるコロナ禍における生
き残り戦略

特別 シェアビジョン株式会社

3004 R143040016 九州 熊本県 有限会社オーガニックプロデュース 3330002013220
計量コンベヤーの導入で生産性向上を実現～食の安
心安全を全国に～

通常 税理士法人昴

3005 R143040020 九州 熊本県 Ｋスタジオ
熟練工による技工技術とデジタルを融合させた非ア
レルギーハイブリッド歯冠の開発

特別

3006 R143040022 九州 熊本県 株式会社ヒライ 2330001009088
九州初！弁当・惣菜工場でのセル生産導入で業界を
牽引し、ＢｔｏＢ事業初進出で地域貢献する事業。

特別

3007 R143040025 九州 熊本県 有限会社東亜工業所 5330002030338
自在な空間が創作できる可動式間仕切製作の作業効
率改善による販路拡大事業

通常

3008 R143040028 九州 熊本県 有限会社菊陽食肉センター 8330002016103
コロナ禍で低下する馬刺を新事業加工技術による生
産性の向上

通常

3009 R143040031 九州 熊本県 三晃精機株式会社 4330001009400
光トラッキング式３Ｄ測定による板金溶接構造体の
生産性向上

通常

3010 R143040032 九州 熊本県 株式会社恒松酒造本店 5330001016040
家飲み需要を取り込むフルーティ無濾過焼酎のコロ
ナ時代の生産性と品質管理の高度化

特別

3011 R143040033 九州 熊本県 株式会社丸山ステンレス工業 3330001010367
最新設備の導入による生産能力増強と顧客価値対応
力の強化

特別

3012 R143040035 九州 熊本県 Ａデンタルラボ合同会社 2330003005333
補綴物の作製を内製化して短期納品を実現、コロナ
禍でも安心な医療環境を提供する。

通常 株式会社フロウシンク

3013 R143040036 九州 熊本県 ケアパーク株式会社 5330001013970
効率的な洗浄除菌で感染症予防を徹底した福祉用具
レンタルの販路拡大事業

通常

3014 R143040038 九州 熊本県 株式会社興農園 5330001001760
九州初！解反機・畳み機複合導入での災害対応ＰＯ
フィルム全国展開

特別

3015 R143040042 九州 熊本県 疋田畳工場
住宅環境に合わせた薄畳製作と畳表からシート生地
に代えた新感覚畳の販売

通常 八代商工会議所

3016 R143040044 九州 熊本県 株式会社やすらぎ住建 7330002000280 新たな下請ビジネスモデルの確立及び新市場開拓 通常 熊本県商工会連合会

3017 R143040049 九州 熊本県 株式会社小川水産 5330001015422
超低温冷凍庫の導入による品質向上・年間出荷体制
の構築による事業拡大

特別 熊本県商工会連合会

3018 R143040050 九州 熊本県 株式会社アーバンライク 4330001017444
３ＤＣＡＤ・ＶＲ導入によるＶＲ展示場を活用した
革新的営業及び生産性向上

特別

3019 R143040052 九州 熊本県 株式会社明和不動産 6330001004647
不動産取引のオンライン取引システム「ｃｌａｓｓ
ｍａｒｔ」の開発・導入

特別

3020 R143040053 九州 熊本県 Ｃｒａｆｔ－Ｏｎｅ株式会社 3330001021661
３Ｄホイールメントテスター・エーミング機器を導
入し国が指定する『電子制御装置整備』の実施

通常 八代商工会議所

3021 R143040060 九州 熊本県 株式会社中内土木 4330001012742
３Ｄレーザースキャナーを用いた測量業務の内製化
と新役務の提供

特別

3022 R143040063 九州 熊本県 株式会社三計テクノス 3330001001960
オートアナライザーシステムによる検査業務及び分
析工程の一連化

通常

3023 R143040071 九州 熊本県 有限会社城南金属工業 9330002024848
病院向け特殊空調システムの緊急増産対応のための
生産能力強化への取り組み

特別

3024 R143040083 九州 熊本県 有限会社スイス 8330002005527
生産プロセスの改善による多種多様な顧客ニーズに
合わせた洋菓子提供体制構築

特別 株式会社熊本銀行

3025 R143040084 九州 熊本県 有限会社林田部品 2330002029820
自働コルゲート切断セットロボット開発による製造
体制の強化

通常 熊本県商工会連合会

3026 R143040086 九州 熊本県 株式会社ＫＭＫ 3330001021018
調剤業務の自動化と指導業務の高度化による近未来
薬局サービス展開

特別

3027 R143040090 九州 熊本県 有限会社藤本タイヤ 8330002017522 農耕用大型タイヤの出張サービス開発及び導入 通常 税理士法人永田会計

3028 R143040093 九州 熊本県 いろは歯科クリニック
高精度検査装置導入による矯正治療への新サービス
展開

通常

3029 R143040099 九州 熊本県 株式会社ＷＡＫＯ８７ 4330001026222
新しい生活様式にオリジナルギフトと華（花）を添
える新事業展開

特別

3030 R143040106 九州 熊本県 株式会社オーリック 9340001001814
飲食店向けメニュー作成支援システムの構築とＥＣ
販売への挑戦

特別
株式会社フィールドワー
クス

3031 R143040112 九州 熊本県 有限会社ワールドベーカリー 9330002031134
多品種のこだわり製法残し、効率的に量産化できる
製造拠点の整備。

特別
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3032 R143040119 九州 熊本県 炉端焼き孝八 外販商品開発・生産による域外への販路開拓事業 特別 人吉商工会議所

3033 R144040003 九州 大分県 株式会社ミートクレスト 9320001004471
豊後牛を北米向けに輸出拡大するための短納期シス
テムの構築

特別

3034 R144040005 九州 大分県 株式会社ＭＡＣＲＯ 5320001007973
自社製品を開発して、下請け加工業務と自社製品の
製造・販売の２本柱での経営体制強化

通常 大分県商工会連合会

3035 R144040010 九州 大分県 カレーハウスうえの
カレー店の生産能力向上で外販事業の拡大による新
規顧客層への展開

通常

3036 R144040018 九州 大分県 株式会社ＫＡＫＵＤＯ 1320001013018
セルロースファイバー断熱材製造による低コスト・
エコ住宅の販路開拓

通常 日田商工会議所

3037 R144040022 九州 大分県 東栄木材株式会社 6320001010076 大径材を活用した輸出用梱包材の製造・販売 特別

3038 R144040023 九州 大分県 有限会社中村機工 4320002014549
先端設備導入による、生産性向上と販売チャネル拡
大に向けた取組

特別 株式会社大分銀行

3039 R144040028 九州 大分県 株式会社Ａ－ＣＡＳＴ 4290001064879
事業多角化・地域密着体制の強化を目的とした地域
ポイントプラットフォーム事業

特別 株式会社豊和銀行

3040 R144040032 九州 大分県 共栄九州株式会社 2320001008041
太陽光パネルリサイクルによる新ビジネスへのチャ
レンジ

特別 株式会社大分銀行

3041 R144040034 九州 大分県 オープンアイシステムズ株式会社 7320001004234
オンリーワン志向を満たし、顧客満足度向上を実現
するため、新たな生産基盤の構築を図る事業計画

特別

3042 R144040041 九州 大分県 株式会社三好冷暖房 3320001010979
ダクト製作における成型工程の効率化、精密化によ
る競争力強化と販路拡大

特別

3043 R144040045 九州 大分県 ほっとコミュニケーション株式会社 4320001010359
ＯＥＭ受注元の毀損への対応と市場に近い事業領域
での販売戦略の確立

特別 大分県商工会連合会

3044 R144040056 九州 大分県 ニューテクノファースト株式会社 2320001001748
成分の可視化による改良土の高付加価値化と効率的
なリサイクルの実現

通常

3045 R144040058 九州 大分県 グランドスター合同会社 9320003002507
業界初！レトルトタピオカの製造体制確立と販路拡
大

特別

3046 R144040066 九州 大分県 株式会社コンクレタス 9010401134420
塀のねっこ【防災コンクリート塀】の高機能化・ｗ
ｅｂ販売強化

特別 酒井　英俊

3047 R144040071 九州 大分県 マルウメ梅江製材所株式会社 5320001013121
マルチドリル導入による製品の高度化と生産性の向
上

特別
公益財団法人大分県産業
創造機構

3048 R144040073 九州 大分県 九州ナノテック光学株式会社 7320001008656
機能性液晶フィルムの「稼働気温領域」を拡大する
開発

通常

3049 R144040075 九州 大分県 有限会社久住ワイナリー 8320002018133
生産工程の高度化・最適化および新たなフラッグ
シップ商品開発の実現

通常

3050 R144040078 九州 大分県 株式会社やまのゆ 5320003001355
おもてなし×ＩｏＴ＝おもてナジー♨非対面・非接
触型旅館サービスの開発

通常 大分県信用組合

3051 R144040081 九州 大分県 クンチョウ酒造株式会社 6320001010010
品質管理の厳格化による高品質化と酒造の効率化　
～水郷ひたからおいしいお酒を従業員の笑顔ととも
に全国へ～

特別
公益財団法人大分県産業
創造機構

3052 R145040001 九州 宮崎県 株式会社Ａｉｒ　Ｄｕｃｔ 6350001013530
プラズマ切断システム導入による厚物鉄板加工事業
参入と生産性向上

通常

3053 R145040002 九州 宮崎県 有限会社古川製作所 4350002016096
分割型生産ライン工程集約による高生産性実現と産
業用ロッボト市場新規参入

特別 株式会社宮崎太陽銀行

3054 R145040003 九州 宮崎県 進和技研株式会社 5350001012302
高付加価値設備導入による工程集約及び高能率加工
実現と新規販路開拓

特別

3055 R145040007 九州 宮崎県 有限会社いろは企画 4350002000488
製本の自動化による安定供給体制の確立と顧客要望
に合わせた多彩な製本による販売拡大計画

特別 高鍋信用金庫

3056 R145040010 九州 宮崎県 株式会社モリナガ 6350003001665
レーザー加工機導入によるＰＢ商品開発及びＷｅｂ
通販での販路開拓計画

特別 日南商工会議所

3057 R145040014 九州 宮崎県 株式会社シートメタルヒラカタ 7350001006806
コロナ禍を乗り切る！経営の安定化を目的とした新
生産方式導入による販路拡大事業

特別 シェアビジョン株式会社

3058 R145040017 九州 宮崎県 聖天株式会社 9120101044140
新型錬条機の導入による紡績工程の生産性向上とコ
スト低減による競争力強化

通常 大阪信用金庫

3059 R145040019 九州 宮崎県 有限会社お菓子の南香 4350002013886
高生産性と保存期間延長を実現する自動包装機導入
によるＥＣ販路の拡大

通常

3060 R145040023 九州 宮崎県 株式会社ヨコム 6120901012258
０．５デニールの極細繊維を使った単層式吸音材
（新商品名：ＹＣＭ）の開発及び販売

通常 株式会社宮崎銀行

3061 R145040025 九州 宮崎県 ランバー宮崎協同組合 6350005000954
木材のトレーサビリティサービスの提供と、顧客と
の図面等を使用した打合せのＷｅｂ化

特別 南﨑　信哉

3062 R145040026 九州 宮崎県 株式会社サンロード出荷組合 4350001010752
最新農業設備導入による「にら」の出荷関連作業の
機械化と地元農家への貢献

特別

3063 R145040031 九州 宮崎県 有限会社西田文栄堂 2350002014630
生産性向上へのデジタル化と付加価値モデル印刷通
販サイトの構築

通常 都城商工会議所

3064 R145040033 九州 宮崎県 株式会社三興運輸 2350001004319
ＩＣＴ建機の活用による土工工事の内製化率の向
上、競争力強化による販路開拓

通常

3065 R145040037 九州 宮崎県 株式会社あとひき本舗 5350001010495
地域のブランド芋を使用した「ひとくち焼き芋」の
生産性と品質の向上

特別 株式会社宮崎太陽銀行

3066 R145040049 九州 宮崎県 有限会社旅工房 1350002002933
新機能のバッティングマシン導入による売上倍増計
画

特別
公益財団法人宮崎県産業
振興機構

3067 R145040051 九州 宮崎県 平田畳店
高速かつ作業省力化でき薄畳にも対応する框縫機を
導入し生産性を向上する事業

特別 延岡信用金庫

3068 R145040056 九州 宮崎県 樋口産商株式会社 3350001005794
農業用ビニール製品の完全機械加工化の推進と新
サービス立ち上げ

特別

3069 R145040064 九州 宮崎県 有限会社尼ヶ塚商店 5350002013489
顧客の水洗い手間を完全に削減する高品質な無洗米
加工機の導入

通常 延岡信用金庫

3070 R145040073 九州 宮崎県 有限会社日南ファミリーソーイング 1350002016826
自動裁断機を導入して品質・生産性の向上を図り、
地域経済の発展に寄与する事業

特別 日南商工会議所

3071 R145040077 九州 宮崎県 有限会社冨永精密 5350002018463
ＣＮＣ成型研削盤導入による金型部品増産体制の確
立

特別

3072 R145040079 九州 宮崎県 有限会社九南サービス 6350002014024
ネットショップ向け受注管理・在庫管理システム導
入による供給体制整備および生産性向上

通常

3073 R146040005 九州 鹿児島県 田上建設株式会社 6340001007574
ＩＣＴ工法と熟練工法の融合化で労働生産性の向上
と雇用の拡大

特別 有川　力雄

3074 R146040010 九州 鹿児島県 株式会社生健 1340001021489
電子発生装置製造に係るトランス巻線機導入による
生産性向上

特別 鹿児島県商工会連合会

3075 R146040011 九州 鹿児島県 株式会社ネバーランド 3340001017089
奄美大島を満喫しながら余力時間の提供ができる革
新的サービス

特別 株式会社くろしお保育園

3076 R146040012 九州 鹿児島県 有限会社明光電設 4340002022979
鹿児島発！高精度空中撮影によるクラック点検・俯
瞰映像高度化事業

特別

3077 R146040014 九州 鹿児島県 有限会社精光社印刷 4340002016741
最先端設備の導入による高セキュリティ封入封緘Ｂ
ＰＯ事業の展開

特別 中筋　一郎

3078 R146040020 九州 鹿児島県 アースコンサルタンツ株式会社 2340001000203
レーザードローンの導入による生産性向上と働き方
改革の実現

通常

3079 R146040027 九州 鹿児島県 株式会社宮路自動車 5340001020652
ＡＳＶ整備サービスの提供による地域基幹店への挑
戦

通常 鹿児島県商工会連合会
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3080 R146040029 九州 鹿児島県 株式会社桜美 3340001006505
最新設備導入による義歯のデジタル加工体制確立と
新サービスの立ち上げ

通常

3081 R146040035 九州 鹿児島県 大保建設株式会社 6340002002153
建設現場での３Ｋ改善と作業効率向上のためのｉ－
Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ対応機器の導入

特別 鹿児島県商工会連合会

3082 R146040036 九州 鹿児島県 かねだい食品株式会社 1340001012793
飛躍的な生産性向上を目的とした高機能計量機器の
導入と新商品開発

通常 鹿児島県商工会連合会

3083 R146040040 九州 鹿児島県 株式会社柴田自動車 2340002004830
先進安全自動車（ＡＳＶ）時代に備えた自動車整備
の高度化検査測定システム導入による生産性向上

通常 角　幸憲

3084 R146040048 九州 鹿児島県 株式会社エヌティ精工 5340001022475
高性能マシニングセンタの導入と検査体制の構築に
よる超高精度部品の生産体制確立

特別

3085 R146040050 九州 鹿児島県 有限会社三石建設工業 9340002014947
新型鉄骨溶接ロボットの導入による溶接工程の生産
性向上と販路拡大

特別

3086 R146040057 九州 鹿児島県 有限会社バンショップミカミ 3340002028283
災害に強い軽キャンピングカー、軽トレーラーの改
良と量産化

特別 鹿児島県商工会連合会

3087 R146040067 九州 鹿児島県 株式会社フルカワ 2340001003800
大型車にも対応した迅速なロードサービスによる交
通渋滞の早期解消

通常

3088 R146040070 九州 鹿児島県 新原製茶株式会社 6340001002121
かごしま茶を全国販売するための小袋売生産体制の
強化

通常

3089 R147040002 沖縄 沖縄県 つばさデンタルクリニック
変化する顧客ニーズに対応し、同時に院内生産性を
向上させる革新的な歯科治療体制の実現

通常 中村　清悟

3090 R147040006 沖縄 沖縄県 株式会社日進ホールディングス 4360001004373
レーザー加工で発生するドロス除去及びバリ取り除
去の効率化と品質向上

通常

3091 R147040008 沖縄 沖縄県 宮古島デンタルオフィス
口腔内スキャナーと補綴物内製化でデジタルラボを
実現。島内で高度な治療完結を可能にする。

通常 株式会社フロウシンク

3092 R147040010 沖縄 沖縄県 株式会社フジタカクリエイション 6360001007498
高付加価値ファブリック商品による対面小売販売か
ら提案型卸販売への転換

特別

3093 R147040011 沖縄 沖縄県 西平デンタル・ラボ
製作工程をデジタル化に革新し、提供メニュー拡充
と生産性向上を実現

通常 中村　清悟

3094 R147040012 沖縄 沖縄県 みきお歯科医院
患者負担と感染リスクを抑えた革新的な予防・治療
歯科診療サービス構築

通常 株式会社沖縄銀行

3095 R147040013 沖縄 沖縄県 三社自動車
検査ライン設備の導入による常時車検ニーズへの対
応

特別 沖縄県商工会連合会

3096 R147040014 沖縄 沖縄県 らいおん歯科 新システム導入による治療期間の短縮、商圏の拡大 特別

3097 R147040018 沖縄 沖縄県 合同会社ダイビングスクールあつまる 6360003010343
顧客が石垣島、八重山諸島を３倍楽しめる革新的
サービス事業

通常 株式会社くろしお保育園

3098 R147040019 沖縄 沖縄県 株式会社プロジェクト・コア 3360001009365
製造機械導入による、非対面型・脱観光客依存型ビ
ジスモデルの構築

特別

3099 R147040020 沖縄 沖縄県 合同会社松堂組 6360003007001
鉄筋加工工程の効率化、機械化による競争力強化と
新市場開拓

通常

3100 R147040022 沖縄 沖縄県 有限会社知念鉄筋工業 8360002012883
ＮＣ鉄筋曲げ機の導入による鉄筋加工工程の生産性
向上と競争力強化

特別

3101 R147040023 沖縄 沖縄県 有限会社高江木工 3360002013985
医療・介護施設向け、機能的で快適な半個室が作れ
る長尺パネルの製造

特別

3102 R147040027 沖縄 沖縄県 津田食品株式会社 7360001020079
ボトルネック解消による生産性向上と新たなニーズ
への対応

特別

3103 R147040032 沖縄 沖縄県
ＧＲＥＥＮ　ＦＩＥＬＤ　ＯＫＩＮＡ
ＷＡ合同会社

3360003010180
プロスポーツキャンプ対応の高品質なグラウンド管
理技術の提供

特別 宮里　悠司

3104 R147040036 沖縄 沖縄県 有限会社匠 9360002009193
量産体制の構築及びその技術を応用した組子技術の
高度化

通常

3105 R147040045 沖縄 沖縄県 株式会社三栄木工所 2360001022633
３Ｄ－ＣＡＤ導入で作業プロセスの効率化、生産性
の向上

通常

3106 R147040050 沖縄 沖縄県 株式会社日新電器産業 2360001009044
価格競争に巻き込まれないサービスの提供及び差別
化による販路の確立

通常 株式会社琉球銀行

3107 R147040051 沖縄 沖縄県 池原歯科技工所
歯科技工工程のオールデジタル化による非対面型ビ
ジネスモデルへの転換及び生産性、精度の向上

特別

3108 R147040052 沖縄 沖縄県 株式会社オーツーアイアジア 9011401016419 ユーザー自身でウェブサイトが運用できるＣＭＳ 特別

3109 R147040053 沖縄 沖縄県 エニシー
西表島でしか体験できない場の創出による革新的
サービス事業

特別 株式会社くろしお保育園

3110 R147040055 沖縄 沖縄県 ごちそう居酒屋バケネコ 内製化によるカジュアルギフトの生産性向上 特別

3111 R147040059 沖縄 沖縄県 ｋ・テック デジタル技工の導入等による生産性向上 特別 沖縄県商工会連合会

3112 R147040061 沖縄 沖縄県 沖縄創設株式会社 5360001018686
成型工程の高度化、内製化によるダクト部品製作の
生産性向上と販路拡大

特別

3113 R147040063 沖縄 沖縄県 株式会社セルリアンブルー 1360001006827
新時代の顧客獲得システム開発と非対面型ビジネス
モデル構築事業

特別

3114 R147040064 沖縄 沖縄県 琉球プリンターズ株式会社 6360001025467 沖縄初、Ｔシャツ販売店向けＯＥＭサービスの開発 通常

3115 R147040065 沖縄 沖縄県 株式会社那覇電工 1360001002388
地中配電線用ウインチ架装を導入し、生産性の向上
と作業環境の改善を目指す

特別

3116 R147040069 沖縄 沖縄県 有限会社ヨシダ工業サービス 4360002004620
スマートカーテン部材の品質向上による販路開拓と
雇用創出を図る

特別 那覇商工会議所

3117 R147040071 沖縄 沖縄県 有限会社南開建設 1360002022253
情報化施工技術を活用した生産性向上と人材活用を
実現する革新的土木施工事業の確立

通常

3118 R147040073 沖縄 沖縄県 株式会社立神鐵工所 1360001020670
高性能加工機導入による生産効率化、事業拡大によ
る経営基盤強化

通常

3119 R147040074 沖縄 沖縄県 フェイスデンタルオフィス
地域で唯一の高度歯科治療：インプラントを用いた
フルマウスリコンストラクションへの対応事業

特別

3120 R147040077 沖縄 沖縄県 有限会社今帰仁酒造 8360002020119
「ヨーグルト×泡盛リキュール」増産及び設備計画
による市場対応と製造効率の向上

通常

3121 R147040079 沖縄 沖縄県 株式会社黒糖本舗垣乃花 6360001009759
コーティング機導入による黒糖ナッツ菓子の新商品
開発

特別

3122 R147040081 沖縄 沖縄県 八重瀬興業株式会社 8360001006390
沖縄の景観にマッチし、自然なソーシャルディスタ
ンス確保ができる人工大理石製インテリアの開発

特別

3123 R147040087 沖縄 沖縄県 廣工業
うるま市人口ビジョンに則ったリフォーム事業の推
進

通常

3124 R147040088 沖縄 沖縄県 リムコ株式会社 4360001014455
遺伝子組換えカイコを活用した有用タンパク質受託
製造（ＯＥＭ）サービス

通常

3125 R147040089 沖縄 沖縄県 株式会社オーシャン 3360001020108
家具製造工程の機械化による作業効率および労働生
産性の向上に向けた取り組み

通常 株式会社琉球銀行

3126 R147040090 沖縄 沖縄県 バイオクリート株式会社 1360001027427
バイオマス燃焼灰を有効利用した土質改良材の開発
による沖縄ＳＤＧｓの実現

通常

3127 R147040092 沖縄 沖縄県 テシオ スモークハウスの導入による生産性向上事業 特別

3128 R147040094 沖縄 沖縄県 株式会社ＭＩＺＵＴＯＭＩ 6360001022324
ガス置換包装機の導入導入による食品ロス削減と沖
縄の貧困問題の解消

通常
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3129 R147040096 沖縄 沖縄県
株式会社ニューロシューティカルズ沖
縄

5360001017226
世界初の安全性の高い加水分解ヒアルロン酸の量産
製造

通常

3130 R147040098 沖縄 沖縄県 株式会社リッチグリーン 5360001002186
月桃の総合有効活用を目指した固液分離加工・商品
高付加価値化

通常

3131 R147040100 沖縄 沖縄県 農業生産法人安座間珈琲農園合同会社 5360003006672 製造環境整備と生産性の向上 通常 沖縄県商工会連合会

3132 R147040102 沖縄 沖縄県 石垣アイランド行政書士事務所
行政書士の高度な知識と業務のシェアを可能にする
ＷＥＢシステムの開発

通常
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