
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
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1 R101050004 北海道 北海道 東亜飯田株式会社 9460101000084
ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ対応設備導入による生産性向上および働き
方改革の実現

通常 北見信用金庫

2 R101050005 北海道 北海道 株式会社鉄山協和組 1440001001308
膨大な埋立地が宝の山に変わる！新幹線延伸工事用いる砕
砂設備導入事業

通常 北村　耕司

3 R101050007 北海道 北海道 クワハラ食糧株式会社 7430001005262
コロナ禍需要（小袋）にも対応できるパレタイザ導入による生
産性と労働環境向上事業。

新特別 株式会社北洋銀行

4 R101050008 北海道 北海道 株式会社平野鉄工所 7460001001408
中・小型金物製造技術高度化を経た多品種製造の実現による
受注分野の拡大

通常 釧路信用金庫

5 R101050011 北海道 北海道 有限会社エヌエス工業 1462502000100
酪農の大規模化・高度化に伴う牛舎建築需要に対応する鉄筋
加工工程の効率化

通常 網野　征樹

6 R101050014 北海道 北海道 伯東商事株式会社 2040001059930
市場環境の変化に対応したビジネスモデル転換に向けた革新
的生産計画

新特別 株式会社千葉興業銀行

7 R101050015 北海道 北海道 株式会社スカイスパイス 5430001074078
赤外線カメラ搭載ドローンによるシカなどの監視および生態
マップ作成と提供システム開発

通常 株式会社北洋銀行

8 R101050016 北海道 北海道 有限会社大塚ファーム 9430002046551
野菜専用ピロー包装機導入による生産性向上並びに感染対
策強化

新特別 辻村　英樹

9 R101050018 北海道 北海道 株式会社翔大鋼業 2440001005687
鉄筋加工ラインの革新による生産性向上と感染リスク低減の
実現

新特別 株式会社青森銀行

10 R101050020 北海道 北海道 Ｔｈｅ北海道ファーム株式会社 6430001065183
自社農場で米から作る地域の名産品　北海道産１００％甘酒
の新商品製造と販路拡大

通常 株式会社北洋銀行

11 R101050021 北海道 北海道 有限会社やまか上元とうふ店 5430002057750
付加価値の高い「寄せ豆腐」「深層水豆腐」量産のための設備
導入事業

通常

12 R101050024 北海道 北海道 恩田鉄工
川西の農業をより強くする畑地かんがい用アルミ蓋製作体制
の確立

通常 帯広信用金庫

13 R101050025 北海道 北海道 興農セラミックス株式会社 1460301002474
素焼土管継手用ソケットを素焼土管に装着するロボット導入事
業

通常 北海道商工会連合会

14 R101050030 北海道 北海道 株式会社アトリエ・ド・フゥ 2450001007030
スイーツカット作業工程の革新による、生産性・付加価値向上
計画

通常

15 R101050032 北海道 北海道 有限会社コスモス 1460102005800 加速度センサーとＡＩの活用による黒毛和牛生産性の向上 通常

16 R101050034 北海道 北海道 美唄松岡満運輸株式会社 3430001046871 新原材料加工ラインの構築による生産性向上の実現 通常 空知信用金庫

17 R101050036 北海道 北海道 株式会社ダイチ 6450001011805
コロナ禍の市場ニーズに応える白米の流通体制再構築と商品
開発・販路拡大

通常
一般財団法人旭川産業創
造プラザ

18 R101050037 北海道 北海道 株式会社プラザ 4430001015306
先端設備導入による生産プロセスの改善と付加価値を向上さ
せる計画

通常

19 R101050038 北海道 北海道 まきファームたかす
顧客ニーズに寄り添う「まきファームたかす米」の販路拡大事
業

通常
一般財団法人旭川産業創
造プラザ

20 R101050039 北海道 北海道 株式会社はなまる 5460401000110 内製化と生産性向上による効率化 通常

21 R101050042 北海道 北海道 函館環境衛生株式会社 1440001001621
光硬化工法導入による下水道管更生工事の効率化、生産性
の向上

通常 株式会社北洋銀行

22 R101050044 北海道 北海道 株式会社丸誠泰翔工業 5430001058659
最新の電解水生成装置を活用した、牛蹄（ひづめ）衛生管理シ
ステムの製造と販売。

通常 株式会社北海道銀行

23 R101050046 北海道 北海道 オリーブ情報処理サービス株式会社 5430001003425
小規模飲食店向け「いつでも相談できる利益シミュレーション
アプリ」の提供

通常

24 R101050047 北海道 北海道 株式会社エコロジーシステム 6430001024858
最新のラベル剥離機導入によるペットボトル再生原料の生産
性向上及び高品質化を実現。

通常 株式会社北海道銀行

25 R101050048 北海道 北海道 有限会社建元 2430002050782
住宅基礎工事における作業効率化並びに施工精度の向上事
業

通常 空知信用金庫

26 R101050049 北海道 北海道 北斗徽章株式会社 2430001014994
ピンバッチ・記念品メーカの高級路線進出及び関連技術での
多角化

通常

27 R101050051 北海道 北海道 有限会社ワタナベ工芸 5460102003825
看板制作の機械化による生産性向上ならびに付加価値の高
い立体制作物等の生産拡大

通常 帯広信用金庫

28 R101050054 北海道 北海道 有限会社熊野建具家具製作所 4430002058485
北海道内初、大型建具家具製品のノックダウン生産方式の導
入とデザイン製品分野への進出

新特別 苫小牧信用金庫

29 R101050057 北海道 北海道 株式会社安田鉄工所 3460301001103 小径コラム対応型開先加工機の導入による生産性の向上 通常 北見信用金庫

30 R101050065 北海道 北海道 クオリ株式会社 7430001047569
顔の見える北海道農家のお米がつなぐ、幸せのおすそわけ事
業で生産性向上

新特別
株式会社ビジネスリノ
ベーション

31 R101050074 北海道 北海道 株式会社平島金属 3430001078072
大型看板・意匠物の「薄い・軽い・高強度」に応える高張力鋼
板の切断加工技術の確立

通常 佐藤　博嗣

32 R101050077 北海道 北海道 株式会社都市環境プランニング 9430001005252
オルソ画像・レーザー測量地形データの融合による革新的測
量事業

新特別

33 R101050080 北海道 北海道 株式会社テイケイコーポレーション 8430001046289
大判インクジェットプリンター導入による懸垂幕印刷の生産性
向上

通常 川村　晶彦

34 R101050081 北海道 北海道 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ 8430001075189
在庫管理から販売予測までＡＩ活用によるポストコロナ対応ＥＣ
サイトの運営事業

新特別

35 R101050089 北海道 北海道 株式会社トラスト 9440001004831 自社ブランド「抗菌家具　トラストファニチャー」の開発と販売 新特別

36 R101050090 北海道 北海道 タスクファーム
コンパニオンプランツ栽培の確立と農業普及センターとの連携
事業

通常

37 R101050093 北海道 北海道 西山製麺株式会社 3430001012519
多品種少量に対応した計量システムの導入による食品安全の
強化と付加価値の増大

通常

38 R101050095 北海道 北海道 株式会社エーデルワイスファーム 6430001033421
燻製及び殺菌切断技術導入による製品製造工程の生産性を
向上

通常 株式会社北海道銀行

39 R101050098 北海道 北海道 有限会社長屋機工 1460102002509
シャーリングマシン導入により生産体制効率化を図り売上高増
加を目指す！

新特別 帯広信用金庫

40 R101050099 北海道 北海道 株式会社イクシズ 3430001075160
ＢＩＭ－ＣＡＤ活用による非対面共同設計作業の実現と競争力
強化

通常 株式会社北海道銀行

41 R101050100 北海道 北海道 株式会社Ｆｏｌｌｏｗ 6430001080232
ＴＲＸサスペンションでオンラインパーソナルトレーニング！食
事管理と運動動画も提供

新特別 株式会社北洋銀行

42 R101050102 北海道 北海道 株式会社トータル運輸 3430001031691
自動配車システム導入による配車業務の負担軽減及び生産
性向上事業

通常

43 R101050103 北海道 北海道 有限会社札幌食品サービス 8430002023386
日本の食文化への変化に対応するための革新的設備導入及
び販路拡大事業

通常 株式会社北海道銀行

44 R101050105 北海道 北海道 株式会社ｉ－Ｆｒｏｎｔｅ 4430001071373
コロナ禍の北海道を救うＧＰＳ位置情報ゲーミフィケーション施
策

通常 株式会社北海道銀行

45 R101050107 北海道 北海道 株式会社雪研スノーイーターズ 9430001027627
積雪寒冷地域の移動観測車による道路雪氷調査方法の開発
とクラウド利用による新しい情報提供方法の確立

通常
公益財団法人北海道中小
企業総合支援センター

46 R101050110 北海道 北海道 株式会社丸尚富崎水産 4462501000577
冷凍ホタテ貝柱のブランド化実現により新たな販路チャネルの
開拓

通常 北海道商工会連合会
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47 R101050111 北海道 北海道 株式会社ｎｏｔ 8013301039343 高品質なペットフードのオンライン提供 新特別

48 R101050112 北海道 北海道 株式会社シロ 6430001048816
業界最高水準の検査体制とテレワーク体制を確立し、対人接
触頻度の減少と生産性の向上を実現

新特別
株式会社フラッグシップ
経営

49 R101050117 北海道 北海道 有限会社馬野鉄工 1460102005684
切断機導入により生産性を向上させ、より多くの農業者の緊
急修理需要に対応。

新特別 帯広信用金庫

50 R101050118 北海道 北海道 有限会社エムス計画 8450002000945
新時代を見据えた非破壊検査業務の生産性向上及び提供
サービスのリモート化

新特別

51 R101050120 北海道 北海道 鎌田歯科医院
セラミック対応ミリングマシンおよび口腔内３Ｄスキャン導入に
よる顧客満足度向上事業

新特別 帯広信用金庫

52 R101050121 北海道 北海道 武藤工業株式会社 1430001048762
高性能ＮＣルーター導入による製造工程短縮および匠の技の
蓄積承継

通常

53 R101050122 北海道 北海道 株式会社ＭＩＤ　ＥＡＲＴＨＳ 7430001069357 ドローンを用いたインフラ点検・農業活性化 新特別 長井　寿郎

54 R101050124 北海道 北海道 有限会社植苗木工センター 5430002058096
縁貼り加工設備導入による特注曲線家具・曲線造作材の生産
性及び加工精度の向上

新特別 株式会社シャイン総研

55 R101050125 北海道 北海道 雪川醸造合同会社 6450003002001
地域連携とぶどう栽培・ワイン醸造のデジタル化による北海道
産ワインの楽しみ方変革！

通常

56 R101050126 北海道 北海道 株式会社エヌボシ・ノムラ 2440001004318
タイル工事業の革命。ウォータージェットを活用したタイル補修
工事の高度化と簡略化。

通常 株式会社北海道銀行

57 R101050131 北海道 北海道 有限会社中原建具家具製作所 9430002045900
納期・価格の見える化の実現に向けた、木製品の製造体制構
築と生産性向上

新特別 株式会社シャイン総研

58 R101050139 北海道 北海道 株式会社トマモク 4430003003523
大径化している道内産原木に対応した剝皮設備の導入による
生産性の向上と新製品の開発

通常

59 R101050145 北海道 北海道 中野ファーム株式会社 1430001061286
鮮度保持システム導入による生食用トマトＢｔｏＣ向け販路拡大
計画

通常 株式会社北海道銀行

60 R101050147 北海道 北海道 株式会社森商店 8450002012024
寿司屋の技を瞬間冷凍。留萌産にしんを使った高品質バッテ
ラ製造

新特別 株式会社北洋銀行

61 R101050149 北海道 北海道 川端農場
農薬散布用ドローンの導入による生産性向上、農産品の高品
質化事業

通常 空知信用金庫

62 R101050153 北海道 北海道 北洋自動車株式会社 3430001022682
先進自動車の安全性を正しく高水準に保つ検査・整備体制の
確立

新特別

63 R102050001 東北 青森県 有限会社みつわ食品 7420002005667
計量と真空包装の自働化による小ロット多品種生産でのＢｔｏＣ
市場への進出

通常 東京中央経営株式会社

64 R102050002 東北 青森県 雅菜工房 受託体制整備による生産性向上事業 通常

65 R102050004 東北 青森県 株式会社マキムラ 5200001004792
衣料品の多品種小ロット生産体制構築と百貨店からＥＣへ販
売チャネルの移行

新特別

66 R102050006 東北 青森県 株式会社中村自動車 5420001007492
特定整備に対応した設備導入でトータルカーライフサポートを
提供

通常 青森県商工会連合会

67 R102050007 東北 青森県 東日本有機株式会社 9420001015797 循環型社会に向けた食品廃棄物リサイクル事業 新特別 長井　寿郎

68 R102050014 東北 青森県 有限会社ループ 9420002019203
ガラスカレット回収装置の導入による使用済太陽電池モジュー
ルの資源循環システム構築

通常

69 R102050015 東北 青森県 株式会社Ｓｋｙ　Ｎｅｘｔ 8420001017092
溶接ロボット導入によるウィズコロナに即応した生産プロセス
の構築実現

新特別 青森県商工会連合会

70 R103050001 東北 岩手県 平成歯科医院 歯科における最新の歯周外科治療の提案 通常 岩手県商工会連合会

71 R103050002 東北 岩手県 株式会社高清物産 1400001005295
日本製牛原皮の価格向上を目指した１次加工プロセスの改善
取組

新特別 株式会社北日本銀行

72 R103050005 東北 岩手県 株式会社齊藤興業 2400001004552
ＰＥＴボトル圧縮梱包設備の導入でボトルｔｏボトルに寄与する
ＰＥＴベール品への事業転換

新特別
協同組合さいたま総合研
究所

73 R103050009 東北 岩手県 株式会社エイワ 6400001007295
ホームページコンテンツの制作ソフト導入による生産性向上と
販売拡大

通常

74 R103050010 東北 岩手県 株式会社浜千鳥 4400001007322 麹品質安定化によるオール岩手産高級清酒の海外市場開拓 通常 釜石商工会議所

75 R103050014 東北 岩手県 有限会社ケーエステック 4400602001764
［Ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ」～測量現場の生産革命による当社売上
の向上

通常 株式会社岩手銀行

76 R103050016 東北 岩手県 有限会社阿部製畳店 2400002007001
新製品開発と生産プロセス強化による生産性向上及び受注拡
大

通常 岩手県商工会連合会

77 R103050018 東北 岩手県 有限会社小川動物病院 5400002006850
物理的な対人接触を減じる前十字靭断裂症の施術技術の確
立

新特別

78 R103050020 東北 岩手県 久保田歯科医院
最高水準の治療効率による新型コロナの影響を克服する医院
経営

新特別

79 R103050021 東北 岩手県 ざいもくちょう歯科
治療フローの改善によるポストコロナに向けた感染症対策及
び効率的な院の運営体制の構築

通常

80 R103050022 東北 岩手県 有限会社オクトサービス 6400002007278
国土基盤強靭化を支える地盤改良型住宅基礎工事の技術確
立

通常
株式会社コムラッド
ファームジャパン

81 R103050028 東北 岩手県 株式会社サトウ精機 3400001005319
自動車組立工場向け協働ロボット用の治工具開発・プロセス
構築

新特別
一般社団法人ビジネスサ
ポート花巻

82 R103050031 東北 岩手県 ポールスターファーム　峠舘農場
ｗｉｔｈコロナ時代に対応したレトルト食品の開発と新たな需要開
拓

新特別 株式会社岩手銀行

83 R103050037 東北 岩手県 株式会社ケーケーアイ 7400601000120
最新三次元測定機導入による自社生産一貫体制の確立と受
注拡大

通常

84 R103050038 東北 岩手県 有限会社上田疊店 5400002010514
薄畳製造ラインの構築・和モダンリフォームによる中古住宅活
性化事業

通常

85 R103050040 東北 岩手県 活版ディーアイ株式会社 2400001005831
ＳＤＧｓに対応した設備導入による売上増と新たな高付加価値
の構築

通常

86 R104050001 東北 宮城県 合同会社ＭＡＴＲＩＸ 9030003014176
内製化ＵＰで製造費５０％強抑制とマイクロ加工の具現化で販
路拡販

通常 埼玉県商工会連合会

87 R104050002 東北 宮城県 有限会社サケン 4370302001168 サケン式表面蘇生技術の開発 通常 石巻商工信用組合

88 R104050004 東北 宮城県 株式会社栄和 6370001002671
消費者趣向の変化による事業領域拡大を目指した革新的生
産計画

新特別 株式会社東邦銀行

89 R104050006 東北 宮城県 株式会社山内自動車 4370302002471 自動車整備プロセスのシステム化による業務効率化 新特別

90 R104050007 東北 宮城県 有限会社カンノ広芸 4370102000163
新たなデザインによる内照式看板の開発と木工彫刻技術の承
継

通常 宮城県商工会連合会

91 R104050009 東北 宮城県 株式会社岩沼精工 6370801000321
複数工程同時精密加工システムの開発による品質と生産性を
向上させた精密部品量産化体制の構築

通常
公益財団法人みやぎ産業
振興機構

92 R104050014 東北 宮城県 船田食品製造株式会社 9370601000725
東北から全国ブランドへ　販路拡大を実現する生産工程の高
度化

通常

93 R104050019 東北 宮城県 有限会社循環 3370002000974
地域課題解決のため新規板金設備導入によるアパート共用
部鉄骨修繕事業の新規立ち上げ

通常 株式会社山形銀行

94 R104050024 東北 宮城県 朝日建材株式会社 7370801000007
大規模地震においても正常に開閉する次世代型高耐震性排
煙サッシの製造技術獲得

通常
株式会社コムラッド
ファームジャパン

95 R104050027 東北 宮城県 ＴＨＳ仙台株式会社 6370001022397
オンライン点呼とタブレットの先進活用によるコロナ対策を強
化

新特別
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96 R104050031 東北 宮城県 株式会社晃成会 1370001044116
コロナ対策用剣道専用マスク製造・製作と高齢者・障害者への
就労場所の提供

通常

97 R104050032 東北 宮城県 株式会社バンブーファクトリー 5370001041852 カブトムシの幼虫の糞を用いた育苗培土の商品化 新特別

98 R104050035 東北 宮城県 株式会社ドラムカフェジャパン 1370001018532 アプリ開発による低感染リスク型チームビルディングの実現 新特別 野竿　健悟

99 R104050036 東北 宮城県 株式会社協友ダイ＆モールド 1370201002641
電子部品コネクター用微細形状金型部品製作における新規参
入の実現

通常

100 R104050039 東北 宮城県 有限会社アグリテック宮城 3370202004775 ウッドチップで製造する地域循環型肥料の供給事業 新特別 長井　寿郎

101 R104050043 東北 宮城県 株式会社相澤製作所 5370001002499 建築用特殊曲げ加工パネル製作技術革新事業 通常
株式会社ＡＢＫビジネス
パートナーズ

102 R104050044 東北 宮城県 有限会社フォレックス仙台 9370202005066
農業の生産効率向上を支援する農薬散布ドローンサービス提
供

新特別 長井　寿郎

103 R104050045 東北 宮城県 株式会社登米精巧 5370401000532
生産システムの刷新による視える化、実績集計の合理化・精
度向上

通常

104 R104050047 東北 宮城県 株式会社ＥＣＰ 5370002004643
エーミング施工のハブ拠点として地域の自動車整備事業をサ
ポート

新特別

105 R104050049 東北 宮城県 株式会社工藤祐作商店 8370001002926 プレハブ冷蔵庫新設によるコールドチェーン化と新規事業創出 新特別

106 R105050001 東北 秋田県 太平化成工業株式会社 9410001001600
新方式の亜鉛バレルめっき装置導入による生産性・品質改善
と新しい製品群の受注拡大

通常

107 R105050002 東北 秋田県 株式会社秋田マシナリー 1410001005088
スポット溶接工程への大電流制御による高品質・高速溶接技
術の導入

通常

108 R105050003 東北 秋田県 株式会社豊和鉄筋産業 7410001008250
鉄筋加工生産性の向上及びレディメイド工法の強化による県
内随一のユニット製品提供

新特別 若杉　拓弥

109 R105050004 東北 秋田県 株式会社協和工業 7410001005082
製品別原価の視える化システム構築による利益率と待遇の向
上

新特別

110 R105050006 東北 秋田県 有限会社サイシン機工 3410002007263 微小径深穴加工の精度・品質及び生産性向上の取組 通常

111 R105050007 東北 秋田県 株式会社小松木工 9410002013504 職人の高齢化に対応した生産システムの構築 通常

112 R105050008 東北 秋田県 株式会社三井光機製作所 3011301006863
自動化に向けた既存センサー貼り合わせ装置の生産プロセス
改善

通常

113 R105050015 東北 秋田県 早口木材株式会社 5410001004103
「結束工程の自動化による生産効率向上で顧客満足度アッ
プ」

通常 株式会社秋田銀行

114 R105050017 東北 秋田県 株式会社ローズメイ 1021001018094 製造機械導入による、高付加価値商品の生産プロセスの向上 通常 秋田県商工会連合会

115 R105050019 東北 秋田県 浅井畳店
高齢者向け安心安全介護畳の開発・特殊畳製造ラインの構築
事業

新特別

116 R105050020 東北 秋田県 有限会社河辺ドライブイン 8410002001170 生産性向上と新商品開発による販路拡大 通常 秋田県商工会連合会

117 R106050001 東北 山形県 有限会社菅藤組 7390002011826
最新型除草機の導入による水田法面等の作業困難な傾斜地
の除草作業を事業化

通常

118 R106050002 東北 山形県 株式会社ダイ精研 8390001009416
ＣＮＣジグボーラー導入による小型コネクターの精密金型、部
品の加工技術の開発

通常

119 R106050005 東北 山形県 ネクスト環境コンサルタント株式会社 8390002014126 リモート型自動分析装置の導入 新特別

120 R106050011 東北 山形県 ネムール株式会社 4390001001533
個々の体型に合わせた３Ｄフルオーダーマットレスの開発と販
売体制の構築

新特別 株式会社きらやか銀行

121 R106050012 東北 山形県 有限会社安全野菜工場 3390002012563
最先端の金属検出器などの導入による品質・衛生管理の生産
体制の構築と販路拡大

通常

122 R106050016 東北 山形県 ニットあべ
「多彩なデザイン性を付与した生地」のローゲージニット編地の
短納期化の技術を確立する。

新特別 山形県商工会連合会

123 R106050017 東北 山形県 奥山歯科診療所
セレックにより新しい感染対策の補綴物を製作する新システム
の構築

新特別 株式会社山形銀行

124 R106050019 東北 山形県 株式会社米沢食肉公社 9390001009786
ハンバーグ生産設備の導入による生産性向上および新商品
の開発販売

通常

125 R106050020 東北 山形県 尾形米穀合同会社 1390003001633
最新異物選別機導入によるＨＡＣＣＰ準拠と成長する健康米分
野の販路拡大の実現

通常 株式会社山形銀行

126 R106050023 東北 山形県 株式会社ミューコス 8390001004607
マシニングセンタ加工と刻印加工工程の全自動化による競争
力強化

新特別

127 R106050024 東北 山形県 まるい食品株式会社 8390001007832
新型コロナウイルスの影響を乗り越えるための新商品開発と
量産準備に向けた設備導入

通常

128 R106050025 東北 山形県 有限会社ティーディークラフト 1390002001840
ＳＮＳによる自動車販売と非対面出張車検の新サービス提供
で売上拡大

通常

129 R106050026 東北 山形県 株式会社ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　Ｊｏｌｉ－Ｊｏｌｉｅ 3390001015815
庄内産素材を１００％使用した洋菓子の新規開発と安定した
製造体制の構築

通常 株式会社荘内銀行

130 R106050027 東北 山形県 株式会社マルサ 6060001004212
カメラ搭載自動裁断機導入による裁断プロセスの自動化・効
率化

新特別

131 R106050029 東北 山形県 月山酒造株式会社 2390001011740
最新型打栓機導入による新素材キャップでの新商品開発と売
上拡大

通常

132 R106050030 東北 山形県 有限会社みちのく特産 6390002011513
減少した業務用食材需要に替わり、小売製品需要に対応する
ビジネスモデルへの転換を図る

新特別 株式会社山形銀行

133 R106050034 東北 山形県 有限会社エフビーオート 9390002008457
次世代自動車の整備サービス提供による顧客開拓と売上拡
大の実現

通常 株式会社荘内銀行

134 R106050036 東北 山形県 株式会社太陽メカテック 5010801021973 取引先の新規開拓を図るための生産体制の強化 通常

135 R106050039 東北 山形県 株式会社大場広告美術 1390001013176
ＣＮＣルーター導入でのプラスチック加工の内製化により、チャ
ンネル文字売上拡大の実現

通常

136 R106050041 東北 山形県 株式会社浅倉工業 5390001000055
建築確認適応テントを自社制作し、地域密着型の自社ブランド
へ育てる

通常 株式会社山形銀行

137 R107050001 東北 福島県 有限会社熊谷鉄筋 7380002015126 復興事業を加速させるための高強度鉄筋加工設備の導入 新特別 若杉　拓弥

138 R107050002 東北 福島県 有限会社塚原製作所 7380002034456
脱炭素社会の実現を支える高精度加工におけるデジタル検査
体制の確立

新特別 株式会社フロウシンク

139 R107050004 東北 福島県 株式会社ＯｎｅＮＥＷ 7380001027634 高級ドア製造　技術継承事業プロジェクト 通常 小針　俊郎

140 R107050005 東北 福島県 株式会社中山組 2380001013523 最新デジタル機器導入による公共ＩＣＴ活用工事の推進 新特別 株式会社フロウシンク

141 R107050006 東北 福島県 株式会社アルテッツ 3380001003408
大型ロータリー研削盤導入による高精度・高効率研削加工技
術の確立

通常 加藤　浩

142 R107050008 東北 福島県 株式会社いとうフーズ 9380001004573
食肉の新サービスによる高付加価値化と販路開拓による売上
拡大

新特別 滝田　薫

143 R107050009 東北 福島県 有限会社花きち 1380002014496 一般消費者向け多品種小ロットの新体制構築による市場開拓 通常 滝田　薫

144 R107050010 東北 福島県 株式会社ケンエー 5010501023329 放電ブラシの接着剤塗布工程オートメーション化計画 通常
ニア・コンサルティング
株式会社
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145 R107050011 東北 福島県 有限会社わたなべ 3380002021268
大型建築物を対象とした、県産材の造作材による販路開拓事
業

通常

146 R107050016 東北 福島県 株式会社エヌケー製作所 7380001004682
最新レーザー切断機導入による環境装置・自動機械の製作工
程の改革

新特別

147 R107050018 東北 福島県 株式会社ＹＯＡＫＥ 3380001031111
経営コンサルティングのスマホアプリによる非対面式ＷＥＢ
サービス化

通常

148 R107050020 東北 福島県 株式会社山製作所 9030001013915
ワークを自動交換できる切削機械の導入に伴う効率化による
新規製品受注の開拓

新特別

149 R107050022 東北 福島県 有限会社移川鋼板工業所 1380002008044
半導体製造技術革新に必要となる次世代高性能ダクトの製造
技術確立

新特別
株式会社コムラッド
ファームジャパン

150 R107050026 東北 福島県 有限会社二瓶建材店 4380002035580 ボールミル型プラントの導入による良質な骨材の提供事業 通常

151 R107050032 東北 福島県 有限会社笠間工業 9380002008623
「置くだけ畳」開発における裁断・縫着技術の高度化と新規顧
客層開拓

通常

152 R107050034 東北 福島県 株式会社そらいろ 8380001028251
先端設備の導入により革新的検査体制を構築し地域獣医療
を充実する

新特別
セレソン・パートナーズ
株式会社

153 R107050036 東北 福島県 株式会社光進都市コンサルタント 6380001018634
３次元データ及び赤外線技術導入による革新的測量サービス
の提供

新特別 福島県商工会連合会

154 R107050038 東北 福島県 有限会社デンテックス会津 1380002032481
感染リスクが高い高齢者を対象としたデンチャーの非対面型
の製造への革新

通常

155 R107050040 東北 福島県 会津紙工株式会社 3380001017127
サンプルカッター導入による非対面営業への転換と商圏の拡
大

通常

156 R108050001 関東 茨城県 株式会社江戸川金属製作所 8011701001121
パイプ切断・穴明けの高効率生産を実現するＮＣ位置決めシ
ステムの構築

通常

157 R108050002 関東 茨城県 株式会社日立ダクト工業 1050001043612
機密性の高いダクト工事技術の高度化によるコアビジネスの
確立

新特別 日立商工会議所

158 R108050005 関東 茨城県 有限会社エム・ディー・エス 3050002017290
ヒアルロン酸配合高濃度アルコール液の供給体制の整備とサ
プライチェーン強靭化

新特別 茨城県商工会連合会

159 R108050006 関東 茨城県 株式会社つくば能力開発センター 7050001001696
コロナ禍対応・オンラインによる発達障害児改善の為の家庭
教育プログラムの実践

新特別

160 R108050007 関東 茨城県 有限会社ウンノ研磨工業所 4010702001118 コロナ禍における工具サプライチェーン強化事業 通常

161 R108050011 関東 茨城県 株式会社ＭＬカチオン 5050001042684
三次元測定機による高精度・高効率なワーク入荷検品体制の
構築

通常

162 R108050013 関東 茨城県 株式会社真空デバイス 3050001002979 原子層堆積法を用いたナノ構造の被覆装置の開発 通常

163 R108050014 関東 茨城県 有限会社森嶋林業 9050002035683
長尺材木加工に対応できる自社高度生産体制の確立と営業
促進

新特別

164 R108050015 関東 茨城県 株式会社アイエフディ 5050001014353
フリーズドライ製造で食品ロスに対応し海外展開を図る革新的
事業

通常 株式会社千葉銀行

165 R108050019 関東 茨城県 有限会社久保組 2050002026417
最新式のＩＣＴ対応バックホー導入による革新的土工サービス
展開

通常

166 R108050022 関東 茨城県 株式会社照姫 6011501003039
新型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

167 R108050024 関東 茨城県 株式会社ホテルベストランド 7050001027196
茨城発！ウイズコロナ革新的宿泊システム導入による抜本的
事業転換

新特別

168 R108050027 関東 茨城県 株式会社サザコーヒー 5050001006771
ＰＯＳ／経営分析システム導入によるカフェ事業全体改善の実
現

通常 株式会社常陽銀行

169 R108050030 関東 茨城県 富士峰菓子舗
低カロリー・アレルゲンゼロの「マルベリー米粉どら焼き」の商
品開発

通常 結城商工会議所

170 R108050031 関東 茨城県 アイガ電子工業株式会社 8050001022873 ホイストクレーン部品の品質面・納期面の生産能力向上計画 新特別 株式会社エフアンドエム

171 R108050033 関東 茨城県 大賀商事
セントラルキッチン構築による生産性の向上、販売チャネル開
拓

新特別

172 R108050035 関東 茨城県 北条工業株式会社 1050001016287
ＩＣＴで非対面・高効率な革新的コロナ対応ワンストップ土木建
築事業

新特別

173 R108050037 関東 茨城県 有限会社カリン 7050002009482
焼菓子製造工程自動化で計画生産体制構築、非対面販売で
商圏広域化実現

新特別 株式会社常陽銀行

174 R108050039 関東 茨城県 鯨岡歯科医院
歯科用ＣＴの活用による、ウィズコロナ対応のインプラント治療
実現と地域医療への貢献

新特別

175 R108050041 関東 茨城県 てらかど歯科クリニック
３ＤＣＴを用いた地域住民の包括的口腔内環境のマネジメント
と感染リスクの低減

新特別

176 R108050042 関東 茨城県 有限会社小塙精工 9050002044081
三次元測定機によるスピーディーな測定と決果の信頼性で顧
客満足度向上

通常

177 R108050043 関東 茨城県 デンタル・クラフト
小規模歯科技工所との連携によるバーチャルミリングセンター
事業

新特別 アイアンドアイ株式会社

178 R108050044 関東 茨城県 株式会社西野精器製作所 7050001006976
超高速測定器による短納期出荷対応とその応用技術による新
事業推進

通常

179 R108050048 関東 茨城県 ＩＮＣＲＥＡＳＥ　ＧＡＲＡＧＥ株式会社 5050001043848
大型特殊車両フレーム設計・改造サービスによる独自の安全
車両の提供

通常

180 R108050057 関東 茨城県 株式会社三清工業 9050001029414
独自開発切削制御技術によるロッドピストン（油圧機器部品）
の新たな球面研磨方法の開発

通常

181 R108050059 関東 茨城県 有限会社かんとうセラミックス 9050002008227 新しい生産工程によるＮＯＮ・金属アレルギーデンチャー開発 通常 アイアンドアイ株式会社

182 R108050072 関東 茨城県 株式会社建匠 8050001034316
ダクト加工の内製化による信頼性向上と新分野開拓による受
注拡大

通常

183 R108050075 関東 茨城県 株式会社大成工機 4050001015765
基礎研究に不可欠な装置の技術を生かし量産技術化のため
の生産性向上を目指す。

新特別 茨城県商工会連合会

184 R108050077 関東 茨城県 合同会社蓮香堂 5050003003511
独創的なお菓子作り、蓮香堂の６次産業化モデル・いばらきア
グリプロジェクト

新特別

185 R108050083 関東 茨城県 有限会社佐々木食品 2050002032431
高圧蒸気と工程自動化で実現する海外向け新商品あげもちの
開発

新特別
株式会社コムラッド
ファームジャパン

186 R108050084 関東 茨城県 株式会社伸成 1140002063030
大径鉄筋の曲げ加工を変革し、増加する大型プレキャスト製
品に対応する

新特別
株式会社アルマ経営研究
所

187 R108050087 関東 茨城県 高陽精行株式会社 1050001040832
医療機器用部品及び半導体製造装置用部品の品質保証体制
強化

通常

188 R108050089 関東 茨城県 株式会社Ｓ．Ｇ．Ｍ　ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ 5050001033733
美容室のアパレル事業参入！革新サービスの開発とＥＣ販売
の展開

新特別

189 R108050090 関東 茨城県 金久保工業有限会社 1050002017318
茨城県産みかげ石砕石による擬石の生産性向上へ重量物昇
降機導入

通常 茨城県信用組合

190 R108050091 関東 茨城県 味彩工房株式会社 2290002013969
食品検査の生産性向上を実現して食品ロスに対応する戦略
的事業

通常 株式会社千葉銀行

191 R108050093 関東 茨城県 株式会社園部製作所 5010001091438
薄肉コンパクト加工の実現による国内小型トラック向け部品の
供給力強化

新特別 七島信用組合

192 R108050094 関東 茨城県 株式会社湖北 9050001009102
インフラの自動化と高付加価値業務によるコロナからのＶ字回
復

新特別

193 R108050096 関東 茨城県 株式会社瀬谷製作所 6050001023304
顧客の増産要求に対応する自動化設備導入による生産体制
の強化

通常
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194 R108050097 関東 茨城県 株式会社ＳＥＮＡ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 5050001046834
輸入車等の得意分野に次世代整備サービスを加え創業期の
事業を加速

通常

195 R108050099 関東 茨城県 株式会社メディアクロス水戸 9050001008764
茨城県印刷業界初！　社会経済変化に対応した対人非接触
型ビジネスモデルの構築

通常 水戸信用金庫

196 R108050101 関東 茨城県 株式会社川和工業所 4050001026738
大型医療機器に用いる超大型アルミ鋳造品の量産体制の構
築

通常 水戸信用金庫

197 R108050102 関東 茨城県 有限会社三和自動車 3050002014230
高級車向けコーティングサービスの乾燥工程の改善による品
質向上及び短納期化の実現

通常 水戸信用金庫

198 R108050103 関東 茨城県 あすなろ動物病院
動物病院向けデジタル画像診断システム導入によるＩＣＴ化構
築

新特別
アルタス・パートナーズ
合同会社

199 R108050104 関東 茨城県 有限会社渡沼畳店 5050002025325
介護現場の負担を軽減するオーダーメイド介護畳の生産性向
上事業

通常 茨城県商工会連合会

200 R108050111 関東 茨城県 株式会社ＳＡＴ 7050001011233
薄膜プロセス・データベース構築によるスリットコータ開発力強
化

通常

201 R108050117 関東 茨城県 株式会社木原製作所 3050001030328
ロボットベンダーと曲げデーターの自動補正システムによる生
産性効率化

通常

202 R108050118 関東 茨城県 株式会社エムケーテクニカル 3011801018904
ＥＶ車用の緩み防止ネジ（Ｗタップ機構）と新製造工法を開発
し、安全性向上に寄与する。

通常

203 R108050121 関東 茨城県 株式会社かすみがうら未来づくりカンパニー 2050001040930
古民家再生プロジェクト県内モデル第１号の蔵を活用した地産
フルーツブルワリー導入計画

通常

204 R108050130 関東 茨城県 株式会社パブリックアート 6050001034532
低感染リスクライブ配信サポートサービスの開発による競争力
強化

新特別

205 R109050002 関東 栃木県 株式会社生澤製作所 6060001015135 自動バリ取り機導入による高効率バリ取りシステムの構築 通常

206 R109050005 関東 栃木県 株式会社猪股建設 8060001013137
高度な土木技術のデジタル化による工事品質向上と工期短期
化計画

新特別 株式会社足利銀行

207 R109050006 関東 栃木県 エムティープラス株式会社 7060001000920
需要拡大している除菌用ポンプ部品の品質向上とコストダウン
の実現

通常 竹野谷　周久

208 R109050008 関東 栃木県 有限会社大宮精工 1060002031763
新生産方式導入により、新たなパンチ金型等の生産依頼に対
応しつつ、生産体制を安定化させる事業

新特別 シェアビジョン株式会社

209 R109050009 関東 栃木県 株式会社佐野スレート工業所 8060001020372
建築板金の加工及び据付の一気通貫化による災害復旧工事
の短納期化

通常

210 R109050010 関東 栃木県 有限会社ふれあい薬局 1060002033454
在宅医療や薬局業務に向けた調剤の迅速化およびシステム
化した監査体制の構築

新特別 株式会社足利銀行

211 R109050012 関東 栃木県 寺内樹脂工業有限会社 4060002032313 超微細鉄道模型部品の外観及び強度の改善によるコスト低減 通常 竹野谷　周久

212 R109050014 関東 栃木県 有限会社赤羽製菓 6060002016421
「日光産の素材を使ったフロランタン」の開発及び量産体制の
確立

通常 東　健司

213 R109050017 関東 栃木県 株式会社パインテック 2060001032910
高効率生産を実現する機ロボ一体無人化セルシステムの構
築

通常

214 R109050018 関東 栃木県 株式会社サニテック・フカヤ 5060001013734
幸せをカタチにし心のパイプをつなぐ溶接機導入による生産性
革命

通常 合同会社うしお事務所

215 R109050020 関東 栃木県 富士コンサルタンツ株式会社 5060001003826
産業用ドローンを利活用した高度な構造物点検と３Ｄモデル作
成

新特別 長井　寿郎

216 R109050022 関東 栃木県 有限会社塚田鉄工 6060002024135
大型鉄骨加工の内製化を実現する革新的自動製造ラインの
構築！

通常

217 R109050023 関東 栃木県 株式会社ヨネモリ 4220001000205
スマートシティ等、都市再開発需要に対応する鉄骨建材量産
化事業

通常

218 R109050024 関東 栃木県 有限会社村上鋳造所 8060002020990 中・小型かつ複雑形状化した鋳物製品の試作開発のＩＴ化 通常

219 R109050029 関東 栃木県 有限会社田村工機 8060002018960
依存体質からの脱却に向けた加工技術の獲得と技能伝承の
ための設備導入

通常

220 R109050030 関東 栃木県 エスケミ株式会社 9060001027961
廃プラスチック再生原料化推進の為の混錬強度向上新装置
導入計画

通常

221 R109050031 関東 栃木県 有限会社愛月堂本舗 9060002021823
高級菓子の焼成・包装技術高度化並びにＥＣ販売による抜本
的事業転換

通常

222 R109050032 関東 栃木県 株式会社ツール工房 5060001015805
モーター製造需要の取り込みに向けた切削工具の一貫生産
体制の確立

新特別

223 R109050035 関東 栃木県 有限会社アルケミスト 2060002038262
納期が長くなってしまっているステンレス等の溶接工程改善に
よる高品質・短納期実現事業

新特別 シェアビジョン株式会社

224 R109050036 関東 栃木県 株式会社アイ電子工業 2060001012739
マスターデータ自動生成による省人化可能な半導体画像検査
装置の開発

新特別

225 R109050037 関東 栃木県 株式会社タヌマ技研 5060002039877
耐熱性熱可塑性ＰＰＳ樹脂による粉粒体搬送用容器の金型及
び成形方法の開発

新特別
ダブル-ウィン・コンサ
ルティング合同会社

226 R109050039 関東 栃木県 有限会社山﨑産業 8060002039973
小型木材部材の内Ｒ切削技術の開発に伴い家具製造会社を
目指す

通常
ダブル-ウィン・コンサ
ルティング合同会社

227 R109050045 関東 栃木県 月星食品株式会社 2060001018884
商材の多様性と少量パッキングの実現――Ｄ　ｔｏ　Ｃを目指す
社内パラダイムシフト

通常

228 R109050046 関東 栃木県 有限会社小藤鉄筋工業 7060002026361 災害等への復興・整備に向けた高強度加工体制の強化 通常 若杉　拓弥

229 R109050047 関東 栃木県 株式会社オガタ・エスメック 9060001018416
アルカリイオン水による環境に配慮した持続可能なメタルシー
ト洗浄システムの構築

通常

230 R109050049 関東 栃木県 有限会社真美 8060002008615
先進補綴物作製サプライチェーンの国内化による新型コロナ
対応

新特別

231 R109050051 関東 栃木県 株式会社大富 4060001032033 早い・安い・なんでも対応　プラスチック金型試運転サービス！ 通常 伊藤　洋介

232 R109050055 関東 栃木県 かねこ歯科医院
⻭科⽤Ｘ線装置を⽤いた外注⼯程の削減とユニットを組み合
わせた治療⼯程の能率化

新特別

233 R109050057 関東 栃木県 岸野歯科医院
感染症対策下における、ＣＡＤ／ＣＡＭを用いた補綴治療の
アップグレードとスムージング

通常

234 R109050058 関東 栃木県 有限会社サン企画 7060002020190
ポストコロナ時代を見据えた多目的形鋼加工機導入による生
産性・製造環境の向上

通常

235 R109050059 関東 栃木県 有限会社トムデント 6060002037888
高齢者施設への訪問歯科診療に対応したデジタル工程の構
築

新特別 アイアンドアイ株式会社

236 R109050060 関東 栃木県 くにい歯科矯正歯科
最新型セファロによる根管治療、難しい埋伏歯の治療、矯正
治療の３つの歯科学的アプローチ

通常

237 R109050061 関東 栃木県 有限会社手塚左官店 1060002006229
県内初導入！高性能研磨機導入による左官技術・生産性向
上への挑戦

新特別

238 R109050062 関東 栃木県 株式会社ケイズブレイン 6060002008765
最新カット機導入で生産性を向上、顧客製作ニーズ対応・新製
品開発をおこなう

通常

239 R109050063 関東 栃木県 株式会社ラボックス 2060001030963
構造物試験の生産性の向上に伴う、ワンストップサービスの強
化

通常

240 R109050066 関東 栃木県 覚本歯科医院 感染対策を徹底して行う歯科医院としてのブランド化 通常

241 R109050067 関東 栃木県 小堀歯科医院
安定した経営に向けたＮｄ：ＹＡＧレーザーと口腔内スキャナー
を用いたｐａｉｎｌｅｓｓな外科的処置

通常

242 R109050070 関東 栃木県 有限会社アートセラム 6060002027360
ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入で革新的な歯科補綴物製作の推
進

通常 大田原商工会議所
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243 R109050072 関東 栃木県 よこづか歯科医院
最新計測機器の導入で最新再生医療の実現と治療の可視化
を拡大

新特別

244 R109050073 関東 栃木県 株式会社ワカヤマファーム 1060001029081 最新型の樹木粉砕機の導入による竹材のチップ化事業 通常

245 R109050083 関東 栃木県 マルダイ印刷有限会社 7060002008351
ワンストップ工場の確立による非対面型営業のための印刷通
販サイト構築

通常
株式会社高崎総合コンサ
ルタンツ

246 R109050087 関東 栃木県 デンタルクリエイト
歯科医師の品質要望に応える画期的な技工物を最新システ
ムで実現

通常

247 R109050089 関東 栃木県 コーヒーアンドドーナツファイブ スペシャリティーコーヒー豆のＥＣ販売とフランチャイズ化 通常

248 R109050098 関東 栃木県 有限会社しのぶや 5060002023071
「大型車用塗装ブース」の導入と「水性塗料」！　未来ある作業
環境構築と生産性向上の実現。

通常

249 R109050100 関東 栃木県 株式会社テンソー 4200001007326
カット工程の改善による生産時間短縮と現場環境改善等によ
る生産性の向上

通常

250 R109050101 関東 栃木県 株式会社丸和農場 1060001030213
ハウス内作業非対面化のための搬送監視ロボットシステムの
導入

新特別

251 R109050102 関東 栃木県 株式会社ＮＡｉＴ 5060001030374 インドアナビゲーションシステム開発による働き方改革の実現 通常

252 R109050104 関東 栃木県 大木商店 おがくずの画期的生産方法で地域の畜産業に活力をもたらす 通常

253 R110050001 関東 群馬県 株式会社村上製作所 1070001011955
需要増が見込まれるＩＣＴ対応建機等の油圧制御部品におけ
る高精度安定供給体制の確立

新特別 株式会社東和銀行

254 R110050002 関東 群馬県 株式会社ＩＴＳ 1070001027943
最新型三次元測定機の導入による試作品開発の高度化と短
納期化の実現

新特別 株式会社フロウシンク

255 R110050005 関東 群馬県 相模屋食料株式会社 5070001001366
豆腐包装容器・フィルムと「おから」のリサイクル製造技術の確
立

通常

256 R110050006 関東 群馬県 株式会社モハラテクニカ 9070001008597
板金の曲げ加工における生産性向上と特殊曲げ加工の技術
開発

通常

257 R110050008 関東 群馬県 株式会社亀井精密 3070001035151 複雑形状品のワンクランプ多数工程加工技術の開発 通常

258 R110050009 関東 群馬県 株式会社鈴木製作所 6070001016173
鋳造数拡大と安全な作業環境を実現する鋳造品回収工程の
構築

新特別 株式会社東和銀行

259 R110050011 関東 群馬県 株式会社佐藤工業所 5070001001408
自然空冷式の放熱特性と空気対流特性を解析したＳ式放熱
筐体

通常

260 R110050014 関東 群馬県 株式会社クラモチ 3070001001129
多品種に対応する畳製造ラインの構築、畳屋による空き家再
生パッケージの提案

新特別

261 R110050017 関東 群馬県 株式会社岩槻工業 1030001033516
集約生産体制と溶接継手新技術を確立し５Ｇ次世代交通シス
テム用信号機器の生産性向上・品質向上を実現。

通常

262 R110050021 関東 群馬県 有限会社和興製作所 5070002021272
新型パイプベンダー導入による、細径パイプの特大Ｒ曲げ加
工の技術獲得

通常 しののめ信用金庫

263 R110050023 関東 群馬県 井上　製作所
鉄筋結束機向けの検査プロセス革新による生産性の向上と短
納期対応

新特別
株式会社フラッグシップ
経営

264 R110050027 関東 群馬県 間仁田歯科医院
インプラント体の安全な埋入と患者様に適合する補綴物の作
成プロセスの実現

新特別

265 R110050029 関東 群馬県 田沼工業
印刷機用機能部品の精密機械加工を実現し、生産性向上と
収益力向上を図る

通常 群馬県商工会連合会

266 R110050030 関東 群馬県 ジューク１９株式会社 1070001036184 高付加価値製品のニッチトップメーカーを目指す 新特別

267 R110050033 関東 群馬県 島津工業有限会社 8070002002740 最新ＣＮＣ精密自動旋盤導入による新規事業の高付加価値化 通常

268 R110050037 関東 群馬県 和光テクノサービス株式会社 6010001032572
水素燃料を利用した工場内汚泥や残渣の燃料電池型乾燥機
の開発・販売

通常

269 R110050038 関東 群馬県 みなかみ動物病院
高齢ペットのガン回復率と院内効率の飛躍的向上を通じた企
業成長と新型コロナウイルス感染リスク低減への挑戦

新特別

270 R110050039 関東 群馬県 株式会社中七 8011301005150
拡大するＤＩＹ需要に応えるため切断加工の飛躍的生産性向
上を実現する

新特別

271 R110050041 関東 群馬県 有限会社外丸木工 8070002037019
縁貼り工程（木材の端面（木口）処理）の高度化による生産性
の向上を目指す。

新特別
ぐんぎんコンサルティン
グ株式会社

272 R110050047 関東 群馬県 心 農作物の育成をサポートする農薬散布サービスの提供 新特別 長井　寿郎

273 R110050050 関東 群馬県 株式会社Ｏｒａｌ　ｗｏｒｋｓ 1070001031045 同一素材を用いたバイト・レス構造によるデンチャー開発事業 新特別 アイアンドアイ株式会社

274 R110050051 関東 群馬県 金井板金工業所有限会社 6070002001422
大型板金に対応できる曲げ能力の獲得による工場・物流施設
用シャッター市場への進出

新特別 株式会社ゼロプラス

275 R110050054 関東 群馬県 小倉合成工業 遊戯向け樹脂部品の生産プロセスの開発 通常 群馬県商工会連合会

276 R110050057 関東 群馬県 本田建設株式会社 2070001020138
３次元測量の導入による新時代を見据えた地方建設業のあり
方

通常 群馬県商工会連合会

277 R110050058 関東 群馬県 中島鉄工株式会社 3070001019848
デジタル管理機能搭載プレス機導入による高効率プレス加工
システムの構築

通常 株式会社群馬銀行

278 R110050060 関東 群馬県 株式会社鈴木機械 8070001016171
サプライチェーンの完全非対面化を実現して、ビジネスプロセ
スを効率化する

新特別 小川秀樹

279 R110050061 関東 群馬県 石原石材店 素材特性に合わせた字彫りプロセス高度化による生産性向上 通常 群馬県商工会連合会

280 R110050063 関東 群馬県 国産化学株式会社 2010001043053
新規形状の医薬品原料である尿素に対する異物除去につい
て

通常

281 R110050065 関東 群馬県 有限会社水香苑 6070002026436
最新手打麺製造機で水沢うどんグルテン含有量改善による高
品質化

新特別

282 R110050069 関東 群馬県 株式会社旭光 8070001022120 コロナ禍における新たなビジネスモデルへの挑戦 通常

283 R110050070 関東 群馬県 株式会社アエルズ 2070001028684
介護が必要な高齢者にむけた介護旅行専用ポータルサイトの
構築

新特別 前橋商工会議所

284 R110050074 関東 群馬県 株式会社堀越製作所 5070001008361
世界基準の鋳物加工技術習得を通じた新規受注獲得プロジェ
クト

通常 株式会社群馬銀行

285 R111050005 関東 埼玉県 株式会社モビリアなかじま 5030001032729
最新縫付け自動機による高級シェードカーテン縫製作業の高
度化事業

通常

286 R111050007 関東 埼玉県 株式会社マスターズクリエイション 7011101090583
コロナ対策商品販売のためのＥＣショップＡＩ一元管理システム
構築

新特別

287 R111050008 関東 埼玉県 株式会社東亜コーポレーション 5030001019016
成分分析による、非鉄金属スクラップの適正価値での取引実
現

通常
株式会社東京経営サポー
ター

288 R111050011 関東 埼玉県 有限会社桟敷原製作所 9010502018571
マシニングセンター導入し高付加価値金型、検査治具製作事
業拡大

通常

289 R111050012 関東 埼玉県 スピックバンスター株式会社 6010001004027 テレワーク社会に求められる革新的な印刷サービスの実現 通常
株式会社東京経営サポー
ター

290 R111050013 関東 埼玉県 株式会社ＦＩＲＳＴ 7030001132469 ＣＣＵＳの標準ＡＰＩ連携システムによる建設業管理事務のＤＸ 通常 若杉　拓弥

291 R111050014 関東 埼玉県 八潮製罐株式会社 4030001038529
需要が急増している輸出抹茶用丸缶の生産性を向上しジャパ
ンブランドの優位性に寄与する

新特別 埼玉縣信用金庫

6 / 47



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

292 R111050015 関東 埼玉県 株式会社ツカサ 4011401004188
独自製品ハイパーエルボカバー等、大型化に対する新生産方
式導入による短納期生産体制構築事業

新特別 シェアビジョン株式会社

293 R111050016 関東 埼玉県 株式会社三和 2030001088955 土壌水分深度複合センサの開発と生産体制の確立 通常

294 R111050017 関東 埼玉県 光陽精工株式会社 3012701001330
バイオマス樹脂の成形技術確立による環境配慮型複合機用
部品の事業化

通常

295 R111050019 関東 埼玉県 株式会社トーエイ 7013301008200 樹脂フィルム製組立式立体什器・店頭ＰＯＰの事業化 通常

296 R111050020 関東 埼玉県 有限会社福島鉄工所 4030002113108
高強度エクステリア部品の高精度化に向けた生産および安定
供給体制の構築

新特別 株式会社群馬銀行

297 R111050021 関東 埼玉県 株式会社サイケイ 1030001024119
水性塗料専用塗装ブース導入により塗装品質・塗装時間短縮
と環境配慮型経営推進

通常 渡邉勝次

298 R111050022 関東 埼玉県 株式会社タツノ 1030001065625
高精度ベンダーでフライヤー油煙除去装置の革新的生産プロ
セス改善

通常
株式会社エイチ・エーエ
ル

299 R111050024 関東 埼玉県
株式会社　ＫＯＧＡ　ＯＲＴＨＯＤＯＮＴＩＣ　ＬＡＢ
ＯＲＡＴＯＲＹ

4030001058790
デジタル化・ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による生産効率と粗利
率の向上			

新特別
有限会社サステイナブ
ル・デザイン

300 R111050025 関東 埼玉県 有限会社霞デンタル 2030002072826
需要拡大が見込まれるＣＡＤ／ＣＡＭ冠等補綴物作製時の作
業効率向上による安定供給体制の確立

新特別

301 R111050027 関東 埼玉県 株式会社舟和本店 1010501011816 国内の販路を開拓し、商品力を高める小型専用包装機の開発 通常

302 R111050030 関東 埼玉県 株式会社ＴＬＴ 4030001113983
アクリルとラバーの良さを活かしたキャラクターグッズ生産体
制の構築

通常

303 R111050033 関東 埼玉県 日本申通株式会社 2010001205462
テレワークや新しい生活様式に対応するための次世代型ロッ
カーの開発と新たな顧客層の開拓

新特別

304 R111050034 関東 埼玉県 一番星
電熱式オイルバスを用いた職人造型技術の活用と生産性向
上

通常 紙本　好太郎

305 R111050035 関東 埼玉県 株式会社オークマ 4030001063733
最新自動製箱機導入による大型段ボール箱革新的多品種自
動加工

通常

306 R111050036 関東 埼玉県 株式会社緑屋樹木医事務所 3030001124973
スパイダーリフトとアーボリスト技術の活用による安全な樹木
伐採サービスの開発

通常

307 R111050037 関東 埼玉県 株式会社エスアンドカンパニー 5140001053342
オートボディプリンターの導入によるトラックのボディプリント事
業の開始

新特別 株式会社ゼロプラス

308 R111050038 関東 埼玉県 株式会社ミクロン 6030001077351
形状が安定した高品質な線径０．４㎜以下の精密ばねの生産
性倍増計画

通常

309 R111050041 関東 埼玉県 ラビットグラナリー合同会社 5030003011458
潜在需要を喚起する日本初の科学的根拠に基づいたラビット
フードの製造

通常

310 R111050043 関東 埼玉県 ケイテック株式会社 8030001081112
国家ＰＪ専用・特注ベンディングロールで中規模企業へ躍進す
る。

通常

311 R111050044 関東 埼玉県 有限会社厚沢土建 2030002020512
エコ地盤改良工法による差別化要因の創出と土木事業のワン
ストップ化

通常

312 R111050048 関東 埼玉県 有限会社井戸製作所 5030002121919
主軸台移動形ＣＮＣ自動旋盤の導入による小径複雑形状部品
の高精密加工対応

通常 埼玉県商工会連合会

313 R111050050 関東 埼玉県 有限会社庄和資材 4030002070027
段ボール製品の小ロット多品種、複雑形状化、生産性向上を
同時実現しブルーオーシャン戦力を強化する

新特別 埼玉縣信用金庫

314 R111050052 関東 埼玉県 カメレオン株式会社 7030001053541
最新の光演出を活用した、店舗向け魅せる飛沫・密・対人接触
防止パネル開発事業

新特別

315 R111050053 関東 埼玉県 有限会社東京ホーニングサービス 1030002105140
新開発１軸２方式ホーニング盤導入と技術高度化で小径加工
の高精度化と能力増強

通常

316 R111050056 関東 埼玉県 株式会社愛工舎製作所 1030001020860
高度シミュレーションによる高機能ミキサーの革新的な開発と
販売促進

通常

317 R111050057 関東 埼玉県 株式会社Ｒｅｖｏｒｆ 8010001205309
タンパク質－化合物相互作用の新規スクリーニング技術の開
発

通常

318 R111050059 関東 埼玉県 株式会社ハルニレ 3030001121681
最新ＤＲ機器導入による診療・手術時間短縮と顧客満足度の
向上

通常

319 R111050060 関東 埼玉県 株式会社エンドープラスチック 6030001045770
切削条件の最適化及びマルチスキル・マルチタスク化による
生産の効率化

通常 埼玉県商工会連合会

320 R111050061 関東 埼玉県 池上金型工業株式会社 7030001030648
超高精度金型製作のためのＩｏＴ自動管理システムを適用した
電鋳装置の導入

通常

321 R111050062 関東 埼玉県 アフィックス株式会社 6011401000367 ＣＲＯＮＯＳ　Ｕｌｔｉｍａｔｅ　導入による縫製加工の生産強化 通常
一般社団法人板橋中小企
業診断士協会

322 R111050064 関東 埼玉県 有限会社増永畳店 3030002012797 高品質の薄畳を製造し一般消費者に普及・販売する事業 通常
一般社団法人第一中小企
業診断士会

323 R111050066 関東 埼玉県 株式会社ウイング 7030001056081 切削加工技術の高度化による医療分野への進出 通常

324 R111050067 関東 埼玉県 吉岡製油有限会社 6030002036117
廃食油の抜缶洗浄設備の開発導入による生産性向上と新商
品化事業

新特別 株式会社やまと経営

325 R111050068 関東 埼玉県 有限会社宮田板金工業 7030002088198 建築板金加工の自動化により、生産体制の強化 通常

326 R111050070 関東 埼玉県 安達歯科クリニック
ＣＴ撮影の内製化によるビジネスモデル転換を通じた、再治療
率が低い根管治療の提供

新特別

327 R111050071 関東 埼玉県 睦合金工業株式会社 2030001031551 設備投資による競争力強化を契機とした脱下請け化の推進 通常 山取  大希

328 R111050074 関東 埼玉県 株式会社橋本印刷 6030001006822
ウィズコロナ時代の印刷サービス〜お客様の期待を超えるＢＰ
Ｏ事業〜

通常
株式会社東京経営サポー
ター

329 R111050076 関東 埼玉県 株式会社ＭｅｔａｌＤｅｓｉｇｎ 4030001130888
物件・内装マッチングシステムを利用したオンラインビジネスへ
の転換

新特別 近山　寿博

330 R111050078 関東 埼玉県 谷津テックス株式会社 9030001037088
最新式ブロー成型機導入で生産方法改善による省人化と生産
性向上

新特別

331 R111050080 関東 埼玉県 はしもと歯科
ＣＴ・セファロ導⼊を活用した治療選択肢の拡充と地域医療の
底上げ

新特別

332 R111050085 関東 埼玉県 森田歯科医院
多段階ドリル・フォーカス方式による新インプラント治療法の開
発

新特別 アイアンドアイ株式会社

333 R111050088 関東 埼玉県 富士ダイカスト株式会社 7030001064695
産業ロボット用アルミニウム鋳造製品の生産プロセス革新と生
産性向上

通常
株式会社フラッグシップ
経営

334 R111050089 関東 埼玉県 ひかり歯科クリニック
マクロとミクロの両視点から歯内を見つめる、超精密診療の実
現

新特別

335 R111050090 関東 埼玉県 ハレノテラス歯科・矯正歯科 一生涯利用可能な高精度即日補綴治療の実現 新特別

336 R111050092 関東 埼玉県 株式会社深井自動車 8030001036958
父から娘への事業承継の集大成！大型車両の整備・点検体
制の高度化

通常

337 R111050093 関東 埼玉県 とも歯科クリニック
根管治療、矯正治療、インプラント治療の安全性と品質向上及
び院内感染の抑制

新特別

338 R111050095 関東 埼玉県 有限会社ミタデザイン 2030002013243
非対面の受注体制と生産体制改善による生産性向上と地域
唯一の出力センターとなる事業

新特別

339 R111050097 関東 埼玉県 有限会社ヒカリ製作所 7030002011291
最新のプラスチック射出成形機導入による容器キャップ製造
の高品質化・短納期化

通常
株式会社エイチ・エーエ
ル

340 R111050100 関東 埼玉県 株式会社タチバナ産業 6030001051901
紅茶ティーバッグ生産ラインの高速化による生産量増加と収
益性向上

通常
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341 R111050102 関東 埼玉県 瑞穂デンタルワークス
ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による生産性向上とジルコニア冠開発及び
非接触対応

新特別

342 R111050103 関東 埼玉県 小山畳店
令和時代のニーズである半畳サイズ・縁無し畳・薄床畳の普
及を国産天然畳表で目指す

通常

343 R111050104 関東 埼玉県 株式会社アクアデザイン 8030001000278
独自技術を応用した機能水で低感染リスク型ビジネスへの転
換を図る

新特別

344 R111050105 関東 埼玉県 株式会社あずま 3030001038793 新生産方式による対面リスクの軽減と生産性向上 新特別

345 R111050109 関東 埼玉県 有限会社石原工業所 7030002050249
金型用冷却部品の新型ＣＮＣ旋盤の導入と生産プロセス改善
による生産性改善

通常

346 R111050110 関東 埼玉県 有限会社ケーズデンタルクリエイト 9030002059866 審美性の高いＣＡＤ／ＣＡＭ冠前歯の開発と量産体制の実現 新特別

347 R111050111 関東 埼玉県 合同会社ＳＨＯＢＵ　ＰＲＯＪＥＣＴ 7030003003593
通販用商品の開発とＥＣサイト販売による非対面型ビジネスの
開始

新特別

348 R111050113 関東 埼玉県 旭歯科医院
「今日中に治したい」に応える補綴治療の実現と治療時の感
染リスクの低減

新特別

349 R111050116 関東 埼玉県 コスモ・クリーン株式会社 1030001087223
産業廃棄物の選別処理プラント導入による作業生産性向上と
需要拡大

通常

350 R111050118 関東 埼玉県 有限会社アライ看板工芸社 1030002121146
測色機能付き印刷機と高機能レーザー加工機の導入による
売上拡大事業

新特別 秩父商工会議所

351 R111050121 関東 埼玉県 有限会社　正栄建材 1030002066085
最新式土嚢詰込み搬送装置導入による災害用土嚢生産プロ
セス改善

通常

352 R111050122 関東 埼玉県 株式会社ムサシノエンジニアリング 1030001018244
高性能測定計測器の導入による積層半導体向け常温接合装
置の開発体制及びリモートワーク環境の整備

新特別

353 R111050127 関東 埼玉県 株式会社平井 7030002049646
乳幼児抱っこ時に飛沫を防ぐ「赤ちゃん抱っこコロナガード」の
開発

新特別

354 R111050128 関東 埼玉県 株式会社ゴーキン 8030001054670
アルミダイカスト製造における、サイクルタイムの短縮と不良
率の改善

通常

355 R111050130 関東 埼玉県 株式会社オカモト 3030001063734
ウイルス対策としての抗菌力を高め、曲面デザインの組み込
み家具の開発

新特別

356 R111050133 関東 埼玉県 株式会社雄進印刷 6030001057048
高速自動包装システム導入によるパッケージ印刷事業生産基
盤強化

新特別

357 R111050134 関東 埼玉県 株式会社タナカ技研 9010401099168
水晶光学デバイス製品の需要拡大に対応した業界初の多数
個取りオリフラ面取加工技術の開発

通常

358 R111050135 関東 埼玉県 新座きりん歯科クリニック
最新のレーザー機器による歯を抜かない治療サービスの開発
提供

通常

359 R111050136 関東 埼玉県 有限会社ドリームラッシュ 3030002109370 便利とステキのオーダーメイド　～オリジナルグッズの内製化 通常 山崎　一政

360 R111050138 関東 埼玉県 株式会社田中製作所 1030001041510
精密な湿度校正器の導入による、当社デジタル温・湿度計の
信頼性向上と商圏の拡大

通常 上尾商工会議所

361 R111050143 関東 埼玉県 ＴＨＰ株式会社 4011101080117
商標登録の需要増加に対するＡＩ／ＲＰＡによる非対面化によ
る差別化事業

新特別

362 R111050147 関東 埼玉県 秩父技研工業株式会社 8030001071773
建設機械の操縦性を高める為の油圧バルブ部品の品質安定
化と生産性向上計画

通常

363 R111050148 関東 埼玉県 株式会社三和商工 7030001064076
審美性が高い立体集客看板およびソーシャルディスタンス看
板のＥＣ展開事業

新特別

364 R111050149 関東 埼玉県 株式会社内田機械製作所 6030001073870
新規ＮＣ旋盤導入による金属屋根材現地成形機の一貫生産
体制の構築と原価低減

通常

365 R111050151 関東 埼玉県 刑部歯科医院
歯科用ＣＴを用いた革新的な予防歯科治療の提供により患者
様の歯を健康に

通常

366 R111050153 関東 埼玉県 常盤化学工業株式会社 4010701007108
荷崩れ防止用接着剤の製造プロセスにおける環境負荷低減と
生産性改善

通常
株式会社エイチ・エーエ
ル

367 R111050155 関東 埼玉県 有限会社平岡加工 3030002106343 超高精度加工ノウハウの習得による事業拡大 通常

368 R111050156 関東 埼玉県 雙葉デンタルクリニック
低感染リスクと低被曝量をもたらすＣＴを用いた次世代型の自
家歯牙移植の実現

新特別

369 R111050158 関東 埼玉県 有限会社川端機工 9030002098807
新規設備導入にて生産ライン改善を行い生産性・付加価値向
上と労働環境改善

新特別 株式会社やまと経営

370 R111050159 関東 埼玉県 ケー・エム・エス株式会社 2030001011074
デジタル時代に対応した３Ｄ加工データを利用した複合加工機
の開発

通常 さいたま商工会議所

371 R111050160 関東 埼玉県 株式会社日本バイタル 4030001126044 いちご栽培向け太陽光採光システムの開発・製造 通常

372 R111050170 関東 埼玉県 有限会社クリオ 7030002037626
アニメディスプレイパネルの制作におけるカット工程の機械化・
自動化および内製化による生産性向上

通常

373 R111050175 関東 埼玉県 株式会社櫻井印刷所 4030001054815
インストアマーチャンダイジング向け印刷事業開始のための生
産効率化

通常

374 R111050194 関東 埼玉県 菁文堂株式会社 9010501006775
印刷用刷版の出力業務の生産性向上と離れた場所からの製
造環境を構築

通常

375 R112050001 関東 千葉県 株式会社フーズファクトリー千葉 4040001113165
食肉の量産加工体制の確立で内・中食需要対応と非対面型
ビジネスへの転換

通常

376 R112050007 関東 千葉県 日本ロストワックス株式会社 7040001085113
不活性ガス高周波溶解炉によるロストワックス鋳造法の画期
的改善

通常

377 R112050009 関東 千葉県 大花堂製菓株式会社 1040001071671 新商品の開発に向けた乾燥技術の効率化と生産性の向上 通常

378 R112050010 関東 千葉県 有限会社尾留川工芸 3040002002608
オフィス用家具等インテリア業界に向けた木工製品の高精度
化生産体制の構築

新特別 千葉信用金庫

379 R112050014 関東 千葉県 株式会社丸二商店 9040001049438
地球環境への負荷低減につなげる、３方締めプレス機導入の
取組

通常

380 R112050016 関東 千葉県 株式会社将泰庵 2040001034561
外食産業から転換を図る高級和牛ハンバーグＥＣ販売強化に
向けた生産性向上計画

新特別 東京東信用金庫

381 R112050018 関東 千葉県 有限会社習志野縫製 7040002027064
延反機・裁断機複合導入での高品質ユニフォーム生産プロセ
ス改善

通常

382 R112050021 関東 千葉県 有限会社小船鉄工所 1010002019755 コンバーティングマシンの新分野開拓に向けた技術革新 通常

383 R112050024 関東 千葉県 株式会社市原製作所 1040001000647
拡大するナッツ市場へ対応するためのナッツ加工機械の増産
体制の構築

新特別 株式会社ゼロプラス

384 R112050031 関東 千葉県 株式会社ＯＮ 2040001091834 ドローンを活用したポストコロナに向けた新規事業展開 新特別

385 R112050032 関東 千葉県 エム・エム・プラスチック株式会社 3040001053057
業界初、家庭と産業の両業界を巻き込んだ高循環システムの
実現

通常
公益財団法人千葉県産業
振興センター

386 R112050033 関東 千葉県 有限会社押田製作所 4040002033197 独自技術を活かしたステンレス製Ｙ字型インサートの製品化 新特別

387 R112050037 関東 千葉県 ビレッジエンターテイメント株式会社 9040002078329
サーフィンレッスンをオンラインで完結させる革新的サービスの
実現

新特別 井上大輔

388 R112050044 関東 千葉県 竹内商店
硬質古紙を破砕することによる新たな販路開拓と生産性向上
事業

通常

389 R112050045 関東 千葉県 有限会社久保木畳店 2040002018225 スーパーニミライン導入による需要変化への対応 通常 習志野商工会議所
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390 R112050053 関東 千葉県 株式会社グルーヴ 7040001051503
急速冷凍技術で生産性向上、販路拡大で新たな収益源確保
に挑戦

新特別 株式会社シャイン総研

391 R112050055 関東 千葉県 有限会社ＲＥＢ 4040002096376 柏市におけるアフターコロナ型ハイブリッドコワーキング構築 通常

392 R112050058 関東 千葉県 株式会社シューベルト 1040001057217
高生産性で衛生的な焼き菓子製造ライン構築による広域商圏
事業の確立

新特別 株式会社千葉銀行

393 R112050062 関東 千葉県 たけだ歯科医院 ポストコロナに向けた技工物作成と治療提供フローの転換 通常

394 R112050064 関東 千葉県 ＧｒｅｅｎＢｏｘ株式会社 1040001086769
ＥＣ市場の拡大に対応する物流オペレーション自動化の取り
組み

通常

395 R112050065 関東 千葉県 歯医者のそらクリニック
歯周病治療と高度根管治療によるハイブリッド残存治療法の
開発

新特別 アイアンドアイ株式会社

396 R112050066 関東 千葉県 釜崎歯科医院
⻭科⽤ＣＴ導⼊を用いた⾼難度治療の院内提供化による新型
コロナウイルスの影響克服

新特別

397 R112050067 関東 千葉県 株式会社ケイオー 9040001071631
感染症対策の為のアクリル板等の製品開発及びデザインソフ
トの導入

新特別

398 R112050069 関東 千葉県 有限会社岩香製作所 2040002044411
新型カット機を導入し生産性向上し、５０年培ったゴム・樹脂の
ノウハウを生かした新製品開発

通常

399 R112050071 関東 千葉県 有限会社大山ヘラ鉸り製作所 2040002093342
新型設備の導入で技能の形式知化と特殊形状加工を実現し
新たな事業分野へ挑む

通常

400 R112050072 関東 千葉県 中森商事株式会社 4040001103067
本格中華料理店が惣菜製造専用の設備を導入し惣菜卸し事
業に転換する

新特別

401 R112050073 関東 千葉県 合資会社寒菊銘醸 2040003003143
生産・販売工程の感染リスクを低減した環境整備と日本酒の
酒蔵ならではのオリジナルビールの開発

新特別

402 R112050074 関東 千葉県 勝田台歯科医院
ＣＴ検査外注工程削減による再発リスクの低い根管治療の提
供と接触機会の削減

新特別

403 R112050075 関東 千葉県 大百堂歯科医院
むし歯治療のメタルフリー化で金属アレルギーに対応するデジ
タル歯科技工体制整備

通常

404 R112050076 関東 千葉県 東京精密株式会社 9040001026973
歯科医療の対人接触を減じるデジタル化に対応したＣＡＤ／Ｃ
ＡＭ加工による２４時間生産体制の確立

通常

405 R112050079 関東 千葉県 アゼリアデンタルクリニック
先進設備の導⼊による総合病院に依存しないビジネスモデル
確⽴と根管治療の再治療率低下

新特別

406 R112050081 関東 千葉県 株式会社飯沼本家 1040001047465
千葉県唯一の酒蔵直営レストラン事業の展開による滞在型酒
蔵ツーリズムの推進

新特別

407 R112050084 関東 千葉県 株式会社信英精工 1040001016081
ポストコロナに対応した抜本的な転換を図るためのＣＮＣ自動
旋盤の導入

通常

408 R112050085 関東 千葉県 エルティーパッケージ株式会社 9040001106908
独自開発の革新的包装加工方式導入による競争力強化と感
染リスク低減

新特別
岡山県経営コンサルタン
ト事業協同組合

409 R112050086 関東 千葉県 あさの屋合同会社 7040003015919
飲食店から業種転換！健康食品「キクイモ加工品」を製造・販
売する取組

新特別

410 R112050088 関東 千葉県 木村整形外科
地域密着型整形外科の診療業務改善による患者の待ち時間
短縮施策

通常

411 R112050089 関東 千葉県 津田沼カナデル歯科
新型コロナの感染対策と１日で治療完了できる商業施設内の
革新的歯科医院の実現

新特別 芦田　恒志

412 R112050095 関東 千葉県 小林歯科医院
ＣＴ及び口腔内スキャナー導入による新型コロナウイルスの影
響をものともしない先進的医院経営の提供

新特別

413 R112050097 関東 千葉県 株式会社オレンジ 6040001065017
当院の有する技術力と高性能機器が可能にする、歯周病の根
治プロジェクト

新特別

414 R112050098 関東 千葉県 アトワジャパン株式会社 4040001106763 非接触型コーチングアプリによる人材ミスマッチの解消 新特別

415 R112050099 関東 千葉県 株式会社美浜区レイ動物病院 5040001098001
ポストコロナに対応した、耳道・腹腔における革新的低侵襲外
科処置の実現

新特別

416 R112050101 関東 千葉県 株式会社ブライト 4040001058237
産業廃棄物からフォーミング抑制材の製造を行う製造ラインの
導入

通常

417 R112050102 関東 千葉県 有限会社松尾商会 9040002079855
ＳＵＶ車に対応した内製化推進および自動車特定整備制度へ
の早期対応

新特別 銚子信用金庫

418 R112050104 関東 千葉県 矯正歯科クリニック柏の葉
最新型口腔内スキャナー導入による矯正治療の迅速化と診断
効率の向上

新特別 駒田　裕次郎

419 R112050106 関東 千葉県 有限会社小倉商店 4040002099255 最中種製造から製品化まで実現できる一貫ラインの構築 通常
公益財団法人千葉県産業
振興センター

420 R112050109 関東 千葉県 株式会社シェファムフードファクトリー 2040001114058
コロナ禍における飲食店と加工食品製造の兼業ビジネスモデ
ル構築

新特別

421 R112050110 関東 千葉県 株式会社宮内溶接 8040001062490
新業種および海外販路展開に向けた高精度の金属加工生産
体制の確立

通常 銚子信用金庫

422 R112050111 関東 千葉県 株式会社Ｄ＆Ｐメディア 1040001002833
ワークフローの改善で生産性を上げ、人員再配置で新たな市
場へ挑戦

新特別

423 R112050112 関東 千葉県 株式会社鳥海製作所 2040001099530
調達困難となったメンテナンス用部品における短納期対応の
製造体制の構築

通常

424 R112050114 関東 千葉県 有限会社ｅｍｉｋａ 9040002026304
衣装制作の自動裁断機導入に伴う生産力向上及び多品種生
産による商品力向上計画

通常

425 R112050117 関東 千葉県 株式会社ストリートスタイル 1040001077561
次世代車両整備の設備導入による「納得と安心の車両サービ
ス一貫体制」構築事業

新特別 銚子信用金庫

426 R112050118 関東 千葉県 株式会社アネットハセガワ 1040001000382
県内屈指の設備と技術による、外部環境に左右されない高度
獣医療体制の構築

新特別

427 R112050121 関東 千葉県 株式会社ＧＡＲＡＧＥ４６１ 3040001075588
水性塗料での短納期化を実現、次世代の塗装スペシャリスト
への挑戦

通常

428 R112050123 関東 千葉県 有限会社杉山金属製作所 1040002087485
脱ペットボトルによる「新型自動販売機」における温度計測部
品の試作開発

通常 千葉県商工会連合会

429 R112050125 関東 千葉県 みどり台歯科クリニック
インハウス型の治療体制の確立により、一週間以上の生産性
の向上を図る。

通常

430 R112050127 関東 千葉県 株式会社ちはら台動物病院 2040001115733
県内屈指の循環器内科治療の技術力を活かした、循環器疾
患への先進的アプローチの実現

新特別

431 R112050128 関東 千葉県 原沢精機株式会社 5040001028288
高機能樹脂ダイフロン材を利用した極小精密部品量産加工技
術の確立

通常 牛腸　真司

432 R112050131 関東 千葉県 マーレ動物クリニック有限会社 7040002101439
高難度軟部外科：低侵襲手術の導入で、地域の中核病院を目
指す

新特別

433 R112050132 関東 千葉県 伊橋産業株式会社 7040001044861
こだわりの人参ジュースが実現する高付加価値６次産業の促
進事業

通常

434 R112050134 関東 千葉県 さくら歯科クリニック ニューノーマルとなるデジタル診療の実現 新特別
株式会社リアルコンテン
ツジャパン

435 R112050135 関東 千葉県 サニー歯科クリニック
患者様を再治療のサイクルから解放する革新的な精密補綴
治療の提供

新特別

436 R112050136 関東 千葉県 ガーデンどうぶつ病院
低感染リスク・低負担な検査体制を構築し、がんを進行させず
に治療することを実現する事業

新特別

437 R112050138 関東 千葉県 松丸工業株式会社 6040001091830
圧入工法を採用した杭打ち技術でガードレール設置工事の大
幅工期短縮

通常 松本　圭介

438 R112050139 関東 千葉県 株式会社ワールドウィング 5040001041679
ＥＣサイト・情報発信事業を集約、⾮対⾯型３ＤバーチャルＣＡ
Ｒ⽤品店

通常 小倉　裕樹
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439 R112050140 関東 千葉県 ニコー建装 赤外線カメラとドローンを使用した外壁調査技術の導入 新特別 長井　寿郎

440 R112050142 関東 千葉県 株式会社Ｖ．Ｓ．Ｏ．Ｐ 7040001090476
高度獣医療現場における高い回復率と感染リスク最小限化の
実現への挑戦

新特別

441 R112050145 関東 千葉県 株式会社三盛 4011801015611
ＣＮＣ旋盤導入による部品製造の低コスト化と生産プロセス改
善事業

通常

442 R112050146 関東 千葉県 株式会社商和 5040001047841 工場内の環境の最適化による餃子の生産力及び品質の向上 通常

443 R112050149 関東 千葉県 まくら株式会社 7040001068167
７０万通りの中から一人一人に最適化された枕「パーソナライ
ズピロー」の提案と、受注生産ラインシステムの構築

通常

444 R112050150 関東 千葉県 株式会社機能性原料研究所 2010001099599
ＭＡＡｓの抽出・精製工程の改良及び経済的な製造ラインの構
築

通常

445 R112050155 関東 千葉県 キャディ株式会社 6010001187623
半導体メーカー顧客開拓のための三次元座標測定器導入に
よる品質検査体制強化

通常

446 R112050157 関東 千葉県 守屋酒造株式会社 3040001058254
地域地場産業を守る！高品質化対応設備導入による酒造高
度化事業

新特別
公益財団法人千葉県産業
振興センター

447 R112050161 関東 千葉県 株式会社ジー・ピー・アイ 3040001022664 新しい食スタイルを創造する「みんなのキッチン」で地域を連携 通常

448 R112050162 関東 千葉県 株式会社宮川商店 5010001030255 曲げ加工技術獲得による建築資材の一括受注体制の構築 新特別 株式会社ゼロプラス

449 R113050001 関東 東京都 藤田製作所
高性能マシニングセンタ導入による生産性向上及び製造領域
の拡大

通常 木村　正二

450 R113050002 関東 東京都 ＴｅｃｈｎｏＭａｔｒＹｘ株式会社 5010901015330 ３６０°全周高精度３Ｄ自動撮影装置の試作開発 通常

451 R113050003 関東 東京都 有限会社村石製作所 4010802014424
ＡＣサーボモータ搭載高性能パンチプレス導入によるタップ工
程統合工法の確立

通常

452 R113050004 関東 東京都 株式会社ナカニワ印刷 2010601005436 印刷業から高付加価値紙製品メーカーへの転換 通常 松本　圭介

453 R113050007 関東 東京都 株式会社グロースエンジン 1040001084707
演劇・音楽等アーティストのグッズ生産・販売プラットフォーム
の開発

新特別

454 R113050008 関東 東京都 有限会社北久保製作所 4012702002533
レーダ部品加工の１チャック化による高精度・低コスト両立と事
業拡大

通常

455 R113050009 関東 東京都 株式会社Ｈｉｎｏｄｅ　Ｌａｂｏ 7011001117453
美容室業務支援サービス（事業計画の作成支援システム開発
等）

通常

456 R113050010 関東 東京都 三祐製菓有限会社 7011802027702
革新的な新規設備の導入と新技術開発による高付加価値商
品の開発

通常 足立成和信用金庫

457 R113050014 関東 東京都 有限会社新田紙器 6011702005528
位置決め精度向上による高級パッケージの革新的製造ライン
の構築

通常

458 R113050018 関東 東京都 加藤製本株式会社 2011101004630 ＳＤＧｓの時代に貢献する、紙製の家具の製造販売 通常 文化産業信用組合

459 R113050020 関東 東京都 株式会社ゼロファーストデザイン 3013201003222
バーチャル展示会を活用した安全かつ効果的なビジネスプ
ラットフォーム事業

通常

460 R113050021 関東 東京都 有限会社今製作所 3010802001547
画像寸法測定器で生産性向上と高品質を実現し医療・環境分
野に参入

新特別

461 R113050023 関東 東京都 三鈴工業株式会社 3012301006647
配管加工機を導入し、高品質、短納期の工事提供サービス力
の強化

通常

462 R113050026 関東 東京都 有限会社中央製作所 7010802009223 半導体製造装置向け精密樹脂部品生産性向上事業 通常

463 R113050033 関東 東京都 Ｇｒｅｅｎ　Ａｒｔｓ合同会社 2011103009090
ブロックチェーンとＡＩを活用したデジタルコンテンツにかかる著
作権の管理システム開発

通常

464 R113050034 関東 東京都 株式会社くう 8012701014022 最新機器導入による診療・手術時間短縮と顧客満足度の向上 通常

465 R113050035 関東 東京都 株式会社イーガルド 5010001113720
最新測定器導入によるＲＦＩＤ技術の向上でＩＣ化領域の拡大を
実現

新特別

466 R113050038 関東 東京都 株式会社ＳＫコーポレーション 7011801029534
不動産管理における産業用ドローンを利活用した建築物の点
検・調査サービスの開発

通常 長井　寿郎

467 R113050040 関東 東京都 ライフケアデンタルオフィス
ＣＴ検査の外部依存型治療工程の脱却と患者様の接触・感染
リスク低減

新特別

468 R113050044 関東 東京都 ＮＡＹＵＴＡ合同会社 6010703002253
ＬＩＮＥアプリ導入による串カツサブスク・ポストコロナのビジネス
モデル転換

通常

469 R113050045 関東 東京都 株式会社田中測量設計 4010801013212
最先端設備及び解析システム導入による革新的な都市再構
築事業の創出

新特別

470 R113050046 関東 東京都 株式会社ＰＩＧＮＵＳ 4011101079200
「Ｗｅｂ広告運用の手の内化を支援するＷｅｂアプリケーション」
の構築事業

新特別

471 R113050052 関東 東京都 株式会社マモル 1011101084970
学校・教育委員会・保護者と協力した『いじめ防止』サービス構
築

通常

472 R113050053 関東 東京都 一信堂印刷株式会社 1010601008745 製本の社内一貫体制確立による短納期化の実現と受注拡大 通常 船越　良人

473 R113050057 関東 東京都 株式会社藤田紙器加工所 9010501011643
紙、プラスチックの代替え材料で、高品質なパッケージを製
作、加工、販売する。

通常

474 R113050058 関東 東京都 有限会社マイスター・ケイ 8010602033810
当社オリジナル製品のさらなる付加価値向上による収益拡大
計画

新特別

475 R113050059 関東 東京都 株式会社リザくる 6011201022644
三密を避けた集客増が実現できる飲食店向け集客支援サー
ビスの開発

通常

476 R113050060 関東 東京都 株式会社彫刻工房イマイ 3010101009580
５Ｇ市場等新市場の開拓に向けた切削加工の高度化・短納期
化事業

通常

477 R113050063 関東 東京都 株式会社アド・シーズ 9010001035878
当社特許を活用した臨床美術分野向け臨床美術品の量産印
刷技術の開発

通常

478 R113050064 関東 東京都 糀屋三郎右衛門
都内唯一の味噌蔵で伝統的味噌づくりの革新的生産プロセス
改善

通常

479 R113050065 関東 東京都 岡田歯科医院
ポストコロナで求められる脱総合病院依存型ガイデッドサー
ジェリーの実現

新特別

480 R113050066 関東 東京都 株式会社葵精螺製作所 4010801000094
引張試験機の導入による品質管理体制の構築と新市場での
売上拡大

通常

481 R113050068 関東 東京都 株式会社Ｕｎｓｃｅｎｅ 9010701038668 誰でも簡単に使える３Ｄのプレゼンツール 新特別

482 R113050071 関東 東京都 有限会社タケローズ 9012802004697
自動車補修用水性塗料攪拌装置とＡＩによる調色システムの
導入

通常

483 R113050072 関東 東京都 株式会社ＷＩＮＧＧＡＴＥ 8012401030484 ドローンメッシュネットワークを用いた山岳救助手法の開発 通常

484 R113050074 関東 東京都 株式会社ｂａｊｊｉ 5010001200056 メンタルヘルスケアアプリ「Ｆｅｅｌｙｏｕ」の法人向け機能の実装 新特別

485 R113050075 関東 東京都 ｄｏｔ　ｓｃｉｅｎｃｅ株式会社 8010001186103
エディブルフラワーのＤ２Ｃブランド展開に伴う業務効率化と受
発注システムの構築

新特別

486 R113050076 関東 東京都 ハルピン株式会社 7012401016229
新製品開発とＥＣサイト展開を可能にする餃子製造工程の革
新計画

通常

487 R113050077 関東 東京都 株式会社イズアソシエイツ 5010401002614
Ｅラーニングシステム開発による未来のブランド戦略人材の教
育体制構築

通常 さわやか信用金庫
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488 R113050079 関東 東京都 加納コーポレーション株式会社 5010001169201
自社独自の商品と全国の食材を販売するＥＣサイトの導入に
よる非対面販売の革新的サービスの開発

通常

489 R113050080 関東 東京都 東研化工株式会社 1011401004430
テープ打抜き製品のプレス裁断プロセスの高度化・デジタル
化・生産性向上

通常
協同組合さいたま総合研
究所

490 R113050082 関東 東京都 株式会社ウイング 4011401000716
高性能印刷機導入による高付加価値シール印刷事業への本
格参入

新特別
一般社団法人城西コンサ
ルタントグループ

491 R113050084 関東 東京都 ストップイットジャパン株式会社 1010801026092 非対面型対応健康管理アプリ「シャボテン」の開発 新特別 野口五丈

492 R113050086 関東 東京都 ＣＪトラスト株式会社 1012803001362
保険損害調査のドローン自動撮影アプリ開発によるビジネス
モデル転換

新特別 若杉　拓弥

493 R113050088 関東 東京都 株式会社日特 1180301024142
リモートワークに対応した、マイク機能を強化したイヤホンの開
発

通常

494 R113050091 関東 東京都 有限会社エグチ 4011802001107
ＣＡＤ導入による新たな裁断方式の構築と自立化のための自
社製品の開発販売

通常

495 R113050092 関東 東京都 事業承継コンサルティング株式会社 3010003020454 相続事業承継Ｗｅｂ相談マッチングサイト制作プロジェクト 新特別

496 R113050093 関東 東京都 株式会社精工ドリル 3011701004351 高精度機械と高精度簡単測定器導入による生産性向上 通常

497 R113050095 関東 東京都 株式会社ステディケイ 4012401033755
バイク車検整備の社内一貫体制の構築および非対面型整備
業務の強化

新特別 安達　隆久

498 R113050098 関東 東京都 株式会社ミュール 3011101077163 デジタルコンテンツを利用した社会貢献プラットフォーム 通常

499 R113050099 関東 東京都 金子合成株式会社 8010801002640
５Ｇ機器等で需要増が見込まれる新素材成形方法の確立とＩｏ
Ｔを活用した感染症対策の実現

新特別 さわやか信用金庫

500 R113050101 関東 東京都 合同会社ＴＷＯ　ＬＡＰＳ 5011003007076
　非接触型スポーツイベント運営を実現する最新のタイム計測
システム導入

新特別
株式会社翼コンサルティ
ング

501 R113050103 関東 東京都 ツールドインターナショナル株式会社 3010901026965
販売支援ツールの開発とその基盤構築のための業務システ
ム統合化

新特別

502 R113050104 関東 東京都 ワイズ板橋歯科・おとなこども矯正歯科
高齢者の健康に長く貢献するための補綴物作製内製化の実
現

新特別
株式会社東京経営サポー
ター

503 R113050106 関東 東京都 株式会社女性医療研究所 7010001105261
リンパ浮腫患者に最適な縫い目がない医療用弾性ストッキン
グの開発

新特別
株式会社ビジネスリノ
ベーション

504 R113050109 関東 東京都 有限会社ダイワ徽章 3012802005874
最新レーザー加工機導入による飛沫感染防止対策製品の製
造

新特別

505 R113050111 関東 東京都 アドメイク株式会社 1011001113895
業界初！サブスクリプション型のＣＭＳ型の採用特設サイト
サービス

通常 若杉　拓弥

506 R113050112 関東 東京都 株式会社麦酒企画 2011301016500 ポストコロナに向けた新規缶ビール商品の開発 通常

507 R113050113 関東 東京都 株式会社大島組 1013101001724
鉄筋曲機導入による効率化・生産性の向上と高強度鉄筋加工
に対応可能な体制の構築。

新特別 若杉　拓弥

508 R113050115 関東 東京都 監査法人長隆事務所 8011105007260
新型コロナウイルスのクラスター発生を懸念する医療・介護・
福祉施設向け、非対面型「オンライン監査」導入事業

新特別

509 R113050116 関東 東京都 株式会社ラスターワークス 6011001043007
従業員のパフォーマンスを最大化させる業務管理システムの
開発

通常 芦田　恒志

510 R113050118 関東 東京都 Ｕｎｉｖｅｌホールディングス株式会社 8010401155665
キッチンカーオーナー向け経営支援サービス展開による地域
活性化

通常

511 R113050119 関東 東京都 株式会社イスパニア 1010701018388
厳選ナッツとの独自ブレンド手法による製菓用新規材料製品
の生産性大幅向上

通常

512 R113050120 関東 東京都 合同会社東京オペラシティメディカルサービス 8011003004459 パーソナライズ動画を使った再来院促進システム 通常 松本　圭介

513 R113050122 関東 東京都 ハローライト株式会社 2010001201585
大手通信業者と連携！高齢者見守り電球の全国代理店販売
事業

通常

514 R113050126 関東 東京都 株式会社ｈｉｔｏｔｏｆｒｏｍ 1030001124182
最先端機器導入による調剤工程の自動化で医療安全確保・
生産性向上

新特別

515 R113050133 関東 東京都 堀川護謨工業株式会社 9010601015478
最新のゴムミキシングロール機の導入により分出し精度の向
上を図る

通常 東京東信用金庫

516 R113050134 関東 東京都 ナノダックス株式会社 5011501015225
ＣＯ２使用、高圧ガスシリコン含侵装置開発よる新製品受注と
コスト削減による利益最大化

通常

517 R113050137 関東 東京都 藤重プラスチツク工業株式会社 6010801010447
下丸子発！地域ブランドの立ち上げとレンチキュラー量産体
制の確立

通常

518 R113050138 関東 東京都 株式会社フレネットＨＩＢＩＹＡ 6010801010059
花きの調達や販売のネットワーク力を活かした通販サイトの構
築

新特別

519 R113050139 関東 東京都 株式会社立花工業 9013101005016
架設工事業向けＲＦＩＤ、重量センサーを利用した在庫管理シ
ステムの開発

新特別

520 R113050140 関東 東京都 株式会社ＸｒｏｓｓＶａｔｅ 3010401107365 マグネット両面活用磁気回路ブラシレスモータの試作開発 通常

521 R113050142 関東 東京都 有限会社園部製作所 9010602004918 少量多品種・短納期に対応する新しい生産方法の確立 通常

522 R113050146 関東 東京都 株式会社日比谷花壇 8010001027100
花卉ホームユース需要の喚起によるポストコロナに対応可能
な収益事業の構築

新特別

523 R113050147 関東 東京都 日本電磁測器株式会社 8012801001259
ＥＶ／ＨＥＶ・風力発電モータ向けの加熱による新しい高効率
着磁法と破損診断搭載の自動装置開発

通常

524 R113050150 関東 東京都 有限会社河野製作所 6010802003920
環境負荷が低いオイルミストを用いたタイヤ硬度測定装置部
品加工の効率化

通常

525 R113050151 関東 東京都 株式会社ロジ勤怠システム 6011301019747
書面の重複入力を防ぐ点呼管理システムと自動契約機能の
開発

新特別 株式会社阿波銀行

526 R113050152 関東 東京都 株式会社ＲＩＯ 6011101054011
　５Ｇを見据えたリッチでインタラクティブなオンラインコミュニ
ケーション開発

新特別

527 R113050156 関東 東京都 株式会社アップサイドラボ 5020001117051 国内初、地図システム連動型顧客管理システムの開発 通常 野竿　健悟

528 R113050157 関東 東京都 株式会社東京ウォータウェイズ 2010601045309 ＩＴシステム構築と導入による船上サービスの開発と業務 新特別 東京東信用金庫

529 R113050158 関東 東京都 有限会社篠原刃型 5011802013869
あらゆる生産方式向けに対応できる革新的生産体制の確立と
低感染リスク型プロセスへの転換

新特別

530 R113050159 関東 東京都 プレインズ株式会社 8010001106944
花き業界を救うフラワーアーティストと花愛好者を繋ぐ革新的
プラットフォーム開発

通常

531 R113050161 関東 東京都 株式会社創志企画 7012801003462
テレワーク環境下における感染リスク低減及び生産性向上を
図るサービスプロセスの構築

通常

532 R113050162 関東 東京都 株式会社ふらここ 3011701012882
業界初！注文、製造・出荷から顧客管理まで可能な一気通貫
システムの導入

新特別

533 R113050163 関東 東京都 航空会館　田中歯科 高齢化社会のお口の健康維持に貢献する歯科治療の高度化 通常
株式会社東京経営サポー
ター

534 R113050165 関東 東京都 株式会社１３７ 7010401109837
欠席状況のダッシュボード開発による感染症や不登校の早期
把握と国際特許出願

通常 若杉　拓弥

535 R113050173 関東 東京都 株式会社いろもの 7011001110565
ＡＩが理想なパートナーを教えてくれる！婚活支援サービスアプ
リの開発

通常

536 R113050174 関東 東京都 株式会社オーリ 9070001036417
世界大会で優勝したパン職人による冷凍パン生産を用いた新
規事業

新特別
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537 R113050175 関東 東京都 アイカ製薬株式会社 3010901027484
オンライン漢方相談にＡＩを搭載して最適な「食薬」提案をサ
ポート

通常

538 R113050176 関東 東京都 月島いなば歯科
やり直し治療の患者様が安心・安全に受診できる革新的治療
体制の確立

新特別

539 R113050177 関東 東京都 日光精機株式会社 5010801009291
最新型のＣＮＣ三次元測定機導入による検査精度向上と生産
工程のボトルネック解消

通常

540 R113050181 関東 東京都 株式会社Ｈ＆Ｄ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 7011101054968
トゥンカロン商品等のオンライン販売による全国的商圏拡大事
業

通常

541 R113050182 関東 東京都 果樹あるオフィス株式会社 7010401148298 インテリア農業を創設し、温室効果ガス削減効果を実証する 通常

542 R113050184 関東 東京都 株式会社ＩＴ経営ワークス 5010901029512 「クラウド型ＩＴツールの選定支援システム」の構築事業 新特別

543 R113050186 関東 東京都 有限会社アースセイコオ 8011402000190
精密ＮＣ旋盤の全自動運転実現による生産効率向上と加工品
目拡大

通常
一般社団法人城西コンサ
ルタントグループ

544 R113050188 関東 東京都 有限会社尾粂商店 9010002018080
加工場からｗｅｂ商談でお好みの加工ができる革新的サービス
を開発する為の設備投資

通常

545 R113050189 関東 東京都 株式会社ＲＩＶＥＲＯ 8120001228959
保育施設向け食材給食事業の新事業コンセプトを確立し商圏
拡大を図る

新特別

546 R113050190 関東 東京都 株式会社スクエア 9010401098723 ＳＥＳエンジニア向け人材データのＡＩ評価システムの開発 通常 若杉　拓弥

547 R113050203 関東 東京都 株式会社ＴＧＡＬ 4011801028126
超高速凍結機導入による新商品試作開発、品質安定化及び
新規顧客への販路拡大

通常

548 R113050206 関東 東京都 エッグフォワード株式会社 6010401101282
企業変革、事業成長を支援する、クラウド型目標設定・管理シ
ステムの開発事業

新特別 藤原　和重

549 R113050208 関東 東京都 有限会社ＨＯＭＥＴＥＣ 7012802007306
アプリ開発による新築家屋点検における革新的業務効率化実
現事業

通常 野竿　健悟

550 R113050209 関東 東京都 有限会社ウィウィ 9011802029085
健康ニーズに応える新製品開発および機械導入による生産効
率向上

通常

551 R113050210 関東 東京都 スペースラボ株式会社 2011001062539
高速３Ｄスキャンシステム導入による生産性向上と販路拡大
への取り組み

新特別

552 R113050211 関東 東京都 株式会社Ｖａｌｅｎｔｉａ 5011701021502
「寺院に特化したコミュニケーション型の檀家管理システム」の
構築事業

新特別

553 R113050212 関東 東京都 株式会社一真社 5010001000720
最新ＵＶプリンターの導入による高感度なＢｔｏＣ商品の開発・
制作体制の確立

通常 齊藤　祐一

554 R113050214 関東 東京都 株式会社エコランド 7011301020084 「いらない」世界を変える。エコランドサービスの新展開 新特別 株式会社フロウシンク

555 R113050215 関東 東京都 株式会社アークテック 9010701011699
バーチャルショールームの活用による革新的な営業効率と提
案品質の向上による収益性改善

新特別

556 R113050216 関東 東京都 株式会社ケミトツクス 3010801003668
脱炭素社会を実現する次世代評価用パワーデバイスの先端
開発

通常

557 R113050222 関東 東京都 はしもとデンタルクリニック 院内完結型での天然歯保存を志向した治療体制の確立 通常
アルタス・パートナーズ
合同会社

558 R113050223 関東 東京都 株式会社ダイニチ 2010801006746
小型切削加工機導入による生産プロセス改善と販路拡大の実
現

新特別

559 R113050224 関東 東京都 有限会社和起 8012402014552 都内狭小地でも施工可能な地盤改良機の導入 通常 東京都商工会連合会

560 R113050227 関東 東京都 株式会社久保ラジオ商会 4013101003569 街の電気屋が挑むエコリサイクルシステム 通常 青梅商工会議所

561 R113050228 関東 東京都 特定非営利活動法人日印国際産業振興協会 9010405010089
インド人就労希望者と日本企業・団体をつなぐマッチングシス
テムの構築

通常

562 R113050230 関東 東京都 株式会社エクサーズ 3011101046242
新プロセスの開発と設備投資によるキャラクターグッズの事業
化

通常

563 R113050233 関東 東京都 株式会社エボルト 7011001127361
オンライン展示会の来場者分析とアクション提案を行うシステ
ムの開発

新特別

564 R113050237 関東 東京都 株式会社ＡＦＵＲ 4010001189349
装着者のみに聞こえる首掛け型のウェアラブルスピーカーの
開発

通常

565 R113050238 関東 東京都 ケーユーシステム株式会社 9012701011126 プラスチック削減の台紙付フィルム自動包装機の開発 通常

566 R113050244 関東 東京都 株式会社吉本製作所 7013101004127
検査工程の拡充による加工・プログラム・検査連携の生産体
制強化と効率化

通常

567 R113050246 関東 東京都 白金高輪矯正歯科
最新デジタル技術で開拓する矯正歯科の新たなビジネスモデ
ル

新特別

568 R113050250 関東 東京都 株式会社アンドピクセル 2010001197378 内製化による「機会損失の防止」と「売上の拡大」 新特別

569 R113050254 関東 東京都 株式会社エイム 3010101014234
電子実装基板の修理・再利用による、半導体サプライチェーン
改善事業

通常

570 R113050259 関東 東京都 本気ファクトリー株式会社 5010503004153 大企業・中小企業のコーポレートベンチャー支援サービス 通常 若杉　拓弥

571 R113050263 関東 東京都 有限会社斎藤鍍金工場 8010502004622
大型製品に対応した鍍金＋塗装工程の実現と品質・生産の向
上

通常

572 R113050264 関東 東京都 有限会社クラフトバンク 9010502019685
靴問屋発祥の地・浅草で企画・制作～革靴の非対面型カスタ
ムオーダーシステム

通常

573 R113050270 関東 東京都 株式会社タイム 1010001022371 機械式ワンタイムパスワード錠前システムの開発 通常 小野　英章

574 R113050272 関東 東京都 株式会社タイムシェア 2013201014451
強い組織をつくるノウハウ共有クラウド「しるポス」の開発・展
開

通常 合同会社G&N

575 R113050273 関東 東京都 株式会社スクールウィズ 4010401106820
仲間と本気で学ぶ英語ピア・ラーニングサービス「Ｇａｒｉｂｅｎ」の
サービス開発

通常

576 R113050276 関東 東京都 株式会社フィンスター 7010001173960
リモート売買支援システムの構築による非対面型不動産取引
の実現

通常

577 R113050281 関東 東京都 株式会社ＮｅｘｔＤａｙｓＳｏｌｕｔｉｏｎｓ 5011601021148
小規模・スタートアップ企業の採用活動・人材育成を支援する
「統合人材フルリモートプラットフォーム」の開発

新特別 三浦　英晶

578 R113050284 関東 東京都 有限会社福原鈑金 4013402007013
乾式装置を利用した低感染リスク型バリ取り技術と生産性向
上

新特別 米山　憲一

579 R113050288 関東 東京都 株式会社凪スピリッツジャパン 6011101053632
オンライン販売拡充、日本一すごい！煮干ラーメンの新商品
開発

新特別

580 R113050290 関東 東京都 スタークルー有限会社 8010902008165 急速冷凍による食材保存技術の高度化、販路開拓への挑戦 新特別 株式会社シャイン総研

581 R113050291 関東 東京都 有限会社橋本オートサービス 5010102005511 リフト機導入による、中・大型貨物車車検整備事業への参入 通常 藤井　尊則

582 R113050292 関東 東京都 株式会社アマテラス 7010901028256 「スタートアップ企業特化型」非対面型ＡＩ転職支援事業構築 通常

583 R113050295 関東 東京都 つがわ歯科・矯正歯科
最新設備導入によるインプラント、矯正歯科の安全安心な治
療と生産性向上

通常

584 R113050296 関東 東京都 ベジクル株式会社 9010801019725 業務用野菜販売プラットフォーム構築事業 通常

585 R113050302 関東 東京都 株式会社コーユー 5011101006707
新型コロナウィルス感染時代における小ロット書籍生産プロセ
スを確立させる事業

新特別
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586 R113050307 関東 東京都 株式会社Ｔａｋｅ　Ａｃｔｉｏｎ 2011001066903
潜在意見を分析し経営改善策を提案するアンケートサービス
の開発

新特別 アイアンドアイ株式会社

587 R113050308 関東 東京都 株式会社サンアップ 6010801022104
障害者就労施設における障害者の特性を活かしたクリーニン
グ事業の取組み

通常

588 R113050310 関東 東京都 ヒラノデンタルオフィス
ＣＴと口腔内スキャナーの組み合わせによる入れ歯製作の精
度向上及び効率化

新特別

589 R113050311 関東 東京都 大丸クリーニング
皮革製品メンテナンス事業への新規参入とシミ抜き加工技術
の高度化

通常

590 R113050312 関東 東京都 株式会社Ｘ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 9010001200614
オンラインビジネスへの転換に貢献するフードデリバリー統合
システムの開発

新特別 近山　寿博

591 R113050314 関東 東京都 みねぎし歯科医院
ＣＴ、口腔内スキャナーの導入と既存のレーザーを組み合わ
せ、根管治療の効率化と質の向上を両立

新特別

592 R113050315 関東 東京都 株式会社アシスト 3290001068690
クラウド型ヒアリングフォーム・ワイヤーフレームシステムの開
発とテレワークの実現

新特別
株式会社フラッグシップ
経営

593 R113050316 関東 東京都
株式会社日本ナチュラルエイジングケア研究
所

8010401104523 抜け毛抑制のための生活習慣指導ＡＩソフトウェア開発 新特別

594 R113050318 関東 東京都 コネクテック株式会社 3010001174351 ＩＣチップ付き本人確認書類のスマホ読み取りアプリの開発 新特別

595 R113050319 関東 東京都 下馬デンタルオフィス
インプラント治療の院内一貫工程確立による安全性と効率性
の向上

通常

596 R113050320 関東 東京都 成城矯正歯科クリニック
秀でた技術と高性能機器の融合による他院にない包括的歯科
診療の実現

新特別

597 R113050321 関東 東京都 グリーン・スペース・ソリューション株式会社 4020001115799
顔認証・デジタル　ＩＤ　をキーとした安心安全な訪問サービス
支援プラットムフォームの開発

通常

598 R113050322 関東 東京都 吉松歯科医院
ＣＡＤＣＡＭ導入による補綴治療の内製化と低感染リスク型治
療フローの実現

通常

599 R113050324 関東 東京都 Ｒｉｍｏ合同会社 8011003010416 発言者分離機能つきの日本語の会議録作成サービスの開発 通常

600 R113050325 関東 東京都 あきいけ歯科医院
ＣＡＤ／ＣＡＭを用いた治療プロセスの刷新と非金属材質の補
綴治療の推進

新特別

601 R113050329 関東 東京都 杉沢歯科医院
かみ合わせにこだわったマウスピース矯正の非対面ビジネス
モデルでの実現

通常

602 R113050330 関東 東京都 象山薬局
新設備導入で高齢者施設での安全安心な服薬を実現する革
新的サービス開発

通常

603 R113050332 関東 東京都 株式会社日本人事総研 8010001062147
非対面に対応した士業向け人事コンサルティング実践型教育
事業

新特別

604 R113050334 関東 東京都 いとう歯科クリニック 高齢者向けの院内完結型革新的歯科治療体制の構築 通常
アルタス・パートナーズ
合同会社

605 R113050335 関東 東京都 合同会社ＳＴＥＬＬＡ 9010503004728 「飲食業向けオンラインセレクトショップサービス」の構築事業 新特別

606 R113050336 関東 東京都 株式会社Ｏ２Ｏ２ 3010901030942
コロナに負けないジャパンカルチャー映像コンテンツの制作・
配信サービス

通常

607 R113050338 関東 東京都 ＳＨＫ株式会社 5010001136878 ３Ｄプリンターを用いたオーダーメイドインソールの内製化 新特別

608 R113050339 関東 東京都 株式会社Ｗａｌｋｌｏｇ 9011001136666
コロナ禍からＶ字回復！Ｗａｌｋｌｏｇで実現する消費者・小売店・
世間の三方よし

通常 野竿　健悟

609 R113050340 関東 東京都 株式会社金福 4011701017336
エステ育成オンライン学校開設と最新機器の導入、ＩＴ利活用
によるサービス生産性向上を図る革新的サービスの実現

通常

610 R113050341 関東 東京都 松山歯科医院 口腔内スキャナーの光学採得による治療接触機会の減少 新特別

611 R113050342 関東 東京都 エースプロジェクト株式会社 2010401083038
ＱＲコードを置くだけで簡単に整理券を発⾏できるアプリの開
発

新特別

612 R113050343 関東 東京都 株式会社Ｉｄｅａｌｌｙ 6010801031501
ＩＯＳ対応基盤構築による革新的歯科技工所の高精度短納期
化事業

新特別

613 R113050344 関東 東京都 ＭＪ　ＴＯＫＹＯ株式会社 9011601015633
不動産×ＩＴによる不動産と消費者をつなぐＶＲ内見可能なビジ
ネスモデルの創出

新特別 若杉　拓弥

614 R113050346 関東 東京都 株式会社Ｌｕｐｅ 2010901045207
ノウハウのシステム化とオンライン化による革新的な定性調査
の実現

新特別

615 R113050347 関東 東京都 銀座ルミナス歯科
最新ＣＴ診断装置によって実現する顎口腔系全体からケアす
るデジタル矯正治療

新特別
株式会社リアルコンテン
ツジャパン

616 R113050348 関東 東京都 日比谷公園前歯科医院
デジタル歯科補綴装置内製化による生産性および精度向上
の実現

通常

617 R113050349 関東 東京都 東京デンタルオフィス
高度インプラント治療の提供における治療プロセスの転換及
び改善

新特別

618 R113050352 関東 東京都 よしの歯科クリニック
歯科用ＣＴとマイクロスコープの導入による歯を保存したまま
歯内歯周病変を根治させる革新的治療法の確立

通常

619 R113050362 関東 東京都 シム工業株式会社 5010801005472 次世代ＥＶ商用車向け高強度締結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

620 R113050363 関東 東京都 株式会社オトラビスタ 2011001116220 求職者の転職活動ＤＸツール「転職活動サポートくん」 通常 合同会社G&N

621 R113050364 関東 東京都 ＢＵＩＬＤ株式会社 6011101082689
外国人賃貸における業務の明確化・効率化を実現する外国人
賃貸オンラインプラットフォームの開発

通常 合同会社G&N

622 R113050365 関東 東京都 株式会社ＣＯＭＰＡＳＳ 8010001215051
ご家族や従業員同士の対人接触を防ぎながら関係性向上を
計る介護施設特化情報連携ツール

新特別

623 R113050367 関東 東京都 大和田池田歯科
顎骨欠損再生治療によるインプラント治療領域の拡大と治療
の可視化を強化

新特別

624 R113050384 関東 東京都 株式会社カフェの学校 4011001133585
サブスクリプションモデルの創造によるカフェ創業スクールの
革新的な取り組み

通常

625 R113050385 関東 東京都 株式会社千住抜型製作所 7011501007195
新型曲げ機を導入し生産性向上を図り、高精度な抜型製作業
界へ参入

通常

626 R113050387 関東 東京都 株式会社加藤研磨製作所 6010801021196
感染症対策に有効な新型空調設備製造に必須となる精密金
型の加工技術獲得

新特別
株式会社コムラッド
ファームジャパン

627 R113050388 関東 東京都 上落合歯科クリニック 高難度インプラント症例に対する地域治療拠点確立への挑戦 通常
株式会社リアルコンテン
ツジャパン

628 R113050389 関東 東京都 株式会社ＣＡＬＣＵ 5010601056492 次世代ダストボックス「ＣＡＬＣＵ」 新特別
株式会社シザコンサル
ティング

629 R113050393 関東 東京都 株式会社ＡＮＤＹ　ＷＯＲＫＳ 4010501039458
クリエイター向け製品開発力強化支援による雑貨の新市場開
拓

通常

630 R113050397 関東 東京都 五反田駅前歯医者
革新的な歯科技工物の院内内製化による対面ビジネスの削
減

新特別

631 R113050402 関東 東京都 恵比寿ガーデンデンタルクリニック
非接触型の先進的機器導入に伴うスウェーデン式革新的予防
法・最先端審美治療の実施

新特別

632 R113050403 関東 東京都 大幸パートナーズ株式会社 4011101092624 バックオフィス業務と会計業務の連動サービス開発 通常 丸山　達也

633 R113050404 関東 東京都 合同会社ＭＤＭ 2010403017423
リアルとオンラインを融合させた「新しい生活様式」に対応する
料理教室の実現

新特別

634 R113050405 関東 東京都 株式会社ＨＡＭＥＣ 5010101011774
２３区外初、ポストコロナに向けた院内貫徹かつ総合分野に対
応した高度獣医療の提供への挑戦

新特別
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635 R113050406 関東 東京都 もりや歯科医院
歯科用ＣＴ機器の導入による三つの治療に対する革新的アプ
ローチ

新特別

636 R113050407 関東 東京都 株式会社きし動物病院 2012701011157
物理的接触を最小限に抑えた、ペットに対する高精度ながら
低負担という革新的ながん検査体制の構築

新特別

637 R113050410 関東 東京都 協同組合理容芸術協会 1011105003539 遠隔理容講座配信システム構築による収益機会の拡⼤ 新特別

638 R113050411 関東 東京都 クリニック　ドゥ　ランジュ
少子化に歯止めを！高度な不妊検査体制の構築による革新
的な不妊治療の実現

新特別

639 R113050412 関東 東京都 合同会社Ａ＆Ｄマネジメント 2012403004104
相続財産対策の必要性を早期連絡する相続クラウドシステム
の開発

新特別

640 R113050413 関東 東京都 栗原畳店 全自動コンピューターロボットの導入による畳製造・販売改革 通常

641 R113050415 関東 東京都 エッセンス株式会社 9010501029355
転職、副業・兼業、プロボノの総合マッチングプラットフォーム
サービス

通常

642 R113050416 関東 東京都 有限会社ユーテック 8040002037203
金属加工技術の高度化とテレワーク導入で実現する事業継
続・発展と従業員の安全の両立化

新特別

643 R113050417 関東 東京都 Ｐｏｒｔｏ合同会社 1430003007584
ＩＴを導入したレポートシステム自動化とＷＥＢを利用した販売
への移行

通常 株式会社ケーエフエス

644 R113050418 関東 東京都 株式会社ファイン 7011001121744
「サロンの窓口」に連携する美容室人材マッチングシステムの
開発

新特別

645 R113050421 関東 東京都 株式会社レガーロ 4010901029249 屋外広告物点検事業の業務フロー改善システムの導入 通常 表参道税理士法人

646 R113050422 関東 東京都 株式会社マスパック 9120901010036 東京企画部立ち上げに伴う紙製ディスプレイ提案力の強化 通常

647 R113050428 関東 東京都 かみやす矯正歯科
３ＤＣＴ設備を用いた歯根端・気道の状態を軸に行う革新的矯
正治療の実現

通常

648 R113050429 関東 東京都 原田歯科クリニック
歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭを用いたデジタル化推進によるポストコロ
ナの新しい形の歯科医院実現計画

新特別

649 R113050430 関東 東京都 株式会社きつつき工房 8013301033313
リアルタイムでカスタマイズできるランドセルＥＣサイト開発事
業

新特別

650 R113050431 関東 東京都 谷歯科クリニック
感染予防に配慮した、マイクロスコープとＣＴによる新しい診療
サービス形態の確立

新特別

651 R113050432 関東 東京都 株式会社エム・エートレーディング 4013301021189
野菜カッター等導入による効率化、生産性向上と対人接触機
会減少

新特別 海老原　祐次

652 R113050435 関東 東京都 株式会社扶桑 2011801029786
高機能ＮＣルータ導入による次世代通信規格５Ｇ向け半導体
製造用高精度治具類の開発

通常

653 R113050436 関東 東京都 駒込ラボラトリー合同会社 6011503004299
新たな設備投資による原価率低減を実現し経常黒字化を目指
す体制整備

新特別
株式会社リアルコンテン
ツジャパン

654 R113050437 関東 東京都 株式会社ごっつり 1011801020820
急速冷凍による鯖料理の鮮度維持技術の高度化、非対面型
ビジネスの展開

新特別

655 R113050438 関東 東京都 株式会社ＲＴＤグローバルエージェント 1010001129266
不動産業向け折込チラシＡＩ対応管理システム導入による事業
再構築

新特別

656 R113050441 関東 東京都 株式会社ＣＯＤＯ 2011001134239
人と犬が共に健康な社会へ！最適ルート提案機能付き散歩
代行サービスの提供

新特別

657 R113050442 関東 東京都 光洋工業株式会社 9010601011865
設備導入による不良率改善、ボトルネック解消及び加工事業
の強化

通常

658 R113050445 関東 東京都 有限会社フナキ 7013102005347 多品種・量産対応の実現による航空業界一極集中からの脱却 通常

659 R113050446 関東 東京都 株式会社Ａｒｔｉｓ 6010701039982
アート商品に特化したＣｔｏＣ非対面マッチングプラットフォーム
の開発

新特別
株式会社ビジネスリノ
ベーション

660 R113050449 関東 東京都 株式会社エクイネット 9010401130808
馬の一定の病気から起こる挙動を測定・解析・通知する新
サービスの提供

通常 銀座スフィア税理士法人

661 R113050450 関東 東京都 株式会社しるべ 7010401108129 コロナ禍の学生生活を支援するオンラインインカレサービス 新特別 若杉　拓弥

662 R113050451 関東 東京都 有限会社八槻木工所 1011402009065
国産材を活用してオーダーメイド製品の新規開発及びＥＣ販路
拡大

通常

663 R113050452 関東 東京都 株式会社進鳳堂 5010401130951
顧客情報取得・解析ＡＩシステム導入のオンライン海外大学留
学サポート事業

新特別

664 R113050457 関東 東京都 株式会社スーパープランナーズ 2011001011586
紫外線の殺菌能力のある機器を利用した商品開発・設置サー
ビス等の提供

通常

665 R113050459 関東 東京都 株式会社新鋭システム 3010401135234
顔と手元を同時配信できるオンラインレッスン用管理アプリの
開発

新特別 野竿　健悟

666 R113050460 関東 東京都 大岡山駅歯科・矯正クリニック
デジタル化によるデータ蓄積の実現が生み出すオーダーメイド
型治療

通常

667 R113050463 関東 東京都 株式会社野村動物病院 9012701010598
日本有数の１．５次診療施設に転換し、獣医療業界の最大の
問題である「癌」へ挑む

新特別

668 R113050464 関東 東京都 合同会社梨の木どうぶつ病院 9012803001669
高齢ペットの病気を当院内で完治させ、コロナ拡大を抑える超
低侵襲外科手術体制の構築

新特別

669 R113050466 関東 東京都 株式会社ル・ルソール 1011001118168
ドイツ式の最先端「パン種」製造技術の獲得と外部提供ビジネ
スの構築

新特別
株式会社エフピー・ワ
ン・コンサルティング

670 R113050467 関東 東京都 東京ベルト株式会社 5010501009261
高精度・複雑形状品の量産対応と低コスト化の実現による競
争力強化

通常

671 R113050470 関東 東京都 株式会社オピアエージェンシー 8030001126973
不動産フリーマーケット「ＦＵＤＯＭＡ」開発によるポストコロナ
対応

新特別

672 R113050477 関東 東京都 さとう歯科医院
ネクストビジョンと無痛オペレーザー等を複合活用した治療の
「見える化」による対人接触を減じる対応

新特別

673 R113050480 関東 東京都 アルファウェイブ株式会社 5160001010572
”歌って・録って・撮れる”設備の導入による新しい非対面ボー
カルレッスン

通常

674 R113050481 関東 東京都 株式会社インダストリー 7011001053368 歯科衛生士専用オンライン求人・コミュニティサイトの構築 通常
合同会社ウイン・アク
ション

675 R113050482 関東 東京都 株式会社ビルトゥ 6011601003013
高画質デジタルプリンター導入による壁紙スクールでのオリジ
ナル壁紙プリントサービスの提供

通常

676 R113050483 関東 東京都 株式会社ＳＩＳ 7011301026107
高校における講師派遣講座のハイブリッド授業化による、講座
の安定実施体制構築

新特別

677 R113050486 関東 東京都 株式会社テーケーケー 5010801007485 高難度の旋盤加工技術ノウハウの習得による競争力強化 通常

678 R113050489 関東 東京都 株式会社英進印刷 6010801027185
仮想４色印刷機と速乾印刷技術の獲得による工程リードタイ
ムの短縮

通常
株式会社高崎総合コンサ
ルタンツ

679 R113050490 関東 東京都 有限会社ケーオー 2122002001466
長尺加工の内製及び低コスト且つ高品質な即納体制実現に
おける、競争力強化計画

新特別

680 R113050493 関東 東京都 株式会社アイ・ディレクション 1011001094715
複数の求人求職仲介事業者を連携させる求人求職マッチング
サービス

通常
一般社団法人城西コンサ
ルタントグループ

681 R113050494 関東 東京都 株式会社ＭＩＡＲＥ 8011501025386
認知症予防を目的としたコミュニケーション型学習活動促進
サービス

新特別

682 R113050495 関東 東京都 上原歯科医院
光学スキャナーを用いた高度先進歯科医療システム構築によ
るウィズコロナの歯科医院実現

新特別

683 R113050496 関東 東京都 株式会社ミューテック３５ 6013401000743
システム導入による生産性向上（自動化・納品迅速化・受注
増）

通常
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684 R113050497 関東 東京都 株式会社Ｐｒｅｃｉｏｕｓ　Ａｎａｌｙｔｉｃｓ 6011001108156
ＡＩを活用したゲーム設計・開発プロセスの改善と業務の効率
化

新特別 駒田　裕次郎

685 R113050499 関東 東京都 メープル矯正歯科 矯正効果を定量的数値で示す新しい矯正治療スタイルの確立 新特別 アイアンドアイ株式会社

686 R113050501 関東 東京都 合同会社ＥＷＡＣ 6010103001236
クラウド型デジタルエンディングノート開発による⾮対⾯型の終
活サポート事業の展開

新特別

687 R113050502 関東 東京都 株式会社１ｎｅ　ｓｔｕｄｉｏ 6010401135628
クリエイター自動マッチングの実現に伴うＩＴ系ＢＰＯサービスの
促進事業

新特別 合同会社G&N

688 R113050503 関東 東京都 株式会社プロジェクトディレクション 3010001205081
クリエイターのメイキング動画を使った定額制学習サービスの
開発

通常

689 R113050504 関東 東京都 株式会社ヘルスベイシス 4010401150918
中小企業ベンダー特化型営業支援ツール”セールスコンシェ
ルジュ”の開発／提供

通常

690 R113050505 関東 東京都 株式会社アーテリー 8011501009959
クラウド型電子カルテファイリングシステムによるサービス内容
の充実化

新特別

691 R113050507 関東 東京都 株式会社ＡＩＭＳ 1010001202535
ＡＩを活用した革新的サービス・スマホ用遠隔肌診断アプリを開
発

新特別

692 R113050509 関東 東京都 日産金属株式会社 8012401012879
図面管理・生産管理システム導入による全製造工程の見える
化

通常

693 R113050510 関東 東京都 株式会社Ｓｔｅａｄｙｙ 1010701037157 消費財メーカーのデータマーケティングによる収益向上寄与へ 通常

694 R113050511 関東 東京都 株式会社ＡＮＡＴＡＮＯ 6011701022689
サロン予約管理自動化アプリケーションの開発と事業拡大分
野への人材戦略の策定

新特別 株式会社Essencimo

695 R113050512 関東 東京都 株式会社スースー 4011101091584 イベント動画配信クラウドシステムのプラットフォーム構築事業 新特別 野竿　健悟

696 R113050513 関東 東京都 合同会社エートリート 6011003008767
高性能昇華型プリンタ導入によるフルカラーＴシャツ印刷の高
度化事業

通常
合同会社ＫＤＳコンサル
ティング

697 R113050514 関東 東京都 株式会社ＣＲＥＡＴＥ 3100001029711
インフルエンサーによるＥＣ専門セレクトショップの販売システ
ム構築

新特別

698 R113050515 関東 東京都 株式会社ティーツー・ラボラトリ 2012801020108 今後のＩＯＴセンサに備えるＡＩエッジコンピュータの試作 通常

699 R113050518 関東 東京都 株式会社ベター・テック 4010601047889
コロナ対策商品の供給量と価格安定化のためのＥＣサイト構
築

通常

700 R113050520 関東 東京都 株式会社ＸＷＯＲＫ 6010401127534 動画コンテンツを評価する口コミ・レビューサイトの開発 通常

701 R113050521 関東 東京都 株式会社ビズリンク 8010001166914
ＩＴ業界の課題を解決する直接発注可能な月額型フリーランス
マッチングシステムの開発

新特別 合同会社G&N

702 R113050522 関東 東京都 ＤａｔａＬａｂｓ株式会社 5010001210872
３Ｄ空間情報の画期的活用支援による感染症対策ソリューショ
ン開発

新特別
株式会社東京経営サポー
ター

703 R113050523 関東 東京都 関東分岐器株式会社 2010001085871
Ｖ字接着絶縁レールの開発と量産を通して次代を見据えた新
たな工場体制の構築

新特別
株式会社ダイワマネジメ
ント

704 R113050524 関東 東京都 合同会社サンク・サンク 6012703000971 ３０代以降女性の健康知識啓発による健康維持サポート事業 新特別

705 R113050526 関東 東京都 村田歯科クリニック
セレックシステムの導入による提供治療の改善と感染リスクの
低減

新特別

706 R113050527 関東 東京都 ｍｏｒｒｏｗ株式会社 8010003025226 離婚者をケアするＳＮＳ型コミュニティシステム構築・販売 新特別

707 R113050528 関東 東京都 齋藤歯科医院
地域歯科医療技術の底上げを図るワンストップ治療体制の構
築	

新特別 アイアンドアイ株式会社

708 R113050530 関東 東京都 Ｏｆｆｉｃｅ－ＨＴ 各種ニュース制作における情報収集の完全システム化 新特別

709 R113050531 関東 東京都 株式会社味とサイエンス 8010001173927
アフィリエイト活用販売新商流事業でオンラインショップを高度
化

通常
協同組合さいたま総合研
究所

710 R113050534 関東 東京都 株式会社ウェルビーテック 8010701035559
薬剤師の医薬品情報業務をオンラインを活用して飛躍的に効
率化するシステムの開発

新特別

711 R113050536 関東 東京都 ｓｔｕｄｉｏ　ｅｋ
健康増進コンテンツのパーソナルカリキュラムの自動生成シス
テム開発

新特別

712 R113050537 関東 東京都 きどころ歯科クリニック
セレックの活用による、⻭科治療の高精度・短納期化と⻭科治
療時の新型コロナ感染症リスクの低減

通常
株式会社リアルコンテン
ツジャパン

713 R113050539 関東 東京都 グローバルコンテンツファクトリー株式会社 2010401094217
最適な人の健康活動を促進する人工知能を搭載したクラウド
型モバイルヘルスのサービス構築

通常

714 R113050542 関東 東京都 ＩＣＨＩＺＡ株式会社 2011001120172 コロナ時代における接客業の高付加価値化 通常

715 R113050544 関東 東京都 株式会社ソーケン 7013101003748
客先からの超精密加工の要求に応え、高品質・安定供給を実
現

通常

716 R113050545 関東 東京都 株式会社ブランシュール 9010401106312
技工物作成プロセス効率アップ・業態改善と対人接触減少の
対策

通常

717 R113050546 関東 東京都 株式会社ＢＥＴＡ　ＪＡＰＡＮ 8010401079138 遠隔販売員接客サービスの開発 新特別
一般社団法人城西コンサ
ルタントグループ

718 R113050547 関東 東京都 トウキョウナイスシステム合同会社 6011003005434
自動車査定サービスシステムの導入による査定業務の改善
及び非対面ビジネスモデル確立

新特別

719 R113050548 関東 東京都 株式会社ＲＡＭＰＡ　ｍａｓｔｅｒ　ｐｒｏｄｕｃｔ 9012401020220 ｇＨｕｍａｎｏｔｉｃｓの推進計画 通常 税理士法人桜岳

720 R113050549 関東 東京都 株式会社エールズ 5010401126000
プラットフォーム及び新規梱包材の開発による非対面サービス
への参入

新特別

721 R113050551 関東 東京都 ｃｙｎａｐｓ株式会社 6010901046003 ＩｏＴスマートＣｏ２センサ“Ｈａｚａｖｉｅｗ”第二世代製品の開発 通常

722 R113050552 関東 東京都 株式会社時 6010001138915 ウィズコロナ対応の非接触推進型学習塾運営管理システム 通常

723 R113050554 関東 東京都 株式会社サウンドライズ 2010001017932 ４Ｋ／８Ｋ作品対応のリモート・ポストプロダクション体制の確立 新特別

724 R113050555 関東 東京都 株式会社ＤＥＮＤＯＨ 3011001131193
３Ｄモデルデータ（３ＤＣＡＤ，３ＤＣＧ）に特化したファイル転送
サービスの開発

通常

725 R113050556 関東 東京都 合同会社Ｂｉｔｔｅｒ 2010903005860
タレント管理業務の効率化及びセキュリティ体制強化を通じた
オンライン事務所の構築

新特別 株式会社Essencimo

726 R113050557 関東 東京都 株式会社ｙｕｉ 8010901040805 オリジナルカタログギフト作成アプリの開発 新特別

727 R113050560 関東 東京都 株式会社ロボットファクトリー 6010001212736 産業用ドローンを利用した高精度な建物躯体調査 新特別 長井　寿郎

728 R113050561 関東 東京都
東京コンテンツプロデューサーズ・ラボ株式会
社

2120001166900 学びのオンラインプラットフォーム事業の開発 新特別 株式会社アキュリオ

729 R113050562 関東 東京都 株式会社インフォモーション 5011001117067 イベント開催におけるコロナ対策実施状況の判定モデル構築 新特別

730 R113050563 関東 東京都 倉本歯科医院 根未完成歯に対する新治療法「歯髄血管再生療法」の開発 新特別 アイアンドアイ株式会社

731 R113050564 関東 東京都 有限会社ｍｏｄｅ－Ｄｕｏ 3013202014318
ＩＴ技術を活用したオンライン保育園、親子で学べるコミュニ
ケーションツールの提供

新特別

732 R113050565 関東 東京都 株式会社博進紙器製作所 6011801015683
潜在的ニーズ商品化設備の開発と生産性向上による経営基
盤強化

通常
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733 R113050567 関東 東京都 株式会社エヴァアビエーション 7012401029750 造船業向け超耐熱ＲＦＩＤ配管部品管理システム商用試作 通常

734 R113050568 関東 東京都 株式会社ａｎｄＢｒｉｄｅ 9010401153049
最先端ＩＴ技術で独自システム開発、臨場感と一体感を体感で
きるオンラインウェディングサービスを提供

新特別

735 R113050569 関東 東京都 株式会社藤井 6011301006274 自社ブランドタオルの生産性向上を目的とした内製化の確立 通常

736 R113050570 関東 東京都 株式会社ジェイリーパス 7011401021602
グローバル化のスペシャリスト集団による非対面型配信サー
ビス事業の開発と事業拡大

新特別 駒田　裕次郎

737 R113050571 関東 東京都 株式会社バンケッツ 2011501016093 ライター管理システム構築による生産性の向上と事業強化 新特別 若杉　拓弥

738 R113050572 関東 東京都 アーティサン株式会社 5012401025677
ＡＩで地方活性化！オンデマンドバス利用促進システムで乗合
率アップ

通常

739 R113050573 関東 東京都 株式会社プレイズ 1011101072554
業務効率化によるコロナ禍を機とした新たな遊休施設ニーズ
への対応

新特別 若杉　拓弥

740 R113050574 関東 東京都 株式会社グローバル振興 9010701026516
新型コロナウイルス感染予防対策・非対面型　シンプルでわか
りやすい音声ガイドアプリ開発

通常

741 R113050575 関東 東京都 株式会社伸栄印刷 7010601035057
新しい販売管理システムの構築で顧客の信頼を強化し豊富な
印刷物を提供する事業

通常

742 R113050576 関東 東京都 株式会社プレイス＆アビリティ 2010401082568
システム構築により間接業務を削減し自社人材メディア開発に
注力

通常

743 R113050577 関東 東京都 株式会社リネアタラーラ 9010901013669
リアルとバーチャルの融合による販売方法の革新と生産性の
向上

新特別

744 R113050579 関東 東京都 株式会社石井 6010601009771 カーボンファイバー３Ｄプリンター導入による新製品の開発 通常 道浦健治

745 R113050580 関東 東京都 久保田建装株式会社 6010901013317 塗装工事における既存塗膜剥離工程の改良 通常 株式会社静岡銀行

746 R113050581 関東 東京都 株式会社チアード 2011001120932
ファン参加型勝敗予想クイズシステムの提供によるスポーツ観
戦市場の活性化

通常

747 R113050582 関東 東京都 ＬｏｃａｌＢａｓｅ株式会社 5011001135317 アクティビティマッチングサービス「ＷＥＬＬＡＧＥ．ｍｅ」の開発 新特別
株式会社コムラッド
ファームジャパン

748 R113050583 関東 東京都 株式会社メルメクス 3011001049106
顧客と葬儀社をマッチングするシステムを開発し、多様な葬儀
スタイルを提案する

新特別
株式会社ビジネスリノ
ベーション

749 R113050586 関東 東京都 株式会社ＳＫＴ 3011101080571
顧客の声に応える、最先端低侵襲（体の負担が小さい）医療
の実現

新特別

750 R113050590 関東 東京都 合同会社ヤオヨロズテック 6011403002493
コロナ禍のオンラインでも楽しめる酔い具合検知ウェアラブル
デバイスの試作開発

通常 巣鴨信用金庫

751 R113050591 関東 東京都 株式会社ｘＴｅｎｓｉｏｎ 8010001215539
ニューノーマル時代のエンタメを創出！リアル店舗✖	バーチャ
ル空間の全く新しいライブ体験を創りたい。

通常 行政書士法人INQ

752 R113050592 関東 東京都 ＨＲテクノロジーズ株式会社 7011101089246
顧客管理＆ナレッジ管理システムでキャリアコンサルティング
サービスのボトルネックを解消

通常

753 R113050593 関東 東京都 株式会社日本計画研究所 8010001033073
多機能業務管理支援システム開発によりデジタル化を推進し
生産性向上・売上・利益拡大

通常

754 R113050594 関東 東京都 株式会社Ｈｏｒｉｚｏｎ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ 7011101067061 外国人就労ビザのワンストップ診断・評価・長期維持の支援 通常

755 R113050596 関東 東京都 株式会社Ｉ・Ｐソリューションズ 1010001109656
ＱＲコードと上位互換の⼤容量ハイブリッドＱＲコードリーダー
の開発

通常

756 R113050598 関東 東京都 ｚｅｎｓ株式会社 2011001096883 宿泊施設の無人運営テクノロジーの開発・提供 通常

757 R113050600 関東 東京都 はちじょう歯科医院
歯科用ＣＴ導入による睡眠時無呼吸症候群、補綴治療の治療
水準向上計画

新特別
株式会社リアルコンテン
ツジャパン

758 R113050601 関東 東京都 株式会社Ｔｏｋｙｏ　Ｂｅｎｔｏ　Ｌａｂｏ 4011702016774
米飯冷凍弁当でコロナ禍苦境の事業者と共に低感染症事業
へ転換！

新特別 白川　淳一

759 R113050602 関東 東京都 デュナミス合同会社 5012703002044 ＡＩ搭載システム搭載型ＥＣサイトによる土産物産業の支援 通常 若杉　拓弥

760 R113050603 関東 東京都 スターコープソリューションズ株式会社 2011101071695
業界初となる撮影現場における出演希望者の管理システムの
構築

通常 若杉　拓弥

761 R113050604 関東 東京都 株式会社ハンズオン 7013301044468
コンサルティング会社向け案件管理・予約管理システムの開
発

通常

762 R113050606 関東 東京都 Ｊ＆Ｈビジネス株式会社 8030001022636
本格料理が手軽に味わえるオンラインミールキットの宅配サー
ビス事業の展開

通常

763 R113050607 関東 東京都 株式会社ソエコ 4010001098913
蓄電池設備付き小型風力発電機及びＩｏＴ活用運用管理システ
ム構築

通常

764 R113050608 関東 東京都 信和技研工業株式会社 3011301003489
ＩＣ基板の導入による小型軽量化に向けた上付型自動扉開閉
装置の開発

通常

765 R113050610 関東 東京都 番町オーラルサージャリーデンタルクリニック 歯科用ＣＴ導入による上顎洞挙上術の高精密化と高効率化 通常

766 R113050611 関東 東京都 株式会社ＷＡＴ 3011001096890 溢れた旬を閉じ込めるアイスクリーム製造でフードロス削減 通常 株式会社東日本銀行

767 R113050612 関東 東京都 株式会社アクシス 9010001128822
食事アドバイスのプロ・管理栄養士による食事指導サービスの
展開

通常 アイアンドアイ株式会社

768 R113050613 関東 東京都 ＭＯＴＵＬ　Ｊａｐａｎ株式会社 6020001008976 ＩｏＴ化による生産性・向上・需要拡大・パンデミック対策の強化 新特別 株式会社浜銀総合研究所

769 R113050615 関東 東京都 Ｐｒｏｐａｌｌｙ株式会社 1010401155085
投資用不動産プラットフォーム構築による、不動産投資領域の
ＩＴ利活用推進・顧客満足度向上

通常

770 R113050616 関東 東京都 Ｔｅｅｔｈ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ合同会社 6010403023310
日本初の包括的矯正治療診断代行サービスと歯科医院を対
象とする研修事業推進に向けた機器導入

通常
株式会社リアルコンテン
ツジャパン

771 R113050617 関東 東京都 株式会社アール・ワークス 9020001085575
遺伝子検査を応用したオーダーメイドの美容・健康サービス事
業の拡大

新特別 駒田　裕次郎

772 R113050618 関東 東京都 株式会社須藤精密 2013101001384
大型機導入と複数種多数個取りによる生産効率改善と付加価
値向上

通常 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

773 R113050619 関東 東京都 小金澤硝子株式会社 9010801003935
ガラス工事業務の効率化・非接触化の為の独自の業務管理
システム構築

新特別
株式会社翼コンサルティ
ング

774 R113050620 関東 東京都 株式会社Ｄｒｏｏｔｓ 4010001204438
次世代型３次元ホログラムディスプレイのクラウド配信システ
ム

通常

775 R113050622 関東 東京都 武藤株式会社 4010001058603 社員間や対顧客とのコミュニケーションツールによるビジネス 新特別

776 R113050623 関東 東京都 株式会社マーキングハウス 9011701014460
新たなプリント技術導入による新ジャンルへの参入し販路開拓
を図る。

通常

777 R113050624 関東 東京都 高島平歯科医院 ＣＴを活用した、当院完結の圧倒的精度を達成する歯科治療 通常
株式会社リアルコンテン
ツジャパン

778 R113050629 関東 東京都 株式会社望月製本所 3011101021170
最新型ロータリーダイカットシステム導入による特殊製本市場
の開拓と海外展開を見据えた競争力強化事業

新特別

779 R113050630 関東 東京都 株式会社ＬＬＬ 2010001185465
学習塾の完全オンライン化を可能とする１対多数の学習マッチ
ングサービス

新特別

780 R113050636 関東 東京都 Ｃｏｔｏ　Ｗｏｒｌｄ株式会社 8010001146049
海外で人材を育成する！日本語・日本文化学びプラットフォー
ム事業

通常

781 R113050638 関東 東京都 株式会社ゼンカイレーシング 4011001134872
密を避けた安全運転教育の実施が可能なリアリティを追求し
たドライブシミュレーターシステムの開発

通常

16 / 47



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

782 R113050641 関東 東京都 株式会社イティサス 8010401155054
ＧＰＳ＆ＡＩによるトレーニングメニュー提案サービスの開発事
業

新特別 アイアンドアイ株式会社

783 R113050642 関東 東京都 株式会社リアリゼイション 5011001117364
法人の登記変更における申請書類を自動生成するシステムの
開発

新特別

784 R113050643 関東 東京都 株式会社ギガデイン 1010001144281
オリジナルアプリを開発し導入することで、ビジネスモデルを転
換し生産性を向上させる

通常 東京三協信用金庫

785 R113050644 関東 東京都 株式会社ＧＯＬＤ　ＧＲＡＶＩＴＹ　ＪＡＰＡＮ 1010901046016 ＧＧＪオーダーメイドインソール製造拠点の日本移管計画 通常

786 R113050646 関東 東京都 ウィルポート株式会社 3010401119014 物流配達拠点に変わるＩｏＴカートの開発 通常

787 R113050647 関東 東京都 株式会社ガッツソウルカンパニー 5120001167697 テレワーク業務監視システムの開発と革新的サービスの展開 新特別 駒田　裕次郎

788 R113050648 関東 東京都 アルプス紙工
最新型画像処理技術を活用した製本工程の品質と生産性の
向上

通常

789 R113050649 関東 東京都 株式会社ワールドツアープランナーズ 4010401030962 行動様式の変化を踏まえたダイビングサポート体制の再構築 通常 経営標準化機構株式会社

790 R113050651 関東 東京都 クーコム株式会社 5011001030600
シェアリング・エコノミー型の新しいワーケーションモデルの考
案とシステム構築

新特別

791 R113050652 関東 東京都 森紙器株式会社 4011801013276
コロナに勝つ！近赤外線乾燥機でインク速乾！！コロナ対策
用什器の生産拡大

通常 草加商工会議所

792 R113050654 関東 東京都 富沢印刷株式会社 9010501008747 デジタルくじ引きによる商店街活性化イベント企画事業 新特別

793 R113050660 関東 東京都 株式会社ハステック 1011001112955 清掃業界初のＤＸ革命　清掃業務統括システムの開発 新特別 表参道税理士法人

794 R113050661 関東 東京都 株式会社デンシー 3012301005541
アナログ方式による鮮明音色のポータブルミキサーの試作・開
発

通常 町田商工会議所

795 R113050664 関東 東京都 株式会社アドバン 3011601016471
トレード練習・検証アプリ開発による投資初心者の成長支援と
事業拡大

新特別 駒田　裕次郎

796 R113050667 関東 東京都 株式会社ｇｒａｐｈＤ 2011001115271
ＱＲコード付きＰＯＰ広告による店舗ＤＸシステム開発による印
刷業へ新規参入

通常 若杉　拓弥

797 R113050671 関東 東京都 株式会社ソフト開発 3012301001350
遠隔監視型リアルタイム地域防災／防犯クラウドサービスの
開発

新特別

798 R113050681 関東 東京都 株式会社フィデア 5040001042322 非接触での店舗販売を可能にするＳａａＳソフトウェアの開発 通常

799 R114050001 関東 神奈川県 福増歯科医院 地域の幅広い年齢層を対象とした真のホームドクターの実現 通常
アルタス・パートナーズ
合同会社

800 R114050004 関東 神奈川県 ワシズワークス 超高精度測定技術による医療機器ロボットの開発で事業拡大 新特別

801 R114050006 関東 神奈川県 有限会社古川製作所 2020002006941
高効率生産を実現する自動バリ取り及び高品質圧入システム
の確立

通常

802 R114050009 関東 神奈川県 マキノ製罐株式会社 9013301011631
期間限定のイベント市場獲得を目指すための版レス製罐プロ
セスの構築

通常

803 R114050010 関東 神奈川県 株式会社大丸製作所 8021001012974
高処理能力と低環境負荷を両立する新型有機物分解装置の
試作開発

通常 相模原商工会議所

804 R114050011 関東 神奈川県 有限会社山水製作所 2021002051886
ＮＣ旋盤と画像寸法測定器で生産プロセスの革新と大型精密
部品製造を実現

新特別

805 R114050013 関東 神奈川県 株式会社Ｌｏｏｐｓ 2011001104687 非接触型オートシャンプーの導入による効率化と離職の防止 新特別

806 R114050016 関東 神奈川県 有限会社湘南マシーン 1021002002394
社会インフラ機器部品の再生工房事業に使用する形状スキャ
ン機器の導入

通常

807 R114050017 関東 神奈川県
ＳＥＫＡＩ－ＩＣＨＩ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ＆ＩＴ　Ｓｏｌｕｔｉｏ
ｎｓ株式会社

1020001136311 店舗開発プランニング・意思決定ツールの開発 通常
公益財団法人横浜企業経
営支援財団

808 R114050019 関東 神奈川県 有限会社マサミ製作所 2021002039774
ベテラン旋盤工の知恵を伝承し、一貫加工体制を革新・強化
する

新特別

809 R114050022 関東 神奈川県 株式会社伊藤製本所 9020001068852 製本工程における不良品（乱丁、落丁）ゼロを目指す取組み 通常 川崎信用金庫

810 R114050025 関東 神奈川県 有限会社山口金型 3021002038858
ダイカスト金型設計・生産の革新に不可欠な放電加工工程の
高度化

新特別 中栄信用金庫

811 R114050026 関東 神奈川県 有限会社双葉樹脂 1021002048677 ＮＣルーターを導入することによる切削加工技術の高度化 通常

812 R114050029 関東 神奈川県 株式会社テクトレージ 2020001107807 製造業に特化した総合ポータルサイトの構築 新特別

813 R114050031 関東 神奈川県 検査サービス株式会社 2020001072704
電力安定供給と脱炭素化に貢献！水力発電所へ革新的な非
破壊検査事業

新特別
株式会社東京経営サポー
ター

814 R114050032 関東 神奈川県 有限会社ティー・エス・モールド 9020002054538
各種プラスチック金型製造における短納期・生産キャパシティ
拡大事業

新特別 シェアビジョン株式会社

815 R114050033 関東 神奈川県 ロジックデザイン株式会社 6021001034236
法人向け事業転換支援、（コロナ対応）動画配信プラットフォー
ム構築

新特別

816 R114050034 関東 神奈川県 株式会社伊東印刷所 5021001039954
最先端設備導入で印刷プロセスの生産性向上を図って新サー
ビスを提供

通常 安達　延行

817 R114050035 関東 神奈川県 株式会社大成鋼業 4021001029700 鉄筋加工の半自動化による生産性向上と低コスト化 通常 若杉　拓弥

818 R114050039 関東 神奈川県 株式会社シオネス 2021001063973
複合型ＣＮＣ旋盤旋盤導入による多機能高精度部品の生産と
ＱＣＤ向上

通常

819 R114050040 関東 神奈川県 エンターテインメントマーケティング株式会社 4021001069242
キャラクター商品の製造から販売まで！クリエイターのトータ
ルサポート事業

通常
株式会社東京経営サポー
ター

820 R114050042 関東 神奈川県 株式会社クラスターメディカル 1020001039828
調剤工程の合理化で在宅専門薬局としての圧倒的な地位を
確立する

通常

821 R114050046 関東 神奈川県 株式会社Ａｃａｕｓｅ 3021001061778 金属加工において検査・品質管理工程を削るＣＮＣ 通常

822 R114050047 関東 神奈川県 株式会社もくもく 7021001060388
付加価値の向上、または効率の向上を図り生産性の向上を実
現させ、競合他社との優位性を維持し差別化を図る。

通常

823 R114050049 関東 神奈川県 株式会社青木建材店 5020001012426
最新設備導入および工程改善による生コンクリートの生産性
向上と働き方改革の実現

通常 大内浩一

824 R114050050 関東 神奈川県 有限会社阿部製作所 1020002080582
ワイドエリア三次元測定機導入による光海底機器用生産設備
保守事業の強化

新特別

825 R114050052 関東 神奈川県 合同会社グラートクラフト 7021003008749 コロナに立ち向かう小規模事業者向けの動画制作サービス 通常

826 R114050054 関東 神奈川県 株式会社まごころグループ 3020003010594
ハイボルテージ・ＥＭＳを使用したハイブリッド型柔道整復治療
の提供

通常 若杉　拓弥

827 R114050055 関東 神奈川県 株式会社嵯峨精工 3021001025238
複雑形状部品の試作開発で実現する特殊車両や艦艇の受注
拡大

新特別

828 R114050059 関東 神奈川県 株式会社木附製作所 6010801002997
ハンディファイバーレーザ溶接機の導入によるカセットフレーム
筐体の生産体制の構築

新特別 株式会社ゼロプラス

829 R114050064 関東 神奈川県 有限会社湘南技研 2021002009579
燃料電池の電極触媒製造効率向上に向けたア－クプラズマ
蒸着装置の開発・製造

通常

830 R114050065 関東 神奈川県 株式会社伸機製作所 2020001052887
最新のＣＮＣ旋盤導入による液体タンク関連製品の増産と品
種拡大

新特別
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831 R114050066 関東 神奈川県 トルク工業株式会社 1021001033977 コロナ禍での次世代部品の試作開発 新特別 株式会社浜銀総合研究所

832 R114050067 関東 神奈川県 ヤサカ工業株式会社 4021001027654
設計力と溶接技術の飛躍的向上で実現するハイテン材部品
の試作開発

新特別

833 R114050071 関東 神奈川県 東横製畳菊名店
裁断・縫着製造技術の高度化、縁なし畳で「魅せる和室」を提
案

通常

834 R114050072 関東 神奈川県 ドローン・アイティー株式会社 8020001132287 ドローンを活用したゴルフ場管理ワンストップサービスの構築 通常

835 R114050073 関東 神奈川県 三浦塗装工業有限会社 3021002029403
高い塗装技術力を生かし、不良低減と紛体塗装への移行に取
り組む

通常

836 R114050074 関東 神奈川県 株式会社空観エンジニアリング 3020001135848 ３Ｄモデルビューワーのサービス提供プロセス革新と機能強化 通常

837 R114050075 関東 神奈川県 株式会社ユニバーサルスペース 6021001006020
在宅介護サービスの情報を可視化するプラットフォームの開発
事業

新特別

838 R114050078 関東 神奈川県 盛和環境エンジニアリング株式会社 2020001115149
日本発・全世界向け新型光触媒によるウイルス感染防止型空
気清浄装置の開発

通常 城南信用金庫

839 R114050079 関東 神奈川県 大成加工株式会社 7020002006524
シンプルな高能力の生産ラインを構築して高精度な商品を提
供

新特別

840 R114050085 関東 神奈川県 市川工業株式会社 9020001070552
食品機械部品の内製化による収益向上及び国内外の開発
ニーズへの対応力向上

通常
公益財団法人川崎市産業
振興財団

841 R114050088 関東 神奈川県 株式会社大成 9020001008916
高いレベルの衛生管理を実現してデザイン性の高い食品包装
市場へ進出

通常

842 R114050090 関東 神奈川県 有限会社スズカ板金製作所 9020002089195
新型ベンダーの導入で短納期小ロット対応を強化し地域もの
づくりベンチャーとの連携構築に挑戦する

通常

843 R114050091 関東 神奈川県 株式会社ＳＰＪ 4010001184606
ＡＩチャットボットによる効率的な遠隔社内情報検索・管理シス
テムの開発

新特別 東京中央経営株式会社

844 R114050093 関東 神奈川県 有限会社プラスチックリバー 7020002003372
高品質の多品種少量生産の短納期要求に対応する切削加工
技術の開発

通常

845 R114050096 関東 神奈川県 日本化工機材株式会社 5012301001902
防炎不燃の角型紙管の開発から建装材と抗菌の間仕切りへ
の展開

新特別

846 R114050102 関東 神奈川県 ユーカリ歯科医院
ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による補綴物作成の内製化と接触減の実
現

通常

847 R114050103 関東 神奈川県 株式会社フィールデンタルラボ横浜 7020001137106
歯科技工物提供プロセスのデジタル化による対人接触時間の
短縮と生産性の向上

新特別

848 R114050106 関東 神奈川県 有限会社小泉精機製作所 6021002064133
最新型ＣＮＣ円筒研削盤導入を行うことで、ボトルネック工程
の解消と加工精度の向上による生産性向上と売上拡大

通常 山岸　智也

849 R114050109 関東 神奈川県 Ｃｏｎｔａｃｔ　Ｓｔａｎｄａｒｄ株式会社 2020001111742
半導体検査装置向けソケットの超微細対応と受注拡大に向け
た体制構築

通常

850 R114050114 関東 神奈川県 株式会社エフテック 4010801001729 大型ＣＮＣ旋盤の導入による生産性の向上 通常 横浜信用金庫

851 R114050116 関東 神奈川県 にしお歯科クリニック
Ｗｅｂコンサルテーションサービスを導入した新治療体制の構
築

通常 アイアンドアイ株式会社

852 R114050119 関東 神奈川県 株式会社ティーツー 6021001022281
先端研削盤及び３Ｄ測定器を使用した精密コネクタの高精度
組立技術開発

通常

853 R114050121 関東 神奈川県 有限会社石井工設 7021002056765
リバースエンジニアリングの生産プロセス革新による生産性向
上

新特別
株式会社フラッグシップ
経営

854 R114050123 関東 神奈川県 北久里浜歯科医院
ＣＡＤ／ＣＡＭによるデジタル化で感染症予防をしつつ効率的
かつ正確な治療を実現

新特別

855 R114050125 関東 神奈川県 萩原製畳有限会社 6021002023295 縁無薄畳の畳表替え当日完了工事による新サービスの提供 通常

856 R114050129 関東 神奈川県 株式会社ケイロン 5020001122605
磁力を制し、生産性を向上させる自動成形及び生産体制の開
発、提供事業

通常

857 R114050130 関東 神奈川県 相模螺子株式会社 6021001012217 設計・切削における「効率的内製化」で５Ｇ需要を捉える 通常

858 R114050133 関東 神奈川県 有限会社アクノス 6021002030515
「オペレーション・ラボシステム」による独自歯科技工技術の展
開

新特別 アイアンドアイ株式会社

859 R114050135 関東 神奈川県 落合歯科医院
ポストコロナに向けた精密検査内製化による地域の「かかりつ
け医」機能の強化

新特別

860 R114050136 関東 神奈川県 株式会社ニシテックス 1020001065477
複合加工機と３Ｄ　ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による５軸複雑加工の実
現と加工分野の拡大

通常 川崎信用金庫

861 R114050137 関東 神奈川県 有限会社Ｓｕｎｓｅｔ　Ｈｉｌｌｓ　Ａｎｉｍａｌ　Ｃｌｉｎｉｃ 6020002071180
１．５次診療施設化による「広くて深い」動物医療の提供体制
構築

通常

862 R114050139 関東 神奈川県 有限会社ケイディエル 1020002050412
専用生産体制による「チタン歯対応ラボセンター構築事業」の
推進	

新特別 アイアンドアイ株式会社

863 R114050141 関東 神奈川県 株式会社三五 5012301005779
漢方薬局の業務大幅改善・漢方ＥＣ販売事業による業績のＶ
字回復

通常

864 R114050142 関東 神奈川県 デンタルオフィス鷺沼
最先端再生医療への挑戦と感染症対策の上での治療の効率
化の実現

新特別

865 R114050143 関東 神奈川県 カバサワデンタルオフィス
口腔内スキャナと歯科用ＣＴ設備の導入による再発率の低い
根管治療の確立と低感染リスクビジネスモデルへの転換

新特別

866 R114050151 関東 神奈川県 平野歯科医院
インプラント治療における最先端歯科用ＣＴの導入による患者
負担軽減と感染症対策

通常

867 R114050153 関東 神奈川県 有限会社樫の樹 6021002051420
人気洋菓子店のカット包装工程自動化による低感染での生産
性向上

新特別

868 R114050154 関東 神奈川県 Ｃ＆Ｃデンタルオフィス
ＣＴ等先進医療の導入による治療精度の精緻化と顧客満足
度・診療効率の向上を含む低感染リスク型の診療の構築

新特別
株式会社リアルコンテン
ツジャパン

869 R114050156 関東 神奈川県 ナカヨシ商会株式会社 1020001128754
高機能で低コストを実現するインターネット映像配信システム
開発

通常

870 R114050160 関東 神奈川県 大澤歯科医医院
審美性の高い補綴治療の需要拡大への対応と感染リスクの
低減を実現する新たな治療体制の確立

新特別

871 R114050161 関東 神奈川県 ナカエ歯科クリニック ３Ｄプリンタによるデジタル化を目指す義歯治療 新特別

872 R114050162 関東 神奈川県 株式会社ＪＰＲ 7021001016613
検査・治療の一気通貫型の高度医療提供モデルを確立。ポス
トコロナの新時代を切り開く病院へ

新特別

873 R114050163 関東 神奈川県 株式会社ＹＵＩ 2021001068114
確固たる技術力と最先端デバイスの融合が実現する、高齢
ペットのための高度医療施設

新特別

874 R114050165 関東 神奈川県 有限会社しっぽアニマルサポート 8020002076269
複雑化した病気の完治とコロナ拡大抑制の両立という獣医学
の大きな課題への挑戦

新特別

875 R114050166 関東 神奈川県 都富歯科医院
最新ＣＴと手技の融合によるインプラント治療の実現と感染症
対策

新特別 鈴木　潤

876 R114050167 関東 神奈川県 株式会社キルト工芸 7020001087524 アフターコロナに対応したオフィス／ホーム家具の開発 通常 川崎信用金庫

877 R114050168 関東 神奈川県 有限会社正光製作所 6021002041355
電動化・自動化を見据えた新型ペダルシステム部品の製造技
術確立

新特別
株式会社コムラッド
ファームジャパン

878 R114050170 関東 神奈川県 有限会社大久保製作所 5021002046058 高速高精度加工機導入による職人技術の汎用化と既製品化 通常

879 R114050172 関東 神奈川県 株式会社カトウ 8020001069083
特殊溶接技術のロボット化による超耐久工作機の生産体制の
確立

新特別
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880 R114050173 関東 神奈川県 株式会社太洋 8010801006410
顧客ニーズに応えられる新型カット機を導入、新型ソフトで営
業効率化も実現

通常

881 R114050174 関東 神奈川県 株式会社ライジング 3020001062563 産業用ドローンによる大型構造物３Ｄ点検サービスの開発 新特別 長井　寿郎

882 R114050176 関東 神奈川県 松村鋼機株式会社 8021001030480 ＮＣコイリングマシンシステム導入による生産性向上 通常

883 R114050179 関東 神奈川県 モモセ重工業株式会社 6021001022843
旋回流誘引を実現する次世代空調システムの給気ユニット製
造技術確立

新特別
株式会社コムラッド
ファームジャパン

884 R114050180 関東 神奈川県 株式会社銀翼の森 1020001129629
人生１００年時代に相応しい小規模自律型老人ホームにおけ
る低感染型サービス提供

新特別

885 R114050181 関東 神奈川県 八丁畷デンタルクリニック 高精度機器の導入で高度再生医療とインプラント治療を拡充 新特別

886 R114050183 関東 神奈川県 株式会社岩本電設 4021001032340
産業用ドローン利活用によるビルメンテナンスの生産性向上
事業

新特別 長井　寿郎

887 R114050186 関東 神奈川県 ａｎｉｍａｒｉｎｇ　ｗｏｒｋｓ株式会社 4020001090076
業界最大の難病「癌」に対して、業界の常識を打ち破る革新的
な治療モデル構築への挑戦

新特別

888 R114050190 関東 神奈川県 星歯科矯正
美しい歯並びと健康な口腔環境で生涯の心身健康の実現と革
新歯科矯正医療の次世代への継承

新特別 行政書士法人INQ

889 R114050191 関東 神奈川県 コムフィット株式会社 5021001070711 ＩｏＴ向け屋内情報通信ネットワーク機器の開発 通常

890 R114050194 関東 神奈川県 ビーサイズ株式会社 4021001046274
児童と保護者の能動的なコミュニケーションを実現する双方向
型の見守りサービスの開発

新特別 合同会社G&N

891 R114050195 関東 神奈川県 山陽印刷株式会社 4020001006296
デジタル印刷を通じて地域密着型で活躍する企業の販促支援
事業

新特別

892 R114050196 関東 神奈川県 エスクリエイティブ
一貫生産体制の確立でデザイン性高いディスプレイ什器を短
納期で提供！

通常

893 R114050197 関東 神奈川県 ＴＣＩ株式会社 6020001128015
複数の訪問介護事業所によるヘルパーシェアリングシステム
開発

通常

894 R114050198 関東 神奈川県 株式会社ふれあいの丘動物病院 5020001134658
獣医療の専門性の深さと広さの獲得とコロナ拡大の抑制を両
立させたホームドクターへ

新特別

895 R114050201 関東 神奈川県 こうづま歯科医院
ＣＴ導入による高精度の診断実現及び感染リスクの低い診断
フローの確立

新特別 野竿　健悟

896 R114050204 関東 神奈川県 株式会社やまかわ 4020001068634 自動ソーターシステムの導入による仕分けプロセスの革新 通常

897 R114050205 関東 神奈川県 有限会社アートセラミック 6020002022943
デジタル技術による、感染リスクの少ない歯科インプラント治
療の支援、及び義歯製作の効率化

通常 樋口　忠一郎

898 R114050206 関東 神奈川県 ミサキプレシジョン株式会社 5020001049105
最新マシニンセンタの導入と技術開発による高精度・高効率
金型製作技術の開発

通常 川崎信用金庫

899 R114050208 関東 神奈川県 株式会社グーン 8020001038286
廃木材から異物を選別除去する技術の向上による新商品の
生産及び品質の向上

通常

900 R114050209 関東 神奈川県 株式会社ワイ・デー・ケー 3013401002164
コロナ禍で実現できる次世代型精密加工品の生産プロセス改
善・試作開発

新特別 株式会社浜銀総合研究所

901 R114050210 関東 神奈川県 株式会社家と冒険 9020001134588
ＶＲ生成✕ライフスタイル賃貸化｜空室賃貸物件をノーリスク
で高収益物件化にする事業

通常

902 R114050211 関東 神奈川県 ぼくとわたしの動物病院
顧客ニーズに応える、二次診療機関レベルの歯科専門治療の
実現

新特別

903 R114050212 関東 神奈川県 株式会社おだわらＡＨ 9021001071516
院内感染リスクを抑えた、眼科治療に対する２次診療施設へ
の進化

新特別

904 R114050213 関東 神奈川県 有限会社富塚豆腐店 8021002032583
豆腐製造でＨＡＣＣＰ対応も可能なＩＯＴ品質管理システムの導
入

通常

905 R114050217 関東 神奈川県 エムツーアート株式会社 9021001039273
バリ取り作業の自動化による、加工品質の均質化と生産性向
上

通常

906 R114050222 関東 神奈川県 株式会社ｓｅｒａｌｙ 5020001138411
店舗を介さず整体師と利用者を直接繋ぐ整体マッチングサー
ビスの提供

新特別 藤原　和重

907 R114050225 関東 神奈川県 ｄブロード株式会社 1020001052764
独自ＩＯＴ技術による屋外使用の再生可能エネルギ―発電監
視システム等の開発

新特別

908 R114050228 関東 神奈川県 株式会社みらいロジスティクス 1021001067414
革新的な物流受託料金見積もりシステムのクラウドサービス
提供

通常

909 R114050229 関東 神奈川県 株式会社ブルー・スターＲ＆Ｄ 9021001031156
超音波バリ取り洗浄装置の重要部品製造における品質安定
化及び量産化計画

新特別
公益財団法人相模原市産
業振興財団

910 R114050230 関東 神奈川県 株式会社エナ・ストーン 5020001118660 ＤＥＲに対応し、ＩｏＴを利用したクラウド型ＢＥＭＳの開発 通常

911 R114050231 関東 神奈川県 株式会社ジャパンフードクリエイト 8021001049249
限定給水方式による豆乳濃度１６％超の豆腐製造方法の開
発

通常
一般社団法人中小企業人
材育成協会

912 R114050233 関東 神奈川県 トッポジョージモーターサイクル
同時５軸マシニングセンターを活用した内燃機再生プロジェク
ト

通常 かながわ信用金庫

913 R114050234 関東 神奈川県 有限会社宍戸精工 3020002006148
歯科用吸引機器製造における工程集約と加工フロー改善によ
る生産体制構築

通常

914 R114050237 関東 神奈川県 株式会社エム・トゥ・エム 5020001083780
ＩｏＴを活用した画期的な食品製造現場作業のデジタル化と管
理の最適化

新特別

915 R114050240 関東 神奈川県 株式会社大分大学先端医学研究所 7320001015958 先進的な創薬基盤整備に向けたライブラリー構築 通常

916 R114050241 関東 神奈川県 牧井ステンレス株式会社 9020001021778
製品の供給を継続していくため一貫生産体制構築を実現する
事業

新特別

917 R114050244 関東 神奈川県 株式会社ＰＧＦ　ｌａｂ 6010001181634
ハードウェアスタートアップ向け成形部品の品質向上システム
の構築

通常 佐久商工会議所

918 R114050245 関東 神奈川県 ニイガタ株式会社 3020001034959 流体研究用検査装置用透明部品の高度化 通常

919 R114050246 関東 神奈川県 株式会社プロメーテ 6020001106937
介護施設の業務効率化と非対面化を実現する高齢者ＡＩ見守
りシステムの開発

新特別

920 R114050248 関東 神奈川県 株式会社トモエレクトロ 1021001015595
物理的な対人接触を減じたイメージセンサー関連基板の実装
プロセスの確立

新特別

921 R114050249 関東 神奈川県 ｋｎｏｔｓ　ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ株式会社 2020001131369
完全オンライン化による女性ビジネス人材育成サービス基盤
の開発

新特別 川崎信用金庫

922 R114050250 関東 神奈川県 株式会社シーケン 4020001000191
スキルレス印刷とオンライン校正の導入で顧客の要望に応
え、売上を拡大する事業

通常

923 R114050252 関東 神奈川県 グリーン歯科医院
ＣＡＤ／ＣＡＭ設備の導入による歯科技工物精度の飛躍的改
善と労働生産性・利益率の向上

通常

924 R114050254 関東 神奈川県 株式会社メディカルラボ 2021001016857
受診者情報のデータベース構築とＷＥＢ健診結果参照サービ
スの提供による健診作業の高効率化

新特別 株式会社シャイン総研

925 R114050255 関東 神奈川県 株式会社ティークエクシード 2020001054801
ファイバースコープと無足場工法による建物の完全防水診断
サービスの実現

通常

926 R114050256 関東 神奈川県 株式会社メディカルサポート川﨑 3021002026466
健康創造サービスのＩＴ化による革新的医療支援の構築と働き
方改革

通常
株式会社さがみはら産業
創造センター

927 R114050260 関東 神奈川県 株式会社ｅｃｏｌｏｇｉｃａ 4010401103487
ＣＯ２排出量の計算＆分析提案システムの開発による業務効
率化

新特別 景山　洋介

928 R114050264 関東 神奈川県 株式会社リスニ 1021001035759 超微細浸透ナノバブル水発生の性能を向上させる装置の導入 通常
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929 R114050268 関東 神奈川県 スターホーム株式会社 8021001040612
再生可能エネルギーを活用した郊外型非対面ワーケーション
サービス

新特別

930 R114050269 関東 神奈川県 株式会社モリモト 2020001067159
物理的な対人接触を減じる生産プロセスの改善と新製品の試
作開発

新特別 株式会社浜銀総合研究所

931 R114050271 関東 神奈川県 株式会社ｆａｖａｒｙ 7012701013322
世界１４９ヵ国に向けたアニメ原作のアプリ開発に向けた自社
システムの機能追加

新特別 若杉　拓弥

932 R114050275 関東 神奈川県 株式会社Ｓｔａｙｗａｙ 5020001122299 地域事業者のための動画コマース支援事業 新特別 佐藤淳

933 R114050279 関東 神奈川県 株式会社アート１ 4021001025550
アルミダイカストの高耐食性アルマイトの開発と生産ラインシ
ステムの構築

通常 大和商工会議所

934 R114050283 関東 神奈川県 エステー産業株式会社 2020001005944
コロナ禍の今、安全な医薬用大型液剤物流容器の開発で世
界に貢献する！

通常

935 R115050001 関東 新潟県 有限会社明新工業 8110002023591
熟練工依存の曲げ加工技術の平準化と内製率アップによる生
産リードタイム短縮計画

新特別 シェアビジョン株式会社

936 R115050002 関東 新潟県 株式会社三進工業 7110001030243
多品種小ロットの受注をスピーディにこなすため切断工程を効
率化させ後工程である塗装を内製化する事業

新特別 シェアビジョン株式会社

937 R115050008 関東 新潟県 高野板金株式会社 7110001025425
住宅等の屋根材における特注製品の生産性向上を実現する
製造プロセス改善計画

新特別 長岡信用金庫

938 R115050010 関東 新潟県 ユニウッド株式会社 5110001018307
高付加価値な木枠窓をバーチャル展示によって安心かつ便利
な提案システム

通常

939 R115050011 関東 新潟県 株式会社サトコウ 9110001019020
建築ＳＳＵＴ工法によるユニット型等の鉄骨一次加工の内製化
及び短納期計画

新特別 シェアビジョン株式会社

940 R115050012 関東 新潟県 有限会社ナーセリー上野 7110002004519 ガーデニング需要増加に対応する花苗の供給力強化事業 通常 長井　寿郎

941 R115050013 関東 新潟県 ファブ・エス株式会社 7110001013578
商圏の拡大を図る建築鉄骨の短納期・高品質製造体制の構
築

新特別 株式会社大光銀行

942 R115050014 関東 新潟県 有限会社石川種苗店 2110002024827
電子顕微鏡を導入し作物の害虫・病原菌を詳細に診断、種苗
の販路拡大

通常

943 R115050021 関東 新潟県 株式会社日建運輸 5110001018364
ペットボトルリサイクル原料の高品質化による循環型社会実現
の取組み

通常 新潟県商工会連合会

944 R115050022 関東 新潟県 山本ねじ工販株式会社 2020001035909 難削材の細穴加工技術の活用による水素関連部品への進出 通常 協栄信用組合

945 R115050028 関東 新潟県 株式会社ヒロイ 3110001023960
台風災害等への対応強化のための鉄道・新幹線インフラ工事
需要への対応

通常 若杉　拓弥

946 R115050029 関東 新潟県 こやま歯科クリニック
ウィズコロナ・ポストコロナ環境に適応した超効率補綴・審美治
療

新特別

947 R115050030 関東 新潟県 龍寿し 龍寿し通販新規事業計画 新特別 新潟県商工会連合会

948 R115050031 関東 新潟県 ひろお矯正歯科クリニック
舌側矯正治療の迅速化及び精密化と視覚的治療ゴールの提
示

新特別

949 R115050034 関東 新潟県 有限会社こうじや 8110002033756
コロナ禍のニーズに応える感染症対策と審美性を兼ね備えた
内装製品事業

通常

950 R115050036 関東 新潟県 南魚沼鈴木農場
植物工場化による品質向上・通年生産の実現と新たなビジネ
スモデルの構築

通常
株式会社ガイア・プロ
ジェクト

951 R115050042 関東 新潟県 株式会社ビックス 2110001018631
多様なデザインのニット製品開発と五泉ニットブランドの付加
価値向上

新特別

952 R115050043 関東 新潟県 有限会社新生測量設計 2110002034603
高精度・高速・高解像度３Ｄレーザスキャナーの導入による省
力化測量体制の構築

新特別

953 R115050045 関東 新潟県 コンドウ食品株式会社 4110001009645
自動真空包装機導入による安定供給に向けた生産体制の構
築

新特別 長井　寿郎

954 R115050046 関東 新潟県 株式会社ミツワ 2110001016511
当社製農業機械の開発スピード向上及びアフターパーツ事業
の強化

通常

955 R115050047 関東 新潟県 株式会社グリーン東 8110001001755 機械装置導入による新しい造園業の体制構築 新特別 長井　寿郎

956 R115050051 関東 新潟県 スマイル歯科クリニック
新型コロナウイルス等の非常事態にも耐えうる強靭な歯科医
院への進化

新特別

957 R115050052 関東 新潟県 株式会社マルキン 2110001025074
廃棄予定糸を再利用し自社新ブランド・ニット製品開発で生産
性向上

新特別

958 R115050055 関東 新潟県 株式会社片力自研 9110001015614
自動研磨機と超音波洗浄による量産強化と持続可能な生産
体制の構築

通常 燕商工会議所

959 R115050056 関東 新潟県 株式会社伊藤工機 8110001012298
ステンレス筐体の切断能力向上による食品機械向け製品事業
の強化

新特別 株式会社ゼロプラス

960 R115050058 関東 新潟県 有限会社佐藤工業所 1110002022716
機械稼働率向上に向けた多数個取りの治具開発と段取り作
業の効率化による小中ロットの両立対応

通常 シェアビジョン株式会社

961 R115050060 関東 新潟県 株式会社エムテートリマツ 8110001015581 即日発送可能な流通体制の構築による営業体制の強化 新特別 燕商工会議所

962 R115050061 関東 新潟県 株式会社良栄プラスチック 9110001005887
日本初の国内及び国際基準に対応する停止表示器材の施策
品開発

通常

963 R115050062 関東 新潟県 株式会社コラボショップ 4110001020503
オリジナルＴシャツのプリント工程を刷新し多品種小ロット受注
体制と大量受注体制を両立させる取り組み

通常 上越信用金庫

964 R115050063 関東 新潟県 株式会社オートリペアオオサキ 8110001025977
ＡＳＶ（先進安全自動車）に対応した新たな自動車整備技術の
導入

新特別 長井　寿郎

965 R115050065 関東 新潟県 株式会社新興 3110001015850
ベンディングマシン導入による、鉄道車両部品の曲げ加工能
力増強と接触の低減

新特別 株式会社ゼロプラス

966 R115050067 関東 新潟県 株式会社高儀ホールディングス 7110001031051
全自動鋸刃目立機の導入による自由度の高い生産方式の確
立

通常

967 R115050069 関東 新潟県 阿部酒造株式会社 7110001017100
３０代醸造家による日本酒造りの暗黙知からの脱却と生酛造
りの高度化

新特別

968 R115050070 関東 新潟県 株式会社新生バイオ 3110001002477 セラミカ技術を活かした自社商品の製造ライン確立 通常

969 R115050071 関東 新潟県 有限会社ナジラーテ 9110002030810
コード化画像認識技術を活用したＩＯＴによるＨＡＣＣＡＰ対応シ
ステムの開発

通常

970 R115050072 関東 新潟県 株式会社曙産業 5110001015519 専用機の自動化による量産体制強化と販売拡大 新特別 燕商工会議所

971 R115050079 関東 新潟県 有限会社トレックス 5110002009189
ＡＳＶ（先進安全自動車）に対応した新たな自動車整備技術の
導入

新特別 長井　寿郎

972 R116050007 中部 富山県 株式会社アイカワ 4230001000047
医薬品物流の運送品質向上を目指し、運送温度管理システム
の確立

通常

973 R116050008 中部 富山県 環研令和株式会社 2230001005634
下水道管調査用ロボット導入によるワンストップサービス提供
体制構築

新特別
一般社団法人城西コンサ
ルタントグループ

974 R116050011 中部 富山県 榎屋月岡店 革新的な製造方法による果物大福の開発・製造事業 通常 富山信用金庫

975 R116050015 中部 富山県 株式会社エスケーテック 4230001007356
熟練工の曲げ加工技術の伝承を実現すると共に、当社の付
加価値の高い省力化・自動化設備の短納期化を促進し、もの
づくり企業の生

通常 株式会社富山銀行

976 R116050016 中部 富山県 株式会社タイワ精機 4230001001549
遠隔操作を可能とする業界初ＩｏＴコイン精米機の開発と新ビジ
ネスの構築

通常 富山商工会議所
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977 R116050017 中部 富山県 立山化成株式会社 6230001012734
医薬品許認可登録品目研究開発加速化に向けた不純物構造
分析体制の構築

通常
バンカーズアンドアソシ
エイツ株式会社

978 R116050019 中部 富山県 孫田宝幸園
災害対策樹木伐採における作業生産性向上と伐採樹木リサ
イクルの促進

通常 氷見伏木信用金庫

979 R116050030 中部 富山県 城端麦酒有限会社 7230002009869
コロナ禍をチャンスに！　新型缶充填機を導入し、品質向上と
販路拡大を目指す

新特別

980 R116050032 中部 富山県 株式会社ユキレ 7230001008129
厚物加工精度誤差１０ミクロンへの挑戦とアフターコロナを見
据えた成長産業分野の開拓

通常
株式会社ジエック経営コ
ンサルタント

981 R116050035 中部 富山県 有限会社荒田鉄工所 9230002010610
物理的な対人接触低減に繋がる生産機械部品交換の簡易化
による遠隔保守体制の実現

新特別 高岡信用金庫

982 R116050037 中部 富山県 有限会社シザーズ・ジャパン 2230002008644
コロナ禍に於ける営業力強化を目的とした、業務フローのシス
テム構築

通常 株式会社富山銀行

983 R116050038 中部 富山県 株式会社ネクストリー 7230001015686
排水処理の無人化を実現！ＩｏＴ型遠隔監視・操作システムの
開発

新特別 米倉　徹

984 R116050039 中部 富山県 コンチネンタル株式会社 2230001006054
高度化したスポット溶接技術を用いた「少量多品種」生産プロ
セス革新による生産性向上

新特別

985 R116050043 中部 富山県 つの歯科　口腔外科
コロナ禍における地域での新たな歯科医療連携モデルの確立
及び患者負担の少ない口腔外科診療の実現

新特別 株式会社富山銀行

986 R116050044 中部 富山県 有限会社八田ランドリー 2230002009386
サービス提供プロセス改善による３日仕上げ・１８０日間品質
保証ウェットクリーニングサービスの提供

通常 富山県信用組合

987 R116050045 中部 富山県 三和ボーリング株式会社 4230001001111
国土強靭化を推進する低コスト・短工期・高強度無足場二重管
削孔技術の確立

通常 富山商工会議所

988 R116050046 中部 富山県 有限会社さんせん 3230002007620
食の安定・継続的な供給のための地域食材を用いた揚げ物商
品開発とその提供体制の構築

新特別 にいかわ信用金庫

989 R116050048 中部 富山県 有限会社共栄容器 8230002006221
コロナ禍における巣篭もり消費に対応した食品容器トレー等の
脱プラスチック製品の開発

通常 株式会社富山銀行

990 R116050049 中部 富山県 老松自動車工業株式会社 5230001008205
プロセスのＩＴ化に対応した塗装・乾燥技術の導入によるフレキ
シブル生産体制の構築

通常 富山県信用組合

991 R116050050 中部 富山県 ＣＯＣＯマロン
ヘルシーでありながらも食べ応えのある新食パン市場投入に
向けた生産体制の構築

通常 富山県商工会連合会

992 R116050051 中部 富山県 株式会社丸五 8230001007427
厨房内での対人接触機会低減化と多品種少量サービス提供
を可能とする新たなオペレーションの構築

新特別 株式会社富山第一銀行

993 R116050052 中部 富山県 有限会社放生若狭屋 1230002013819 高付加価値新大正餅米大福新製品開発とその生産体制構築 通常 新湊信用金庫

994 R116050053 中部 富山県 中谷建築板金工業所
指示型から提案型への事業転換～板金屋の生き残りをかけ
た戦い～

通常 富山県商工会連合会

995 R116050054 中部 富山県 株式会社広瀬アルミ 5230001010747
地域雇用促進を実現する高精度・高生産性アルミニウムエク
ステリア製造体制の構築

通常 高岡信用金庫

996 R116050055 中部 富山県 株式会社北二 8230001009902
サプライチェーン全体での生産性向上を達成するためのワー
クフロー内リアルタイム可視化技術の構築

新特別 新湊信用金庫

997 R116050056 中部 富山県 安達歯科医院
根管治療における複雑形状根管可視化による再治療率低減
化・顧客満足度向上

新特別 氷見伏木信用金庫

998 R116050057 中部 富山県 株式会社氷見うどん海津屋 1230002012944
コロナ禍での安定した製品供給を可能とするフレキシブル乾燥
工程の構築

通常 氷見伏木信用金庫

999 R116050058 中部 富山県 有限会社吉岡板金工業所 6230002003831
一般住宅リフォーム受注獲得に向けた高意匠パネル材生産
工程改善による低価格化の実現

通常 富山商工会議所

1000 R116050059 中部 富山県 有限会社新港刺繡 3230002011218
多様化するランドセルにおける高デザイン性・高生産性を実現
する変種変量生産体制の構築

通常 株式会社北國銀行

1001 R116050060 中部 富山県 株式会社中村機械 8230001011627
自動化・ロボット化による安定・継続的生産ニーズを捉える検
証・分析・改善体制の構築

新特別 氷見伏木信用金庫

1002 R116050061 中部 富山県 中山建築
山車建築・修繕における自動化推進と伝統技術向上を両立す
る生産体制の構築

通常 氷見伏木信用金庫

1003 R116050062 中部 富山県 株式会社マイハラ 9230001012558
コロナ禍での新たな畳ニーズへの対応力強化に向けた薄畳製
造工程自動化ラインの構築

通常 新湊信用金庫

1004 R116050063 中部 富山県 株式会社魚津製綱所 1230001007004
スマート水産業の進展を支えるカスタマイズ延伸加工ロープの
開発

通常

1005 R116050064 中部 富山県 エスティック・ラボ松崎
対人接触低減化と女性技工士の働き方多様化を実現する歯
科技工プラットフォームの構築

新特別 にいかわ信用金庫

1006 R116050066 中部 富山県 株式会社安達工業 6230001012602
新たなバリ取り技術の導入により仕上工程の高度化・短納期
化を実現！

通常

1007 R117050006 中部 石川県 有限会社プロフィット 7220002004672
新型建機導入による生産性向上を活かした包括的受注体制
の確立

新特別
一般社団法人城西コンサ
ルタントグループ

1008 R117050008 中部 石川県 株式会社金田鉄工所 8220001009069
最新鋭高速マシニングの導入によるＥＶ用バッテリーの防爆カ
バーの受注拡大

通常

1009 R117050010 中部 石川県 株式会社とむろ 2220001021913 ダスト（おが粉）固形燃料化事業 通常

1010 R117050014 中部 石川県 株式会社みづほ室内工業 5220001014996
高デザイン・高利便性薄置き畳の開発とその低コスト自動化
生産ラインの構築

新特別 株式会社北陸銀行

1011 R117050015 中部 石川県 株式会社朝日電機製作所 5220001008940 プリント基板実装のＲｏＨＳ２対応における高品質体制の構築 通常

1012 R117050016 中部 石川県 有限会社あらいえ動物病院 9220002016501
動物医療高度化・顧客満足向上・生産性向上を実現するイン
ターベンション療法の提供

通常 株式会社北陸銀行

1013 R117050018 中部 石川県 東邦ゴム加工株式会社 7220001000433 全国的な需要に応える高付加価値飛沫防止パネルの試作 通常
公益財団法人石川県産業
創出支援機構

1014 R117050019 中部 石川県 有限会社西村瓦工業 9220002015197
廃瓦リサイクルシステムの革新による生産性向上及び地域貢
献事業

通常

1015 R117050021 中部 石川県 株式会社浜中たたみ店 1220001015486
新たな住環境ニーズに対応した自動自動化畳製造ラインの構
築

新特別

1016 R117050025 中部 石川県 加賀工業株式会社 5220001013131
生産現場のＤＸ化を促進し生産性・生産能力を高め下請けか
らの脱却を目指す

通常 金沢信用金庫

1017 R117050030 中部 石川県 直源醬油株式会社 1220001004695
業務用醤油市場でのユーザーメリットの追求による競争力強
化

新特別
公益財団法人石川県産業
創出支援機構

1018 R117050033 中部 石川県 有限会社イシダ鉃工 1220002011583
最新ＣＮＣ旋盤の活用による生産体制の革新と先端市場への
事業展開計画

新特別

1019 R117050034 中部 石川県 アイカム株式会社 3220001014230
サプライチェーンの毀損による自社オリジナル製品の内製化
対応

通常

1020 R117050038 中部 石川県 セントラルホテルシステム株式会社 1220001003706
非対面型チェックイン、チェックアウトと多言語対応の実現とお
もてなし力向上

新特別 株式会社北陸銀行

1021 R117050039 中部 石川県 株式会社真誠プランニング 2220001014207
ワイヤ放電加工機導入による新構造の自動車向け高精度治
具開発及び社内一貫生産体制の構築

通常

1022 R117050040 中部 石川県 ふくべ鍛冶 革新的な自動包丁研ぎ機の開発による生産プロセス改善事業 通常 石川県商工会連合会

1023 R117050042 中部 石川県 大同漁網株式会社 5220001003875
日本漁業を守るため、新規に導入する底引き網製網機による
試作品開発

通常

1024 R117050044 中部 石川県 株式会社江沼チヱン製作所 6220001013056 農業用チェーンの国内生産を維持する製造ラインの自動化 通常
公益財団法人石川県産業
創出支援機構

1025 R117050047 中部 石川県 エンパワー・サポート株式会社 4220001014551
潜在保育士を掘り起こすシステムの開発と保育園の人員不足
解消

新特別
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1026 R117050053 中部 石川県 株式会社セイアグリーシステム 8230001011255
フードロスと対人接触機会の低減化を実現する無殺菌液卵自
動製造ラインの構築

新特別 株式会社北國銀行

1027 R117050055 中部 石川県 金田繊維株式会社 6220001012751
ゴム紐製品の梱包形状改良による高品質化及び量産化の実
現

通常 石川県商工会連合会

1028 R118050001 近畿 福井県 角谷木材建設株式会社 6210001007091
Ｉ－コンストラクションの構築と新事業への参入によりＳＤＧｓに
貢献する

通常 福井県商工会連合会

1029 R118050002 近畿 福井県 有限会社服部ブロー 5210002008536
自動検査機器の開発・導入による生産工程全体の改善を図る
取組み

通常

1030 R118050004 近畿 福井県 山清工業株式会社 9210001004391
自動化設備導入による生産余力の確保と製品開発体制の構
築

通常
有限会社エフ・マネジメ
ント

1031 R118050006 近畿 福井県 吉村畳店
多品種・少量・短納期に対応し、感動する畳サービスを提供す
る

通常

1032 R118050008 近畿 福井県 株式会社大協 5210001001979
食品包装業界では北陸初のＩＴ利活用による顧客満足度の向
上および効率向上

新特別

1033 R118050014 近畿 福井県 有限会社やまと 5210002013981
魚介類使用食品の高付加価値化と鮮度維持を両立した商品
開発と生産性の向上

新特別 株式会社シャイン総研

1034 R118050015 近畿 福井県 有限会社谷口屋 8210002007857
高効率サイクロン乾燥機の導入による国内最高品質「おから」
製造と新商品開発

新特別

1035 R118050017 近畿 福井県 株式会社フィッシュパス 3210001016517
内水面漁協向けＡＩデジタル台帳システムによる　管理業務の
省力化とデジタル化促進

新特別
一般社団法人福井県中小
企業診断士協会

1036 R118050022 近畿 福井県 真名川株式会社 2210001009918
国際競争に打ち勝つ検査・梱包工程の自動化・ロボット化（Ｄ
Ｘ）事業

通常

1037 R118050024 近畿 福井県 有限会社ＰＩＮＯＣＣＨＩＯ 8210002008970
ＥＣ通販体制強化のための高湿度急速冷却機３Ｄフリーザー
導入による業態転換事業

新特別 福井商工会議所

1038 R118050025 近畿 福井県 有限会社山裕 8210002013491
３Ｄ制御式レーザーマーカー設備導入による高精度・立体マー
キング工程の確立

新特別 鯖江商工会議所

1039 R118050028 近畿 福井県 株式会社山内スプリング製作所 8210002004061
高精度測定機を導入することによる生産性の向上および対人
接触の軽減化

新特別
株式会社フラッグシップ
経営

1040 R118050029 近畿 福井県 大谷造船工業株式会社 8210001010886
新型クレーン導入による日本海側唯一の全天候型上架マリー
ナ事業

通常 福井県商工会連合会

1041 R118050030 近畿 福井県 株式会社河坂自動車 1210001014662
収益向上を伴うコロナ禍対応策とサポカーの完全修復体制の
構築

通常 株式会社福井銀行

1042 R118050033 近畿 福井県 株式会社吉﨑鈑金 5210001016374
自動車整備を一変させるサポカー完全修復用エーミング車検
センターの設置

通常 株式会社福井銀行

1043 R118050035 近畿 福井県 有限会社大鉱資源 8210002002008 二軸破砕機導入による安全で効率的な生産工程への刷新 通常 税理士法人日本綜研

1044 R118050037 近畿 福井県 株式会社平井整経 5210001017653
大ロット・短納期生産体制の確立と生産性向上のための整経
機導入

通常
株式会社ＧＫコンサル
ティング

1045 R118050042 近畿 福井県 エスティー印刷社
新型印刷機により低価格かつ高付加価値の偽造防止技術の
開発

通常

1046 R119050001 関東 山梨県 岸本金属工業株式会社 1090001002779
多品種少量生産に対応しながら生産性向上に向けた改善へ
の取り組み

通常

1047 R119050002 関東 山梨県 株式会社乳酸菌培養サービス 2090001015458
『天下一富士山真菰』（まこも乳酸菌パウダー）製造工程の内
製化

新特別

1048 R119050003 関東 山梨県 株式会社松下製作所 3090001006175
地域の熟練検査技能者の能力活用高度化ためのロボット導
入事業

通常

1049 R119050005 関東 山梨県 株式会社ジェムクレール 8090001001007
ジュエリー製作・販売におけるＤＸの推進と川下分野との連携
強化

通常

1050 R119050008 関東 山梨県 株式会社阿久津製作所 9090001004735
精密プレス加工における加工精度（公差）±２μの超精密加工
技術の確立

通常 株式会社山梨中央銀行

1051 R119050009 関東 山梨県 株式会社平山ファインテクノ 5020001070011
高温過熱蒸気方式を応用した６Ｇ向け高速伝送プリント基板
のソルダーレジスト硬化技術の開発

通常

1052 R119050011 関東 山梨県 岩井プレス株式会社 8090001007870 コロナ禍における新たなビジネスモデルへの挑戦 通常

1053 R119050014 関東 山梨県 泉工業株式会社 4090001013385
複合加工機で鉄骨外装材製造能力を拡充する生産性向上の
取組

通常

1054 R119050015 関東 山梨県 株式会社渡辺精機 5090001012155
半導体分野を中心とした成長産業の高精度切削加工に対応
できる生産体制の確立

通常 株式会社山梨中央銀行

1055 R119050016 関東 山梨県 株式会社信和製作所 5090001014804
加工精度（公差）±０．１㎜の「大型３方向コーナーＲ加工」技
術の確立

通常 株式会社山梨中央銀行

1056 R119050020 関東 山梨県 株式会社ヴァッシェン 5090001005927 コロナ禍におけるクリーニング事業顧客満足度向上事業 通常

1057 R119050022 関東 山梨県 株式会社ヨンマルサン 2090002012834
グランピング施設用大型テントの特殊洗浄技術の確立と生産
性向上

通常 大橋　俊彦

1058 R119050024 関東 山梨県 フリーズ・フレーム・ジャパン株式会社 1010001124052
グリーンバックを使わない日本初の屋外合成記念写真撮影及
びデータ販売システムの開発

新特別

1059 R119050025 関東 山梨県 有限会社今村精工 9090002006607
高性能ワイヤー放電加工機導入による金型製造ビジネスの開
発

通常

1060 R119050031 関東 山梨県 株式会社備後 2090001009963
畳製造ロボット導入による縁なし畳生産性向上とオーダーメイ
ド和室の提案

新特別

1061 R119050032 関東 山梨県 敷島金属工業株式会社 1090001002795
自動化を実現することにより作業効率向上と対人接触を減じ
る事業

新特別

1062 R119050035 関東 山梨県 有限会社権正畳店 6090002013052
薄畳の製造技術の高度化、デジタル提案による潜在顧客掘り
起こし事業

新特別

1063 R120050003 関東 長野県 株式会社ニットー 5100001005685
最新設備と自社加工技術によるメタルマスクの高精度化と大
型化の確立

新特別

1064 R120050009 関東 長野県 清水プラスチック工業株式会社 9100001021522
ｗｉｔｈコロナに対応するテレワーク用デスクチェア部品等の新素
材対応・高精度化生産計画

新特別 長野県信用組合

1065 R120050014 関東 長野県 株式会社タニガワ 8100001022554
最新計測機器導入による制御部品のデジタル検査体制確立
と新領域への展開

通常

1066 R120050017 関東 長野県 有限会社白馬自動車工業 5100002004050
欧州輸入車を中心に電子安全整備による高付加価値サービ
スの提供

通常 春原　眞一

1067 R120050018 関東 長野県 森川産業株式会社 9100001006259
ＡＩ技術を活用した鋳造工程の可視化と品質安定化による事業
拡大

通常 長野信用金庫

1068 R120050022 関東 長野県 株式会社レプトリノ 2100001024259
高精度測定器の導入によるロボット用６軸力覚センサ検査工
程の高度化

新特別 株式会社フロウシンク

1069 R120050025 関東 長野県 有限会社ブラウンエッグファーム 8100002011143 鶏卵のブランド化の推進と品質向上により事業拡大を図る 通常 長野県商工会連合会

1070 R120050027 関東 長野県 株式会社島田製作所 9050001029422
測定自動化による検査時間の大幅短縮と設備稼働率上昇に
よる生産性向上

通常

1071 R120050028 関東 長野県 上田プラスチツク株式会社 7100001009593
当社の多様する工程に対応した革新的基幹業務管理システ
ムの開発

通常 株式会社八十二銀行

1072 R120050032 関東 長野県 有限会社金井精密 9100002027980
新腹腔鏡手術用に開発中の手術用具を革新的製造方法によ
り確立する

通常

1073 R120050034 関東 長野県 シンエクロール株式会社 9100001010797 人工大理石製「車いす対応”コーナー”洗面カウンター」の開発 通常

1074 R120050035 関東 長野県 鈴木歯科医院
ポストコロナに向けた院内完結ワンデイトリートメントと⻑期メ
ンテンナンス体制の構築

新特別
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1075 R120050037 関東 長野県 株式会社高山製作所 3100001013509
鉄骨材料の完全内製化による一貫生産体制の確立と生産性
向上

新特別

1076 R120050038 関東 長野県 株式会社レヂトン 7011701008415
生産性の高い特注設備の導入による低価格高品質な特殊構
造砥石の開発

通常 東京中央経営株式会社

1077 R120050040 関東 長野県 有限会社コヤマレース 6100002016763
建設機械向け油圧シリンダー製造用コレットパットの生産性強
化事業

通常

1078 R120050041 関東 長野県 株式会社丸宝計器 1100001022783
マシニングセンタ導入による作業効率の改善及び分散生産に
よるリスク分散体制の構築

通常

1079 R120050043 関東 長野県 株式会社ミカサ 2100001014227
オーダーメイド事業の提案力向上、生産性向上による市場開
拓の推進

通常

1080 R120050047 関東 長野県 株式会社源 2100001017980
信州産食材の風味を活かす『ドライ・パウダー』で軽量保存食
を提案

新特別

1081 R120050052 関東 長野県 株式会社ちもと総本店 2100001008872
Ｗｅｂ通販による非対面販売の拡大と信州産果実を使った商
品開発による商品力強化

通常 春原　眞一

1082 R120050056 関東 長野県 株式会社オーク 3100001010951
２．５次元化による複合加工の生産性向上と大手依存からの
脱却

通常 株式会社長野銀行

1083 R120050059 関東 長野県 有限会社牛山製作所 4100002029453
対話式プログラム導入による生産性向上と技術ノウハウのデ
ジタル資産化

通常 中村　剣

1084 R120050063 関東 長野県 株式会社長野日高産業 9100001018535
洗浄工程の内製化と新工程の構築による高品質ブラスト処理
による差別化

新特別

1085 R120050064 関東 長野県 木曽協和産業株式会社 3100001017740
林業にドローンを活用する新たな集材方式に挑み、生産性向
上を図る

通常 株式会社八十二銀行

1086 R120050070 関東 長野県 河内鍛刀道場
地域特性を活かした先進的な取り組みにより新規顧客を開拓
する

通常 長野県信用組合

1087 R120050073 関東 長野県 株式会社羽生田鉄工所 9100001002844
ＣＦＲＰ成形条件確定の効率化と装置ユーザーサポート強化に
よる装置付加価値向上

通常

1088 R120050077 関東 長野県 有限会社彩光 2100002001884
新型プロッタで生産性向上を図るとともに、オリジナル製品製
作の開発・販売をおこなう

通常

1089 R120050083 関東 長野県 株式会社一柳 5100001017136
水素自動車の動力効率を飛躍的に向上させる部品の革新的
生産プロセスの開発

通常

1090 R120050086 関東 長野県 株式会社宮坂製作所 7100001011401
先端的プレス機による加工の内製化がもたらす生産性向上と
収益力向上

通常 株式会社長野銀行

1091 R120050088 関東 長野県 エルエックス工業株式会社 1100001028095
ブラザー工業製ＣＭＣ導入による量産生産体制の構築と新規
受注確保

通常 長野県信用組合

1092 R120050090 関東 長野県 株式会社タジマ 4100001011032
既存ＦＭＳに加⼯機を増設、現⾏品の増産と⽣産性向上・効
率化を図る

通常

1093 R120050091 関東 長野県 千曲パッケージ株式会社 1100001006324
地域初！商品サイズに合わせた「Ｊｕｓｔ　Ｓｉｚｅ　Ｂｏｘ」段ボール
製作で販路拡大に挑戦する事業

新特別

1094 R120050093 関東 長野県 有限会社アルプス印刷 8100002023196 可変データ活用によるバリアブルラベルの開発及び販路拡大 通常

1095 R120050094 関東 長野県 株式会社ヤッホーブルーイング 8100001008958 ＧＣＭＳ導入による賞味期限延長と革新的製品の開発 通常

1096 R120050095 関東 長野県 株式会社舞姫 2100001027063
女性醸造家による女性のための低アルコール日本酒製造の
高度化

通常

1097 R120050096 関東 長野県 日進精機株式会社 8010801009363
リフレクターの製造に伴う熟達知見のＤＸ化による汎用ライン
の構築と省人化

通常

1098 R120050097 関東 長野県 セラテックジャパン株式会社 6100001001675
自動段差測定システムによる生産プロセス改善と生産性の向
上

新特別 株式会社八十二銀行

1099 R120050098 関東 長野県 株式会社ＮｅＯ－Ｃａｐ 2100001031065
矯正装置Ｎ－Ｂｉｍｌｅｒ製造のＩＴ化と機械化による生産性上昇
による作業過程の簡略化と増収を目指す

通常 株式会社八十二銀行

1100 R120050099 関東 長野県 土田歯科医院
セラミック製冠の内製化とＶ字回復を図る新治療サービスの構
築

新特別 諏訪信用金庫

1101 R120050100 関東 長野県 株式会社小林創建 1100001013114
ＶＲによる仮想モデルハウスを起点とする革新的な家づくりプ
ロセスの構築

新特別

1102 R120050101 関東 長野県 トーワ技工
設備導入と生産工程改善によりものづくり技術の強化と承継
を図る

通常 長野県信用組合

1103 R120050102 関東 長野県 株式会社サンリエ 3100001022468 汎用プレス新工法の開発による生産性の向上 通常

1104 R120050103 関東 長野県 株式会社太田サッシ 8100001026539
裁断工程の内製化による生産プロセスの改善と事業承継の実
現

新特別 松本信用金庫

1105 R120050104 関東 長野県 株式会社サンテム 6100001019024
光学機器用部品の革新的な加工方法による生産効率化の構
築及びコスト低減の実現。

通常 長野県信用組合

1106 R120050105 関東 長野県 株式会社Ｉ．Ｄ．Ｄ．ＷＯＲＫＳ 3100001027905
選手とチームを繋げてサッカーを盛り上げるマッチングシステ
ムの構築事業

通常

1107 R120050106 関東 長野県 中田製絲株式会社 6100001022622 自動チェックイン機導入による非対面サービスの実現 新特別

1108 R120050107 関東 長野県 泉カーサービス株式会社 6100001012730
自動車整備工場向けＥＲＰ開発による業務効率化と業界再編
ニーズへの対応

新特別 若杉　拓弥

1109 R120050108 関東 長野県 根津鋼材株式会社 5011501008229
大割スリッター出側梱包ライン装置と製造システム連携による
生産・品質向上計画

新特別 茅野商工会議所

1110 R120050109 関東 長野県 株式会社シンエイ・ハイテック 6100001001337
ＥＶ／ＨＶ／ＰＨＶ車向けの超音波センサーコネクタ用、成形部
品の自動化による生産性向上

通常

1111 R120050110 関東 長野県 有限会社更埴石油 4100002009356 セルフ洗車機導入による新規顧客層の開拓・競争力強化 新特別 長野県信用組合

1112 R120050111 関東 長野県 株式会社ワイドデンタル 5100002022119
難加工に対応した製造プロセス革新による生産性および品質
の向上

通常
税理士法人成迫会計事務
所

1113 R121050003 中部 岐阜県 株式会社でんすん堂斉秀 1200001013995 焼成機（トンネル窯）の導入に関する事業 通常 清水　健司

1114 R121050009 中部 岐阜県 株式会社伊藤プレス型製作所 5200001000370
自動車部品の軽量複雑化をスピード設計で支える３Ｄ金型製
図革新

新特別

1115 R121050010 中部 岐阜県 リベル株式会社 7200001035968 自社一貫加工による短納期・単品・小ロット生産体制の整備 通常

1116 R121050014 中部 岐阜県 株式会社イノヴァール 3200001029552 生産方式高度化とアウトドア用品メーカーへの経営革新計画 通常 株式会社十六銀行

1117 R121050016 中部 岐阜県 有限会社安藤工業 6200002022941 物流施設ドックレベラーの生産効率化による競争力向上 新特別 岐阜信用金庫

1118 R121050017 中部 岐阜県 株式会社Ｃ‐ｆｉｖｅ 9200001034134
３ＤソフトとＣＡＤ／ＣＡＭ導入による革新的な生産プロセスの
実現

通常

1119 R121050018 中部 岐阜県 株式会社佐藤製作所 5200001007119
世界初の高速溶接技術を活用したステンレス溶接の生産性向
上

通常

1120 R121050019 中部 岐阜県 合同会社まん丸屋 7200003003106
米の品質選別の体制構築と精米の品質向上による高付加価
値商品の開発

通常 岐阜県商工会連合会

1121 R121050021 中部 岐阜県 羽柴鋼業株式会社 9200001004194 細径鉄筋の多品種少量生産プロセスの新たな確立 通常

1122 R121050024 中部 岐阜県 株式会社理想精密 6200001014469
変形・剥離のないＣＦＲＰ（炭素繊維複合材）パイプ加工技術の
開発

通常

1123 R121050025 中部 岐阜県 東伸工業株式会社 9140001050154
アフターコロナを見据えた染色用ロボットシステムの新製品開
発

新特別 株式会社ゼロプラス
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1124 R121050026 中部 岐阜県 リスロン化学工業株式会社 8200001010284 生産性向上のための新たな製造技術の開発 通常 株式会社大垣共立銀行

1125 R121050027 中部 岐阜県 うしきデンタルクリニック
歯科用ＣＴと口腔内スキャナの融合によるインプラント等歯科
治療の高精度化かつ時間短縮化の実現

通常

1126 R121050029 中部 岐阜県 株式会社野々村商店 4200001004133
廃プラ処理高度化によるＣＯ２削減・国内資源循環モデルの構
築

通常

1127 R121050030 中部 岐阜県 有限会社大幸プロセス 9200002014630 高精度プリント基板部品の新規受注に向けた生産体制の構築 通常 菅野　守

1128 R121050033 中部 岐阜県 正栄金属工業株式会社 4200001007136
３次元ＣＡＤを導入し新たな業界への進出及び高難度の板金
加工に取り組む

通常

1129 R121050034 中部 岐阜県 乗鞍罐詰工業有限会社 8200002026577
食品缶詰の旨味と栄養素を残す加熱殺菌技術の開発と多品
種生産体制の確立

通常 岐阜県商工会連合会

1130 R121050040 中部 岐阜県 有限会社青野測量 3200002019874
高精度でスピーディーな基準点測量の実現による地籍調査の
革新的サービス

新特別

1131 R121050043 中部 岐阜県 大成興業株式会社 3200001019297 業界初への挑戦　長尺スリット加工実現による生産性向上 通常 岐阜県商工会連合会

1132 R121050044 中部 岐阜県 株式会社藤澤鐵工所 4200001007508 当社の製缶用に特化したプラズマ溶接装置の開発導入 通常 各務原商工会議所

1133 R121050045 中部 岐阜県 株式会社山和精工 3200001031418
「高精度順送型プレスライン製造」への事業展開による高付加
価値化の取り組み

通常

1134 R121050049 中部 岐阜県 犬飼製畳
機械導入で高品質を保持した畳と伝統的畳の作製を両立させ
る

通常

1135 R121050054 中部 岐阜県 株式会社東進 1200001017220
個人や企業の知見を共有。オンライン教育プラットフォームの
構築

新特別

1136 R121050056 中部 岐阜県 有限会社長島製菓 8200002009656
設備導入による地域特産物を使った新商品開発及び飛躍的
な生産プロセスの向上

通常 大垣西濃信用金庫

1137 R121050057 中部 岐阜県 カットスペース　トーマス
顧客起点の統合データベース構築とデータ分析に基づく客数・
売上の増大

新特別

1138 R121050061 中部 岐阜県 丸幸建具
建具特化の技術承継で現代和風建築の進化を支える長尺
カット革新

新特別

1139 R121050064 中部 岐阜県 佐合食品工業株式会社 8200001017429
高性能設備と自社技術による高品質糖質ゼロ製菓生産プロセ
スの確立

新特別 株式会社十六銀行

1140 R121050065 中部 岐阜県 こんの歯科
⼩児・障害者⻭科診療等に対応する新たなサービス内容の提
供

新特別 小倉　裕樹

1141 R121050068 中部 岐阜県 豊吉屋精肉店
温度管理技術の高度化により、最高級の飛騨牛を消費者に届
ける事業

新特別 岐阜県商工会連合会

1142 R121050070 中部 岐阜県 合同会社シート専科 5200003003875
カスタマイズ印刷つきビニールシート事業のための生産体制
構築

通常

1143 R121050072 中部 岐阜県 株式会社Ｍプラス 7200001033055 最新鋭デジタルスキャナーによる低感染リスクな治療の実現 新特別

1144 R121050074 中部 岐阜県 株式会社フランセヤノ 5200001004611
地産地消を促進させる洋菓子の生産プロセス改善と新商品開
発

新特別 浮島　達雄

1145 R121050075 中部 岐阜県 株式会社里の菓工房 9200001024077
冷凍鮮度維持装置の活用による３密回避の生産体制と通販
事業の構築

新特別

1146 R121050076 中部 岐阜県 株式会社油研 9200001014425
環境にやさしい水性金属加工液の製造・新製品開発・販路開
拓

通常
公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

1147 R121050077 中部 岐阜県 株式会社テックス安田 5200001032174
機能付加織物（防炎や抗菌性能等）を開発したので、新事業
分野への事業展開

通常

1148 R121050080 中部 岐阜県 合同会社ＩＮＩＴ 7200003004137
コロナ渦の健康維持に役立つ加圧式トレーニング機器の高機
能・低価格化

新特別

1149 R121050084 中部 岐阜県 三友精機株式会社 4200001023364
最新の三次元測定機導入により高精度なデータを顧客に提供
し修理事業の拡大を図る。

通常
公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

1150 R121050086 中部 岐阜県 有限会社ねっと森 8200002013856
難易度の高い極細ニット小物の多品種小ロット生産体制の構
築

新特別

1151 R121050087 中部 岐阜県 有限会社マイオセラピー 5200002004263
治療家および美容家支援のためのオンラインサロン構築によ
る非対面教育事業展開

新特別
株式会社ピースマネジメ
ント

1152 R121050088 中部 岐阜県 株式会社ムーヴ 9200001020035
熟練工の手作業を定圧・定量の研削研磨システム開発で生産
革新！

通常

1153 R121050091 中部 岐阜県 山内歯科多治見おとなこども矯正
ワンデイトリートメントの実現とポストコロナに対応したビジネス
モデルの転換

新特別

1154 R121050097 中部 岐阜県 株式会社メルカート 5200001029724
キッチンカー事業者とイベント事業者を非対面で繋ぐシステム
開発

新特別

1155 R121050099 中部 岐阜県 株式会社明治ベーカリー 7200001016241
コロナに対応する新商品開発・生産性向上・対人接触減少事
業

新特別 岐阜県商工会連合会

1156 R121050100 中部 岐阜県 有限会社ヤマダ精工 6200002019285 変化したガス器具サプライチェーンに順応するための革新 通常

1157 R121050102 中部 岐阜県 株式会社相和コンサルタント 3200001025485
自然災害等の復旧作業に求められる「測量＋設計積算＋工
事」ワンパッケージのサービス展開

新特別

1158 R121050103 中部 岐阜県 株式会社パーチ 9200001014631
物流ダンボールパレットの新商品化とオール自動化製造ライ
ンの構築

通常
公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

1159 R121050109 中部 岐阜県 協業組合土岐高根製陶 3200005008362
陶磁器業界初、革新的なオリジナル４色印刷機導入による多
色絵柄の実現と販路開拓の推進

通常
公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

1160 R121050111 中部 岐阜県 株式会社寺沢製作所 7200001013998
電力業界向けモーターコアー生産から始める一本足経営から
の卒業

通常

1161 R121050112 中部 岐阜県 株式会社Ｆ－ｔｅｃ 2200001034628
コテ作業からの解放！『土間コンクリート均し機』の自社開発
事業

通常 東濃信用金庫

1162 R121050115 中部 岐阜県 ＫＯＨＫＥＴＳＵ　ＤＥＮＴＡＬ　ＬＡＢＯ
デジタル歯科治療に向けた義歯の製作工程の改善と人材育
成システムの高度化

通常 株式会社大垣共立銀行

1163 R121050116 中部 岐阜県 有限会社東濃技工 4200002016400
曲線・円弧加工技術の高度化、特注家具の製造による付加価
値提供

通常 株式会社シャイン総研

1164 R121050117 中部 岐阜県 関兼次刃物株式会社 2200001019257
３Ｄプログラミング自動補正研削機の導入による刃物生産技
術及び一貫生産体制の確立

通常
公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

1165 R121050118 中部 岐阜県 株式会社凰金属工業 5200001015369 制御装置産業分野への新規開拓と量産化にむけた体制整備 通常 岐阜県商工会連合会

1166 R122050001 関東 静岡県 はじめ歯科医院 障がい者・認知症患者様の特化した訪問診療体制の確立 通常 浜松磐田信用金庫

1167 R122050003 関東 静岡県 清水物産株式会社 2080101000798
モルト粕クラッカー等革新的商品の市場投入に向けた生産体
制強化

通常

1168 R122050004 関東 静岡県 檜工業株式会社 9080101004231
取付施工の簡略化と落下防止安全対策を施したユニット型制
気口の試作開発と事業化

通常

1169 R122050010 関東 静岡県 有限会社信和設計 8080102007069
小型レーザースキャナーの導入と活用による業務効率化と働
き方改革

通常

1170 R122050011 関東 静岡県 与一屋
家庭でお店の味を！当店ファンを創造するための配送用生そ
ばの開発

新特別 富士宮信用金庫

1171 R122050012 関東 静岡県 清水モールド株式会社 1080401020415
繊維強化プラスチック成形における省力化・高精度化に向けた
工法転換技術の確立

通常 尾関　俊寿

1172 R122050014 関東 静岡県 和茶倶楽部株式会社 6080001018292 ボトリングティ製造における短納期・品質向上事業 通常 島田掛川信用金庫
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1173 R122050016 関東 静岡県 株式会社塩川光明堂 9080001001907 鏡ガラス加工における小口磨き及び角取り工程の抜本的改革 通常 静清信用金庫

1174 R122050018 関東 静岡県 もちづき歯科医院
３次元カラーＣＴ導入による診断の「見える化」と歯科診断プロ
セスの効率化

通常
補助金活用支援会合同会
社

1175 R122050023 関東 静岡県 株式会社スエヒロ工業 3080101003585
超速硬化ウレタン吹付システム導入による防水工事生産プロ
セスの変革

新特別
グッドブリッジ税理士法
人

1176 R122050024 関東 静岡県 合同会社人生は壮大な暇つぶし 4080403004124
和牛ユッケ専用製造ラインの構築による「こだわりのユッケ」の
提供

新特別 浜松磐田信用金庫

1177 R122050025 関東 静岡県 株式会社ひしだいパックス 2080401017542 超小型ティーバッグ製造技術の確立と働き方改革 通常 浜松磐田信用金庫

1178 R122050030 関東 静岡県 片瀬金属工業株式会社 6080001010761
大型施設等の屋根・外壁工事対応能力を高めるための部材
製造プロセス強化計画

新特別 株式会社静岡銀行

1179 R122050031 関東 静岡県 株式会社扶桑工業 6080001016718
異なる径のパイプ加工における多品種少量短納期への対応
による販売シェアの拡大

通常 しずおか焼津信用金庫

1180 R122050035 関東 静岡県 ゼンウェル・オーダード株式会社 7080401016143
３Ｄプリンター活用による業務フロー改革と生産能力の飛躍的
向上

通常 浜松磐田信用金庫

1181 R122050037 関東 静岡県 株式会社袴田精機 6080401006608
金属組織・素材寸法の異なる難削材に対する精密切削加工の
多能複合自動化技術の開発

通常 豊橋信用金庫

1182 R122050038 関東 静岡県 熱海動物愛護病院
動物病院における治療のデジタル化と高度化による診療提供
体制の変革

新特別 株式会社静岡銀行

1183 R122050039 関東 静岡県 株式会社新日本創研 3080401019298
ＣＦＲＰを革新的な加工技術によって製品化しＥＶ車へ貢献す
る事業

通常

1184 R122050041 関東 静岡県 河野歯科医院
ｄｉｇｉｔａｌ　ｄｅｎｔｉｓｔｒｙの推進により、感染リスクが少なく、障害を
お持ちの方も受診しやすい歯科環境の構築を目指す

新特別 島田掛川信用金庫

1185 R122050044 関東 静岡県 有限会社若杉商店 1080002016655
高レベルな異物除去及び大幅な作業時間の削減による新規
事業への挑戦

新特別 島田掛川信用金庫

1186 R122050047 関東 静岡県 田子歯科診療所
西伊豆における地域包括ケアシステムへの貢献及び低感染リ
スク型歯科医院への挑戦

新特別 株式会社静岡銀行

1187 R122050050 関東 静岡県 浜松委托運送株式会社 9080401004006 物流ＤＸに対応できる新物流システムの構築 通常

1188 R122050051 関東 静岡県 伸東養魚有限会社 9080402009648
「開封してすぐに食べられる」新鮮なヒラメの刺身を全国の家
庭の食卓に

通常 静岡県商工会連合会

1189 R122050052 関東 静岡県 協和鉄工
鋼構造物製品製作・設置施工の品質向上・短納期化による地
域への貢献

通常 島田掛川信用金庫

1190 R122050054 関東 静岡県 株式会社新興 9080001021616 小ロット・飛び込み対応力強化による優位性の向上 通常 しずおか焼津信用金庫

1191 R122050056 関東 静岡県 有限会社市川木材加工所 6080002009200
自社デザインの審美性と空間演出力が高い、住居用デザイン
部材の開発

通常

1192 R122050058 関東 静岡県 森竹工業株式会社 2080001005303 複雑・小型鋼材の穴あけ加工刷新による新需要開拓 通常 静清信用金庫

1193 R122050065 関東 静岡県 株式会社日本ベルト工業 3080101001390
穴あけ加工の機械化に伴う生産性向上による短納期対応の
強化

通常 三島信用金庫

1194 R122050067 関東 静岡県 有限会社飯塚印刷 7080002000397
印刷物生産における独自ＤＸ構築と、非対面ビジネスモデルの
確立

新特別

1195 R122050070 関東 静岡県 有限会社ウッドモデリング相曽 3080402001098
大型化、複雑化、高精密化に対応した大物グラファイト電極加
工技術の確立

通常 浜松磐田信用金庫

1196 R122050072 関東 静岡県 株式会社カネサ大石佐太郎商店 6080001014721 蒲鉾におけるアレンジ潜在ニーズを喚起する新商品の開発 通常

1197 R122050074 関東 静岡県 エナジック株式会社 3080101013386
隔離別棟における健康補助食品の生菌含有製品製造体制構
築事業

通常

1198 R122050076 関東 静岡県 株式会社ナチュラルキッチン 3010401071900 コロナ禍における高機能性食品市場への事業拡大 通常

1199 R122050077 関東 静岡県 株式会社平野興産 1080401010969
弾道測定器を用いた科学的アプローチによるゴルフレッスン方
法の確立

新特別 浜松磐田信用金庫

1200 R122050081 関東 静岡県 曾根工業株式会社 5080401014652
最新計測設備によるプレス加工部品の高度デジタル検査体制
確立プロジェクト

新特別 株式会社フロウシンク

1201 R122050082 関東 静岡県 ＴＯ・ＤＡ・ＭＡＸ株式会社 5080101006966
設備・技術及び管理組織充実をもって車検指定工場として販
路拡大を図る

通常 静岡県商工会連合会

1202 R122050088 関東 静岡県 日本製パン株式会社富士宮工場 9080101011649
パン製造ライン設備変更による生産効率アップ、新製品開発と
異物混入対策の実現

通常 株式会社静岡銀行

1203 R122050089 関東 静岡県 株式会社ホリックス 2080101001755
骨接合用品の多様化の対応に向けた設備投資を実施し技術
力向上を実現する

通常 株式会社静岡銀行

1204 R122050093 関東 静岡県 浜松タイヤセンター株式会社 3080401004135
運送会社等に向けたタイヤ専門の出張メンテナンスサービス
の展開

新特別

1205 R122050097 関東 静岡県 Ｅｘｃｌｏｔｈｅｓ株式会社 2080001018916
集団ウイルス感染を防ぐ次亜塩素酸を活⽤した除菌剤の量産
化

通常 静岡県商工会連合会

1206 R122050101 関東 静岡県 有限会社グロースヴァルト 9080102016291
世界最高峰ハム・ソーセージ製造技術と新商品開発・生産性
向上の実現

通常 株式会社静岡銀行

1207 R122050108 関東 静岡県 港建設株式会社 1080401015175
ＩＣＴを活用した災害対策工事による現場の安全性・生産性向
上への取組みと地域への貢献

新特別 島田掛川信用金庫

1208 R122050111 関東 静岡県 ポラリス株式会社 5080001014210
医薬・健康食品製造装置のデータ収集システム用デモ機の製
作

通常 島田掛川信用金庫

1209 R122050116 関東 静岡県 加藤設計
ダイカスト金型設計の技術承継とリモート打ち合わせ体制の確
立

新特別 浜松磐田信用金庫

1210 R122050120 関東 静岡県 日本高周波技研工業株式会社 8080401003792
高周波誘導加熱コイルというニッチな分野で日本トップクラス
の技術確立

通常 浜松磐田信用金庫

1211 R122050122 関東 静岡県 株式会社マスヤスタジオ 5080401004967 看板製作工程の「デザイン力」強化による新規取引先開拓 通常

1212 R122050126 関東 静岡県 株式会社共立高周波 4080401001461 製造工程のロボット化による第二の収益の柱の確立 通常 浜松磐田信用金庫

1213 R122050127 関東 静岡県 平金産業株式会社 4080001004393
真空凍結乾燥装置導入によるまぐろコラーゲンの生産性と付
加価値向上計画

通常

1214 R122050128 関東 静岡県 株式会社とやま農園 8080401013602 三ヶ日みかんの瓶詰め製造における生産性向上とコロナ対策 通常

1215 R122050130 関東 静岡県 あおい動物病院
かかりつけ医による、二次診療機関に匹敵する画像診断の実
現

通常

1216 R122050131 関東 静岡県 株式会社梅の園 2080401014201
海外原料からの脱却！国産・高品質の紅茶ティーバッグの新
規開発事業

新特別 島田掛川信用金庫

1217 R122050132 関東 静岡県 有限会社松下シート 8080402018889 防水機能を高めた災害訓練用簡易ダミー人形の開発 通常 静岡県商工会連合会

1218 R122050134 関東 静岡県 有限会社エムピーシー 8080002013340
国土強靱化に向けた公共インフラ設備の長寿命化に貢献する
新工法サービスの事業化

新特別 株式会社清水銀行

1219 R122050141 関東 静岡県 デンタルトラストラボラトリー
保険適⽤に対応した次世代の⽩⾊⻭治療のためのオートメー
ション切削による⻭冠製造体制確⽴

新特別 株式会社清水銀行

1220 R122050144 関東 静岡県 株式会社山本自動車 1080001016870
次世代自動車に対応する水性系塗料の対応と生産性向上に
よる地域サプライチェーン構築事業

新特別 株式会社清水銀行

1221 R122050148 関東 静岡県 小嶋デンタルクリニック
訪問歯科診断・治療サービスの強化と一部技工内製化による
短期治療体制の強化

新特別 株式会社清水銀行
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1222 R122050149 関東 静岡県 株式会社静岡県チキンフーズ 2080401016998
オーダーメイド型ラーメンスープ製造に特化した製造プロセス
改善による多品種展開と生産性向上

新特別 株式会社清水銀行

1223 R122050150 関東 静岡県 シャシテック
最新型走行試験装置導入による整備能力３割増強・直販体制
強化

通常 島田掛川信用金庫

1224 R122050151 関東 静岡県 株式会社ＴＫ総建 2080401021404
板金工事業者が手掛ける！繊細かつ複雑形状化に対応した
フレキシブルな曲げ加工技術確立による建築用役物の開発と
高品質化事業

通常 浜松磐田信用金庫

1225 R122050154 関東 静岡県 アオキ歯科
歯科と他の専門医療の融合による当院オンリーワンの治療提
供体制の確立

新特別

1226 R122050164 関東 静岡県 浜松鉄工株式会社 6080401016177
新型ＲＯＶのトルク効率を最大化するトランスミッション部品の
製造

新特別
株式会社コムラッド
ファームジャパン

1227 R122050166 関東 静岡県 有限会社ｉ－ｓｈｉｎ 3080102009623
半導体製造装置の動力負荷を低減する軽量搬送装置の生産
体制構築

新特別

1228 R122050169 関東 静岡県 株式会社門奈木工所 8080401006242
テレワークに特化した　超省スペース　デスクルームの開発と
販売

新特別

1229 R122050170 関東 静岡県 有限会社山下オート商会 7080002015296
福祉車両の整備・改造のノウハウによる海外輸出販売事業の
展開

通常 静岡県商工会連合会

1230 R122050174 関東 静岡県 株式会社ラスター 3080401016122
高精度ゴムパッキンの品質保証体制強化と国内生産回帰へ
の対応

新特別

1231 R122050175 関東 静岡県 株式会社カーメイト松下 6080001014151
建設現場単位の車両及び機械のメンテナンスワンストップ
サービスの展開

新特別 静岡県商工会連合会

1232 R122050176 関東 静岡県 鈴木晒整理株式会社 9080401002471
ビックライズ加工生地の染色安定化と一貫工程による生産性
向上

通常 静岡県商工会連合会

1233 R122050178 関東 静岡県 テラスレーザー株式会社 8120001222929
次世代補修用レーザー溶接機の導入によるニッチ市場への販
路開拓

通常

1234 R122050179 関東 静岡県 株式会社武藤 3080401014514
料亭の味をそのまま全国の食卓へ！割烹料理のニューノーマ
ルへ

新特別 島田掛川信用金庫

1235 R122050181 関東 静岡県 ファースト工芸株式会社 2080001016738
接着工程の合理化による大型建具の新たな生産体制の構築
と売上拡大計画

新特別

1236 R122050184 関東 静岡県 有限会社大管 4080102012915
パーリング加工機導入による生産性向上並びに高精度化の
実現

通常 株式会社静岡銀行

1237 R122050187 関東 静岡県 有限会社加藤木工所 8080002001436 大型コントラクト家具製造の生産性及び審美性向上への挑戦 通常 静清信用金庫

1238 R122050190 関東 静岡県 株式会社Ｋワークス 6080001019737
切断精度誤差の極小化による大型特注家具向け長尺・板厚・
一枚板仕様の木製部材の試作開発

通常 しずおか焼津信用金庫

1239 R122050191 関東 静岡県 株式会社Ａ・Ｑ・Ｍ．Ｃｏｍｐａｎｙ 4080101006819
独自の誤発進抑制装置開発及びＥＣサイト構築による非対面
販売チャネルの構築事業

新特別 株式会社静岡銀行

1240 R122050193 関東 静岡県 株式会社ＪＩＮ 5080401024131
ペットの緑内障治療の新手法！ＭＰ経強膜毛様体光凝固術の
導入

通常 平家　勉

1241 R122050195 関東 静岡県 ３９６Ｊａｐａｎ　ｆｏｏｄ株式会社 1080401024432 静岡発！無添加・国産小麦にこだわった冷凍ラーメンの開発。 新特別 島田掛川信用金庫

1242 R122050196 関東 静岡県 富士製パン株式会社 7080101009439
ご当地パンの「ようかんぱん」の新商品開発と、「フィリング包
み工程」の自動化による生産性向上

通常 静岡県商工会連合会

1243 R122050198 関東 静岡県 株式会社ホンダ 8080101009660
ハーフカット方式の折畳式フリーサイズコンテナと仕切板の開
発と生産販売

新特別

1244 R122050201 関東 静岡県 有限会社ｂｌｕｅｂｅｒｒｙ 3080102012569
看板製菓商品の生産機能分化と生産性向上による通販事業
の全国展開計画

新特別
株式会社さがみはら産業
創造センター

1245 R122050203 関東 静岡県 有限会社駅南デンタルラボラトリー 7080002000892
歯科技工物製作過程のデジタル化による感染症予防対策と
働き方改革の実現

新特別 静清信用金庫

1246 R122050204 関東 静岡県 有限会社燦有機研究所 7080002016542
バイオ炭製造によるＣｏ２固定につながるＪクレジット適用を見
据えた有価物バイオマス発電システム

通常

1247 R122050205 関東 静岡県 有限会社ＣｏＣｏまつくら 8080402022313 死に繋がるがんに対する、県内屈指の高度検査体制の構築 新特別

1248 R122050209 関東 静岡県 深松歯科技工有限会社 3080002011076
ＩｏＴ導入による新製品製造並びに自動化による非対面ビジネ
スの構築

新特別 島田掛川信用金庫

1249 R122050212 関東 静岡県 有限会社甲新クレーン 2080002015771
ウェイトレンタル業界に革命を！超重量級まで対応可能な体
制の構築

新特別 島田掛川信用金庫

1250 R122050213 関東 静岡県 柴田農機 地域農業の課題解決に取り組む新サービスの展開 通常

1251 R122050214 関東 静岡県 有限会社井上シール 8080002012986
高画質デジタルラベル印刷機導入による新しい生活様式に向
けたＭＡＫＥＵＰラベル事業の展開

新特別

1252 R122050218 関東 静岡県 株式会社フジハタ 6080101001074
加工精度向上により新分野である医療機器部品製造への挑
戦

通常 株式会社静岡銀行

1253 R122050220 関東 静岡県 佐藤精工株式会社 7080001001743
複雑高低差形状における高精度化の追求による品質向上と
人材育成による企業価値の向上

通常

1254 R122050224 関東 静岡県 株式会社第一製作所 5080101000977
産業機械用プレス部品の精度向上と高度生産性を実現するた
めの定寸送り装置の試作開発

通常 尾関　俊寿

1255 R122050230 関東 静岡県 有限会社ティークラフト 7080002014125
特許取得した「茶葉加工法」による増産のための圧倒的な生
産ラインの複線化																								

新特別 しずおか焼津信用金庫

1256 R122050232 関東 静岡県 吉川歯科クリニック
川根よ甦れ！中山間地だからこそできる持続可能な未来を創
造する

新特別 島田掛川信用金庫

1257 R122050238 関東 静岡県 株式会社元気広場 4080001012545
「誤嚥性肺炎予防」と「認知症予防」を図る画期的な介護プロ
グラムの開発

新特別 セブンセンス税理士法人

1258 R122050239 関東 静岡県 杉本金属工業株式会社 5080001002231
スキャンカメラを用いた検査工程の革新による高度品質管理
体制の構築

新特別 静清信用金庫

1259 R122050241 関東 静岡県 大石農場ハム工房
高品質かつ長期保存可能な冷凍スライス済み商品の開発と
量産化

通常 静岡県商工会連合会

1260 R122050242 関東 静岡県 株式会社ＤＤＳ 7080001023746
歯科技工士からの補綴物製作における部分的請負サービス
の新規展開への取組み						

新特別 静清信用金庫

1261 R122050245 関東 静岡県 株式会社横山林業 6080101020248
高性能林業機械の導入による生産プロセスの変革と生産性向
上

新特別
グッドブリッジ税理士法
人

1262 R122050247 関東 静岡県 株式会社ワカバ 2080001023288
根強い人気を誇るクラシックカーのレストアにおける完全内製
化への取組

新特別 しずおか焼津信用金庫

1263 R122050248 関東 静岡県 きゆみ歯科クリニック
歯の保存を目指した歯科用レーザーによる痛みの少ない根管
治療の実施

新特別 しずおか焼津信用金庫

1264 R122050253 関東 静岡県 幸歯科医院
咬合不良患者に対する歯科治療の向上及び骨構造矯正治療
を併用した治療体制の確立

通常 三島信用金庫

1265 R122050254 関東 静岡県 株式会社サンテックイシカワ 7080001014836 複雑形状部品に対する品質保証の徹底と検査体制の刷新 新特別 静清信用金庫

1266 R122050255 関東 静岡県 協和工業株式会社 8080401005962
超ハイテン加工におけるシワ・割れ・スプリングバックを制御す
る革新的生産ラインの構築

通常 豊橋信用金庫

1267 R122050259 関東 静岡県 丸政工業株式会社 3080401005216 旋盤加⼯を強化することにより、⽣産量の向上を⽬指す 新特別 小倉　裕樹

1268 R122050261 関東 静岡県 株式会社村松精肉店 6080001005209
倉庫システム導入、設備増強による食品通販事業者向け梱包
発送事業の拡大

通常

1269 R122050268 関東 静岡県 紺屋製紙株式会社 3080101008535
ロール式タオルペーパーの生産プロセス改善と製品バリエー
ションへの対応

新特別 富士信用金庫
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1270 R123050003 中部 愛知県 株式会社大成 1180001014773
技術部での「試加工・試作」の受託による顧客中小製造業の
新規量産部品受注支援

通常

1271 R123050005 中部 愛知県 株式会社アイサン 6180301017769
鶏肉自動カット機導入による新規事業展開と経営基盤強化の
実現

通常
翔陽コンサルティング株
式会社

1272 R123050008 中部 愛知県 安田工機株式会社 1180001052195
複合型研削盤導入によりＥＶ市場向け新型電池缶プレス機製
造実現

通常

1273 R123050013 中部 愛知県 有限会社武山 3180002039561
物流の自動化に資するピッキングロボット用発泡型の高度化
事業

通常

1274 R123050014 中部 愛知県 三好建設工業株式会社 8180301019813
ＧＮＳＳ測量機導入による生産プロセスの改善およびＩＣＴ測量
技術の向上

新特別 浮島　達雄

1275 R123050015 中部 愛知県 佐藤重工株式会社 8180001014544 コロナ禍における大型フレーム等の生産性向上事業 通常

1276 R123050017 中部 愛知県 大和建材工業株式会社 7180001097177
鉄骨格子母屋工法に対応した、今までにない屋根用複合板の
研究開発

通常 愛知県商工会連合会

1277 R123050018 中部 愛知県 ＭＫデンタルスタジオ
口腔内スキャナとデジタルデータ連携による歯科技工の生産
性向上

通常 佐原　啓泰

1278 R123050019 中部 愛知県 有限会社ヤマフジ製茶 8180302026271 スーパーグリーン導入による高付加価値茶製造事業 通常 西尾商工会議所

1279 R123050021 中部 愛知県 株式会社フタバ 2180003000449 精密加工技術の習得によるＥＶ（電気自動車）市場への進出 通常

1280 R123050022 中部 愛知県 デュプロ販売株式会社 1180001038459
非対面営業システム構築によるＯＡ機器・産業用機器販売の
新たなビジネスモデル計画

新特別 株式会社十六銀行

1281 R123050024 中部 愛知県 株式会社ワセイジャパン 8180001104147 革新的なウォータージェット工法による施工体制の構築 新特別 株式会社名古屋銀行

1282 R123050025 中部 愛知県 株式会社ヤマザキ建材 8180301016901
残土処理・過積載問題に資する建設再生土ドライブスルー販
売事業

新特別

1283 R123050026 中部 愛知県 フィリックス株式会社 4180001068305
不動産事業部のＩＴ化促進・一元管理および随時の改修が可
能なシステムの構築

通常

1284 R123050029 中部 愛知県 株式会社三郷製型所 9180001080214 半導体熱処理用装置の大型石膏型の一貫生産体制構築事業 通常 愛知県商工会連合会

1285 R123050031 中部 愛知県 株式会社シムスバイオ 4180001133075
細胞画像検査装置の導入による再生医療向け幹細胞培養の
効率化と品質向上

通常

1286 R123050032 中部 愛知県 有限会社渡辺仏具店 5180002039485 全自動加工機の導入による生産性向上と機会損失の防止 通常

1287 R123050037 中部 愛知県 株式会社嘉藤工業所 7180001014248
リニア中央新幹線など大規模建造物への高強度鉄筋の提供
体制の構築

通常

1288 R123050038 中部 愛知県 合資会社多々内モータース商会 7180303000012
先進安全システムに対応した自動車整備の効率化と新たな点
検サービスの開発

通常 株式会社アイリンク

1289 R123050039 中部 愛知県 株式会社宍戸化成 8180301023121
ハーネスバンド金型の新技術開発による高精度化と生産性向
上の実現

通常

1290 R123050040 中部 愛知県 有限会社メイホウ 2180002019597 新たな生産方式の導入による生産の効率化と営業力の強化 通常 小瀬　岳文

1291 R123050042 中部 愛知県 株式会社トーアクリーン 5180301013166
高性能破砕機導入で生産性を向上し、再生可能エネルギー普
及への貢献を目指す

通常

1292 R123050045 中部 愛知県 有限会社佐藤スプリング製作所 6180002025757
開発サイクルを短縮する自動車業界に貢献する高精度製品
の安定供給体制構

通常 株式会社愛知銀行

1293 R123050047 中部 愛知県 シンニチ工業株式会社 8180301010094
両端面加工自動機導入による多品種の大径薄肉パイプの生
産性向上

新特別

1294 R123050049 中部 愛知県 有限会社サンライト 1180302011107
ブレーキ部品増産とＥＶ市場参入での中期的な経営の基盤づ
くり

新特別

1295 R123050052 中部 愛知県 クレオ株式会社 4200001009628
水循環機構を持つ載置式水遊び遊具の開発と国内製造体制
の新構築

新特別 株式会社名古屋銀行

1296 R123050053 中部 愛知県 株式会社西村工業 7180001099058
ラインの完全自動化を実現するエンジン組立パレット部品供給
事業

通常 座間　裕史

1297 R123050055 中部 愛知県 三晃合成工業株式会社 4180001096438
介護用ベッド精密部品の生産性を向上し介護者・被介護者に
寄与する

新特別 株式会社十六銀行

1298 R123050058 中部 愛知県 株式会社カニエフードサービス 9180001051223
最新の食品専用包装機を用いた新たな包装技術の確立と食
の安全の確保

通常
株式会社シーピーエーコ
ンサル

1299 R123050059 中部 愛知県 前田バルブ工業株式会社 5180001020850
切削工程の自動化により「超」多品種へ対応可能な高効率高
精度製造体制の実現

新特別 株式会社中京銀行

1300 R123050060 中部 愛知県 有限会社はせ川工業 3180302003696
曲げ工程の内製化で一貫生産体制を完成し、高品質と短納期
で新事業に進出

通常

1301 R123050061 中部 愛知県 株式会社イーストテック 1180001064216
コロナ対応向け精密ゴム製品の生産に軸足を置いたビジネス
モデルへの転換

新特別

1302 R123050062 中部 愛知県 有限会社吉川工業 7180002091864
データ連携を中心に自動化・省力化を実現する高度生産体制
の構築

通常 株式会社名古屋銀行

1303 R123050064 中部 愛知県 有限会社浅井畳店 1180302012690
精密な畳製造技術を活かした販路拡大と新たな生産体制構
築の波及効果による相乗効果事業

通常 豊橋信用金庫

1304 R123050065 中部 愛知県 株式会社レッティ 2180001052855 当社製グループウェアのスマートフォン対応及び機能強化 新特別

1305 R123050066 中部 愛知県 株式会社フジコーポレーション 7180301013296
取引先の事業領域拡大に貢献する海外向け飲料水の革新的
生産計画

新特別 株式会社阿波銀行

1306 R123050069 中部 愛知県 東海金属工業株式会社 9180001006912
パイプ全自動加工装置導入による椅子製造工程の革新と労
働環境改善の実現

通常 藤原　和重

1307 R123050070 中部 愛知県 株式会社古井鉄工所 5180001092700
航空宇宙産業及び自動車産業の発展に関わる国家技術（国
力）の底上げ計画

通常

1308 R123050071 中部 愛知県 株式会社山田軽金属製作所 9180001097225
三次元測定器導入による検査時間の短縮と不具合品流出の
撲滅

新特別 岐阜信用金庫

1309 R123050073 中部 愛知県 株式会社マッハゴム工業所 2180001086234
工作機械の高付加価値化に寄与するゴムパッキンの高精度
加工の実現と安定供給体制の構築

新特別 大垣西濃信用金庫

1310 R123050075 中部 愛知県 シーウエーブ株式会社 9180301024894
自動包装機導入による除湿シリカゲルシートの内製化で生産
向上、納期短縮

通常
公益財団法人中部科学技
術センター

1311 R123050078 中部 愛知県 有限会社三翠鋸鋼業所 9180002080675
大型セグメントソーの再研磨加工技術の高度化・自動化による
生産性向上

通常 株式会社大垣共立銀行

1312 R123050080 中部 愛知県 青沼歯科医院
対人接触時間９０％削減！再通院不要（接触回数削減）！「即
日完結虫歯治療サービス」の実現

新特別 豊橋信用金庫

1313 R123050081 中部 愛知県 株式会社近藤印刷 6180001019421
人や社会や環境に配慮したデザインプリント付きエシカルグッ
ズの開発

通常

1314 R123050083 中部 愛知県 株式会社型善 4180001093641
電気自動車部品の対応強化型と部品の一貫生産強化による
売上拡大

通常 株式会社名古屋銀行

1315 R123050084 中部 愛知県 株式会社イシダ 7180001080694
ロボットアームによる技術置換で行う生産性向上と安全対策
の強化

新特別 株式会社名古屋銀行

1316 R123050086 中部 愛知県 吉良開発株式会社 7180301023799
新型選別機の開発による廃棄物固形化燃料の品質・生産性
向上

通常 株式会社アイリンク

1317 R123050089 中部 愛知県 名古屋伸銅株式会社 4180001079129
自動車エンジン部品の加工工程の生産性向上による競争優
位性の確立

通常 瀬戸信用金庫

1318 R123050091 中部 愛知県 共進発条株式会社 1180001014344
ワイヤー加工の高効率生産体制構築による新市場需要への
対応

新特別
株式会社ダイワマネジメ
ント
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1319 R123050097 中部 愛知県 オカウレ株式会社 4180301000314
東海地区初　自動車業界のウレタン部品における新たな生産
体制の構築

通常

1320 R123050099 中部 愛知県 もりウインナー
コロナ禍の宅飲み需要に地元を贈る！地域唯一のソーセージ
職人が担う地元贈答ギフトのサプライチェーン

通常 豊橋信用金庫

1321 R123050101 中部 愛知県 株式会社アチカ機械 3180301012590 液圧プレスブレ－キ導入による板金加工技術の高度化事業 通常

1322 R123050104 中部 愛知県 株式会社ミライヲ 3180001120140 コロナ禍を克服するための柔らか惣菜及び宅配弁当の製造 通常

1323 R123050105 中部 愛知県 つしまスマイル歯科クリニック
歯槽骨再生治療品質の向上と患者様に負担をかけない手術
のためのレーザー治療器の活用

通常

1324 R123050106 中部 愛知県 株式会社尾北 6180001087963
ＥＤＩを利用した「かんばん生産管理システム」の実現による生
産性向上

通常

1325 R123050107 中部 愛知県 堀部デンタルクリニック
ウィズコロナに対応した歯科治療のデジタル化による非接触
型取・非対面発注プロセス構築

新特別

1326 R123050108 中部 愛知県 株式会社ササノ合成 7180301002514
浄水器カートリッジ検査システムのロボット化・ＡＩ化による工程
改革

新特別

1327 R123050114 中部 愛知県 株式会社ユニックス 2180001021273
多色や素材を活かしたデザイン制作物の企画開発で中部地
域の活性化に寄与する

通常 齊藤　祐一

1328 R123050119 中部 愛知県 岡本精工株式会社 6180301013776
精密平面研削盤導入による切削・研削加工ワンストップ生産
体制の構築

通常

1329 R123050124 中部 愛知県 有限会社モリ製作所 3180002012873 高精度曲げ加工品の多ロット生産体制の構築と新規治具開発 通常

1330 R123050125 中部 愛知県 横井クレーン株式会社 3180001029084
安全で工期遅れ防止に努め、狭隘地へ対応した工事法の構
築

通常

1331 R123050126 中部 愛知県 竹練農産
熱水噴流式調理殺菌装置導入による、飲食業から食品製造
業への転換と大幅な生産性向上

新特別 岐阜信用金庫

1332 R123050129 中部 愛知県 株式会社イハラ合成 7180001047388 当社のノウハウを設計に盛り込んだ新型破砕機で生産性向上 通常

1333 R123050130 中部 愛知県 有限会社ソーウィック 6180002062354 手形・足形のオーダーメイド立体ジュエリーの新商品開発 新特別
株式会社ピースマネジメ
ント

1334 R123050131 中部 愛知県 株式会社山田メツキ工業所 6180001023043
検査工程の効率化・高精度・属人化解消に向けた外観検査装
置の導入

新特別 株式会社フロウシンク

1335 R123050132 中部 愛知県 株式会社ＦｒｅｅＤｏｍ 8180001136743 動画を活用した収益性の高い害虫駆除ビジネスモデルの実現 新特別

1336 R123050135 中部 愛知県 株式会社天白製本紙工 4180002021840
地球環境に優しい「循環型社会」実現に向けた、森林を守る５
Ｒ製品生産体制の確立

通常

1337 R123050138 中部 愛知県 株式会社アサヒ超硬工具製作所 5180001018787
電気自動車の需要拡大に対応する高容量パワーリレーに寄
与する事業

通常

1338 R123050141 中部 愛知県 有限会社サンモールド 1180302020751 自動車の軽量化に対応する薄肉樹脂部品の生産強化 新特別

1339 R123050143 中部 愛知県 株式会社ＭＯＴＨＥＲ’Ｓ・Ｉ 9180001107181
オリジナルレトルト食品開発とＯＥＭ事業への新規参入による
販路開拓

新特別 岐阜信用金庫

1340 R123050144 中部 愛知県 株式会社みらいアセット 7180001054987 住まい管理システムによる管理の効率化 新特別 小倉　裕樹

1341 R123050145 中部 愛知県 有限会社エヌエスケイ 6180002074630 高性能ＣＮＣ旋盤導入による売上拡大 新特別 小倉　裕樹

1342 R123050147 中部 愛知県 有限会社木村畳店 8180302015340
全自動平刺・返縫機ロボット導入による薄畳生産体制の強化
を中心とした多様化する畳に対するニーズへの対応

通常 西尾信用金庫

1343 R123050148 中部 愛知県 株式会社コンサルジュ 3180001075806
おうち時間を楽しむ『濃厚チーズケーキ』の冷凍・解凍技術の
開発

新特別

1344 R123050150 中部 愛知県 株式会社石井金型 9180001087993
射出成型機導入による川下統合でＱＣＤ大幅改善と高利益体
質企業を目指す

通常 近藤　紀幸

1345 R123050154 中部 愛知県 神谷デンタルクリニック
歯科技工業務の内製化に向けた高度・革新的生産プロセスの
構築

新特別

1346 R123050160 中部 愛知県 とだ歯科医院 歯科矯正治療における小児無呼吸症候群の改善効果の検証 通常

1347 R123050164 中部 愛知県 株式会社サイドエフェクト 9180001137261
特殊素材の検査強化による国内工場の品質保証の高度化を
実現

通常
株式会社東京経営サポー
ター

1348 R123050165 中部 愛知県 株式会社ネクサス 7180001136414
走行データの利活用による業務改革と高度な運送サービス提
供の実現

新特別

1349 R123050167 中部 愛知県 カーサノバ株式会社 9180001109161
通信技術の進展と顧客ニーズの変化を捉えた高付加価値不
動産事業の実現

新特別

1350 R123050168 中部 愛知県 名東紙工株式会社 6180001013622
環境改善による抗菌薄紙型抜き技術の確立と隣接異業種の
顧客獲得

通常

1351 R123050170 中部 愛知県 藤井歯科医院 新型コロナ禍におけるスムーズな治療提供プロセスへの移行 新特別

1352 R123050171 中部 愛知県 エムアートシール株式会社 5180301009148
フレキシブル印刷機導入による“はがれにくく、はがしやすい”
シール・ラベルの開発

新特別

1353 R123050174 中部 愛知県 ＴＡＫＡＧＩ設計事務所
プリント基板設計業務の効率化と新サービス提供による商品
力強化

通常
株式会社ピースマネジメ
ント

1354 R123050175 中部 愛知県 井ノ口産業株式会社 3180001102709
銅リサイクル工程改革による銅原材料再資源化事業への転
換

新特別

1355 R123050179 中部 愛知県 有限会社サーブ介護センター 5180002078954
クラスター発生を防ぐ！総合管理システムによる低感染リス
ク・業務効率改善

新特別 株式会社名古屋銀行

1356 R123050185 中部 愛知県 Ｄ・Ｈクリエイト株式会社 7200001027767
急速冷凍技術を使ったオンライン食事会向け宅配セットの開
発

新特別

1357 R123050187 中部 愛知県 カナダ株式会社 7180001025113
３Ｄプリンターを導入し銀製品の制作時短と受注拡大と新分野
参入

新特別

1358 R123050189 中部 愛知県 豊田撚糸株式会社 7180001083276
複合機能繊維撚糸加工技術によるホールガーメント事業のＤｔ
ｏＣ販路開拓

新特別

1359 R123050191 中部 愛知県 建築板金丸山
生産性と作業品質をアップさせ、新水切りの開発及び大型リ
フォーム案件の獲得！

通常

1360 R123050192 中部 愛知県 ほりい歯科クリニック
手術の効率化と品質向上による、専門性の高い口腔外科治
療の提供体制の強化

新特別 有限会社竹内総合研究所

1361 R123050196 中部 愛知県 株式会社共栄金属工芸社 6180001000315
小型締結用部品の開発による工程削減と省人化生産体制の
実現

新特別 春日井商工会議所

1362 R123050197 中部 愛知県 株式会社シマテック 6180301020830
企業変革力強化事業！最新３Ｄプリンター導入でドアトリム製
造のワンストップサービスを確立

通常 株式会社名古屋銀行

1363 R123050199 中部 愛知県 株式会社名古屋ゴルフトレーニング 4180001125997
デジタル技術とビジネスモデルで他社差別化するオンラインヨ
ガスタジオの構築

新特別

1364 R123050204 中部 愛知県 有限会社キクチ測量設計 7180002088472
災害復旧工事に求められる迅速かつ高精度な測量サービス
の展開

新特別

1365 R123050206 中部 愛知県 カワイ歯科
歯科治療の付加価値向上と対人接触の減少を同時に実現す
るＤＸの取組

新特別

1366 R123050209 中部 愛知県 内藤鉄工所
難切削材である⽩銑を⽤いた⻑尺ガイドローラーにおける旋
盤加⼯の⽣産性向上

新特別 小倉　裕樹

1367 R123050210 中部 愛知県 ひおき歯科
新型コロナの感染リスクを低減する新たなデジタル歯科治療
サービスの実現

新特別 株式会社大垣共立銀行
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1368 R123050212 中部 愛知県 株式会社レリーフ 4180301033215
耳道内腫瘤の革新的治療技術構築による耳科診療プロセス
の高度化事業

新特別

1369 R123050214 中部 愛知県 有限会社尾崎金型 2180302027473
自動車自動運転技術向上に寄与する測定技術の開発による
車載用ミリ波レーダー向け金型受注事業

通常

1370 R123050219 中部 愛知県 有限会社シーク 1180002080014
「放射線治療」という画期的治療法の確立によりペットのがん
完治を目指すプロジェクト

新特別

1371 R123050223 中部 愛知県 有限会社テック 3180002090151
インプラント治療における歯科技工物製造のためのシミュレー
ションと製造工程の効率化

通常

1372 R123050227 中部 愛知県 有限会社日吉金型 7180302002471
型彫り放電加工機導入によるインシュレータ用金型製造での
新生産方式の実現

通常

1373 R123050229 中部 愛知県 べっぴんプラス株式会社 7180001109378
食事指導のパーソナルカウンセリングを非対面で可能になるＡ
Ｉシステムの開発

新特別

1374 R123050236 中部 愛知県 有限会社壱武工業所 1180302027251
最新電動射出成形機の導入による家電樹脂部品の生産体制
の構築および新規受注獲得

新特別

1375 R123050238 中部 愛知県 株式会社三河鉄工 4180001062324
既存事業拡大と新市場開拓による多角化に向けた金型の生
産体制構築

新特別 岡崎信用金庫

1376 R123050239 中部 愛知県 有限会社クリア・キラ 5180302026695 車体の軽量化に向けた樹脂成形部品の生産ライン構築 通常

1377 R123050240 中部 愛知県 株式会社稲葉家 9180001131306 急速冷凍技術による通販・テイクアウト用からあげの商品開発 新特別

1378 R123050244 中部 愛知県 池田金型工業株式会社 6180001014034 ⾦型と射出成形の⼯夫で⼩ロット射出成形を実現する事業 通常

1379 R123050247 中部 愛知県 サトウグラビア株式会社 8180001130812
伸縮する特殊資材の張力検知機能向上と高度な機械制御の
実現

通常

1380 R123050249 中部 愛知県 アルード株式会社 6180001098622 Ｒ面取り加工の生産性向上 通常 水野　正勝

1381 R123050251 中部 愛知県 有限会社中部旭 3180002069443
万能型レッカー導入による、電気自動車にもやさしいロード
サービスを実現

新特別

1382 R123050253 中部 愛知県 株式会社アイリン精工 1180301011504
自動車用クラッチ部品加工の高精度化とバラツキ低減による
工程革新

新特別 岡崎信用金庫

1383 R123050256 中部 愛知県 大塚鈑金工業株式会社 4180001006173 台風による被害を防ぐ高性能外壁材の生産能力拡大 新特別 岡崎信用金庫

1384 R123050257 中部 愛知県 ヨネスチール工業株式会社 7180301022784
自動バリ取り機導入による高精度、均一製品の提供とリードタ
イム短縮による生産工程の再構築

通常 西尾信用金庫

1385 R123050259 中部 愛知県 株式会社松寿 2200001020941
巣ごもり需要を狙った総菜販売ＥＣ化及び食品冷凍技術の獲
得事業

新特別
株式会社エベレストコン
サルティング

1386 R123050260 中部 愛知県 株式会社ソクト 4180302008752
災害現場の現況測量を遠隔連携力で超高速化する３Ｄ測量技
術革新

新特別 岡崎信用金庫

1387 R123050263 中部 愛知県 株式会社サカエプレス 4180001098608
タッピングマシン導入による、生産効率改善と次世代エネル
ギー車市場への進出

新特別 座間　裕史

1388 R123050268 中部 愛知県 又一繊維工業協同組合 4180305004055
中国から輸入依存を脱却し２割以上高強度・高耐久化する繊
維を内製化する

通常 蒲郡信用金庫

1389 R123050269 中部 愛知県 株式会社永田屋 2180301001495
需要抽出効果を生むタッチ式案内パネル設備による新たな商
品提供方式の導入事業

新特別

1390 R123050270 中部 愛知県 有限会社渥美商会 5180302017637 圧縮機導入による圧縮作業の内製化と新規顧客の開拓 通常

1391 R123050271 中部 愛知県 株式会社中部シイアイシイ研究所 5180301006260
ダイバーシティ推進へ、ＩＣタグによる革新的クリーニングサー
ビスの展開

新特別
株式会社ダイワマネジメ
ント

1392 R123050272 中部 愛知県 株式会社北城屋 6180301012811 地域銘菓の日持ち向上による新販路開拓 通常 碧海信用金庫

1393 R123050273 中部 愛知県 桜井興産株式会社 2180001014517
熱処理ライン検査⼯程合理化による品質保証体制構築および
⽣産性向上

新特別

1394 R123050274 中部 愛知県 ＫＯＭＡＨＯＴＥＬ合同会社 5180003017523
空き家再生の授業をアプリケーション導入により非対面化する
事業

新特別

1395 R123050275 中部 愛知県 有限会社ムツミ理工 6180002007243
最新ＮＣルーター導入による殺菌装置・タンク製品の精度向上
と短納期の実現

新特別

1396 R123050276 中部 愛知県 ＧＭ総合事務所
人×テクノロジーによる測量の迅速化対応及び業務効率化事
業

新特別 尾西信用金庫

1397 R123050277 中部 愛知県 株式会社ヒロ木工 5180001116327
高周波フラッシュ接着機の導入による短納期化に向けた生産
プロセスの改善

通常

1398 R123050282 中部 愛知県 株式会社アイシー 5180001107879
営業支援システムの開発による宅地取引の効率化と非対面
化の推進

新特別

1399 R123050283 中部 愛知県 東海スマート企業グループ株式会社 8180301014392 建設管理システム構築による販路開拓とテレワークの促進 新特別 座間　裕史

1400 R123050285 中部 愛知県 有限会社てらかど動物病院 8180002060851
重度呼吸器疾患ペットの救命率を向上させる先進医療体制の
構築

新特別

1401 R123050287 中部 愛知県 株式会社日下歯車製作所 3180301020882
自動両面取り機導入による生産性向上・低コスト化・安定品質
の実現

新特別
公益財団法人中部科学技
術センター

1402 R123050291 中部 愛知県 有限会社森山環境科学研究所 2180002029324
遠隔操作技術を活用した完全非対面型空間ＰＣＲ検査技術の
確立

新特別

1403 R123050294 中部 愛知県 東海タイプ商会
生産プロセスの改善により新たな商品を作り出し、事業存続の
ため再構築を図る事業計画

新特別

1404 R123050297 中部 愛知県 有限会社クズハラゴム 4180302016598
ゴム製品の試作用金型製造技術の開発による、試作開発サ
イクルの短縮と提案型営業体制の強化

新特別

1405 R123050299 中部 愛知県 グランデインターナショナル株式会社 6180001063361
科学的メソッドによる健康寿命増加のための革新的なトレーニ
ングシステムの導入

新特別

1406 R123050301 中部 愛知県 谷脇工業株式会社 5180301013042
世界戦略車向け精密増面金型の効率的試作と品質保証体制
の確立

通常 佐原　啓泰

1407 R123050304 中部 愛知県 株式会社イロハ巧芸舎 4180001000143
高性能な高周波ウェルダー導入によるマチ付き車検証入れの
新たな生産体制の確立

通常
株式会社ＫＳビジネスコ
ンサルティング

1408 R123050305 中部 愛知県 株式会社デジタルプランニングラボ 9180001126578 緊急時安否確認解析通知システムの開発 新特別

1409 R123050307 中部 愛知県 株式会社ウエダ食品 3190001012139
コロナ禍を逆にチャンスとして捉え、外食から内食需要対応に
ビジネスモデルの転換

通常 三重県商工会連合会

1410 R123050312 中部 愛知県 株式会社ＧＰＡＨ 1180001136709
動物における最先端整形外科医療「最少侵襲骨折整復術」の
開発

新特別

1411 R123050313 中部 愛知県 株式会社石川商店 5180001062612
食品ロスとインバウンドロスに寄与する「業界初の認定蒟蒻の
少量サイズ量産計画」

通常 株式会社名古屋銀行

1412 R123050315 中部 愛知県 大森株式会社 8180001029740 円筒クリアケース製作における効率化及び付加価値創造 通常 株式会社十六銀行

1413 R123050316 中部 愛知県 株式会社ユーエイエム 7180001087731
異物混入リスクの大幅低減で実現する介護・幼児食市場への
参入計画

通常

1414 R123050317 中部 愛知県 近藤幹泰
ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による生産性の向上及び銀歯への
対応

通常 蒲郡信用金庫

1415 R123050318 中部 愛知県 株式会社大林テクノ 9180301012742
高性能測定機器の導入による高精度な品質保証体制の構築
と精密加工部品の精度向上

通常

1416 R123050320 中部 愛知県 協和建装株式会社 5180001119016 防水工事事業者が挑む新たな外壁調査技術の導入 新特別 長井　寿郎
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1417 R123050322 中部 愛知県 株式会社平山商会 2180001097207 地元企業と連携した缶詰商品による新ビジネスの展開 新特別

1418 R123050323 中部 愛知県 東陽住建株式会社 9180001083225 仮想タウンとＶＲ体験による木製品の新たな需要の取り込み 新特別

1419 R123050324 中部 愛知県 株式会社味和居 8180001058707
「極上人気ホルモンの冷凍商品化」に伴う食肉加工の高生産
体制の構築

通常 株式会社名古屋銀行

1420 R123050327 中部 愛知県 株式会社ブリッジクリエイティブフーヅ 5180001077890 嗜好性を向上した全粒粉１００％の食パンの開発と量産化 新特別

1421 R123050328 中部 愛知県 株式会社イクタ 1180001034103
コロナ時代における持続可能性のある非対面型営業スタイル
の確立

通常

1422 R123050330 中部 愛知県 株式会社雄山 7180001098217
天井クレーンを設置し当社の高い技術力を発揮し販路拡大を
図る

通常

1423 R123050332 中部 愛知県 株式会社林シャーリング 2180001093412
バリ取り工程の機械化によるコスト削減と生産性向上による短
納期化の実現

通常 ミッドランド税理士法人

1424 R123050333 中部 愛知県 株式会社いせむつ 3180001117946
ｅスポーツを通したプロモーション戦略の提案による収益力向
上

通常

1425 R123050334 中部 愛知県 水野板金有限会社 9180302018994
５Ｇ産業向けチップマウンタにおける、エンボス溶接技術の高
度化によるサプライチェーン最適化

新特別 碧海信用金庫

1426 R123050336 中部 愛知県 山田産業株式会社 5180001081100 ２気筒エンジンの開発 新特別 小倉　裕樹

1427 R123050341 中部 愛知県 合同会社Ｄｅｌｉｇｈｔ 5170003001536
モデルレス製作によるコロナ型短納期工法とリモートワーク推
進事業

通常

1428 R123050342 中部 愛知県 合同会社ドリーム 6180003014239 焼成技術の高度化による陶磁器半製品の歩留率向上 通常 瀬戸商工会議所

1429 R123050343 中部 愛知県 株式会社スリーエムエス 4180001114728
国際連合工業開発機関登録製品のＳａａＳ化による国内外の
ＳＤＧｓ投資の取り込み

新特別 若杉　拓弥

1430 R123050344 中部 愛知県 株式会社三精 5010501004840
産業用ボールの乾式リサイクル技術高度化にによるリサイク
ルビジネスの拡大

通常 朝日信用金庫

1431 R123050346 中部 愛知県 横山興業株式会社 3180301019537
協働ロボットと手作業の組み合わせによる溶接工程の生産プ
ロセス改善

新特別

1432 R123050348 中部 愛知県 有限会社タイム技研 6180002023785
姿を変える自動車開発に必要な、試作品検査治具供給体制
の強化

新特別

1433 R123050349 中部 愛知県 株式会社フードサービス 4180001058025
コロナ禍にも外食の楽しみを！レトルト製造プロセスの高度化
と新商品開発！

通常

1434 R123050352 中部 愛知県 株式会社昇栄化成 1180001086433 アナログ工程をデジタル化し、革新的な生産工程を開発する 通常

1435 R123050353 中部 愛知県 株式会社アコモ 8180001027752 新たな製造工程による短納期化と極小ロット生産の確立 通常

1436 R123050357 中部 愛知県 株式会社メイク 3180001056038 ＩＯＴ活用による成形現場課題解決と生産プロセス最適化事業 通常

1437 R123050358 中部 愛知県 株式会社青山 6180001092906
効率的かつ安全な業務改善により生産性及び従業員満足を
高める新たな生産ラインの構築

通常

1438 R123050365 中部 愛知県 中川倉庫名古屋株式会社 7120001212204
ドローンを活用した太陽光発電システムの点検サービスの展
開

新特別 株式会社ゼロプラス

1439 R123050367 中部 愛知県 株式会社カトー鋸 9180001006235
ＷＩＴＨ　コロナ対応！鉄鋼業界への大型丸鋸再生研磨の内製
化への挑戦

通常 名古屋商工会議所

1440 R123050372 中部 愛知県 株式会社城山 8180001079554
保護フィルムの狭幅長尺品の一貫生産体制の構築による市
場開拓

通常

1441 R123050373 中部 愛知県 株式会社服部商会 6180001096592 ＳＤＧｓに対応した、持続可能な切削加工への貢献 通常

1442 R124050002 中部 三重県 有限会社黒田製作所 1190002023723
スーパーエンプラ樹脂成形用金型に対応した最適加工方法の
確立

通常 三重県商工会連合会

1443 R124050004 中部 三重県 有限会社高橋工業所 6190002020914
ＣＮＣ旋盤導入による、ロット生産品の需要に対応する為の生
産プロセス改善

新特別

1444 R124050007 中部 三重県 株式会社ＮＥＸＴＩＳ 3190001017988
高精密研削盤導入による大型金属部品加工の革新的な生産
体制の構築

新特別

1445 R124050009 中部 三重県 第一熱処理工業株式会社 3040001017730
自動車・産業ロボットの重要部品材料熱処理の生産性・品質
の向上

新特別

1446 R124050011 中部 三重県 株式会社フォーレスト 6190001010791 究極の小型、軽量モルタルコンクリート吹付機導入資金 通常 三重県商工会連合会

1447 R124050013 中部 三重県 エイベックス株式会社 3180001009862
脱炭素社会実現支援　電動車推進に向けた精密切削加工部
品の開発

通常

1448 R124050017 中部 三重県 市野建具店
組子のデザインおよび技術を採り入れた規格品建築内装材の
新規開発

通常

1449 R124050019 中部 三重県 有限会社かねいわ 2190002010159
自動選別システムを構築し、業務効率化に伴う鮮度維持と生
産性向上を図る

通常 三重県商工会連合会

1450 R124050020 中部 三重県 活水プラント株式会社 5190001014587
精密加工の内製化を図り生産性向上・納期短縮・コスト削減を
行う

通常

1451 R124050023 中部 三重県 株式会社ダイギ 8190001010773
独自カタログＥＣサイトとオリジナル商品の開発による販路拡
大

新特別 株式会社百五銀行

1452 R124050024 中部 三重県 株式会社松岡養鰻 6190001011583
有線式ＤＯセンサーモニタリングシステムの導入による生産性
向上

通常 三重県商工会連合会

1453 R124050026 中部 三重県 株式会社ミソノメデイカル 2190001016479 動物病院向けＸ線撮影コンテナの開発 新特別
株式会社ピースマネジメ
ント

1454 R124050029 中部 三重県 アジアコンサルタント株式会社 8190001011251
構造物・プラント設備をＣＡＤデータ化する３次元測定・計測
サービスの展開

新特別

1455 R124050034 中部 三重県 株式会社エール 4190001009150
自動車・航空機向け精密加工部品の高精度化と低コスト化を
同時に実現するプロセスイノベーション

通常 北伊勢上野信用金庫

1456 R124050037 中部 三重県 デイ・プラフト
ロボドリル導入による多面加工の生産性向上と難加工素材へ
の対応

通常 名張商工会議所

1457 R124050039 中部 三重県 有限会社アトラス 6190002015220
最新式レーザーとドローンの複合導入による地形測量高度化
事業

通常

1458 R124050043 中部 三重県 株式会社ＳＡＤ 1360001024119
最新型ミリングマシンシステム導入による義歯デザイン作業の
遠隔化と作業効率向上

通常

1459 R124050044 中部 三重県 マルヒ海草株式会社 7190001016318
カラー色彩選別機導入で生産プロセス改善と増産体制を強化
させ販路を拡大する

通常 株式会社アスライト

1460 R124050046 中部 三重県 有限会社進栄軒 1190002020431
もち小麦を用いた、「もちもち食感」と「商品形状の均質化」を両
立する食パン製造設備の導入

通常

1461 R124050047 中部 三重県 株式会社松本無線音響設備 9190001001004
ＬＥＤビジョンによるポストコロナに対応した高付加価値サービ
スの展開

新特別 浮島　達雄

1462 R124050048 中部 三重県 株式会社世古工務店 5190001005140
ＳＥＫＯスクリューパイル工法の普及に向けた新たな製品開発
事業

新特別 浮島　達雄

1463 R124050050 中部 三重県 エムツー
最新レーシングシミュレーター導入による育成の高度化および
ｅスポーツ業界への参入

新特別

1464 R124050055 中部 三重県 有限会社東海樹脂加工 5190002014157 感染症・超高齢化対策紙巻器の量産化 新特別

1465 R124050059 中部 三重県 有限会社トキワ製作所 3190002016898
取引先の国内回帰に対応する金型の三次元加工による革新
的なプレス加工生産体制の構築

新特別
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1466 R124050063 中部 三重県 有限会社ミエテック 3190002007451
大型プレス機導入による複雑精密プレス金型等の生産性向上
と短納期の実現

新特別 浮島　達雄

1467 R124050066 中部 三重県 アクリポイント
レーザーマーカーを用いた３次元形状ウインドスクリーンへの
印字

通常

1468 R124050068 中部 三重県 株式会社アイリック 1190001015804 可変印字シールラベルの生産プロセス強化 新特別

1469 R124050070 中部 三重県 株式会社渡辺商店 1190001016819
砂煎機導入により油を一切使わない健康志向製品開発で売
上大幅ＵＰ！

通常

1470 R124050071 中部 三重県 株式会社秀英 5190001018852
食品ロスを防げ！刻みネギの消費期限を１日延ばす生産性革
命への挑戦！

通常 花木　栄治

1471 R125050001 近畿 滋賀県 株式会社ケイズプランニング 4160001012470
画像解析機器等ＩＴ活用による既存プラント配管設計納期の短
縮化

新特別
ウィズ経営コンサルティ
ング株式会社

1472 R125050002 近畿 滋賀県 株式会社みつや 4160001016942
綿布団専門コインランドリーによる睡眠の質を向上させるサー
ビスの開発

新特別
ウィズ経営コンサルティ
ング株式会社

1473 R125050003 近畿 滋賀県 株式会社安土産業 4160001011134
再生プラスチック利用増加に向けた再生ペレット生成技術の進
化計画

新特別 株式会社京都銀行

1474 R125050004 近畿 滋賀県 株式会社ネオサポート 7160001017384
新土壌汚染対策工事及び内製化割合の向上による安定供給
体制の構築

通常 株式会社滋賀銀行

1475 R125050005 近畿 滋賀県 株式会社浅尾 3160001007926
木製ブロック「ズレンガ」の生産能力拡大と品質向上による売
上高拡大

通常 長浜商工会議所

1476 R125050006 近畿 滋賀県 一味屋
地域観光消費額に貢献する地元特産品の試作・量産体制の
構築

新特別 株式会社エフアンドエム

1477 R125050007 近畿 滋賀県 アトリエ０２ 手術・検査シミュレーターの開発における生産プロセス改善 通常 滋賀県商工会連合会

1478 R125050009 近畿 滋賀県 株式会社アズマ 8160001000026 ＲＣ構造物の長寿命化に貢献する、ビジネスモデルの変革 通常 滋賀県商工会連合会

1479 R125050012 近畿 滋賀県 マルタ工業株式会社 6160001005324
福祉施設向け建具や家具の高品質化及び高効率生産の実現
による受注安定化への取り組み

通常

1480 R125050014 近畿 滋賀県 株式会社銀工房 3160001002308
企画提案力強化と柔軟な生産体制構築により攻めの組織文
化へ変革

通常 滋賀県商工会連合会

1481 R125050015 近畿 滋賀県 滋賀製パン株式会社 7160001002188
市場ニーズ変化への対応と自社ブランド力強化のための新
サービス開発

通常 滋賀県商工会連合会

1482 R125050016 近畿 滋賀県 株式会社竹内工業 7160001007278
ベンダー導入による生産効率向上および検査機器用精密板
金の増産体制の構築

新特別 株式会社ゼロプラス

1483 R125050017 近畿 滋賀県 有限会社ガレージライフ 2160002006077
少数精鋭企業が挑む先進安全自動車の整備技術確立による
地域同業者との協業発展計画

新特別 株式会社滋賀銀行

1484 R125050019 近畿 滋賀県 日本黒鉛工業株式会社 7160001001495
蓄電池関連、高機能黒鉛塗料の高品質を確保した生産工程
の確立

通常

1485 R125050021 近畿 滋賀県 株式会社共和製作所 3160001009872
最新ＣＮＣ旋盤導入による生産性向上と最適一貫生産体制の
構築

新特別

1486 R125050022 近畿 滋賀県 株式会社リスペクト 1120101047381
滋賀県産有機果実による酵素飲料の多品種化と生産性向上
の取り組み

通常 滋賀県商工会連合会

1487 R125050023 近畿 滋賀県 株式会社クオーレ 4130001056306
見込生産体制構築でバウムクーヘン製造の生産性向上と新
製品製造

通常 小山　敏

1488 R125050025 近畿 滋賀県 株式会社シンセイ 2160001008363
立形マシニングセンタ導入による長尺加工技術の高精度化及
び生産性向上

通常

1489 R125050028 近畿 滋賀県 サンオクト株式会社 1160001006649
生産性向上を目的とした自社開発異形電子部品自動挿入装
置の導入

通常

1490 R125050029 近畿 滋賀県 株式会社ヒョーシン 4160001007891
ＳＮＳプロモーション時代の店舗が映えて集客できる美しい感
染症対策パネルの開発

新特別

1491 R125050030 近畿 滋賀県 株式会社梅久 1160001012300
アドベリーを中心とする多様な商品の試作品開発とジャムの
商品化

新特別 滋賀県商工会連合会

1492 R125050031 近畿 滋賀県 壽木材工業株式会社 5160001000714
ロボット導入によるプロセス改善でコロナ対策と生産性向上計
画

新特別

1493 R125050033 近畿 滋賀県 樋口登記測量事務所 最新測量機器導入による新たな調査・測量業務の展開 新特別 滋賀県商工会連合会

1494 R125050044 近畿 滋賀県 株式会社総合近江牛商社 5160001022584
急速冷凍技術の導入による近江牛の高品質化、全国への店
舗展開

新特別

1495 R125050046 近畿 滋賀県 近江工業株式会社 4120001014446
溶接ロボットによる大電流導通用銅製品の多品種少量生産の
革新

通常

1496 R125050048 近畿 滋賀県 エムズテック株式会社 6160001007568 米飯の盛付装置へ容器・シートを自動供給する装置の開発 通常 東京中央経営株式会社

1497 R125050049 近畿 滋賀県 八日市電子工業株式会社 6160001010299
次世代の電子部品向け熱処理装置の高品質化・需要増に対
応するための設備投資計画

新特別

1498 R125050050 近畿 滋賀県 サクセスＥＮＧ株式会社 4160001020523 ３Ｄスキャナ導入による測量・図面作成業務の超効率化 通常

1499 R125050057 近畿 滋賀県 餃子バル　デコマル
パリッと食感はそのままに、品質向上させた自慢の餃子を非
対面で販売！

新特別 株式会社シャイン総研

1500 R126050001 近畿 京都府 三省工業株式会社 1120901010968
粉末成型プレス導入によるスカイビングカッター成型体の量産
体制確立

通常

1501 R126050003 近畿 京都府 株式会社山佐シヤーリング工場 8130001030513 金属板加工の「厚さ＋精度」向上による新市場進出事業 通常 京都中央信用金庫

1502 R126050004 近畿 京都府 野﨑工業株式会社 7130001039084
国内外からの受注増に備えた鉛電極等の高精度化と属人対
応からの脱却による生産性向上計画

新特別 シェアビジョン株式会社

1503 R126050006 近畿 京都府 株式会社プラウド 1160001011748
単結晶ゲルマニウム及び単結晶シリコンのモールド成形の実
用化

通常

1504 R126050007 近畿 京都府 株式会社松村 4130001003844
測色及び表色能力の向上に取組み試染工程の効率化による
染色提案力向上計画

新特別 株式会社京都銀行

1505 R126050008 近畿 京都府 宝梱包株式会社 7130001014979
高品位化粧箱の製品開発、及び既存梱包ケース・輸送パレッ
ト生産効率の向上

通常

1506 R126050009 近畿 京都府 株式会社田中製作所 6130001031042
金属から樹脂への素材切り替えによる需要が増加する生産装
置等の価格低減計画

通常 株式会社京都銀行

1507 R126050011 近畿 京都府 株式会社アルファ 1130001043026
多様性が増す役物板金内製化によるＱＣＤＳの向上及び競争
力強化

通常 京都府商工会連合会

1508 R126050015 近畿 京都府 リードインスペクト株式会社 1130001057959
革新的測量技術で生産性の向上と非対面旅行サービスを支
援

新特別

1509 R126050017 近畿 京都府 株式会社Ｓ・ＷＡＶＥ 8130001034159
マシニングルータ導入による半導体設備市場向け生産力強化
と加工機能向上

通常 京都中央信用金庫

1510 R126050018 近畿 京都府 株式会社ビーエムジー 4130001011509
新設備導入による革新的医療用接着剤ＬＹＤＥＸⓇの量産体
制構築

通常
公益財団法人　京都高度
技術研究所

1511 R126050019 近畿 京都府 株式会社ケイジパック 9130001010506
精密部品用多品種生産に対応する規格外段ボールの革新的
加工体制

通常

1512 R126050021 近畿 京都府 山内通信建設株式会社 5130001013454
メタルケ－ブル撤去及び光ケ－ブル新設工事の生産性向上
の構築

新特別 京都中央信用金庫

1513 R126050022 近畿 京都府 株式会社大西製作所 6130001027180
移動型エックス線医療機器向け収束電極部品の受注増に対
応した生産体制確立計画

新特別

1514 R126050024 近畿 京都府 北山貿易株式会社 2130001054344
ホテル事業のＩＴ推進による省力化と顧客満足度の向上による
経営基盤の強化

通常
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1515 R126050028 近畿 京都府 エードス株式会社 4130001025260
鉄骨接合部の施工省力化のための回転プラグ摩擦溶接機の
試作開発

通常

1516 R126050029 近畿 京都府 土地家屋調査士平沼康宏事務所
ＧＰＳを使った山林や田畑の測量で円滑な相続をサポートする
サービス

新特別
ウィズ経営コンサルティ
ング株式会社

1517 R126050030 近畿 京都府 株式会社三源庵 7130001028095
焼成技術高度化・生産効率化・台湾カステラＥＣ販売で事業モ
デル転換

通常 京都中央信用金庫

1518 R126050034 近畿 京都府 株式会社リーフ 1130001008862 複数素材へのデジタルプリント技術の確立 通常

1519 R126050041 近畿 京都府 株式会社岩本亀太郎本店 7130001057375
抗ウイルス活性の高い、より高品質な柿渋製品の生産システ
ム開発

通常

1520 R126050042 近畿 京都府 豊和堂株式会社 7130001032238
若年層向けのサスティナブルな商品開発と伝統技術のデジタ
ルアーカイブ化

通常

1521 R126050045 近畿 京都府 株式会社Ｄｅｎｔａｌ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ　ＤｏＳ 5130001056890
審美性を高めた上顎狭窄歯列に対応する新・床矯正器具の開
発事業

通常 アイアンドアイ株式会社

1522 R126050047 近畿 京都府 さがのあおい歯科
ＣＡＤ／ＣＡＭ設備の活用による、ビジネスモデルの転換を通じ
た即日補綴治療の実現

新特別

1523 R126050055 近畿 京都府 株式会社カリス 5130001045563
歯科技工設備の導入によるデジタル化・生産性向上・高精度
化の実現

新特別

1524 R126050056 近畿 京都府 安井歯科医院
事業承継を意識した院内体制の構築とインプラント治療に必
要な歯科技工物の内製化によるビジネスモデルの転換

新特別

1525 R126050057 近畿 京都府 みゆき歯科
地域高齢者の健康を守る！医科連携と高度インプラント設計
により実現

新特別 京都中央信用金庫

1526 R126050059 近畿 京都府 株式会社ゲートジャパン 3130001026854
タイ進出⽇系企業に⾼精度⾦型部品を提供するための検査
体制⾼度化計画

通常

1527 R126050060 近畿 京都府 株式会社ＫＦＪ 1130001025560
理美容業界の課題を解決！美容師育成動画配信型ｅラーニン
グ事業の開始。

新特別

1528 R126050065 近畿 京都府 有限会社吉江染工場 3130002008133 「モダンアート調の着物衣装」新たな着物作成技術の確立 通常

1529 R126050066 近畿 京都府 浅田まひろ歯科医院
全治療プロセスでマイクロスコープを用いる治療品質向上と予
防の徹底

新特別

1530 R126050067 近畿 京都府 ＮＬｂ
ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による非金属技工物作製工程の確
立と生産性の向上

通常
有限会社サステイナブ
ル・デザイン

1531 R126050069 近畿 京都府 株式会社大興電気 6130001014914
感染リスクを低減させる遠隔で実行可能な革新的な点検測量
の実現

新特別

1532 R126050071 近畿 京都府 ベッツ・ホリゾン株式会社 1130001051895
ペットに対する府内屈指の呼吸器科実現に向けた革新的プロ
ジェクト

新特別

1533 R126050072 近畿 京都府 西村製作所
３軸複合旋盤導入による産業機械部品製造サプライチェーン
毀損への対応

通常 京都府商工会連合会

1534 R126050074 近畿 京都府 ｙｏｓｈｉｋｏ歯科クリニック ヘルスケアＤＸによる健康長寿社会の実現 新特別 税理士法人みらい経営

1535 R126050075 近畿 京都府 株式会社空間精度研究所 6130001064777
最新鋭レーザー測定器の導入による新たな測定体制の構築と
売上拡大計画

新特別

1536 R126050076 近畿 京都府 株式会社京都府天田郡みわ・ダッシュ村 8130001042137
衛生管理の徹底したジビエ加工場新設と食材販売ＥＣサイト
の構築

新特別

1537 R126050079 近畿 京都府 広田工業株式会社 5120001050531
３密を避ける製造環境の構築とサプライチェーンの毀損等に
対応する曲げ高度化事業

新特別 松下　隆信

1538 R126050080 近畿 京都府 エスピーツール株式会社 4130001047833
外注生産から自社生産への体制転換によるスプリング加工
ツール製造能力強化計画

新特別

1539 R126050081 近畿 京都府 池田ルーフテック株式会社 5130001053302
板金加工の完全内製化と業務の集約化による競争優位性の
確立

通常

1540 R126050082 近畿 京都府 株式会社藤木友禅型製作所 8130001001761
高性能製版装置と熟練のトレース技術の融合による、品質と
生産性の同時向上

新特別

1541 R126050085 近畿 京都府 ＤＸＨＵＢ株式会社 2130001056175 非ＩＴ中小企業のＤＸ推進サポート 新特別 若杉　拓弥

1542 R126050089 近畿 京都府 有限会社じん六 1130002003870
色彩選別機による蕎麦粉製造の高効率化、蕎麦の魅力を世
界へ発信

新特別 株式会社シャイン総研

1543 R126050092 近畿 京都府 株式会社藤田木材 2130001015544
自動６軸モルダー導入による建材の生産体制強化及び付加
価値の高い製品加工体制構築計画

通常

1544 R126050093 近畿 京都府 有限会社元気 9130002013755 自動充填包装機導入による調味料加工の生産体制確立 通常

1545 R126050094 近畿 京都府 池田酒造株式会社 9130001043233
日本酒の搾り工程を温度管理することで酒造期間を延長し、
「限定酒」を拡充する。

通常 京都北都信用金庫

1546 R126050097 近畿 京都府 株式会社東和技研 7120901007653
工事現場の感染リスクを低減させる音声表示のできる朝礼表
示板の試作開発

新特別

1547 R126050099 近畿 京都府 株式会社Ｒｏｃｋｓ 3130001055622
カッティングプロッタ導入による自社一貫生産体制構築及び新
事業展開による事業領域拡大計画

新特別

1548 R126050100 近畿 京都府 株式会社＿野 7130001025381 新商品ステックアイスの生産工程合理化による売上拡大計画 新特別

1549 R126050104 近畿 京都府 菅原精機株式会社 6130001012851
車載用ＥＭＣ部品金型の測定プロセスにおける検査精度向上
及びテレワーク対応の推進

通常

1550 R126050110 近畿 京都府 サンエー工業株式会社 4130001038056
切断加工技術の高度化による納期短縮・大型製品への対応
力強化

通常 鯉淵　拓真

1551 R126050111 近畿 京都府 永谷茶業株式会社 3130001037926
輸出用有機宇治茶等生産工程の衛生品質向上及び生産効率
改善事業

通常

1552 R126050112 近畿 京都府 二九精密機械工業株式会社 6130001011366
ＣＮＣスウェージングマシン導入による先端極細メディカル用分
析ノズルの製作

新特別

1553 R126050113 近畿 京都府 有限会社山田工業 8130002011636 多孔質金属を使用した制振性の高い産業ロボット架台の開発 通常 公益財団法人京都産業21

1554 R126050114 近畿 京都府 テラスペース株式会社 8130001066276 宇宙市場へ投入する量産型超小型衛星の試作開発 通常

1555 R126050115 近畿 京都府 株式会社シェ・イラノ 4130001044302
隠れた地元名産を活用したバウムクーヘンを製造し、新たな
販売手法を確立する

通常 京都北都信用金庫

1556 R126050119 近畿 京都府 合同会社Ｋｕｒａｓｕ 4130003005640
世界でも類を見ない体制を確立し、京都から世界基準のコー
ヒー焙煎所を

新特別

1557 R126050121 近畿 京都府 株式会社イメージデザイン 9130001029496
人材育成システムの開発によるＥＣサイト制作の高品質化と、
非対面遠隔指導への挑戦

新特別 株式会社シャイン総研

1558 R127050001 近畿 大阪府 株式会社弥生金属 9122001009223 小型ロールフォーマーの導入による新規事業分野への進出 通常

1559 R127050004 近畿 大阪府 株式会社岡田金属工作所 1120001017063
立形マシニングセンター導入による特殊継手の量産体制の確
立

通常

1560 R127050013 近畿 大阪府 株式会社ダイレオ 6120001031051
温浴施設向けインテリジェント遠隔制御システムサービスの構
築

新特別

1561 R127050015 近畿 大阪府 株式会社万立 4122001021232
次亜塩素酸水の生産性向上のための受発注システム導入事
業

通常

1562 R127050017 近畿 大阪府 株式会社Ｇ－ｓｙｓｔｅｍ．Ｐｒｏ 2120001182443
太径・高強度鉄筋製造体制の構築による一貫施工サービスの
強化計画

通常 京都中央信用金庫

1563 R127050021 近畿 大阪府 ニューレジストン株式会社 9120101038357
建設業や各種産業に貢献する高耐久性切断砥石の高効率自
動化生産体制の構築

通常 株式会社紀陽銀行
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1564 R127050024 近畿 大阪府 焼鳥のさくら
ランチ営業・多店舗展開に向けたセントラルキッチンの設備拡
充

新特別

1565 R127050025 近畿 大阪府 株式会社ＯＫＡＧＥＮ 3122001032998
厚板シカル曲げ加工の実現による曲げ加工の高度化と競争
力強化計画

通常 山本　高久

1566 R127050026 近畿 大阪府 松本株式会社 6122001006545
ＰＰ袋業界初の製袋加工と印刷を同時に行う特殊技術の開発
計画

新特別 株式会社南都銀行

1567 R127050028 近畿 大阪府 株式会社坂田産業 3120001023588
定格銘板印刷における品質証明の提供及び多種多様な高精
度検査体制の構築

新特別 株式会社エフアンドエム

1568 R127050030 近畿 大阪府 株式会社ユタカ鉄工 6120901010187
差別化に向けた新設備導入による大型部品加工の効率化・高
精度化計画

通常
一般社団法人ヒューリッ
トＭＦ

1569 R127050031 近畿 大阪府 株式会社Ｐａｓａｈ 1120101058775
ドリップを発生させない高品質冷凍プリン技術の確立での全国
展開

通常

1570 R127050032 近畿 大阪府 秀プラ工業株式会社 3120001017697
外国人従業員も即戦力に！成形ノウハウ見えるかによる生産
性向上事業

通常

1571 R127050033 近畿 大阪府 株式会社ヨコヅナ 1122001020550
戸車自動組立機導入による品質及び生産性向上と生産能力
増強

通常

1572 R127050039 近畿 大阪府 株式会社天徳工業 4120001121457
溶接ロボットとポジショナー導入による建設用金属製品の生産
性向上と増産体制の構築

新特別

1573 R127050040 近畿 大阪府 中央電化株式会社 7122001005018
機能性フィルム等の需要拡大に対応する高精度工業用ロール
の短納期・安定供給体制の構築

通常 関西みらい銀行

1574 R127050041 近畿 大阪府 株式会社田中自動車 2122001021060
中・大型トラックの社内検査ライン構築による車検業務の短納
期化による競争力確保

通常 株式会社エフアンドエム

1575 R127050043 近畿 大阪府 株式会社東大阪タイヤサービス 5122001008749
運送業界等の残業時間低減を実現する出張タイヤ交換サー
ビス拡大計画

通常 株式会社紀陽銀行

1576 R127050044 近畿 大阪府 株式会社あすなろ工芸 2122001017595
ブランド専門店の活性化に向けた木製製品の高精度化および
高品質生産体制の構築

新特別 株式会社エフアンドエム

1577 R127050049 近畿 大阪府 株式会社ジョウナン 9120001023772
トドマツエキス使用の消臭製品を自動型抜き機で効率生産す
る計画

通常

1578 R127050050 近畿 大阪府 株式会社コミックエージェント 6120001220414 「個別対応型マンガ・イラスト通信講座（初心者向）」の開発 新特別

1579 R127050052 近畿 大阪府 シンコーケミカル株式会社 3120101050573
カーペット製造時の省資源化を目的とした先端設備導入によ
る捲縮率アップ

通常

1580 R127050055 近畿 大阪府 橋本鉄工株式会社 2120001039552
機械加工部の表面特性制御を目的とした革新的切削データ
ベースの構築

通常 堺商工会議所

1581 R127050056 近畿 大阪府 株式会社カンプリ 6120101025036
工程内ボトルネックの解消によるデータスキャニング事業の拡
大

通常

1582 R127050059 近畿 大阪府 本気メディア株式会社 9120001100745
インターネット広告制作システムの構築による「誰でも簡単広
告」サービスの展開

通常

1583 R127050060 近畿 大阪府 株式会社中筋製作所 4122001019516 精密旋盤導入による長尺金属ローラーの生産体制の革新 通常 大阪信用金庫

1584 R127050064 近畿 大阪府 株式会社共和機設製作所 8120001155600
自動溶接機を用いた高品質パイプ溶接の効率化による生産
能力増強

新特別

1585 R127050074 近畿 大阪府 株式会社チャレンジファイブ 8120001045396
ネット袋の独自溶着技術の進化による品質向上と生産体制強
化計画

新特別 株式会社エフアンドエム

1586 R127050077 近畿 大阪府 番久タオル合資会社 5120103001242
小売業参入に向けたメイドイン泉州の新商品「藍染ガーゼタオ
ル」の開発

通常 株式会社りそな銀行

1587 R127050079 近畿 大阪府 株式会社浩電社 9122001021483
ＬＥＤ普及に伴う誘導灯用リニューアルプレートの多品種小ロッ
ト安定供給体制構築による売上拡大計画

新特別 株式会社阿波銀行

1588 R127050080 近畿 大阪府 シュレッド・サービス株式会社 6120901006730
新鮮なシュレッドチーズを生産するための最新型生産設備導
入計画

通常

1589 R127050083 近畿 大阪府 堺共同漬物株式会社 3120101002541
大阪特産「水なす漬」の賞味期限延長に向けた生産体制の構
築計画

新特別 株式会社紀陽銀行

1590 R127050084 近畿 大阪府 カシテック株式会社 3122001027057
竪型射出成形機導入による高精度微細プラスチック部品量産
化の実現

通常

1591 R127050085 近畿 大阪府 株式会社リンクス 2120101059665
立体造形物業界では極めて珍しい真空成形機を導入した内
製化の構築と短納期の実現

新特別
株式会社フラッグシップ
経営

1592 R127050087 近畿 大阪府 ヒキタ工業株式会社 1120001008426
オンラインによる汚濁排水浄化機能測定及び遠隔処置システ
ムの開発

新特別 大澤　悠

1593 R127050091 近畿 大阪府 株式会社極東精機 4122001017148
規格外の半導体製造装置部品の超精密加工の生産性を向上
しブルーオーシャン戦略を強化する

新特別 株式会社京都銀行

1594 R127050094 近畿 大阪府 北角紙器株式会社 4120001012078
ＳＤＧｓ等環境負荷削減に対応した針金レス重量部品用パッ
ケージ製造工程の開発

通常

1595 R127050095 近畿 大阪府 光栄紙工株式会社 5122001017097
紙工製造プロセス変革による生産性向上と多品種生産による
売上向上計画

新特別 株式会社エフアンドエム

1596 R127050097 近畿 大阪府 株式会社坂本鉄工 7120101047310 フライホイール製造技術を活かした新分野への事業展開 通常

1597 R127050098 近畿 大阪府 株式会社谷口製作所 3120001206201
高トルク高剛性ＮＣ長尺加工機の導入による建築用厚鋼材の
高精度高効率加工体制の確立

通常

1598 R127050099 近畿 大阪府 ムカイヤマ製作所
先進市場ニーズの取り込みに向けた産業用フィルター生産能
力増強計画

新特別

1599 R127050100 近畿 大阪府 阿川ランドセル株式会社 5120001016697
耐久性の高いランドセルの開発に向けた貼り合わせ技術の向
上計画

新特別 株式会社エフアンドエム

1600 R127050101 近畿 大阪府 コーヨウ加工株式会社 9120101041451
塗布加工におけるＰＵＲ接着剤導入により顧客ニーズ対応と
生産性向上で受注拡大

通常 大阪信用金庫

1601 R127050102 近畿 大阪府 株式会社メディアフュージョン 3120001103191 新しい海外開発体制構築のためのＩＴ基盤整備 新特別

1602 R127050104 近畿 大阪府 加陽印刷株式会社 1120001007205
ウイルス感染拡大抑制機能クリアファイルの提供による社会
貢献事業

通常

1603 R127050105 近畿 大阪府 ガンマーケミカル株式会社 2122001018148
環境負荷低減・作業環境改善に資する水性耐熱塗料の生産
効率化

通常
一般財団法人 南都経済
研究所

1604 R127050107 近畿 大阪府 株式会社メタルライン 4120001202884
プレス機および旋盤導入による製造工程の内製化と短納期化
で受注の拡大

新特別 大阪信用金庫

1605 R127050113 近畿 大阪府 株式会社ＤＭＤ 7120901036891
今後のアウトドアライフの拡がりを支えるヒッチメンバーの革新
的生産性向上計画

新特別

1606 R127050114 近畿 大阪府 シーホネンス株式会社 5120001012044 医療用ベッド生産における超低スパッタ溶接工法の構築 通常

1607 R127050115 近畿 大阪府 まつい歯科医院
高齢者の治療負担とコロナ感染リスクを軽減する新治療法の
導入

通常

1608 R127050118 近畿 大阪府 東光精機株式会社 9122001004827
新型コロナ感染症対策器具製造用金型の増産と医療領域へ
の新事業展開計画

新特別

1609 R127050121 近畿 大阪府 鋼製技建株式会社 1140001112250 溶接工程の生産性向上による物流自動化市場への進出 新特別 株式会社ゼロプラス

1610 R127050123 近畿 大阪府 小段金属株式会社 8120001023286
大サイズの試作要望に対応した大型焼結炉の導入と生産体
制の整備

通常

1611 R127050126 近畿 大阪府 株式会社森川紙器製作所 7122001020339
仕切り入貼り箱の自動一貫製函化により生産能力増強と生産
性向上

通常

1612 R127050129 近畿 大阪府 金一産業株式会社 4120001032480 鋼構造物梁製作におけるカバープレート溶接プロセスの改善 通常
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1613 R127050130 近畿 大阪府 ミツヤテック株式会社 2120101006989 認証医療機器としての殺菌水生成装置の開発 通常

1614 R127050131 近畿 大阪府 株式会社丸よし水産 6120001110318
アフターコロナに対応できる水産加工製造業のレトルト製品事
業への進出

新特別

1615 R127050132 近畿 大阪府 日本製図器工業株式会社 5120001034088
革新的低コストを実現！産業用印刷機プリントヘッド再生サー
ビス

通常

1616 R127050133 近畿 大阪府 朋友金属株式会社 6120101043525
世界レベルの農業機械メーカー向け鋳造部品の検査測定に
係る生産性と精度の向上計画

新特別

1617 R127050134 近畿 大阪府 株式会社ＳＰハウジング 2120101054311
ＡＩを活用した注文住宅建築の図面作成支援および見積依頼
サービスの創出

新特別

1618 R127050135 近畿 大阪府 有限会社タラタ 7122002012129
プラスチック製品の超音波溶着加工処理及び製品強度試験の
効率化

新特別

1619 R127050147 近畿 大阪府 ふなき歯科
矯正治療の短期化によるポストコロナ時代の新たな歯科治療
の実現

新特別

1620 R127050150 近畿 大阪府 有限会社ビザン 9120002010142
３Ｄプリンタの導入による製造業への製品模型製作と企業ノベ
ルティ制作で市場開拓

新特別

1621 R127050151 近畿 大阪府 株式会社研美社 4120001023232
業界初！産業用ロボットによる無人印刷による生産性向上の
実現

新特別

1622 R127050154 近畿 大阪府 サヌキ制服株式会社 8120001155781
グループ内ビッグデータ共有化による高品質園児服のカスタ
ムオーダーサービスの確立

通常
株式会社中央ビジネスグ
ループ

1623 R127050157 近畿 大阪府 仲精機株式会社 4120001156370
精密真円度測定機の導入による「自社製エアチャック」の品質
保証体制構築計画

通常

1624 R127050158 近畿 大阪府 株式会社フジピクシィ 1120001231283
水を使わず環境や人にやさしい次世代メガネ用縁取りレンズ
加工機の開発

通常

1625 R127050159 近畿 大阪府 ダイセキズナマシニング株式会社 5122001031420
最新型マシニングセンタを活用した半導体製造装置の主要部
品の量産化体制の構築

通常 髙砂　吉孝

1626 R127050160 近畿 大阪府 株式会社日東鋼材 7120001029565
長尺・ＮＣ・散水対応のガス切断機によるお断り対応・生産性
向上計画

新特別

1627 R127050162 近畿 大阪府 有限会社福美製作所 3122002014649
新機種導入による受注量の増加対応と生産工程効率化の実
現

新特別

1628 R127050164 近畿 大阪府 株式会社阿形製作所 1120001164418
高精度高回転ＮＣフライス盤導入による医療用金型の高精度
生産体制の確立

通常

1629 R127050165 近畿 大阪府 株式会社康本化学 7122001032986
最新無線ＬＡＮ筺体の精密成形にも対応できる高精度成形技
術の開発

通常

1630 R127050168 近畿 大阪府 有限会社阪神彫刻工業所 7120002018674
３軸マシニングセンター、放電加⼯機導⼊による精密⾦型⽣産
体制の構築による増産計画

通常

1631 R127050173 近畿 大阪府 株式会社池上製作所 7120901009006 立形マシニングセンタ導入による高精度部品加工の効率化 新特別

1632 R127050175 近畿 大阪府 阪神紙器工業株式会社 9122001019750
断裁機のリニューアルで生産性を向上し、コスト削減と品質改
善を実現する

通常

1633 R127050180 近畿 大阪府 中村螺子株式会社 4122001005656
Ｗ５／１６サイズナット内製化による短納期小ロットの実現と国
内サプライチェーンの強靭化

通常
株式会社中央ビジネスグ
ループ

1634 R127050181 近畿 大阪府 株式会社ＪＣＴＮ 4120001228491
クラフトビール販路拡大を達成するための製造・販売拠点とな
る新工場設立

通常 豊中商工会議所

1635 R127050182 近畿 大阪府 株式会社ＢＥＥＴ 7120101062739
サニタリー配管内での細菌増殖防止につながる溶接精度の確
保と効率化の実現

通常
株式会社中央ビジネスグ
ループ

1636 R127050187 近畿 大阪府 ケイアクト株式会社 4120101024576
コロナウイルスの影響を乗り越えるための設備導入と衛生関
連分野への注力

通常

1637 R127050190 近畿 大阪府 株式会社都賀電気 2120101022664
大阪発の革新的ＡＩ分析による太陽光点検と農薬散布一括
サービス

新特別

1638 R127050191 近畿 大阪府 三国製鏡株式会社 8120001018922
非接触化に寄与する空中ディスプレイ用ミラー等量産技術開
発のための基盤構築

新特別 大阪信用金庫

1639 R127050192 近畿 大阪府 有限会社ホソカワ工業 7120002073075
非接触に貢献する海外向けクレジットカード決済端末部品等
の外観検査自動化

通常

1640 R127050194 近畿 大阪府 竹原製罐株式会社 2120001066860
調整機能付き低振動プレス自動化ロボットによる生産性向上・
感染リスク低減計画

新特別

1641 R127050198 近畿 大阪府 エール・ドール中川歯科クリニック
小児患者でも安心して治療でき、かつ院内完結する矯正治療
のデジタル革新

通常 若杉　拓弥

1642 R127050199 近畿 大阪府 株式会社東洋興業 7122001019455
更なる生産能力増強の為、先端設備を導入する事で製造工程
を高度化・生産性向上を図る

新特別

1643 R127050200 近畿 大阪府 株式会社アリシア 8120101052895 高出力レーザーの造形による付加価値向上と業務効率改善 通常

1644 R127050207 近畿 大阪府 株式会社ウェーブコーポレーション 5120001022407
独自開発の営業支援システム導入がもたらす化粧品販売の
効率化と付加価値向上

新特別

1645 R127050209 近畿 大阪府 株式会社尾崎製作所 9120101001414
最新鉄骨溶接ロボットの導入と生産プロセス革新による生産
性向上

新特別
株式会社フラッグシップ
経営

1646 R127050212 近畿 大阪府 有限会社青木工作所 1122002000171
最新設備を活用した高精度加工技術と定量的精度管理の仕
組み構築

通常

1647 R127050213 近畿 大阪府 株式会社中島電機製作所 4120901011641
半田サイズ縮小対応として窒素リフロー導入と、開発による
トップ品質水準の維持

新特別

1648 R127050214 近畿 大阪府 幸和金属株式会社 3122001018493
⻑尺対応ブレーキプレス機導⼊による中型製⽸製品の製造合
理化と新製品生産体制の構築

通常

1649 R127050215 近畿 大阪府 吉田珈琲本舗
コロナ影響下のドリップバッグコーヒー受注増に備えた先端設
備導入と生産性向上

新特別

1650 R127050217 近畿 大阪府 株式会社フルスイングリージェンシー 4120101052478
効率的な学習が可能な学習・受験指導システムを自社開発す
る計画

通常 大阪信用金庫

1651 R127050218 近畿 大阪府 株式会社キキ動物病院 4120101053534
ヒト用ＣＴ装置で大型エキゾチックアニマルにも最先端医療を
提供

通常

1652 R127050219 近畿 大阪府 浦西木工株式会社 8120101037979
最新型ダボ打ち機の導⼊による学校向け⾼品質家具什器の
量産計画

通常

1653 R127050220 近畿 大阪府 ミネムラ株式会社 6120101059240
ＵＶ印刷機及びレーザー加工機の導入による失注案件の取込
み及び内製化

新特別

1654 R127050224 近畿 大阪府 フレスデザイン株式会社 8120901028780
最新のインクジェットプリンター等を導入し、デザイン衣料の新
たな生産体制構築

通常

1655 R127050226 近畿 大阪府 株式会社テック・ワン 2120001033209
コロナ禍に対する先端設備導入によるスタッド溶接工程の生
産性向上と内製化計画

新特別

1656 R127050227 近畿 大阪府 株式会社三協スプリング製作所 3120001098044
片端面型自動ばね研削盤導入による高付加価値圧縮コイル
ばねの多品種・短納期化

新特別

1657 R127050228 近畿 大阪府 株式会社ミヤザキ・メタルサービス 4120001058708
最新設備導入による廃棄物リサイクル中間事業の新規参入
への取り組み

通常

1658 R127050229 近畿 大阪府 プラハード株式会社 2122001009048
検査工程の改善による生産性向上と多品種小ロット受注への
対応力強化

新特別

1659 R127050231 近畿 大阪府 株式会社アーストレック 1120001032062
医療機器オリジナル製品の開発と品質マネジメントシステムの
構築

通常

1660 R127050232 近畿 大阪府 株式会社和泉精工所 1120101060120
新型ＮＣ単能機の導入による切削工程の省人化と生産性向上
による競争力強化

新特別

1661 R127050237 近畿 大阪府 株式会社地質情報サービス 4120001067064
地質試験体制強化による地盤の沈下挙動の高精度予測及び
地質試験の全自動化による生産性向上計画

通常 荒井　裕貴
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1662 R127050238 近畿 大阪府 株式会社アサヒ工作所 9120901008939
難加工プラスチック材部品の生産性向上と低コスト化を同時に
実現する革新的な設備導入計画

通常

1663 R127050243 近畿 大阪府 横山精工株式会社 7122001007906
高性能自動旋盤等の導入によって実現する生産性向上と付
加価値向上の取組

通常

1664 R127050245 近畿 大阪府 Ｄｅｎｔａｌ工房Ｙａｔａｎｉ
ジルコニア補綴物を事業場内で生産する体制を構築すること
によるサプライチェーンの安定化と生産性の向上

新特別

1665 R127050247 近畿 大阪府 ユーアイ通商株式会社 8120101029605
非対面による提案営業を可能にする「シミュレーター付きネット
販売システム」の導入

新特別

1666 R127050248 近畿 大阪府 有限会社山光 6120002064868
塗装工程の生産性向上によるボトルネック解消とサプライ
チェーンへの貢献

通常 尼崎信用金庫

1667 R127050249 近畿 大阪府 有限会社リキハート 7120002006373 立体仕上げ機によるクリーニング仕上げ品質と生産性の向上 通常

1668 R127050251 近畿 大阪府 あお動物病院
獣医療業界の構造的な課題に対し、１．５次診療施設という革
新的アプローチの提供

新特別

1669 R127050255 近畿 大阪府 有限会社一期一会 6120002066369
結婚式の写真を自動収集し、高度自動編集・加工する革新的
ＡＩの開発

新特別 ヒッドワークス合同会社

1670 R127050257 近畿 大阪府 株式会社エムズプレシジョン 6122001007262
ワーク回転装置付マシニングセンターによるシャフト部品の革
新的製造

通常

1671 R127050258 近畿 大阪府 株式会社日南製作所 9122001027398
高性能ターニングセンタの導入による製造品目の多様化と環
境変化への耐性強化

新特別 大阪信用金庫

1672 R127050262 近畿 大阪府 株式会社ネクサス分析センター 7120001176515 試料処理ライン増築による石綿分析効率の最適化 通常 京都信用金庫

1673 R127050264 近畿 大阪府 株式会社高速オフセット 9120001063629
コロナ影響下のテレワークにおける組版及び校正処理能力
アップによる生産性向上

新特別

1674 R127050265 近畿 大阪府 株式会社ＫＩＮＫＯＵ 7120001212278
非対面でのサービス提供を可能にするコンピュータシステムを
導入し顧客満足度と生産性を向上させる

新特別

1675 R127050266 近畿 大阪府 株式会社ラファニエロ 8120001224859
非対面でのオーダースーツ受注と遠隔での生産管理が行える
システムを導入し生産性の向上を図る

新特別

1676 R127050269 近畿 大阪府 木村矯正歯科
治療精度向上と地域医療連携における検査機能担い手への
転換を図る院内体制構築

新特別 税理士法人広瀬

1677 R127050270 近畿 大阪府 株式会社富士珈機 7120001039779 ニーズの多様化に応えた新型焙煎機の開発事業 新特別

1678 R127050272 近畿 大阪府 株式会社エムアイシー 8122001024256
高性能ＣＮＣ旋盤等の導入によって実現するニッチ戦略強化
の取組

通常

1679 R127050273 近畿 大阪府 塚口歯科クリニック
診療の院内完結・デジタル化による感染症対策と高付価値治
療の実現

新特別

1680 R127050274 近畿 大阪府 株式会社扇工業 4120901009132
新設備導入による総合生産性向上と既存・新規分野の事業拡
大計画

新特別

1681 R127050275 近畿 大阪府 株式会社松岡工芸 3120001018828
粗取り工程の効率化によるコロナウィルス拡散防止パーテー
ションの増産計画

通常

1682 R127050277 近畿 大阪府 ナカオ金属工業株式会社 3120101041754
ロボットシステム導入による対人接触を減じた溶接工程の生
産性向上

新特別 近山　寿博

1683 R127050279 近畿 大阪府 株式会社フードデザインラボ 2120001198200 大阪府初、オンラインによるカフェ開業支援コースの展開 新特別

1684 R127050282 近畿 大阪府 株式会社小泉鉄筋 3120001007426
高性能鉄筋加工設備の導入による生産性向上と付加価値向
上の取組

通常

1685 R127050287 近畿 大阪府 佐藤塗芸工業株式会社 7120001012372
焼付塗装工程の刷新によるＬＥＤ屋外照明器具塗装能力の増
強計画

新特別

1686 R127050290 近畿 大阪府 畳のイチオカ
顧客の生活を快適にする畳のある空間提供による販売促進
事業

通常

1687 R127050291 近畿 大阪府 レピオス株式会社 5010701031379
生体データの計測が可能な超小型電位治療器「ｅ－ｔｒｅａｔｍｅｎ
ｔ」の新規開発

通常 合同会社G&N

1688 R127050294 近畿 大阪府 有限会社麻生川織布工場 6120102020721
高性能エアジェットルーム導入による生産性向上計画とコロナ
影響回避計画

新特別 大阪信用金庫

1689 R127050296 近畿 大阪府 株式会社ペースノート 8120001229494
短期入所生活介護事業所向け予約管理・営業支援ツールの
開発

通常

1690 R127050298 近畿 大阪府 日本経営支援税理士事務所
オンライン土地評価の作図自動生成システムとＱＺＳＳによる
土地の自動生成

通常

1691 R127050303 近畿 大阪府 総合ペットセレモニー株式会社 3120901029288
ペット葬儀業界初の高度な排煙対策を講じた火葬炉による新
ビジネスモデルの展開

通常 北おおさか信用金庫

1692 R127050309 近畿 大阪府 株式会社神原製作所 6120001042321
高精度マシニングセンタ導入による精密シャフト部品の高精度
加工及び高効率生産体制確立計画

通常

1693 R127050310 近畿 大阪府 株式会社西田製作所 8120001156425 革新的な試作品開発・生産プロセスの改善 通常 京都信用金庫

1694 R127050311 近畿 大阪府 浪速産業株式会社 7120101005235
最新設備による生産能力増強と顧客価値に対応した製品化
力の強化

新特別

1695 R127050313 近畿 大阪府 株式会社阪南機型 6122001017212
金型メーカーにおける革新的生産プロセスの改善・品質向上
対策

通常

1696 R127050315 近畿 大阪府 株式会社ニッシンテクノ 6122001005778
ＩｏＴ技術の活用による顧客管理を向上させ人的接触を減少さ
せる高精度、短納期化の生産体制の確立

新特別

1697 R127050317 近畿 大阪府 株式会社立商 8120001016570
業界初の「リコメンド機能付き提案支援システム」導入プロジェ
クト

新特別

1698 R127050318 近畿 大阪府 野呂矯正歯科
Ｗｉｔｈコロナに対応した口腔内スキャナとＣＴを活用する新矯正
治療体制の確立と精密診断によるミドル層対応による増患計
画

新特別 株式会社京都銀行

1699 R127050319 近畿 大阪府 丸和紙器株式会社 5122001020175 極小ロット製品の生産性を向上させ売上拡大を目指す 新特別

1700 R127050320 近畿 大阪府 有限会社林装飾工芸 8120002010102
３Ｄ高性能でマーキング可能とするレーザーマーカーの導入計
画

通常 のぞみ信用組合

1701 R127050322 近畿 大阪府 ＣＵＴ　ＳＴＵＤＩＯ　ＦＵＴＡＢＡ
自動洗髪機等の導入によって実現するサービス提供プロセス
改善の取組

新特別

1702 R127050324 近畿 大阪府 株式会社ペディグラス 5120001164827
オンラインセミナーを実施できるシステムを導入し、接触を削
減すると共に遠方顧客の利便性向上を図る。

新特別

1703 R127050325 近畿 大阪府 富澤自動車
新品交換から修復への移行と車検業務の効率化・適正化によ
る社会的課題の解決

通常

1704 R127050328 近畿 大阪府 株式会社トラベルバンクジャパン 6120001159867
自社旅行販売システム刷新による国内旅行販売への参入と
海外航空券販売強化

通常

1705 R127050329 近畿 大阪府 株式会社関西スチールフォーム 5120001095923
コロナ対策を施した鉄筋加工の生産ライン増設を行い、日本
シェア２位の供給責任を果たす。

新特別 ＭＳＣ税理士法人

1706 R127050332 近畿 大阪府 グランノード株式会社 6120001187125
ｗｉｔｈコロナ時代の飲食業における働き方のニューノーマルを
つくる「非対面型のスポット求人採用サービス」

新特別

1707 R127050333 近畿 大阪府 ティコニーデンタルオフィス
Ｎｅｗ　Ｎｏｒｍａｌ　に合わせた歯科治療体制の確立及び天然歯
保存の促進

通常

1708 R127050334 近畿 大阪府 株式会社聖興業 1120101041822 ＩＣＴを使った自社一貫施工体制の構築 通常

1709 R127050335 近畿 大阪府 株式会社谷野 9120001010242
スキンパック包装で家飲みにもワクワクを！オンラインバル事
業

新特別 杉本　庄吉
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1710 R127050336 近畿 大阪府 株式会社ＫＨＳ 9120101054692
ＣＮＣホブ盤の導入による歯車の生産プロセスの自動化、高精
度化、高機能化生産プロセスの構築

通常

1711 R127050342 近畿 大阪府 株式会社計測工業 4120101028313
有機農業の高度化を支える超小型・無線式土壌分析装置の
開発

通常 株式会社京都銀行

1712 R127050344 近畿 大阪府 株式会社ｃｏｌｍｏ　ｄｅｓｉｇｎ　ｐｌｕｓ　ｉ 6120001168249
美容店舗向け新サービス開発・提供にて新店舗事業構築と非
対面事業拡大

新特別

1713 R127050345 近畿 大阪府 株式会社内田水産 5120001177003
小型レトルト調理機と３Ｄフリーザー導入によるネット販売生産
性向上への挑戦

通常

1714 R127050347 近畿 大阪府 株式会社アートマネージメント 3120001203999
ＡＲ（拡張現実）アートを活用した集客技術のパッケージ化に向
けたプロトタイプの開発

新特別

1715 R127050348 近畿 大阪府 有限会社楠木研磨工業所 2122002013602
半自動定寸式内面研削盤の導入による内径研削部品の高精
度化と生産性向上

通常 株式会社紀陽銀行

1716 R127050349 近畿 大阪府 株式会社福永 6120001088356 ループ縫製の自動化装置の開発及び事業化 通常

1717 R127050350 近畿 大阪府 株式会社稲田製作所 4120001019544
最新のワイヤ放電加工機導入による大型順送送り絞り金型の
高精度加工と生産性、利益率の向上

通常 大阪信用金庫

1718 R127050353 近畿 大阪府 株式会社コルモイデア 5120001146016
美容店舗の顧客分析と商品提案にて新規ＥＣ事業構築と非対
面事業拡大

新特別

1719 R127050356 近畿 大阪府 株式会社河内駿河屋 4120001009479
老舗和菓子メーカーが、時代の流れに合わせたビジネスモデ
ルに転換する事業計画

新特別

1720 R127050357 近畿 大阪府 山本精機株式会社 4120001209087 小型協同ロボットを活用したスプロケット生産体制の構築 通常

1721 R127050359 近畿 大阪府 ロータス工芸株式会社 2122001009147
高精度なレーザー彫刻による、パーティションも兼ねた審美性
の高いアクリル導光板の開発・製造

新特別

1722 R127050361 近畿 大阪府 阪神鈑金株式会社 3120001050491
最新型ＩＷ導入によるネットワーク構築及び生産性の飛躍的改
善

通常

1723 R127050363 近畿 大阪府 株式会社清光商店 1120001017831
釣具⼩物の⼿作業での加⼯を機械化して⽣産性・効率化向上
を実現

新特別

1724 R127050367 近畿 大阪府 株式会社Ａｎｓｗｅｒｓ 7120101062581
訪問看護・介護施設利用者向け遠隔型高齢者見守りシステム
の開発

新特別

1725 R127050369 近畿 大阪府 株式会社アドミッション 8120001191182
ＡＩとダイナミックプライシングを活用した整骨院の新たな収益
モデルの創出

通常 株式会社紀陽銀行

1726 R127050370 近畿 大阪府 タチバナテクノス株式会社 1122001004776
「温室効果ガス：２０５０年実質ゼロ」に向けた温水洗浄便座
ヒーターの省エネ化

通常
関西経営コンサルタント
事業協同組合

1727 R127050374 近畿 大阪府 大森歯科メンテナンスクリニック 安心安全な小児矯正治療を実現するためのプロセス改革 通常

1728 R127050376 近畿 大阪府 にわデンタルクリニック
「児童に対する高度な矯正歯科治療」と「歯科教育」とを融合し
たサービスの確立

通常

1729 R127050377 近畿 大阪府 三興工業株式会社 3120001155828
難易部材（アルミニウム、銅）への抵抗溶接の品質性、生産性
の向上

通常 京都信用金庫

1730 R127050378 近畿 大阪府 株式会社ＰＵＲＩ 7120001218201
当社商品の差別化要因である別添えソースの生産拡大による
需要増加への対応

通常 尼崎信用金庫

1731 R127050379 近畿 大阪府 永大化工株式会社 1120001019704
カーマット加工の特殊治具の高度化をはかり、国内、ＡＳＥＡＮ
地域への生産シフト対応

通常
株式会社ダイワマネジメ
ント

1732 R127050381 近畿 大阪府 アイエン株式会社 8010401149139
中長距離トラック運送事業の労働生産性を１．５倍に向上する
事業

通常

1733 R127050382 近畿 大阪府 三晴プラスチック株式会社 1120001159814 電気バリカン用プラスチック部品の内製体制の構築 新特別 株式会社ゼロプラス

1734 R127050383 近畿 大阪府 株式会社吉村鋼材 1120001136012
ビジネスコミュニケーションアプリ及びバンドソーの導入による
大型丸棒鋼材事業の開始

通常 株式会社ゼロプラス

1735 R127050385 近畿 大阪府 ミツミ化成株式会社 9120001148710
高性能射出成形機導入による生産性向上と品質管理体制強
化に向けた取り組み

通常

1736 R127050386 近畿 大阪府 羽賀金属株式会社 5120101045464 レーザー加工と切削加工の複合加工計画 通常

1737 R127050387 近畿 大阪府 株式会社ノムラクリーニング 9122001019692
ＩｏＴを活用した非対面・高効率のスマート・クリーニング店舗モ
デルの確立

新特別

1738 R127050389 近畿 大阪府 蒲田化工株式会社 9120001012008
高性能Ｘ線方式膜圧測定器等の導入により実現するメッキ処
理の高度化

通常

1739 R127050399 近畿 大阪府 三陽化工機株式会社 7122001003087
フライス盤導入による生産用機械のリニューアル・メンテナンス
への展開

通常

1740 R127050401 近畿 大阪府 株式会社スタンドケイ 7160001017921
バーベキューが出来る場所や情報を網羅したポータルサイト
の開発運営

通常 山本　文則

1741 R127050406 近畿 大阪府 タケヤマ歯科 高機能歯科用ＣＴの導入によるインプラント治療の生産性向上 新特別 株式会社ゼロプラス

1742 R127050412 近畿 大阪府 山本精密株式会社 2120001021989 画像処理を用いた高感度検査装置による外観検査の自動化 新特別

1743 R127050415 近畿 大阪府 株式会社ダイワ 3120001226950
最新の中綴じ製本機導入による中綴じ製本の高品質・短納
期・低コスト化と事業拡大

通常

1744 R127050417 近畿 大阪府 Ｓ．Ｋ．Ｔ．株式会社 9120101060567
ＶＡＷＭ工法で高品質・低コスト・環境に優しい石綿除去工事
を実現

通常 新酒　芳斗

1745 R127050421 近畿 大阪府 株式会社久保田製作所 5120001054945 ランニングソー導入によるカット（切断）工程の生産性向上計画 通常

1746 R127050425 近畿 大阪府 日新技研株式会社 3122001005764 日新技研株式会社 通常

1747 R127050429 近畿 大阪府 株式会社ウケゼキ 4120001191252
多品種・小ロットニーズに対応する、低コスト・短納期印刷シス
テムの導入

通常 杉本　庄吉

1748 R128050001 近畿 兵庫県 株式会社ウエダ建設 6140001040934 ＩＣＴ技術高度化による施工品質維持向上と工期短縮の実現 通常 兵庫県商工会連合会

1749 R128050005 近畿 兵庫県 萬まる堂 デザイン制作とＲＧＢ印刷の表現力で作り手の思いをカタチに 通常 兵庫県商工会連合会

1750 R128050006 近畿 兵庫県 明昌機工株式会社 4140001041348
次世代パワーデバイスの実装用複合接合シートのＡＩ外観検
査システムの開発

通常 兵庫県商工会連合会

1751 R128050008 近畿 兵庫県 有限会社中林精工所 1140002069622
Ｙ軸仕様ターニングセンタによるオリジナルパーツの生産プロ
セスの改善

通常
株式会社ユニバー経営サ
ポート

1752 R128050013 近畿 兵庫県 株式会社すずき食品研究所 5120001027629
椎茸の菌床製造を自動化し、高品質と生産性向上を同時に獲
得する

新特別 株式会社百十四銀行

1753 R128050014 近畿 兵庫県 有限会社村上電機工業所 9140002058031
立形マシニングセンタ導入による食品加工機械部品加工の効
率化

新特別

1754 R128050015 近畿 兵庫県 株式会社鈴木金属 5140001058481
取引先市場の動向に対応した、普通鋳鉄等の分析・検査内製
化による安定供給体制構築

通常 株式会社エフアンドエム

1755 R128050016 近畿 兵庫県 株式会社ザ・ガード 5140002048671
工事現場警備における省人化に向けた誘導自動システムの
開発計画

新特別 株式会社エフアンドエム

1756 R128050017 近畿 兵庫県 播州石材株式会社 7140001060725
新しいニーズに対応する、老舗の技を活かしたデザイン墓の
製造販売

通常 兵庫信用金庫

1757 R128050018 近畿 兵庫県 イシトモ製作所
増産可能な設備導入と当社独自のノウハウを生かした多品種
多量生産体制の構築

通常

1758 R128050019 近畿 兵庫県 株式会社リプレス 6140001075162
最新鋭曲げ加工機導入による極薄板領域の特急対応能力の
増強

新特別 松下　隆信
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1759 R128050020 近畿 兵庫県 粟田製作所
スイス型ＣＮＣ自動旋盤で遠隔操作と精密金属部品の高精度
化と生産性向上

新特別

1760 R128050021 近畿 兵庫県 株式会社高嶋鉄工所 9140001039065
検査工程における精度向上と時間短縮による生産性の向上、
および受注の拡大

通常 兵庫県商工会連合会

1761 R128050023 近畿 兵庫県 合同会社クラフィット 6140003012907
ボトルネック工程の解消による「機会損失の防止」と「売上の拡
大」

新特別

1762 R128050024 近畿 兵庫県 岡正林業株式会社 4140001075395
クランボー導入による竹の破砕プロセスの改善と生産性向上
の実現

新特別 高瀬　加奈子

1763 R128050025 近畿 兵庫県 イケダ工業株式会社 3140001042470 ステンレス長尺品曲げ加工の生産性向上 新特別 松下　隆信

1764 R128050026 近畿 兵庫県 株式会社ホーライ 6140001076862
小野市伝統産業「鉋」の消滅を防ぎ次世代に引き継ぐための
設備導入と円滑な事業承継計画

通常 兵庫県信用組合

1765 R128050027 近畿 兵庫県 大姫産業株式会社 6140001059751
製造プロセスの革新による異物混入リスクを最小限に抑えた
食品用プラスチック容器の安定供給体制構築

通常 株式会社みなと銀行

1766 R128050029 近畿 兵庫県 有限会社川原模型製作所 9140002040518
高強度かつ軽量なカーボン、特殊ナイロン繊維による試作モ
デル及び真空注型モデル生産体制の確立

通常 株式会社エフアンドエム

1767 R128050030 近畿 兵庫県 株式会社輝工作所 8120001067440
軸付きローラーギアカムの新製品開発、及び高精度な生産体
制の構築

通常 株式会社池田泉州銀行

1768 R128050032 近畿 兵庫県 御園サツシ工業株式会社 3140001051463
高効率な最新ハイブリッドドライブベンダーの導入による量産
体制の確立

新特別 株式会社ゼロプラス

1769 R128050033 近畿 兵庫県 オリエンタル鍍金株式会社 4140001015871
次世代自動車向け（低炭素車両向け）基幹部品の自動生産設
備導入による生産性、及びコスト競争力強化

通常

1770 R128050036 近畿 兵庫県 株式会社ＭＥＴＡＬ　ＲＥＶＩＳＩＯＮ 7140001033128
バリ取り工程の自動化による感染リスクの低減と一貫生産体
制の強化

新特別 株式会社ゼロプラス

1771 R128050037 近畿 兵庫県 株式会社足立商事 5140001101844
ボトルネック解消による量産化及び品質向上を実現する効率
的製パンラインの構築

通常 兵庫県商工会連合会

1772 R128050038 近畿 兵庫県 株式会社ジオストラクチャーズ 7140001093353
小規模企業が建設ＩＣＴ等を導入し、業務精度・生産性の向上
を行うワンストップサービスの実現！

通常

1773 R128050039 近畿 兵庫県 株式会社谷本製作所 9140001013581
巣ごもり現象で需要が伸びる液体調味料用コンテナ部品の生
産性向上と検査体制の高度化

新特別 兵庫信用金庫

1774 R128050058 近畿 兵庫県 株式会社ハーテック 8140001078774
コロナ対策に有効な無人空間での除菌・消臭を可能とする新
製品開発

通常 藤田　健吾

1775 R128050062 近畿 兵庫県 株式会社丸中製作所 8140001026312
ＣＮＣ旋盤導入による真空成膜装置用を含む精密機械部品の
生産性向上と増産体制構築

新特別

1776 R128050064 近畿 兵庫県 有限会社森口設備 3140002067970 ＩｏＴ技術を活用した散水設備遠隔メンテナンスサービスの開発 通常 株式会社但馬銀行

1777 R128050065 近畿 兵庫県 株式会社中谷加工所 5140001101332 産業用ロボット導入により、新規顧客の開拓と売上向上 通常

1778 R128050075 近畿 兵庫県 有限会社アートワークス 1140002012631
ウィズコロナ対応高品質オーダーメイド家具のオンライン受注
体制の構築

新特別

1779 R128050077 近畿 兵庫県 有限会社大屋ホームガス 5140002039068
中山間地の高齢者向け洗濯代行サービスの提供による事業
の多角化

新特別

1780 R128050080 近畿 兵庫県 菓子工房　菓のん 「菓のん焼き」の多品種化対応と製造力強化による売上向上 通常 兵庫県商工会連合会

1781 R128050088 近畿 兵庫県 有限会社白晃工業 4140002045050
機械化システム導入による、配管パイプの独自溶接工法の確
立

新特別

1782 R128050091 近畿 兵庫県 株式会社塚前組 1140001076355
作業員のガラ処理作業環境の改善及び生産性向上と再生骨
材販売事業展開計画

通常 兵庫県信用組合

1783 R128050092 近畿 兵庫県 株式会社マザーズフーズ 5140001065180
セントラルキッチンの能力増強による生産性向上で受注拡大と
働き方改革の推進

通常

1784 R128050093 近畿 兵庫県 アースリサイクル株式会社 7140001038564
特許技術を活用した地域未利用材のＣＮＦ等サステナブル商
品の事業化

通常 兵庫県商工会連合会

1785 R128050096 近畿 兵庫県 株式会社マツバラ 9140001056432
ＩＣＴトータルサービスメニューの確立によるコロナ対策と生産
性向上

新特別 兵庫県商工会連合会

1786 R128050098 近畿 兵庫県 神出精工有限会社 9140002004340 曲げ加工と溶接加工の生産性を向上させる事業 通常 松下　隆信

1787 R128050101 近畿 兵庫県 株式会社ジー・キューブ 9140001065020
体外診断用医薬品の開発における品質安定及び品質保証体
制の拡充

通常

1788 R128050106 近畿 兵庫県 山名酒造株式会社 2140001041358
最先端の加熱瓶詰ラインの導入による木桶の香味を活かした
清酒・スパークリング清酒の開発

通常

1789 R128050108 近畿 兵庫県 株式会社神戸美研 8140001005588
高付加価値・造形文字製作の機械化における業務プロセス改
善

通常

1790 R128050109 近畿 兵庫県 株式会社栄伸エンジニアリング 2140001110575
兵庫県初受変電設備・太陽光パネルの革新的ワンストップ点
検事業

新特別

1791 R128050110 近畿 兵庫県 株式会社本間鐵工所 8140001064857
高剛性軸の「横中ぐり盤」の導入・活用により切削加工精度と
生産性の向上を図る

通常 姫路商工会議所

1792 R128050112 近畿 兵庫県 株式会社ユニバーサル 7140001053530
ホテル・店舗で料理を安全に美しく陳列・提供するコロナ対策
用フードカバー製造事業

新特別

1793 R128050113 近畿 兵庫県 株式会社ヒロオカ 2140001041267
高い縫製技術を活かす自動裁断システム導入で生産性向上
と量産体制を図る

通常 兵庫県商工会連合会

1794 R128050116 近畿 兵庫県 有限会社今村重機 4140002053763
掘削工事で重機に３Ｄ操作ガイダンスを活用し、飛躍的な生産
性向上を実現

通常 姫路商工会議所

1795 R128050122 近畿 兵庫県 株式会社広野鉃工所 9140001061234
生産性と精密加工技術の向上による非対面型ビジネス（オー
ダーメイド表札事業）の拡大計画

通常 姫路商工会議所

1796 R128050124 近畿 兵庫県 株式会社須磨北造園土木 9140001033134
人工薪の品質向上および品質保持を通じたゴミの商品化への
取り組み

通常

1797 R128050126 近畿 兵庫県 田中デンタルクリニック
根管治療の精度を劇的に向上させ、可能な限り神経を残す歯
科治療

通常

1798 R128050131 近畿 兵庫県 北野歯科医院
補綴物の内製化による即日治療と８０２８教育の融合による革
新的診療体制の構築

通常

1799 R128050133 近畿 兵庫県 有限会社藤井製作所 1140002050607
大型マシニングセンタ導入による発電タービン向け大型・長尺
部品の高精度加工体制確立及び受注拡大計画

通常 荒井　裕貴

1800 R128050134 近畿 兵庫県 株式会社オリエンタルベーカリー阪神販売 6140001068273
アフターコロナにおける業務用冷凍パンの小ロット配送サービ
スの構築

通常

1801 R128050135 近畿 兵庫県 有限会社福三樹脂工業 6140002046609
射出成形機と画像検査装置の導入による特殊精密成形品の
増産と良品率向上およびコロナ感染リスクの低減

新特別

1802 R128050136 近畿 兵庫県 株式会社船場サービス 4140001099907
特装車開発・製作・整備まで一気通貫サービス体制構築によ
る事業の強化

通常

1803 R128050137 近畿 兵庫県 フルタプラテック株式会社 7140001056822
製造ラインの自動化による生産性向上、労働環境改善、事業
体制刷新計画

新特別

1804 R128050141 近畿 兵庫県 株式会社イシイフィールドサービス 7140001077463
零細事業所にベストフィットした簡易操作ロボットシステムの開
発

通常 日新信用金庫

1805 R128050142 近畿 兵庫県 株式会社レーブドウシエフ 2140001018942
薬膳の知恵を集約した「コロナ禍に強い薬膳スイーツ」を商品
化

通常

1806 R128050143 近畿 兵庫県 株式会社絆工房 7140002046335
レーザー自動裁断機の導入によるパーツ切出工程の迅速化
及び高精度化

通常

1807 R128050144 近畿 兵庫県 三代歯科医院
新型コロナ感染症対策と生産性向上を両立させた革新的な歯
科診療体制構築計画

新特別
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1808 R128050145 近畿 兵庫県 十建
製材加工内製化によるコスト削減並びにポストコロナに対応し
た新分野展開

新特別 兵庫県商工会連合会

1809 R128050149 近畿 兵庫県 株式会社ティー・ユー・ティー 4140002034581
急速冷凍技術の活用による但馬牛のギフト商品開発及びＥＣ
による全国展開

通常

1810 R128050156 近畿 兵庫県 株式会社リオプラン 9140001041392
３Ｄ地上レーザースキャナー導入によるＣＩＭへの対応と高品
質な測量技術の提供

新特別 京都北都信用金庫

1811 R128050158 近畿 兵庫県 協伸マテック株式会社 2140001042703
多機能型バックホー導入による機械設備解体作業の生産性
向上計画

通常

1812 R128050161 近畿 兵庫県 株式会社ヤスサカ 4140001063664
新型コロナ対応、過酢酸噴霧と高温殺菌によるマットレス洗浄
消毒サービスの提供

通常 姫路信用金庫

1813 R128050165 近畿 兵庫県 株式会社ヤマキンメタル 2140001086048
専用解体重機とリサイクル設備との連携による解体工事の施
工プロセスの改善

通常

1814 R128050170 近畿 兵庫県 村上機械工作所
ＣＮＣ旋盤及び磁気研磨機の導入による潜水艦及び水素ガス
用配管部品製造の高効率化

新特別

1815 R128050171 近畿 兵庫県 有限会社敷津工作所 1140002061843
切断作業における安全作業・騒音削減・キズ防止・測定作業・
省力化の取組み

通常 兵庫県信用組合

1816 R128050173 近畿 兵庫県 あわじ島まるごと株式会社 4140001095138 直売所のＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）に関する取組 通常 兵庫県商工会連合会

1817 R128050181 近畿 兵庫県 エアシステム株式会社 6140001057961
ファイバーレーザー切断機の導入による空調ダクト製造の品
質向上と短納期対応

通常 播州信用金庫

1818 R128050182 近畿 兵庫県 協業組合但馬ガス供給センター 3140005010473 ＬＰＧ総合管理システム導入による作業工程のワンストップ化 新特別

1819 R128050188 近畿 兵庫県 株式会社グローバルカンパニー 1140001090694 中古建設機械のＥＣサイトの開発・運営 通常

1820 R128050189 近畿 兵庫県 日高食品工業株式会社 3140001061082 横型 通常

1821 R128050195 近畿 兵庫県 株式会社キド 7140001084666
ウイズコロナの新しい生活様式で短納期要請に応えるシステ
ムの導入

通常

1822 R128050197 近畿 兵庫県 株式会社スパーク 7140001111668
地方のホームページ作成会社向けＷｅｂマーケティングプラット
フォームの構築

通常 中兵庫信用金庫

1823 R128050198 近畿 兵庫県 ルートコンストラクション株式会社 5140001086037
淡路島におけるため池整備工事の最新ＩＣＴ建機活用による施
工効率向上

通常 株式会社徳島大正銀行

1824 R128050199 近畿 兵庫県 株式会社大晃製作所 1120901024423 風力発電設備に使用される特殊複合加工品の製造開発 通常

1825 R128050200 近畿 兵庫県 よしだ歯科クリニック
「診察・診断」から「診療」へ発展させた訪問歯科診療体制の構
築

新特別 アイアンドアイ株式会社

1826 R128050201 近畿 兵庫県 Ａｌｔｅｒ　Ｅｇｏ
オーダーメイド商品の内製化で納期短縮を実現！加工設備の
導入

通常 兵庫県商工会連合会

1827 R128050202 近畿 兵庫県 株式会社サムテック 2140001093424
杭心位置誘導システム導入による杭打ち工事の高効率化と工
事品質の向上

通常

1828 R128050204 近畿 兵庫県 株式会社小林木工 3140001036258
最新の家具デザイン・設計ソフトの導入による家具製造の革
新的効率化

通常

1829 R128050205 近畿 兵庫県 西島採石株式会社 8140001062522
日本に１台しかない破砕機の導入による競争優位性の向上と
ニッチ市場の開拓

通常 サイファー税理士法人

1830 R128050208 近畿 兵庫県 株式会社ベスタ 2140001081981 ウィルス感染症対応の新災害対策グッズの開発。 新特別

1831 R128050209 近畿 兵庫県 ハギノテック
最新ＣＮＣ旋盤の導入による建機関連特殊部品の高効率生産
の実現

通常 姫路信用金庫

1832 R128050211 近畿 兵庫県 長野建設株式会社 1140001046853
ＩＣＴ活用工事の積極的試行による生産性向上及び若手技術
者確保

新特別 但馬信用金庫

1833 R128050212 近畿 兵庫県 西川金属工業株式会社 2140001050490
プレス加工の効率化、精密化による競争優位の強化と販路拡
大

新特別 大串　智之

1834 R128050214 近畿 兵庫県 株式会社はせがわ工業 5140001106703 宅地造成における施工スピードにこだわった掘削工事の実現 新特別 兵庫県商工会連合会

1835 R128050215 近畿 兵庫県 株式会社総合印刷高永 7140001001943
高解像度検査装置の導入による不良低減および三密を防ぐ
確認方法の確立

通常 Ｓ＆Ｐ税理士法人

1836 R128050216 近畿 兵庫県 株式会社兵庫ネクストファーム 6140001095870
トマトの生育環境改善による安定供給に取組み、生産性およ
び付加価値向上を図る事業

新特別 株式会社やまと経営

1837 R128050217 近畿 兵庫県 丹波篠山にじいろ農園
丹波篠山産オーガニック黒豆茶の生産性向上と販路拡大の
実現

通常

1838 R128050218 近畿 兵庫県 株式会社ダイセン 9140001076018
ＩＣＴ建機導入で生産性の向上と若手への技能承継・地域雇用
拡大計画

通常 兵庫県信用組合

1839 R128050219 近畿 兵庫県 株式会社箱や 4140001092267 最新鋭高周波接着機の導入による木箱製作の内製化事業 通常

1840 R128050220 近畿 兵庫県 株式会社エステック 7140001095928
金型の内製化と金型備蓄によるゴム製品製造の低コスト化と
納期短縮

通常

1841 R128050222 近畿 兵庫県 株式会社アスエー 1140001092600
警備業に特化した人員管理システム開発によるオンライン化と
テレワーク化

新特別 株式会社ゼロプラス

1842 R128050223 近畿 兵庫県 株式会社ひだか・光八 3140001090107
デザインマスクの注⽂増に対応し、装飾デザインを強化する設
備導⼊で売上増

新特別

1843 R128050224 近畿 兵庫県 株式会社山義総業 3140001102670
トラックスケール導入による収集計量処分のワンストップサー
ビスの提供

新特別 兵庫県商工会連合会

1844 R128050225 近畿 兵庫県 株式会社しあわせ計画 2140001115830
ＩＴ・ＩｏＴを活用し人の手以上の安心を提供する高齢者在宅支
援住宅見守りシステムの構築

新特別

1845 R128050226 近畿 兵庫県 日本フレックス工業株式会社 8140001078725
操作力低減、耐久性向上を実現するコントロールケーブルの
性能向上計画

通常

1846 R128050228 近畿 兵庫県 株式会社ｔｏｒａｒｕ 7120001212534
非対面化の促進！揺れ補正機能導入による遠隔作業代行
サービス拡大事業

新特別 大阪商工会議所

1847 R128050229 近畿 兵庫県 株式会社幸伸商事 9140001097749 廃プラのペレット加工による輸出市場の再開拓 通常 蘆田　裕三

1848 R128050231 近畿 兵庫県 有限会社ファンベック 8140002023622
コロナウイルスによる地域の巣ごもり需要への対応と中長期
的な商圏の拡大

通常

1849 R128050234 近畿 兵庫県 株式会社なごみ 5140001030242
２次診療レベルの手術を実現することで、地域で受け止めきれ
なかった高齢ペットを救う事業

新特別

1850 R128050240 近畿 兵庫県 株式会社一 8140001116096
総合栄養食の基準を満たす無添加ドッグフードの開発及び量
産体制の確立

通常 兵庫県商工会連合会

1851 R129050005 近畿 奈良県 株式会社Ｓ－ＢＡＳＥ 5150001015110
木製家具・雑貨の付加価値向上につなげる加工技術開発と体
制強化計画

通常 株式会社南都銀行

1852 R129050006 近畿 奈良県 株式会社アルファー 1150001005528 特殊印刷による地域密着型事業と新規ビジネスの確立 新特別

1853 R129050010 近畿 奈良県 有限会社井上電子工房 9150002003928 付加製造技術（ＡＭ）を活用した汎用型ロボットアームの開発 通常
公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

1854 R129050011 近畿 奈良県 トライキャット株式会社 6150001024374
関西圏でも珍しいワンストップ高齢動物の内分泌疾患診療の
高度化

通常

1855 R129050013 近畿 奈良県 株式会社ティーエムアール技研 6150001019853
５軸制御マシニングセンター導入による自動運転用特殊部品
の試作体制構築

通常

1856 R129050014 近畿 奈良県 有限会社テラヨシ 2150002010220
２４時間操業における生産性向上と精密加工における精度向
上を実現

通常
一般財団法人 南都経済
研究所
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1857 R129050015 近畿 奈良県 株式会社サンベイズ 8150001009340
太陽光発電設備用基礎施工の新手法による生産性向上及び
高強度施工体制の確立

新特別 株式会社紀陽銀行

1858 R129050018 近畿 奈良県 株式会社ニット・ウィン 7150001014060
最新技術の製品開発による自社ブランドの海外販売拡大と生
産プロセスの革新

新特別
公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

1859 R129050024 近畿 奈良県 株式会社吉田建材生コン 9150001016195
早期解放型舗装ワンデイペイブ導入による災害復旧作業短縮
の実現

通常 奈良県商工会連合会

1860 R129050026 近畿 奈良県 株式会社フォトニック・エッジ 6150001023178
Ｂｅｙｏｎｄ５Ｇ／６Ｇ向け３００ＧＨｚ帯高周波電波の受託計測
サービス

通常

1861 R129050029 近畿 奈良県 株式会社加茂建具製作所 2150001012548
自社開発製品製作にラジアルソー導入で生産性・効率性向上
を実現

通常

1862 R129050031 近畿 奈良県 株式会社サンロード 3150001010526
高機能新基幹システム導入による業務効率化と顧客満足度
の向上

通常
公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

1863 R129050032 近畿 奈良県 株式会社ヨシザキ化学 5150001019615 特殊配合素材を使用した医療用装具品の製造開発計画 通常

1864 R129050034 近畿 奈良県 株式会社ＡＨ 7150001020389
エキゾチックアニマル診療の高度化・効率化で飼い主が安心
できる医療の提供

新特別
株式会社Ｎ総合会計コン
サルティング

1865 R129050036 近畿 奈良県 美吉野醸造株式会社 3150001016374
新ジャンルの極甘口・高酸デザート日本酒の夏季醸造による
販路拡大事業

通常 奈良県商工会連合会

1866 R129050037 近畿 奈良県 株式会社塚本畳商店 1150001001403 小サイズ薄畳の量産体制確立による、畳のラインアップ拡大 通常

1867 R129050039 近畿 奈良県 株式会社ダイナ 9150001007062
ＰＡ６－ＧＦ１５を用いたカーブコンベアホルダー開発とインサー
ト成形の生産自動化

新特別
株式会社ダイワマネジメ
ント

1868 R129050040 近畿 奈良県 片岡歯科医院
最新式３次元画像ＣＴ導入による革新的歯科治療プロセスの
確立

通常

1869 R129050043 近畿 奈良県 出井工業
シャーリングマシン導入による製造工程の内製化と短納期化
で受注の拡大

通常

1870 R129050044 近畿 奈良県 赤庄産業株式会社 2150001015781
自動混合塗布システムの新導入による集成材製造技術の革
新と新製品開発

通常 奈良県商工会連合会

1871 R129050046 近畿 奈良県 有限会社ベトリード 9150002002137
治療成功率わずか５０％の難病である「急性腎不全」に対する
有効な治療法の確立

新特別

1872 R129050049 近畿 奈良県 横田プラスチック工業株式会社 3150001011061
最新のマシニングセンター導入によるグローブボックス用ブー
スの量産体制確立

通常

1873 R129050050 近畿 奈良県 阪口工業株式会社 5150001014541 防虫忌避プラ製品の開発と外観品質検査の自動化 通常 株式会社南都銀行

1874 R129050051 近畿 奈良県 株式会社ブレス 7120001013528 独自の圧縮空気利用技術を強化してニッチトップを目指す 新特別

1875 R129050053 近畿 奈良県 株式会社坂利製麵所 4150001009740
国産小麦１００％手延素麺の製造工程革新による地域雇用貢
献事業

通常

1876 R129050054 近畿 奈良県 芝原歯科
感染防止と治療プロセスの改善による人にやさしい歯科治療
の実現

通常
公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

1877 R129050055 近畿 奈良県 新明金属工業株式会社 7150001001001
設備導入による曲げ加工の精度向上と次世代への独自技術
伝承

新特別
株式会社ダイワマネジメ
ント

1878 R129050056 近畿 奈良県 株式会社マイトリー 3150001017439
県内屈指の技術力を生かした、病気の難病化という業界全体
の課題への挑戦

新特別

1879 R129050059 近畿 奈良県 株式会社創喜 2150001019601
日本初の靴下製造体験ができるチャリックスオンラインワーク
ショップ事業

通常 奈良県商工会連合会

1880 R129050061 近畿 奈良県 三和印刷工業株式会社 6150001011166
違法な「デッドコピー品」対策の切り札である、新しい「ブランド
プロテクションラベル」の開発

通常

1881 R129050063 近畿 奈良県 金陽製薬株式会社 8150001015438
奈良県産トウキ生薬でのトウキドリンクの開発及びブランドの
構築

通常
公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

1882 R129050064 近畿 奈良県 株式会社カキモト 8150001006957
奈良発！錆加工技術の海外発信を目指した自社ブランドの事
業化

通常
株式会社ダイワマネジメ
ント

1883 R129050069 近畿 奈良県 五條運輸株式会社 7150001000804
県内初の物流事業者の－１２０度の超低温状態の保管・輸送
技術の確立

通常
株式会社コムラッド
ファームジャパン

1884 R129050070 近畿 奈良県 大倭印刷株式会社 9150001000422
環境配慮素材の対応と次世代型デジタルＱＲコードを利用した
競争力強化

通常

1885 R129050071 近畿 奈良県 大友歯科医院
コロナ禍で増大した口腔環境悪化を防ぐ地域に寄り添った訪
問診療サービスの展開

新特別
株式会社ダイワマネジメ
ント

1886 R129050074 近畿 奈良県 株式会社美吉金属 4150001013494
競争優位の強化と販路開拓のための精密サーボプレスの導
入

通常 大串　智之

1887 R129050075 近畿 奈良県 株式会社塚英プラスチック工業 7150001019729
複合素材だから実現できる魅力ある高付加価値製品の製造プ
ロセス革新

通常

1888 R129050076 近畿 奈良県 ダイシン化工株式会社 4150001001227 自社事業維持拡大のためのリサイクル事業への新規取組 通常

1889 R130050002 近畿 和歌山県 株式会社オーシャン・ライフ 7170001009991
増加する水害等に備える救命胴衣の製造プロセス刷新による
生産体制強化計画

新特別 きのくに信用金庫

1890 R130050005 近畿 和歌山県 株式会社ホテル大阪屋 6170001002972 旅館需要の新たな展望を開くためのリモートシェフ料理の提供 通常

1891 R130050006 近畿 和歌山県 有限会社タキモト 1170002009765
紀州南高梅生産における少数精鋭人材での工程改善と体制
強化計画

新特別 株式会社紀陽銀行

1892 R130050007 近畿 和歌山県 株式会社吉岡商店 5170001008260
最新型金属解体機導入による車両解体の革新的な生産性及
び品質向上計画

通常

1893 R130050010 近畿 和歌山県 株式会社ウメカ食品 8170001008555
ウメカ式パルパー機導入し歩留り向上と食品残渣廃棄削減で
コストダウン

通常 田辺商工会議所

1894 R130050011 近畿 和歌山県 尾高ゴム工業株式会社 5170001000424
高機能（長寿命）産業用ゴムロール向け温水加硫缶（高性能
加硫缶）の導入

通常

1895 R130050012 近畿 和歌山県 阪和電子工業株式会社 1170001002738
非対面でも生産性が大幅に向上する電子稟議機能を有する
業務支援システムの導入

新特別

1896 R130050014 近畿 和歌山県 ロイヤルフード協業組合 6170005001070
精肉加工品の流通量増加に向けた冷凍技術の習得と加工機
の導入

新特別 株式会社紀陽銀行

1897 R130050015 近畿 和歌山県 エーベル鈴木
アパレルＣＡＭ導入による裁断の自動化と企画提案型企業へ
の転換

通常

1898 R130050016 近畿 和歌山県 有限会社井戸畳店 8170002009726
短納期・自動化・ネットワークに対応した全自動畳製造ライン
の構築

新特別

1899 R130050019 近畿 和歌山県 株式会社サザン 1170002008461
和歌山県初のプリンター施工事業展開による塗装業への新規
参入

新特別 税理士法人あおば

1900 R130050025 近畿 和歌山県 南海合繊株式会社 3120001086338
特許取得商品の海外展開及び販売にあたっての独自専用機
台（編機）の導入

通常

1901 R130050028 近畿 和歌山県 太陽食品株式会社 8170001002013
多様な食感のロールケーキの開発とフードディフェンスへの着
手

通常

1902 R130050029 近畿 和歌山県 紀之川木工所
福祉関連施設向けの高背丈不燃性ドアの高効率生産体制の
確立

通常 株式会社紀陽銀行

1903 R130050030 近畿 和歌山県 有限会社阪口印刷所 4170002001587
ＥＣサイトと新設備導入による非対面型事業の展開と生産性
の向上

通常

1904 R130050035 近畿 和歌山県 株式会社バカヂカラ 1170001008438
和歌山ラーメン店初！テイクアウトニーズ等に対応した新事業
転換

新特別 株式会社紀陽銀行

1905 R130050039 近畿 和歌山県 株式会社日高新報社 2170001010145
読者ファーストの為の新聞紙面可読性及び生産性向上最新
型新聞制作機器導入事業計画

新特別

39 / 47



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

1906 R131050001 中国 鳥取県 株式会社Ｍ・Ａサービス 3270001004409
新規設備で生産性を向上し、３６５日対応の「ご飯」配達新事
業を興す

通常 株式会社鳥取銀行

1907 R131050002 中国 鳥取県 株式会社大上農園 8270001006664 地球温暖化に対応した白ネギ安定生産技術の確立 通常 鳥取信用金庫

1908 R131050004 中国 鳥取県 株式会社石黒建具製作所 5270001000050
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

新特別
株式会社アルマ経営研究
所

1909 R131050007 中国 鳥取県 株式会社エコ・ファーム鳥取 1270001002686
刈草を原料とする堆肥製造工程の効率化による廃棄物及びＣ
Ｏ₂削減と販路拡大

通常

1910 R131050008 中国 鳥取県 有限会社松村精機 8270002002175
高度な金属加工技術を駆使したオリジナル農業ソリューション
機器の開発

新特別

1911 R132050001 中国 島根県 株式会社サンテクノス 8280001000303
島根県のものづくり企業を支援する試作品検査サービスの開
発

新特別
株式会社東京経営サポー
ター

1912 R132050003 中国 島根県 株式会社竹田製作所 9280001003429
射出成型機用並びに産業機械用の長尺量産品の生産体制の
確立

通常 島根県商工会連合会

1913 R132050005 中国 島根県 株式会社ＳＯＬ　ＪＡＰＡＮ 5280002001419
「島根のお魚」の付加価値最大化に向けた、高鮮度加工プロ
セスの変革プロジェクト

通常
公益財団法人　しまね産
業振興財団

1914 R132050006 中国 島根県 山陰クボタ水道用材株式会社 1280001000235
ミネラルウォーター製造における環境配慮型ビジネスの推進と
生産性向上

通常
公益財団法人　しまね産
業振興財団

1915 R132050008 中国 島根県 株式会社日西テクノプラン 6280001000552
レーザー搭載ドローンを用いたくさび型アンカー施工の高度化
事業

新特別

1916 R132050009 中国 島根県 日精販有限会社 2280002010182
デザイン、印刷、看板製作のワンストップ体制を構築し、生産
性向上化事業

通常

1917 R132050011 中国 島根県 有限会社新川鉄工 5280002006343
二次部材の製造能力増強による、本体鉄骨と二次部材の一
元供給事業

新特別 株式会社ゼロプラス

1918 R132050012 中国 島根県 有限会社三ッ和 8280002011555
デジタル技術×職人の技×デザイン力の融合による生産性向
上と革新的デザインの木製品開発

新特別
公益財団法人　しまね産
業振興財団

1919 R132050014 中国 島根県 福波物産有限会社 3280002007938
製材の品質・生産性の向上と木材住宅の高付加価値化による
受注増

通常 島根県商工会連合会

1920 R133050002 中国 岡山県 株式会社ウッディヨネダ 1260001000666
テーブル・机・カウンターの幅はぎ天板製作の高度化とネット
販売拡大

通常 岡山商工会議所

1921 R133050003 中国 岡山県 株式会社オザキアンドサンズ 4260001009432
自動裁断機導入によるサンプル受注の効率化と事業全体の
生産性向上

通常

1922 R133050005 中国 岡山県 株式会社ＥＭＩファクトリー 3100001009275
より使いやすく、より安全性に優れた、新しい低侵襲心臓手術
用機器の開発実現

新特別

1923 R133050006 中国 岡山県 山王鋼業株式会社 1260001002753 軽自動車ＥＶ用フロントサイドメンバー革新的生産体制確立 新特別 株式会社中国銀行

1924 R133050008 中国 岡山県 有限会社翔正 1260002018807 高精度な大型鋼製ケーシングの安定供給体制の確立 通常 株式会社山陰合同銀行

1925 R133050010 中国 岡山県 株式会社弘和工業 6260002024627
穴あけ工程への新設備導入により、生産性向上・感染症リス
ク低減事業

新特別
株式会社アルマ経営研究
所

1926 R133050011 中国 岡山県 二葉ゴム工業株式会社 6260001005909
大型構築物向けセルロースナノファイバー水膨張ゴムの最終
製品化

通常 岡山商工会議所

1927 R133050015 中国 岡山県 有限会社　工房かじや 6260002015849
超薄板（０．１ｍｍ）の高生産性・高精度溶接の実現で新分野
進出

通常

1928 R133050017 中国 岡山県 岡山検査有限会社 1260002030869
高速複合５軸ＭＣ導入による異形材及び小ロット品の生産性
向上

通常

1929 R133050019 中国 岡山県 恒次工業株式会社 7260001021293
“ため池底樋用プレハブ鉄筋”の生産性並びに加工精度向上
事業

通常

1930 R133050021 中国 岡山県 籔内鉄工株式会社 6260001020305
高機能溶接ロボット導入による生産能力拡充および高品質化
の実現によるグレード工場取得によるステージアップ

通常

1931 R133050022 中国 岡山県 株式会社大和鉄工所 8260001004074
「テーブル移動式歪み矯正プレス」の導入で生産性向上の実
現

通常

1932 R133050023 中国 岡山県 株式会社山邊組 9260001016408
安心・安全・安定供給に向けた生産性向上と新規メンテナンス
受注計画

新特別 玉島信用金庫

1933 R133050028 中国 岡山県 イシイ矯正歯科クリニック
若年層を中心とした機能面リスク診察能力の向上による矯正
歯科治療の差別化

新特別 株式会社百十四銀行

1934 R133050029 中国 岡山県 株式会社ツリーサービス 4260001032137
ハーベスタの導入による林地残材のバイオマス発電燃料への
利用

通常 津山信用金庫

1935 R133050032 中国 岡山県 Ｎｅｏスクリュー株式会社 9260002032536 溶接技術の開発による革新的スクリューメッシュ生産方法 通常

1936 R133050034 中国 岡山県 エラヤ食品工業株式会社 3260001012651 製造ラインの刷新による生産性および品質向上の実現 新特別 玉島信用金庫

1937 R133050037 中国 岡山県 有限会社ワールド吉備路 6260002023406
高効率設備導入による、改良土の生産性向上・感染症リスク
低減事業

新特別
株式会社アルマ経営研究
所

1938 R133050040 中国 岡山県 東洋内燃機工業株式会社 7260001004612
ディーゼルエンジンの加工修理における安定した超高精度技
術の提供

通常

1939 R133050043 中国 岡山県 木工座
間伐材と伝統工法を活かしたコロナ対応型タイニーハウスの
開発

通常

1940 R133050045 中国 岡山県 株式会社アースライズカンパニー 5260001010983
中空域（１００，０００㎡）向け高密度３次元地形測量実現のた
めの可動式レーザー機導入

新特別 株式会社百十四銀行

1941 R133050049 中国 岡山県 株式会社ワイズヘア 8260001006021 　独自の技術力を活用した男性用かつら提供方式の確立 新特別

1942 R133050053 中国 岡山県 平賀運送株式会社 7260001005643 大型石膏ボードの加工を実現し、顧客ニーズに応える 新特別
株式会社アルマ経営研究
所

1943 R133050056 中国 岡山県 冨士商事有限会社 2260002020860
ＣＡＤ導入による遊休裁断装置（ＣＡＭ）蘇生、工程間バランス
均衡化による一貫生産体制強化

新特別

1944 R133050059 中国 岡山県 有限会社津山アニマルメディカルセンター 8260002029913
獣医療の専門性の幅と深さの強化×検査・治療の一気通貫モ
デルによりポストコロナに向けた病院構築

新特別

1945 R133050060 中国 岡山県 株式会社堀田 4260001022030 高精度切り溝の“高速高送り加工”によるカム専門メーカー化 通常

1946 R133050062 中国 岡山県 合同会社エフテック 2260003002973
シールドトンネル工事の安全に資する高品質ミニパッカーの増
産対応

通常

1947 R133050065 中国 岡山県 株式会社富士 5260001005694
新規受注への対応と加工精度及び生産性向上に向けたＣＮＣ
旋盤の導入

新特別

1948 R133050068 中国 岡山県 株式会社西江デニム 2260001018303
デニム製品の制菌・抗ウイルス加工工程（薬剤利用、回収・再
利用工程）の自動化による生産性向上

新特別 井原商工会議所

1949 R133050069 中国 岡山県 不二精工株式会社 3260001005705
超硬丸鋸盤の導入による生産性向上でＡ型事業所との持続
的発展を実現する。

通常 株式会社中国銀行

1950 R133050073 中国 岡山県 株式会社ラ・コルセ 9260001023701
高速自動裁断機の導入によるコロナウイルス感染症マスク需
要対応

通常 税理士法人久遠

1951 R133050074 中国 岡山県 真庭木材事業協同組合 4260005008356
全国初　広葉樹のバイオマス燃料化を通した持続可能な社会
形成への貢献

通常 株式会社中国銀行

1952 R133050082 中国 岡山県 ミチホテック株式会社 1260001009402
都市開発需要に合わせた、解体業の都市型モデルの構築及
び金属リサイクルの事業化

通常

1953 R133050083 中国 岡山県 蒜山食品加工株式会社 8260001020162
地域産新大豆を使用した納豆製造で地域循環消費モデルを
確立する

通常 津山信用金庫

1954 R133050088 中国 岡山県 奥村鍛工株式会社 2120001034495
高度な鍛造加工技術を駆使した新しい建築用耐震金物部品
の開発計画

新特別
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1955 R133050089 中国 岡山県 ＫＥアルファ株式会社 9260001032834
大型配電盤筐体のフレームレス化に対応した、生産ラインの
拡充

新特別 株式会社ゼロプラス

1956 R133050093 中国 岡山県 おおつか歯科医院
３Ｄ画像を活用した歯科教育の提供による定期メンテンナンス
継続率向上

新特別

1957 R133050095 中国 岡山県 有限会社安田精米 5260002010173
異物除去工程における生産性向上・高精度化の実現による当
社競争力強化事業

通常

1958 R133050097 中国 岡山県 株式会社クザキ車輌 3260001013187
先進安全自動車の整備修理事業によるトータルカーライフサ
ポート体制の実現

新特別 玉島信用金庫

1959 R133050102 中国 岡山県 小野藤株式会社 5260002008531
自動裁断機導入による非対面販売の強化とリードタイムの短
縮

通常

1960 R133050104 中国 岡山県 株式会社英田エンジニアリング 8260001020708
内製化率向上により精密加工のノウハウを蓄積し、新しい形
状の破砕刃の開発に取り組む。

通常

1961 R134050001 中国 広島県 株式会社安芸テクノス 1240001036142
革新的高精度・高生産性切削加工技術の確立による手仕上
げ作業の削減による生産性向上

通常

1962 R134050002 中国 広島県 今岡製菓株式会社 8240001037786
粉末飲料製造ラインの自動化部分の拡張による超短納期体
制の確立

新特別 シェアビジョン株式会社

1963 R134050003 中国 広島県 株式会社オーザック 4240001030051
四つ爪ＮＣ旋盤を導入し異形物加工強化への取組による利益
拡大

通常

1964 R134050005 中国 広島県 株式会社サトウ製作所 8240001030700
ボトルネック工程の革新で、品質安定化や生産量増加を実現
し成長市場製品の売上利益拡大

新特別 中村　清悟

1965 R134050006 中国 広島県 有限会社中路産業 4240002035157
当社独自の高難度切削加工技術を活用した高精度・高生産
性を実現する革新的ＮＣ旋盤の導入による受注拡大

通常 広島県商工会連合会

1966 R134050007 中国 広島県 土屋鉄工所
立形マシニングセンタ導入による精度向上、アルミ部品等の仕
上げ面粗さ向上及び、納期短縮

新特別

1967 R134050009 中国 広島県 山陽精螺工業株式会社 7240001024678
大型設備導入と分散工程集約による脱炭素プラント受注の拡
大

通常 山根　敏宏

1968 R134050010 中国 広島県 有限会社タキタニ鉄工所 9240002041638
旋盤、切削加工の内製化体制の構築による受注拡大と新規
市場参入の実現

通常

1969 R134050011 中国 広島県 有限会社コートダジュール 2240002005748 仕上げ及び検査の内製化による低コストな一貫性体制の構築 通常

1970 R134050012 中国 広島県 有限会社岡村鉄工所 3240002050157
大型ＣＮＣ複合旋盤導入による、船用バルブの生産性向上計
画

通常

1971 R134050014 中国 広島県 有限会社ワイズ 2240002046065
アームロボット部品等の受注増加に伴うマシニング工程の本
社工場内内製化による生産性向上計画

通常 シェアビジョン株式会社

1972 R134050016 中国 広島県 アイドカ印刷有限会社 8240002038998
データ連携と高精細印刷による生産性向上と高付加価値化の
実現

通常

1973 R134050022 中国 広島県 株式会社ＳＵＨＡＲＵＮＥＴ 5240001050164
レーザー加工機導入による精度向上と新分野への進出と受注
獲得

通常 広島県商工会連合会

1974 R134050023 中国 広島県 サカネテクノ株式会社 5240001028441
最新マシニングセンタとＮＣ円テーブル導入によるワンストップ
生産体制の構築

通常

1975 R134050026 中国 広島県 長谷川紙器工業所
糊付け加工工程の生産課題の解決による特殊な紙器の生産
量増大体制を構築

通常

1976 R134050028 中国 広島県 有限会社格太郎と麦 1240002045150 生地作成と焼成プロセスの改善による高付加価値パンの開発 通常

1977 R134050029 中国 広島県 三和鉄構建設株式会社 8240001038090
大型鉄骨構造物の建設需要に伴う、大型鉄骨製作等の高効
率化と品質維持・向上

通常

1978 R134050032 中国 広島県 青葉出版株式会社 7240001029669
最新鋭断裁機・積載機の導入でテスト・プリント製造工程の生
産性向上を図る

通常 齊藤　祐一

1979 R134050034 中国 広島県 谷本建築
プロモーション強化とデザイン建具の提供による受注獲得計
画

通常 広島県商工会連合会

1980 R134050035 中国 広島県 株式会社エムケイケイ 5240001035826
鉄製部品製造ライン構築と内製化によるロボット関連市場の
開拓

通常

1981 R134050036 中国 広島県 ヤマセイ株式会社 2240001028691
防ダニ布団の生産時間短縮とカバー製品の内製化に向けた
製造革新

通常

1982 R134050037 中国 広島県 株式会社西田工業 6240001024480
ベンディングマシン導入による製造工程の自動化と短納期化
で受注の拡大

通常

1983 R134050039 中国 広島県 ヤマモト技工室
生産性向上の妨げとなっている生産プロセス革新で生産量・
品質向上

通常 中村　清悟

1984 R134050041 中国 広島県 株式会社アサヒエンタープライゼス 7240001014506
ＡＩ・ＩＯＴを活用した新型パーキングシステムの実現による市場
創造

新特別

1985 R134050042 中国 広島県 株式会社福本鉄工所 7240001027251
高張力鋼板向けプレス工程の最適・最短化をプログレ加工法
で実現する。

通常

1986 R134050043 中国 広島県 ゆう家
急速冷凍を活用した調理過程の見直しと尾道特産の販路拡
大に挑戦

新特別 株式会社シャイン総研

1987 R134050044 中国 広島県 株式会社ダイヤス食品 6240001016008
食器洗浄機および容器洗浄機の導入による洗浄工程の効率
化と衛生品質向上による新規販路開拓

通常

1988 R134050046 中国 広島県 株式会社サンヨーレーザー 9240001024668 レーザー加工における付帯作業の削減による生産性向上 新特別

1989 R134050047 中国 広島県 フレスコサンドカフェ 生産性拡大のための製造プロセスの構築 通常

1990 R134050052 中国 広島県 有限会社ディ・シイ・エル広島 4240002010770
デンチャー生産工程の完全デジタル化による生産性向上への
挑戦

新特別 アイアンドアイ株式会社

1991 R134050054 中国 広島県 有限会社ワイ・エム・ジー 8240002051803
食材製造の生産能力向上による既存事業の合理化及び新分
野展開

通常

1992 R134050059 中国 広島県 有限会社サンケン 8240002053196 新規設備導入による一貫生産体制の確立と事業拡大計画 通常

1993 R134050062 中国 広島県 株式会社広島金型 8240001009240
業界最高水準の検査体制の構築による生産性の向上と対人
接触の減少

新特別
株式会社フラッグシップ
経営

1994 R134050064 中国 広島県 株式会社ＫＡＷＡＣＨＩＹＡ 1240001052107
コロナ需要に対応するアウトドア用品超付加価値によるＥＣ力
強化

新特別

1995 R134050065 中国 広島県 株式会社コスモプレート 8240001003565
ＣＮＣ普通旋盤導入による新たな加工プロセスの確立、加工の
多様化と生産性向上。

新特別

1996 R134050066 中国 広島県 株式会社モノミラ 2240001053384
複合加工機を運用する為のＮＣプログラムの委託製作体制の
構築

通常

1997 R134050068 中国 広島県 アグリ・アライアンス株式会社 6240001049065
落花生の産地化に向けた生産効率化とノウハウ展開による規
模拡大

新特別

1998 R134050070 中国 広島県 有限会社高野食品 8240002053139
コロナ需要における新規格こんにゃく製品の提供と生産体制
の確立

新特別

1999 R134050072 中国 広島県 ぶなの里 スマート農業の導入による生産性向上と労働力不足の解消 通常 倉田　耕志

2000 R134050074 中国 広島県 亀山土地家屋調査士事務所
革新的な３Ｄスキャナを活用した非対面測量による高精度高
効率測量体制の確立と顧客ニーズに対応したサービス提供

新特別 広島県商工会連合会

2001 R134050075 中国 広島県 グローバルイノベーション株式会社 4240001044761
ブラスト工程の高度化・生産性向上による新規分野の受注拡
大

新特別

2002 R134050078 中国 広島県 株式会社はなまる 6240001054008
獣医療の機能分化によって表面化した問題に対し、１．５次診
療施設という革新的なソリューションの提供

新特別

2003 R134050082 中国 広島県 株式会社花一 5240002013483 小規模小売事業者向けビジネス変革加工事業 通常 新開　好江
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2004 R134050088 中国 広島県 株式会社のば 4240001025209
一気通貫型の高度医療提供モデルという業界最先端の取組
みを通じた、ポストコロナの新時代に向けた挑戦

新特別

2005 R134050093 中国 広島県 有限会社佐藤工作所 9240002038733 高性能ＣＮＣ旋盤導入による生産性向上で売上・利益の拡大 通常

2006 R134050095 中国 広島県 ハマテック株式会社 1290801014714
原子力発電所燃料デブリ取り出し用ロボット部品等の品質向
上と生産性向上の取り組み

通常

2007 R134050098 中国 広島県 ユルソン株式会社 7240001022905 自動車向けボルト・ピン部品の超精密な試作品の開発 新特別

2008 R134050108 中国 広島県 株式会社大丸商事 4240001006126
カンシーラー導入による工程の自動化と新商品開発による新
規顧客創出

通常 広島県商工会連合会

2009 R135050001 中国 山口県 有限会社中国パッキン製作所 1250002015739
設備導入による生産プロセス革新でＱＣＤ向上を実現し、顧客
ニーズ対応で経営力強化

新特別 中村　清悟

2010 R135050002 中国 山口県 株式会社羽嶋松翠園 3250001002174
木材破砕機導入による環境配慮活動及びコスト削減、業務効
率改善計画

通常 防府商工会議所

2011 R135050004 中国 山口県 八木畳店
「薄型置き畳」の生産供給力を高め畳のあるライフスタイルを
提案する

通常

2012 R135050005 中国 山口県 株式会社松本工業所 3250001009293 ＣＮＣ旋盤導入におけるワンストップ生産体制の確立 通常

2013 R135050012 中国 山口県 ホトリテイ
物販・テイクアウトの開始による地域活性化と雇用の維持の現
実

通常 株式会社西京銀行

2014 R135050016 中国 山口県 株式会社ラン・テック 2250001004915
鋼板切断工程の内製化による部材の安定確保実現と顧客
ニーズへの対応

通常 株式会社フロウシンク

2015 R135050019 中国 山口県 藤野バラ園
栽培用ＬＥＤ補光電照装置を活用したバラ栽培の生産能力お
よび品質向上の取組

新特別 はら経営株式会社

2016 R135050023 中国 山口県 共和林業株式会社 9250001006616
小型製品向けの鋸盤を導入し全体最適を図り受注力強化・販
路拡大

通常 株式会社西京銀行

2017 R135050028 中国 山口県 株式会社城永 8250001010610
特殊溶接技術を活かした薬液貯留槽の製造・施工一貫体制
構築

通常

2018 R135050030 中国 山口県 株式会社キシダプロテック 5250001008772
外壁遮蔽パネル製造・施工一貫体制強化によるビル外壁補修
市場の開拓

通常 谷口　修

2019 R135050035 中国 山口県 株式会社弘津工業 3250001014129
新たな製造ラインの構築による医療・化学プラント向けの耐酸
性タンクの生産プロセスの確立

通常

2020 R135050036 中国 山口県 たなか歯科 高齢者向け歯科治療のワンストップ対応力の強化 通常 株式会社西京銀行

2021 R135050037 中国 山口県 株式会社Ｊ－ＴＥＣ 9250001009643
ウォータージェット工法の改良による、持続可能な事業体制の
構築

通常 株式会社西京銀行

2022 R135050038 中国 山口県 有限会社メディカルソフトウェアラボラトリー 3260002021643
オンライン資格確認・検診薬歴情報自動取得機能を搭載した
非接触診療を実現する電子カルテの開発

新特別

2023 R135050039 中国 山口県 田村事務所
土地調査業務のデジタル化による災害対応能力強化と新サー
ビスの提供

通常 谷口　修

2024 R135050040 中国 山口県 有限会社田中醬油醸造場 8250002009882
開発提案型のＯＥＭ体制構築で開発から生産での高付加価
値の実現

通常

2025 R135050041 中国 山口県 株式会社辻岡工作所 4250001003436
生産工程のボトルネック解消と一貫生産体制構築のための新
規設備投資

通常

2026 R135050042 中国 山口県 株式会社テクノライフ 8250001007862 業務システムの効率化とスケジューリングによる生産性向上 通常 株式会社山口銀行

2027 R135050044 中国 山口県 株式会社オレン志 9250003002076 ＡＩとＲＰＡを用いた業務管理システムによる業務効率化計画 新特別

2028 R135050053 中国 山口県 ときつ養蜂園Ｂｅｅ’ｓ　Ｌｉｆｅ
地域の強みを活かした商品の販売チャネル転換及び製造体
制の改善

新特別
株式会社フィールドマネ
ジメント

2029 R135050054 中国 山口県 株式会社ユニオン自動車 7250001017978
ＩｏＴを活用した検査ラインの導入と車検ＯＳＳによる生産性の
向上

新特別 元山　康一

2030 R135050055 中国 山口県 石田兵衛株式会社 9250001001856
原料処方と印刷工程の工夫による環境負荷の少ないポリフィ
ルムの開発

通常

2031 R135050056 中国 山口県 有限会社三浦製麵 2250002004022
自動整列機導入による生産性向上と感染リスク低減に向けた
働き方改革

新特別 株式会社山口銀行

2032 R135050059 中国 山口県 有限会社堀江酒場 1250002018865
コロナ禍における高まるミニボトル需要への設備対応と輸出拡
大による売上向上

新特別

2033 R135050061 中国 山口県 脇村　畳店
厚畳・薄畳混流ラインの構築、置き畳ＤＩＹ教室による新規顧客
層への展開

新特別

2034 R136050001 四国 徳島県 株式会社中央設計 2480002011813
測量データの３Ｄ化による水害防止のインフラ整備等における
地域貢献計画

新特別 株式会社エフアンドエム

2035 R136050002 四国 徳島県 三星測建株式会社 1480001007516
頻発する自然災害に対応するＩＣＴの活用による測量工期短縮
及び防災対応計画

新特別 株式会社香川銀行

2036 R136050004 四国 徳島県 株式会社菓舗仁木 8480001008301
新型コロナウィルス感染症収束後の受注増に備え「銘菓なると
金時」の安定供給体制を構築する

新特別 株式会社阿波銀行

2037 R136050005 四国 徳島県 栄光カーペット株式会社 5480001007280
新制御装置による生産性向上でインテリアデザイン製品の売
上拡大計画

通常 徳島県商工会連合会

2038 R136050006 四国 徳島県 株式会社グリラス 6480001010688
生産量、生産効率及び品質を向上させるコオロギパウダーの
新規生産工程の確立

通常

2039 R136050008 四国 徳島県 馬居化成工業株式会社 3480001004924 新方式のろ過機導入による無機化学製品の生産性向上 通常

2040 R136050010 四国 徳島県 有限会社パドック 3480002003735
次世代自動車（ＡＳＶ）に対応したエーミング＆３Ｄ測定技術に
よる高水準整備サービスの展開

通常

2041 R136050011 四国 徳島県 日本スダチパウダー販売株式会社 9480001011023 世界初、スダチ果汁１００％のスダチパウダー商品販売化計画 通常 佐藤　剛

2042 R136050013 四国 徳島県 株式会社シンテック 3480001003752
自動化運転レベル５対応高精度バランサーシャフトの開発事
業

通常

2043 R136050015 四国 徳島県 有限会社一福 4480002012173
世界で評価される「Ｔｏｋｕｓｈｉｍａ品質」を目指すめっき加工強
靱化計画

通常 株式会社四国銀行

2044 R136050016 四国 徳島県 穴吹鉄工株式会社 4480001007257 コロナ禍における鉄骨事業の付加価値拡大 通常

2045 R136050019 四国 徳島県 株式会社ディーコネクト 1480001009578
デジタル工程導入によるインプラント施術用の顎骨模型の提
供

新特別 アイアンドアイ株式会社

2046 R136050020 四国 徳島県 株式会社中徳 3480001006994
地元で獲れるハモを食べやすく調理加工そして冷凍包装する
ことで、家庭内や業務筋の販売拡大を狙う

新特別

2047 R136050021 四国 徳島県 有限会社アカマツ 1480002012647
ポストコロナの今だからこそ、顧客の声を反映した新規事業に
取り組む

新特別 徳島県商工会連合会

2048 R136050022 四国 徳島県 株式会社日和ファーム 9240001050846
自専用製粉機の導入による米粉のでんぷん損傷低下と有機Ｊ
ＡＳ認定の米粉の製造

通常 駒田　裕次郎

2049 R136050028 四国 徳島県 末広動物クリニック ホームドクターにおける画像診断および手術のレベル向上 通常

2050 R137050003 四国 香川県 丸専化学株式会社 6470001009186
建築業界に貢献する多様性に応えた目地処理剤の生産体制
構築計画

新特別 株式会社四国銀行

2051 R137050004 四国 香川県 大矢鈑金塗装工業 インバータースポット溶接機の導入による販路開拓 通常

2052 R137050006 四国 香川県 有限会社真鍋モータース 4470002017099
最新型アライメント機器導入による「自動車整備精度の向上」
と「地域の交通事故減少への取組」

通常 株式会社香川銀行
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2053 R137050008 四国 香川県 株式会社グッドワーク 2470002010601
カッティングプロッター導入による小ロット個別カスタマイズライ
ンの構築

通常

2054 R137050010 四国 香川県 株式会社常井鉄工所 9470001015157
長尺部品加工を内製化し、納期短縮、品質向上により受注拡
大を目指す

新特別

2055 R137050011 四国 香川県 ＯＮＣ株式会社 9470001016634
フィルム加工への進出でポストコロナを見据えた需要に対応す
る					

通常 株式会社中国銀行

2056 R137050012 四国 香川県 有限会社米屋ながはら 5470002002892
おにぎり増産に向けた精米能力の増強と機会損失を防止する
包装方法の確立

新特別 高松商工会議所

2057 R137050013 四国 香川県 有限会社ＮＳクリエイト 2470002009825
チーム医療でがん治療を推進、顧客満足を目指し選ばれる動
物病院へ

通常
株式会社ビジネスブレイ
ン

2058 R137050020 四国 香川県 宮脇歯科医院 高精度睡眠時無呼吸症候群マウスピース治療体制の確立 新特別 株式会社百十四銀行

2059 R137050021 四国 香川県 有限会社イマムラ鉄工所 7470002001091 ポストコロナを見据えた、天井クレーンの生産体制の構築 新特別 倉智　武彦

2060 R137050022 四国 香川県 株式会社乃村工芸 2470001006113
ポストコロナに向けたＬＥＤ看板等、屋外看板の一貫生産体制
の構築

通常 倉智　武彦

2061 R137050023 四国 香川県 大成段ボール株式会社 2470001011410
薄物・小型段ボールの加工能力強化によるコロナ対応・地元
通販への貢献

新特別 株式会社中国銀行

2062 R137050024 四国 香川県 有限会社森本木工所 1470002015460
新たな成長のため設備投資による経営力強化で下請け脱却
を目指して地域課題解決に貢献

通常 安岡　和孝

2063 R137050025 四国 香川県 株式会社プラスワンインターナショナル 1470001005446
独自開発の受注システム導入がもたらす業務効率化と短納期
化

通常

2064 R137050029 四国 香川県 株式会社松本製作所 6470001000062
ＣＮＣタレットパンチングプレス機導入によるボトルネック解消
と、ＩｏＴを活用した生産性の向上

通常

2065 R137050031 四国 香川県 株式会社東板金工業所 5470001009393
精度向上がコストダウンに繋がる！金属加工と屋根工事両面
の生産性改善

通常

2066 R137050032 四国 香川県 株式会社双葉 8470001006421
瀬戸内の漁業活性化に貢献する販路拡大のための経営力強
化の実施

新特別

2067 R137050034 四国 香川県 ＶＯＩＣＥ株式会社 3470001015757 急速冷凍技術によるうどんの鮮度維持及び通販事業の拡大 通常 株式会社シャイン総研

2068 R137050037 四国 香川県 丸栄機工株式会社 7470001017188
最新制御ソフトを付加したＣＮＣ旋盤導入による生産性向上と
高品質化の確立

通常 香川県商工会連合会

2069 R138050001 四国 愛媛県 株式会社別子飴本舗 6500001010280
新型コロナウィルスの影響を乗り越えるための感染防止対策
と新分野進出

新特別

2070 R138050003 四国 愛媛県 株式会社山口工業 9500001007943
鉄筋曲げ加工の生産性向上及び高度化を図り愛媛県で超高
強度鉄筋曲げ加工を実現する唯一の企業となる

新特別 株式会社伊予銀行

2071 R138050004 四国 愛媛県 山本農園 高付加価値フルーツの生産方法開発と新規市場開拓 通常 株式会社伊予銀行

2072 R138050006 四国 愛媛県 株式会社稲井製作所 3500001010548
新規受注拡大をめざした複雑形状の形鋼における機械加工
体制の構築

通常 株式会社愛媛銀行

2073 R138050007 四国 愛媛県 株式会社新工業 1500001016662 新型パイプベンダーを導入し、新たに賃加工事業を展開 新特別 株式会社百十四銀行

2074 R138050009 四国 愛媛県 株式会社ＡＳＳＩＳＴ 4500001019902
環境と人に配慮した水性塗装ブース導入による新サービス構
築事業

通常

2075 R138050010 四国 愛媛県 株式会社リーガル 4500001007072
士業の非対面業務を実現する「ＲＳＳ」提供による売上拡大計
画

新特別 株式会社伊予銀行

2076 R138050011 四国 愛媛県 鍋ゴム
大型タイヤチェンジャー導入による物流ニーズへの対応と生
産性向上

通常 愛媛県商工会連合会

2077 R138050014 四国 愛媛県 菊池建設工業株式会社 5500001001330 ＴＶカメラシステムによる管内調査の業務効率化計画 通常

2078 R138050015 四国 愛媛県 堀田建設株式会社 6500001008416 ＩＣＴ技術を活用した生産性向上と新規採用促進計画 新特別

2079 R138050017 四国 愛媛県 宝株式会社 7500001014702 スリット加工における生産余力の獲得による生産性の向上 通常 観音寺信用金庫

2080 R138050018 四国 愛媛県 秀長水産株式会社 8500001015501
生産性向上及びコスト競争力強化を実現するための協働ロ
ボット導入

新特別

2081 R138050020 四国 愛媛県 山本土地家屋調査士事務所
多機能トータルステーションの導入で３密回避の円滑な境界確
定と測量の効率化

通常

2082 R138050021 四国 愛媛県 有限会社藤田印刷 3500002021833
従業員の職場内ソーシャルディスタンスに配慮した不良品検
知システムの導入

新特別 観音寺信用金庫

2083 R138050022 四国 愛媛県 松本水産
養殖管理のステージを上げ国際認証取得による輸出事業の
拡大

新特別

2084 R138050025 四国 愛媛県 有限会社ユーエスプラスチック 8500002017331
高精度加工により現地簡易組み立てを可能にした「食料品向
けコロナ対策特注カバー」の開発

新特別

2085 R138050026 四国 愛媛県 株式会社エリサジャパン 2500001000095
海外取引中心から国内取引へ地域貢献を向上させるハイブ
リッドの販売ビジネスモデルに

通常

2086 R138050027 四国 愛媛県 有限会社一高産業 4500002010752
ポストコロナに向けた、衛生用品梱包機械等の板金部品の生
産体制の強化

新特別 倉智　武彦

2087 R138050029 四国 愛媛県 有限会社田中鉄工所 1500002016637
新規市場製紙機械用中硬度長尺複雑形状ロールの新生産プ
ロセス構築による生産性の大幅向上

通常 株式会社伊予銀行

2088 R138050031 四国 愛媛県 株式会社小倉精工社 1500001022355
ＣＮＣ旋盤導入で高品質・高生産性の実現と新製品の開発・販
売

通常 森田　正雄

2089 R138050038 四国 愛媛県 スタジオＧＳ株式会社 5500001016460 最新鋭３Ｄプリンター導入による作業日数大幅短縮化事業 通常

2090 R138050039 四国 愛媛県 株式会社大三島みんなのワイナリー 7500001019445
大三島産の葡萄と柑橘を用いた本格シャンパン方式スパーク
リングワインの製造・販売

通常

2091 R138050042 四国 愛媛県 Ｍ．Ｓ．Ｓ株式会社 3500001016272
新型食品製造機械導入による内製化と小ロット・短納期化事
業

通常

2092 R138050047 四国 愛媛県 大磯タオル株式会社 4500001009176
最新式レピア＋大口ジャガードによる高度なアパレル生地開
発

通常 愛媛県商工会連合会

2093 R138050053 四国 愛媛県 株式会社ジェイエスシー 6500001017929
細かな柄や文字の刺繍を実現し、品質と効率を重視した刺繍
ワッペンの生産

通常

2094 R138050055 四国 愛媛県 株式会社三好建具店 8500001007060
新型コロナ需要獲得のための建具製造における安定供給体
制の構築

通常

2095 R138050059 四国 愛媛県 有限会社きむら自動車販売 4500002019694
車両の検査業務効率化のためのコンピュータ制御式検査ライ
ンシステムの導入とＩＴ連携による営業力強化

新特別

2096 R138050061 四国 愛媛県 有限会社柳紙業 9500002017487
「地域のすべてのゴミを受入れ、資源化へ」に向けての効率向
上計画

通常
税理士法人源代会計事務
所

2097 R139050001 四国 高知県 四国砕石株式会社 3490001006192
河川・道路等の土木工事コストダウンに寄与する砕石の新商
品開発

新特別 株式会社四国銀行

2098 R139050002 四国 高知県 有限会社上田微生物 8490002010387
園芸大国高知の生産性向上に貢献する！微生物を活用した
新製品開発事業

通常

2099 R139050003 四国 高知県 有限会社新栄工業 9490002012647
溶接工程の生産性向上によるリサイクルプラント部品等大型
製缶製品の安定供給体制確立

新特別 株式会社四国銀行

2100 R139050006 四国 高知県 株式会社西原鉄工所 2490001005443
ＣＮＣ旋盤導入によるコンクリート二次製品用鋼製型枠の生産
性向上及び品質向上化

通常 高知県商工会連合会

2101 R139050007 四国 高知県 有限会社田野ホンダ 2490002012876
自動車整備作業全般の完全内製化による車検日数、整備作
業の短期化の実現

通常
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2102 R139050008 四国 高知県 有限会社黒田鉄工 5490002011669
ＣＮＣフライス盤導入による低感染リスクの実現と加工能力の
拡大

新特別

2103 R139050011 四国 高知県 有限会社ヴェールヴェール 8490002006121
設備投資による人気商品増産と高利益の新商品開発のよる
利益改善

通常 高知商工会議所

2104 R139050012 四国 高知県 エイチ測量株式会社 4490001007669
測量困難地点での革新的ドローン運用を通じたＩＣＴサービス
の展開

新特別

2105 R139050016 四国 高知県 株式会社サンテクノ 4490001006497
新型フライス盤導入による生産性及び品質向上と特殊製品の
技術承継

通常 高知県商工会連合会

2106 R139050017 四国 高知県 新進建設株式会社 7490001001306
ＩＣＴを活用した３Ｄ設計体制の構築による革新的な建設ＤＸの
推進

新特別 株式会社四国銀行

2107 R139050018 四国 高知県 株式会社タムテック 2490001005798
最新式焼成窯の導入による自社ブランド瓦の生産性向上と省
エネ効果の実現

通常

2108 R139050022 四国 高知県 株式会社テラムラ 8490001006089 新しい葬儀のカタチに向けての各種サービスの提供 新特別 高知県商工会連合会

2109 R140050004 九州 福岡県 蛭子屋合名会社 7290003002413 有機味噌のスタンドパック入り商品開発及び国内外への販売 通常 福岡県商工会連合会

2110 R140050005 九州 福岡県 東洋木材株式会社 5020001027861
地元国産材を利用した九州地区における工場の生産性向上
及び顧客開拓

通常

2111 R140050006 九州 福岡県 立花米穀店
異物選別作業の精度および生産性向上による精米加工事業
の拡大

通常 福岡県商工会連合会

2112 R140050007 九州 福岡県 エムファイン有限会社 7290802017909
燃料電池車（ＦＣＶ）部品用金型製造の生産性向上による短納
期・高精度化

通常

2113 R140050008 九州 福岡県 有限会社室岡商店 4290002051273
スクラップ分別の生産性向上および高純度化に取組み鉄リサ
イクル産業を下支えする

新特別 株式会社筑邦銀行

2114 R140050009 九州 福岡県 株式会社福森工業 3290801015495
ＩＣＴ土工の推進による熟練技能者に依存しない施工体制の構
築

新特別 株式会社福岡銀行

2115 R140050011 九州 福岡県 有限会社江口栄商店 9290002054957
草木饅頭の消費期限の延長と製造工程の効率化による販路
と商圏の拡大

通常 大牟田商工会議所

2116 R140050012 九州 福岡県 吉永ハイメタル株式会社 8290801003883
自動車産業の需要拡大に応える大型の金型ベースプレート量
産体制の構築

新特別 株式会社ゼロプラス

2117 R140050013 九州 福岡県 株式会社マイテック 3290801021782 丸物精密金属部品の加工精度向上と精度保証体制の確立 新特別 株式会社フロウシンク

2118 R140050014 九州 福岡県 株式会社堀組土建 8290801014518
ＩＣＴ施工導入による土木工事の精度向上と若年者・未経験者
の活用による技術力維持向上

新特別 株式会社フロウシンク

2119 R140050017 九州 福岡県 株式会社田中染工場 3290001078467
デジタル印刷技術を活用した鯉のぼり生産における量産化の
取組み

通常 柳川商工会議所

2120 R140050018 九州 福岡県 株式会社住幸房 2290001046739
製材設備導入による自社製品生産及び自社現場の原価削減
と利益率向上

通常

2121 R140050019 九州 福岡県 川﨑木型
木型製作時の手仕上げ工程を無くすための切削加工工程の
改善

通常

2122 R140050020 九州 福岡県 株式会社野口機工 2290001050708
最新型の三次元測定機の導入による高品質化と顧客の信頼
性向上

新特別 株式会社フロウシンク

2123 R140050023 九州 福岡県 有限会社丸憲製作所 3290802025221
高性能マシニングセンタ導入による生産性向上と新規事業分
野への進出体制の構築

通常 福岡県商工会連合会

2124 R140050025 九州 福岡県 株式会社しんこう 3290801001727
新型包装機の導入による生産性の向上と販売高の拡大を図
る取組み

通常 北九州商工会議所

2125 R140050027 九州 福岡県 株式会社ホリコシ工機 9290001044190
木造需要に応える県内製材業に貢献する即日チップソー再研
磨体制構築

新特別 株式会社筑邦銀行

2126 R140050030 九州 福岡県 中島田精機株式会社 6290001049275
ＮＣフライス盤導入による大型部品の内製化等によるコスト競
争力の強化

通常

2127 R140050037 九州 福岡県 株式会社エートゥーゼット 3290801013870
最新型ワイドブラストマシン導入による、足場材保有建設会社
向けケレン作業を請負う新ビジネスモデル構築及び足場材の
ケレン作業

通常

2128 R140050038 九州 福岡県 株式会社イナバ 1290001050741 生産プロセス改善による高付加価値手袋の製造と開発 通常 株式会社筑邦銀行

2129 R140050041 九州 福岡県 有限会社みかさ製菓 1290802006256
攪拌機と圧延機の新規開発機導入による品質向上、不良率
低減、廃棄物量低減、生産量増加

新特別 株式会社十八親和銀行

2130 R140050042 九州 福岡県 メカドックマツシタ
先進安全自動車用のエーミング機器とプラスチック溶接機の
導入

通常 福岡県商工会連合会

2131 R140050045 九州 福岡県 株式会社ゼックフィールド 4290001025047
朝倉地域（福岡県）の森林資源と農作物から抽出した香りを活
かした商品開発

通常

2132 R140050048 九州 福岡県 株式会社昇邑 2290001080606
電解水及びチラー装置を用いたカット野菜コールドチェーン体
制構築の取組み

通常

2133 R140050049 九州 福岡県 株式会社三松 4290001042959
先進バリ取り機と自作搬送装置の組合せによる革新的な低感
染リスク生産ラインの構築

新特別

2134 R140050053 九州 福岡県 有限会社釜﨑ファインツール 5290002035069
「マグネシウムの射出成形用金型」改造の短納期化による受
注拡大

通常

2135 R140050054 九州 福岡県 服部屋
海藻海産物の長期保管と機械乾燥化による乾燥海産物開発
事業

新特別

2136 R140050057 九州 福岡県 太田自動車鈑金株式会社 2290001046160
自動車の鈑金塗装の完全水性化と技能者の早期育成による
競争力強化

通常

2137 R140050060 九州 福岡県 有限会社進藤商店 9290002034315
塩干品生産における食品ロス削減につながる微生物制御ライ
ンの構築

通常

2138 R140050063 九州 福岡県 株式会社７１９ 6290001064191
高級鮮魚の加工品開発と量産体制構築によるビジネスモデル
の転換

新特別

2139 R140050066 九州 福岡県 扶桑製作所
ＣＮＣ旋盤導入による差別化要因強化及び外注依存度低減へ
の取組

新特別

2140 R140050074 九州 福岡県 わだ動物病院 豊富な経験と実績を誇る院長による、獣医療の限界への挑戦 新特別

2141 R140050075 九州 福岡県 有限会社博多製麺 4290002016937
ちゃんぽん麺および餃子の皮の販売拡大による差別化要因
の強化

通常

2142 R140050076 九州 福岡県 肉の慶神
自社店舗開設に伴う大口顧客向け生産数量確立ＡＩシステム
開発と機器導入での生産ネック解消

通常

2143 R140050082 九州 福岡県 株式会社吉泉園 3290001047554
最高級八女茶葉の海外販路開拓のため、色彩選別機導入に
よる茶葉の品質・生産性向上

通常

2144 R140050084 九州 福岡県 有限会社亀井味楽 8290002007866
高取焼のＥＣサイトでの販売開始を目的とした生産性向上と短
納期対応への取組み

新特別

2145 R140050086 九州 福岡県 有限会社アドバンスフード 1290002029223
急速冷凍技術の導入による品質保存技術の高度化、取引先
ブランドでの展開

新特別

2146 R140050087 九州 福岡県 株式会社萬平浪漫 5290801016839
フードプリンタを活用した高付加価値商品の製造販売と生産
性向上への取組

通常 福岡県商工会連合会

2147 R140050088 九州 福岡県 株式会社ヤスナガ 9290001053282
スマートフォン活用による作業日報の自動集計システムの構
築

通常

2148 R140050091 九州 福岡県 株式会社リーモ・トロージェン 9290001032922
ＡＩによる香りの判別、提案機能を組み込んだ次世代アロマ
ディフューザーの開発

新特別 合同会社G&N

2149 R140050092 九州 福岡県 海の中道動物病院
専門医不足の神経病分野において、患者を一手に引き受け地
域レベルで医療水準を引き上げる

新特別
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2150 R140050094 九州 福岡県 株式会社Ｎａｔｕｒｅ　Ｗｏｏｄｓ 1290001076092
動物のがんの早期治療を可能とする、低感染リスクな革新的
がん検査システムの実現

新特別

2151 R140050100 九州 福岡県 株式会社トモミ商会 6290001084207
調整型鮮度保持方式開発での精肉の画期的な消費期限延長
と高付加価値物流での食品ロス低減

通常

2152 R140050105 九州 福岡県 有限会社ハンバーグ・オニオン 4290002050523
思い出のあの味をお届け！冷凍ハンバーグ製造・通信販売事
業

新特別 久留米商工会議所

2153 R140050106 九州 福岡県 株式会社高倉工業 9290801023344
切断工程の生産性向上によるダクト部品の内製化と競争力強
化

新特別 大串　智之

2154 R140050110 九州 福岡県 有限会社池田商会 1290802024778
介護事業・飲食事業をターゲットとした洗濯代行サービスの開
始

通常 福岡県商工会連合会

2155 R140050113 九州 福岡県 株式会社ＦＪＭ 7290001078141
高齢者の一人歩きによる行方不明の早期発見補システムの
開発

通常

2156 R140050114 九州 福岡県 有限会社ＦＰＦ 2290802011957 多品種少量・短納期加工品の高能率生産システムの構築 通常 株式会社福岡中央銀行

2157 R140050116 九州 福岡県 西日本工業株式会社 2290001038463
新型形鋼加工機の導入による金属加工工程の生産性向上と
販路拡大

新特別 大串　智之

2158 R140050117 九州 福岡県 ＴＴＣフーズ株式会社 7010401020507
新商品開発および販売促進に係る増産体制と効率生産体制
の確立

通常

2159 R140050120 九州 福岡県 ふたば歯科こども歯科
緊急患者への対応の充実化及び補綴治療の院内即日完結な
どを通してより多くの患者のニーズに応える治療体系の構築

新特別

2160 R140050121 九州 福岡県 研醸株式会社 9290001050577 日本初！人参焼酎・完全焙煎麦焼酎の製造高度化 新特別

2161 R140050124 九州 福岡県 龍宮株式会社 2290001055228 革新的な製品カッテガーゼの生産性向上・市場開拓 通常 福岡県商工会連合会

2162 R140050126 九州 福岡県 株式会社Ｋ．Ｙ．コンテナ 3290001030849
製品の立体形状採寸のデジタル化による生産効率の向上計
画

通常

2163 R140050130 九州 福岡県 荒巻畳店
少子高齢化に対応した衝撃緩和型畳の生産性向上と販路拡
大

通常 福岡県商工会連合会

2164 R140050131 九州 福岡県 トリゼンオーシャンズ株式会社 1290001086661
ブルーカーボンと水産資源回復のための海域向け鶏糞肥料
製造の生産性向上の取り組み

通常

2165 R140050132 九州 福岡県 有限会社光延織物 1290002048000
デザインシステムを応用した機能性ホームウェアの開発と生
産性の向上

通常

2166 R140050134 九州 福岡県 株式会社富士菊 9290801015119
外包装前工程への包装支援ロボット導入による省力化、生産
性向上の実現

通常 株式会社大分銀行

2167 R140050138 九州 福岡県 株式会社トゥトゥモロウ 9290001020951
ビッグデータ活用のスマートクリーニングロッカーシステムの開
発

新特別

2168 R141050005 九州 佐賀県 有限会社本村製材所 6300002005102
伐倒・抜根の生産性向上による砂防ダム建設工事等への参
入と災害復旧工事体制の構築

新特別 株式会社佐賀共栄銀行

2169 R141050006 九州 佐賀県 株式会社タカワークス 2300001009537
立型マシニングセンターの導入による生産性向上及び新規市
場への参入

新特別 株式会社フロウシンク

2170 R141050008 九州 佐賀県 佐賀冷凍食品株式会社 6300001003404
シェフの味をご家庭へお届け「極小ロット」冷凍総菜・スイーツ
開発事業

通常 佐賀県商工会連合会

2171 R141050009 九州 佐賀県 森源商店
生産能力拡大および歩留まり・品質向上に向けた高性能精米
機導入

通常 佐賀県商工会連合会

2172 R141050010 九州 佐賀県 米倉設備工業株式会社 2300001010115
建設業界の人手不足解消実現に向けたパイプ製造における
生産性向上計画

新特別 株式会社佐賀共栄銀行

2173 R141050011 九州 佐賀県 海郷株式会社 4290001059912
コロナで急激に進む釣り餌市場の変化に、事業、商品構造変
革で挑み、成長を続ける。

通常

2174 R141050013 九州 佐賀県 有限会社三栄鉄工所 5300002006456
柱溶接ロボットの導入による大型化・多様化するニーズへの新
たな挑戦

通常 株式会社佐賀銀行

2175 R141050014 九州 佐賀県 溝口自動車工業
環境に配慮した水性塗料の高品質塗装と乾燥作業の効率
アップ計画

通常 佐賀県商工会連合会

2176 R141050016 九州 佐賀県 岩瀬コスファ株式会社 6120001074785
白いきくらげプロジェクト～九州（唐津）地区における独自素材
生産事業展開～

通常

2177 R141050020 九州 佐賀県 有限会社研栄鈑金 1300002000446
“選ばれる”自動車整備工場となるための設備投資と職人育
成

通常

2178 R141050023 九州 佐賀県 有限会社木屋 5300002011043
３Ｄ急速冷凍機導入による製品高付加価値化＆生産性・収益
性の向上

通常 佐賀県商工会連合会

2179 R141050024 九州 佐賀県 ＧＥＮ　ＳＴＥＥＬ　ＢＵＩＬＤ株式会社 8300001009044 ロボット導入による 新特別

2180 R141050027 九州 佐賀県 福博印刷株式会社 2300001000826
【顧客支援×ＡＩ分析×高付加価値販促ツール】による新サー
ビス展開

新特別

2181 R141050029 九州 佐賀県 株式会社ＷＴ 1300001011312
現代住宅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 株式会社佐賀共栄銀行

2182 R141050030 九州 佐賀県 有限会社蟹御殿 5300002007058 地域食材を活用した人気の旅館料理の提供体制構築 新特別

2183 R141050031 九州 佐賀県 株式会社竹八 4300001001203
製造工程改善による職務拡大と時代に即したビジネスモデル
の確立

通常 佐賀県商工会連合会

2184 R141050032 九州 佐賀県 川原田畳工業
特殊畳の製造ライン確立による生産性向上と新市場開拓への
挑戦

通常 株式会社佐賀銀行

2185 R141050034 九州 佐賀県 株式会社ベジビューティークリエイト 8300001010068 ＲＦＩＤタグを活用した非接触型レジシステム導入事業 新特別 滝　亮史

2186 R141050036 九州 佐賀県 増田建設有限会社 9300002004233
下水道工事の交通規制を減らす省スペース化・時間短縮の実
現

通常

2187 R141050039 九州 佐賀県 株式会社ビジネスプロセスソリューションズ 2290001042944
クリーン加工で“残り２０％の付加価値”取り込みと低感染リス
クオペレーション

新特別 宮﨑　正弘

2188 R142050004 九州 長崎県 西日本繊維株式会社 3310001008867
多様化する新素材、高機能素材に対応した延反技術導入によ
る受注体制構築

通常

2189 R142050005 九州 長崎県 太洋技研株式会社 6310001001027
レーザースキャナーによる測量業務の生産性向上と新規業務
の開拓

新特別 株式会社フロウシンク

2190 R142050009 九州 長崎県 九州油糧工業株式会社 1310001007920
垂直搬送機システム（トレーリフター）導入による生産性向上と
ＢｔｏＣビジネスの強化

新特別

2191 R142050012 九州 長崎県 株式会社ナカムラ消防化学 6310001008856
消防ポンプ自動車の図面共有システムの導入による生産リー
ドタイムの短縮及びモジュール化

新特別

2192 R142050014 九州 長崎県 中野鉄構株式会社 5310001004708 半導体関連事業集積による新たな事業ドメインの確立 通常

2193 R142050019 九州 長崎県 丸屋けいたろう歯科クリニック
治療時の不快感低減や顧客ニーズの高いサービス提供で顧
客満足度向上による優位性構築

通常 中村　清悟

2194 R142050020 九州 長崎県 株式会社池田開発 2310001011673
全循環型建設資材リサイクル高品質商品製造と建設発生土
処分場の延命化

通常 株式会社十八親和銀行

2195 R142050027 九州 長崎県 株式会社シンコー 4310001006770
艦船修繕工事の大幅な工程変更で生産性を向上、ウィズコロ
ナに対応

新特別 税理士法人ウィズラン

2196 R142050032 九州 長崎県 湯川王冠株式会社 9310001006130
多機能型スピニングマシンによる車両部品の新たな生産方式
の導入

通常

2197 R142050034 九州 長崎県 梅ヶ枝酒造株式会社 9310001005165
ウイスキーの製造環境整備と、開発による事業拡大と競争力
の強化

通常

2198 R142050035 九州 長崎県 ＴＲＥＳＳＡ株式会社 6310002008335
脱炭素社会づくりに貢献するための高断熱材を使用した省エ
ネ建物の普及

通常
税理士法人草野・弥永税
理士事務所
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2199 R142050037 九州 長崎県 株式会社黒田板金工業 3310001008735 精密さと生産性向上のための動力切断機導入事業 通常

2200 R142050039 九州 長崎県 有限会社鶴丸設備 2310002019402
２０５０年温室効果ガスゼロへ　平戸市で新しいバイオクリーン
ディーゼル燃料を作る

通常

2201 R142050042 九州 長崎県 港町酒場あかり屋
壱岐のクエを全国へ！急速冷凍活用で鮮度維持と新流通
ルート確立

新特別 株式会社シャイン総研

2202 R142050043 九州 長崎県 有限会社サンキューカーサービス 8310002014554
事故車修復精度向上による先進自動車の完全修復サービス
の展開

通常

2203 R143050001 九州 熊本県 株式会社ウチダ 7330001018877
Ｒ柱パネル等の熟練作業者に依存した加工の工程集約とリー
ドタイム短縮による生産性向上計画

新特別 シェアビジョン株式会社

2204 R143050008 九州 熊本県 株式会社南建設 3330001004534
最新機器導入による丁張作業の短縮化と若年者・未経験者の
活用による技術力維持向上

新特別 株式会社フロウシンク

2205 R143050009 九州 熊本県 末広建設株式会社 7330002021005
ＩＣＴ施工技術の導入による施工品質の向上と作業効率の改
善

通常

2206 R143050010 九州 熊本県 株式会社アースデザイン 8330001023653
３Ｄレーザースキャナの導入による測量・開発設計業務の短納
期化及び精緻化

新特別 前之園　博一

2207 R143050011 九州 熊本県 有限会社橋本畳店 8330002027455
多機能型裁断機と全自動折曲機導入による畳製造高効率化
事業

通常

2208 R143050013 九州 熊本県 ＷｏｏＤ　Ｆａｃｔｏｒｙ　ＨａＭｏＲｉ
機能性とデザイン性を兼ね備えた、本格派木工長尺家具の特
注製造事業

通常

2209 R143050017 九州 熊本県 新日本ステンレス工業株式会社 3330001002298
ＡＩ機能をもった設備を導入し、開発対応リードタイムの大幅圧
縮をはかる

通常

2210 R143050019 九州 熊本県 有限会社農山畜産 5330002027862
真空定量充填機導入による生産性と顧客満足度の向上及び
食品ロスの削減

通常

2211 R143050023 九州 熊本県 有限会社岩根建築 1330002017578
住宅建築におけるトータルコストダウンよって安価で高品質な
住宅

通常

2212 R143050032 九州 熊本県 お茶乃のぐち
新たなサプライチェーンの構築による超新鮮な玉露販売の実
現

新特別 熊本県商工会連合会

2213 R143050033 九州 熊本県 有限会社ａｌｌ－ｇｅｔ 3330002015605
氷感熟成餃子の開発製造とＥＣ販売による非対面ビジネスモ
デル構築

通常 税理士法人近代経営

2214 R143050038 九州 熊本県 竹田歯科医院
歯科治療工程の機械作業化による“歯周病専門治療室”の立
上げと新サービス展開

新特別

2215 R143050042 九州 熊本県 株式会社マル亀工業 2330001012744 生産性の向上と販路拡大のためのプラズマ切断工程の刷新 新特別 大串　智之

2216 R143050044 九州 熊本県 イソップ製菓株式会社 6330001015586
「ひとくち羊羹」製造ラインの整備と品質管理システム導入によ
る販路拡大事業

通常

2217 R143050045 九州 熊本県 有限会社寺本工務店 3330002017188
鉄筋加工工程の生産性向上、難加工材への対応を通じた競
争力強化と販路開拓

新特別 大串　智之

2218 R143050046 九州 熊本県 トイメディカル株式会社 7330001019941 塩分の吸収を抑制する食品添加物の開発 通常

2219 R143050048 九州 熊本県 鞭馬工務店
ログハウス製材工程における木材直角精度の向上による差別
化

通常

2220 R143050049 九州 熊本県 株式会社Ｗｉｌｌ 7330001007376 高機能大型焙煎機の導入による生産性向上と雇用増進 通常

2221 R143050054 九州 熊本県 白川工芸有限会社 6290002055306
「当社技術×最新設備」で生産プロセス改善と生産性向上事
業

通常 荒尾商工会議所

2222 R144050003 九州 大分県 公月測量設計株式会社 3320001010335
大分県西部地域におけるＩＣＴの活用によるインフラ老朽化・防
災対応計画

新特別 株式会社エフアンドエム

2223 R144050004 九州 大分県 三金商事株式会社 3320001007422
付加価値向上のための、事務作業の自動化と一元管理シス
テムの構築

新特別 株式会社大分銀行

2224 R144050006 九州 大分県 株式会社カワベ 4320001009582
新規設備の導入により５Ｇ携帯基地局向けシリコーンチューブ
増産体制の確立

通常 大分県商工会連合会

2225 R144050007 九州 大分県 有限会社由布院散歩道 5320002010019
充填機一式導入によるポポージャム生産性の向上と「異なる
市場」の開拓

通常 大分県商工会連合会

2226 R144050008 九州 大分県 第一工業株式会社 1320001002912
保温板金加工設備の導入による作業工程の革新的改善と生
産性の向上

通常

2227 R144050011 九州 大分県 大成木材株式会社 8320001001619 サプライチェーン適正化のためのプレカット事業成長促進策 通常 株式会社大分銀行

2228 R144050016 九州 大分県 有限会社安東工業所 3320002016298
人と地球に優しい塗装方法導入での新規顧客開拓及び生産
性向上

通常

2229 R144050021 九州 大分県 株式会社大川技研 4320001002934 高性能ドローンを活用した高所における点検業務の効率化 通常

2230 R144050024 九州 大分県 共立コンサルタント株式会社 2320002013833
測量技術高度化のためレーザードローンを用いた生産性向上
と事業拡大

新特別 駒田　裕次郎

2231 R144050026 九州 大分県 有限会社中荘製畳 1320002014270
機械装置導入による生産性向上と顧客ニーズに応じた畳提案
事業

通常 大分県商工会連合会

2232 R144050033 九州 大分県 株式会社千大土木 4320001009681
ＩＣＴ技術の活用による土木工事工程の生産性向上と販路拡
大

新特別 大串　智之

2233 R144050034 九州 大分県 株式会社九州中央米市場 7320001009745 ブランド米の差別化による販路拡大事業 通常 大分県商工会連合会

2234 R144050035 九州 大分県 株式会社丸新工業 7320001016147
建設業における特別教育事業の展開と水路工事の納期短縮
による売上拡大

通常 大分県商工会連合会

2235 R144050037 九州 大分県 日田時報紙器印刷株式会社 9320001010164 創造力を可視化し、地域資源をＲｅデザインするファクトリーへ 通常

2236 R145050003 九州 宮崎県 株式会社上沖産業 2350001010374 干し沢庵製造プロセスの改善による継続的な事業継承 通常

2237 R145050005 九州 宮崎県 株式会社岩倉酒造 7350001013513
完全自動製麹装置の導入による品質及び生産性の向上と新
商品開発

通常 宮崎県商工会連合会

2238 R145050007 九州 宮崎県 中園鶏肉加工店
スチームコンベクション等の導入による鶏肉加工の効率化・商
品形態の革新

新特別 前之園　博一

2239 R145050010 九州 宮崎県 株式会社新原産業 6350001008175
高速・高精度ベンディングマシンの導入による生産性向上と売
上拡大

通常

2240 R145050013 九州 宮崎県 有限会社南建興業 2350002016214
園芸⽤の栽培培地等⽤の⾼温焼成したセラミックボラの製造
販売

新特別

2241 R145050014 九州 宮崎県 双葉工業
動力折曲機導入によるデジタル化及び長尺ものの内製化の
実現

通常 延岡信用金庫

2242 R145050015 九州 宮崎県 有限会社末原産業 8350002002373
３密を避けた安価なバイオマス燃料生産を目的とした製造体
制の確立

新特別

2243 R145050017 九州 宮崎県 有限会社三森特殊印刷社 9350002004526
環境配慮型印刷機導入による抗ウイルスシール・ラベル製造
と高機能素材の開発

新特別

2244 R145050018 九州 宮崎県 アカツキ酒造合資会社 2350003001289 新規ボイラー導入による増産化及び販路開拓 通常 宮崎県商工会連合会

2245 R145050019 九州 宮崎県 有限会社産機サービス 7350002001946
ユニット体制構築による内製化の実現と多能工化による労働
生産性の向上

通常

2246 R145050022 九州 宮崎県 株式会社ユニバーサルインターテック 4350001011065
高品質ナイロン素材による自社製品開発、新規顧客層への展
開

新特別

2247 R145050023 九州 宮崎県 株式会社高野建設 6350001006294
後方超小旋回ハイリーチショベルの導入によるほ場工事の生
産性向上

新特別 延岡信用金庫
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2248 R145050024 九州 宮崎県 有限会社中城鉄筋工業 7350002011508
最新の鉄筋自動曲装置導入による、請負受注増加及び生産
性向上計画

通常 宮崎県商工会連合会

2249 R145050025 九州 宮崎県 有限会社オークラ製作 3350002011528
組子細工製品加工用の新規設備導入による生産性向上・新
商品開発

通常 日向商工会議所

2250 R145050028 九州 宮崎県 有限会社グリーンライフ日向 4350002015453
生産性向上を図るボラ土製造プラント導入で乾燥ボラ土の製
造・販売

通常

2251 R145050030 九州 宮崎県 株式会社福富鐵筋工業 2350001015233
鉄筋自動切断機と鉄筋自動曲装置を導入し、作業の省人化で
物理的な対人接触を減らした生産ラインの構築

通常 延岡信用金庫

2252 R146050001 九州 鹿児島県 有限会社廻製作所 2340002018070
高精度マシニングセンタ導入による生産性向上と高精度化に
よる価格競争からの脱却

通常

2253 R146050002 九州 鹿児島県 有限会社ステンレス大成 5340002022508
半導体製造部品の高精度加工現実・生産性向上による差別
化要因の強化

新特別

2254 R146050003 九州 鹿児島県 鹿北ステンレス有限会社 1340002022288
新規事業製品の量産化に向けた曲げ工程の生産性向上への
取り組み

通常

2255 R146050005 九州 鹿児島県 有限会社浜田茶業 1340002024350
需要拡大に応える知覧茶茶葉の品質保証と安定供給体制の
構築

新特別 株式会社エフアンドエム

2256 R146050007 九州 鹿児島県 株式会社ｄａｎｋｅｎ 5340001009968
冷凍パン事業で、効率良く働きやすい環境を作り鹿児島から
全国へ。

通常

2257 R146050008 九州 鹿児島県 株式会社大橋製茶 6340001005974
自動口封機の導入によりティーバッグの生産拡大と生産性の
向上を図る

通常
パスウェイコンサルティ
ング株式会社

2258 R146050009 九州 鹿児島県 有限会社清姫温泉 4340002013581
車椅子で入浴できる水圧式昇降機付浴槽の導入による究極
の癒しの空間の提供と販路開拓

通常 鹿児島県商工会連合会

2259 R146050010 九州 鹿児島県 有限会社木原金属工芸社 3340002024209
精密加工機と伝統技術の融合による文化財建築金具製作体
制の構築

新特別 株式会社フロウシンク

2260 R146050013 九州 鹿児島県 東マンゴー園
ビン詰め加工品製造の効率化および品質向上による事業規
模拡大を目的とした機械導入

通常

2261 R146050014 九州 鹿児島県 株式会社ベストサポート 7340002022431 高性能機械導入による生産性及び顧客満足度の向上計画 通常

2262 R146050016 九州 鹿児島県 株式会社岩崎木材工芸 1340001013791
屋久杉未利用材の有効活用と製品加工の機械化による生産
性向上事業

通常 鹿児島県商工会連合会

2263 R146050018 九州 鹿児島県 株式会社五反共楽園 2340001001696
鹿児島大学開発の特許を活用したトルコギキョウの生産と販
路拡大

通常

2264 R146050022 九州 鹿児島県 有限会社道免家具店 9340002006556
ＣＮＣマシニングセンタ導入による特別注文家具加工の内製
化・高度化・効率化

通常 南﨑　信哉

2265 R146050025 九州 鹿児島県 株式会社益山印刷 3340001003948
製版工程の内製化による生産コストの削減・品質の向上・環境
負荷の完全削減

通常

2266 R146050029 九州 鹿児島県 有限会社肉のまるかつ 9340002023139
トレーシーラー導入で食肉加工品の酸化による色変化防止と
消費期限長期化を実現し品質向上させ販路拡大する。

通常 角　幸憲

2267 R146050030 九州 鹿児島県 有限会社末廣木工所 9340002016729
最新鋭接着機の導入による建具製品の高品質・高効率生産
体制の確立

新特別

2268 R146050043 九州 鹿児島県 ＦＵ
瞬間冷却器や真空調理機等の導入による新たな食の販売方
式の提案

新特別

2269 R146050044 九州 鹿児島県 株式会社ユー・エム・アイ 8130001033598
特殊フッ素ゴムシール材の需要増に対応するための自社一貫
生産体制の構築

通常

2270 R146050045 九州 鹿児島県 水溜食品株式会社 5340001012559 品質と生産性の向上を実現する高菜洗浄機の導入 通常

2271 R146050050 九州 鹿児島県 株式会社青空薬局 3340001009086
対物業務の機械化による効率化を図り、患者本位の対人業務
と地方包括ケアの充実化

新特別 神園幸太郎

2272 R146050051 九州 鹿児島県 株式会社タバタオートセンター 9340001010641
先進安全自動車の高難度整備対応と高付加化価値提案サー
ビスの展開

通常

2273 R146050052 九州 鹿児島県 佐藤食品工業有限会社 7340002000536
連続高速充填機導入による充填工程の生産性向上と販路拡
大の実現

通常

2274 R146050053 九州 鹿児島県 小川工房
歯科治療修復物に特化した新加工システム導入による生産性
向上

新特別 鹿児島県商工会連合会

2275 R146050054 九州 鹿児島県 株式会社Ｇｕａｒｄｉａｎ 4340001019217
九州全域の黒毛和牛生産能力増大と地域畜産業貢献のため
の最先端採卵移植システムの導入

通常 南洲税理士法人

2276 R147050002 沖縄 沖縄県 松本歯科クリニック
ニーズの高いサービス提供や丁寧な説明充実で顧客満足度
を向上し、更に生産性向上と感染症対策を実現

通常 中村　清悟

2277 R147050006 沖縄 沖縄県 株式会社北部自動車工業 6360001015138 板金塗装業務の効率化と品質改善による付加価値向上 通常
株式会社ＣＳＤコンサル
タンツ

2278 R147050007 沖縄 沖縄県
株式会社オキナワインターナショナルスクー
ル

3360001005802 双方向型ハイフレックス授業システムの開発 新特別
補助金活用支援会合同会
社

2279 R147050008 沖縄 沖縄県 株式会社ダイナン産業 3360001007352
自社で完結可能な設備取得及び国外企業提携による生産性
向上と石工の育成

通常

2280 R147050009 沖縄 沖縄県 有限会社エーエムピー 6360002018619
品質および生産性向上とコミュニケーションを誘発させるツー
ル開発

通常

2281 R147050011 沖縄 沖縄県 株式会社森のガラス館 4360001012161 琉球ガラスのサブスクリプション・循環型ビジネスへの転換 通常

2282 R147050012 沖縄 沖縄県 株式会社沖縄海星物産 6360001005709
飲料製造工程の自動化及びＨＡＣＣＰ認証による品質及び生
産能力の向上

通常

2283 R147050016 沖縄 沖縄県 株式会社いちば 8360001014047
最新凍結機を導入し、宮古島のソールフードを沖縄県内全域
に販売

通常 宮里　悠司

2284 R147050017 沖縄 沖縄県 株式会社リゾートワークス 7360001027685
ワーケーションを促進する、宿泊予約プラットフォーム「リゾート
ワークス」の開発

通常 合同会社G&N

2285 R147050019 沖縄 沖縄県 株式会社エイムプランニング 1360001023789
沖縄県内ナンバーワンの木材の産地国頭村の端材を活かし
たものづくり事業

通常

2286 R147050027 沖縄 沖縄県 有限会社板馬養殖センター 1360002010745
急速凍結機、真空包装機、金属探知機導入による急速凍結車
海老の加工品開発、市場販売の確立

通常

2287 R147050028 沖縄 沖縄県 合同会社伊礼鉄筋工業 6360003007711
新型鉄筋加工設備の導入による難加工材への対応強化と販
路拡大

新特別 大串　智之

2288 R147050031 沖縄 沖縄県 有限会社ゆうな 8360002012743
最新ＣＡＤ／ＣＡＭ設備を使用したＩＴ活用による短期間納品と
安心安全な歯科補綴物の製作

通常

2289 R147050033 沖縄 沖縄県 株式会社サウスコースト 4360001007021 水産物卸売業務にあった受発注システム改善事業 通常

2290 R147050034 沖縄 沖縄県 ＲＥＬＡＰＯＯＬ株式会社 5360001025443
体験型宿泊予約プラットフォーム開発による成約率向上と、シ
ステム販売の基盤構築

通常 加古　篤志

2291 R147050037 沖縄 沖縄県 株式会社高那 2360001013574
コロナ渦を乗り越える石垣牛ハンバーグの生産量及び生産性
の向上

新特別 沖縄県商工会連合会
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