
令和元年度補正・令和二年度補正　ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金　第７次締切

採択案件一覧　一般型（2,729者）

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

1 R101070001 北海道 北海道 西江建設株式会社 4460101001327 ＩＣＴ　を活用した測量で作業効率および労働環境の改善 通常 帯広信用金庫

2 R101070002 北海道 北海道 網走ビール株式会社 8460301003053 缶自動洗浄ライン導入による生産性と品質の向上事業 通常

3 R101070005 北海道 北海道 株式会社霧多布水産 1460001002114 ウニ自動殻割機導入による生産性の向上及び加工作業の三密回避 通常
公益財団法人北海道中小企
業総合支援センター

4 R101070007 北海道 北海道 有限会社西間農園 9450002003971
ドローン・ロボット田植機導入によるコロナ時代に適した農業生産プロ
セス構築

新特別 税理士法人小島会計

5 R101070008 北海道 北海道 株式会社おが和 3460001000215
製造能力向上による弊社人気商品の新規顧客層への訴求と海外展
開を目指す事業

通常 釧路信用金庫

6 R101070009 北海道 北海道 株式会社Ｅ．ＤＡＳＨ 3450001012574 最新加工機導入による、高純度「銅ナゲット」加工ライン増設事業 通常 北見信用金庫

7 R101070010 北海道 北海道 株式会社川上鐵工製作所 2430001048209
製造効率を大きく改善する万能フライス盤の導入による、角度作業の
効率向上事業。

通常
株式会社　北海道共創パー
トナーズ

8 R101070011 北海道 北海道 株式会社龍文堂 1430001018542
道内初の紙面検査付デジタル印刷機導入からデジタル事業の一歩
を踏み出す

通常 株式会社北海道銀行

9 R101070013 北海道 北海道 株式会社ひらり 2430001014177
製造工程の簡略化と新サービスの提供による、ウィズコロナへの対
応

新特別

10 R101070017 北海道 北海道 株式会社大起工業 4460001004223
切断高精度化による小型金属機械・製品製造分野への注力および
営業地域拡大

通常 釧路信用金庫

11 R101070019 北海道 北海道 有限会社アルミホイールメンテナンス札幌 1430002001308 北海道ならではの塩害対策ニーズに応えるタイヤ整備の高度化					 新特別 若杉　拓弥

12 R101070022 北海道 北海道 株式会社ノーブルサッポロ 5430001013119
新型パネルソー導入で特注椅子製造技術を高度化、新規顧客を開
拓！

新特別 株式会社シャイン総研

13 R101070023 北海道 北海道 株式会社くきつ 7430001004925
請求明細書のデジタル化による非接触化の実現と、請求書作成・投
函の業務削減による生産性向上

新特別 株式会社北海道銀行

14 R101070025 北海道 北海道 株式会社シモクニ 4430001007690
１枚のシール印刷に情熱と真心を込めて！特殊印刷のデジタル化対
応

新特別
株式会社東京経営サポー
ター

15 R101070026 北海道 北海道 株式会社Ｌａ　Ｎａｔｕｒｅｖｅ 8460301002963 革新的ケーキカットマシン導入による生産性向上計画 通常
株式会社　北海道共創パー
トナーズ

16 R101070032 北海道 北海道 株式会社山中海産店 3430001055625
昆布カット機導入による生産性向上の実現とコロナ禍における事業
継続リスク低減事業

新特別
株式会社　北海道共創パー
トナーズ

17 R101070035 北海道 北海道 株式会社ホクドー 3430001014928 最新イムノクロマト塗布機導入による低コストと生産性向上の実現 通常

18 R101070036 北海道 北海道 株式会社酪研飼料 8460101005984
最新のコンビラップ機械を導入し、十勝の基幹産業である畜産業（酪
農・肉用牛）の更なる発展に貢献する

通常 帯広信用金庫

19 R101070038 北海道 北海道 株式会社ケーウッド 2430001075087
高級化・大型化する建具製造における生産効率の向上と生産プロセ
スの改善事業

通常
株式会社　北海道共創パー
トナーズ

20 R101070040 北海道 北海道 株式会社マルナカ総業 9430001056485 地域密着型土産店の非接触ＥＣへの本格参入事業 新特別

21 R101070041 北海道 北海道 株式会社中川建設 5450001007457
現場環境に左右されないＩＣＴ重機施工による生産性向上と工事受注
拡大

通常 北海道商工会連合会

22 R101070042 北海道 北海道 有限会社関畳店 9460302000874 薄畳製造ラインを構築、床暖房対応「あったか薄畳」で新規顧客開拓 新特別 株式会社シャイン総研

23 R101070044 北海道 北海道 有限会社山丁商店 5440002005064
新型の定貫切り身スライサーの導入で、省力化・生産性アップを図る
計画

新特別 北村　耕司

24 R101070047 北海道 北海道 有限会社中村商店 8430002014575 最新型包餡機導入による新商品開発及び販路拡大事業 通常 株式会社北海道銀行

25 R101070049 北海道 北海道 有限会社ヤマゲンフーズ 2440002009472
「原料無人受入機能付き保管設備」及び「分岐付き自動搬入装置」導
入による生産性向上計画

通常
株式会社　北海道共創パー
トナーズ

26 R101070050 北海道 北海道 關口　効雄 次代に繋ぐ農業を確立するべく「農業働き方改革」を実現！ 通常 帯広信用金庫

27 R101070051 北海道 北海道 株式会社ナラ工業 3430001043043 ＩｏＴ水閘管理クラウド　システムの試作開発 通常 本間　克彦

28 R101070053 北海道 北海道 株式会社ハセガワ 9460301002178 将来に渡る事業継続のための、チップソー再生工程自動化 通常 北見信用金庫

29 R101070055 北海道 北海道 有限会社山道テント工業所 4430002065713
ハイブリッド高周波ウェルダー機導入による生産リードタイムの短縮
化及び受注拡大の実現

通常 室蘭信用金庫

30 R101070061 北海道 北海道 有限会社アグリプロジェクト 4462502000031
軟弱地盤でぬかるみにはまった重機・車輛等を迅速に引き上げるサ
ルベージマシンの開発

通常

31 R101070064 北海道 北海道 菊地技術コンサルタント株式会社 3460101000429 最新式ドローンによる効率的な測量で受注拡大と働き方改革を実現 新特別

32 R101070065 北海道 北海道 Ｔｅｘｔｉｌｅ　Ｉｍｐｏｒｔ合同会社 2430003010637
レーザー加工機と工業ミシンの導入による縫製製品生産工程の内製
化

通常 株式会社北海道銀行

33 R101070069 北海道 北海道 株式会社勝山車輌整備工場 6460301000184 大型自動車整備の生産性を劇的に向上する大型２柱リフト導入事業 新特別
株式会社　北海道共創パー
トナーズ

34 R101070071 北海道 北海道 有限会社和田産商 3460302004121 測量用木杭の自動生産化 通常 北見信用金庫

35 R101070072 北海道 北海道 株式会社倉田農場 7430001062758 農作業効率化及び製品品質向上による収益向上プロジェクト 通常

36 R101070073 北海道 北海道 有限会社アクティ・サプライ 1430002045206
「薬剤師業務を対物から対人へ」、「かかりつけ薬局」としての地域医
療への貢献を果たす分包業務効率化

新特別
株式会社　北海道共創パー
トナーズ

37 R101070074 北海道 北海道 チザキ機工株式会社 7430001044178 革新的なトンネル工法を実現する薄型鋼管の製造技術確立事業 新特別

38 R101070075 北海道 北海道 有限会社本間農機 4460102007050
旋盤機導入による十勝の農業者ニーズに沿った特殊部品加工への
対応力強化

通常 帯広信用金庫

39 R101070083 北海道 北海道 株式会社北海道宝島旅行社 2430001052391 体験交流型観光商品販売業務効率化システムの導入 通常

40 R101070084 北海道 北海道 合同会社アール工房 4450003001715 建築分野進出のための家具製造での許容寸法の拡大計画 通常
一般財団法人旭川産業創造
プラザ

41 R101070085 北海道 北海道 大開技術コンサルタント株式会社 2460101000842 クラウド解析を併用した非対面型３次元ＵＡＶ測量サービスの開発 新特別

42 R101070086 北海道 北海道 株式会社坂口精肉店 7460301000431 コロナ禍の中食ニーズに対応するミートファクトリー事業の構築 新特別
株式会社　北海道共創パー
トナーズ

43 R101070088 北海道 北海道 ヤマグチ鉄工株式会社 1460101001866 プレスブレーキ機械導入によるステンレス素材加工幅の拡大！！ 新特別 帯広信用金庫

44 R101070089 北海道 北海道 株式会社にこＲＩＳＥ 3430001084665 保育施設の働き方改革を実現するスマートウォッチアプリ開発事業 新特別
株式会社　北海道共創パー
トナーズ

45 R101070092 北海道 北海道 帯広削蹄所合同会社 7460103001347 最新削蹄枠増台により肉牛の削蹄をスタンダードに！ 通常 帯広信用金庫

46 R101070097 北海道 北海道 株式会社畔田商店 7430001013455
最新型しらたき生産設備導入と料理専門家との協業による新製品開
発事業

新特別 安達　隆久

47 R101070098 北海道 北海道 株式会社北海道えぞ鹿ファクトリー 1430001012859
えぞ鹿肉を用いたペットフード製品拡大のためのレトルト殺菌機導入
事業

通常 岡崎　正毅

48 R101070100 北海道 北海道 合同会社メディカルオフィスＫ 5430003005931 コロナ禍で選ばれる個室低酸素トレーニングシステムの開発 新特別 新宮　隆太

49 R101070103 北海道 北海道 有限会社らうす海洋深層水 9462502000893 海水濃縮装置の導入による大幅な生産性向上と新製品開発事業 通常 株式会社　Gサポート

50 R101070104 北海道 北海道 近藤歯科医院
ＣＴ導入の３次元解析による小児の顎顔面口腔育成治療などの正確
な診断

新特別
株式会社リアルコンテンツ
ジャパン
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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

51 R101070106 北海道 北海道 秋田谷農園
自動販売機導入と未利用農産物の活用による野菜・果実の販路拡
大

新特別

52 R101070107 北海道 北海道 株式会社進藤鋳造鉄工所 2460101000710
ＥＤＳ搭載走査型電子顕微鏡及び鋳造専用生産管理システム導入に
よる品質及び生産コストの改善

通常 帯広信用金庫

53 R101070108 北海道 北海道 株式会社巧匠 6430001005750
ポストコロナに対応　５軸制御ＮＣルータを活用したオフィス用デザイ
ン家具の開発

新特別 株式会社シャイン総研

54 R101070109 北海道 北海道 有限会社鈴木商店 2462502000396 販路の新規開拓！３Ｄフリーザ―導入で冷凍ホタテ製品の高品質化 通常 北海道商工会連合会

55 R101070111 北海道 北海道 株式会社ＨａＲｅＬ　ａｎｉｍａｌ　ｃｌｉｎｉｃ 7430001079703
道内屈指の検査力を備え、コロナに打ち勝つ治療モデルの確立と区
の検査機関の両立を目指す事業

新特別

56 R101070113 北海道 北海道 株式会社プロファイル 7430001051265
手洗い洗車の全自動化により実現する、サービス水準と生産性向上
事業

新特別
株式会社　北海道共創パー
トナーズ

57 R101070115 北海道 北海道 有限会社堀田機工 4460102003157 溶接作業の生産性向上を目的としたロボット溶接機の導入 新特別 帯広信用金庫

58 R101070118 北海道 北海道 株式会社ＡｍｂｉＲｉｓｅ 5430001081454
行政あて電子請求プラットフォームの提供による行政及び地域事業
者のデジタル化

通常 株式会社北海道銀行

59 R101070123 北海道 北海道 有限会社道北トロフイー商会 7450002003924
レーザー加工機による特殊加工品をＥＣ市場を通じて非対面セール
ス拡大

通常 北見信用金庫

60 R101070124 北海道 北海道 楡印刷株式会社 4430001084029
組織再編を契機とした営業・生産体制の変革による印刷企画会社へ
の進化

通常 齊藤　祐一

61 R101070127 北海道 北海道 株式会社マルサク伊藤水産 3430001057976 ナノ・マイクロバブル発生装置導入による強いホタテの育成。 通常 伊達信用金庫

62 R101070129 北海道 北海道 カジムラ工業 鉄筋自動曲げ機の導入による、鉄筋加工の生産性向上。 新特別 帯広信用金庫

63 R101070130 北海道 北海道 株式会社アイワード 8430001000304
道内初導入の印刷物デジタル校正システムで『ゼロディフェクト品質
（不良品ゼロ）』を実現する

通常
株式会社　北海道共創パー
トナーズ

64 R101070131 北海道 北海道 合同会社蝦夷ノ富士醸造 6430003007530
日本食文化を担う、熟練技術と専門知識を要する「米こうじ製造」の
自動化および仕組化

通常

65 R101070133 北海道 北海道 株式会社ＶＥＴＥＬＬ 7460101006604
業界初の埋込式マイクロチップを利用した牛体温データクラウド集積
システム構築事業

通常

66 R101070136 北海道 北海道 株式会社アサヒ金物 9460101000043 カーポート用新屋根材の市場投入による設置現場での作業効率化 新特別 帯広信用金庫

67 R101070137 北海道 北海道 株式会社こめしん 1460001001149
独自の玄米炊飯技術を活用した新商品を開発しテイクアウト需要に
対応

通常

68 R101070142 北海道 北海道 株式会社感動いちば 8430001031456
クラウド型システムによる新聞販売店とのアナログ通販モデルのＤＸ
化

通常
株式会社　北海道共創パー
トナーズ

69 R101070145 北海道 北海道 東陽上村アドバンス株式会社 3430001011652
未対応分野への参入と生産性向上を実現するための生産能力の強
化

通常 株式会社北海道銀行

70 R101070147 北海道 北海道 株式会社ＡＥＩ　ＩＮＴＥＲ　ＷＯＲＬＤ 7430001027752 北海道産原料１００％飲みきりサイズ・スティックゼリーの開発事業 新特別

71 R101070150 北海道 北海道 株式会社フクタ 9460101003335
ＩＣＴ施工導入による生産性・やりがいの向上および林道整備強化に
よる地域貢献

通常 帯広信用金庫

72 R101070152 北海道 北海道 帯瀬鉄工有限会社 2460102000552
十勝の酪農・畜産の生産性向上を支える「ミキサーフィーダー」の製
造能力拡大

通常 帯広信用金庫

73 R101070155 北海道 北海道 有限会社タナベ 7460102001942 シュレッダー破砕物の選別におけるアルミ選別機導入計画 通常 株式会社北海道銀行

74 R101070157 北海道 北海道 株式会社アクト 2460101002046 寒冷地の冬期間に良質なたい肥生産を図る発酵システムの開発 通常

75 R101070158 北海道 北海道 ソーゴー印刷株式会社 4460101000799
非対面型印刷ビジネスで効率化を図り、ＷＥＢや動画などデジタル商
品を強化！

新特別

76 R101070161 北海道 北海道 有限会社千田農園 9430002046881 新型予冷庫導入による新たな出荷スタイルの導入 通常 丸山　達也

77 R101070162 北海道 北海道 株式会社サホロミルクル 4460101006342
酪農における自動化機械導入からの収益向上と地域活性化への効
果

通常

78 R101070164 北海道 北海道 株式会社花輪動物病院 3430001051483
今、地域で受け止められいないガンを罹患したペットを救うための事
業

新特別

79 R101070165 北海道 北海道 北央銘木　×　ＨＯＫＵＯＮ レーザー加工の内製化による製品提案力の強化と生産性の向上 通常 北海道商工会連合会

80 R101070166 北海道 北海道 株式会社斉藤ファーム 7430001072947 ＩＳＯＢＵＳ活用による子牛飼料の生産効率化及び販売頭数の増加 通常 株式会社北海道銀行

81 R101070167 北海道 北海道 株式会社サンライズ木工 1440001007701
ＮＣルータを導入し、木材加工技術の高度化と生産性向上で案件の
幅を拡大

新特別 株式会社シャイン総研

82 R101070169 北海道 北海道 株式会社美好屋 9430001016646 変わらないために変える！生産プロセス改善と新たな付加価値商品 通常

83 R101070170 北海道 北海道 ジュースアップネクスト株式会社 8430001062352
ディーゼル車尿素ＳＣＲシステム用ＮＯｘ還元剤製造工程改良設備導
入・試作品開発、及び温暖化対策用新機材導入

通常

84 R101070171 北海道 北海道 株式会社アース技研 1460101000050 撹拌混合機及びふるい機導入による増産体制の確立 通常 株式会社北海道銀行

85 R101070173 北海道 北海道 ユニ建材有限会社 3430002051490 振動スクリーン（水洗式）導入で高付加価値な砂利を生産する事業 通常

86 R102070002 東北 青森県 株式会社松下測量設計 7420001016574 ＧＮＳＳ測量機器の導入による労働生産性改善と売上拡大事業 通常

87 R102070003 東北 青森県 高橋電気工業株式会社 6420001001305
中型小型風力発電事業のための高解像度高精度局所風況マップの
開発

通常

88 R102070007 東北 青森県 株式会社鳴海醸造店 2420001009987
新商品開発による販路拡大と設備導入による作業効率と品質向上
事業

通常
株式会社マネジメントパー
トナー・アオモリ

89 R102070008 東北 青森県 有限会社京屋クリーニング 4420002013103 既存事業強化と新規ＢｔｏＢ市場進出に向け、新たな生産工程を導入 通常
株式会社匠コンサルティン
グ

90 R102070012 東北 青森県 青森ロイヤル株式会社 7420001009859
感染拡大を防ぐための非対面サービスの確立と生産性・付加価値の
向上

新特別

91 R102070015 東北 青森県 有限会社シャロン甘洋堂 5420002015610 栄養成分分析による健康スイーツの開発と商品開発サービスの提供 通常
公益財団法人２１あおもり
産業総合支援センター

92 R102070016 東北 青森県 株式会社アプティマルワ 2420001000392
最新型超高性能自動裁断機導入により、生地等廃棄の削減および
高付加価値化の推進

通常

93 R102070018 東北 青森県 有限会社みどりの里 2420002019135 黒にんにく購入の満足度向上に向けた製造過程の可視化事業 通常 三上輝彦

94 R102070019 東北 青森県 株式会社サンスイ技研 9420001005930 クラウドを活用したマルチビーム測量による即日納品サービスの提供 新特別

95 R102070020 東北 青森県 三浦畳工店
畳職人の技と機械化の融合により生産性を向上させ、住む人が笑顔
になる和空間を提供する

通常 青い森信用金庫

96 R103070002 東北 岩手県 有限会社前田合金鋳造所 9400602001470 独自開発の新型サンドミル導入による鋳造プロセスの強化 通常 岩手県商工会連合会

97 R103070005 東北 岩手県 株式会社東光舎 7010001005420 ライフサイクル環境負荷低減を目指した軽量精密はさみの開発 通常 株式会社東北銀行

98 R103070006 東北 岩手県 株式会社花耶 4400001002083
ロイヤルカスタマー向け、低感染リスク対応型ワンストップサービス
の実現

新特別

99 R103070007 東北 岩手県 株式会社高陽 8400002007053 オーダーメイド部品の製作における生産性の向上と高精度化 通常 岩手県商工会連合会

100 R103070008 東北 岩手県 有限会社木村商店 8400002010965 海産物加工品の食べきりパック量産化による通信販売事業への進出 新特別 岩手県商工会連合会
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101 R103070009 東北 岩手県 株式会社ファクトリー前田 1400001014998
アフターコロナを⾒据えた審美性の⾼い壁⾯造作材のユニット化事
業

新特別

102 R103070010 東北 岩手県 白石歯科クリニック ポストコロナ時代の新しい歯科治療体制の整備 新特別

103 R103070012 東北 岩手県 株式会社ライト・ア・ライト 1400001009040
岩手県内唯一となる映像機材を導入することで高品質映像を提供　
シネマライクな映像制作体制の構築による高付加価値映像の提供

通常 盛岡商工会議所

104 R103070014 東北 岩手県 株式会社新鉛温泉 8400001005198 非接触型チェックインから始まる安全・安心な温泉リゾートの実現 新特別 花巻信用金庫

105 R103070019 東北 岩手県 こばやし歯科クリニック
ポストコロナを見据えたデジタル化の推進およびデジタル矯正治療の
開始

新特別

106 R103070021 東北 岩手県 有限会社望月製餡所 1400002003430 高速冷却設備の導入により、競争力のある「生あん」を本格展開 通常 株式会社岩手銀行

107 R103070025 東北 岩手県 株式会社柴田産業 8400001008201
持続可能な岩手県産木材利用のための森林資源管理サービス構築
事業

通常

108 R103070029 東北 岩手県 東北エンジニアリング株式会社 6400001001843
ＵＡＶ搭載レーザースキャナー導入による３Ｄ戦略事業（災害対応強
化と建設産業のシームレス化による新規事業参画）

通常 株式会社北日本銀行

109 R103070030 東北 岩手県 ＢＯＵＮＤＣＯＦＦＥＥ コーヒー豆の熱風循環式焙煎による品質及び生産性の向上 新特別 工藤　健人

110 R103070032 東北 岩手県 株式会社岩鋳 3400001000690
南部鉄瓶の内面防錆処理方法における品質の均一化、効率化及び
作業環境改善

通常 株式会社岩手銀行

111 R103070035 東北 岩手県 ＡＰ　ＴＥＣＨ株式会社 2400001014527 ウィズコロナ対応型・遠隔モニタリング（見守り）サービスの開発 新特別

112 R104070005 東北 宮城県 くにみ野さいとう歯科医院
虫歯のない生涯を目指した高品質・高効率な歯科医療提供体制の構
築

新特別 株式会社七十七銀行

113 R104070007 東北 宮城県 富士機械工業株式会社 1010801010187 薄肉アルミ製タイミングプーリーの高精度高効率加工技術開発事業 通常

114 R104070008 東北 宮城県 株式会社東日精光 8370001005664 生産性向上と事業拡大を目的としたＵＡＶ３次元レーザー測量の導入 新特別 駒田　裕次郎

115 R104070011 東北 宮城県 有限会社仙台南動物病院 3370802002162 非対面型高度Ｘ線画像技術導入による革新的獣医療サービス展開 新特別

116 R104070013 東北 宮城県 阿部勝自動車工業株式会社 6370301000037
地域の安全はアベカツが守る！高齢者運転車両にアベカツ安全品
質の提供

通常 株式会社七十七銀行

117 R104070014 東北 宮城県 あわの歯科
高品質予防歯科と低リスク型ワンビジット虫歯治療により患者様のＱ
ＯＬを向上

新特別

118 R104070015 東北 宮城県 日本ゴムエンドレス工業株式会社 5370801000578
顧客現場でのプレス加工によるベルトコンベヤの革新的な高度化事
業

新特別 清水　謙伍

119 R104070016 東北 宮城県 株式会社コスメア 5030001031409 コロナ禍で増加するスポーツ衣料品の生産プロセスの自動化効率化 新特別

120 R104070021 東北 宮城県 有限会社東一歯研 5370002012415
技工物作製のデジタル化、自動化による技工物の高品質化と提携医
院との連携強化によるオールデジタル技工の実現。

新特別

121 R104070022 東北 宮城県 新和化工株式会社 8370001003222 シールユニット自動製袋機導入による新分野販路拡大へ 新特別 仙台商工会議所

122 R104070023 東北 宮城県 津山歯科診療所
町内唯一の歯医者という特性による先端的デジタル院内システムの
構築と医療水準の向上

新特別

123 R104070026 東北 宮城県 株式会社オークジャパン 4370001007383
ＳＤＧｓ教育プログラム、オンライン版「ＳＤＧｓグレート・リセット」の開
発

新特別 田中　宏司

124 R104070028 東北 宮城県 東日本ハルカ株式会社 4370001044096
きくらげの付加価値アップの設備導入と生産ライン機械化による生産
性向上

通常

125 R104070033 東北 宮城県 株式会社オーナー 5370001047230
ＩＴと地域力で子どもたちの「自ら問い、考え実行する力」を創るＥｄＴｅ
ｃｈ事業

新特別 有限会社クレメンティア

126 R104070034 東北 宮城県 株式会社シバタインテック 2370001003186 ニューノーマル時代を生き抜くＢ　ｔｏ　Ｂ　ＷＥＢポータルサイト構築 新特別

127 R104070035 東北 宮城県 株式会社アンディヴィデュエル 8370001020382
ウォータージェットカッター導入によるケーキの生産工程改善と焼菓
子新商品「独眼竜サブレー」などの開発

通常 仙台商工会議所

128 R104070037 東北 宮城県 有限会社パレット 1370202004488
新製法によるハイプロテイン・ブレッドの製造・販売及び関連ビジネス
の展開

新特別
合同会社ミア・カーサ経営
支援室

129 R104070040 東北 宮城県 有限会社黒澤工業所 8370102002338
医療機器向けステンレス部品加工のためのスポット溶接技術革新事
業

通常
株式会社ＡＢＫビジネス
パートナーズ

130 R104070041 東北 宮城県 ライスコーポレーション株式会社 1370201002765 新しい精米技術を活用た高品質な生産ビジネスモデルの確立 通常 宮城県商工会連合会

131 R104070043 東北 宮城県 有限会社なかよし産業 4370102002515
商業圏初、自動車鋳造メーカー向け鉄シュレッダー生産への選別精
度向上と生産性ＵＰ

通常

132 R104070046 東北 宮城県 Ｆｌａｇｓｈｉｐ　Ａ株式会社 6370001025557 構築物基礎杭等の高性能自動検査の高効率化 新特別

133 R104070047 東北 宮城県 株式会社仙台紙工印刷 3370001006634
仙台初！最新オンデマンド印刷機の導入による封筒印刷の革新的
製造工程の変革

新特別

134 R104070048 東北 宮城県
ドッグ　アンド　キャット　ホスピタル　ガル
ファー

整形外科や神経外科における高度医療と新たな専門医療への挑戦 新特別
セレソン・パートナーズ株
式会社

135 R105070001 東北 秋田県 ケン開発株式会社 4410001007767
新規事業廃棄物中間処理リサイクル事業による売上拡大と廃棄物削
減

通常 秋田商工会議所

136 R105070003 東北 秋田県 有限会社けやき 7410002007508
切削技術の高度化に挑戦！　光学レンズ加工分野への新規参入計
画

通常 秋田県商工会連合会

137 R105070005 東北 秋田県 鶴田印刷株式会社 6410001008862
デジタルカラー印刷機による高品質・多種多様の製品、効率化・経費
削減した新サービスで小ロット市場と関東首都圏の販路拡大

通常

138 R105070006 東北 秋田県 株式会社日誠工業 8410001003481 ベンダー機導入による生産性プロセス改善及び付加価値向上 通常 株式会社北都銀行

139 R105070012 東北 秋田県 有限会社峰友技研 6410002003350
微細加工技術の高度化による高硬度材料の加工精度及び生産性の
向上

新特別

140 R105070013 東北 秋田県 株式会社ジェー・ユー 6410001005868 冷凍設備・フリーズドライ設備導入による売上と地産地消の拡大 通常

141 R105070014 東北 秋田県 有限会社アイミング 7410002007004 深穴加工の高速化による利益率の向上と人材不足の解消 新特別

142 R105070016 東北 秋田県 株式会社恒晟工業 1410001011540
最新ＣＡＤ／ＣＡＭ及びマシニングセンタ－によるＤＸと生産性向上へ
の取り組み

通常

143 R105070018 東北 秋田県 株式会社遠藤設計事務所 2410001003710 下水道ストックマネジメント計画にかかる革新的調査システムの導入 通常 株式会社秋田銀行

144 R105070020 東北 秋田県 ボダイザワ素材株式会社 1410001008413
高性能林業機器の導入による一般顧客向け事業を拡大し、安定経
営実現！！

通常 株式会社秋田銀行

145 R105070021 東北 秋田県 翔和精工 稼働率向上による量産対応と難削材加工を可能とし新市場へ参入 通常 秋田県商工会連合会

146 R105070026 東北 秋田県 株式会社イトー鋳造 5410001000647
設備導入と技術開発によるエビデンスに基づく品質保証システム構
築事業

通常

147 R105070027 東北 秋田県 有限会社鈴和商店 3410002002165 コロナ渦と衛生管理ＨＡＣＣＰに基づく製造モデルの転換 新特別

148 R106070002 東北 山形県 株式会社ナカノアパレル 2150001001526
カットソー縫製企業の布帛対応と多頻度・少量・短納期生産体制の構
築

通常

149 R106070004 東北 山形県 有限会社渡辺製作所 2390002005898 高精度測定器の導入による生産性の向上とテレワーク環境の整備 新特別
株式会社フラッグシップ経
営

150 R106070006 東北 山形県 株式会社明立 9390001009274
高機能仕様横型マシニングセンター導入による新生産プロセスの実
現

通常
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151 R106070007 東北 山形県 丸和熱処理株式会社 3390001004594
真空脱脂洗浄装置導入による生産効率化と省力化、作業環境改善
の実現

通常 株式会社荘内銀行

152 R106070008 東北 山形県 有限会社備研 7390002010415
静電気防止床材の施工と定期清掃点検業務を組み合わせた新サー
ビス提供

通常 株式会社荘内銀行

153 R106070009 東北 山形県 有限会社中鉢製作所 5390002003791
低周波振動切削機と鏡面加工装置導入にて工程短縮・短納期による
売上増加

通常 税理士法人豊

154 R106070013 東北 山形県 株式会社フォレストファーマシー 5390001012760
調剤薬処方監査（照合検査作業）の自動化による効率化とサービス
向上

新特別
公益財団法人山形県企業振
興公社

155 R106070017 東北 山形県 有限会社大塚もち加工センター 4390002014617 自動包餡機導入による内製化と顧客ニーズ多様化への対応 通常

156 R106070021 東北 山形県 株式会社タケマエ 5390001009971
最新型「立形ＣＮＣ旋盤」導入による大径オイルシール用金具加工へ
の展開

通常 株式会社山形銀行

157 R106070026 東北 山形県 株式会社ＡｎｄＭＥＲＣＩ 1390001015602
小さな町で日仏共同プロジェクト！本格フランスチョコレートの一貫製
造に向けたチョコレート設備導入で新展開

通常 株式会社山形銀行

158 R106070027 東北 山形県 とがし歯科クリニック 重度の歯周病でも抜歯を回避できる最先端治療法の確立 新特別 藤原　和重

159 R106070030 東北 山形県 株式会社ウッド・マイスター 3390001016219
最新の５軸ＮＣルーター導入で人工代理石や樹脂等の新素材加工で
売上拡大

通常

160 R106070035 東北 山形県 黒沼畜産株式会社 9390001002428
コロナ感染防止のためのセントラルキッチンの構築と惣菜製造の生
産性と品質の向上

新特別 株式会社山形銀行

161 R106070037 東北 山形県 株式会社十字電子 5390001009914 山形県初最新型リフロー装置導入によるプリント基板の生産性向上 通常 株式会社山形銀行

162 R106070041 東北 山形県 共同鉄筋有限会社 3390002008470 鉄筋曲げ工程の刷新による作業効率向上で受注拡大の実現 通常 山形県商工会連合会

163 R106070042 東北 山形県 東栄コンクリート工業株式会社 3390001001294
住宅工事の生産性と信頼性を向上させるプレキャストコンクリート基
礎の製造

通常 株式会社山形銀行

164 R106070043 東北 山形県 株式会社上林鉄工所 9390001006148
長尺旋盤加工の完全内製化で短納期、収益向上、新規受注拡大実
現

通常 株式会社きらやか銀行

165 R106070046 東北 山形県 株式会社山から 5390001015805
最新の食品自動製造機械の導入による省人化と焼菓子の生産性向
上

通常 株式会社荘内銀行

166 R106070047 東北 山形県 高松精機株式会社 7390001004797
高精度ＮＣ自動盤の導入による自動車用天然ガスエンジン部品生産
への対応

通常 株式会社山形銀行

167 R106070048 東北 山形県 株式会社安藤組 6390001006803
デジタル式のミキサー制御盤とアムスラー導入による生コンクリート
の生産性向上

通常 株式会社山形銀行

168 R106070051 東北 山形県 株式会社マルコーエンジニアリング 7390001010135
最先端立型マシニングセンタ導入での超微細コネクタの金型工程の
生産性向上

通常

169 R107070002 東北 福島県 株式会社アイファーマ 5380001021845
最新型一包化監査支援システム導入による地域の在宅医療の品質
向上と事業拡大

新特別 駒田　裕次郎

170 R107070005 東北 福島県 株式会社サンレデイ 3380001000611
延反工程と裁断工程を刷新し薄手多素材への対応と中国リスクを回
避するための事業

通常

171 R107070008 東北 福島県 株式会社山叶鉄筋工業 4380002021333
福島の発展を担うインフラ事業（新幹線、風力発電工事）の早期実現
への支援					

新特別 若杉　拓弥

172 R107070009 東北 福島県 有限会社ＳＤＫ 2380002019651
段ボール箱加工技術の生産性向上と新型コロナ感染症対策製品に
よる売上拡大

通常

173 R107070010 東北 福島県 クラフトパフォーマンスディビジョン シャーシダイナモ導入による品質生産性向上のためのシステム構築 通常
福島商工会議所 中小企業相
談所

174 R107070012 東北 福島県 株式会社商工給食 1380001008160 介護施設向け新商品「大豆ミート商品」の開発と生産性向上 新特別 滝田　薫

175 R107070013 東北 福島県 株式会社新栄製作所 1380001003178
スタッド溶接の効率化を断行しＣＯ２削減に繋がる小型水力発電事業
の受注力を強化する

通常

176 R107070020 東北 福島県 情報整備局 田植作業の効率化とＩＣＴ活用による高付加価値化 通常 福島県商工会連合会

177 R107070021 東北 福島県 有限会社塚原製作所 1380002021245 生産性向上による難削材の高精度切削加工・短納期対応実現 新特別

178 R107070024 東北 福島県 株式会社ランプハウス 8380001003700
高精度寸法測定器とロボット及び画像センサを導入した加工品検査
の改善

通常

179 R107070025 東北 福島県 平中央歯科クリニック ＣＴと口腔内スキャナ導入で感染症対策を徹底した根管治療へ 新特別 株式会社meditips

180 R107070026 東北 福島県 有限会社中野目畜産 9380002018234 コンテスト受賞燻製製品の安定製造・供給によるブランド力強化 通常 福島県商工会連合会

181 R107070027 東北 福島県 株式会社什一屋 1380001016543 最新式ホテルシステムの導入によるウィズコロナ型ホテルの実現 新特別

182 R107070028 東北 福島県 高瀬歯科クリニック
感染対策・最新治療で患者様第一の歯科医院を実現～激化する競
争を生き延びる

新特別 株式会社meditips

183 R107070029 東北 福島県 有限会社佐藤製作所 8380002016296 ロボット用部品の高機能化に対応する設備導入と生産体制の刷新 通常

184 R107070033 東北 福島県 本田板金工業株式会社 7380002015472 材料折曲加工工程の改善向上計画 通常

185 R107070034 東北 福島県 株式会社コムロ 4380001011640 実装手挿入工程のオートメーション化による生産能力向上 通常
TM人事労務コンサルティン
グ株式会社

186 R107070035 東北 福島県 駅前ときわ歯科
補綴治療のデジタル化及び内製化により患者様負担と感染リスクを
抑える

新特別

187 R107070038 東北 福島県 株式会社日東発條 5013201004474 織機用部品の超精密加工技術開発によるコスト低減と生産性向上 通常 馬場　正博

188 R107070042 東北 福島県 株式会社ノウチ工業 1380001006189 最新測量設備導入による業務効率化及び生産性向上事業 通常 福島県商工会連合会

189 R107070043 東北 福島県 有限会社ジャパン・フードシステム 8380002024183 効率的な食品生産体制を活かした真空パック介護食事業への拡大 新特別

190 R107070044 東北 福島県 有限会社ボデーショップサトウ 4380002016564
アライメント設備導入による先進安全自動車・自動運転車の整備へ
の対応

新特別

191 R107070047 東北 福島県 東工株式会社 5021001025566
データベース開発と組み合わせＮＣフォーミングマシンの性能を１０
０％引き出す

通常

192 R107070050 東北 福島県 有限会社藤橋歯車鉄工所 9380002003046
ＮＣ旋盤を導入による歯車加工の品質向上と知能化技術を活用した
作業者負担の軽減

新特別

193 R107070052 東北 福島県 株式会社会津技研 2380001018415 環境調和型ＵＶめっき技術を用いた低コスト高意匠部品の開発 通常

194 R107070054 東北 福島県 株式会社郡山測量設計社 5380001005187
ＵＡＶ搭載型３次元レーザー測量システムの導入による成果品質の
向上及び作業の効率化

新特別 駒田　裕次郎

195 R107070057 東北 福島県 有限会社丸十製パン 2380002020246
果樹生産者と連携したアップルクロワッサン商品化と生産能力拡大
事業

通常 須賀川商工会議所

196 R107070059 東北 福島県 有限会社齋藤精工 1380002029478
上流加工工程の内製化により、自社の存在意義を高め、更なる顧客
需要の取り込みを実施！

通常 株式会社ＡＢＣオフィス

197 R107070068 東北 福島県 株式会社林養魚場 1380001010380
業界初！酸素自動コントロールによる活魚輸送の効率アップと付加
価値向上

通常 株式会社ＡＢＣオフィス

198 R108070003 関東 茨城県 有限会社加藤製作所 6050002025522
工程リードタイムを大幅に短縮化しつつ顧客との物理的接触を減ら
設備投資で強みを強化する

新特別

199 R108070006 関東 茨城県 株式会社大平 8050001004574 効率向上と感染症リスク低減を両立させた長尺鉄筋加工工程の実現 新特別 茨城県商工会連合会

200 R108070007 関東 茨城県 小島工芸株式会社 1011701002992
テレワーク需要増に対応した特注書斎家具の短納期生産体制の構
築

通常
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201 R108070008 関東 茨城県 有限会社ミヨシ製作所 3050002024840
需要の拡大する試作金型に対する穴あけ加工の自動化による差別
化

通常 株式会社やまと経営

202 R108070009 関東 茨城県 潮来整骨院 デジタル柔道整復術により対人接触を減ずる革新的診療サービス 新特別

203 R108070010 関東 茨城県 逢鹿パーツ工業株式会社 6050001022867
高品質なオーダーメイドによる制御室用故障表示器の短納期化に向
けた新たな生産体制の構築

通常 株式会社エフアンドエム

204 R108070012 関東 茨城県 硝子茶吹 独自の原料発砲技術の確立による新たな価値の創出 通常 下館商工会議所

205 R108070015 関東 茨城県 株式会社コンピューター総合研究所 6050001006754 ロボットアームの多種端末操作を連動させた第三者検証事業 新特別

206 R108070017 関東 茨城県 新光電子株式会社 1010001008610
国内・海外市場のニーズに対応するための機械設備導入による生産
力向上

通常

207 R108070019 関東 茨城県 有限会社赤荻製作所 3050002018289
段ボール廃材の高密度ブロック化により収益性・安全性を高めるラー
ジベール投資計画

通常 谷田部　猛

208 R108070021 関東 茨城県 株式会社関東製畳 3050001021839 在宅介護向け畳の開発・リフォーム業者との共同新規顧客開拓 新特別 株式会社筑波銀行

209 R108070028 関東 茨城県 菊池開発株式会社 2050001026756 非対面レーザー活用プラットフォームによるゴルフ場測量高度化事業 新特別

210 R108070034 関東 茨城県 株式会社茨城農園 9050001038753
接木苗の分業生産システム導入で目指せ！接木野菜苗の生産性向
上

通常 茨城県商工会連合会

211 R108070035 関東 茨城県 有限会社塚田製作所 2050002044773 ３工程を１工程に集約する生産性向上技術の確立 通常

212 R108070039 関東 茨城県 友常石材株式会社 3050001008035 環境対応型強アルカリ殺菌剤の需要拡大に伴う設備増強 通常

213 R108070040 関東 茨城県 株式会社長寿荘 2050001006915 料亭「米門」エリアにおける感染リスクを低減した新サービスの提供 新特別

214 R108070041 関東 茨城県 株式会社カリン 2050001033554
モダンな茨城銘菓の開発による地域ブランド・広域商圏ビジネスの確
立

新特別 株式会社常陽銀行

215 R108070047 関東 茨城県 合同会社ｊｏｙｎｔ 2050003005097 運転代行配車アプリによる飲酒運転撲滅と生産性向上を実現 通常 茨城県商工会連合会

216 R108070049 関東 茨城県 大平歯科クリニック
印象採得デジタル化により最先端の歯周病治療を提供できるビジネ
スモデルへ

新特別 株式会社meditips

217 R108070050 関東 茨城県 青木アルミ株式会社 8050002017261 開口工程を自動化し生産向上を図る 通常 茨城県商工会連合会

218 R108070051 関東 茨城県 間宮歯科医院 最新機器と長年の経験の融合による治療・感染対策の抜本的改善 新特別

219 R108070052 関東 茨城県 有限会社江ムラ精機 6050002020449
設備導入で生産能力増強と加工品目拡大を実現し顧客ニーズに応
える

通常

220 R108070055 関東 茨城県 有限会社神山製作所 3050002030392
ＣＮＣ旋盤設備導入による、金属加工技術の高度化とＦＳＷ回転ツー
ル高効率化工程の確立

通常

221 R108070056 関東 茨城県 株式会社アート・ジャパン 6050001007587 設備導入により手加工を自動化することで、多能工化を目指す事業 通常

222 R108070059 関東 茨城県 ＲＹＨＳバイオＬａｂ 消毒作業の品質を可視化する残留微生物量測定サービスの確立 新特別

223 R108070062 関東 茨城県 ヒカリ化学株式会社 5010001134460 飲料メーカー向けろ過フィルターの洗浄技術高度化事業 通常

224 R108070064 関東 茨城県 株式会社大坪精工 5050001016515
従業員の作業負荷軽減のためのロボットシステム導入によるプロセ
ス改善

新特別

225 R108070065 関東 茨城県 和田歯科クリニック ＣＡＤ／ＣＡＭによるワンデー補綴治療の実施と新規顧客の獲得 通常

226 R108070066 関東 茨城県 浅野物産株式会社 3050001017176 高度クラウドデジタルＩＣＴ建機によるつくば市民間工事受注拡大 新特別

227 R108070067 関東 茨城県 株式会社イシザキ 9050001031337
生産管理の高度化による業務用ゲーム機のＯＥＭ生産事業への進
出

新特別 株式会社ゼロプラス

228 R108070070 関東 茨城県 有限会社ららら 2050002007557
「自動化」によるお客様とスタッフの安全性確保とサービス品質の向
上

新特別 茨城県信用組合

229 R108070072 関東 茨城県 高尾工業株式会社 2050001030089 茨城から世界へ！最新ＭＣでの農業・建設機械製造プロセス革新 新特別

230 R108070075 関東 茨城県 株式会社ＬＭ　ＡＤＶＡＮＣＥ 4050001020006 トータルカスタマイズショップとしてのブランド力向上 通常 茨城県商工会連合会

231 R108070079 関東 茨城県 東京精密鍛造株式会社 3030001035312 金型設計技術×ＩＴによる鍛造品の高付加価値化および技能伝承 通常 株式会社常陽銀行

232 R108070080 関東 茨城県 海老沢歯科医院
歯科用ＣＴの導入による即日治療提供との内科とのイノベーション創
出

新特別

233 R108070081 関東 茨城県 相川畳店
畳づくりの常識に挑戦！職人の「知恵」を活かす、高ニーズ特殊畳生
産体制確立と経営革新

新特別

234 R108070085 関東 茨城県 関東測量設計株式会社 3050001013299
河川地形の３Ｄデータを短時間で取得可能とするためのＵＡＶ３Ｄレー
ザー測量システムの導入

新特別 駒田　裕次郎

235 R108070088 関東 茨城県 株式会社宮本冷機 4050001007110 ＩＴシステム導入による業務フロー効率化及び潜在需要の獲得 通常 株式会社常陽銀行

236 R108070091 関東 茨城県 有限会社高野スプリング製作所 3030002049220 多品種少量ロット向けデジタル化ＮＣフォーミング加工方式の開発 通常 亀有信用金庫

237 R108070095 関東 茨城県 有限会社生井テント 1050002042332
エアシェルターの高品質化とリードタイム短縮による顧客満足度の向
上

新特別

238 R108070098 関東 茨城県 三友歯科耳鼻科咽喉科院
地域初！歯科耳鼻科の連携治療と増加する在宅診療における革新
的モデル事業

新特別 野竿　健悟

239 R108070099 関東 茨城県 株式会社オオカワ 4011801015470
コロナ時代のサテライトオフィス需要に対応したオフィス家具・内装事
業の展開

通常

240 R108070101 関東 茨城県 時恩工房 レーザー彫刻機導入による顧客満足度向上及び生産性強化 通常
公益財団法人日立地区産業
支援センター

241 R108070102 関東 茨城県 川上商事株式会社 4050002033064
最新鋭ベンディングマシン導入による超大型ショベル部品市場への
進出

新特別 株式会社ゼロプラス

242 R108070103 関東 茨城県 デンタルクリニック諏訪 地方／地域密着歯科医院における多数インプラント同時埋入の実現 新特別
株式会社リアルコンテンツ
ジャパン

243 R108070105 関東 茨城県 株式会社サンセイ 4050001031457 【脱！価格競争】加工部新設による付加価値および顧客満足向上！ 通常

244 R108070106 関東 茨城県 アカデミックエクスプレス株式会社 9050001017674
日本初の農業分野に特化したドローン空撮利活用支援サービスの開
発

新特別

245 R108070109 関東 茨城県 ユニオン工業有限会社 6050002020226
パネルソー導入によるキッチン及び洗面設備の生産プロセス改革と
品質向上

通常 株式会社筑波銀行

246 R108070113 関東 茨城県 又兵衛土合店 冷凍自動販売機の導入によるモツ煮込みの無人販売 新特別 茨城県商工会連合会

247 R108070114 関東 茨城県 株式会社ダイニクロ 6050002030869
３ＤＣＡＤ見積自動算出システムによる生産工程の高度化と対人接触
の機会を減じた生産プロセスの構築

新特別 株式会社常陽銀行

248 R108070115 関東 茨城県 有限会社ミツル製作所 6010802014141 板金曲げ加工の生産性向上で、金属加工のエキスパートになる！ 通常 株式会社筑波銀行

249 R108070118 関東 茨城県 株式会社綿引農園 8050001048992 大玉トマトの面積倍増と脱プラスチックに向けた農作業の効率化 通常

250 R108070121 関東 茨城県 有限会社東工機 3050002034162
顧客利益を最大化する超短納期部品供給の実現と量産体制構築に
よる事業拡大

新特別
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251 R108070122 関東 茨城県 入江金属工業株式会社 7140001047739 ２５０トンプレス導入による９㎜鋼板曲げ工法と増産への対応 新特別

252 R108070126 関東 茨城県 株式会社デンタルアート 8050001035487 一手間を加え衝撃吸収性を高めた「三重構造義歯」の開発事業 新特別 アイアンドアイ株式会社

253 R108070127 関東 茨城県 株式会社イシイ畳リフォーム 6050001012348
新たな住宅様式に対応する「フロアクッション畳」専用製造ラインの構
築事業

新特別

254 R108070130 関東 茨城県 大洗中島歯科医院 デジタル技術を活用したコロナ禍での地域高齢者歯科治療への貢献 新特別
株式会社リアルコンテンツ
ジャパン

255 R108070133 関東 茨城県 株式会社根本運送 2040001063651 総合的な物流ソリューションを革新的に推進するシステムの構築 新特別 青山裕之

256 R109070001 関東 栃木県 株式会社市塙製作所 4060001027272
原子・電子顕微鏡向け”シームレスＹ型真空導波管”（シリンダー開発
開発）

通常

257 R109070002 関東 栃木県 有限会社大貫製作所 3060002019781
短納期対応強化に向けた搬送装置部品加工等の切削加工技術の向
上及び生産性向上計画

新特別 シェアビジョン株式会社

258 R109070003 関東 栃木県 有限会社大豊技研 4060002034821
特殊ワッシャーの生産量増加、加工精度を向上させる新たな生産方
式導入事業

新特別 シェアビジョン株式会社

259 R109070007 関東 栃木県 株式会社高林精機製作所 3010701005731
測定力向上で挑む加速度センサ部品の開発と粘土計部品の量産実
現

新特別

260 R109070008 関東 栃木県 有限会社山中商店 3060002015905
当社の無添加製品製造技術を生かした栃木県初の安心・安全な　完
全無添加生ハム及び熟成サラミの生産体制を構築する。

通常 株式会社エフアンドエム

261 R109070011 関東 栃木県 株式会社ブライト 1060001007640 災害復旧工事における軽量屋根板金等の短納期・生産性向上事業 通常 内田経営株式会社

262 R109070012 関東 栃木県 株式会社田部井工業 1060001027176 建築用部材の内製化で、コスト削減と省エネ住宅の普及に貢献 通常

263 R109070015 関東 栃木県 栄輪工業株式会社 4060001024443
ボトルネック工程の設備増強と自動化で、高グレードな鉄骨生産体制
の構築

通常 株式会社群馬銀行

264 R109070017 関東 栃木県 細内金型株式会社 6060001004055 高性能型彫放電加工機の導入による高精度化・短納期化の実現 通常
株式会社ＵＩ志援コンサル
ティング

265 R109070018 関東 栃木県 株式会社シンエイカンパニー 6060001006043
半導体製造装置用ハーネス加工工程改善による品質と生産性の向
上

通常
株式会社ＵＩ志援コンサル
ティング

266 R109070022 関東 栃木県 株式会社イーアンドエム 5060001015136 高速化データ通信に対応した設備導入で生産性の向上を図る 通常
有限会社エスエス創造研究
所

267 R109070024 関東 栃木県 株式会社ソネッティーク 5060001005442 ＥＣ事業強化レーザー彫刻機導入による生産性向上と感染対策事業 通常 栃木県商工会連合会

268 R109070025 関東 栃木県 株式会社Ｊ．ｗｏｒｋｓ 4060001031828 建設現場向け最新溶接機導入による生産性向上と売上拡大 通常

269 R109070027 関東 栃木県 株式会社ルピナス 8060001029554
自動調剤包装機による高度化と感染症低減を目指す調剤薬局の取
組

新特別

270 R109070029 関東 栃木県 山川歯科医院
地域ニーズに応え補綴と矯正分野の革新で包括的歯科診療を高度
化

新特別 山﨑　修

271 R109070032 関東 栃木県 有限会社メイト 7060002034728
コインレスランドリー実現とポストコロナを見据えた遠隔での店舗管理
モデル構築

新特別 株式会社足利銀行

272 R109070036 関東 栃木県 株式会社ニューミヤコホテル 2060001027497 フロント業務自動化による栃木県初のハイブリッド型ホテル化事業 新特別

273 R109070037 関東 栃木県 那須野ヶ原アニマルクリニック ＤＲにて検査回数削減と早期疾患発見を両立した革新的新診療事業 新特別 齊藤　大輔

274 R109070040 関東 栃木県 石倉歯科医院
歯科用ＣＴ設備導入による治療の内製化とインプラント治療の水準向
上

新特別 株式会社meditips

275 R109070042 関東 栃木県 白洗舎 効率的かつ高品質なアパレル仕上げの実現による顧客満足度向上 通常 東　健司

276 R109070045 関東 栃木県 岡島興業株式会社 1060001024181 外壁工事用サイディング材の高精度プレカット工程の内製化事業 通常

277 R109070046 関東 栃木県 シノザキファーム
先端ＩＯＴ技術を活用した牛のモニタリング設備による次世代型牧場
経営への挑戦！

通常 株式会社サクシード

278 R109070047 関東 栃木県 有限会社マキ工業 2060002008447
先端設備導入による従業員負荷軽減とオリジナル完熟バーク堆肥の
量産体制の構築！

通常 株式会社サクシード

279 R109070048 関東 栃木県 株式会社エスケイ 1060001020858 新素材である「サイマライト」を活用した自動車部品製造技術の開発 通常
ダブル-ウィン・コンサル
ティング合同会社

280 R109070049 関東 栃木県 有限会社高瀬油店 7060002027087 地域密着型ガソリンスタンドの産業用機械給油事業の挑戦！ 通常 高橋邑伍

281 R109070051 関東 栃木県 森戸酒造株式会社 7060001013451 和洋の食を問わずに楽しめ、高品質と低コストの日本酒の開発 通常 石田　信行

282 R109070052 関東 栃木県 氏家工業株式会社 7060001006323 次世代ビルの建設に必要不可欠な高精度鉄骨の製造技術確立 新特別
株式会社コムラッドファー
ムジャパン

283 R109070053 関東 栃木県 やまこ産業株式会社 7060001017048
エキスペラー装置導入による食品副産物からの搾油力向上システム
の開発

通常
ダブル-ウィン・コンサル
ティング合同会社

284 R109070059 関東 栃木県 有限会社天海製作所 4060002034796
切削工程の改善で、加工精度や取付け段取り時間の短縮など効率
化と生産性の向上。

通常 鹿沼相互信用金庫

285 R109070063 関東 栃木県 株式会社インターセック 1060001005330
中⼩企業の⽣き残りをかけた『‟地域中⼩企業連携”による⾰新的警
備システム』の構築︕︕

通常 株式会社サクシード

286 R109070068 関東 栃木県 有限会社ＫＡＮＥＨＯＮ 2060002011896
大谷石切削加工の生産性向上とインテリア・エクステリア製品の自社
ブランド化

通常

287 R109070070 関東 栃木県 株式会社小林酒店 4060001010393 Ｍ＆Ａによる新規酒造事業 通常 鹿沼商工会議所

288 R109070074 関東 栃木県 株式会社鉄鋼社 2010601012498
産業用大型金型素材の供給におけるＱＣＤ革新化のための金属加
工技術の高度化

新特別

289 R109070077 関東 栃木県 中里建設株式会社 6060001020812
ＤＸ化による安全かつ経済的な水道管内調査洗浄システムの研究開
発

新特別

290 R109070078 関東 栃木県 有限会社伊藤製作所 1060002033487
時算動作検証を行うことで複合ＮＣ旋盤の能力を最大限引き出す生
産性向上策

新特別

291 R109070081 関東 栃木県 共同製袋株式会社 7060001020869
省スペース自動積付機械によるＦＡ（自動化工場）化の推進と生産性
の向上

通常 栃木県商工会連合会

292 R109070087 関東 栃木県 株式会社シダラ 8060001010464 Ａｉ搭載ロボットアーム導入による家庭用園芸培土の生産拡大 通常 鹿沼商工会議所

293 R109070089 関東 栃木県 有限会社鬼怒川パークホテル 3060002016044 天然ナノバブル水のおもてなしでお客様の健康と満足度向上計画 通常

294 R109070090 関東 栃木県 株式会社Ａｓｈｉｒａｓｅ 2012701016420 視覚障がい者向け歩行ナビゲーションデバイスの試作品開発 通常

295 R109070091 関東 栃木県 株式会社茂呂居製作所 3060001020674 長周期地震に有効な高精度鉄骨製造技術の確立事業 新特別
株式会社コムラッドファー
ムジャパン

296 R110070001 関東 群馬県 田月堂
高生産性新包餡設備導入による生産効率改善、新規顧客獲得、拡
販計画

通常 館林商工会議所

297 R110070005 関東 群馬県 日亜鍛工株式会社 5070001011877 高品質な自由鍛造を実現するための型加工技術開発 通常 株式会社りそな銀行

298 R110070007 関東 群馬県 有限会社鈴木鉄工 1070002017514 溶接工程の自動化による高精度大型重量鉄骨生産性向上計画 新特別 株式会社足利銀行

299 R110070009 関東 群馬県 藤間精練株式会社 3070001008248
純水装置・バクテリア除去装置導入による高品質カチオン電着塗装
システム構築

通常

300 R110070012 関東 群馬県 株式会社ジースリー 8070001015396 ウナギのかば焼き加工プロセスにおける環境負荷低減と生産性改善 通常 白川　淳一
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301 R110070014 関東 群馬県 株式会社ユーエスケイ 9070001015065
置き配ニーズの増加を踏まえた宅配ＢＯＸ事業への進出および量産
体制の構築

新特別 株式会社ゼロプラス

302 R110070018 関東 群馬県 有限会社樋下田加工 9070002024486 一品一様の部品加工の生産性向上による即納化対応を図る 通常 桐生商工会議所

303 R110070020 関東 群馬県 関東測量株式会社 7070001000705 ドローン用レーザースキャナを活用した測量プロセスの改善 新特別

304 R110070022 関東 群馬県 有限会社ベストプラスチック 3070002027882 経験や勘を頼りにしたものづくりからの脱却と成形技術の伝承 通常 竹野谷　周久

305 R110070023 関東 群馬県 有限会社花のハットリ 5070002011587 生花の長期保管体制の構築による生産性向上 通常 株式会社群馬銀行

306 R110070024 関東 群馬県 株式会社相羽通建 6070001015506 道路舗装工事の測量プロセスのデジタル革新 通常 群馬県商工会連合会

307 R110070027 関東 群馬県 株式会社関東特殊防水 8070001006461
下水管調査ロボット導入による下水道事業向けサービスのワンストッ
プ化

新特別
一般社団法人城西コンサル
タントグループ

308 R110070030 関東 群馬県 合同会社Ｂ・Ｂチャームズ 5070003002024
真空乾燥機で抽出した成分の商品の製造開発と食品資源ロスの削
減等の貢献

通常

309 R110070032 関東 群馬県 有限会社柳製作所 5070002025562 脱炭素社会実現に寄与するＥＶ向け冷媒プレートの製造体制構築 新特別
株式会社コムラッドファー
ムジャパン

310 R110070033 関東 群馬県 有限会社津久田クリーニング 8070002019363 脱炭素社会へ向けた水洗いクリーニング強化 通常 山崎コンサル株式会社

311 R110070039 関東 群馬県 株式会社後藤鉄工 7070001013335
モーターケースの量産体制確立による建設機械部品の生産能力強
化

通常

312 R110070040 関東 群馬県 株式会社富岡製作所 9070001011849 低周波振動切削技術による非対面型超微細金属加工の高度化事業 新特別

313 R110070041 関東 群馬県 斉藤工業株式会社 8070001023787 高精度傾斜造成を実現！大規模構造物対応ＩＣＴ工事技術の高度化 新特別

314 R110070042 関東 群馬県 ティーズカンパニー株式会社 3070001030037
射出成形機のシリンダのΦ適正化による生産性向上と相乗効果事
業

通常

315 R110070045 関東 群馬県 有限会社桑原製作所 1070002029039
事業継承へ～電気自動車部品受注のための金型製作プロセスの革
新～

通常

316 R110070046 関東 群馬県 有限会社ミヤマ全織 3070002024896 染色加工を内製化し高付加価値商品の生産を実施する技術の確立 通常 株式会社群馬銀行

317 R110070047 関東 群馬県 株式会社津金沢 8070001012096
こんにゃく原料製造工程における、異物検知精度の向上と衛生管理
体制の高度化

通常
ぐんぎんコンサルティング
株式会社

318 R110070050 関東 群馬県 有限会社昌立 3070002034846
ＡＤＡＳ（先進運転支援システム）技術を活用したゴルフバック無人搬
送機の試作開発

通常
株式会社渡辺経営コンサル
ティング

319 R110070055 関東 群馬県 有限会社シティメガネ 7070002014852
高齢者や小児への検眼精度向上とビジョンケアによる健康寿命の促
進

通常 群馬県商工会連合会

320 R110070057 関東 群馬県 株式会社コイズミツール 5020001039287 切削工具の新規検査手法の導入 通常

321 R110070058 関東 群馬県 ヤマデン株式会社 6060001011150 アルミダイカスト離型剤少量吐出圧送装置のシリンダー精度向上 通常
株式会社東京経営サポー
ター

322 R110070060 関東 群馬県 株式会社群馬デスコ 6070001015910 エコ原材料に対応する全自動融着機の開発と導入 通常

323 R110070061 関東 群馬県 株式会社トンビコーヒー 4070001032511
焙煎技術の再現性強化による量産化の開始と受注生産への移行で
の販売網の強化

通常 群馬県商工会連合会

324 R110070062 関東 群馬県 大渕牧場有限会社 3070002034689 新たな蓋ロック機能を持つサンプルチューブの開発と製品化 通常

325 R110070064 関東 群馬県 有限会社大洋舎 8070002003276 無人クリーニング店舗と排水処理体制の確立による受注拡大 新特別
堀江コンサルティングオ
フィス株式会社

326 R110070067 関東 群馬県 バロン建築構造設計室
建築構造設計における利便性の高い構造計算ソフトウェアの開発及
び販売システムの構築

通常
公益財団法人群馬県産業支
援機構

327 R110070072 関東 群馬県 有限会社深沢製作所 7070002034561 ＮＣ設備導入で量産と特注機生産体制構築しコロナ感染防止を図る 新特別

328 R110070077 関東 群馬県 株式会社ファインクリエイト 8070001024059
生産性向上を目指すファインクリエイト式シーツさばき自動システム
の確立

新特別

329 R110070078 関東 群馬県 かなやま動物病院 二次診療施設がない群馬県で動物癌治療を牽引する町病院に進化 通常

330 R110070082 関東 群馬県 株式会社セガワツールサービス 2070001019543 革新的手法による超小径工具開発事業 通常

331 R110070087 関東 群馬県 有限会社新和機工 4070002029622
異形部品において独自技術の多数個取りを進化させ量産に応える技
術の確立

新特別 桐生商工会議所

332 R110070089 関東 群馬県 株式会社足利セラミックラボラトリー 9070001022581 訪問歯科診療とデジタル技術の発信拠点を担うラボセンター事業 新特別 アイアンドアイ株式会社

333 R110070090 関東 群馬県 ブラザーダイカスト工業有限会社 3070002020540
ダイカスト製造の自動化を通じた高齢化環境における安定した生産
体制の確保

通常 株式会社群馬銀行

334 R110070092 関東 群馬県 株式会社匠研磨 5070001027106 改良型電解研磨装置導入による半導体生産設備向け事業の確立 通常

335 R110070093 関東 群馬県 Ｋコスメ株式会社 2070001032182 革新的な商品包装仕上げ業の包括的提案型生産体制 通常
一般社団法人日本産業イノ
ベーション研究所

336 R111070004 関東 埼玉県 有限会社ミトミ 9030002022510
新規設備導入により高効率作業を実現し、新たな顧客ニ－ズに対応
して新分野製品を量産し売り上げ回復を図る

通常 田島 寛司

337 R111070005 関東 埼玉県 株式会社巧芸社 4010001044025 自動調合攪拌装置の導入による食品パッケージ生産プロセスの革新 新特別

338 R111070007 関東 埼玉県 北田歯科医院
高品質ＣＡＤ／ＣＡＭ冠の内製化による短納期製作・収益性改善と地
域歯科診療への貢献

新特別

339 R111070008 関東 埼玉県 株式会社高田商店 4030001059517 精密金型製造分野への進出による事業ポートフォリオの適正化 通常 伊藤　洋介

340 R111070009 関東 埼玉県 有限会社今泉製作所 9030002048308
先進自動車の安全に寄与する電動パーキングブレーキ用高精度バ
ネ等の生産性向上計画

通常 亀有信用金庫

341 R111070012 関東 埼玉県 株式会社志木設備メンテナンス 1030001117120 ＡＩ機能を搭載した建物定期検査の報告書作成システム開発 通常 株式会社キクチカラ

342 R111070015 関東 埼玉県 ＰＬネットワークサービス株式会社 2030001038869
一般消費者に向けた安心・安全・確かな青果物の新たな流通経路構
築

通常 白川　淳一

343 R111070016 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！大型車両の点検・整備体制の高
度化

通常
株式会社シーダブリューエ
ム総合経営研究所

344 R111070017 関東 埼玉県 なかうら歯科クリニック 地域住民の健康寿命を延ばすための診断と治療内容強化 通常
アルタス・パートナーズ合
同会社

345 R111070018 関東 埼玉県 大澤製作所
２スピンドル式複合加工機導入による高効率切削加工システムの確
立

通常

346 R111070019 関東 埼玉県 株式会社文祥流通センター 8030001046115
書籍の結束と改装作業プロセスの高付加価値化と迅速化による生産
性向上

新特別
株式会社ビジネスリノベー
ション

347 R111070021 関東 埼玉県 有限会社アベ・インターナショナル 5030002046422
打抜き工程の刷新による市販薬品パッケージ製品の製造能力強化
計画

新特別 埼玉縣信用金庫

348 R111070022 関東 埼玉県 有限会社原製作所 4030002121663 難削材の大径複雑加工技術の習得による空圧分野への進出 新特別 秩父商工会議所

349 R111070026 関東 埼玉県 株式会社俳優座劇場 8010401023954
大道具製作工程にて、自動化（デジタル化）することで効率化を図り、
作業の安全性を高める。

通常 辻下敏夫

350 R111070031 関東 埼玉県 冨士製袋機工業株式会社 2013301010573
ＱＣＤ改善・体制強化のためのＮＣ化拡充による部品製造プロセスの
革新

通常
株式会社New Beginnings 
Japan

7 / 55



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

351 R111070034 関東 埼玉県 みずの歯科医院
患者様にもスタッフにも優しいニューノーマル時代のデジタル歯科治
療

新特別

352 R111070036 関東 埼玉県 有限会社ミノル工機 8030002071277
最新放電加工機の導入による自動車部品製造用金型の生産体制刷
新計画

新特別 株式会社足利銀行

353 R111070038 関東 埼玉県 株式会社大和 8011801009213 不良品・過剰在庫・コロナに打ち手！ペットボトルラベル生産改革 新特別

354 R111070039 関東 埼玉県 株式会社フジタケスプリング 6030001028032 医療用内視鏡検査機器の操作性を革新的に精度向上させる！ 通常

355 R111070040 関東 埼玉県 株式会社川上製作所 6030001074423
医薬品充填機の部品供給能力の増強に必要なＣＮＣ大型旋盤の導
入

通常 株式会社合同会計

356 R111070044 関東 埼玉県 株式会社横山製作所 4010401030558 大型化するオーダーメイド仕様製品の短納期生産プロセス確立 通常

357 R111070046 関東 埼玉県 株式会社金井工業所 2030002081075
ハンディー３Ｄスキャナーを活用した新測定法の確立による、大型配
管モジュール型ユニットの開発

新特別 しののめ信用金庫

358 R111070049 関東 埼玉県 株式会社ショーエイ 9030001039423 高効率仕様裁断機の導入による長尺部品の生産プロセス改善 通常 古賀　寿彦

359 R111070053 関東 埼玉県 株式会社吉野鉄工所 6030001055786
溶接ロボット導入による生産性向上と技術承継および技術者の育成
計画

通常 飯能信用金庫

360 R111070055 関東 埼玉県 日昭建材工業株式会社 8030001015409 免震エキスパンションジョイントの試作品開発により標準化実現 通常

361 R111070056 関東 埼玉県 有限会社森精機 5030002122132 自動車の差動装置であるデフロックに必要な部品の製造事業 通常

362 R111070059 関東 埼玉県 株式会社Ｔｏｐ　Ｗａｌｌ 7012701015302 ゴミの減量につながる環境型出隅の新規生産ライン構築事業 新特別

363 R111070060 関東 埼玉県 株式会社千島測量設計 4030001091296 レーザードローンの導入による安全で革新的な高精密測量の実現 新特別 株式会社群馬銀行

364 R111070065 関東 埼玉県 株式会社ＨＡＪＩＭＥ 7030003009946
超高圧水ポンプユニットを活用したウォータージェット工法の確立と新
市場開拓

通常

365 R111070066 関東 埼玉県 有限会社石川技研 3030002023670
高機能フライス盤導入による精密部品の加工精度向上と短納期化促
進

通常 有限会社三井経営研究所

366 R111070067 関東 埼玉県 株式会社光本 6030001017778 レーザー加工機導入による効率化と新規売上の創造 通常 伊藤　洋介

367 R111070068 関東 埼玉県 株式会社ミタカ精機 9030001021892 最新型ＣＮＣ旋盤と薄肉精密加工技術導入による生産性向上事業 新特別 株式会社やまと経営

368 R111070069 関東 埼玉県 ミヤザワ株式会社 2011601006746 ＳＤＧｓフレンドリーなバナナペーパー製貼り箱の新商品開発・拡販 新特別
ＪＩＮ＆Ｐａｒｔｎｅｒｓ
株式会社

369 R111070071 関東 埼玉県 株式会社中山製作所 3030001066349
非対面型デジタルＭＣ活用によるロボット空圧から半導体への転換
事業

通常

370 R111070073 関東 埼玉県 株式会社記録素材総合研究所 8030001002299 ３Ｄプリンタ用機能性色材含有フィラメントの製造 通常 さいたま商工会議所

371 R111070074 関東 埼玉県 オムステンレス工業有限会社 5011602002353
現場作業の安全性と生産性向上を両立するバリアフリー製品の開発
と展開

通常

372 R111070075 関東 埼玉県 株式会社ママダ工業 6030001032950 介護需要増を踏まえた福祉施設向け鉄骨部材製造業への進出 新特別 株式会社ゼロプラス

373 R111070078 関東 埼玉県 伊藤歯科クリニック
高難度歯科治療と矯正治療の治療向上及び短期化を目指す事業計
画

新特別
株式会社リアルコンテンツ
ジャパン

374 R111070079 関東 埼玉県 有限会社友親製作所 8030002021934 溶接工程の改善による生産体制強化事業 通常 埼玉縣信用金庫

375 R111070081 関東 埼玉県 有限会社鈴木モータース 3030002047216
点検・整備・検査プロセス革新と生産性向上を実現する車検予備検
査ライン新設

通常

376 R111070082 関東 埼玉県 株式会社かいたくしゃ 4030001074276
画像寸法測定器での高精度シリンダの新規開発と生産プロセス改善
による収益拡大

通常 ペンデル税理士法人

377 R111070084 関東 埼玉県 ｐａｎ　ｐｒｏｓｐｅｒ 新規設備導入により、パンの製造工程改善・品質向上を図る 通常
株式会社アクセルパート
ナーズ

378 R111070085 関東 埼玉県 株式会社ナベ・ツール 6030001041530 生産設備用治工具生産の研磨レス加工による脱職人と生産性向上 通常

379 R111070086 関東 埼玉県 明治堂印刷株式会社 2030001027335
地域密着型の印刷会社が勝ち残っていくための高品位な印刷と付加
価値の創出

通常

380 R111070087 関東 埼玉県 北海型範有限会社 5030002106911
精密形彫放電加工技術導入による半導体精密バルブ事業への進出
計画

通常

381 R111070088 関東 埼玉県 株式会社後藤動物病院 4030001109783
ホームドクターで高度獣医療を受ける時代へ。「街のガン・心臓病治
療センター」構築

新特別

382 R111070091 関東 埼玉県 株式会社島田板金工業 1030001135601
耐震かつ短納期対応を実現する高精度屋根・外壁リフォーム事業の
本格提供

通常

383 R111070092 関東 埼玉県 フロムワン 精密金属加工事業における労働生産性の極限値への挑戦 通常

384 R111070094 関東 埼玉県 六三四堂印刷株式会社 6030001055679 新設備導入で新分野に進出し事業リスク分散と更なる成長を実現！ 通常

385 R111070095 関東 埼玉県 株式会社ＪＳＴ 9030001084816 ロボットシステム導入による生産プロセスの改善により出来高向上 通常

386 R111070098 関東 埼玉県 エムアールティ株式会社 6030001081832
ハイブリッド式竪型成形機の導入による生産効率と不良率の改善の
実施

通常

387 R111070099 関東 埼玉県 有限会社吉場製作所 6030002097811
高性能ＮＣ旋盤導入による高品質な金属切削加工の量産化体制の
確立

新特別

388 R111070100 関東 埼玉県 株式会社アルマレット 3030001083591
地域企業が協力して供給！オリジナルデザイン入り飛沫防止パネル
の製作

通常

389 R111070101 関東 埼玉県 株式会社サンテック 4030001023142 精密加工体制を整えて業務効率と付加価値を高め、経営基盤を強化 通常
株式会社匠コンサルティン
グ

390 R111070102 関東 埼玉県 有限会社イシカワ 1030002067819
部品加工を超える付加価値創出！三次元測定機を導入した共同研
究体制の構築！

通常 株式会社サクシード

391 R111070103 関東 埼玉県 株式会社サイフェル 4030001045310
工場レイアウト改善と半自動揺動アルマイトライン導入による生産革
新

通常 小櫃　義徳

392 R111070104 関東 埼玉県 有限会社エー・アイ 3030002118702
地元畜産業者の家畜排せつ物による高品質有機肥料の製造ライン
構築

通常 しののめ信用金庫

393 R111070105 関東 埼玉県 荒谷デンタルクリニック
重度の不正咬合患者へより安心安全な生物学的審美歯科治療の提
供

新特別

394 R111070106 関東 埼玉県 丸大製作所 革新的手法による平面ローレット加工技術の加発事業 通常

395 R111070108 関東 埼玉県 株式会社セイワ 6030001089454 新型ランニングソーで生産能力増強、販路拡大で経営を安定！ 新特別 株式会社シャイン総研

396 R111070110 関東 埼玉県 株式会社デンタルスマイルマネジメント 6030001113271
歯科技工のＩＴ導入による患者の非接触体制を構築し、安全・高精度
なアバットメントの提供事業

新特別
株式会社リアルコンテンツ
ジャパン

397 R111070111 関東 埼玉県 小竹デンタルクリニック
ＣＴ撮影内製化によるインプラント治療安全性の向上および新型コロ
ナ感染対策の実現

新特別

398 R111070112 関東 埼玉県 有限会社カムシーリング 6011602002740
目視に代わる検査装置導入による品質管理体制強化で顧客先を拡
大する

通常 齊藤　祐一

399 R111070113 関東 埼玉県 金杉糀屋 日本の”発酵パワー”糀でみんな健やかに！ 通常

400 R111070116 関東 埼玉県 有限会社真下製作所 6030002049804 高精度加工と検査デジタル化による生産プロセスの改革 通常 ペンデル税理士法人
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401 R111070117 関東 埼玉県 みさき歯科． 高齢者や弱者にも優しく、精度や生産性の高い歯科治療体制の実現 新特別

402 R111070118 関東 埼玉県 林精鋼株式会社 6011601005661
プロの整備士が使用する自動車工具の試作開発の促進及び感染リ
スクの低減を同時に実現

新特別

403 R111070119 関東 埼玉県 昭和建設株式会社 1030001051088 ３Ｄ測量機器とソフトのデジタル連携による工事プロセスのＤＸ 新特別

404 R111070120 関東 埼玉県 有限会社中村金属工業 7011502004398
大型鋼板の研磨事業の立ち上げによる、電子機器メーカーや建設分
野の市場開拓

通常 亀有信用金庫

405 R111070121 関東 埼玉県 有限会社浜製作所 5011802006261
５軸加工機の活用による公差の厳しい部品加工の生産性向上の取
組み

通常

406 R111070123 関東 埼玉県 ジョイ・プランニング株式会社 8010001098496 冷凍・冷蔵設備導入によるアウトソーシング先としての役割強化 通常 埼玉県商工会連合会

407 R111070125 関東 埼玉県 ページデンタルクリニック 需要が高まる顎機能障害治療と家族治療の革新的向上 新特別

408 R111070127 関東 埼玉県 株式会社ｅｋプラン 9030001033780 就労継続支援Ａ型事業所の開設と餃子製造・販売事業の新規展開 通常
株式会社アクセルパート
ナーズ

409 R111070128 関東 埼玉県 株式会社阿部紙業 9030001038854
業界初！３Ｄプリンターによる樹脂パーツの作成で紙製什器の一貫
生産体制を構築が実現

通常

410 R111070129 関東 埼玉県 株式会社イント 1030001103302 業界初となる塗料在庫を売買するマッチングサイトの開発 新特別

411 R111070130 関東 埼玉県 株式会社エーヴィスシステムズ 1010001000963 刷版の自動生産体制確立と抗菌書籍の開発、対人接触低減 新特別

412 R111070131 関東 埼玉県 株式会社共栄製作所 5030001041317
平面研削盤導入と金型メンテナンスプロセス革新による成長分野の
取組強化

通常 小櫃　義徳

413 R111070133 関東 埼玉県 株式会社協真エンジニアリング 7030001074538 新規溶接設備導入による生産数向上、及び品質改善 通常

414 R111070135 関東 埼玉県 株式会社川俣製作所 2010601009593 生産プロセス改善と営業力強化による販路開拓と経営体質の強化 新特別

415 R111070136 関東 埼玉県 有限会社大林製作所 6030002002647 コロナ禍において躍進するロボット産業向け精密部品製造事業 通常

416 R111070139 関東 埼玉県 川口板金株式会社 5030001074259
製パンメーカーの生産ロスを低減する食パン焼型向けプレス金型の
製造技術獲得

新特別
株式会社コムラッドファー
ムジャパン

417 R111070140 関東 埼玉県 株式会社エアリアル 9030001109003 エア循環システム搭載ブースによる塗装技術高度化事業 新特別

418 R111070141 関東 埼玉県 株式会社メモルス 8030001026678 しっとりとした食感の「バータイプワッフル」の開発と量産体制の構築 通常

419 R111070142 関東 埼玉県 株式会社ハネスト 2011701015770
自動デザイン仕分け（デザイン検品）ラインの導入による働き方改革
と生産性向上及びコロナ予防

新特別

420 R111070143 関東 埼玉県 手打ちうどん麦屋 お土産用「瞬間冷凍肉汁うどん」の開発・提供 新特別 深谷商工会議所

421 R111070144 関東 埼玉県 中島プレス工業有限会社 7030002087299 釣り業界に革命！個包装製品の生産体制構築とエコ釣り餌の開発 通常 埼玉縣信用金庫

422 R111070146 関東 埼玉県 株式会社ステンレスアート 4011601016363 新しいデザインに対応した生産方式の開発と新製品展開 通常

423 R111070148 関東 埼玉県 有限会社おき川 8030002055585
ラックオーブン、正ピロー包装機による業務効率化とポストコロナ対
策

通常 岸田　勝

424 R111070149 関東 埼玉県 株式会社アクアトリップ 6030001099916
非破壊検査の最先端を行く、隙のない検査体制の構築と業務プロセ
ス改革

新特別

425 R111070150 関東 埼玉県 有限会社原精密 4030002056760
物理的な対人接触を減じた複雑・高精度金属部品の連続加工技術
の確立

新特別

426 R111070152 関東 埼玉県 青島デンタルオフィス 最先端虫歯治療の向上と歯科治療体制の強化 新特別
株式会社リアルコンテンツ
ジャパン

427 R111070153 関東 埼玉県 株式会社ｓｃｅｎｔｎａｔｉｏｎｓ 6011001072344 販路拡大の為のサンプリングボトル開発と販売 通常

428 R111070156 関東 埼玉県 セントラル光学株式会社 1030001045882 検査・測定作業の効率化によるフォトエッチング製品の受注拡大 通常 埼玉県商工会連合会

429 R111070158 関東 埼玉県 株式会社Ｈ．Ｋ．キャスト 9030001061443 ダイカスト製品における２次加工の生産性向上 通常

430 R111070160 関東 埼玉県 株式会社クリオテクノス 6030001049598 海事工事・港湾工事用波高管理システムの開発 通常 埼玉県商工会連合会

431 R111070161 関東 埼玉県 須川工業株式会社 7011801008884 電気自動車次世代ブレーキシステムに対応する高精度フランジ生産 新特別

432 R111070162 関東 埼玉県 栄和工具工業株式会社 1030001056087 医療分野向け超小径超硬ドリルの革新的な検査工程改善 通常

433 R111070163 関東 埼玉県 株式会社豊島製作所 1030001071094 最先端材料の製造・開発品解析技術の高度化及び測定の効率化 通常

434 R111070165 関東 埼玉県 株式会社東亜産業 1030001117228 超音波溶接を活用したアッセンブリ事業への進出 通常 近山　寿博

435 R111070166 関東 埼玉県 新ゼネラル機工株式会社 5030001018570 最新マシニングセンタ導入によるリファイナープレート生産性改善 新特別

436 R111070167 関東 埼玉県 株式会社高田商事 6030001033957 非鉄金属卸売業の加工高度化による都市鉱山機能強化 通常

437 R111070170 関東 埼玉県 三光産業株式会社 1030001069262
新事業半導体製造装置のための溶接・組立の高度化システム開発
事業

新特別

438 R111070175 関東 埼玉県 デンタルリサーチ　ホワイト歯科
感染症対策を背景にした革新的地域密着型歯科診療システムの展
開

新特別

439 R111070176 関東 埼玉県 たかた歯科
小児矯正治療・予防歯科の充実と高度で包括的な歯科診療への取
組

新特別

440 R111070181 関東 埼玉県 杉崎リース工業株式会社 1110001002719 建設現場用敷鉄板レンタルにおける曲り敷鉄板修正機の開発・製造 通常

441 R111070183 関東 埼玉県 株式会社誠計器 2011201005082
温度センサーの超短納期受注生産で顧客ニーズに応えて事業拡
大！

通常

442 R111070184 関東 埼玉県 株式会社リアルワークス 4030001023084
不良品自動排除機能付き折り機の導入による品質向上及び生産性
向上事業

通常 北野　孝志

443 R111070186 関東 埼玉県 狭山フォレスト歯科クリニック
狭山市初のアライナー矯正実施とサージカルガイド・セファログラム
の内製化

新特別
株式会社リアルコンテンツ
ジャパン

444 R111070188 関東 埼玉県 有限会社ポートデンタル 6030002088892 咬耗症例に対応するアンチ・ブラキシズム・バイトプレートの開発 新特別 アイアンドアイ株式会社

445 R111070189 関東 埼玉県 埼玉阿部木材株式会社 9030001074908 超仕上げ加工の生産体制を整え商品の高付加価値化を図る 通常

446 R111070192 関東 埼玉県 有限会社ミカモ精機 4030002060390
眼科医療における最先端手術用処置具の量産化実現のための生産
性向上

通常

447 R111070193 関東 埼玉県 株式会社アイ・ビー・エンジニアリング 1030001000086
我が国の水害・土砂災害リスクを大きく低減する地中工事の設計・施
工技術の開発

通常

448 R111070195 関東 埼玉県 おおば歯科クリニック
最先端機器とアソアライナーの相乗効果による最先端の矯正治療の
構築と生産性の向上

新特別

449 R111070199 関東 埼玉県 サンマックス株式会社 1011801008254 水圧式シリンダーの大型化・高強度化に向けた生産体制の強化 新特別

450 R111070200 関東 埼玉県 石塚矯正歯科クリニック 歯列・気道の３Ｄデータ化で高度なオーダーメイド矯正治療を実現 新特別
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451 R111070201 関東 埼玉県 吉崎歯科医院 義歯の再作製を防ぐクローン・プロビショナル・クラウン法の開発 新特別 アイアンドアイ株式会社

452 R111070205 関東 埼玉県 ＣＰＰ有限会社 9011202006032
手作業工程に機械を導入し生産向上を図り、付加価値の高い提案型
案件の受注を目指す

通常

453 R111070206 関東 埼玉県 有限会社座金の寿々本 1011502008628 画像検査機導入で中・大ロット特寸ワッシャー提供プロセスの改善 通常

454 R111070209 関東 埼玉県 株式会社シャンドワゾー 4030001100387 アイスケーキの量産体制を確立し法人向け卸と２４時間販売を実現 通常 渋谷　広志

455 R111070211 関東 埼玉県 株式会社オレオス 4030001091362
生産性向上による既存製品の需要変動対応と新分野製品の量産開
始

通常 埼玉県商工会連合会

456 R111070215 関東 埼玉県 正伝測量有限会社 6030002122552 ＵＡＶ・３Ｄレーザースキャナー導入による新サービスの提供 新特別 埼玉県商工会連合会

457 R111070218 関東 埼玉県 合同会社オンデマンド 1030003005752 郵便はがき印刷事業の通販システム開発と生産性向上を実現する 通常

458 R111070221 関東 埼玉県 ニッコーシ株式会社 7010001053741 表面処理の新規技術開発による半導体製造装置部品事業の展開 通常

459 R112070004 関東 千葉県 フローラデンタルクリニック オンライン診療を取り入れた低感染リスク型診療体制の構築 新特別

460 R112070009 関東 千葉県 デコライン株式会社 9040001044942 画像寸法測定器の導入によるトレサビリティ強化と検査業務効率化 新特別

461 R112070013 関東 千葉県 有限会社朝山工業 1040002072066
Ｈ形鋼における開先角度２５°による生産効率をアップさせた新たな
製造方式の導入

通常

462 R112070014 関東 千葉県 みつば造園有限会社 2040002069474 迅速かつ安全な森林樹木の剪定サービスの実現による生産性向上 通常 内田経営株式会社

463 R112070016 関東 千葉県 株式会社メタックス 1040001072513 オーダーメイド建材の一体化成型加工方法の構築 通常

464 R112070017 関東 千葉県 株式会社ロングライド 3040001013853 最新機器の導入による「バレエ整体」の構築事業 新特別

465 R112070019 関東 千葉県 和幸工業株式会社 6040001043765
ＡＳＶに対応したホイールアライメント修正プロセスの改善による付加
価値・生産性向上計画

新特別 株式会社千葉興業銀行

466 R112070020 関東 千葉県 有限会社三昭機工 3011702013467
ワイドエリア三次元測定機導入による産業機械用部品の品質・生産
性向上

新特別

467 R112070021 関東 千葉県 東部台歯科医院 口腔外科認定医による難症例へのワンストップ対応の実現 新特別
アルタス・パートナーズ合
同会社

468 R112070022 関東 千葉県 天伸株式会社 4011801010397 多品種少量生産できる工場への革新（職人技に頼らない生産） 新特別
公益財団法人千葉県産業振
興センター

469 R112070023 関東 千葉県 株式会社トップジャパン 5040001077905
プレス機と切削加工機導入によるコンクリート製品用型枠製造工程
の開発

通常
アルタス・パートナーズ合
同会社

470 R112070026 関東 千葉県 柏の葉駅前歯科
３Ｄスキャナーと歯科用マイクロスコープを活用した先進的歯科医療
の実現と感染症リスクの低減

新特別 補助金活用支援会合同会社

471 R112070027 関東 千葉県 合名会社山口製菓舗 2040003003449 銚子銘菓の全国展開と生産性向上のため量産型自動包装機を導入 通常

472 R112070028 関東 千葉県 株式会社斎藤製作所 2040001030965 産業用ドローンエンジンの拡販に向けた新規シリンダ素材の開発 通常
公益財団法人千葉県産業振
興センター

473 R112070030 関東 千葉県 株式会社蔵元工房 5040001044236
破砕機導入により瓦廃材を瓦チップとして再資源化し、庭園資材とし
て再利用する事業

通常
税理士法人あさひ会計事務
所

474 R112070031 関東 千葉県 有限会社小山製作所 4040002068367
半導体と医療機器の部品製造に参入して事業承継を行う成長戦略
事業

新特別 東　俊道

475 R112070034 関東 千葉県 寺田製作所 パネルソー導入によるオフィスデザイン家具の新市場参入に挑戦 通常 株式会社シャイン総研

476 R112070035 関東 千葉県 株式会社シルバーウイン 2040001033803 デジタルマイクロスコープ導入による品質向上と収益体制の強化 新特別

477 R112070036 関東 千葉県 株式会社丸六 4040001061298
高鮮度な寿司ネタの提供による海外寿司店のセントラルキッチン化
事業

通常

478 R112070037 関東 千葉県 宮崎畜産株式会社 2040001043232 食肉加工業者が取り組むＥＣ販売向け新商品開発 新特別 近山　寿博

479 R112070039 関東 千葉県 株式会社東光東工事部 6040001018148 当社ノウハウを仕様化した軌陸車の導入による工事作業効率の向上 通常

480 R112070041 関東 千葉県 ア・ビュー株式会社 2040001108704 パティスリー、ベーカリー、加工食品製造の兼業による生産性改革 新特別 関谷　満

481 R112070042 関東 千葉県 有限会社内房スバルソーイング 3040002100262 下請け企業からの脱却を目指したファクトリーブランド構築 通常

482 R112070043 関東 千葉県 自家焙煎珈琲ＤＥＣＯ 当社の強み×最新熱風焙煎機で誰もが美味しいと思える珈琲を提供 新特別

483 R112070046 関東 千葉県 有限会社大山ヘラ鉸り製作所 2040002093342
新型設備の導入で熟練工の技能の形式知化と特殊形状加工とを実
現し新たな事業分野に挑戦する事業

通常

484 R112070049 関東 千葉県 株式会社アールブレスト 1040001078551 整形外科知見で難治症状とコロナに対応した革新的デジタル接骨院 新特別

485 R112070051 関東 千葉県 有限会社ドラッグ・ジロー 3040002041333 散剤分包調剤業務を高度化し、患者中心のサービス強化を図る 新特別 株式会社ぐんぐん

486 R112070056 関東 千葉県 有限会社千葉製作所 4040002087490
サージカルステンレスを利用したアレルギー患者向けアクセサリ試作
事業

新特別 千葉県商工会連合会

487 R112070057 関東 千葉県 有限会社バッタネイション 9010002051536 空間デザインを強化する非対面型デジタルツイン技術の高度化事業 通常

488 R112070063 関東 千葉県 Ｄｅｎｔａｌ　Ｌａｂｏ　２６０
診断～治療完了まで最短１日で完了させる補綴物作製プロセスの確
立へ

通常 株式会社meditips

489 R112070064 関東 千葉県 有限会社西山動物病院 8040002052061
千葉・茨城・埼玉の動物耳科の基幹病院となり、地域の獣医療推進
と遠距離通院の減少に寄与する

通常

490 R112070065 関東 千葉県 株式会社ヤスイ 3040001027762 分包作業のシステム化による薬剤師業務のイノベーション 通常 合同会社Ｇ＆Ｎ

491 R112070066 関東 千葉県 有限会社ハナザワ工芸 7040002077654 小売店向け湾曲立体形状店内掲示物の短納期生産体制構築事業 新特別

492 R112070068 関東 千葉県 株式会社ＩＡＨＴ 4040001108388
検査当日に対応する、二次診療機関レベルの高難度整形外科の実
現

通常

493 R112070071 関東 千葉県 グラパックジャパン株式会社 7010601012650 マイクロレンズシートを用いた偽造防止シートの開発 通常

494 R112070072 関東 千葉県 サンレイ工機株式会社 4040001026400
ロール表面へ微細な溝を有した新機能のロール製品化を実現するた
めの微細加工技術開発

通常

495 R112070073 関東 千葉県 林鉄工株式会社 7040001062392 建築業のＩｏＴ化。コロナ対応型、溶接工程ロボット化による現場改革 新特別 株式会社アクシス

496 R112070074 関東 千葉県 有限会社夏見金属工業 5040002024253
高速・高精度のベンディングマシン導入による丸棒加工技術の承継と
その周辺部品の増産への対応

通常 株式会社ゼロプラス

497 R112070076 関東 千葉県 田村金属工業有限会社 6011702007433 タレットパンチ機での異形デザイン金属製品の３Ｄ加工体制の構築 通常

498 R112070077 関東 千葉県 しかく家具製作所 新型スライドソー導入で加工精度と生産性を向上、直販体制に挑戦 通常 株式会社シャイン総研

499 R112070078 関東 千葉県 ライズ歯科医院 コロナ禍の需要に対応した「歯を抜かない」歯周病治療の実現 新特別 株式会社meditips

500 R112070079 関東 千葉県 株式会社サプリレ 3040001116490 警備業向けクラウド業務効率化サービスの開発 通常 服部　峻介
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501 R112070080 関東 千葉県 株式会社シメケン 4040001060630
生産管理システムの導入と新ＰＯＤによる自動化も含めた提供方法
構築

新特別

502 R112070081 関東 千葉県 株式会社シーエスピー 6040001079421
超速硬化ウレタン防水技術導入による生産性向上と新サービスの実
施

通常

503 R112070082 関東 千葉県 株式会社ヤマニ味噌 5040001047123
我が家の味噌ソムリエの誕生！味噌業界「初」の販売方法で消費拡
大

通常

504 R112070086 関東 千葉県 有限会社アルファ 2040002082056 自社特許技術を活用した測量部品製造新事業立案による業績改善 新特別

505 R112070087 関東 千葉県 株式会社京櫻 8040001089377 アジアでの活躍を目指して！外国人人材育成のＤＸ化による促進 新特別 若杉　拓弥

506 R112070089 関東 千葉県 日向－Ｐｏｗｅｒ合同会社 7040003006538
再生可能エネルギーを普及させるために。パネル洗浄のサービス化
事業

通常

507 R112070095 関東 千葉県 株式会社ダイニッセイ 6040001054176 新手法の鉄材切曲機の導入による鉄筋加工の効率化と標準化					 新特別 若杉　拓弥

508 R112070096 関東 千葉県 株式会社松本測量 4040001033792 建築の「施工」を効率化するための測量情報一元化サービスの開発 新特別

509 R112070097 関東 千葉県 有限会社小澤製作所 1040002057100 リバースエンジニアリングの解析技法を取り入れた新たな事業展開 通常 近山　寿博

510 R112070098 関東 千葉県 有限会社オカダ技研 7040002017800 自動給排ロボットシステム導入による対人接触機会の削減 新特別

511 R112070100 関東 千葉県 宮田硝子株式会社 2040001020132
ヘッドライトの国内製造回帰に向けた硝子製造からアルミ加工への挑
戦

新特別
一般社団法人千葉県中小企
業診断士協会

512 R112070104 関東 千葉県 Ｔｈｅ３６０合同会社 7040003015794
学校イベントのＶＲ動画を自動編集しセキュア配信する独自プラット
フォーム開発

通常 小泉　岳利

513 R112070107 関東 千葉県 城之内歯科医院
Ｗｅｂ予約システムを活用したＷｅｂ問診による高精度根管治療の提
供

新特別
株式会社リアルコンテンツ
ジャパン

514 R112070110 関東 千葉県 株式会社地域教育工房 8040001105951
新しい学習塾プロ資格制度とその研修販売オンラインシステムの構
築

新特別 首藤　愼一

515 R112070112 関東 千葉県 株式会社高橋製作所 9040001058991 半導体装置向け基幹部品を独自加工により高品質・短納期で提供 新特別

516 R112070113 関東 千葉県 有限会社武田機械工業 4040002059119
土木建設機械のメンテナンス業における独自高品質部品の生産体
制の整備

通常 有限会社三井経営研究所

517 R112070115 関東 千葉県 株式会社フカエ 5030001036300 高度な技術要請に対応するための生産体制における高度化計画 通常

518 R112070116 関東 千葉県 有限会社パシャデンタルラボラトリー 8040002052978
歯牙補綴づくりのデジタル化による低感染化と製造期間の短縮・高品
質化

新特別

519 R112070119 関東 千葉県 株式会社パスレル 2040001091413 新たに低糖質スイーツを開発し、主にＥＣ販路に注力する事業 新特別

520 R112070120 関東 千葉県 株式会社田嶋自動車工業 6040001064729
県内一の次世代塗料を使った高品質仕上げ＆超短納期化の同時実
現

通常

521 R112070121 関東 千葉県 日成建材株式会社 9010501010819 感染症対策向け、抗菌仕様のトイレブースの開発および量産化事業 新特別

522 R112070122 関東 千葉県 株式会社豊穣 8040001107543
重症化する「歯周病」からペットを救う！早期発見から根治まで行う
歯科治療センターの構築

新特別

523 R112070127 関東 千葉県 株式会社市原三久 6040001056841
破砕機等導入による廃棄物処理時間の短縮化及びバイオマス燃料
の開発

通常

524 R112070130 関東 千葉県 旬彩ダイニング　うみぼうず
真空フライ食品で目指す飲食業から食品製造業へのビジネスモデル
転換

新特別

525 R112070131 関東 千葉県 中村デンタルクリニック
補綴治療における印象採得のデジタル化による感染リスクの低減と
高齢化社会への対応

新特別 株式会社meditips

526 R112070133 関東 千葉県 筒井動物病院
揺るぎない技術力が可能にする、県内屈指の院内完結型診療セン
ターの誕生

新特別

527 R112070136 関東 千葉県 株式会社アラキ企画 3040001067107
高性能レーダー弾道測定器の導入による新規ゴルフレッスンプログ
ラムの開発

新特別 補助金活用支援会合同会社

528 R112070140 関東 千葉県 有限会社鈴木企画 5040002006004
獣医療業界最大の敵である「癌」に対抗するため、日本最大級の１．
５次診療施設への挑戦

新特別

529 R112070141 関東 千葉県 株式会社ミズノ 1040001046145
他院を圧倒！高い技術力と院内キャパシティを活かし、がん検査・治
療を一手に引き受ける

新特別

530 R112070143 関東 千葉県 Ｂｅａｎ　Ｂｒｏｓ株式会社 9040001114992
健康面から業務パフォーマンスの向上を実現する未病管理アプリの
開発事業

新特別 合同会社Ｇ＆Ｎ

531 R112070144 関東 千葉県 小泉酒造合資会社 2040003002806 千産千消！県産米を用いた新しい香りの商品開発と高品質量産化 通常

532 R112070145 関東 千葉県 ザッツ株式会社 1040001086331 有料職業紹介業者のＤＸ化を図るマッチングプラットフォーム事業 新特別

533 R112070146 関東 千葉県 株式会社ＮＤＡコーポレーション 1040001022022 ３Ｄ技術を導入して画像検査と術前シュミレーションの精緻化に挑戦 通常

534 R112070148 関東 千葉県 株式会社トップランク 9040001024787 外国車ＡＳＶ（先進安全技術自動車）対応エーミング機器導入事業 通常

535 R112070150 関東 千葉県 合同会社クルージズ 3040003017506
目標設定・管理のノウハウを凝縮した目標達成支援クラウドサービス
の提供

新特別 税理士法人あさひ会計

536 R112070151 関東 千葉県 加納歯科診療所
認知症リスクを１／２に低減する革新的な短期集中保存歯科治療の
提供

通常

537 R112070152 関東 千葉県 株式会社竹りん 2040001059567 業務フローの改善による福祉施設向け給食提供事業の強化 通常
一般社団法人千葉県中小企
業診断士協会

538 R112070154 関東 千葉県 合同会社バックアップ 8040003007873 生産性向上とＤＸ化を図るＥＣアプリプラットフォームの開発 新特別

539 R112070155 関東 千葉県 株式会社常磐植物化学研究所 4040001046976 粉体充填機導入による労働生産性向上とコストダウン 通常

540 R112070156 関東 千葉県 かけわ株式会社 8040003012601 対人接触を減少し新規ビジネス構築のためのチーズ生産システム 通常 佐原信用金庫

541 R112070157 関東 千葉県 株式会社アルイトコー 3040001102400 整体オンラインスクール「美骨整復🄬ゼミナール」の構築 新特別 株式会社ビズグランツ

542 R112070161 関東 千葉県 アメリカン電機株式会社 1010801000626 新多工程順送プレス技術の開発による製品の高度化・生産性向上 新特別 青山裕之

543 R112070163 関東 千葉県 株式会社エル光源 2011701014772
小型ソーラー独立電源用リチウムイオン電池セルへのタブ端子用抵
抗溶接機の導入

通常

544 R112070164 関東 千葉県 ガラスリソーシング株式会社 2040001062083 排水処理施設から排出される汚泥の肥料原料化事業 通常

545 R113070005 関東 東京都 田中産業株式会社 6011801009719 商流革新によるチップソー再研磨の受注拡大と加工の自動化 通常

546 R113070008 関東 東京都 有限会社朝日鍍金工場 9011702000039
自動車部品への防食用合金亜鉛めっきに替わる低価格高耐食亜鉛
めっきの国内生産の実現

通常

547 R113070011 関東 東京都 株式会社城北商会 7011501006767
自動製袋機械導入による各種包装資材の多品種生産と加工技術の
躍進

通常

548 R113070012 関東 東京都 株式会社Ｔｏｋｙｏ　Ｃｒｅａｔｏｒｓ’　Ｐｒｏｊｅｃｔ 2010401149697
オフィスにおける出社・稼働率自動測定によるコスト最適化提案シス
テム

通常

549 R113070015 関東 東京都 株式会社ユニオン技術 4012401001786
現場での「３Ｄ測量」の実現と生産性の向上による売上拡大・収益性
の向上

新特別 安達　隆久

550 R113070016 関東 東京都 株式会社ウチノ板金 1012701012511
建築板金用の動力折曲機を導入し、板金加工品の精度向上・生産能
力・生産プロセスを改善

通常 東京都商工会連合会
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551 R113070017 関東 東京都 ティースデンタルオフィス 天然歯・インプラントに対応した破折・根管治療への取組 新特別
アルタス・パートナーズ合
同会社

552 R113070023 関東 東京都 株式会社アイビーシー 8011101001746 店頭・ネット対応次世代冠婚葬祭ＡＩサービスの開発 新特別

553 R113070024 関東 東京都 常新鋼業株式会社 4011701004004 新規設備投資により持続的成長を確保し町工場の技術を存続 通常
セントラルクリエイツ税理
士法人

554 R113070029 関東 東京都 株式会社タシロイーエル 7010801007054
受託加工製造する精密難加工材部品の完全内製化による生産性向
上

通常 榎本　竜二郎

555 R113070030 関東 東京都 エーシンパック工業株式会社 4010001011925 賞味期限を伸ばす縦複連式・高速真空ガス置換トレー包装機の開発 通常 東京中央経営株式会社

556 R113070032 関東 東京都 株式会社藤城製作所 4010801010449
検査技術向上で挑むセンサ用モリブデン難加工部品の量産体制構
築

新特別

557 R113070033 関東 東京都 株式会社スマッシュコアエンターテインメント 5010001145615 パソコン製品の付加価値向上と顧客ニーズに応じた新商品開発 通常

558 R113070034 関東 東京都 株式会社ジェー・ピー・シー 4130001017514 新プラットフォーム　ＥＶＥＮＴ　ＳＴＲＥＡＭ 通常

559 R113070035 関東 東京都 有限会社カツシカ工芸 5011802001717
需要が拡大しているプラスチック製品市場に向けた、新たな設備投資
と技術開発による労働生産性の向上

通常

560 R113070037 関東 東京都 株式会社猪瀬 1011801000434 ＣＡＤ搭載自動皮革裁断機導入による裁断工程の生産性向上計画 通常 猪瀬　武志

561 R113070038 関東 東京都 有限会社鈴木映画 4010002011544 映画上映関連イベントに特化したハイブリッドライブ配信事業の構築 通常

562 R113070039 関東 東京都 平成電機株式会社 9010101007612
検査のデジタル化で生産性向上し特殊基板や感染対策機器等へ進
出

新特別

563 R113070041 関東 東京都 プラサーチ株式会社 5010401062658 プラスチック業界に特化した流通マッチングシステムの開発 新特別 東京中央経営株式会社

564 R113070042 関東 東京都 株式会社Ｍｅｉｌｉｈｕａ 7011001131000 シニアの健康（免疫⼒アップ）と美容を融合させた温熱療法の開発 通常 補助金活用支援会合同会社

565 R113070043 関東 東京都 ヴェクソンインターナショナル株式会社 2012401010038 非対面型で医療機関看護人員の人事管理を行うオンラインサービス 新特別

566 R113070048 関東 東京都 臼井産業株式会社 9011701001038 弊社全体の売上高増加と生産性向上を目的としたストライカー製造 新特別

567 R113070049 関東 東京都 芹澤歯科医院 歯科用ＣＴの導入により実現する破折歯の保存治療 新特別
アルタス・パートナーズ合
同会社

568 R113070050 関東 東京都 信和測量株式会社 2010401014579
ドローン規制緩和を睨んだ３次元測量体制の構築による生産性向上
計画

新特別 株式会社エフアンドエム

569 R113070051 関東 東京都 株式会社タクテック 7030001080387 トラック輸送効率化に貢献する独自物流ラインシステムの開発 新特別 東京中央経営株式会社

570 R113070052 関東 東京都 山下スマイル歯科
口腔内スキャナを活用した「ウィズコロナの感染リスクに対応できる治
療体制」の構築

新特別 株式会社meditips

571 R113070053 関東 東京都 伸正工業株式会社 8012401012557
バリ取り工程の改善で失注削減および地域ベンチャー企業のニーズ
に応え産業活性化の一助となる

通常

572 R113070054 関東 東京都 株式会社エフ・コーポレーション 3010401087814 不動産データ収集／評価ＡＩシステム導入による新提供方式の実現 通常

573 R113070055 関東 東京都 三和電気株式会社 7010701004052
ガス検出センサー用高精度リード線の開発と量産体制構築による事
業拡大

通常

574 R113070056 関東 東京都 かさまつ歯科
デジタル印象とＣＡＤ／ＣＡＭシステム活用による即日歯科医療の提
供と低感染リスク型ビジネスへの転換

新特別
株式会社ヒューマンネッ
ト・コンサルティング

575 R113070057 関東 東京都 歯科岡村デンタル ＣＴ・マイクロスコープ活用による院内完結型根管治療体制の構築 新特別 株式会社meditips

576 R113070059 関東 東京都 Ｕｐｍｉｎｄ株式会社 2010701041018 メンタルケアスマートフォンアプリ「Ｕｐｍｉｎｄ」の開発および拡販 通常

577 R113070060 関東 東京都 補助金活用支援会合同会社 3010603007058 クラウドベースの革新的経営計画作成支援システムの開発 新特別 補助金活用支援会合同会社

578 R113070061 関東 東京都 株式会社ＧＰＣ 1011001136764 動物用医療・診療体制（１．５次医療）の更なる高度化に向けて 通常

579 R113070063 関東 東京都 富士印刷株式会社 7010701008458 コロナ禍の対人接触を減じ且つ効率化と生産性向上を図る革新事業 新特別

580 R113070064 関東 東京都 株式会社ＪＶ－ＩＴホールディングス 9011101084245
非対面での営業活動の課題解決に資する顧客との関係性構築サー
ビスの開発

通常 山田　盛史

581 R113070065 関東 東京都 株式会社ポントバレッタ 5010001188647 高級チョコレート高付加価値化事業 通常

582 R113070067 関東 東京都 株式会社キーリー 5040001086030
商品企画サイクルの短縮や業務プロセス改善に役立つ社内マネジメ
ントシステムの開発

新特別 近山　寿博

583 R113070068 関東 東京都 クリアパルス株式会社 8010801003341 棒状放射線センサによる配管廃棄物の内面汚染検査技術の開発 通常

584 R113070069 関東 東京都 有限会社コピーイン 3010002001166
新型プロダクションプリンタ導入による医療法人向け事業への新規展
開

通常 西村伸郎

585 R113070070 関東 東京都 早川鉄鋼販売株式会社 6010601005184
クラウド型ＥＲＰシステム構築によるポストコロナの地域建設業ＤＸ推
進					

新特別 若杉　拓弥

586 R113070071 関東 東京都 株式会社Ｂｒａｉｎ　Ｔｒｕｓｔ　ｆｒｏｍ　Ｔｈｅ　Ｓｕｎ 3013303001958 小規模不動産特定共同事業における電子募集システムの構築 新特別

587 R113070072 関東 東京都 株式会社ヤンバ 1011801023583
シール印刷における抜き加工工程の高度デジタル化による生産性改
善と新製品開発

通常
協同組合さいたま総合研究
所

588 R113070073 関東 東京都 有限会社佐藤ゴム工業所 5010602003353
ＣＮＣ工作機導入によるゴム製品へのニーズ対応力向上と生産性向
上

通常

589 R113070075 関東 東京都 株式会社ペタゴー 7010001205904 オンライン習い事のマッチング事業 新特別

590 R113070076 関東 東京都 ヤスヒロ歯科クリニック
ＣＴの導⼊による⼀⼈⼀⼈の⽣涯スパンに合わせた治療法の提供、
及び感染リスクの低減

新特別
株式会社リアルコンテンツ
ジャパン

591 R113070079 関東 東京都 株式会社Ｂ－ｓｋｙ 5010501042345 往診特化型クラウドシステム開発による商圏拡大と顧客満足の向上 通常

592 R113070080 関東 東京都 株式会社蜂谷製作所 5010601014905 複雑形状部品及び難加工材対応設備導入による新市場開拓 通常
株式会社Ｍｙビジネスパー
トナー

593 R113070081 関東 東京都 吉祥寺壱番館歯科医院
非接触型３Ｄデジタル矯正治療の確立による低感染歯科診療体制の
構築

新特別 株式会社フロウシンク

594 R113070082 関東 東京都 四十雀カフェ 新規顧客開拓に向けたジェラートの製造販売 通常

595 R113070083 関東 東京都 株式会社リグラント 9011001132475 保険調査会社と一般家庭・事業者のＡＩマッチングシステム開発 新特別 株式会社キクチカラ

596 R113070085 関東 東京都 株式会社コダマ飲料 4010801004038
自動検査装置導入による生産性向上および営業／商品開発体制強
化

新特別
一般社団法人城西コンサル
タントグループ

597 R113070088 関東 東京都 株式会社ジャパンフードプロデュース 2040001099134 瞬間冷凍によるレストラン調理冷凍食宅配モール事業の新規展開 新特別
協同組合さいたま総合研究
所

598 R113070089 関東 東京都 浅草建材リース販売株式会社 6010501000070
リース・販売取引の管理システム開発による対人接触機会削減と業
務効率化

新特別 東京東信用金庫

599 R113070091 関東 東京都 有限会社下坂製作所 5012702007903
コロナ禍において市場拡大の続く釣具向け精密部品の連続無人加
工技術開発事業

通常

600 R113070092 関東 東京都 有限会社教材紙工 8011102003675 コンピューター断裁機導入による作業効率の向上と新規受注の拡大 新特別 巣鴨信用金庫
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601 R113070093 関東 東京都 株式会社ボーグテクノロジー 7010501033193
商店街に特化したＡＩ活用来街者や交通量の計測自動化システム開
発

新特別 株式会社東日本銀行

602 R113070094 関東 東京都 株式会社日暮写真事務所 7012401035526 レーザーによる革新的な「高精度建築３Ｄデータの活用事業」 新特別

603 R113070095 関東 東京都 アイゼック株式会社 1012401010237 新規顧客開拓及び顧客サポートの為のＷＥＢサービス開発 新特別

604 R113070096 関東 東京都 有限会社片桐抜木型 7010002018776 コロナ過に対応した厚紙加工製品における新事業への挑戦 通常

605 R113070098 関東 東京都 株式会社アイ・シー・エフ 9010401155284
保冷性とユーザビリティーの両立をした画期的な冷凍自販機システ
ムの開発

新特別 伊藤　文彦

606 R113070099 関東 東京都 株式会社クリプテック 8010401136079
ブロックチェーン等の暗号資産関連の技術を活用したスマートフォン
向けゲーム開発

通常 中井　一

607 R113070101 関東 東京都 合同会社Ｅメタル 8010803001392
これからの半導体製造装置の部品ニーズに対応した生産体制の構
築

新特別 安達　隆久

608 R113070103 関東 東京都 株式会社グッドワークス 3010001127111 飲食・小売店舗向け近距離配達サービス「ＷＡＬＫ」の開発 新特別 ＳＷＯＴ有限会社

609 R113070104 関東 東京都 株式会社エムエーアール 1011501011698 オンライン上のプロショップ開発の取組 新特別
アルタス・パートナーズ合
同会社

610 R113070105 関東 東京都 村岡歯科医院 ＶＲとマイクロスコープを活用した革新的な歯周スキルアップ事業 新特別 中村太郎

611 R113070107 関東 東京都 株式会社リド 3010901019440
空間デザインと最新ＩＴ　ＶＲショールームの融合による非接触商談手
法の確立

通常 伊藤　文彦

612 R113070108 関東 東京都 株式会社エムエックス 4012801009917
特許技術を活用した世界初の新素材「無機高濃度水溶液」の精製及
び応用商品の量産化事業

通常

613 R113070109 関東 東京都 有限会社マツダ工業 1012302004437
高性能赤外線カメラ搭載ドローンによる防水・修繕調査サービスの提
供

通常
一般社団法人城西コンサル
タントグループ

614 R113070112 関東 東京都 スタンドスプリング合同会社 9010003029234
新たな動画メディアプラットフォームリリースによる顧客層と販路の拡
大

新特別

615 R113070114 関東 東京都 株式会社アスリード 9370001021660
基礎工事業（場所打ち杭）のサービスレベルを高める「鉄筋工事業」
への進出

通常 ＩＴプラン株式会社

616 R113070115 関東 東京都 株式会社エースワン 4012801009454 コロナ禍における安心安全な、「ＡＩ」ハンドサインシステムの開発 新特別 伊藤　文彦

617 R113070116 関東 東京都 株式会社アイザ 7011401000044
業務効率化と受注率ＵＰを実現する家電配送設置会社向けクラウド
型システムの提供

通常

618 R113070119 関東 東京都 ウエスト・クラウド・ジャパン株式会社 6010001173284 ＡＩ配車とＡＩ日報による極めて大きな業務改善を行う新サービス 通常

619 R113070120 関東 東京都 株式会社三鈴 7012401004316 ３Ｄウォークスルー型のオンラインイベントのシステム開発事業 新特別

620 R113070121 関東 東京都 株式会社ダブルアップ 4120001151223 データ蓄積により活性度を測る未来予測型の商圏分析サービス 新特別 アイアンドアイ株式会社

621 R113070123 関東 東京都 ガードかなさる有限会社 6012702002457
スポーツに特化した有料ＷＥＢマガジンの全国展開に伴うシステム開
発事業

通常 坂本　庸芳

622 R113070124 関東 東京都 たいようデンタルオフィス
切望される医療歯科サービスを提供するために新たな診療方法の導
入と診療拡大

通常 早川　聡

623 R113070125 関東 東京都 株式会社橋本畳店 4013101008642 畳製造の革新的生産能力向上により青梅エリアＮｏ．１を目指す計画 通常 石村飛鷹

624 R113070127 関東 東京都 ソウ　デンタルオフィス
口腔内スキャナ・マイクロスコープを活用した「安心で確実な医療提
供体制」の構築

通常 株式会社meditips

625 R113070128 関東 東京都 じんお歯科 インビザライン矯正導入でクロスセル促進～最新・安心な治療を～ 新特別 株式会社meditips

626 R113070130 関東 東京都 ヨシヤコーポレーション株式会社 2011701008254
廃プラスチックリサイクルラインの高度化による新規廃プラ燃料の製
造

新特別
協同組合さいたま総合研究
所

627 R113070136 関東 東京都 株式会社東旗 3012801002996 ＩｏＴを活用した食品製造拠点の確保と市場トップの確立 新特別 東京都商工会連合会

628 R113070139 関東 東京都 株式会社黒沢刺繍 2011701011209 高性能刺繡ミシン導入による生産性向上 通常 睦好　正治

629 R113070141 関東 東京都 株式会社メガ・テクノロジー 1010501026863 給食・宅配業界向けのＡＩ献立作成代行サービス 新特別 東京中央経営株式会社

630 R113070142 関東 東京都 ＳｅｌｆＣｒｅａｔｉｖｅ合同会社 9011003005992 ＳＤＧｓ企業のネットワークとＩＴ技術を使った新モール開発事業 通常 東京商工会議所

631 R113070146 関東 東京都 一起工業株式会社 5010501001012 給排水設備調査・診断コンサルティングビジネスの展開 通常
株式会社東京経営サポー
ター

632 R113070147 関東 東京都 株式会社デブーン 6010401096804 事業の方向性の転換に向てのオンラインショップ開設計画 通常

633 R113070152 関東 東京都 株式会社松森 6010001057529 美術品の流通体制構築によるポストコロナのビジネスモデル転換					 新特別 若杉　拓弥

634 R113070154 関東 東京都 有限会社アートデンタルプログレス 3011502000104 耐久性・審美性に優れた２ピース・ハイブリッド人工歯の開発 新特別 アイアンドアイ株式会社

635 R113070158 関東 東京都 高輪こども矯正歯科 先端機器による低負担小児矯正治療の実現 新特別
株式会社リアルコンテンツ
ジャパン

636 R113070159 関東 東京都 錦織歯科医院 専門医チームによる総合歯科治療ＤＸで多くの難症例を救う！ 通常
株式会社東京経営サポー
ター

637 R113070160 関東 東京都 株式会社フードファミリア 4010001218586 青果卸売業の倉庫に最適化された簡易型デジタルピッキングの開発 通常 株式会社Miraile

638 R113070163 関東 東京都 株式会社スパイスロード 8011101010664 急速冷凍技術を活用した本格的なタイ料理冷凍食品の開発と販売 通常
株式会社New Beginnings 
Japan

639 R113070164 関東 東京都 レペリオ株式会社 4010701037559
ＡＩが潜在転職者を自動でプール・マスキングデータ化するシステム
のＯＥＭ提供					

新特別 若杉　拓弥

640 R113070166 関東 東京都 株式会社ＳＣＨＯＬ 2011001126888
奨学金管理業務における革新的なシステム構築を通したＢＰＯの高
度化

新特別

641 R113070167 関東 東京都 天川デンタルオフィス外苑前
新型コロナ感染予防策の最前線、歯科用レーザーの革新的活用事
業

新特別 中村太郎

642 R113070168 関東 東京都 ＶＡＬＴ　ＪＡＰＡＮ株式会社 2010401113471
ポストコロナにおける障がい者支援事業所向け健康管理ＤＸツール
の開発					

通常 若杉　拓弥

643 R113070170 関東 東京都 テテマーチ株式会社 2010401118883 業界初のビッグデータ解析を活用したＩｎｓｔａｇｒａｍマーケティング支援					 新特別 若杉　拓弥

644 R113070175 関東 東京都 株式会社舜日リゾート 7011101089725
需要に応じて適正価格を自動調整する宿泊予約・業務管理システム
の開発

通常 萩口　義治

645 R113070176 関東 東京都 クリステラ株式会社 1040001106584 老朽化下水道の再生化プロセスを飛躍的に高める赤外線カメラ製造 通常

646 R113070177 関東 東京都 株式会社南総合研究所 1290001056846 体系的な技術提供を実現する獣医師向けオンライン教育講座の構築 新特別

647 R113070178 関東 東京都 ＢＲＯＳＥＮＴ モデル別カラー閲覧システムの作成とネット通販の強化 新特別

648 R113070181 関東 東京都 北田園歯科
ＣＴ・手術用顕微鏡導入によるポストコロナ時代対応治療プロセスの
提供

通常 株式会社meditips

649 R113070182 関東 東京都 Ｔａｋｅｗａｒｉ株式会社 5010001150409 独創的パズルの製品開発に伴う新規製造方式の導入 通常

650 R113070183 関東 東京都 株式会社海野技研 3013101000501 光学部品の量産化 通常

13 / 55



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

651 R113070184 関東 東京都 株式会社バイオネット研究所 6010101009181 非接触でＡＩを活用した廉価版３次元姿勢計測システムの開発販売 新特別
一般社団法人首都圏産業活
性化協会

652 R113070186 関東 東京都 ハウスバード株式会社 5030001116300 統合型旅館業システムの新開発 新特別

653 R113070187 関東 東京都 株式会社食糧補完計画 7010401112766
小規模ネイルサロンをターゲットとしたネイルサロン経営支援システ
ムの開発

通常

654 R113070190 関東 東京都 ｉこころクリニック日本橋 コロナうつの見える化！革新的な脳内診断による新サービス展開 通常

655 R113070191 関東 東京都 有限会社森田製作所 1010102007032
精密平面研削盤の導入による大形金型の対応力の整備と生産プロ
セス改善

通常 井上　眞一

656 R113070192 関東 東京都 アイカ歯科医院
新たな治療プロセス実現。根管治療の利便性向上と新規顧客を取込
み

通常 株式会社meditips

657 R113070193 関東 東京都 佐藤歯科医院今戸クリニック
最新鋭設備を使った患者の負担の少ない高品質インプラント治療の
実現

新特別

658 R113070195 関東 東京都 ナオデンタルオフィス 最新機器を用いた高齢者ＱＯＬ向上と負担の少ないインプラント治療 新特別
株式会社ヒューマンネッ
ト・コンサルティング

659 R113070202 関東 東京都 内藤（さとみ矯正歯科）
矯正治療のシミュレーションによる治療ゴールの可視化と日本矯正
歯科学会認定医の技術力の融合による革新的な矯正治療の実現

新特別

660 R113070206 関東 東京都 有限会社仁天堂薬局 7011402006932
全自動分割分包機の導入による調剤業務の生産性向上を通じた患
者満足度の向上

通常

661 R113070207 関東 東京都 株式会社ＦＩＲＳＴ　ＡＩＲＬＩＮＥＳ 8013301045168 より臨場感のある革新的バーチャル航空体験・世界旅行体験の実現 新特別 廣野　希

662 R113070208 関東 東京都 有限会社ヒーリング・スポット 4012402008558 ＩＴ化と新施術機器によるニーズ分析新メニュー開発と施術効率化 通常 東京都商工会連合会

663 R113070211 関東 東京都 ひろこデンタルクリニック
最新歯科設備を活用したコロナ共存時代における安全・安心な診療
の確立

通常 塩澤　和也

664 R113070213 関東 東京都 有限会社萬プランニング 9011502013216 多資材複雑形状ディスプレイ小ロット短納期生産体制の構築 新特別

665 R113070214 関東 東京都 株式会社ＤａＶｉｎｃｉ 3010401127586
ＩＴ化による⾮接触治療の推進及び、⻭科医療経営の⾼度化⽀援事
業の展開

新特別

666 R113070216 関東 東京都 大和発条株式会社 2010701018206 新たな小型精密ばねの試作・開発に向けた高性能加工装置の導入 通常 齊藤　祐一

667 R113070217 関東 東京都 福美人株式会社 5011001048378 レイヤーの法則　自動香水診断プラットフォームの構築 新特別 補助金活用支援会合同会社

668 R113070218 関東 東京都 パンゲア株式会社 2010001194722 創薬研究者と世界の研究受託会社との取引支援Ｗｅｂサービス 新特別

669 R113070219 関東 東京都 株式会社こえなび 6010401158686 デリバリー業態の顧客満足度計測と衛生管理推進事業 新特別

670 R113070220 関東 東京都 佐々木歯科医院
非常に重度の虫歯で抜歯を宣告された患者様をも救う革新的な短期
歯科治療

新特別

671 R113070224 関東 東京都 勝俣歯科医院 コロナ渦でも安心して受診できる次世代型先進歯科医療 新特別
株式会社リアルコンテンツ
ジャパン

672 R113070225 関東 東京都 福井紙業株式会社 2010001027865 画期的な口糊装置を導入し高度専門型モデルを実現する事業 通常

673 R113070226 関東 東京都 アイピーエス株式会社 3011501021159
全自動分包機導入による患者さまに長期的に寄り添える訪問薬局の
実現

新特別
株式会社東京経営サポー
ター

674 R113070229 関東 東京都 株式会社エデュプレイ 3011301020237 国内初、ＬＩＮＥを用いたプラットフォームによる学習環境の開発 新特別 野竿　健悟

675 R113070232 関東 東京都 株式会社空解 8012301012525 長距離飛行・多貨物積載型ＶＴＯＬ固定翼ドローンの開発 新特別

676 R113070235 関東 東京都 ブレイン株式会社 5010401135356 飲食店事業者向けサービスの普及拡大事業 新特別

677 R113070242 関東 東京都 有限会社相澤製作所 5010802000175
大径・複雑・高精度の部品加工依頼に対応できる最新型ＣＮＣ旋盤の
導入

通常

678 R113070245 関東 東京都 なかむら歯科クリニック 患者満足度向上と治療期間短縮をめざす矯正治療への取り組み 通常
アルタス・パートナーズ合
同会社

679 R113070250 関東 東京都 広尾の森どうぶつ病院 顧客ニーズに応える身体的負担の軽い高難度手術を腹腔鏡で提供 新特別

680 R113070253 関東 東京都 株式会社ＥＸｘ 7010601057349
分単位から不動産賃借契約を締結できるマッチングプラットフォーム
の開発

新特別

681 R113070260 関東 東京都 株式会社上信樹脂 1010801005591
強みの『微細な調整力、加工技術力』を活かした新規事業の本格展
開

新特別

682 R113070262 関東 東京都 株式会社ビーアイ 5010601022189
介護施設向け入所者睡眠診断見守りアラートシステムの開発と事業
化

新特別

683 R113070263 関東 東京都 合同会社ＩＧＡコーポレーション 1011003011899 完全非対面の自動車オークション出品代行事業への新規参入 通常
株式会社アクセルパート
ナーズ

684 R113070264 関東 東京都 ＥＴＨＯＳ株式会社 6010401118517 水素吸引療法による医業連携 新特別 松本　圭介

685 R113070266 関東 東京都 株式会社ＩＮＡＰ　Ｖｉｓｉｏｎ 7011101076285 顧客体験価値最大化のためのＶＯＣ収集・分析システムの構築 新特別

686 R113070268 関東 東京都 なごみ歯科医院 デジタルデータを使った高度な治療法の確立 通常

687 R113070269 関東 東京都 株式会社巴潟 1010601013828
「おうちでちゃんこ」実現による家庭内笑顔倍増計画（テイクアウト・通
販拡充）

新特別 東京東信用金庫

688 R113070270 関東 東京都 株式会社アイザック 4010101000051 大型板金の職人技を生かす３次元ＣＡＤＣＡＭの導入 通常

689 R113070271 関東 東京都 ケアプロ株式会社 4020001055401
法人向け移動支援プラットフォーム「ドコケア　ｆｏｒ　ｂｕｓｉｎｅｓｓ」の構
築

新特別

690 R113070273 関東 東京都 株式会社かみ屋 6010901019883 古典的製法を採用した日本画用紙の一貫生産体制の構築 新特別 東京中央経営株式会社

691 R113070274 関東 東京都 株式会社エスケー 5010501018816 抜取検査から全数検査への移行による革新的品質保証の確立 新特別

692 R113070275 関東 東京都 株式会社ＫＳ精機 2013101003232
段取り半自動マシニングセンタ導入による単品物等の短納期対応と
生産性・品質向上

通常

693 R113070278 関東 東京都 株式会社イリモトメディカル 6012401015231 依頼書のＷＥＢシステム化による依頼受付処理プロセスの改善 新特別 朝日信用金庫

694 R113070280 関東 東京都 加藤歯科東北沢診療所 発症回避が不可能な症例に対する新治療法開発の挑戦 新特別 アイアンドアイ株式会社

695 R113070281 関東 東京都 株式会社光精機製作所 5012801002499
ロボット需要拡大に対応した機構部品の増産体制確立と新営業スタ
イルによる経営安定化

新特別 株式会社ゼロプラス

696 R113070283 関東 東京都 株式会社ファーストメイン 4010601032569 メンテナンス作業計画の自動作成及びモバイル検索システムの開発 通常

697 R113070284 関東 東京都 株式会社ジューシーロック 7011001052444
販売・在庫・生産管理システムの刷新によるアクセサリー事業の高収
益化

新特別 株式会社ゼロプラス

698 R113070286 関東 東京都 第一企画印刷株式会社 1013301022933
３Ｄプリンター導入による三次元と二次元のハイブリッド対応で顧客
満足度向上を実現

新特別

699 R113070287 関東 東京都 有限会社共和精機 9011702003413 ロール端面加工の高度化、効率化による新規需要への対応 通常

700 R113070292 関東 東京都 株式会社ＭＯＣＨＩ 6010601056707 社員育成のための企業向け電子図書サービスの開発 新特別
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701 R113070293 関東 東京都 株式会社Ｓｆｉｄａ　Ｆａｂｂｒｉｃａ 4010701034003
人生を豊かにするｍｏｂｉｌｅ　ｋｉｔｃｈｅｎ　『ａ　Ｇｕｉｄｅ　ｔｏ　Ｅｎｒｉｃｈ　Ｙｏｕｒ　
Ｌｉｆｅ』

新特別

702 R113070294 関東 東京都 株式会社ワールドツアーズ 4013301018103 医療ツーリズムを代替する「越境画像診断支援システム」の開発 新特別 東京中央経営株式会社

703 R113070295 関東 東京都 株式会社太平社 6010601012404
製本工程の少部数対応と高速化実現〜デジタル設備導入による生
産性向上

通常

704 R113070296 関東 東京都 株式会社インフォース 8010001145612 リモートワークに対応した世界最高水準のＡｃｃｅｓｓ機能の開発 新特別 山田　盛史

705 R113070297 関東 東京都 Ｍ・Ｓ・Ｋ株式会社 5030001029700
測位衛星と低電力無線技術を応用した遭難救助支援システムの開
発

通常 経営創研株式会社

706 R113070298 関東 東京都 株式会社ベーカリーイノベーション研究所 4012301010978 本格製パンに特化したクラウドパン屋さん開業コンサルティング事業 新特別

707 R113070303 関東 東京都 株式会社Ｅ－ＭＡＴＥ 2011101079994 自動受取ＢＯＸ導入による非対面型の商品提供方法の構築 新特別

708 R113070304 関東 東京都 株式会社ウラタ 1040001029298
「宿泊者向け安否確認機能付きアプリ」を通じた安心・安全なサービ
スの提供

新特別

709 R113070306 関東 東京都 株式会社駿河工機 6010801006024
高精密円筒研削盤の導入でシリンダー形状製品の加工精度向上を
図る

通常 有限会社三井経営研究所

710 R113070307 関東 東京都 株式会社アイデアン 2011801018509
最新式ＣＮＣ形鋼加工機導入による汎用新耐震架台・耐震金具類及
び耐震新工法の開発

新特別

711 R113070309 関東 東京都 ハニーデンタルクリニック
保険診療で白い歯と高精度歯磨き指導を提供し患者満足と安定経営
を実現

新特別

712 R113070312 関東 東京都 株式会社Ａｋｉｚｍ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎｓ 6010401145057
ゴルフ用品の革新的プロモーション映像制作のための先進的な撮影
機材導入

通常

713 R113070313 関東 東京都 株式会社ｔｏｐ 2012301009394 ５つの専門店の価値を見える化。ＬＥＤビジョンでＣＳと集客向上 通常

714 R113070314 関東 東京都 株式会社ネイリー 9290001075228
ネイリストの空き時間活用で売上向上、革新的なネイル予約サービ
スの提供

新特別 藤原　和重

715 R113070316 関東 東京都 株式会社ソリトンウェーブ 8010001021350 汎用性の高い空中タッチ型非接触テンキーの開発と事業化 新特別

716 R113070317 関東 東京都 株式会社藤海産 3011001127480
市場の帳票による掛け取引をＷｅｂ上の一元管理に移行するシステ
ム開発

新特別

717 R113070318 関東 東京都 株式会社Ｍｉｘｔｕｒｅ 3010401125747 業界初。効果測定付インフルエンサーの定額キャスティングサービス 新特別 若杉　拓弥

718 R113070320 関東 東京都 株式会社アシスト 2120001009118 販売機会損失解消のためのアルミ材料切断工程の高度化 新特別 大阪信用金庫

719 R113070322 関東 東京都 株式会社エーラボ 6010001143816
アンドロイド製作工程にデジタルプロセスを導入する事による低価格
化の実現と市場創出

通常

720 R113070323 関東 東京都 株式会社シード 7010001096220
生産性向上と顧客満足度向上を同時に実現する広告管理システム
の開発

通常 芦田　恒志

721 R113070325 関東 東京都 株式会社ゆにクリエイト 3010001192634 最先端機器で現実の様な画音質のコロナ対応ＶＴｕｂｅｒ映像革新 新特別

722 R113070326 関東 東京都 森田物産有限会社 9013102007795
自社で木材加工と商品開発を実施し加工～販売までの一貫体制構
築

通常

723 R113070328 関東 東京都 株式会社アンロックデザイン 7030001129853
海外の産学連携ネットワークを活用した高度外国人ＩＴ人材マッチング
サービス					

新特別 若杉　拓弥

724 R113070329 関東 東京都 株式会社鯰組 4013301027070 ＣＮＣルーター導入とアプリ開発による新規サービスの提供 新特別

725 R113070330 関東 東京都 有限会社文化図書 5011102025978
製本工程内製化による小ロット案件対応の強化と新ＰＯＰＴＥＣＨ印刷
への対応

新特別 西川貴人

726 R113070332 関東 東京都 加茂歯科医院
虎ノ門５０年以上の老舗大改革、サービス満足度１００％を実現する
矯正・補綴治療

通常

727 R113070333 関東 東京都 株式会社五右衛門 3010501032703 コロナに負けず古書流通を再活性！非対面型古書取引フリマの開発 新特別 河村裕司

728 R113070336 関東 東京都 有限会社パティスリールラピュタ 5011702016229
新設備導入による生産性向上及びＥＣによる新規顧客獲得と販路拡
大

新特別

729 R113070338 関東 東京都 株式会社ＡＣＴＡＮＴ 6010401107296
デザイン経営のためのオンラインビジネスエスノグラフィーツールＣＯ
ＭＡＤＯの開発

新特別

730 R113070339 関東 東京都 Ｍｏｒｎｉｎｇ　Ｐｒｏｊｅｃｔ　Ｓａｍｕｒａｉ株式会社 4013301043051
日本初の点群深層学習コンテンツ配信による新たな動画配信事業展
開

通常

731 R113070340 関東 東京都 株式会社ファクト 3011101046812
企業とタレントが公正に直接交渉可能なクラウド芸能事務所システム
の開発・運用

新特別 合同会社Ｇ＆Ｎ

732 R113070341 関東 東京都 株式会社全旅 4010001048174 旅行やイベントの受付集金を非対面化する業界プラットフォーム提供 新特別

733 R113070342 関東 東京都 株式会社ｄｏ．Ｓｕｋａｓｕ 8010901046380 脳科学に基づく視覚認知能力検査及びトレーニングサービスの構築 新特別

734 R113070344 関東 東京都 株式会社プロテクトホーム 9011701015005 塗装施工に関わる業務を一元管理できるクラウドシステムの開発 新特別 合同会社Ｇ＆Ｎ

735 R113070350 関東 東京都 株式会社アイフォーカス 2011501020673
ＡＩ×ウェアラブルウォッチで実現する新たな高齢者見守りサービスの
開発

新特別 合同会社Ｇ＆Ｎ

736 R113070354 関東 東京都 有限会社松川デンタルアート 6011602009249 最新機器と匠の技で品質向上を図る技工所事業の創生 通常
株式会社リアルコンテンツ
ジャパン

737 R113070355 関東 東京都 株式会社ウィナス 8013301020550 「ｉｔｓｍｏｎマイレージ」の機能拡張による新たな収益軸の構築 新特別 合同会社Ｇ＆Ｎ

738 R113070360 関東 東京都 ＶｏｉｃｅＡｐｐ株式会社 9011001136600 リアルタイムトランスレーター事業計画書 通常

739 R113070361 関東 東京都 株式会社グーテンベルク 6011001138830 ３Ｄプリンタと画像寸法測定器による高強度高精度の設計加工受託 通常 さわやか信用金庫

740 R113070362 関東 東京都 株式会社井の頭通り動物病院 1012401036042 二次診療機関レベルの高難度低侵襲手術を実現し、転院を防止する 通常

741 R113070365 関東 東京都 船久保商店 物理的な対人接触を減じた精度・生産性の高い精米プロセスの確立 新特別

742 R113070368 関東 東京都 株式会社東京フード 9011001016455
導入の急速冷凍システムを活用した、冷凍調理品販売による事業の
拡大とコストダウンの実現

新特別 株式会社りそな銀行

743 R113070369 関東 東京都 ３７森ビル関矢歯科医院 最新歯科医療機器の導入による補綴物作成の内製化計画 通常

744 R113070371 関東 東京都 練馬桜台駅前Ｙ’Ｓ歯科
感染対策及びインプラント治療を中心とした歯科治療の高度化の実
現

新特別

745 R113070373 関東 東京都 株式会社アイディエーション 1011101075128
宿泊施設で高精度の顧客満足度調査を実施するプラットフォーム構
築

新特別

746 R113070374 関東 東京都 奥戸いろは歯科・矯正歯科 低感染リスク型の歯科ビジネス構築と自家歯牙移植治療の充実 新特別

747 R113070375 関東 東京都 株式会社ＥＮＣＯＵＮＴ 6010601055972 コロナ禍における事業拡大のための移動式配信スタジオ 通常

748 R113070378 関東 東京都 株式会社イーエルティ 2010701021060 クラウド型介護用ＡＩ見守りシステム試作品開発 新特別 大原　健佑

749 R113070380 関東 東京都 株式会社ファーストラインスタジオ 5010601032106
施設・リニューアル工事の「３Ｄ測量」による測量工程のデジタル効率
化事業

新特別
株式会社東京経営サポー
ター

750 R113070384 関東 東京都 株式会社シェルメール 2120001163658 箱庭療法の簡易ツールの３Ｄアプリ制作による顧客開拓 通常 辻　孝生
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751 R113070385 関東 東京都 有限会社ＷＨＩＳＴＬＥＲ 3011302011680
老獣にも施術可能な低侵襲手術が提供可能であるポストコロナに対
応した動物病院への進化

通常

752 R113070386 関東 東京都 上石神井たぐち歯科
ＣＡＤ／ＣＡＭ設備と補綴治療の掛け合わせによる高品質・短期間の
治療の実現

通常
株式会社リアルコンテンツ
ジャパン

753 R113070388 関東 東京都 内外サービス株式会社 7012401008333 調査用ＴＶカメラシステムを用いた、非接触下水道調査事業への進出 新特別
一般社団法人城西コンサル
タントグループ

754 R113070389 関東 東京都 宗　百合子
新型コロナ流行後のペット用高付加価値製品の製品開発および市場
開拓

通常

755 R113070390 関東 東京都 有限会社ＣＡＤＯＣ　ＡＭＷ 5013302020692 一次診療機関で早期確定診断を実現する高精度尿検査の実施 通常

756 R113070391 関東 東京都 株式会社Ｏｒｔｈｏｐｉｃｋｓ 3010701040506
整形外科手術における、自動ＡＩテンプレートシステムとインプラント
オーダープラットフォームの開発

通常

757 R113070393 関東 東京都 合同会社ｅｓｔｅｅＭｉｒａｉ 3011803004324 全国の生産者のストーリー（生産工程）を届けるライブ型ＥＣ事業 新特別 株式会社ビズグランツ

758 R113070397 関東 東京都 株式会社スリー 9010601053767
子供の非認知能力育成に寄与する目標達成・習慣化支援アプリ＂Ｗ
ｅｌｌ　ｄｏｎｅ！＂の開発

通常

759 R113070399 関東 東京都 株式会社スゴー製作所 6013201013243
最新のＣＮＣ旋盤を導入でプラスチック加工技術の高度化を行い生
産性向上と売上拡大を図る。

通常 山岸　智也

760 R113070400 関東 東京都 株式会社ローコードテック 4010001219279 米巨大ＩＴの学習済みＡＩエンジンを活用した中小企業のＤＸ推進 通常

761 R113070401 関東 東京都 グロワグロワ アフターコロナに対応出来る高品質のローストポーク販売の再構築 通常

762 R113070403 関東 東京都 ネットファンディング合同会社 8011103009696 コンテンツマーケティング自動生成システムの開発 新特別

763 R113070404 関東 東京都 株式会社ミツワ製作所 2010801011556
高精度高効率複合旋削加工技術導入による半導体製造装置向け精
密樹脂部品の生産性向上

通常

764 R113070406 関東 東京都 ホワイトデンタルオフィス半蔵門 歯科医療のデジタルトランスフォーメーション 新特別

765 R113070407 関東 東京都 合同会社Ｔｒｅａｓｕｒｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｅａｒｔｈ 7011303002238 旅行者向け最新型旅行業システムの開発、導入 新特別 株式会社Miraile

766 R113070408 関東 東京都 みなみ小金井動物病院
ペットの家族化に応える動物医療を推進する最新設備の導入と東洋
医学融合による総合治療

通常
一般社団法人多摩西部コン
サルタント協会

767 R113070410 関東 東京都 三昌研磨材株式会社 4011301002878 エラストマー製投射材と、その生産技術の開発 通常

768 R113070412 関東 東京都 株式会社近藤設備 9400001006492 ３Ｄスキャナーを利用したコロナ禍での感染症リスク低減と事業改革 新特別
公益財団法人いわて産業振
興センター

769 R113070416 関東 東京都 有限会社相馬製作所 1010802008189
最新精密ワイヤ放電加工機の導入と加工技術研究による高精度・複
雑形状コネクタ部品の量産プレス体制構築

通常 牛腸　真司

770 R113070417 関東 東京都 アミュージングプロジェクト株式会社 2012801010001
観光業界のペーパーレスとテレワークを実現！「旅行業手配支援シ
ステム」の構築

通常

771 R113070419 関東 東京都 株式会社Ｇｉｚｕｍｏ 6011001105541
独自のＩＴスキルオンライン研修システム構築による教育研修事業の
拡大

通常

772 R113070420 関東 東京都 ナブコントロール株式会社 1011801003619
空調風量測定作業における業務システムの開発による効率化の実
現

通常

773 R113070421 関東 東京都 株式会社円居 8130001007338
最新機器の導入によるフランス料理の革新的な生産性向上及び新
商品開発

新特別

774 R113070422 関東 東京都 トシデンタルクリニック
最先端口腔内スキャナの導入による技工物製作の精度向上、効率
化、感染リスク低減の実現

新特別
株式会社リアルコンテンツ
ジャパン

775 R113070423 関東 東京都 ロイヤリティラボ株式会社 2010001176745 給与デジタル払いサービス 通常

776 R113070424 関東 東京都 株式会社ウィッシュボーンズ 3011001100883 刺繍難易度が高いサステナブル素材への刺繍加工技術の確立 通常

777 R113070425 関東 東京都 株式会社エクシード 4011701019712 チョコレート製造の機械導入による現状改善と新規顧客の開拓事業 通常

778 R113070426 関東 東京都 株式会社扇 5010501019161
急速冷凍機（アートロックフリーザー特殊冷凍機）の導入による冷凍
商品全国制覇への道

新特別

779 R113070427 関東 東京都 株式会社ザイグー 1010901031918
新サービスＨＩＦＵ導入とセルフエステの実施によるサービス拡大・生
産性向上

新特別 尾関　亮

780 R113070429 関東 東京都 株式会社シグナストラスト 1011001071937
節電に関する消費者とのダイレクトコミュニケーション・進捗管理シス
テムの導入

通常 塩津　友輝

781 R113070430 関東 東京都 株式会社ギアーズ 9011001124547 小規模事業者に特化した低額デジタルマーケティングサービス 通常 株式会社ＩＰＪ

782 R113070431 関東 東京都 ムソー工業株式会社 9010701009611
大型の金属試験体製作の実現による試験体製作のフルラインナップ
化

通常
合同会社セールス・トータ
ルサポーターズ

783 R113070432 関東 東京都 有限会社エヌワイエス 9011502007366
マルチビームソナー内蔵リモコンボートの導入による深浅測量支援
サービスの高付加価値化

通常

784 R113070433 関東 東京都 株式会社フェアテクノロジーズ 6011001141413
業界初障がい者支援者向け専門家ＱＡ付きｅラーニングシステムの
開発

通常

785 R113070434 関東 東京都 シュガーバイン
ブラストチラー導入による既存技術ノウハウを活用した、冷凍菓子の
製造販売による販路開拓

通常 西武信用金庫

786 R113070435 関東 東京都 虎ノ門中村クリニック コロナ社会における高齢者向け新型在宅医療サービス 新特別 税理士法人みらい

787 R113070436 関東 東京都 株式会社あんせな 5010501042601 婚活事業者が無料で使える婚活パーティー支援アプリの開発・提供 新特別 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

788 R113070437 関東 東京都 ＡＫ合同会社 5010903004298
ゲーマーマッチングプラットフォームの有料機能導入による新規顧客
獲得

通常 株式会社Essencimo

789 R113070438 関東 東京都 株式会社ＤＸＥ 5010901046433
ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による、コロナ禍における作業効率及び品質の向
上の実現

新特別

790 R113070439 関東 東京都 株式会社やっちゃばくらじ 9010801027356 液体冷機を用いて廃棄商品を無くしつつ商品・販路を開拓する取組 通常

791 R113070440 関東 東京都 株式会社Ｔｗｉｎｋｌｅ　Ｈｅａｒｔｓ 6020001103232 「イベントシミュレーター」導入による高付加価値化と新分野展開 通常
一般社団法人L・T・Rコンサ
ルティングパートナーズ

792 R113070442 関東 東京都 株式会社Ｒ　ＳＱＵＡＲＥＤ 7010501046658
広告、マーケティングに特化したデータ分析の自動化が可能な広告
予算最適化ソリューションの提供

通常 藤原　和重

793 R113070443 関東 東京都 池田製粉株式会社 2011601000542 顧客ニーズに対応した丸粒脱皮装置の導入による生産性の向上 通常

794 R113070447 関東 東京都 ＤＳメディカル株式会社 9030001137160 血小板凝集能測定装置のための検体自動前処理装置の試作開発 通常

795 R113070449 関東 東京都 千代田ゴム株式会社 9010001022835 グローバル基準新製品「フタル酸フリーのゴム極薄シート」の生産 新特別

796 R113070450 関東 東京都 藤和照明株式会社 5011801003417 新たな収益柱確立のための溶接プロセス改善 新特別

797 R113070451 関東 東京都 ブレイントラスト合同会社 3013303002551 医療従事者の健康管理ｗｅｂアプリ「あんころもち」の開発 新特別

798 R113070460 関東 東京都 ユニバーサル・サウンドデザイン株式会社 5010401099139 窓口向けの双方向型対話支援システムの試作開発 通常

799 R113070462 関東 東京都 株式会社中央フラワー 8012801004071
全自動花束加工機の導入による生花需要期における加工時間短縮
の実現

通常

800 R113070463 関東 東京都 株式会社ＳＹＮＣＨＲＯ 1010001126544 ＡＩコンシェルネットシステム開発（スマートフォン版） 通常
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801 R113070472 関東 東京都 株式会社ＤＵＭＳＣＯ 1010001132699 国内初がん患者向け治療最適化アプリ開発および専用センサ開発 通常

802 R113070479 関東 東京都 株式会社カワムラノコ 6010601038085 特殊形状チップソーの段取り集約による、高効率化 通常

803 R113070480 関東 東京都 森忠商事株式会社 5010801011941
★新事業展開★お菓子の卸売から定期配送事業展開による業績回
復

新特別 北村　亮太

804 R113070481 関東 東京都 株式会社アドネット 2011601011275 全国需要の取り込みと内部業務の生産性向上の体制構築 通常

805 R113070483 関東 東京都 株式会社プラシーズ 5010601017180 環境対応紙製口紅容器の開発 通常

806 R113070484 関東 東京都 株式会社Ｚｐｅｅｒ 3010401106549
デジタル化が進まない日本獣医療業界に革新をもたらす電子カルテ
の開発

通常

807 R113070487 関東 東京都 合同会社中田キカク 6010003027422 「ＡＤＪＡＭ」開発で広告企画に革命を起こす 通常

808 R113070489 関東 東京都 株式会社ヴァースモア 6010901047158 地域店舗活性化のためのデジタルツールの開発 通常

809 R113070490 関東 東京都 株式会社日本ブライダル連盟 6011101047832
ビッグデータ活用婚活支援アプリによる顧客満足度向上と新規顧客
開拓

通常

810 R113070491 関東 東京都 株式会社エービーシースタイル 3010001083998
食卓とビジネスをつなげる！次世代の食文化を担う食のプロフェッ
ショナルのマッチングシステム事業の展開

通常

811 R113070492 関東 東京都 株式会社ＰＵＲＣＨＡＳＥ 3011001136548
オンライン視力検査と遠隔健康相談システムによる非接触での新た
なコンタクトレンズの継続購入体験の確立

新特別

812 R113070493 関東 東京都 Ｇ．Ｕ．テクノロジーズ株式会社 7011001136239 分散台帳技術を活用した株主名簿管理サービスの開発 通常

813 R113070494 関東 東京都 株式会社トラストベース 6012703002084
ファクタリング用オークション事業開発に伴う中小企業の資金繰り支
援

新特別 多摩信用金庫

814 R113070496 関東 東京都 有限会社ギケンエンタープライズ 2011602022718 エコ地盤改良工法を利用した新規事業への展開 通常

815 R113070498 関東 東京都 中里運送株式会社 8010901035929 配送ドライバーの収入を引き上げるマッチングプラットフォーム 通常 レンタルＥＣ株式会社

816 R113070502 関東 東京都 タマチ工業株式会社 9010701005932 医療用形状記憶合金製品の小型熱処理炉の開発 通常

817 R113070503 関東 東京都 鵜山リゾート株式会社 2011001110792
コロナ禍における包括的宿泊利用システムネットワークの構築につい
て

新特別

818 R113070506 関東 東京都 株式会社ＭＯＮＯ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ 3010701038830 個人投資家向け非対面型資産運用相談サービスの提供 新特別

819 R113070507 関東 東京都 株式会社ユーミックス 9013301022050 ＡＩ、ＶＲを活用したポジティブ教育支援システム、コンテンツの開発 通常

820 R113070509 関東 東京都 デネブデンタルクリニック 治療シミュレーションにより機能改善を実現する治療体制の構築 新特別 アイアンドアイ株式会社

821 R113070510 関東 東京都 有限会社ＪＡＭＢＯ 2011302012267 超音波診断装置の導入による地域獣医療の牽引事業 新特別

822 R113070511 関東 東京都 株式会社Ｎｕｒｓｅ＆Ｃｏ 4010401114352
世界の料理をレトルトに！コロナ禍の食卓を彩る惣菜製造事業への
進出

新特別 吉元秀樹

823 R113070512 関東 東京都 株式会社ＷｉｌｌＢｒｉｄｇｅ 1010401135525 資産一括管理によるファミリーオフィスビジネスモデルの構築 新特別

824 R113070513 関東 東京都 株式会社ｃｒｅＡ 5010801026056 製パン専用ライン構築によるパティスリーの「グランメゾン」化計画 通常

825 R113070515 関東 東京都 株式会社フレンド・ダイレクト 3011401011029 Ａｆｔｅｒコロナ時代に向けたオンライン展示会プラットフォーム構築事業 新特別

826 R113070516 関東 東京都 株式会社協栄日生青果 4010101009035 バイオ技術を活用した廃棄物削減と地産地消促進による生産性向上 新特別

827 R113070520 関東 東京都 株式会社ウェルネスニュースグループ 7010401138506
最新ＷＥＢシステム導入によりヘルスケア業界でのサポート領域の
拡大

新特別

828 R113070522 関東 東京都 株式会社Ｌｉｎｋｈｏｌａ 6010401150552
脱炭素社会に寄与するカーボンオフセット・マッチングプラットフォー
ムの開発事業

通常 小松　聖代

829 R113070523 関東 東京都 赤田歯科医院 歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による新治療サービスの開発と生産性向上 新特別
株式会社ヒューマンネッ
ト・コンサルティング

830 R113070524 関東 東京都 株式会社ノバコローナ 9010701035021
オリンピック選手にも採用され、世界機関にも認定された自転車部品
でグローバルブランドを目指します

通常 菅野　浩司

831 R113070525 関東 東京都 唐揚商事株式会社 3011601019433 キッチンカーの経営安定化と接触感染対策を支援するＩＣＴサービス 新特別 東京中央経営株式会社

832 R113070526 関東 東京都 株式会社ライフアップ 2010701035936
ＡＩを活用したビジネスマッチングを目的としたゴルフラウンドマッチン
グサービスの開発

通常

833 R113070528 関東 東京都 新宿イーストデンタルオフィス
診断技術のイノベーションを見据えた感染症対策と品質・価格・ス
ピードを兼ね備えた高付加価値の治療体制

新特別

834 R113070529 関東 東京都 株式会社ＴＷＥＬＶＥ 4010401149101 芸能人インフルエンサー連携による化粧品新商品開発事業 新特別

835 R113070530 関東 東京都 株式会社シップヤード 2011001134156 ノーコードで動画・ライブ配信サイトを構築できるシステムの開発 新特別 株式会社コンサラート

836 R113070531 関東 東京都 イオスエナジーマネジメント株式会社 7010401058530 　自動飛行機能を有する風力発電機ブレード点検ドローンの開発 通常

837 R113070532 関東 東京都 株式会社建物鑑定 2011101030065 固定資産税の評価業務に係るクラウドアプリケーションの開発 新特別

838 R113070533 関東 東京都 金鈴精工株式会社 5013101003527 耐久性が高く、静かな自動車用ウォームギアの試作開発 通常

839 R113070534 関東 東京都 株式会社ヒナタデザイン 2013201015747 スマートフォンを使用した「人体サイズのリアル３Ｄデータ」生成装置 通常

840 R113070536 関東 東京都 株式会社旅行ビジネスサポート 2010001151541
中小損保代理店初の非対面型保険会社相乗り一元管理システム構
築

新特別

841 R113070537 関東 東京都 オーパーツ株式会社 4260002024711 次世代型パレットを開発し、作業効率の向上とＳＤＧｓの実現を図る 通常

842 R113070538 関東 東京都 有限会社小桜 2012402004930
ワークサイズを拡大した最新マシニングセンタ導入による加工量向上
と新規顧客の受注獲得

通常 信太　陽子

843 R113070540 関東 東京都 有限会社トゥモロークリーナーズ 4011702000068
衰退必至のクリーニング業界を救う！収益構造を変えるアプリロッ
カーで完全ＤＸ化。

新特別 税理士法人あさひ綜合会計

844 R113070541 関東 東京都 東栄紙工有限会社 1011102008714
中綴じ機導入による顧客ニーズへの対応と特殊ミシン加工と中綴じ
製本を融合させた特殊製本強化事業

通常

845 R113070543 関東 東京都 株式会社ワコー 2010001032733
Ｗｅｂを通じ、一般消費者に紙媒体以外への印刷サービスを提供する
事業

通常

846 R113070544 関東 東京都 株式会社ダイトーセキュリティー 9010501025222 各デバイス対応完全クラウド型警備業システムの導入 通常

847 R113070546 関東 東京都 株式会社ホーン 5010001190132
地域観光協会と１人旅希望者をマッチングさせる１人旅専用サービス
の展開

新特別 合同会社Ｇ＆Ｎ

848 R113070547 関東 東京都 株式会社八王子印刷 6010101003069 極小ロット時代に完全対応する印刷サービスの構築 新特別

849 R113070549 関東 東京都 株式会社シェアガント 2010401138510 中小・中堅企業向け、仕事のノウハウ共有オンラインサービス 新特別

850 R113070550 関東 東京都 ルートデンタルクリニック
女性歯科医師による、審美意識の高い患者様に向けた歯を抜かない
歯科治療の実現

新特別
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851 R113070551 関東 東京都 株式会社アドバンス 2011801025190 レーザー加工機・ＵＶ印刷機導入による模型精度向上・市場の拡大 通常

852 R113070553 関東 東京都 東栄特殊鋼材株式会社 3011701005498 スクラップの製品化及び、取扱寸法拡大による販路拡大。 通常

853 R113070554 関東 東京都 株式会社トレテス 7140002067182
オーガニック・ナチュラル弁当・惣菜のデリバリー販売でＶ字回復を実
現する！

新特別

854 R113070555 関東 東京都 辻ビル歯科医院 低感染リスク型歯科治療のための新型スキャナー／ユニット等導入 通常

855 R113070556 関東 東京都 株式会社ＫＴ 2020001110199
非対面における不動産販売業務を効率化するコミュニケーション・イ
ンフラの開発

通常 川崎信用金庫

856 R113070558 関東 東京都 株式会社ＳｈａｒｅＦａｉｒ 7010401143613 大量定性情報の自動構造化・抽出サービス事業 新特別

857 R113070559 関東 東京都 株式会社ナック電子 9010001053054 ゲート機の試作製作①Ｓｕｉｃａ搭載ゲート②シネマ向ＱＲタワー 新特別

858 R113070560 関東 東京都 株式会社アドバンプレス 4010001010084 業界初リモートワークに使えるピクトグラム＆アイコンサイト構築 通常

859 R113070561 関東 東京都 株式会社ミキタク 5010001217694 オンライン廃棄物一括処理マッチングサービスの創出事業 新特別 合同会社Ｇ＆Ｎ

860 R113070563 関東 東京都 株式会社Ｌ 7010401154585
士業事務所向けＬＩＮＥ動画配信システムの機能強化によるサービス
革新

新特別 兒玉　洋貴

861 R113070565 関東 東京都 有限会社三産業 2040002017607
ラベル印刷の４色刷による内製化と、製品の高精度化による製品の
安定

通常 佐々木　順子

862 R113070566 関東 東京都 株式会社ハイ・コンセプト 3011001063701 自動映像編集ウェブサービス開発及びビジネス化 新特別

863 R113070567 関東 東京都 ゴールデンバーグ株式会社 8010001096327 病院用ｓＸＧＰ小型端末装置の開発 通常

864 R113070568 関東 東京都 株式会社日伸鉄工建設 6011801003779 鉄骨製造の表面処理技術高度化と生産性向上による受注機会獲得 通常

865 R113070569 関東 東京都 三求化学工業株式会社 7013201002286
革新的な洗浄方法の開発・導入による配合工程の生産性向上の実
現

新特別
朝日ビジネスサービス株式
会社

866 R113070572 関東 東京都 合同会社ファーストブリッジ 8010003021225 入力データを音声入力できる新サービスの開発 通常

867 R113070573 関東 東京都 株式会社フローワン 1011201015990
ＡＩを活用したオンライン教育・研修における対話型コミュニケーション
システムの開発

通常 藤原　実

868 R113070574 関東 東京都 ミライズ矯正歯科ミライズ矯正歯科南青山 仮想空間技術を活用した顎矯正手術の開発 通常

869 R113070575 関東 東京都 株式会社ウッドパーツ 9450001000540
東京工場の再稼働に向けた生産性ＵＰと運送費削減に向けた取り組
み

通常 株式会社秋田銀行

870 R113070577 関東 東京都 株式会社ＤＯＧＯＨ 1010701040838 ＤＯＧＯＨ　ＬｏｗＦｏｏｄ新規事業 通常

871 R113070578 関東 東京都 株式会社セレッテ 6010501033830
セキュリティを徹底した独自社内コミュニケーションツールの開発・導
入事業

新特別 株式会社Essencimo

872 R113070579 関東 東京都 シーイヤー株式会社 5010501043269 ＤＸを推進する次世代サウンドの測定・分析方式開発と新分野進出 通常

873 R113070583 関東 東京都 株式会社フォルテッシモ 2010901025902 実質的な費用負担なく福利厚生を拡充できる革新的サービスの開発 通常 芦田　恒志

874 R113070585 関東 東京都 株式会社サンテクニカル 3011401020533
最先端スピーカーと音響３Ｄ可視化による感染症対策ライブへの対
応

新特別

875 R113070587 関東 東京都 有限会社近藤製作所 3012402016743 新規機械導入と新しいバイスシステム導入の効率化と生産性向上 通常 西武信用金庫

876 R113070591 関東 東京都 株式会社Ｇ・Ｔ・Ｂ・Ｔ 5010701023319 手作り結婚・婚約指輪制作サービスの展開 通常 税理士法人アクシス

877 R113070592 関東 東京都 株式会社エニシフルコンサルティング 6011001126018
非接触決済でコロナ禍の寄付集めを可能に！支援者管理システム
の革新計画

通常

878 R113070594 関東 東京都 株式会社ＨＡＬＵ 9011001131576
がんＥＭＲ治療の大規模提供体制を整備しコロナにより不安定化す
る獣医療に革新を

通常

879 R113070597 関東 東京都 株式会社Ｂ．Ｃ 4012401032328 女性のバストを正確に採寸する革新的ＩＴサービスの開発 新特別

880 R113070598 関東 東京都 株式会社ＡｃｒｏＸ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 6010001204196 宿泊施設に特化したアプリ制作システム「アクロス」の開発 新特別 合同会社Ｇ＆Ｎ

881 R113070600 関東 東京都 株式会社ジールアソシエイツ 3010001086282 ファブリック印刷導入による施工性改善、収益／雇用拡大計画 通常
青木経営コンサルティング
株式会社

882 R113070601 関東 東京都 株式会社パールイズミ 9010601014819
市場ニーズに対するプリント工程の内製化による短納期・安定した高
品質の実現

新特別 株式会社Essencimo

883 R113070605 関東 東京都 ｊｅｃｔ株式会社 2010901046535
提案の“質と効率”を向上させるプラットフォーム「ＣｏｎｔｅｎｔＢａｓｅ」の
開発

通常 有限会社クレメンティア

884 R113070607 関東 東京都 エンザントレイズ株式会社 1010501029156
ＩｏＴ重量計デバイスを用いたガチャ筐体売上管理システムの試作開
発

通常

885 R113070609 関東 東京都 株式会社Ｇｕｎｇｎｉｒ 9010401120180 ＷｅｂＡＲによる非対面セールスプラットフォームの構築 新特別

886 R113070611 関東 東京都 株式会社ＡＧＯＲＡ　ＴＥＣＨＮＯ 7010401075930 ものづくり事業におけるＩＴを利活用した一気通貫のウェブシステム 通常

887 R113070612 関東 東京都 有限会社キターヴェット 5011402018533 耳・歯の治療を牽引、罹患率の高い外耳炎・歯周病からペットを守る 通常

888 R113070615 関東 東京都 株式会社Ｆｉｎｏ　ａｌｌａ　ｆｉｎｅ 1010901042576
最新のＣＡＤ／ＣＡＭ導入によるコロナ感染症対策及び予防治療の
提供への寄与

新特別
株式会社リアルコンテンツ
ジャパン

889 R113070618 関東 東京都 株式会社イタダキ 1010001163554
高級フルーツの仕入れ力、フルーツカフェのブランド力を生かして、生
産体制整備によって、生産性向上・販路拡大・新商品開発

通常

890 R113070620 関東 東京都 株式会社天望商事 7013401004529
遠隔地から故人を偲び、思い出を紡ぐオンラインお墓参りシステムの
開発

新特別

891 R113070623 関東 東京都 株式会社瞬読 2010401159928 瞬読学習管理システムの開発による非対面学習の構築 新特別 合同会社Ｇ＆Ｎ

892 R113070624 関東 東京都 第一医科株式会社 1010001004353 めまい臨床現場の生産性向上を目的とする特殊レンズの開発 通常

893 R113070625 関東 東京都 株式会社斉協インターナショナル 5011101042181 小型風力発電機器の販売及び自社導入、売電、保守での売上拡大 通常 曽我　太郎

894 R113070626 関東 東京都 株式会社Ｃｌｏｕｄ９ 6011101094461
最新のＩＴ技術を活用したスポーツテックで、球技の戦略レベルを国民
レベルで向上させる新サービス

通常 菅野　浩司

895 R113070627 関東 東京都 株式会社ＴｒａｃｋＴｏｗｎ 4010901047399
陸上エントリーシステム構築による競技会事務作業の効率化と魅力
ある競技会の開催

通常 村田　英孝

896 R113070637 関東 東京都 株式会社ライフハーツ 6010001191625
ハウスクリーニング技術者養成のオンライン＆動画学習スクール新
設による人材獲得と新規販路の開拓

新特別

897 R113070638 関東 東京都 淺野飛鳥 刺繍代行事業の開始 新特別

898 R113070639 関東 東京都 有限会社カツラシマ 9010602021558 ＦＡ需要に対応したワッシャーの高度化・生産性向上と新分野展開 通常 青山裕之

899 R113070641 関東 東京都 合同会社ｍｉｙａｓｈｉ．ｃｏｍ 4010703002750 新規設備導入による高付加価値商品の生産力の飛躍的向上 新特別

900 R113070643 関東 東京都 株式会社松村製罐 8010601019141 最新式ボデー機導入による製缶効率の向上計画 通常
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901 R113070644 関東 東京都 株式会社サクラベッツ 3011701011174 猫やエキゾチックアニマルに対応した先端医療設備の導入 通常
セレソン・パートナーズ株
式会社

902 R113070646 関東 東京都 株式会社テンペストフーズ 6020001092509 発芽大豆及び大豆以外の豆類を使用した代替肉の開発 通常

903 R113070649 関東 東京都 吉田デンタルオフィス清澄白河・矯正歯科
補綴治療体制のコロナへの適応・脱メタルの白い歯を圧倒的低価格
で提供

新特別
株式会社東京経営サポー
ター

904 R113070651 関東 東京都 株式会社ベスト・プリンティング 2010401027077 バリアブル印刷自動振分け・封入・封緘サービス 新特別 佐藤　守男

905 R113070654 関東 東京都 株式会社テーブルカンパニー 5011001057338 発酵温浴ｎｉｆｕフランチャイズ事業 通常

906 R113070655 関東 東京都 株式会社Ｓａｌｅｓ　ａｎｄ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ　Ｊａｐａｎ 7010701027838
ＢＰＯプロセスのＤＸを実現する、マッチングアルゴリズムを搭載した
システムの構築

新特別

907 R113070656 関東 東京都 株式会社センシンロボティクス 2011001107566 ＵＧＶによる点検ソリューション、空と地上からのレーザー測量開発 新特別 長井　寿郎

908 R113070658 関東 東京都 シンデンタルオフィス 歯科の診療体系を変えるビジュアル・プレゼンテーション 通常

909 R113070659 関東 東京都 株式会社インターソナー 7010901043230 残糸・残布のアップサイクルアパレルブランドの海外展開ＥＣ展開 新特別

910 R113070660 関東 東京都 ＫＳ　ＬＩＮＫ株式会社 2010401143576 コロナ禍における完全キャッシュレス・ＡＩ無人コンビニの構築 新特別

911 R113070661 関東 東京都 Ｃｈｉｐｔｉｐ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ株式会社 6010401148200 ＦＰＧＡによる次世代クラウドコンピューティング基盤システム 通常

912 R113070666 関東 東京都 和伸金属工業株式会社 2011801013088
最新のベンダーによる抜本的効率化と精度向上及び感染対策の実
施

新特別

913 R113070667 関東 東京都 株式会社ｓｃｏｖｉｌｌｅ 6010401123632 医療・介護・保育領域における離職兆候検知サービスの開発 通常

914 R113070668 関東 東京都 合同会社Ｓｏｕｎｄｓｃａｐｅ　Ｌａｂｏ 7011103010143 音に呼応して、光が明滅するサウンドスケープ装置の開発・商品化 通常 株式会社武蔵野銀行

915 R113070670 関東 東京都 株式会社Ｍｉｃｈｅｌｅ 3011001110684 ＸＲ技術を用いたテレプレゼンスシステムの開発 新特別

916 R113070671 関東 東京都 株式会社Ｆｏｒｅｉｇｎ 3011001126747 自動段階評価システムを採用した外国人向け求人マッチング事業 新特別

917 R113070672 関東 東京都 株式会社ワクエネ 9010901043716 店舗ＳＮＳ一括運用システム構築 通常

918 R113070673 関東 東京都 合同会社ｃｏｍａ 8011203003475
自動来店管理システムの開発による非対面接触の美容レンタルシェ
アサロン

新特別

919 R113070674 関東 東京都 株式会社新田 6011101024170
「業界最短納期への挑戦：新設備導入による多品種小ロット生産の
強化と、預かりサービス開始」

通常

920 R113070676 関東 東京都 ＬａｓＴｒｕｓｔ株式会社 1010001203302 世界初のブロックチェーンプラットフォーム『Ｂｕｎｎｚ』の開発 新特別 森　健輔

921 R113070678 関東 東京都 スワル株式会社 6011001128996
最新のＩＴ技術を活用した生体数値測定アプリ＋マインドフルネスでコ
ロナ時代のストレスを解決します！

通常 菅野　浩司

922 R113070679 関東 東京都 株式会社リーガル・テクノロジーズ 4010001219106
文章・質問の意味理解を行うＱ＆Ａエンジンを搭載した法律相談
チャットボット

新特別

923 R113070680 関東 東京都 株式会社共立ドクターズラボ 2011001045196
ヒト幹細胞培養液を利用した新商品の開発・商品一元管理システム
構築・非対面型販売

新特別

924 R113070687 関東 東京都 有限会社プロトタイプ 1010902025539 　ｅ－ｓｐｏｒｔｓ　向け２輪シミュレータ開発 新特別 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

925 R113070689 関東 東京都 株式会社ケアウィル 1013301044548
ユニバーサル更衣自助具の試作品及びオンラインオーダーシステム
の開発

通常

926 R113070690 関東 東京都 株式会社Ｐｉｃｔｏｒｉａ 5011101082707 無人ＡＩ接客サービス「コンシェルメイト」販売計画 新特別

927 R113070692 関東 東京都 株式会社Ｃｒｅｗ 1012401034491
動画関連事業者に向けた、ＡＩを活用した自動動画監視ツールの開
発・事業化

通常

928 R113070693 関東 東京都 株式会社トータルヘルスコンサルティング 6010001078491
マイクロスコープ導入による「カリエスプロ」「ペリオプロ」製品開発事
業

新特別
株式会社リアルコンテンツ
ジャパン

929 R114070007 関東 神奈川県 株式会社フジケン 5020001018687
最新生産設備及び測定設備の導入によりＡＩ機能を搭載した美顔器
の筐体製造を行う

新特別 立野　靖人

930 R114070008 関東 神奈川県 有限会社三和精器 1020002033887 新型医療費自動精算機筐体の開発 新特別

931 R114070009 関東 神奈川県 株式会社ワタナベツール 2020002002214 半導体製造装置やＥＶ車の部品加工用先端タイヤモンド工具の開発 新特別

932 R114070011 関東 神奈川県 株式会社小田原測量設計 4021001032415 ｉ－ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ推進による生産性向上と販路開拓 新特別
アルタス・パートナーズ合
同会社

933 R114070012 関東 神奈川県 株式会社イージーディフェンス 9021001060997
セキュリティと多様な働き方を両立する働き方改革ソリューションの提
供

新特別
株式会社市岡経営支援事務
所

934 R114070014 関東 神奈川県 有限会社三浦建築測量 6021002067053
トンネル等の社会インフラ設備老朽化対応に資するメンテナンス情報
等取得についての新たな測量方式

新特別 安達　隆久

935 R114070016 関東 神奈川県 株式会社トーキンオール 9020001073976 見える化生産管理システムの開発・導入 通常
公益財団法人川崎市産業振
興財団

936 R114070017 関東 神奈川県 不二エムアンドシー株式会社 5020001071463
測定技術向上で水処理場向け大型部品と半導体製造部品の量産実
現

通常

937 R114070018 関東 神奈川県 武藤工業株式会社 2021001028464
金属金型と半導体生産設備部品の検査体制刷新による生産性の向
上

通常
株式会社フラッグシップ経
営

938 R114070025 関東 神奈川県 株式会社大和ケミカル 9021001020068
自動検査システム導入による医療用ゴム製品の生産性向上と生産
量増大

通常

939 R114070026 関東 神奈川県 オズデンタルスペース
地域の高齢化に備えた院内設備のデジタル化と治療の高精度化実
現

新特別

940 R114070027 関東 神奈川県 上代工業株式会社 6020001066025 ウイルス対策型エレベータ部品の試作開発 通常

941 R114070028 関東 神奈川県 産業印刷株式会社 9020001069330 デジタル検査を行った小ロット多品種包装用テープの生産 新特別

942 R114070029 関東 神奈川県 株式会社ＢＥＡＴＩＣＥ 7020001092441
先端設備等導入による冷菓の生産性向上並びに新規顧客層開拓事
業

通常 神奈川県商工会連合会

943 R114070031 関東 神奈川県 ラソス株式会社 7020001094891
公共・民間双方に資する革新的な短期測量システムの構築及び高精
度データの事業事業

新特別

944 R114070032 関東 神奈川県 エコナビ株式会社 2020001125379 トレーサビリティ制度に対応する積載量計測ショベルによる残土処理 通常
アルタス・パートナーズ合
同会社

945 R114070033 関東 神奈川県 有限会社山本製作所 1020002090978 ウィルス観察・分析用顕微鏡部品の増産対応と生産性向上事業 通常 一瀬　章

946 R114070034 関東 神奈川県 第一塗装工業株式会社 3020001008946
情報システムを活用し一括受注を実現、金属塗装業者から商社への
事業転換

通常 飯島　伸博

947 R114070038 関東 神奈川県 有限会社サンワ工業 2020002002800 首都圏のくらしを守る都市づくりを支援する鉄筋加工体制の構築 新特別 若杉　拓弥

948 R114070040 関東 神奈川県 株式会社コアデンタルラボ横浜 8020001012902 業界初！ダブルスタンダードに対応する自動生産工程の構築 新特別 アイアンドアイ株式会社

949 R114070042 関東 神奈川県 京浜興農株式会社 6021001041496
カスタマイズしたドローンを活用し精密農業システムを構築する革新
的なサービスの提供

通常 神奈川県商工会連合会

950 R114070043 関東 神奈川県 大竹測量登記事務所 ３Ｄ測量データによる新市場創出とワンマン測量によるコロナ対策 新特別 安達　隆久
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951 R114070044 関東 神奈川県 株式会社アシスト 6021001071312
歯科技工物製作における製作工程の生産性向上及び精度高度化事
業

通常 野竿　健悟

952 R114070045 関東 神奈川県 ツルミ印刷株式会社 4020001034363
事業再編後の生産性向上によるポストコロナに向けた新ビジネスへ
参入

新特別 安達　延行

953 R114070046 関東 神奈川県 鎌倉レジデンス株式会社 1021001049296 日本の伝統的な禅空間をどこにでも！ミニ数寄屋組立キット商品化 新特別
株式会社アクセルパート
ナーズ

954 R114070047 関東 神奈川県 佐脇紙器株式会社 1020001067853
打抜き技術革新！プラスチック梱包材で新市場参入で安全な作業環
境の生産体制を構築

新特別

955 R114070049 関東 神奈川県 有限会社鈴木商店 3020002024050 老舗畳店が革新的製造プロセスの導入で神奈川トップを目指す事業 通常 石村飛鷹

956 R114070050 関東 神奈川県 有限会社佐藤外建 4021002036290 出隅製品の高品質化に向けた接着工程の開発事業 新特別

957 R114070052 関東 神奈川県 株式会社ＡＳＳＥＴＳ　ＪＡＰＡＮ 6020001057734 保険仲立に基づく海外滞在者向け保険販売システムの構築 新特別

958 R114070053 関東 神奈川県 メディサイエンス・エスポア株式会社 3020001076530
米国物質特許材料やオリジナル新機能物質で画期的化粧品を開発
／販売

通常

959 R114070055 関東 神奈川県 ヤマックス株式会社 4021001054673 高付加価値サインでウィンドウから世界を鮮やかにする事業 通常

960 R114070057 関東 神奈川県 株式会社ＡＱＴＥＣ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 4030001081495
顧客ニーズにマッチした競技用車両（ラリーカー）の開発・大会参加サ
ポートまでのトータルサービスの構築

新特別 伊藤　文彦

961 R114070058 関東 神奈川県 株式会社村山製作所 7020001003357
金型内製化による自動車部品製造事業の強化および新規分野への
参入

新特別

962 R114070060 関東 神奈川県 よしだ歯科クリニック デジタルを活用した予防歯科の高度化と即日補綴治療の実現 新特別 林　早苗

963 R114070061 関東 神奈川県 大瀬工業株式会社 9020001016828 最新ベンディングマシンの導入による建設重機部材の生産体制強化 新特別 株式会社ゼロプラス

964 R114070062 関東 神奈川県 株式会社モールド技研工業 8021001016463 三次元測定機を活用した製造工程の削減と感染リスクの低減事業 新特別 株式会社やまと経営

965 R114070065 関東 神奈川県 株式会社ブルーム 7020001053204 蛍光Ｘ線分析装置導入による査定の効率化・高度化の実現 新特別
株式会社東京経営サポー
ター

966 R114070070 関東 神奈川県 有限会社禅寺丸本舗 2020002104200 コロナ禍での需要増に対応する「栗饅頭」の生産体制の構築 新特別
株式会社アクセルパート
ナーズ

967 R114070072 関東 神奈川県 有限会社エッセン 1020002003881 冷凍焼成パン事業への新規参入 新特別 松本　圭介

968 R114070073 関東 神奈川県 高橋歯科医院 開口障害患者に対するガイド不要の新インプラント施術法の開発 新特別 アイアンドアイ株式会社

969 R114070074 関東 神奈川県 斉藤畳店
生産性向上による増産体制の構築と和風空間の提案による新畳の
販売拡充計画

通常

970 R114070076 関東 神奈川県 井上歯科クリニック
最新ＣＴ装置および蛍光観察装置の導入による革新的な「口腔がん
の早期治療プロセス」確立

新特別 株式会社meditips

971 R114070077 関東 神奈川県 有限会社長友測量 2021002069128
測量の３Ｄ化イノベーションと業務効率の向上、ウィズコロナ対応の
確立

新特別 安達　隆久

972 R114070080 関東 神奈川県 真壁畳店 創業１２８年の技術をＰＲして子育て家庭やペット畳の顧客開拓 通常 神奈川県商工会連合会

973 R114070082 関東 神奈川県 セントラル歯科
補綴治療における１ｄａｙトリートメント及び徹底的な感染症対策システ
ムの確立

新特別

974 R114070083 関東 神奈川県 株式会社エムシーツー 8020001087746 物流工程の自動化・省人化の推進による生産性・付加価値の向上 新特別
株式会社フラッグシップ経
営

975 R114070084 関東 神奈川県 株式会社フリーモーション 4021001048948 地方と都心を結ぶ映像クリエイターマッチングシステムの開発 新特別

976 R114070086 関東 神奈川県 株式会社エスラボ 6021001073218
新設歯科技工所のＣＡＤＣＡＭ工程等導入による革新的スタートアッ
プ

新特別 野竿　健悟

977 R114070087 関東 神奈川県 有限会社スウィート・ベリー 1021002055913
ニーズ多様化に即応する健康志向スウィーツのブランド化と波及促
進

新特別
株式会社さがみはら産業創
造センター

978 R114070088 関東 神奈川県 株式会社富田電機製作所 1020001073819 銅端子類社内一貫生産によるリードタイム短縮・在庫量削減の実現 通常

979 R114070089 関東 神奈川県 株式会社クロスドッグ 4020001049064 高機能かつ多機能な卓上アイロン台の開発・販売による生産性向上 通常 稲垣　裕充

980 R114070090 関東 神奈川県 松村歯科
予防歯科とＣＡＤＣＡＭの組み合わせによる新しい歯科医療から、生
涯健康を実現するプロトタイプ型事業

新特別

981 R114070091 関東 神奈川県 株式会社橋本熱処理 7021001013643
臭素系洗浄液規制強化を先取りした新洗浄設備導入と新規市場開
拓

通常
一般社団法人城西コンサル
タントグループ

982 R114070092 関東 神奈川県 有限会社水上ダイヤモンド工具製作所 4020002004968
先端産業の生産性向上に貢献するダイヤモンド高精度高効率研削
加工技術習得事業

通常

983 R114070093 関東 神奈川県 有限会社森田製作所 4020002053718
空圧機器用精密成形部品の生産を革新し安定供給能力を格段に向
上

新特別

984 R114070095 関東 神奈川県 有限会社横浜精密 5020002053147
金属ゲージ等製造における精密真円加工の革新的な生産性向上事
業

新特別

985 R114070096 関東 神奈川県 有限会社秋間製作所 1021002030123
高張力鋼の部品加工に対応し、ＥＶ化に伴う車体軽量化需要に応え
る

新特別

986 R114070098 関東 神奈川県 有限会社石井測量 6021002000451
３次元測量システムの導入によるデジタル化の実現と災害・防災対
応

新特別 かながわ信用金庫

987 R114070099 関東 神奈川県 株式会社ＴＲＣ 3021001059021 職人に魅力を！技術とビジネスで稼ぐ職人育成オンラインスクール 新特別

988 R114070101 関東 神奈川県 さなだタイヤ販売株式会社 1021001019828 新型サービスカー導入による出張点検・修理対応の強化 新特別
一般社団法人城西コンサル
タントグループ

989 R114070102 関東 神奈川県 有限会社さくらプロセス 8020002030119 設備投資による業務効率化で事業構造改革を実現 通常

990 R114070105 関東 神奈川県 有限会社坂田彫刻工業所 5020002081032 銘板加工の生産革新 通常

991 R114070109 関東 神奈川県 有限会社矢吹製作所 3020002091025
板金工程の高効率化・組織化と品質向上の一体的取組により、確実
に５Ｇ需要に応える

通常

992 R114070110 関東 神奈川県 大島機工株式会社 1021001026213
ワーク着脱と真円度検査の自動化で実現する建機量産部品の新規
受注

新特別

993 R114070111 関東 神奈川県 株式会社翔彩 4020001004036
高機能インクジェットプリンタ導入による当社ハンカチーフ製品の品質
向上

新特別 株式会社ゼロプラス

994 R114070112 関東 神奈川県 井澤歯科医院 障がい者治療体制の構築を通じた「Ｗ主治医制」の実現 新特別 アイアンドアイ株式会社

995 R114070113 関東 神奈川県 株式会社テックフィード 7020001084793
「ＴｅｃｈＦｅｅｄ」とＩＴ人材不足に悩む企業を繋ぐプラットフォーム「Ｔｅｃｈ
Ｆｅｅｄ　Ｃａｒｅｅｒ」の開発

新特別 合同会社Ｇ＆Ｎ

996 R114070114 関東 神奈川県 セルプロジャパン株式会社 5021001067195 ヒト幹細胞由来培養上清液の凍結乾燥による常温管理の実現 通常

997 R114070116 関東 神奈川県 有限会社ファーレンハイト 2020002064840
鳥類医療現場の悪循環に革新をもたらす次世代鳥類医療モデルの
実現

新特別

998 R114070117 関東 神奈川県 本郷台　たかぎ歯科 コロナ禍におけるスタンダードプリコーションの実現と非対面事業 新特別 中村太郎

999 R114070118 関東 神奈川県 ＣｒｅａｔｅＡｒｒｏｗ合同会社 9021003009084
不動産営業マンと一般個人をつなぐマッチングプラットフォームの開
発・事業化

通常

1000 R114070119 関東 神奈川県 有限会社山中製作所 9020002090987 新測定顕微鏡の導入で製造工程を革新し成長分野に進出する 通常
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1001 R114070121 関東 神奈川県 いとう歯科クリニック
デジタル技術の活用による高精度治療の実現および技工所と連携し
た補綴治療迅速化と感染リスク低下の実現

新特別

1002 R114070123 関東 神奈川県 株式会社浩伸技研 3020001076150 ファイバーレーザー溶接機による薄肉アルミパイプ部品の試作開発 通常

1003 R114070125 関東 神奈川県 株式会社テラ 8020001032470 携帯業界初手数料、評価進捗管理ＢＩツールの開発・販売 通常

1004 R114070126 関東 神奈川県 株式会社アイポケット 8020001038278 屋根修理用シートの開発及び商品化 通常

1005 R114070129 関東 神奈川県 株式会社博古堂 6021001009460 ＡＲと３Ｄデータを活用した鎌倉彫高級インテリア世界展開の実現 新特別 廣野　希

1006 R114070130 関東 神奈川県 株式会社東和 3021001013333 ファイバーレーザー切断機導入による角ダクト製造効率の向上 通常
アルタス・パートナーズ合
同会社

1007 R114070132 関東 神奈川県 アップル歯科クリニック
感染リスクを抑えながらＣＴ、口腔内スキャナの併用により入れ歯製
作の精度と効率を改善

通常
株式会社リアルコンテンツ
ジャパン

1008 R114070133 関東 神奈川県 ＳＵＧＡＴＡ株式会社 2021001010083
鎌倉のまちを一つのスポーツクラブと見立てた健康プログラムマッチ
ングシステムの開発提供

新特別 一般社団法人東京技術士会

1009 R114070134 関東 神奈川県 神谷コーポレーション湘南株式会社 7021005003921 フラッシュライン加工工程の設備導入による生産性向上 通常

1010 R114070136 関東 神奈川県 みずき歯科クリニック
ＣＴとＣＡＤ／ＣＡＭ連携による治療サービスの高度化および非対面
化

通常 野竿　健悟

1011 R114070137 関東 神奈川県 有限会社エムテック 2021002047356 産業用ドローンによる点検業務とスマート農業支援サービスの開発 新特別 長井　寿郎

1012 R114070138 関東 神奈川県 株式会社フィールデンタルラボ横浜 7020001137106
歯科技工物の作製プロセスのデジタル化による社内外での感染リス
クの低減と生産性の大幅な向上

新特別 株式会社meditips

1013 R114070139 関東 神奈川県 加藤歯科医院
セレックシステム導入によるセラミック治療並びにマウスピース矯正
の提供

新特別 藤原　和重

1014 R114070141 関東 神奈川県 大沢歯科医院
全てのニーズに対応する治療システムの構築及び、コロナウイルス
への対応

新特別

1015 R114070142 関東 神奈川県
ＹＯＫＯＨＡＭＡ　ＭＡＣＨＩＮＥ　ＦＡＣＴＯＲＹ株
式会社

6020001121548 大型ＮＣ旋盤の導入による生産性向上と販路の拡大 通常 川崎信用金庫

1016 R114070143 関東 神奈川県 ベターライフジャパン株式会社 3020001098863 一般病室向け（新）患者用情報提供システムの試作開発 新特別 株式会社浜銀総合研究所

1017 R114070144 関東 神奈川県 株式会社野路製作所 3020001074154
感染症拡大を抑制する新型空調装置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

1018 R114070145 関東 神奈川県 イーライズこども歯科矯正クリニック
最新医療機器導入で口腔機能の「育成」による革新的小児歯科医療
を推進

通常 補助金活用支援会合同会社

1019 R114070146 関東 神奈川県 株式会社縁 6020001111053 新時代を見据えたオンリーワンの検査提供と業務プロセス改革 通常

1020 R114070148 関東 神奈川県 きうち歯科クリニック 最新機器と当院の知識の融合による治療の迅速化・高精度化 新特別

1021 R114070150 関東 神奈川県 株式会社ヒラミヤ 4020001066885
ファイバーレーザ切断機導入による新規受注獲得と生産性向上の実
現

通常

1022 R114070154 関東 神奈川県 株式会社佐々木鉄工所 8020001026679 三次元計測機導入による精密計測検査体制の構築と販路拡大 新特別

1023 R114070156 関東 神奈川県 株式会社ＮＩＴＴＡ　ＪＡＰＡＮ 4020001132027
「高齢者施設の業務効率改善」及び「高齢者の健康革命」を担うリハ
ビリ体操動画配信事業

新特別
公益財団法人神奈川産業振
興センター

1024 R114070157 関東 神奈川県 株式会社田中製作所 4021001029337 食品業界向け搬送装置の製造 通常

1025 R114070159 関東 神奈川県 有限会社末広金属 5020002002979 非対面ナゲットプラントのデジタル細線の銅回収技術で生産性向上 新特別

1026 R114070160 関東 神奈川県 有限会社古谷製作所 7020002022315 高性能ワイヤカット放電加工機導入による新分野展開、市場拡大 通常 田中弘一

1027 R114070161 関東 神奈川県 有限会社サンモールド 5020002033900 精密プラスチック部品むけ金型製造におけるバリレス新工法の確立 通常

1028 R114070162 関東 神奈川県 有限会社フッコウ 3020002039949 新型半導体洗浄装置に用いられる高精度コア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

1029 R114070163 関東 神奈川県 シェアエックス株式会社 4021001065035
企業の内勤営業部門を構築するシステム「リモートセールスＪＡＰＡ
Ｎ」

新特別 合同会社Ｇ＆Ｎ

1030 R114070165 関東 神奈川県 Ｄ－ｂａｓ株式会社 1020001118391 オフラインでクラウドが利用できる独立型モバイルサーバ試作開発 通常 清水　貴之

1031 R114070166 関東 神奈川県 株式会社Ｔ２コーポレーション 7020001123114
確固たる技術力を活かしたペット業界でニーズの高い高度医療を提
供する動物病院へ

新特別

1032 R114070168 関東 神奈川県 株式会社デジサーフ 4021001004430 事業拡大を推進するグランピング施設専用ＰＭＳの開発 通常

1033 R114070171 関東 神奈川県 Ｓｐａｃｅ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ株式会社 7010003034129
世界初、人工衛星の編隊飛行によるエンターテイメント提供のための
“群制御技術”の開発

通常
株式会社ビジネスリノベー
ション

1034 R114070174 関東 神奈川県 かにし歯科 最新歯科用設備の導入によるｗｉｔｈコロナの歯科医院実現 新特別 株式会社meditips

1035 R114070177 関東 神奈川県 とりまつ畳株式会社 6180001088689 『抗菌・抗ウイルス』デザイン畳で地域の飲食店・旅館を活性化 新特別 株式会社愛知銀行

1036 R114070178 関東 神奈川県 有限会社野原プラスチックス 6020002098554 バイオエンプラ材料による高性能部品の射出成形への挑戦 通常 川崎信用金庫

1037 R114070180 関東 神奈川県 芙蓉樹脂工業株式会社 1021001001942
小型高精度加工技術の高度化による半導体製造装置部品の安定供
給体制を強化

通常

1038 R114070181 関東 神奈川県 有限会社加川製作所 7021002046122 高精度な幾何公差を持つプレス加工ノウハウ習得による事業拡大 通常

1039 R114070183 関東 神奈川県 株式会社コジマ 7021001035134
製造環境を抜本的に見直し、高効率生産スタイルの確立による海外
生産委託からの脱却

新特別

1040 R114070184 関東 神奈川県 有限会社ケー・エス小杉鍍金工場 7020002042370
挑戦！内装用部品へのめっき加工～自動車産業の構造変化に対応
～

通常

1041 R114070186 関東 神奈川県 株式会社ワイテック 8020001124631 ＣＮＣ旋盤導入による生産性向上および熟練工の技術伝承 通常
一般社団法人神奈川中小企
業診断士会

1042 R114070187 関東 神奈川県 株式会社キルシェ 6020001124286 幅広い診療範囲を誇る最先端がん検査センターの確立 新特別

1043 R114070189 関東 神奈川県 株式会社プラード動物病院 2020001091332
コロナ禍の新しい動物病院のあり方。二次診療施設に頼らないワン
ストップ検査・治療の提供

新特別

1044 R114070191 関東 神奈川県 三木プーリ株式会社 9020001070271 ＡＩ分析を活用したセンサー内蔵軸継手の動的監視システムの開発 通常

1045 R114070192 関東 神奈川県 石渡　淳
機器の劣化からの脱却～補綴物作製を依頼される側からする側へ
～

通常

1046 R114070193 関東 神奈川県 加茂歯科
ウィズコロナ対応のワンストップ根管治療の実現と、総合病院の機能
保全への取組

通常 株式会社meditips

1047 R114070194 関東 神奈川県 株式会社内田製作所 9020001019541 医療分野用分注装置における高性能樹脂部品生産体制の確立 通常

1048 R114070197 関東 神奈川県 米豆麦造り株式会社 1020003011165
ブロックチェーン技術を活用した有機野菜及び予防食品の販売方法
の確立

通常

1049 R114070199 関東 神奈川県 松下歯科クリニック 口腔内スキャナーとＥｒ：ＹＡＧレーザーによる歯周病治療体制の確立 新特別

1050 R114070202 関東 神奈川県 株式会社カネダ 1021001005324
廃棄物収集運搬・中間処理事業のＩＴ化による生産性向上と働き方改
革の実現

通常 渡邊　一弘
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1051 R114070203 関東 神奈川県 花沢歯科・矯正歯科
口腔内スキャナ等の導入による歯科治療提供プロセスの効率化と感
染リスク体制の更なる高度化

新特別
ぐんぎんコンサルティング
株式会社

1052 R114070204 関東 神奈川県 勝田化工株式会社 6030001037388
樹脂用添加剤の生産工程改善による長時間労働の解消と生産性向
上

通常

1053 R114070205 関東 神奈川県 株式会社ＲＩＬＡＲＣ 8010701033554 Ｙｏｕｔｕｂｅｒと企業を結び付けるプラットフォームの開発 通常

1054 R114070206 関東 神奈川県 株式会社昌和プラント 1020001023419 産業廃棄物処理設備：デカンタ型連続遠心分離機設置事業 通常

1055 R114070210 関東 神奈川県 佐々木歯科クリニック 最新デジタル機器で行う身体的負担のない歯科診療 新特別

1056 R114070212 関東 神奈川県 株式会社ハビタット 9020001079882 非接触型施工管理アプリ（クラウドサービス）の導入 新特別 伊藤　央

1057 R114070213 関東 神奈川県 有限会社大場工業所 7021002046080 溶接ロボット導入による量産対応と技能承継の実現 通常 岩崎　彰吾

1058 R114070215 関東 神奈川県 株式会社アルテリーベ 3020001025264 婚活システム及び非接触型ウェディングプランニングシステムの導入 通常 小松　裕伸

1059 R114070222 関東 神奈川県 株式会社張替工業 2021001006453 製缶事業における次世代に向けた生産性向上及び高精度化事業 通常 平塚信用金庫

1060 R114070225 関東 神奈川県 エムテックデンタルラボラトリー ジルコニアを⽤いた⾼精度補綴物の作成と対⾯ビジネスの削減 新特別
株式会社リアルコンテンツ
ジャパン

1061 R114070230 関東 神奈川県 せん歯科医院
歯科技工用ＣＡＤ／ＣＡＭシステムの導入によるインプラント治療のデ
ジタル化～難治症例に研究発表を通じた歯科業界の技術力向上

新特別 株式会社meditips

1062 R114070233 関東 神奈川県 株式会社シーラベル 4020001133470 ＤＸ人材プラットフォームのシステム開発 新特別

1063 R114070234 関東 神奈川県 ＡＮＡテック株式会社 4021001043115
粉体塗装設備導入による内製化を図り、金属板金事業のフルライン
ナップ工場化を目指す

通常 かながわ信用金庫

1064 R114070237 関東 神奈川県 ＡＦＵＲＩ株式会社 3021002030451 急速冷凍機による通信販売事業拡充および半製品生産効率向上 新特別 尾﨑　素之

1065 R114070240 関東 神奈川県 株式会社ＯＦＡ 2021001064526 オンライン人材マッチングで進める携帯電話販売のデジタル化 通常

1066 R114070241 関東 神奈川県 ＢｅａｕｔｉｎｅｓｓＣｌｕｂ
セルフ脱毛導入・施術時の人的コスト削減による非接触での美容価
値提供体制の構築

新特別 株式会社Essencimo

1067 R115070002 関東 新潟県 有限会社阿部工業所 7110002010013 ゴミステーションの変化に伴う大型集塵箱の製造能力強化計画 通常 協栄信用組合

1068 R115070004 関東 新潟県 ホクリク精機有限会社 8110002018088 ２スピンドルの立形旋盤を導入して一気通貫生産方式へと変革する 新特別

1069 R115070005 関東 新潟県 株式会社佐藤食肉 4110001011329
最新Ｘ線検査装置と自動真空包装機導入により、製品の品質向上を
図る。

通常

1070 R115070007 関東 新潟県 株式会社島田 4110001024801
最新上包機の活用による商品梱包工程の刷新とソーシャルギフト市
場参入計画

新特別 長岡信用金庫

1071 R115070008 関東 新潟県 株式会社ミノグチ 8110001016407 チタン等難削材精密継手の生産性向上事業 通常

1072 R115070011 関東 新潟県 株式会社共和精工 2110001011413 ワイヤ放電加工機の導入で大型精密金型等の生産性の向上を図る 新特別 株式会社やまと経営

1073 R115070012 関東 新潟県 白瀧酒造株式会社 4110001026327
新型ボイラシステム導入によるＡＩ，ＩｏＴの一元管理で品質の安定化、
生産の効率化・増強を図る

新特別 株式会社やまと経営

1074 R115070014 関東 新潟県 有限会社プロス 6100002033552
ＩｏＴとロボット活用による製鋼工程保温材のもみ殻くん炭の生産性向
上

新特別
公益財団法人上伊那産業振
興会

1075 R115070015 関東 新潟県 株式会社飯塚鉄工所 1110001017147
半導体製造装置部品・人工透析装置等の精密加工及び検査の一体
化による革新的生産性向上計画

新特別 株式会社大光銀行

1076 R115070017 関東 新潟県 竹内製菓株式会社 6110001025418
新規型抜機導入による、働き方改善と生産性向上を両立した生産方
式の確立

通常

1077 R115070019 関東 新潟県 有限会社あかつき印刷 3110002033703
高速型のＣＴＰ刷版機の導入によるマンガ同人誌業界での地位の確
立

通常 株式会社大光銀行

1078 R115070020 関東 新潟県 有限会社星ニツト 9011702010426 自社一貫製造による世界に１枚だけのオリジナル商品製作 通常 新潟県商工会連合会

1079 R115070021 関東 新潟県 越後ファーム株式会社 5110001033363 小ロット生産・特殊包装による農家特定米のＢｔｏＣネット直売 新特別 東京中央経営株式会社

1080 R115070022 関東 新潟県 株式会社近藤製作所 9110001002001 ＮＣドア加工機の導入による生産性向上および新規事業の開始 通常

1081 R115070023 関東 新潟県 株式会社第一測範製作所 7110001025409
ＣＮＣ旋盤導入によるねじゲージの生産律速の解消と高精度加工の
生産性向上

通常

1082 R115070025 関東 新潟県 有限会社東栄工業 7110002004304 配管溶接の特殊技能による他社との差別化・効率化の実現 通常 三条信用金庫

1083 R115070026 関東 新潟県 株式会社ハナオカ 5110001007656 間仕切りシートの溶着工程合理化による売上拡大計画 新特別

1084 R115070028 関東 新潟県 ダッシュスポーツマッサージ
対面・オンラインハイブリッド型ジムの開設、高齢者向けに新規顧客
開拓

新特別 株式会社シャイン総研

1085 R115070029 関東 新潟県 株式会社五十嵐製作所 1110001033136
複合旋盤導入による工程集約加工でリードタイム、コスト削減で戦略
部品加工取り込み

通常

1086 R115070034 関東 新潟県 株式会社小田 7110001017182 デジタル検査機の導入による生産・検査の一体化工程の構築 通常

1087 R115070035 関東 新潟県 有限会社共栄製作所 6110002022562
溶接ロボットシステムで遠隔操作と建機部品の高精度溶接及び能率
向上

新特別

1088 R115070036 関東 新潟県 株式会社高津製作所 2110001014366
汎用シーム溶接機導入による工程の内製化及び溶接業界の課題解
決

通常 つばさ税理士法人

1089 R115070042 関東 新潟県 有限会社星光産業 7110002030969 ＣＮＣスピニングマシーン導入で生産効率向上と熟練技能の承継 通常

1090 R115070045 関東 新潟県 南川歯科クリニック
「インフォームドコンセントの更なる充実」「光学印象の活用」「対人接
触減」という３軸で進む先進歯科医院への道

新特別

1091 R115070048 関東 新潟県 たかはし歯科クリニック 感染リスク低減とともに実現する新時代の矯正治療と根管治療 新特別

1092 R115070049 関東 新潟県 頚城酒造株式会社 8110001019590 持続可能な柿崎農醸プロジェクト 通常 株式会社第四北越銀行

1093 R115070051 関東 新潟県 株式会社大和屋 9110001021703 クラウドと非対面による、新時代のクリーニングオペレーションの実現 新特別 平野　康晴

1094 R115070052 関東 新潟県 有限会社小嶋動物病院 3110002009538
画像検査と病理診断の連動による日本初の動物難病疾病センター
事業

新特別 税理士法人高志会計

1095 R115070054 関東 新潟県 恒陽測量株式会社 5110001001923 新潟県のダム・水力発電における非対面型・高度ＩＣＴ測量の実現 新特別

1096 R115070056 関東 新潟県 岡島歯科医院 革新的な３Ｄ治療を駆使して、治療の精度を向上させる。 新特別

1097 R115070059 関東 新潟県 株式会社Ｊ．ＳＥＣＵＲＩＴＹ 3110001009778
ＡＩシステム導入で交通誘導を省人化し警備業務の魅力度向上を図
る

通常 齊藤　祐一

1098 R115070060 関東 新潟県 合資会社山利 3110003001337 一般家屋立木伐採事業立上げによる空家及びウッドショックの解決 通常 上越信用金庫

1099 R115070066 関東 新潟県 有限会社ささかみやまびこ農産 9110002014730
産業用無人ヘリコプターの導入による生産性の向上と新規受託事業
の開拓

通常 新潟県商工会連合会

1100 R115070068 関東 新潟県 有限会社板垣鉄工所 7110002022033 除雪車用の高精度加工部品を内製化し社内での一貫生産に挑戦 新特別
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1101 R115070070 関東 新潟県 有限会社中山食茸 8110002011282
ＳＤＧｓに完全対応した包装ラインの構築、及び包装品質・生産性の
向上

新特別 小林　和之

1102 R115070071 関東 新潟県 株式会社ツボタ 8110001014427 ＮＣ５軸研削盤導入による園芸用曲線刃製造工程の生産性向上 通常 株式会社第四北越銀行

1103 R115070078 関東 新潟県 有限会社いまなり 9110002032848 居酒屋から冷凍肉屋へ　急速冷凍機によるビジネスモデルの転換 新特別

1104 R115070081 関東 新潟県 ファインピース株式会社 1290001083543 次世代モビリティに対応した高度整備技術の提供と価値創造 新特別 北野　孝志

1105 R115070082 関東 新潟県 有限会社坂爪畳店 9110002009929
特殊畳製造に対応した専用自動設備導入による高速・自動化対応の
生産体制構築

新特別

1106 R115070083 関東 新潟県 バーバー波打ちぎわ 高齢者向けサービス開始で３サービス提供の新形態店舗を目指す 通常

1107 R115070084 関東 新潟県 有限会社東京ランドリー 4110002011303 生産性向上及び抗ウイルスリネン品提供による経営革新 新特別 つばさ税理士法人

1108 R115070085 関東 新潟県 株式会社サカジュン 5110001016814 ニューマブラスター導入による生産性の向上と短納期への対応 通常 燕商工会議所

1109 R115070087 関東 新潟県 株式会社青海製作所 2110001007411
電子帳票システム導入による作業効率化と情報一元化で受注拡大
を目指す。

通常
富士フイルムビジネスイノ
ベーションジャパン株式会社

1110 R115070089 関東 新潟県 株式会社東海鉄工所 8020001007761
電動車用新型プラットフォーム製造のための高精度金型製造技術確
立

新特別
株式会社コムラッドファー
ムジャパン

1111 R115070093 関東 新潟県 株式会社高橋熱処理 8110001017413
真空脱脂洗浄装置導入による、金属熱処理加工の品質向上と生産
性向上

通常 渡邊　一弘

1112 R115070095 関東 新潟県 佐藤木工所
車をキャンプ仕様に早変わりさせる多機能車内ボード＆収納ラックの
ＥＣ展開

新特別

1113 R115070097 関東 新潟県 株式会社豊琺瑯 2110001031790 転写工程の生産力向上による安定供給のための電気炉の導入 通常 燕商工会議所

1114 R115070098 関東 新潟県 有限会社宮崎商店 6110002006490 中食惣菜の需要増加に対応できる生産工程、生産体制の構築 新特別 長井　寿郎

1115 R115070101 関東 新潟県 黒岩歯科医院 基本設備回復と先進設備追加による地域密着型先進医療の実現 新特別

1116 R115070102 関東 新潟県 三浦歯科医院
感染リスクの低減と最先端の治療とを兼ね備えた歯科医院となるた
めに

新特別

1117 R115070104 関東 新潟県 株式会社丹羽企画 3110001035287 熱交換システム導入による加水レスかけ流し温泉銭湯の実現 通常

1118 R115070105 関東 新潟県 株式会社ビアンポポロ 9110001028244 農商連携で新潟産果物ガナッシュボール開発とご自愛消費への対応 新特別 新潟縣信用組合

1119 R115070106 関東 新潟県 燕器工株式会社 9110001016042 ブラスト加工機導入による生産性向上と増産計画 新特別 燕商工会議所

1120 R115070108 関東 新潟県 宮尾歯科クリニック 低感染リスクで提供可能な新しい診療フローの構築 新特別

1121 R115070109 関東 新潟県 アルマイト理研株式会社 8080401013676 高級オーディオ用　３Ｄアルミ筐体の量産体制の確立 新特別
株式会社オオサワ・ビジネ
ス・コンサルティング

1122 R115070111 関東 新潟県 竹徳かまぼこ株式会社 5110001003143
隣県そして全国展開を可能にする、製造工程のボトルネックの抜本
的解消

通常
ピュア・ハート・コンサル
ティング株式会社

1123 R115070112 関東 新潟県 株式会社吉村鉄工所 4110001017664
ＮＣ円筒研削盤導入による技術力向上と生産プロセス改善による競
争力向上

新特別 有限会社三井経営研究所

1124 R115070115 関東 新潟県 有限会社ＣＩＲＣＬＥ．ＳＥＶＥＮ 8110002012074 セントラルキッチンで作る、中食向け本格「冷凍ラーメンセット」 新特別 小林　和之

1125 R116070001 中部 富山県 金山工業株式会社 1230001007301
情報通信技術ブイの試作と通信装置及び軽量難加工素材の加工に
関する低コスト化

通常

1126 R116070004 中部 富山県 金型設計・製作コア
ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による一体成型化の金型製作への技術革新及び
低感染リスクビジネスへの変革事業

通常

1127 R116070006 中部 富山県 呉東機工株式会社 6230001007073 ３次元測定機による加工部品の寸法測定効率向上 通常

1128 R116070007 中部 富山県 株式会社タイホー精密 8012301011799 測定技術向上で５Ｇ，ＥＶ関連コネクタ自動組立機の開発と量産化 新特別

1129 R116070008 中部 富山県 株式会社旭東機械製作所 6230001009937 工程集約による生産性向上と付加価値の高い加工技術の習得 通常
株式会社ジエック経営コン
サルタント

1130 R116070013 中部 富山県 北陸熔断株式会社 7230001007898 厚板鉄鋼の切断工程の製造プロセスを改革し、歩留まり向上を実現 通常
株式会社ジエック経営コン
サルタント

1131 R116070016 中部 富山県 相互印刷株式会社 9230001001420
ＡＩ学習型印刷品質検査システム導入により品質および生産性の向
上

新特別 岩城　哲夫

1132 R116070018 中部 富山県 株式会社ＣＨＲＯＮＯＸ 6230001018319
ユーザビリティを向上させた河川管理システム構築による水害対策
事業

新特別 富山信用金庫

1133 R116070020 中部 富山県 水口樹脂販売株式会社 4230001011713 多機能化・高度化・コストダウン・環境に対応するフィルムの開発 通常 株式会社富山銀行

1134 R116070023 中部 富山県 長澤鉄筋工業株式会社 3230001018370
強度が求められる複雑形状鉄筋をワンセットで可能にする上下曲げ
加工設備の導入

通常 株式会社富山銀行

1135 R116070031 中部 富山県 有限会社共同機械 1230002009494 溶接工程自動化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

1136 R116070033 中部 富山県 北陸テクノ株式会社 1230001012846 水素バーナー搭載に向けた環境配慮型熱処理炉の実用化事業 通常

1137 R116070034 中部 富山県 有限会社グラフィック・ツチダ 4230002001060
パッケージレスに伴う文字等の微細な印字を可能にする革新的な製
版製造の実現

新特別 富山信用金庫

1138 R116070040 中部 富山県 株式会社伸越製作所 5230001018666
最新設備導入により飛躍的な生産性向上を図る製造工程見直し事
業

通常 株式会社富山銀行

1139 R116070044 中部 富山県 株式会社ハマデン 5230001003726
工事・顧客・業務情報のデータベース構築による工事体制の強化事
業

通常 富山信用金庫

1140 R116070045 中部 富山県 富山製鋲株式会社 2230001003761 頭部形状成型精度の向上のための線材切断・成型プロセスの改善 新特別 富山商工会議所

1141 R116070048 中部 富山県 株式会社グランテック 8230001010018 小型スクリュー・プレス工法施工機の開発による受注拡大 通常 高岡商工会議所

1142 R116070049 中部 富山県 有限会社富山製畳所 7230002002436
畳製造プロセスの自動化による最小人員での高品位・低コスト・短納
期薄畳生産体制の構築

新特別 富山商工会議所

1143 R116070051 中部 富山県 シンワ産業株式会社 4230001015400
エネルギー分野への本格参入を実現する熟練技術に依存しない高
精度・高効率曲げ工程の構築

新特別 株式会社北陸銀行

1144 R116070053 中部 富山県 糸氏技研株式会社 6230001007759
試作開発評価フローの構築による試作開発特化企業へのステップ
アップの実現

新特別 株式会社富山第一銀行

1145 R116070054 中部 富山県 株式会社ナカノ 5230001007396
金属製アメニティボックス高意匠化・低コスト化に向けたフレキシブル
生産体制の構築

新特別 株式会社北陸銀行

1146 R116070055 中部 富山県 株式会社ＭＯＶＥＯＮ精機 6230001018772
超高精度スリーブ一貫生産体制強化に向けた三次元データ連携によ
る評価・分析プロセスの高度化

新特別 株式会社北陸銀行

1147 R116070056 中部 富山県 株式会社沢田製作所 7230001007799
加工サイズに捉われないフレキシブル・高精度・高生産性５軸複合一
体加工技術の構築

新特別 株式会社北陸銀行

1148 R116070057 中部 富山県 株式会社コアシステム 7230001007691 測量手法改革による３Ｄ測量の精度向上とＶＲによる遠隔成果納品 通常

1149 R117070003 中部 石川県 大墨印刷株式会社 2220001001543 最新刷版設備の導入による小ロットと高品位印刷物の受注拡大 新特別 安達　延行

1150 R117070008 中部 石川県 たにてる工芸 「丸物」から非対称複雑形状の木製造形物加工への取り組み 通常
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1151 R117070010 中部 石川県 絹川工業株式会社 3220001000296
増産体制構築のための極低スパッタシンクロフィード溶接ロボットシ
ステム導入

通常

1152 R117070011 中部 石川県 中山歯科医院 歯根データを活用したシミュレーションによる矯正治療法の導入  新特別 税理士法人中山会計

1153 R117070013 中部 石川県 有限会社並田工建 2220002016350 溶接ロボット導入による建築用鉄骨コラムコアの生産性向上 新特別

1154 R117070017 中部 石川県 株式会社片岸製作所 9220001017376
大型複雑曲線木材切断技術の高度化による大型曲線複雑形状内装
家具高品位・低コスト生産体制の構築

新特別
バンカーズアンドアソシエ
イツ株式会社

1155 R117070020 中部 石川県 株式会社石川検査 3220001000932 レーザートラッカーを活用した画期的な品質を提供する計測業務 通常

1156 R117070021 中部 石川県 有限会社大井工業 2220002010361 他社に先駆けた設備導入による生産効率化と優位性の確保 新特別

1157 R117070022 中部 石川県 たたみのかおり
業界最新の縁無薄型畳対応設備導入による短納期・量産化対応ライ
ン構築

新特別

1158 R117070024 中部 石川県 株式会社ビー・ケー・テイ 8220001008814 後処理工程の機械化による鋼板処理面の品質および生産性向上 通常
株式会社ジエック経営コン
サルタント

1159 R117070025 中部 石川県 ウッドアース株式会社 7220001010119
国産材利用促進に向けた低コスト安定供給可能な幅つぎ材開発とそ
の生産工程の構築

新特別
バンカーズアンドアソシエ
イツ株式会社

1160 R117070026 中部 石川県 株式会社鍵主工業 8220001016890
新たな生産方式による国内外向けバーベキューコンロの開発と生産
性向上

通常 珠洲商工会議所

1161 R117070029 中部 石川県 ウイルフラップ株式会社 7220001010795 ＩＴを駆使した企業と求職者を結ぶ非対面型プラットホームの構築 新特別
公益財団法人石川県産業創
出支援機構

1162 R117070030 中部 石川県 有限会社生水出商店 9220002012434
製麺ラインにおける袋詰工程等の自動化と冷凍ラーメンの無人販売
事業

通常
公益財団法人石川県産業創
出支援機構

1163 R117070031 中部 石川県 株式会社エフラボ 7220001016297 塗装スタジオ新規増設による、家具のＯＥＭ生産拡大事業 通常 のと共栄信用金庫

1164 R117070032 中部 石川県 株式会社ダイモール 5220001012158 放電加工技術の次世代化による圧倒的優位性の確立 通常 株式会社迅技術経営

1165 R117070034 中部 石川県 大塚染工株式会社 9220001017475
染色糸の伸縮性向上と短納期・多品種小ロットニーズに対応した生
産技術の開発

通常
公益財団法人石川県産業創
出支援機構

1166 R117070035 中部 石川県 株式会社大和 4220001012539 管理栄養士専用美味しい医療食レシピサイトの構築 通常 株式会社福井銀行

1167 R117070036 中部 石川県 ＲＩＳＩＮＧ　ＣＲＡＦＴ レストアの作業効率化とリユース部品の販路構築にむけての事業 通常

1168 R117070037 中部 石川県 ＨＡＨ株式会社 8220001022286
治療の基盤となる検査体制を盤石にし、県内の医療水準を引き上げ
る「腫瘍根治」への挑戦

新特別

1169 R117070039 中部 石川県 ぬりや歯科医院
感染症リスク改善と地域内競争力向上を見据えた補綴治療の最適
化

新特別

1170 R117070043 中部 石川県 株式会社北村機器製作所 2220001002343
半導体製造装置の製造における先進性のある高速・高品質溶接技
術の確立

新特別 株式会社北國銀行

1171 R117070047 中部 石川県 株式会社ＷＡＴＥＲＩＺＥ 3220001023611 ポータブルＡＩ水浄化循環蓄電ユニットの試作機改良 通常
公益財団法人石川県産業創
出支援機構

1172 R118070003 近畿 福井県 株式会社森包装 4210001004149
高性能自動包装システムの導入による非接触型、多品種対応包装ラ
インの構築

新特別

1173 R118070004 近畿 福井県 株式会社アソビナ 7010001188967 地球の未来を考えたＴシャツブランドの開発、販売事業の取組み 新特別

1174 R118070005 近畿 福井県 株式会社ウィルパックニシヤマ 3210001013910
災害時に備え普及が加速する蓄電システム用大型段ボール箱等の
品質向上及び安定化の実現

新特別 株式会社福井銀行

1175 R118070009 近畿 福井県 コハラ　ラボ ＣＡＤＣＡＭ機を導入して品質向上と生産性向上を図る 通常 福井県商工会連合会

1176 R118070010 近畿 福井県 中村畳店
地域ＮＯ．１からオンリーワンとなる、５代目時代に向けた生産体制の
刷新

通常

1177 R118070012 近畿 福井県 株式会社角文 3210001008051 箔押し内製化で短納期生産体制とオンライン受発注システムの構築 通常 福井商工会議所

1178 R118070013 近畿 福井県 株式会社ヒデコー 3210002007622
データシミュレーション・データ検証体制整備による高精度薄板曲げ
加工技術の構築

新特別 株式会社北陸銀行

1179 R118070014 近畿 福井県 大嶋畳商店
全自動畳製造設備の導入による短納期対応・オーダーメイド製造体
制の構築

通常 福井県商工会連合会

1180 R118070018 近畿 福井県 株式会社ＭＡＣＲＯ 2210002009289 コロナ禍で需要が拡大、お取寄せチーズスイーツ量産体制構築事業 通常 株式会社福井銀行

1181 R118070019 近畿 福井県 有限会社サンライズプレス工業 7210002004847 ＤＸ活用による生産プロセス全体の改善と溶接加工技術の高度化 通常 髙田　友紀

1182 R118070023 近畿 福井県 株式会社ユーカリ工業 5210001012241
最新ベンディングマシン導入による、生産性向上を目的とした生産体
制改善計画

新特別

1183 R118070024 近畿 福井県 株式会社キミコン 4210001012812 複合・統合型三次元技術の確立による測量困難地測量の高度化 新特別 株式会社北陸銀行

1184 R118070026 近畿 福井県 有限会社児島タイル店 6210002001259 素材加工技術の高度化と施工プロセス全体の改善、業務効率化 通常 髙田　友紀

1185 R118070027 近畿 福井県 ケーエッチニット株式会社 8210001001142 ダブルニット丸編み機と専用釜によるハイゲージニット生地の開発 通常
株式会社ＧＫコンサルティ
ング

1186 R118070028 近畿 福井県 有限会社前田ネーム 7210002007949 印刷設備の高機能化による生産性向上および対人接触機会の減少 通常 株式会社ゼロプラス

1187 R118070030 近畿 福井県 株式会社笹岡工業所 2210001007112
独自のリサイクル技術を活用した革新的住宅基礎部材の開発と効率
的な生産プロセスの構築

新特別 坂倉　宏次

1188 R118070031 近畿 福井県 黒龍酒造株式会社 8210001017403 フリーズドライ酒粕を利用して、美容・健康市場を開拓する。 通常

1189 R118070032 近畿 福井県 株式会社松川レピヤン 3210001007672
織ネーム業界初「冷却式・防縮加工」工程確立による品質安定化及
び新商品開発

新特別 株式会社福邦銀行

1190 R118070033 近畿 福井県 岡山部品株式会社 5210001000799 新ビジネスモデル！触媒・ＥＧＲ再生ネットワークの構築事業 通常 株式会社北陸銀行

1191 R118070044 近畿 福井県 冨士経編株式会社 1210001013219
コロナ禍の新たな需要に対応するため、生産管理システムを構築し
て生産性向上と新製品の投入を目指す

通常
株式会社ジエック経営コン
サルタント

1192 R118070047 近畿 福井県 有限会社阿部産業 5210002009311 電動式射出成形機によるリードタイムの短縮化と低コスト化の実現 通常
株式会社ＧＫコンサルティ
ング

1193 R119070002 関東 山梨県 小菅精機株式会社 5090001007915 半導体製造装置用部品生産技術高度化事業 通常

1194 R119070004 関東 山梨県 株式会社アドヴォネクスト 9090001002838 ポストコロナに対応するための商材・新サービスの開発 新特別

1195 R119070005 関東 山梨県 有限会社天野印刷所 9090002011359
印刷物等の受託方法の改善及び最新型印刷機等の導入による短納
期、低コスト、省人化の実現

新特別 株式会社やまと経営

1196 R119070006 関東 山梨県 株式会社通 1090001014270
森林資源の薪利用による環境保全と魅力あるキャンプ場づくりの両
立

通常 藤原　範夫

1197 R119070007 関東 山梨県 川口製作所
下ダボ挿入機（ＤＫＳ－２）の導入による生産性向上と労働環境の改
善

通常 山梨県商工会連合会

1198 R119070008 関東 山梨県 新田商店 日本を代表するワイン産地における新たなワイン購入体験の創出 通常 藤原　範夫

1199 R119070009 関東 山梨県 株式会社浅間組 3090001011893
高度な３Ｄ測量の実施及び３Ｄ図面を活用した先進的な現場施工へ
の取組

通常

1200 R119070013 関東 山梨県 しみず歯科医院 事前診断導入によるノンクラスプデンチャーの新治療体制の構築 新特別 アイアンドアイ株式会社
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1201 R119070015 関東 山梨県 甲府ファーストデンタルクリニック 新型コロナウィルスに配慮した先進的治療体制の構築 通常

1202 R119070016 関東 山梨県 有限会社甲斐テック 7090002009009 最新式ＩｏＴ電動射出成形機によるデジタル生産体制の高度化事業 新特別

1203 R119070017 関東 山梨県 株式会社佐藤電機製作所 7012401012509 スポット溶接・カシメ技術獲得による５Ｇ基地局部材の量産体制構築 新特別 株式会社ゼロプラス

1204 R119070018 関東 山梨県 宇宙カンパニー合同会社 2090003001266
日本初！新鮮なフルーツの風味を強調した「スムージービール」の本
格製造販売

通常 株式会社Miraile

1205 R119070019 関東 山梨県 有限会社丸利森本建設 2090002007801 ＩＣＴ土木施工導入による施工効率の向上と新たな受注の拡大 通常 山梨県商工会連合会

1206 R119070021 関東 山梨県 株式会社アンドーニット 4090001011892 コロナ禍で需要が拡大する自社ブランドの開発・量産体制構築 新特別

1207 R119070022 関東 山梨県 株式会社金星貿易 9090001013892
先端技術のＩＯＴ・ＡＩ遠隔管理システムを活用し、鉄・非鉄金属を国内
外に拡大販売

通常

1208 R119070023 関東 山梨県 有限会社大中精機製作所 9090002009428
難加工材料による複雑部品の中・大量生産実現による電気自動車
部事業参入

通常

1209 R119070024 関東 山梨県 ｍ’ｓＦＡＣＴＯＲＹ株式会社 5090001015348 最新の塗装システムによる効率化と水性塗料車への鈑金塗装対応 新特別

1210 R119070027 関東 山梨県 石倉歯科医院
最高水準のインプラント周囲の治療の提供と感染リスクを最小化した
歯科医院へ

通常

1211 R119070030 関東 山梨県 中込歯科医院 デジタル化によるかかりつけ医としての地位向上と最先端医療実現 通常

1212 R119070031 関東 山梨県 株式会社昭栄精機 4090002004631 稼働率改善による生産性向上、付加価値向上・増益体制構築事業 新特別 株式会社やまと経営

1213 R119070032 関東 山梨県 株式会社オズ・プリンティング 3090002000648 オリジナルステーショナリー作成サービスの実施による売上拡大 新特別

1214 R119070034 関東 山梨県 株式会社太滝 2090001014278 高出力レーザー溶接機の導入によるハイジュエリーの生産性向上 通常 飯田　伸司

1215 R119070036 関東 山梨県 地建工業株式会社 6090001001314 ＩｏＴとビッグデータを駆使したインフラ点検サービス事業の構築 新特別 關野　孝

1216 R119070037 関東 山梨県 Ｏ．Ｇ．Ｙ．Ｐ株式会社 7090001014785 作業者同士の接触を減じながら新規受注を含む生産量増加を実現 通常

1217 R119070038 関東 山梨県 株式会社阿部精工 6090001007245 ワイヤ放電加工機導入による高難度加工、宇宙産業への進出事業 新特別 株式会社やまと経営

1218 R119070043 関東 山梨県 イケヤ精工
測定補正機能付き高速高精度ＭＣと専用治具開発による高収益実
現

通常 斉藤　竜

1219 R119070047 関東 山梨県 土地家屋調査士法人芦澤事務所 6090005007381
三次元地形データを建築設計に応用する提案と管理ビジネスモデル
の取り組み

通常 株式会社山梨中央銀行

1220 R120070005 関東 長野県 有限会社エム・ディ・エムシステム 6100002015419 グラビティ鋳造金型製作技術の高度化による生産性向上計画 新特別 株式会社エフアンドエム

1221 R120070006 関東 長野県 富士ケミカル株式会社 1100001007677
最新のＩＴ対応設備導入による環境対応梱包資材の設計の効率化と
非対面化の促進

新特別

1222 R120070010 関東 長野県 信越理研株式会社 9100001001276
高硬度および高純度な特殊銀めっきの技術確立による生産ライン増
強

通常
一般社団法人日本中小企業
サポート協会

1223 R120070011 関東 長野県 有限会社ヤマダプレス 8100002031991
薄くキズの付きやすい材料での大型部品加工実現に向けた自動化ラ
インの構築

新特別

1224 R120070013 関東 長野県 ライジングコンサルタント株式会社 4100001005125
レーザー測量の実行と現場作業の省人化を実現する測量体制刷新
計画

新特別 株式会社八十二銀行

1225 R120070014 関東 長野県 株式会社鋼商 9100001000955
数値制御鵜方折曲機導入による新たな維持修繕工事市場への参入
事業

通常 春原　眞一

1226 R120070015 関東 長野県 メタルクリエイト株式会社 5100001005875
最新ＣＮＣ旋盤導入による産業機器用ファンモーター部品の生産体
制刷新計画

新特別 長野信用金庫

1227 R120070017 関東 長野県 伊那食品工業株式会社 7100001020600
寒天製品の需要拡大に応じた高付加価値商品の開発・量産体制増
強計画

新特別 株式会社八十二銀行

1228 R120070018 関東 長野県 有限会社市村工業所 8100002027750
超高速通信部品を最新設備の導入により低コスト、短納期で納入す
る技術を確立する。

通常

1229 R120070019 関東 長野県 有限会社依田紙器製作所 9100002016430 製造ラインの効率化による独自性の発揮とブランド強化 通常 株式会社八十二銀行

1230 R120070021 関東 長野県 株式会社協和精工 1100001023030 研削加工技術を用いた大型ブレーキの製造技術確立 通常

1231 R120070023 関東 長野県 山眞建設有限会社 4100002014967 情報通信技術活用による完全なＩＣＴ施工プロセスの確立 新特別

1232 R120070024 関東 長野県 株式会社ハイデックス 9100001021010 高精度高品位要求の複雑形状部品の切削加工の生産性向上 通常
公益財団法人上伊那産業振
興会

1233 R120070025 関東 長野県 株式会社桜花 1100001030274
３次元ＩＣＴ施工管理システムの導入による新市場開拓と生産性向上
事業

通常 春原　眞一

1234 R120070030 関東 長野県 株式会社トライアン相互 7100001015716 ポストコロナに対応した精密板金試作のコンビニエンスストア化事業 新特別 株式会社八十二銀行

1235 R120070031 関東 長野県 高島産業株式会社 1100001018476 脆性材（セラミックス）の微細研削加工専用自動化装置の開発 通常

1236 R120070032 関東 長野県 株式会社小山産業 4100001010983
高機能ＩＣＴ建機システムの導入による生産プロセスの改革と地域社
会の維持貢献

通常 株式会社八十二銀行

1237 R120070036 関東 長野県 株式会社日向製作所 1100001007660 顧客ニーズ・生産要請に応えられる強い生産力の確立 通常
一般社団法人日本中小企業
サポート協会

1238 R120070039 関東 長野県 有限会社伸和工作 5100002031318
現有する鋳造加工技術と最新加工機導入の複合活用によるガン治
療機部品需向け革新的低感染型生産プロセス構築

通常 石山　賢

1239 R120070040 関東 長野県 株式会社ｎｅｏｐ 1100001025539 ＣＧ加工の１００％内製化によるレンズ研磨の品質向上 通常

1240 R120070047 関東 長野県 株式会社日研コンサル 5100001013829 最新測位技術搭載ドローンによる【密にならない橋梁点検】の実現 新特別

1241 R120070048 関東 長野県 ガレージメカドック 中野地域初！次世代自動車への板金・整備ワンストップサービス 通常 渡邉　学

1242 R120070050 関東 長野県 株式会社ヒーテック 2100001005894
金属製品熱処理前後における製品洗浄装置のプロセス改善による
生産性向上

通常 株式会社八十二銀行

1243 R120070051 関東 長野県 有限会社宮脇工房 2100002038431 革新的アクチュエータとソフトウェア開発による新規顧客開拓事業 通常

1244 R120070054 関東 長野県 カナルウォーター株式会社 4100001034173 統合型ウエアラブル熱中症予防デバイスシステムの開発 新特別

1245 R120070058 関東 長野県 有限会社六川タンス店 3100002018399 木材の良さを活かしたキャンピングカー内装仕上げ事業の本格展開 通常

1246 R120070059 関東 長野県 ながせ薬局 調剤における対物業務の機械化による対人業務の強化 通常

1247 R120070064 関東 長野県 コーナーストーン 自宅で断食道場！断食道場食事メニューをレトルト化してＥＣ販売 通常 プロビタス税理士法人

1248 R120070067 関東 長野県 ＫＣＪＴＨＩＲＤＰＥＲＳＯＮ ＡＩ技術を活用した新たな生産体制構築と雇用増加による収益性向上 新特別 諏訪信用金庫

1249 R120070068 関東 長野県 有限会社朝倉石油 3100002029644
新規システム導入による新たな接客サービスの提供と車検整備事業
の強化

新特別 株式会社長野銀行

1250 R120070071 関東 長野県 まつした齒科 複数データの重ね合わせによる高精度歯科治療とＳＡＳ治療 通常
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1251 R120070072 関東 長野県 株式会社五千尺 7100001014478 業務改革推進による生産性向上 通常

1252 R120070074 関東 長野県 有限会社宮坂畳商事 1100002031874 畳の製造技術を活かした超薄型畳の製造 通常 株式会社八十二銀行

1253 R120070076 関東 長野県 菜の花マタニティクリニック
甲信越地域発のレーザー治療導入で婦人科系疾患の高度治療・女
性のＱＯＬ向上を実現

新特別

1254 R120070077 関東 長野県 伸榮工業有限会社 6100002023594 多品種ニーズに対応したダイカストプロセスイノベーションの実現 通常 長野県商工会連合会

1255 R120070079 関東 長野県 有限会社松本電子工業 9100002009038 顧客の増産要請に応えるための検査工程の生産性向上 通常

1256 R120070081 関東 長野県 シスマック株式会社 2100001019985 電動化が進み変貌する自動車部品の生産工程治具開発 通常

1257 R120070083 関東 長野県 株式会社進め 4100001034314 感染症リスク軽減繊維加工システムの開発及び販売サービスの提供 新特別

1258 R120070085 関東 長野県 有限会社かいたく 6100002019592 航空レーザー三次元測量による生産性向上、労働環境の改善事業 通常

1259 R120070086 関東 長野県 マルオカ工業株式会社 3100001017848
年間３６０立方廃棄されているオガ粉をブリケット（人工薪）に再生して
販売する事業

通常 長野県商工会連合会

1260 R120070087 関東 長野県 丸林商工株式会社 1100001015911
木製パレット自動生産ラインの導入による省人化・労働生産性の向
上

新特別

1261 R120070088 関東 長野県 有限会社シナノ精密 7100002036505 客先の増産要求に応え、半導体装置分野の事業基盤を確立する 通常 飯田信用金庫

1262 R120070091 関東 長野県 株式会社井賀屋酒造場 8100001012002
海外市場への革新的・高品質・高付加価値な日本酒製造方法の確
立

通常 長野信用金庫

1263 R120070093 関東 長野県
スギ・ミュージカル・インストゥルメンツ有限会
社

1100002022840 北米市場をターゲットにした、カスタマイズギターの量産技術の開発 新特別
株式会社オオサワ・ビジネ
ス・コンサルティング

1264 R120070094 関東 長野県 有限会社原製作所 3100002025940 製缶板金の一次加工の高度化によるオーダーメイド品の受注強化 通常
株式会社ＩＳＴコンサル
ティング

1265 R120070096 関東 長野県 有限会社上原製作所 3100002016725 高精度ベルハウジングの安定供給に資するＮＣ旋盤導入事業 新特別 長野県信用組合

1266 R120070097 関東 長野県 ファインテック
ＤＴＦプリントと自動アイロンプレス機の導入による生産性向上と新規
顧客獲得事業

通常 飯田信用金庫

1267 R120070098 関東 長野県 有限会社メイト 8100002016893 新加工方法を取り入れた大型部品切削工程の生産性向上事業 新特別 長野県信用組合

1268 R120070099 関東 長野県 株式会社シュタール 7100001018818
Ｗｅｂシステムを利用した業務効率化、販路拡大、ＥＤＩ化の促進　（そ
のためのアルミ製造ライン拡充）

通常

1269 R120070100 関東 長野県 有限会社早川製作所 2100002014580
仕上げ研磨工程内製化による革新的高精度金型製作体制の構築事
業

新特別

1270 R120070102 関東 長野県 ＭＵラボ合同会社 4100003005503 放射線治療機品質管理用新システムの開発事業 通常 松本商工会議所

1271 R120070104 関東 長野県 有限会社堀田精工 8100002014749 内製化実現による顧客からの要求精度・納期短縮の改善と受注拡大 通常 有限会社三井経営研究所

1272 R120070105 関東 長野県 有限会社藪原製材所 7100002027553 サワラ材の特徴を生かしたチーズ熟成棚製造事業への挑戦 通常 松本信用金庫

1273 R120070106 関東 長野県 有限会社セルコトロン 5100002014198 細線径（Φ０．３ｍｍ）以下での「完全整列巻」コイルの量産 通常 上田商工会議所

1274 R120070111 関東 長野県 株式会社楽東苑 8100001003744 耕作放棄地・のり面の草刈りを無人化し安全と効率を確保する 新特別

1275 R120070113 関東 長野県 毎日自動車工業株式会社 4100001003194 電動トラックの普及を見据えた軽量化架装の製造技術確立 新特別
株式会社コムラッドファー
ムジャパン

1276 R120070114 関東 長野県 株式会社ベクトル自工 2100001028664 輸送用トラック架装の高度化による、顧客満足度・生産性の向上 新特別 長野県信用組合

1277 R120070119 関東 長野県 有限会社田村製作所 3100002015792 新型自動シートフィーダ導入による生産性向上と販路開拓 新特別

1278 R120070123 関東 長野県 株式会社今井商工 2100001024110 ＡＩシステム搭載機の活用による不良率低減と高精度化・短納期対応 新特別 諏訪信用金庫

1279 R120070127 関東 長野県 有限会社御菓子処花岡 1100002015695 新商品の開発による経営の安定化及び顧客満足向上 通常

1280 R120070128 関東 長野県 有限会社星スタンプ工業 4100002016864 専用自動機導入による印刷工程の生産性向上と不良率削減事業 新特別 長野県信用組合

1281 R120070130 関東 長野県 株式会社セルコ 6100001008522 高密度コイル生産工程の巻治具を自社による新工法の開発 通常
TM人事労務コンサルティン
グ株式会社

1282 R120070138 関東 長野県 エヌ・ワイ産業株式会社 3100001000449
畜産器具製造における自社一貫製造体制の確立と生産効率を高め
る製造工程の革新

通常 長野信用金庫

1283 R121070002 中部 岐阜県 株式会社ＫＲＭコーポレーション 4200001020329 小型延線車の導入による生産性向上の実現と業界変革への挑戦 通常 株式会社大垣共立銀行

1284 R121070003 中部 岐阜県 若林煎餅株式会社 2200003002104
コロナによる経営への影響を回避するための新たなマーケットへの
進出

通常

1285 R121070004 中部 岐阜県 有限会社テキスタイルラボ 1200002005884 ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による低コスト・高品質の生産プロセスの実現 通常

1286 R121070007 中部 岐阜県 大健工業株式会社 1200001023400
検査体制の刷新による生産性及び検査精度の向上と新分野への展
開

新特別
株式会社フラッグシップ経
営

1287 R121070010 中部 岐阜県 奥飛騨酒造株式会社 1200001026279 新設備と自社ノウハウによる瓶詰め工程の高度化プロセスの確立 通常 益田信用組合

1288 R121070013 中部 岐阜県 株式会社餅信 7200001007760
旬の岐阜県産農産物を活用した三重包餡菓子の短サイクル・多品種
少量生産体制の構築

通常 各務原商工会議所

1289 R121070014 中部 岐阜県 株式会社藤吉鉄工所 9200001004558
大型ロールカッターダイ（金型）にかかる新たな加工方式の確立によ
る生産性向上

通常

1290 R121070015 中部 岐阜県 株式会社石井鉄筋 5200001018363 耐震工事業およびリニア事業に付帯する建設工事の加速化 新特別 若杉　拓弥

1291 R121070016 中部 岐阜県 太田工業株式会社 1200001008343
溶接工程へのロボット導入による地域への高品質・低コストの鉄骨供
給

新特別
株式会社市岡経営支援事務
所

1292 R121070017 中部 岐阜県 東光土建株式会社 3200001017441 新設備と強みによる工事段取り・検査作業の高度化プロセスの確立 新特別 東濃信用金庫

1293 R121070018 中部 岐阜県 有限会社テクニカル三友 9200002011826
需要が増加する道路標示筐体の増産に向けた曲げ工程の生産性向
上

新特別 株式会社ゼロプラス

1294 R121070020 中部 岐阜県 サシヒロ株式会社 5200001016219
「パーソナルスペースＢＯＸ」の量産化に対応するための高効率化事
業

新特別 株式会社大垣共立銀行

1295 R121070021 中部 岐阜県 株式会社ＴＮＧ 8200002014978
高精度ＮＣ旋盤加工技術の習得による、建設機械部品事業への進
出

新特別 株式会社十六銀行

1296 R121070022 中部 岐阜県 株式会社テクノガレージ 4200001033207
塗装・乾燥工程の生産性・品質向上による自動車整備・修理事業の
抜本強化

新特別 岐阜信用金庫

1297 R121070024 中部 岐阜県 株式会社エレクス 4200001037521 極小プリント基板装着機導入による医療検査装置の部品製造 通常 株式会社エイチ・エーエル

1298 R121070025 中部 岐阜県 有限会社ハヤシ製畳 6200002010186
高齢者向け「住まい安心畳」の開発とお困りごと解決リフォームの提
案

新特別 岐阜信用金庫

1299 R121070029 中部 岐阜県 株式会社なゆた 3200001019768
職人の声を直接届ける「作り手＝営業」体制を構築する設備導入計
画

通常 関信用金庫

1300 R121070030 中部 岐阜県 株式会社吉川工務店 7200001023601
鉄骨一次加工の内製化により一貫生産体制を完成させ、短納期とコ
スト減を実現

通常 株式会社十六銀行
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1301 R121070033 中部 岐阜県 有限会社エイチ・エス 6200002008998
新市場進出の際に差別化要因となる、純国産を成功させる技術力の
強化

通常

1302 R121070034 中部 岐阜県 有限会社村岡鉄工所 6200002008115
生産管理システムと新型バリ取り機導入による金属加工部品の生産
性向上

通常 株式会社大垣共立銀行

1303 R121070036 中部 岐阜県 大野食糧株式会社 6200001000782 岐阜ブランド米の付加価値向上による、ネット通販事業の拡大 新特別 岐阜信用金庫

1304 R121070037 中部 岐阜県 有限会社藤井家具製作所 5200002025879 高級住宅家具の長尺化と鋭角仕上げを克服する精密カット技術革新 新特別

1305 R121070038 中部 岐阜県 株式会社安藤林業 3200001030122
脱炭素社会への布石！ドローン＆スイングヤーダ導入によるスマー
ト林業の実現

通常 坪井　亮

1306 R121070039 中部 岐阜県 苅谷歯科医院 歯科用ＣＴの導入による小児患者における歯科不正の革新的治療 新特別

1307 R121070042 中部 岐阜県 有限会社オートボディーツタ 4200002025021
ＡＩとクラウドのビッグデータを活用した鈑金塗装の調色システムを構
築する設備投資

通常
公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

1308 R121070047 中部 岐阜県 株式会社カネコ工業 4200001034601
大型リンクプレス機でレーザ加工を代替した重量物プレス品の生産
体制構築

通常

1309 R121070048 中部 岐阜県 株式会社デコレクションズ 1200001013021 手芸用新作生地の会員制サブスクリプション方式での販売 新特別
株式会社アクセルパート
ナーズ

1310 R121070051 中部 岐阜県 有限会社総美クリエイト 3200002012004 赤外線カメラ付ドローンを利用した新たな外壁検査サービスの提供 新特別 岐阜県商工会連合会

1311 R121070053 中部 岐阜県 株式会社工和製作所 3200001014777
革新的な製造プロセスの改善による自社の競争力強化のための事
業

新特別 岐阜県商工会連合会

1312 R121070054 中部 岐阜県 株式会社宮川技研 2200001014340 ＮＳ付き精密平面研削盤の導入による、生産性向上事業 通常 株式会社十六銀行

1313 R121070055 中部 岐阜県 有限会社美酬テント商会 6200002008049
「高周波ウェルダー等の設備を導入して、グランピングテントの製造ラ
インを構築する取組」

通常

1314 R121070058 中部 岐阜県 ドリームジャパン株式会社 5200001028627 提供する商品の付加価値を向上させるための製造体制の革新事業 通常 菅野　守

1315 R121070060 中部 岐阜県 株式会社テクノプレニードヒダ 5200001017497 コロナで輸入経路が途絶した三酸化アンチモン含有製品の国内回帰 通常

1316 R121070061 中部 岐阜県 有限会社河村製作所 9200002018607 小型ＣＮＣ旋盤による納期短縮及び精度向上 通常

1317 R121070062 中部 岐阜県 森歯科医院
治療の効率化・高精度化を図る高精細ＣＴ導入による歯周病治療対
応能力の向上

新特別 岐阜信用金庫

1318 R121070063 中部 岐阜県 有限会社リザ 5200002005162 連携体の強みを生かした歯科業界のデジタル化進展への対応 新特別 アイアンドアイ株式会社

1319 R121070070 中部 岐阜県 八州製作株式会社 5200001011632
ターニングセンタを導入しガス器具部品金型の一貫生産体制を整え
る

新特別 岩本　秀巳

1320 R121070073 中部 岐阜県 キミドリ建築
デザイン豊かで遊び心があるオンリーワンのオーダー家具事業のＥ
Ｃ展開

新特別

1321 R121070075 中部 岐阜県 株式会社興栄コンサルタント 8200001001894 非対面クラウド型設計システム構築による革新的測量サービス展開 新特別

1322 R121070077 中部 岐阜県 岐阜動物クリニック ペットの高齢化に対応する医療機器の導入と診療体制の強化 通常
公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

1323 R121070078 中部 岐阜県 株式会社ながしまプランニングオフィス 1200001022146 新製品開発に向けた新たな製造技術の開発 通常 東濃信用金庫

1324 R121070080 中部 岐阜県 有限会社長崎製作所 6200002016737
次世代社長による自動二輪車という新分野における収益確立への挑
戦

新特別

1325 R121070082 中部 岐阜県 はざま酒造株式会社 1200001023508
醸造施設冷蔵化による清酒貯蔵期間の最短化による商品の鮮度向
上・製造品質・酒質の安定

通常

1326 R121070084 中部 岐阜県 株式会社オーガニックフーズ 1200001034414 安心で美味しい無添加ソーセージを実現する生産プロセス改善事業 通常
公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

1327 R121070091 中部 岐阜県 株式会社米金商店 5200001002053 生コンクリート工事に於ける生産および運搬の効率化 新特別

1328 R121070096 中部 岐阜県 株式会社アクアフィールド 7200001035852 自動車の新たな流れに対応するアライメントシステムの構築 新特別 株式会社大垣共立銀行

1329 R121070098 中部 岐阜県 株式会社ゼロックス 9200001028012 障がい者支援事業者が挑む国産木耳・なめこ二毛作事業の収益化 通常 中筋　一郎

1330 R121070099 中部 岐阜県 中津第一歯科
地元に根差した歯科医院―補綴治療デジタル化で高齢者の負担削
減

新特別 株式会社meditips

1331 R121070100 中部 岐阜県 有限会社法師山精密工業 5200002018321 平面度測定による補正を用いた高精度な平面研削の実現 通常

1332 R121070104 中部 岐阜県 有限会社ハナゲン 7200002003692 カットパスター専用製造機導入による生産性向上で売上拡大 通常

1333 R121070106 中部 岐阜県 株式会社サンアイ岡本 9200001000846 プラズマ切断機付ロボット導入による革新ラインの構築 通常
公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

1334 R121070107 中部 岐阜県 松保建設有限会社 5200002019146 土木工事現場の効率化を実現する遠隔現場管理システムの導入 新特別

1335 R121070109 中部 岐阜県 東海ライニング工業株式会社 5200001014528 塗装ロボット導入による労働負担削減と生産性向上の実現 通常 岐阜県商工会連合会

1336 R121070111 中部 岐阜県 株式会社河村綜建 3200001016204 伝統技法の自動化による社寺建築の生産性向上とサスティナブル化 通常 岐阜県商工会連合会

1337 R121070112 中部 岐阜県 株式会社エムテック 1200001018532
形状が複雑な大型切削工具の再研磨機械化によるコロナ禍からの
脱出

新特別 虫鹿　真司

1338 R121070113 中部 岐阜県 株式会社長谷部鉄工所 1200001018540 ＮＣ旋盤導⼊による中ロット製品の⽣産性向上 新特別 小倉　裕樹

1339 R121070114 中部 岐阜県 株式会社クラウン 6200001035952 実走行情報とＡＩを活用したオンライン配送管理システム構築 新特別

1340 R121070115 中部 岐阜県 高田木材Ｔ＆Ｋ コロナ禍のウッドショックを解消する国産材の革新的供給体制の構築 新特別 岐阜県商工会連合会

1341 R121070116 中部 岐阜県 株式会社メトーカケフ 1200001034059
金属屋根断熱材貼付け装置の導入により環境へ配慮した生産プロセ
スの構築及び生産性向上

通常

1342 R121070117 中部 岐阜県 旭化学株式会社 4180001003303 樹脂コーティング用　加熱炉導入による生産性向上 通常 アアル株式会社

1343 R121070121 中部 岐阜県 株式会社みやび屋 8200001012322
ＥＣサイトを利用した岐阜県産オリジナルスイーツのネット販売による
販路開拓

新特別 有限会社えんがわ

1344 R121070122 中部 岐阜県 ワイ・ケー・ピー工業株式会社 6200001023610 ２材射出成形品の製造工程の開発による生産性向上の取組み 通常

1345 R122070002 関東 静岡県 水谷電機工業株式会社 1010001030390
小型放熱器自動製造装置開発による生産性向上及びサプライチェー
ン強靭化の実現

通常

1346 R122070004 関東 静岡県 山内機型工業株式会社 8080101009883
先進的安全自動車デザイン部品の高精度とデザイン性の共存を可
能とする検査治具の製造

新特別 立野　靖人

1347 R122070005 関東 静岡県 株式会社ヤグチ技工 8080101006716
弾性タイル基板製造の内製化と高速樹脂注入機導入により短納期
化・コスト低減を図る

通常 三島信用金庫

1348 R122070006 関東 静岡県 株式会社チダ 7080101016385 ウォータージェット斫り工事業 新特別 富士宮信用金庫

1349 R122070009 関東 静岡県 株式会社イトウ電機 5080401000495
生産能力向上の為の自動溶接装置の製造を最新測定機器の導入に
より実現する

新特別 立野　靖人

1350 R122070010 関東 静岡県 オトヤ工業株式会社 2080401001117
半導体製造装置に関わる当社独自製法ニードルローラーの生産方
式刷新事業

新特別 シェアビジョン株式会社
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1351 R122070011 関東 静岡県 株式会社エーエムリンク 4080401022549 ２ＤＣＡＤを用いた効率的配線工事法開発計画 通常

1352 R122070012 関東 静岡県 株式会社Ｓ＆Ａキャリア 4080101021834
非対面型面接が可能な保育施設専門の有料職業紹介サイトビジネ
スの実現

新特別

1353 R122070013 関東 静岡県 株式会社ドクター製作所 8080001016930
最新曲げ加工機導入と業務改善による新たな事業領域への事業展
開

通常 株式会社静岡銀行

1354 R122070014 関東 静岡県 株式会社栄和産業 8021001027254 モデリングペースト吐出装置導入による材料製造プロセスの効率化 通常

1355 R122070015 関東 静岡県 株式会社フィールド・サービス 6080401004644 ３次元データと位置情報を基にした工事の高精度化の実現 通常 株式会社清水銀行

1356 R122070021 関東 静岡県 有限会社ＭＥＡＴ　ＰＲＯ鈴木 7080102007053
中食・アウトドア需要拡大に対応する独自ブランドポークの精肉及び
加工品の生産性向上計画

新特別 株式会社東日本銀行

1357 R122070022 関東 静岡県 有限会社杉村木工所 9080102009072
コロナ禍でニーズの高い　全く新しい　抗菌テレワーク用デスクの開
発

新特別
株式会社オオサワ・ビジネ
ス・コンサルティング

1358 R122070025 関東 静岡県 浜松サッシ鋼業株式会社 1080401004104
鋼製ドアの大型化・穴形状複雑化に対応する超短納期生産体制の
構築

通常 浜松磐田信用金庫

1359 R122070026 関東 静岡県 パル博愛歯科
補綴物製作の内製化による即日治療の実現および感染症リスクの
低い歯科医院の構築

新特別 株式会社静岡銀行

1360 R122070028 関東 静岡県 株式会社坂本園 9080001020106 「ティーバッグを活用する川根茶の新たな提供の開始と生産性向上」 通常 静岡県商工会連合会

1361 R122070031 関東 静岡県 斉藤デンタルスタジオ
デジタル歯科推進と得意分野集中による戦略的連携で地域Ｎｏ１獲
得

新特別 德田　進

1362 R122070037 関東 静岡県 西島歯科医院
歯科用ＣＴ及び最新ユニット導入による難治性根管治療の高度化を
実現

新特別 株式会社静岡銀行

1363 R122070038 関東 静岡県 株式会社村忠鉄工所 5080401005387 ３Ｄレーザー測定サービスの展開による建物耐震強化への促進事業 通常 株式会社ケレス

1364 R122070039 関東 静岡県 有限会社西尾商店 9080002013042
新マイクロ波抽出技術による魚節フレーバー濃縮エキスの開発及び
販路開拓

通常 富士信用金庫

1365 R122070041 関東 静岡県 有限会社中野測量設計事務所 2080102012966 ＩＣＴ技術を進化させる高精度な３次元測量と生産性向上の実現 新特別 長井　寿郎

1366 R122070042 関東 静岡県 株式会社久和屋 9080001001337 顧客ニーズ及び国内需要に応える木材の表面加工に係る高度化 通常

1367 R122070045 関東 静岡県 さらしな歯科医院 ウィズコロナに対応したワンストップ診療体制の構築 新特別 浜松磐田信用金庫

1368 R122070046 関東 静岡県 森本歯科医院 安全で工期の短いインプラント手術を行うためのＣＴ装置導入事業 新特別 野竿　健悟

1369 R122070047 関東 静岡県 ヤナカ歯科医院
地域に根差した歯科サービスの提供及びＷｉｔｈコロナに対応した歯科
医院の構築

新特別 株式会社静岡銀行

1370 R122070048 関東 静岡県 株式会社オートサービスＮａｏ 9080401021835 環境配慮と迅速性に優れた塗装サービスと指定工場化 新特別

1371 R122070050 関東 静岡県 松菱製紙株式会社 2080101009716
難離解古紙のシュレッダー処理後の破砕故紙を使ったトイレットペー
パーの新生産方式の構築

通常 富士信用金庫

1372 R122070051 関東 静岡県 上野泰治歯科診療所
ＣＡＭＢＲＡシステムによる歯科診療の高度化と革新的サービス体制
の構築

通常 株式会社静岡銀行

1373 R122070052 関東 静岡県 東海アーバン開発株式会社 5080401003382
フロア型足場Ｑｕｉｃｋ　ｄｅｃｋ工法普及のためのチェーン耐久検査の内
製化事業

通常

1374 R122070053 関東 静岡県 株式会社ウェルテック 3080001011325 微細転写法を用いた圧倒的低価格のマイクロ流路チップの開発 新特別 静清信用金庫

1375 R122070054 関東 静岡県 株式会社すぷらうとくらぶ 6080001018945 手間いらずの新鮮スプラウト商品の量産化体制整備事業 通常 静岡県商工会連合会

1376 R122070055 関東 静岡県 れいこ歯科 沼津市内の障がい者に対する歯科治療の高度化による地域貢献 新特別 株式会社静岡銀行

1377 R122070057 関東 静岡県 佐野製缶株式会社 2080001011870
業務⽤オイル⽸の国内調達ニーズ増加に伴う検査体制の効率化に
よる⽣産性向上

新特別 株式会社清水銀行

1378 R122070058 関東 静岡県 有限会社米元建築板金 3080102006307 金属製屋根材の端材を活用したステンレス製品製造事業への展開 新特別 しずおか焼津信用金庫

1379 R122070060 関東 静岡県 有限会社ネオ工芸 2080002004535
外来患者のゾーニングをしながら落ち着いた待合空間を演出する内
装事業

新特別

1380 R122070061 関東 静岡県 株式会社サスゴ 9080001018117
地域特産のサクラエビの加工プロセスの高度化による新たな地域ブ
ランドの高品質化

通常 株式会社清水銀行

1381 R122070062 関東 静岡県 株式会社ＭＡＲＵＭＡＧＯ 5080001023293 金谷水出し緑茶の高品質化と世界展開 通常 島田掛川信用金庫

1382 R122070063 関東 静岡県 斎藤畳店 介護現場やペット住宅で使える「洗える薄型畳」の増産体制の確立 通常 しずおか焼津信用金庫

1383 R122070065 関東 静岡県 有限会社山口精工 7080102017399
次世代の素材に対応した新たな高付加価値型プレス用金型の製造
に向けた生産プロセスの改善

新特別

1384 R122070067 関東 静岡県 株式会社伊東工業 7080101010751
ファイバーレーザ加工機導入による内製化とコスト力強化・短納期の
実現

通常 補助金活用支援会合同会社

1385 R122070068 関東 静岡県 株式会社カタヤマキ 7080001011866
由⽐港特産のサクラエビ加⼯プロセス改善による品質強化とサプラ
イチェーン強化事業

新特別 株式会社清水銀行

1386 R122070069 関東 静岡県 株式会社コウノ 9080001008002
公共インフラ設備の長寿命化に向けた環境配慮型の橋梁メンテナン
ス新工法の本格導入

新特別 株式会社清水銀行

1387 R122070070 関東 静岡県 米山デンタルラボラトリー
補綴物製作工程の革新による短納期化とコロナ対策のとれた歯科技
工体制の構築

通常

1388 R122070072 関東 静岡県 富士工芸
住宅設計のトレンドに対応した建具製品の高品質化と工数低減によ
る売上拡大計画

通常

1389 R122070073 関東 静岡県 はせがわ歯科医院
感染予防を徹底し、地域医療に貢献する高付加価値治療を提供でき
る歯科医院を目指す。

新特別 富士宮信用金庫

1390 R122070074 関東 静岡県 有限会社栄光プラスチック 4080402018554 １８０トン射出成形機導入による大型・複雑形状製品生産体制構築 通常 島田掛川信用金庫

1391 R122070075 関東 静岡県 さとう歯科医院 御殿場市周辺で随一の低疼痛で短時間の革新的歯周病治療の実現 通常 補助金活用支援会合同会社

1392 R122070076 関東 静岡県 富士正酒造合資会社 3080103000787
日本酒業界初の製造方法で醸す　低アルコール・スパークリング日
本酒の新ジャンル確立

新特別
株式会社オオサワ・ビジネ
ス・コンサルティング

1393 R122070078 関東 静岡県 株式会社藤牧工業所 8080001009059
大手工場等で活用される独自のステンレス製架台の生産プロセス改
善による工程内製化

新特別 株式会社清水銀行

1394 R122070080 関東 静岡県 株式会社マルセイ水産 6080101017954
ＩｏＴ・ＡＩ技術を活用した静岡県産フルーツ魚の商品化および水産養
殖業の労働生産性の飛躍的向上

通常 補助金活用支援会合同会社

1395 R122070082 関東 静岡県 ヤマロク スマート農業による低農薬緑茶の生産改革と販路拡大 通常 袋井商工会議所

1396 R122070083 関東 静岡県 遠州溶接工業株式会社 4080401000711
大型製品・複雑形状の製品を超高精度で測定・検査を行い、付加価
値と生産性の向上を実現する

新特別
株式会社フラッグシップ経
営

1397 R122070084 関東 静岡県 株式会社ハシモト茶業 8080001019594 こだわり煎茶製造技術をによる本格派水出し煎茶ティ―バック生産 通常

1398 R122070086 関東 静岡県 株式会社イーエスピーエス 9080401012173 部品内製化率向上によるリードタイム圧縮と労働生産性向上事業 通常 浜松磐田信用金庫

1399 R122070087 関東 静岡県 有限会社ツルタ 3080402018687 協働ロボットによる加工品質および生産性の向上 新特別 島田掛川信用金庫

1400 R122070089 関東 静岡県 有限会社進士印刷 7080002002559 ＤＸ化によるボトルネック工程解消と在庫レス提供の実現 新特別
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1401 R122070090 関東 静岡県 渥美浜北株式会社 8080401022438 ハブベアリングの完全自動化ラインの実現 新特別 西畑　隆久

1402 R122070092 関東 静岡県 静岡金属工業株式会社 1080001002689
ＮＣタレット加工機導入による、アルミフレームの自動穴あけ加工技
術の確立

通常 静清信用金庫

1403 R122070095 関東 静岡県 株式会社アールアンドディー 2080401012502
最新専用洗浄機導入により働き方改革と産業廃棄物の削減を目指
す

通常 浜松磐田信用金庫

1404 R122070096 関東 静岡県 有限会社タナカ製作 5080402004909 アルミ材における近接複数絞り加工プレスにおける量産体制の確立 通常 浜松磐田信用金庫

1405 R122070097 関東 静岡県 中根歯科医院
歯科治療の低侵襲治療の強化と地域における予防歯科サービスの
充実

新特別 株式会社清水銀行

1406 R122070098 関東 静岡県 株式会社小山スプリング製作所 1080401001803 ジャバラ骨組み用大径バネの製造工程の生産性向上 通常
株式会社市岡経営支援事務
所

1407 R122070100 関東 静岡県 株式会社サンプラ 1080401011224 リサイクル材の廃止に伴い、廃材が出ない新しい加工方法の構築！ 新特別 浜松商工会議所

1408 R122070101 関東 静岡県 株式会社ランドテクト 3080001006028 地質調査の省力化と高精度な調査方法の獲得 通常 静清信用金庫

1409 R122070102 関東 静岡県 有限会社和田清商店 3080002006373 製茶工程の変革と新型設備導入による高級茶「玉露」の新たな展開 通常 株式会社静岡銀行

1410 R122070103 関東 静岡県 株式会社アサヒピー．エム 1080401006348 経営革新に承認された技術を活かした切断作業の高度化 通常

1411 R122070106 関東 静岡県 有限会社藤枝生コン 1080002017975
特殊生コンクリートの配合加工工程を刷新し、高品質な製品の提供
を目指す

通常 静清信用金庫

1412 R122070112 関東 静岡県 有限会社リップス 6080002006453 オンラインレッスンによるＹｏｕＴｕｂｅｒ養成スクールの開校 新特別
株式会社鳥居経営コンサル
ティング

1413 R122070113 関東 静岡県 株式会社柏原鐵工所 6080001015868 県内初！大型アンカーボルト製作の完全内製化への取組 通常 しずおか焼津信用金庫

1414 R122070114 関東 静岡県 合同会社月見里 5080103002253 和菓子製造プロセスの自動化推進による増産と新規販路拡大取組 通常
株式会社エム．サポーティ
ング

1415 R122070115 関東 静岡県 坪井畳店
デザイン畳精密加工技術確立による生産性向上と非対面型の販路
開拓事業

通常 静岡県商工会連合会

1416 R122070116 関東 静岡県 株式会社ＰＥＡＫＳ 7080101016492 電気自動車ブレーキ部品と、Ｆ１部品の技術的な融合と事業化。 通常 三島信用金庫

1417 R122070118 関東 静岡県 株式会社アライデザイン工芸 3080401000332 ＵＶ転写印刷技術を用いたデザインサイン施工サービスの開発 通常 猪口　建太朗

1418 R122070121 関東 静岡県 株式会社カンナ工業 8080101008357
５Ｇサービスを支える半導体製造装置向け高強度ガスフィルターケー
スの生産体制構築

新特別
株式会社コムラッドファー
ムジャパン

1419 R122070122 関東 静岡県 丸進紙業株式会社 1080101009758
地域の製紙産業を支える紙素材の巻取裁断加工業の検査工程の強
化による品質強化

通常 株式会社清水銀行

1420 R122070123 関東 静岡県 株式会社Ｂ．Ｌ．ｓｔｙｌｅ 9080101022539 アライメントテスター導入でレクサスカスタムカー事業の開発・成長 通常 富士宮信用金庫

1421 R122070124 関東 静岡県 株式会社ユース 4080001014509 需要急増液晶ポリマー再生ペレットの生産能力拡大・品質向上実現 通常 島田掛川信用金庫

1422 R122070126 関東 静岡県 北安東ふじもと歯科医院
コロナ禍における通院回数削減と非対面を実現する歯科診療体制の
構築

通常 しずおか焼津信用金庫

1423 R122070127 関東 静岡県 栄和化学工業株式会社 1080101000254
環境にやさしい　ＰＬＡ（ポリ乳酸）を使った　ラミネート製品開発と量
産技術開発

通常
株式会社オオサワ・ビジネ
ス・コンサルティング

1424 R122070128 関東 静岡県 株式会社山一 8020001074785
最先端のレベラー導入による強化型エアコン用コンプレッサー筐体の
製造能力獲得

新特別 株式会社ゼロプラス

1425 R122070129 関東 静岡県 縣商会株式会社 6080401024015 から揚げ専門店だからできるテイクアウト焼き鳥専門店の提供 通常

1426 R122070130 関東 静岡県 向笠園 食の多様性に合わせたリーフ茶の高品質化と自社ブランドの強化 通常 島田掛川信用金庫

1427 R122070132 関東 静岡県 株式会社東和テック 6080401016433
作業工程の遠隔情報管理と、はんだ付け特急実装ライン導入による
電子基板試作の短納期化

新特別
株式会社ビジネスリノベー
ション

1428 R122070133 関東 静岡県 一ツ山車体有限会社 1080102014773
独自の大型車両に対する特殊ボディ架装の加工プロセス改善による
サービス力強化

新特別 株式会社清水銀行

1429 R122070135 関東 静岡県 株式会社ウエストトラスト・ライフサポート 5080101016866 介護ロボットとＩＣＴ機器を活用した介護サービス現場の生産性向上 新特別 静岡県商工会連合会

1430 R122070136 関東 静岡県 丸福山本建設株式会社 9080401005185
道路工事維持修繕に対する切削機活用による切削オーバーレイ工
法

通常 遠州信用金庫

1431 R122070137 関東 静岡県 フルカワクリエイト株式会社 3080001016712
ＴＬＳ（地上型レーザースキャナ）を併用した測量・設計・施工・検査一
体型の革新的サービスの開発

新特別 島田掛川信用金庫

1432 R122070138 関東 静岡県 株式会社遠州米穀 9080401015721 新スタイル「おに弁」の商品開発と販路開拓 通常

1433 R122070141 関東 静岡県 株式会社カクニ茶藤 3080001011572
粉末用自動包装機導入で生産性を向上させ新商品開発を加速させ
る

通常 しずおか焼津信用金庫

1434 R122070142 関東 静岡県 菊川デンタルクリニック新村歯科 ３次元歯科用ＣＴ活用による地域歯科治療の高度化 通常 島田掛川信用金庫

1435 R122070143 関東 静岡県 株式会社もちひこ 1080001011905 球体状等の複雑な形状のテントの生産体制構築事業 通常 静岡県商工会連合会

1436 R122070144 関東 静岡県 日本紙管株式会社 2080001008859
切断工程の生産性・精度向上による食品関連の紙管ニーズへの対
応

新特別 株式会社名古屋銀行

1437 R122070145 関東 静岡県 ダイテック株式会社 9080001003127 抜型製作工程における技術高度化による新素材への対応力強化 通常 静清信用金庫

1438 R122070146 関東 静岡県 有限会社中山建測 7080402005789 土木工事における競争力強化の為の３次元観測強化計画 通常

1439 R122070147 関東 静岡県 丸合株式会社 3180301007161 高強度化、軽量化要求に対応したスチールケース開発の取組み 通常

1440 R122070150 関東 静岡県 こうざい歯科クリニック 新規設備導入による当院にしかできない矯正治療体制の構築 新特別 株式会社静岡銀行

1441 R122070151 関東 静岡県 環境フロンティア株式会社 2080001003711
多元素同時分析装置導入による事業領域の拡大と環境社会への貢
献

通常

1442 R122070152 関東 静岡県 丸益産業株式会社 2080401017328 施工ノウハウとＩＣＴ対応重機の融合による工期短縮と技術伝承 通常 株式会社静岡銀行

1443 R122070154 関東 静岡県 株式会社榛原モータース 5080001013872 不正車検をゼロにするＤＸ車検サービスの開始 新特別 島田掛川信用金庫

1444 R122070158 関東 静岡県 有限会社丸本金型製作所 3080402007888 最新型の⾼速ワイヤ放電加⼯機の導⼊による売上拡⼤ 新特別 小倉　裕樹

1445 R122070160 関東 静岡県 株式会社十八番や 5080101020331 テイクアウト需要増加に対応するための新商品生産設備構築事業 新特別 株式会社静岡銀行

1446 R122070161 関東 静岡県 株式会社エコワーク 1080001012936 ＩＣＴを活用した自社完結型道路工事の実現による現場作業効率化 新特別 島田掛川信用金庫

1447 R122070165 関東 静岡県 大井川興業株式会社 3080001012959 プラント設備更新による生産力向上と高品質製品の安定供給の実現 通常 島田掛川信用金庫

1448 R122070167 関東 静岡県 合同会社スマイルラボ 5080403004321
デジタル技術を活用した高収益審美的歯科技工物の製造販売の拡
大

通常

1449 R122070170 関東 静岡県 株式会社サン・ラファエル 4080401012038 生産性向上により、新商品開発・ＥＣ販路拡大にて売上を向上させる 新特別

1450 R122070172 関東 静岡県 株式会社伸和食品 7180002050944 地域食材を活用した大型冷凍生焼売を開発・販売する新役務の展開 新特別
ＭＡＳＴコンサルティング
株式会社
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1451 R122070173 関東 静岡県 株式会社エイ・コーポレーション 6080001008244 ＩＣＴ対応建機導入による土木工事の生産性向上と高度化の実現 通常 静清信用金庫

1452 R122070174 関東 静岡県 有限会社浜名精工 5080402021243 ベアリングの加工精度向上と感染防止に配慮した生産体制構築 新特別

1453 R122070175 関東 静岡県 株式会社サトウ 7080101005628
脱炭素社会を見据えた低コスト化を実現する「マルチ検査治具」の開
発

通常

1454 R122070179 関東 静岡県 日本気圧バルク工業株式会社 6080001019654 「細胞培養」の高度化させる新型インキュベータの生産体制の構築 新特別 セブンセンス税理士法人

1455 R122070180 関東 静岡県 村田工業株式会社 6080001005200
次世代自動車部品加工設備製造請負を進めるに当たっての低感染
リスク管理体制整備事業

新特別

1456 R122070182 関東 静岡県 株式会社西部ニチラス 6080401006145 デザイン住宅の流行に対応した板金事業の強化の取組み 通常 静岡県商工会連合会

1457 R122070184 関東 静岡県 シャカテキスタイル株式会社 9080401016769 日本一の「インクジェット染色加工工程」の構築！ 通常

1458 R122070185 関東 静岡県 萩原スチール株式会社 1080001015113
屋根材の成型加工品質向上による太陽光発電システム設置施工へ
の貢献

通常 島田掛川信用金庫

1459 R122070187 関東 静岡県 株式会社ビマックス 4080401011080 商用車用金属製パーテーションの増産体制の確立 通常

1460 R122070193 関東 静岡県 文光堂印刷株式会社 9080101001617 ボトルネック解消による地域ナンバー１の確立 通常 三島信用金庫

1461 R122070195 関東 静岡県 株式会社ミナワ 7080001005133
高圧洗浄装置の開発によるタイルカーペットの新たなクリーニング方
式の提供

新特別 株式会社静岡銀行

1462 R122070196 関東 静岡県 栄光歯科医院 設備導入による伊東地域歯科医療サービスの高度化 新特別

1463 R122070198 関東 静岡県 有限会社シンコウ建設 5080002005258 ＩＣＴ油圧ショベル導入による丁張り作業の革新的プロセスの改善 新特別 原野　郁巳

1464 R122070199 関東 静岡県 ＪＡＭＰＡＣＫ 測量士としてＩＣＴ施工に対応可能な地域一番店となる取組み 通常 遠州信用金庫

1465 R122070200 関東 静岡県 株式会社みとも 7080001014084 自動車ライト塗装工程の自動化及び生産性向上 通常 株式会社静岡銀行

1466 R123070003 中部 愛知県 東洋チンローラー株式会社 3180001010688 新型高剛性ボディー溶接に必要な高精度歯車供給体制の確立 通常

1467 R123070007 中部 愛知県 吉田ビニール専門店 高周波ウェルダー導入によるオレフィン製梱包袋の受注実現 通常 江南商工会議所

1468 R123070008 中部 愛知県 株式会社アイセイ 6180001094043
三次元測定機導入による自動車生産組立設備の品質保証と新規受
注獲得

新特別

1469 R123070009 中部 愛知県 友新精機株式会社 8180301019524 ハイブリッドＳＵＶ向けフライホイール生産の実現 新特別

1470 R123070012 中部 愛知県 株式会社作石製作所 2180001074131
拡大する金型補修ニーズに対応する溶接・切削工程の高品質化・生
産性向上計画

新特別 十六リース株式会社

1471 R123070013 中部 愛知県 キング製菓株式会社 5180001075738 包装工程の生産性向上と品質向上によるプレミアム商品開発 新特別

1472 R123070015 中部 愛知県 株式会社岡田鉄工所 8180301000665 ＩＴを活用した製造及び検査システムの導入による管理技術の高度化 通常 岡崎商工会議所

1473 R123070016 中部 愛知県 前浪鉄工株式会社 6180001095363 生産設備のポンプ修理における超短納期化の実現 新特別

1474 R123070017 中部 愛知県 株式会社松野製作所 8180301001969
新型ＮＣ旋盤の導入と新型チャックの開発による複数品種生産の生
産性向上

通常 岡崎商工会議所

1475 R123070018 中部 愛知県 株式会社三陽製作所 4180301013992
研削工程のワンパス化による二輪自動車エンジン部品の生産性向
上

通常

1476 R123070019 中部 愛知県 株式会社カズテック 5180301017118 ＦＡ機器の検査・製造体制の刷新による生産性の向上 新特別
株式会社フラッグシップ経
営

1477 R123070020 中部 愛知県 八形工業株式会社 7180001096897 設備導入による検査工程の刷新とコロナ禍での感染リスクへの対応 新特別
株式会社フラッグシップ経
営

1478 R123070021 中部 愛知県 有限会社トモエ金型 9180302012584
形彫放電加工機の導入による高精度樹脂成形品金型生産のリード
タイム短縮と生産性向上計画

新特別 シェアビジョン株式会社

1479 R123070024 中部 愛知県 北東工業株式会社 2180001007363 新規生産管理システムの開発による生産プロセスの高度化・効率化 新特別 株式会社名古屋銀行

1480 R123070025 中部 愛知県 合資会社誠進社 8180003013081
陶器メーカーカタログなど校正支援をＷＥＢ化し、低炭素・高細線印
刷物製造で販路拡大を行う事業

新特別

1481 R123070027 中部 愛知県 大喜工業株式会社 9180001052064
次世代自動車製造に不可欠な搬送コンベアの高精度・短納期体制
構築

新特別 株式会社愛知銀行

1482 R123070028 中部 愛知県 エヌワイ工業株式会社 2180001094880
コロナ後の新しい生活様式に対応した特注ソファ向け生産体制構築
と品質向上

新特別 株式会社愛知銀行

1483 R123070029 中部 愛知県 佐々正工業株式会社 9180001025540
精密加工技術を活用した生産効率向上によるゴルフクラブ増産体制
の構築

新特別

1484 R123070030 中部 愛知県 丸茂工業株式会社 8010401105959 熱間鍛造のシミュレーション技術導入による生産プロセス改善 新特別

1485 R123070032 中部 愛知県 株式会社アステル 5180001126920 パーソナルトレーニング×ピラティスで健康をサポート 新特別

1486 R123070040 中部 愛知県 東海鉄工株式会社 5180301018850
カーボンニュートラルに対応した長尺ハイテン材を使用したプレス加
工技術の構築

通常

1487 R123070042 中部 愛知県 松原動物病院
ステロイド剤の副作用による外耳炎の治療効果を高める耳科治療の
高度化事業

新特別 安達　隆久

1488 R123070043 中部 愛知県 奥三河外装株式会社 5180302027677
建材内製化から施工までをワンストップにて行う品質及び顧客満足
度向上の取組み

通常 株式会社マドック

1489 R123070044 中部 愛知県 株式会社Ｗｉｎ’ｚ　ＲＯＡＤ 7180001122661
自動車整備の作業効率改善とタイヤ交換の内製化による顧客サービ
ス向上

新特別 秋田　秀美

1490 R123070045 中部 愛知県 株式会社小笠原木型 5180301016276
船舶水素燃料エンジン開発に資する鋳造用木型の新測定技術習得
事業

新特別

1491 R123070046 中部 愛知県 株式会社ハタノ 6180301020005 加工高度化によるリードタイム短縮と木造作ニーズに向けての変革 通常 豊田信用金庫

1492 R123070048 中部 愛知県 株式会社ヤスダコーポレーション 1180301007477
主力製品の心臓部「キャタピラチェン」連結工程の自動化技術獲得に
よる生産能力の増強

通常 豊橋信用金庫

1493 R123070049 中部 愛知県 株式会社今林 4180001014102
最先端設備導入による安全性・生産性の向上及び環境負荷低減事
業

通常

1494 R123070050 中部 愛知県 株式会社金城螺子製作所 9180001010022
難削材加工技術と安定生産体制の構築による電力分野部品の受注
拡大

新特別
株式会社市岡経営支援事務
所

1495 R123070053 中部 愛知県 株式会社あいや 6180301022249
異物検知の高度化による西尾産高品質抹茶の生産性向上・フード
セーフティ事業

通常

1496 R123070054 中部 愛知県 株式会社橋本金属商事 6180001058907
最新分析装置導入による自社分析体制の確立を軸とした新事業体
制構築計画

新特別 株式会社エフアンドエム

1497 R123070055 中部 愛知県 アサヒ金属中部株式会社 5180001024629
複雑形状と短納期に対応したダクト製造工程刷新と生産性向上の実
現

新特別 瀬戸信用金庫

1498 R123070057 中部 愛知県 有限会社進工舎 6180002004356
ＣＮＣ旋盤導入による、多品種小ロット需要増加に対応する為の生産
体制の構築

新特別
公益財団法人中部科学技術
センター

1499 R123070060 中部 愛知県 株式会社幕張工業 9180001080148 テント倉庫製作における溶着工程の合理化事業 新特別

1500 R123070061 中部 愛知県 有限会社ウェルディング・テクノ 8180002080098
板金加工の曲げ工程自動化および大型部材対応による、産業用設
備の外需取り込み

通常 株式会社ゼロプラス
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1501 R123070062 中部 愛知県 イトウスパッタリング株式会社 5180301025525 スパッタリング法習得による非対面化・蒸着技術の高度化計画 新特別

1502 R123070065 中部 愛知県 サカイ鉄工有限会社 4180302018289 複合機導入と工場レイアウト変更による生産効率改善戦略 通常 塩出　貴臣

1503 R123070067 中部 愛知県 株式会社クギン 2180001075237 新設備導入による新型枠パネル開発事業 通常

1504 R123070070 中部 愛知県 和銅株式会社 7180001011369
金属材料卸売業から新たに加工技術を習得して金属加工に進出す
る事業

通常

1505 R123070071 中部 愛知県 株式会社ナゴヤダイス 9180001028618
大型金型の製作能力獲得による、ＥＶ分野での新たな事業の柱の育
成

新特別 愛知信用金庫

1506 R123070077 中部 愛知県 日東製罐株式会社 2180301001628
製缶の天板加工と検査の高速化・高品質化を実現する革新的なプロ
セスの構築

通常

1507 R123070079 中部 愛知県 有限会社テクノサンテ 2180002088997
大型治具の生産能力獲得による、電気自動車（ＥＶ）分野への事業進
出

新特別 知多信用金庫

1508 R123070080 中部 愛知県 株式会社創円 8180001061181 環境にやさしい生産性の向上で食と医療の安全に貢献する 新特別 愛知信用金庫

1509 R123070081 中部 愛知県 太陽食品工業株式会社 9180001045480 容器ラベル張り機導入計画 通常 中日信用金庫

1510 R123070083 中部 愛知県 有限会社桜家具製作所 5180002090091 特注カウンターの進化を曲線美と組付け精度で支えるＮＣ加工革新 新特別 愛知県商工会連合会

1511 R123070084 中部 愛知県 有限会社東新工業 4180302016986 産業用ロボットによる自動車ブレーキ部品の加工作業自動化 新特別

1512 R123070085 中部 愛知県 タツミクリエイト株式会社 3180001061913
ＳＰ市場に⽬を向けたビジネスモデルへと転換を図りウィズコロナ時
代を⽣き抜く︕

新特別

1513 R123070086 中部 愛知県 株式会社リプラス 2180001135040 対人接触減少・脱炭素を叶えるドローンを用いた建物外壁検査事業 新特別 權田　成悟

1514 R123070088 中部 愛知県 株式会社ライス加納 3180001003725
最新式パッカーの導入による顧客の要望を満たすためのガゼット袋
への対応

新特別

1515 R123070091 中部 愛知県 有限会社ワイ・エム・ピー 7180002055431 工作機械用鋳物切削部品製造の労働生産性向上と労働環境の改善 新特別

1516 R123070093 中部 愛知県 株式会社ａ．ｐ．ｃ 1180001077705 難素材成形で貢献するカーボンゼロ社会実現に向けた新事業展開 通常 株式会社名古屋銀行

1517 R123070094 中部 愛知県 有限会社山田機工 5180002084382
汎用旋盤導入による加工精度・生産性向上とエネルギー新分野への
参入

新特別 半田信用金庫

1518 R123070096 中部 愛知県 有限会社細江製作所 1180302015842
三次元測定機の導入による眼科医療機器向け精密部品の増産体制
構築

新特別

1519 R123070098 中部 愛知県 二村板金工業
折曲機を導入することによる、建築物用高機能板金製品の開発と製
作

通常 愛知県商工会連合会

1520 R123070099 中部 愛知県 株式会社テイ・アイ・エス 7180301001334
マシニングセンタ導入によるサプライチェーン毀損リスク対策および
生産性向上計画

通常 碧海信用金庫

1521 R123070100 中部 愛知県 株式会社コーセイ 1180001100805 寒冷地橋梁長寿命化市場へ向けた生産プロセス確立事業 通常

1522 R123070102 中部 愛知県 株式会社洋菓子パリジャン 9180001073267 洋菓子店の設備投資による生産プロセスの改善と独自性の追求 新特別 浮島　達雄

1523 R123070106 中部 愛知県 株式会社梅村技研 5180001006115
高精度非接触型測定器の導入を通じて、複雑なグラファイト電極市
場へ進出する

新特別 株式会社愛知銀行

1524 R123070110 中部 愛知県 株式会社りゅうぐう 2010001210347 非対面式注文決済システムの開発・導入と外部へのサービス展開 通常

1525 R123070112 中部 愛知県 サイポート株式会社 2180001117749 人文字空撮用ドローンシステムの開発 新特別

1526 R123070113 中部 愛知県 サタケ食品株式会社 1180001098932
盛付け工程改善による顧客ニーズの充足・密状態の解消・生産性向
上

新特別
ＭＡＳＴコンサルティング
株式会社

1527 R123070115 中部 愛知県 株式会社ライトアゲート 8180301032238
自社工場を持ち、コロナ禍においても対応可能な設備工事業への転
身

新特別

1528 R123070116 中部 愛知県 有限会社杉浦製作所 8180302001547
自動車生産用設備製作における設計・加工工程の生産性及び機能
向上

新特別 株式会社ゼロプラス

1529 R123070117 中部 愛知県 コオメイ工業株式会社 7180301013957
高精度で技術的な難易度の高い長尺治具の精度だし加工の内製化
への取り込み

新特別 刈谷商工会議所

1530 R123070118 中部 愛知県 鈴木畳店 高品質畳の生産性向上と薄畳の内製化で販路拡大 通常

1531 R123070119 中部 愛知県 株式会社シーズンテック 7180001063377 自社特許を活用した映像音声通話インターホンシステムの開発 新特別 石井　伸暁

1532 R123070120 中部 愛知県 神山鉄工株式会社 1180001006267
自動検査機によるＶＡで顧客とＷｉｎ－Ｗｉｎを実現する新加工法提案
型企業へ改革推進

新特別

1533 R123070122 中部 愛知県 株式会社国府宮製作所 1180001085757 最適基準軸の決定による鋳物加工の革新的精度向上 通常 尾西信用金庫

1534 R123070126 中部 愛知県 株式会社ＲＡＦＥＥＳ 2180001136617 現代技術に伝統技術を組合せ製品の高付加価値化へ 通常

1535 R123070128 中部 愛知県 株式会社セイバース 6180001099059 スーパーキャリアで接触機会５０％削減と作業効率向上を同時達成 新特別 名古屋商工会議所

1536 R123070129 中部 愛知県 柳田建設株式会社 6180301007811 ３Ｄスキャナ導入による測量効率化と受注拡大 新特別

1537 R123070130 中部 愛知県 有限会社モリサキ工芸 7180002056033
５軸加工を超える、独創的６面加工の実現による工程集約と精度高
度化事業

通常 尾西信用金庫

1538 R123070131 中部 愛知県 すずの木歯科医院 歯周病再生治療からの長久手地区住民への健康アプローチ 通常

1539 R123070132 中部 愛知県 ＢＡＳＥＢＡＬＬ　ＯＮＥ株式会社 4180001123539
スポーツ選手の個人に特化したオリジナルデザイン提供とその非接
触型販売

新特別 株式会社名古屋銀行

1540 R123070133 中部 愛知県 有限会社伸光製作所 5180002066166 ロータリー平面研削盤導入による生産性と品質保証レベルの向上 通常
北辰コンサルティング株式
会社

1541 R123070134 中部 愛知県 東洋アドバンス株式会社 1180001008916
画期的なオーダーメード壁紙等製作サービスの展開とＥＣ販売の強
化

通常 水野　輝彦

1542 R123070135 中部 愛知県 株式会社アンドール 5180301012606 派生パターン拡大を情報と設備の集約で克服するＮＣ加工技術革新 新特別

1543 R123070139 中部 愛知県 神田工業株式会社 4180001119909 指スケ製品の量産化・高度化による革新的な自社ブランド構築事業 新特別 清水　謙伍

1544 R123070142 中部 愛知県 ひとみ眼科
地域初の無散瞳眼底カメラ活用による患者待ち時間短縮と診察品質
向上

新特別

1545 R123070146 中部 愛知県 株式会社ゾディア 2180301014150
性能とデザイン性を両立したゴルフクラブの開発・製造一貫体制の確
立

通常 株式会社ぐんぐん

1546 R123070148 中部 愛知県 株式会社はるか 1180301012329
障害児通所施設の運営効率化と非対面化を達成するシステムの開
発

新特別

1547 R123070153 中部 愛知県 株式会社パワープラント 5180001112202 ポストコロナの非対面主流時代に対応したコンサルシステムの構築 新特別 株式会社ビズグランツ

1548 R123070155 中部 愛知県 株式会社サイドランド 2180001104499
菌に関するキュレーションサイトと顧客の身体や状態によりサプリの
成分をカスタマイズする受発注アプリの開発

通常

1549 R123070156 中部 愛知県 ライズエム株式会社 3180001126179
地域初！ＵＶプリンター導入による看板・サイン制作の短納期化・高
品質化

通常 野竿　健悟

1550 R123070158 中部 愛知県 株式会社エビスジャパン 3180001100943 高精度・超短納期のレース用パーツの設計・製作・取付体制の構築 新特別
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1551 R123070159 中部 愛知県 三和工業株式会社 4180301023570 最新ブラストショットを導入して剥離残しをなくす塗装工程の実現 通常 西尾信用金庫

1552 R123070160 中部 愛知県 株式会社中原屋 2180301033778 地元生産者を応援する地域名産品を使ったブランド菓子の開発 通常 豊橋商工信用組合

1553 R123070161 中部 愛知県 株式会社神谷精密 8180001092441 高品位な自動車部品や減速機部品の加工技術開発 通常

1554 R123070162 中部 愛知県 株式会社フカデンエナジー 5180301026894 洋上風力発電点検用ドローンベースの開発 新特別

1555 R123070163 中部 愛知県 株式会社オノセイ 7180001014215 新ペットボトル選別ライン構築によるボトルｔｏボトルへの貢献 通常 株式会社中京銀行

1556 R123070165 中部 愛知県 平松鉄工株式会社 4180301015469
遊星歯車機構に用いるヘリカルギヤの複雑化に対応する５軸加工技
術の開発事業

通常 税理士法人森田経営

1557 R123070169 中部 愛知県 久米機電工業株式会社 2180001012000
新たな生体認証及びユーザー管理・全作業履歴データ管理の仕組み
開発

通常 株式会社名古屋銀行

1558 R123070170 中部 愛知県 中島プレス工業株式会社 4180001015125 産業車両分野の受注機会をとらえ、ロボット導入で生産性を向上 通常 株式会社名古屋銀行

1559 R123070171 中部 愛知県 有限会社堀山技研工業 4180002077503
高精度切断加工機導入による一貫生産体制の構築と新規顧客開拓
の実現

通常 株式会社名古屋銀行

1560 R123070173 中部 愛知県 古橋歯科医院 完全デジタル化による、低感染リスク型口腔治療の実現 新特別
株式会社リアルコンテンツ
ジャパン

1561 R123070176 中部 愛知県 株式会社サン・エス・ケイ 8180001006483
機能性に優れたエンプラ樹脂成型のための高度なブロー成型技術の
確立

通常

1562 R123070177 中部 愛知県 有限会社東新鉄工所 6180302002010
最新立形マシニングセンタ導入によるアルミの超精密加工の実現及
び新幹線事業への進出

通常 西尾信用金庫

1563 R123070178 中部 愛知県 有限会社西川製作所 2180302009042
部品調達の国内回帰を掴む！超高速切削の実現とランピング加工
法の獲得

通常 豊橋信用金庫

1564 R123070180 中部 愛知県 株式会社オオオカ 8180301016521 ハイブリッド自動車用エンジンマウント部品の国内生産体制の構築 新特別 岡崎信用金庫

1565 R123070181 中部 愛知県 有限会社お菓子屋レニエ 1180002022940
ロカボ冷凍ケーキを新たに開発し、生産性向上を実現してＥＣ等で売
上増加を実現！

新特別

1566 R123070183 中部 愛知県 名城食品株式会社 7180001028974 茹めん製造ラインの抜本的な刷新による生産能力の向上 通常

1567 R123070185 中部 愛知県 コツヨシ株式会社 8130001053464
コロナから派遣労働者を救う！Ｗｅｂ登録・スケジュール管理システム
の導入

新特別 座間　裕史

1568 R123070186 中部 愛知県 えぽっく歯科 デジタル化による⻭科診療の効率化と安全性の向上 新特別 小倉　裕樹

1569 R123070187 中部 愛知県 株式会社サクラ自動車工業所 9180001008347
自動車整備における高付加価値化による受注拡大と次世代社員の
育成

通常
株式会社アクセルパート
ナーズ

1570 R123070188 中部 愛知県 株式会社大雄製作所 7180301013544 新たなワイヤ放電加工技術の確立による金型部品の高精度化 新特別 岡崎信用金庫

1571 R123070190 中部 愛知県 三恵冶金工業株式会社 9180001019518
画期的な半自動粉体混合計量充填装置導入による生産量増加、生
産性向上事業

通常 株式会社名古屋銀行

1572 R123070191 中部 愛知県 株式会社歯科専門集患アウトソーシング 7180001125425 歯科矯正治療支援システムを活用した世界初の新規サービス開発 通常 鈴木徳子

1573 R123070192 中部 愛知県 有限会社鳥原工業 5180002058163 省人化と短時間施工の両立を実現する新たな管工事事業の創出 新特別 稲山哲智

1574 R123070194 中部 愛知県 株式会社パインフィールド 3180301004183 ＡＩ画像検査技術の開発と検査治具部品の内製化 通常 岡崎商工会議所

1575 R123070197 中部 愛知県 株式会社カーマッチ 3180001134149
スマホを活用した中古車販売のためのエンジン始動制御システム開
発

新特別
株式会社市岡経営支援事務
所

1576 R123070198 中部 愛知県 ニューグレース株式会社 1180001076285 複数工程の自動化とコロナ禍に対応した商品開発による販路拡大 通常
堀江コンサルティングオ
フィス株式会社

1577 R123070199 中部 愛知県 野末工業株式会社 6180301014386 大型部品加工における生産性向上とそれに伴う加工精度の向上 新特別 岡崎信用金庫

1578 R123070201 中部 愛知県 有限会社神守紙工所 4180002089192
コロナ禍の通販市場の変化に適応するための端材の高付加価値化
事業

通常 株式会社名古屋銀行

1579 R123070202 中部 愛知県 石崎製菓有限会社 8180302026916
独自食感と多様な味付けを再現する革新的曲げえびせんべいの開
発

通常
株式会社ピースマネジメン
ト

1580 R123070203 中部 愛知県 株式会社東海システム 3180301027399 三次元測定器導入によ生産性向上および測定事業の構築 通常 株式会社愛知銀行

1581 R123070204 中部 愛知県 アロマセラピー＆エステティック　プチ・ソメイユ
非接触機器導入で新規開拓と時代ニーズに合わせた顧客満足の追
求

新特別

1582 R123070207 中部 愛知県 株式会社弘和テック 4180001097774
高齢化社会に向け、脊椎等の体内に組込まれるチタン部品の精密加
工と生産性向上

通常 株式会社大垣共立銀行

1583 R123070208 中部 愛知県 トキワエンジニアリング株式会社 3180001020274
スキャナ型３次元測定機の導入による品質保証体制の高度化及び
測定作業の効率化

通常
公益財団法人中部科学技術
センター

1584 R123070209 中部 愛知県 ホリー精器株式会社 2180001069486
日本の基盤技術である金型製造の生産量増加及び、アルミ加工事
業の構築

通常 碧海信用金庫

1585 R123070210 中部 愛知県 丸石醸造株式会社 6180301001979 農産物加工の内製化によるこだわりリキュールの試作開発・商品化 通常 岡崎商工会議所

1586 R123070211 中部 愛知県 セイホーマックス株式会社 1180001028303
異分野設備を応用！「工作機械大型化」に適応するための高精度
ラック加工の実現

通常 株式会社名古屋銀行

1587 R123070214 中部 愛知県 株式会社ヴイテックプロダクト 9180301000111
ハイブリッド車向け外部給電アタッチメントの加工技術の確立および
量産化への対応

通常 岡崎商工会議所

1588 R123070215 中部 愛知県 波多江鉄工所 汎用旋盤とベテラン職人の技術を融合した短納期対応の実現 通常 小倉　裕樹

1589 R123070216 中部 愛知県 株式会社鶴田工業所 8180001014957
最新のプレスブレーキ導入により製造プロセスの変更と厚物部材の
加工に挑戦する

新特別

1590 R123070218 中部 愛知県 成瀬歯科医院
心と体、経済的な負担を大幅に軽減するインプラント治療のＤＸ化の
取組

新特別
ＭＡＳＴコンサルティング
株式会社

1591 R123070220 中部 愛知県 株式会社御津精機製作所 9180301010283 オイルミスト集塵機の環境改善効果による雇用維持と生産性の向上 通常 蒲郡信用金庫

1592 R123070222 中部 愛知県 株式会社池田機械製作所 4180001018846
テーパ加工を用いた金型製作の革新によるプレス加工の生産性の
向上及び高精度化

通常
北辰コンサルティング株式
会社

1593 R123070225 中部 愛知県 緑機工
旋盤加工の高速化でのラインバランス標準化が可能とする生産性向
上策

通常 碧海信用金庫

1594 R123070226 中部 愛知県 有限会社緑工業 7180002026655 車の進化を支える新規細径パイプ部材の製品化と供給体制の整備 通常 税理士法人みらい経営

1595 R123070227 中部 愛知県 株式会社名古屋ｅスポーツ 1180001138325 ｅスポーツによる地域経済活性化に向けた業務基盤システムの構築 通常
株式会社市岡経営支援事務
所

1596 R123070228 中部 愛知県 安城化工材株式会社 6180301012547 高精度の押出機で挑む生産性向上と新素材プラスチックへの対応 通常 碧海信用金庫

1597 R123070232 中部 愛知県 株式会社エイニーズガレージ 9180001136701 新たな樹脂溶接システム構築による自動車整備工場の革新 通常 尾西信用金庫

1598 R123070233 中部 愛知県 株式会社フュージョン 1180001105548 オンライン発注システムとＩｏＴ端末による介護施設のＤＸ推進支援 新特別

1599 R123070235 中部 愛知県 若杉自動車株式会社 3180001007701 革新的な塗装ブースによる効率化と水性塗料への対応 新特別

1600 R123070236 中部 愛知県 有限会社石井製作所 7180002022670
最先端の曲げ加工機導入による生産性改善と金属ダクト需要増加へ
の対応

新特別 株式会社ゼロプラス
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1601 R123070238 中部 愛知県 株式会社ライズ・テクノ 5180001104001 高精度小ロット品の生産効率向上による短納期化と受注量増加 通常 小倉　裕樹

1602 R123070240 中部 愛知県 株式会社葵エンジニアリング 6180001029197
建設コンサルタント業のＤＸによる生産プロセスの変革と３次元モデ
ルの活用

新特別 浮島　達雄

1603 R123070242 中部 愛知県 有限会社ホリケン 9180002062995
ＩｏＴ搭載パワーショベルから情報を収集活用して社内業務改善を推
進

通常

1604 R123070244 中部 愛知県 日亜総業有限会社 3180302023042 次年度の新車向けシート部材の受注に伴い革新的生産ライン新設 通常 豊田信用金庫

1605 R123070245 中部 愛知県 株式会社アイコー 9180301004871 美術品の価値を底上げするオーダーメイド型高精細フレームの展開 新特別
ＭＡＳＴコンサルティング
株式会社

1606 R123070246 中部 愛知県 株式会社山田商会 1180001083959 未来を先取りしたビジネスモデルで快適なモビリティライフを提供 新特別 株式会社十六銀行

1607 R123070247 中部 愛知県 ユニパック株式会社 7180001076619
高性能検品機と自社技術ノウハウによる検査工程の高度化プロセス
の確立

通常 東春信用金庫

1608 R123070248 中部 愛知県 株式会社エヌティクリエイト 9180301019614 塗装レス部品の外観品質に対応する自動車機能部品の生産強化 新特別 株式会社プロシード

1609 R123070249 中部 愛知県 モールド工業株式会社 7180001076593
ＮＣ加工機の導入による木材加工工程の生産性向上および品質向
上

新特別
ＭＡＳＴコンサルティング
株式会社

1610 R123070250 中部 愛知県 株式会社シード 6180001043165 床および建具のリフォーム用インクジェットプリンタの開発 通常

1611 R123070251 中部 愛知県 株式会社くらしのリーザ 9180001093463 プリペイドカード入金機の開発・管理ソフトウエアの改修 新特別

1612 R123070252 中部 愛知県 コンゲンデンタル株式会社 7200001031769
技工物作製の自動化により高精度な技工物の安定生産を実現する。
さらに、新素材の活用で審美性の良いメタルフリーの技工物作製を

新特別

1613 R123070254 中部 愛知県 株式会社宮川運輸 5180001136168
オンライン配車・業務管理システム構築による競争力強化と生産性
向上

新特別
株式会社市岡経営支援事務
所

1614 R123070256 中部 愛知県 栄精工株式会社 5180001092519 革新的研削加工技術による金型の生産性向上 通常

1615 R123070257 中部 愛知県 合同会社ＢｒａｖｏＬａｂｏｒａｔｏｒｉｏＵＮＩＣＯ 6180303004880
地域歯科需要へ高品質技工物の長期安定供給を実現するデジタル
歯科技工基盤の構築事業

新特別 豊田信用金庫

1616 R123070261 中部 愛知県 株式会社Ｅ－レクト 8180001105070 イベントマッチングアプリを活用した『ハイブリッドイベント』振興 新特別 座間　裕史

1617 R123070262 中部 愛知県 有限会社辰栄製作所 9180002089295 自動車業界変革に向けた製造工程の自動化とＩｏＴ化 通常 株式会社十六銀行

1618 R123070263 中部 愛知県 下城板金工業有限会社 8180002070297
高性能切断機と自社ノウハウによる幅切断工程の高度化プロセスの
確立

通常 東春信用金庫

1619 R123070264 中部 愛知県 井上歯科医院 マウスピース作成による耳鼻咽喉科との医科歯科連携の推進 新特別

1620 R123070265 中部 愛知県 株式会社リュックスソリューションズ 1180001072929
古き日本の伝統をカスタマイズ可能としたオリジナル家具専門ショッ
ピングモールの開発

新特別

1621 R123070267 中部 愛知県 合同会社イーポート 3180003009365
企業独自の魅力を非対面でＰＲ・発信できるビジネスマッチングサー
ビス専用サイトの開発

新特別 稲山哲智

1622 R123070268 中部 愛知県 株式会社西川鉄工所 8180001064028 ⾷⾁加⼯機械等に係る部品加⼯における⽣産性向上 通常 小倉　裕樹

1623 R123070269 中部 愛知県 株式会社ＬＡＭＥＬＬＩＡ　ＪＡＰＡＮ 1180001091202
ＳａａＳ型ＥＣパッケージシステムによる遠隔業務体制の整備と基幹業
務のＤＸ化

新特別 菅原　由一

1624 R123070270 中部 愛知県 有限会社マサル産業 7180302017247
気泡除去及び自動温度調整技術の導入による抗菌配合材加工の高
度化

通常

1625 R123070272 中部 愛知県 大原歯科医院
印象採得のデジタル化による患者様の負担軽減およびＣＡＤ／ＣＡＭ
活用で治療期間短縮と働き方改革

新特別

1626 R123070273 中部 愛知県 杉松産業株式会社 1180301014119
業務効率向上と経営基盤強化を図るため遠隔外観検査システムを
導入

新特別
株式会社匠コンサルティン
グ

1627 R123070274 中部 愛知県 ヨコイ歯科
ＣＡＤＣＡＭ設備導入による高精度の印象採得と短時間での技工物
提供、コロナ禍や義歯需要への対応

新特別
株式会社リアルコンテンツ
ジャパン

1628 R123070278 中部 愛知県 有限会社堀内鋼業 3180302014405 移動可能な備蓄庫としての用途が求められるコンテナの生産高度化 新特別
ＭＡＳＴコンサルティング
株式会社

1629 R123070279 中部 愛知県 鈴木板金 動力折曲機導入による生産性・加工精度向上、原価低減・納期短縮 通常 愛知県商工会連合会

1630 R123070280 中部 愛知県 有限会社アマノサービス工業 9180302012709
大型金属素材に対する曲げ加工技術獲得による塗装ブースの品質
向上と短納期化

通常 豊橋信用金庫

1631 R123070282 中部 愛知県 株式会社アイワ 2180001087752
セルロースナノファイバーによる撓みにくく軽量な低発泡ボードの開
発

通常

1632 R123070287 中部 愛知県 歯科トキオクリニック
デジタル技術を活用しコロナ感染症対策を踏まえたワンストップ高度
歯科医療の提供

新特別 株式会社エモーサル

1633 R123070288 中部 愛知県 有限会社穂積堂 3180302026482
新型コロナによる顧客需要の変化への対応に向けた包装機の導入
及び生産合理化に向けた自動包餡機の導入

通常 西尾信用金庫

1634 R123070289 中部 愛知県 有限会社太田紙工 3180302015155 デジタル技術活用による花火用紙加工品事業の事業プロセス改革 通常

1635 R123070290 中部 愛知県 スペースシステムズ株式会社 6180001027267
金属製治具の内製化による印刷精度・納期の改善と接触機会の低
減

新特別 宇佐見　紘且

1636 R123070293 中部 愛知県 メゾン・デュ・ミエル コロナ禍で拡大する取寄せ需要を掴むショコラスイーツ量産化事業 通常 廣瀬　和広

1637 R123070295 中部 愛知県 ディーテック 職人技で提供するデジタル補綴物と新素材の歯冠維持装置の開発 通常 愛知県商工会連合会

1638 R123070296 中部 愛知県 株式会社森鉄工所 8180001015740
５Ｇ基地局用製造装置ベース部品の検査工程の効率化と対人接触
の減少

新特別

1639 R123070297 中部 愛知県 有限会社和弘印刷 1180002019870
最新のフルデジタル印刷品質検査装置によるパッケージ印刷品質向
上

通常

1640 R123070302 中部 愛知県 有限会社木村製作所 4180002000448
プレス金型用設計・製造データのデジタル化・内製化による高付加価
値プロセスの構築

通常

1641 R123070304 中部 愛知県 豊川染色株式会社 8180301010400 染色試験の自動化と環境にやさしい技術の確立による高付加価値化 新特別

1642 R123070306 中部 愛知県 株式会社堀場測量設計 2180001067928
「大規模施設の建設に必要な現況測量の短納期化」と「既存建物を３
Ｄモデル化するサービス提供」の展開

新特別 株式会社プロシード

1643 R123070307 中部 愛知県 株式会社アルベッジ 4010001190950 助産師等による妊婦やその家族に寄添う産前産後サポート事業 通常

1644 R123070309 中部 愛知県 未来興業有限会社 7180002067476
地域に根差した動物病院が挑戦する二次診療機関レベルの高度医
療

新特別

1645 R123070310 中部 愛知県 アイセイハード株式会社 3180001018698
溶接測定精度向上と即時フィードバックにより大型製缶品の新規供
給に貢献

新特別

1646 R123070311 中部 愛知県 株式会社安城軽合金製作所 6180301012555 次世代自動車向け小型複雑部品に対応するダイカスト技術の確立 通常 碧海信用金庫

1647 R123070313 中部 愛知県 株式会社高橋鉄工所 7180001102630 繁忙期に備えた生産体制の構築（自動化）と需要増加への対応 新特別 小倉　裕樹

1648 R123070314 中部 愛知県 株式会社ＫＡＮＫＹＯ　ＨＡＮＤＳ 2180001099351 新型コロナウイルス感染対策　非接触による計量システム導入 新特別 安藤　朝将

1649 R123070318 中部 愛知県 株式会社滝川 4180301024214 木材不足を背景とした地域産木材にこだわる古来の建築技術 通常
ＭＡＳＴコンサルティング
株式会社

1650 R123070319 中部 愛知県 株式会社宮上製作所 8180301019409 クランプアンドテンションパイプ加工によるバリレス切断技術の確立 新特別
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1651 R123070321 中部 愛知県 株式会社ＢｒａｉｎＦｏｒｅｓｔ 1180001116479
ＳＤＧｓへの取組みを強化する解体・リフォーム工事向け業務管理シ
ステム

新特別

1652 R123070325 中部 愛知県 株式会社ＭＥＩＮＡＮ 7180001021104 ＤＸ化困難な検査工程を自動化する「３Ｄピッキングシステム」の開発 通常 株式会社名古屋銀行

1653 R123070327 中部 愛知県 株式会社スギタ精工 4180301003713 最新型の⽴形マシニングセンタの導⼊による売上拡⼤ 新特別 小倉　裕樹

1654 R123070334 中部 愛知県 本田製作所株式会社 7180301030746
長尺物の切削加工に係る生産合理化及び品質の向上への取組みへ
の挑戦

新特別 岡崎信用金庫

1655 R123070335 中部 愛知県 有限会社野田工業製作所 2180002040735 ライトアウトドア市場に向けたＤｔｏＣ事業の設備導入と工程改革 新特別 森 正樹

1656 R123070337 中部 愛知県 有限会社松岡自動車 9180002074735
サポカー時代における新たな自動車修理技術への早期適応により生
産性向上とＳＤＧ’ｓの両立を

通常 株式会社愛知銀行

1657 R123070338 中部 愛知県 興亜食糧株式会社 4180001012056
新型ロボットパレタイザの導入により少量袋の生産効率を高め新た
な取引先を開拓する

通常

1658 R123070341 中部 愛知県 Ｒｅ：Ｆｉｎｅ
自動車フレームの修正機導入による生産性向上と顧客拡大への取り
組み

通常 株式会社名古屋銀行

1659 R123070343 中部 愛知県 鳴海工業 効率的な業務工程の構築よる生産性の向上 通常

1660 R123070345 中部 愛知県 伸拓機工株式会社 7180001081230
多品種小ロット品に対応した効率的な高精度ボールねじ加工工程の
開発

通常 岐阜信用金庫

1661 R123070346 中部 愛知県 有限会社大森商会 9180002075972
高精度加工と短納期を実現する設備投資とステンレス製品の受注増
加

新特別 小倉　裕樹

1662 R123070351 中部 愛知県 ＨＥＡＬ矯正歯科クリニック
歯科用３Ｄプリンター、歯科用レーザー等を用いた感染リスクを減じた
矯正歯科治療の実現

新特別
株式会社ＫＳビジネスコン
サルティング

1663 R123070353 中部 愛知県 株式会社白木 2180001047021
自社ブランド商品を核にビジネスモデル転換を図る高度生産体制の
構築

新特別 株式会社名古屋銀行

1664 R123070356 中部 愛知県 株式会社中部管理サービス 8180001093456 不動産相続コンサルティングサービスの新規展開 新特別

1665 R123070359 中部 愛知県 脇田製畳
完全分業制で負担軽減、上質国産イグサ畳の生産性向上を実現す
る

通常

1666 R123070360 中部 愛知県 株式会社ルミナスネットワークス 7180001136645 ＡＩを用いた革新的ＥＣ支援システムでシニアの起業可能性を拡大 通常
公益財団法人中部科学技術
センター

1667 R123070361 中部 愛知県 福井酒造株式会社 1180301006925 杜氏の発酵工程ＩＴ化による技術伝承と海外への技術展開 通常

1668 R123070363 中部 愛知県 株式会社ハピカラ 8180001101573
調剤薬局におけるＩＣＴ導入による付加価値の高い「訪問医療」での調
剤拡大を目指す事業

新特別

1669 R123070365 中部 愛知県 有限会社朝日義肢製作所 8180002082301
インソール製作の内製化・デジタル化と付随パーツ既成化による売上
拡大

通常

1670 R123070366 中部 愛知県 株式会社サカイ 7180002090676
ＮＣルーターによる、形状・材質が多様化する什器加工の生産性向
上

通常 水野　正勝

1671 R123070369 中部 愛知県 株式会社大広製作所 6180301013784 受注製品の複雑化に対応する設備投資と付加価値額向上の実現 新特別 小倉　裕樹

1672 R123070371 中部 愛知県 株式会社ブライト 3180001069196
ビーガン需要に対する特許技術による大豆加工製造の為の設備投
資

通常

1673 R123070372 中部 愛知県 株式会社共和フーズ 1180002074164
液体凍結による長期冷凍保存による、革新的な鮮度品質保持の実
現

通常

1674 R123070375 中部 愛知県 株式会社北勢木工所 2180001070163 全自動ＮＣラジアルソーの導入による、和テイスト建具の生産性向上 通常 水野　正勝

1675 R123070377 中部 愛知県 株式会社山本工務店 6180001067271
建設現場への遠隔臨場ＶＲシステム導入による感染拡大防止と作業
効率化の実現

新特別

1676 R123070379 中部 愛知県 株式会社そら 6180301012101 日本初！自然栽培米サブスクリプションによる新市場開拓 通常 豊橋信用金庫

1677 R123070382 中部 愛知県 株式会社建和 1180301012857 ロボット搬送による在庫削減 通常

1678 R123070383 中部 愛知県 株式会社カレット 5200002019484 デジタルサイネージ活用による革新的な非対面接客サービスの実現 新特別

1679 R123070384 中部 愛知県 有限会社浦山工業 1180002078710 抗ウイルス・デザインポリエステル化粧板の開発事業 通常 水野　正勝

1680 R123070386 中部 愛知県 株式会社カウンセリングルームここまり 1180001144034
コロナに専門特化した設備投資で非対面カウンセリング環境を提供
する

新特別
株式会社アクセルパート
ナーズ

1681 R123070390 中部 愛知県 株式会社タカギスチール 9180001037742 材料費用自動算出システム開発により２４時間見積即回答への挑戦 新特別

1682 R123070392 中部 愛知県 株式会社米満重設 9180001057204 カニクレーン導入による重量物運搬の工期短縮と安全性向上の実現 通常

1683 R123070394 中部 愛知県 ピー・エス・シー株式会社 5180001051210 ５軸マシニングセンタ導入で『空圧サーボ一括システム』開発へ 通常 株式会社名古屋銀行

1684 R123070395 中部 愛知県 有限会社Ｋデンタルクラフト 4180002074013
歯科技工物作成のデジタル化により、衛生的な生産プロセスを実現
する。

新特別
株式会社リアルコンテンツ
ジャパン

1685 R123070396 中部 愛知県 株式会社ジョイフル設備 5180001074244 高性能パネル洗浄機の導入による革新的洗浄サービスの実現 通常

1686 R123070398 中部 愛知県 株式会社ニノミヤ 8180301022750 自動車産業以外への本格参入を見据えた、品質管理体制の強化 通常

1687 R123070408 中部 愛知県 株式会社アルファポイント 8180001034055
検温・アルコール噴霧・空気清浄・二酸化炭素濃度チェックを自動で
行うリモートワークボックスの開発

通常

1688 R123070415 中部 愛知県 株式会社志水製作所 5180001082775
外観検査装置とＣＡＤ／ＣＡＭソフト導入による電動車向け電装部品
の品質と生産効率の向上

新特別 一宮商工会議所

1689 R123070421 中部 愛知県 株式会社ウィズ 3180301005165 革新的な包餡機によるボトルネック解消とＡＩでの生産指示の適正化 通常

1690 R123070424 中部 愛知県 株式会社今賢 6180001082163
「尾州織物」ブランドの新商品開発とインターネットを通じた海外市場
開拓

通常 小倉　裕樹

1691 R123070426 中部 愛知県 株式会社ＧＥＮＴ 6200001036752
倉庫物流の効率化と透明化を実現するクラウドシステムとアプリの導
入

新特別

1692 R123070428 中部 愛知県 ナカモ株式会社 6180001045665
簡易自動充填ライン導入による業務用タレ類の生産性向上と対人接
触の減少

新特別 株式会社十六銀行

1693 R123070429 中部 愛知県 株式会社シード 5180001088038
コインパーキングの精算機の通信制御ユニット装置の製造（売上管
理システム含む）

通常

1694 R123070431 中部 愛知県 株式会社ソルテ 8180001135919 新時代に合わせたサロンワーク複合システム構築による生産性向上 通常

1695 R123070432 中部 愛知県 有限会社東海ボデーショップ 7180302008799
高加圧・高電流スポット溶接機導入による超高張力鋼板に対応した
工程の最適化

通常 豊橋信用金庫

1696 R123070433 中部 愛知県 株式会社佐藤螺子製作所 4180001087940 生産プロセスの改善と新加工技術導入による新たな製品の開発 通常 濱口 貴之

1697 R123070435 中部 愛知県 トライボテックス株式会社 3180001092636 ＡＩ活用による自動機械状態診断サービスの開発 通常

1698 R124070006 中部 三重県 株式会社とらや勝月 9190001019772
新たな顧客の創造のために挑戦する和菓子屋の独創的な洋菓子作
り

新特別 大竹　貴司

1699 R124070008 中部 三重県 株式会社イシガキ産業 2190001012016
アフターコロナに対応した自社倉庫のＴｏＴ化による在庫管理効率化
及び在庫能力向上計画

新特別 株式会社百五銀行

1700 R124070012 中部 三重県 株式会社Ｍａｓｋ 4190001024463 マイクロドローン等を使ったインフラ点検やＶＰ動画制作の事業化 通常 谷口　修
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1701 R124070013 中部 三重県 おぼろタオル株式会社 4190001000209
健康と美を追求する独自製品創出のキー部門の人的依存作業自動
化

通常

1702 R124070015 中部 三重県 有限会社二軒茶屋餅角屋本店 1190002009375 熱殺菌装置導入による微生物腐敗リスクのない新製品開発事業 通常

1703 R124070016 中部 三重県 株式会社弘洋コンサルタンツ 4190001011073 橋梁・構造物をＣＡＤデータ化する３次元測量サービスの展開 新特別 株式会社プロシード

1704 R124070019 中部 三重県 有限会社寺田商店 4190002016864
天井クレーン導入により生産プロセスを改善し鋳造原料の供給量の
拡大

新特別 浮島　達雄

1705 R124070020 中部 三重県 株式会社キハタトレーディング 6190001024957
製材加工の内製化によるコスト削減と国産材による材料の安定供給
の実現

通常 松原　智恵蔵

1706 R124070023 中部 三重県 有限会社佐々木製菓 4190002023794 生産性向上！グルテンフリーの独創的なあんドーナツの開発 新特別 三重県商工会連合会

1707 R124070024 中部 三重県 有限会社森工芸 5190002023455
最新ロボドリル導入による生産体制の刷新と半導体市場向け製品の
増産計画

新特別 桑名三重信用金庫

1708 R124070025 中部 三重県 ヒノキブン株式会社 7180001026838 改正建築物省エネ法に適合した壁パネルの生産性向上 通常 株式会社名古屋銀行

1709 R124070026 中部 三重県 有限会社荒木鉄工所 3190002019100 大型風力発電機ベアリング最重要部品の増産対応 新特別

1710 R124070029 中部 三重県 株式会社イトテック 2190001013690 次世代自動車部品市場への進出のための品質保証体制の構築 通常 神谷　隆生

1711 R124070030 中部 三重県 ヤマテック 最先端ＣＮＣ旋盤導入による生産ライン構成機械部品の効率製造 新特別

1712 R124070031 中部 三重県 有限会社ＵＴＥＣ 5190002023389 大型加工品の精度測定向上と溶接技術精緻化への取り組み 新特別
株式会社市岡経営支援事務
所

1713 R124070032 中部 三重県 株式会社ユニオン真珠 3190001007139 あこや真珠の輝きを最大化する技術開発に取組み、業績回復を実現 通常

1714 R124070035 中部 三重県 有限会社上村工業 4190002016162
金属建材の内製化による耐久性及び意匠性と付加価値向上の取組
み

通常

1715 R124070036 中部 三重県 株式会社スズカベース 3190001022220 受託型から発信型へ事業形態を変更する為の３Ｄプリンター導入 通常

1716 R124070045 中部 三重県 大藤パッキング株式会社 1180001031018 抜打ち加工工程における手作業の機械化を目的とした独自設備開発 新特別
株式会社エベレストコンサ
ルティング

1717 R124070046 中部 三重県 銀河電機工業株式会社 9190001014658 市場拡大するＤＣブラシレスモータの量産体制強化プラン 通常

1718 R124070047 中部 三重県 株式会社中村板金 4190001024141 動力折り曲げ機の導入により屋根板金工事をユニット化する計画 通常 株式会社ティグレ

1719 R124070048 中部 三重県 株式会社イセオリ 3190001010943
アルミ濾過クロスおよび断熱太物繊維における生産性と生産能力の
向上、ＤＸ活用型生産の導入

通常 株式会社百五銀行

1720 R124070049 中部 三重県 株式会社リガーマリンエンジニアリング 8190001013041 ＳｅａＤｅｋの生産能力の向上を通した新商品展開 通常
公益財団法人三重県産業支
援センター

1721 R124070051 中部 三重県 株式会社青山製作所 3190001011990 夜間無人運転の実現による海外勢にも匹敵する価格競争力の獲得 通常 株式会社ゼロプラス

1722 R124070052 中部 三重県 株式会社アイデンタル 6190001026714
ＣＯＶＩＤ１９に頑健かつ質と量の両方を兼ねそねえた、次世代型の歯
科技工所の確立

新特別

1723 R124070055 中部 三重県 にしい歯科クリニック
「かかりつけ医」としての機能と役割を拡大する歯科矯正治療サービ
スの展開

新特別 株式会社百五銀行

1724 R124070057 中部 三重県 あい歯科クリニック
「デジタル化強化による補綴治療」の高度化とニーズの高まる「歯科
治療分野」への新規参入の取組

新特別

1725 R124070059 中部 三重県 おかむら歯科医院
歯科の画像診断の高精度化と被せ物の装着までの時間短縮と対人
接触の軽減

新特別 和田　純子

1726 R124070062 中部 三重県 光近代塗装工業株式会社 6190001000883
長尺物建築部材の特注品の短納期を実現するため多品種中量生産
の体制の構築事業

通常 津商工会議所

1727 R124070063 中部 三重県 株式会社紅梅屋 2190001008468
自動包装機等の導入により生産性向上を図るとともに新たな販売方
法に挑戦

通常

1728 R124070064 中部 三重県 株式会社落合工業 6190003002424
市場ニーズに対応！フレア加工による高品質な配管加工の実現と営
業利益率の向上

通常 株式会社アスライト

1729 R124070065 中部 三重県 加藤鋸加工所 精密機械導入による自社生産性向上と県内製材業者への貢献事業 通常 三重県商工会連合会

1730 R124070067 中部 三重県 東海化学工業有限会社 9190002009211
新成形法を導入！高付加価値部品の製造を実現し、販路拡大と生
産性向上を図る

通常 株式会社アスライト

1731 R124070069 中部 三重県 奥岡建設工業株式会社 4190001012955 最先端設備を導入し、３次元データを活用したＩＣＴ施工の推進 通常 三重県商工会連合会

1732 R124070070 中部 三重県 河建興業株式会社 1190001016835 ＩＣＴ対応ブルドーザを導入し、建設プロセスの改善・生産性向上 通常 株式会社ミッドランド経営

1733 R124070071 中部 三重県 ツカサ工業株式会社 4122001019301 塗装プラント部材製造の内製化に必要な加工技術の確立 通常 近山　寿博

1734 R124070072 中部 三重県 エバーラケット株式会社 7190001023479
バトミントン専門店向けＥＣサイトとクラウド型販売管理システムの開
発販売

通常 秋井　正宏

1735 R124070073 中部 三重県 菰野きむら歯科
口腔内蓄積データの予防歯科活用と低感染リスク診療によるセラミッ
ク歯科の地域展開

新特別 株式会社三十三銀行

1736 R124070074 中部 三重県 田中板金 折曲機の導入による加工プロセスの改善と短納期の実現 通常 三重県商工会連合会

1737 R124070078 中部 三重県 株式会社永都 4190001023853
板金折曲機導入で生産能力拡大と店舗内装板金化工事で街の賑わ
いを創出

通常 有限会社えんがわ

1738 R124070079 中部 三重県 石光工業株式会社 4180001097824 自動車部品の製造技術の高度化の取り組み 通常

1739 R124070081 中部 三重県 有限会社ファースト 8190002018246
「マス・カスタマイゼーション」の実現へ向けた板金加工生産プロセス
の革新

通常 株式会社ぐんぐん

1740 R124070082 中部 三重県 株式会社ＺＵＺＵ 3190002018242 三重県最大のエキゾチックアニマル診療施設への軌跡 新特別

1741 R124070083 中部 三重県 元坂酒造株式会社 5190001011171
感染防止の製造工程の実現及び三重県原産「伊勢錦」を用いた新商
品開発

新特別

1742 R124070084 中部 三重県 株式会社湊 8190001007043
木札の水引結び工程への自動結束装置導入を核とした生産革新事
業

通常

1743 R124070085 中部 三重県 ワンスインアライフタイム株式会社 4190001003987
一流レストランクオリティーの低糖質総菜の開発と、対人接触低減の
ための配達・ネット販売・モバイルオーダーによる店販の開始

新特別 川崎　朋子

1744 R124070086 中部 三重県 内藤製餡株式会社 4190001015743
老舗あんこ店オリジナルブレンド、糖類ゼロ商品のインターネット拡販
へ向けた挑戦

新特別 北伊勢上野信用金庫

1745 R124070089 中部 三重県 株式会社北斗エス・イー・シー 8190001005369
ＵＡＶ搭載型３次元レーザー測量システムの導入による競争力の強
化

新特別 株式会社百五銀行

1746 R124070090 中部 三重県 株式会社Ｔ－ＳＴＹＬＥ 1190001021249 自動車修理における精度と速度（生産性）獲得のための革新計画 通常 有限会社えんがわ

1747 R125070003 近畿 滋賀県 北中建設株式会社 6160001018796
滋賀県におけるＩＣＴ施工体制の確立による短工期化及び施工品質
向上計画

新特別 株式会社滋賀銀行

1748 R125070004 近畿 滋賀県
株式会社ジャパンネットワークコーポレーショ
ン

1160001009973
　指定工場化による先進安全自動車の設備技術の確立および受注
案件増加

新特別 株式会社エフアンドエム

1749 R125070005 近畿 滋賀県 株式会社Ｋａｍｏｇａｗａ 7130001010284
半導体製造装置の需要拡大に伴うダイヤモンド電着工具等の生産
能力拡大及び長寿命化計画

新特別 株式会社エフアンドエム

1750 R125070007 近畿 滋賀県 株式会社矢島製作所 4160001001977
超精密切削加工の品質向上・生産性改善を実現する生産体制の構
築と技術開発

通常
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1751 R125070009 近畿 滋賀県 山室木材工業株式会社 9160001007128 木質チップの適正な在庫量把握による再活用・再資源化促進計画 新特別 株式会社滋賀銀行

1752 R125070010 近畿 滋賀県 株式会社中村製作所 4160001014120
ロボット溶接の新規導入による生産性向上による需要増分野への量
産対応

新特別 シェアビジョン株式会社

1753 R125070011 近畿 滋賀県 株式会社駒井工作所 8160001013770
カーボンニュートラルに寄与する装置部品並びに金型等の大型対応
と加工精度向上

新特別 株式会社滋賀銀行

1754 R125070012 近畿 滋賀県 株式会社ＥＮＩＷＡＭＵＲＡ 5130001066634
物理的な対人接触を減じる製品・システムを導入した生産プロセス・
サービス提供方法の改善

新特別 株式会社滋賀銀行

1755 R125070013 近畿 滋賀県 藤居本家
にごり酒の製造効率と品質向上による中国日本酒市場への本格進
出

通常 滋賀県商工会連合会

1756 R125070015 近畿 滋賀県 柏原工業株式会社 2160001006532
アフターコロナに向けた、最新ベンダー導入による若手社員の技術力
向上

新特別 倉智　武彦

1757 R125070016 近畿 滋賀県 ケイシン機工株式会社 4160001000657
加工精度誤差３／１０００ｍｍ　超短納期と高精度を両立させる金属
加工

新特別

1758 R125070018 近畿 滋賀県 株式会社エノモト 2160001007209 産業用Ｒｏｂｏｔによる機械加工の完全自動化ラインの構築 新特別

1759 R125070019 近畿 滋賀県 株式会社タカギ 5160001013468 ＣＮＣルーター導入によるＢｔｏＢからＢｔｏＣへの抜本的な事業転換 新特別 京都中央信用金庫

1760 R125070021 近畿 滋賀県 株式会社ＥＬＭＡＮＩ 6160001020950
チーム動物医療による高度整形外科のワンストップ＆リアルタイム診
療によるＱＯＬ向上

新特別
税理士法人トップ財務プロ
ジェクト

1761 R125070023 近畿 滋賀県 有限会社ティーエムカラー 7160002006741
焼付け塗装の対応品拡充と新型コロナウイルス感染防止への対応
強化計画

新特別

1762 R125070024 近畿 滋賀県 林化学工業株式会社 7130001007082
量産化５Ｇ用セラミックス材料設計の為の設備導入による新製品開
発事業

通常

1763 R125070026 近畿 滋賀県 株式会社ウミノ製作所 3160002012586
精密板金における溶接工程に革命の熱を入れ、生産性の向上と売
上アップ

通常

1764 R125070031 近畿 滋賀県 株式会社かねきち 3160001021340
同業他社との差別化を図るための新商品開発に要する製造設備の
導入

通常

1765 R125070034 近畿 滋賀県 日伸工業株式会社 3160001000063
医療用金属プレス部品加工用金型導入による医療機器分野への参
入拡大

通常

1766 R125070037 近畿 滋賀県 株式会社エステック 4160001007974
板金曲げ加工条件のレシピ化・高精度化による社内一貫生産体制の
実現

通常

1767 R125070038 近畿 滋賀県 甲良集落営農連合協同組合 4160005008779 消費者ニーズを反映した新たな米販売事業への挑戦 通常 滋賀中央信用金庫

1768 R125070039 近畿 滋賀県 原馬化成株式会社 2160001006953 金属代替としてのガラス繊維樹脂による成形設備システム構築事業 通常 長浜信用金庫

1769 R125070041 近畿 滋賀県 株式会社ヨシハラシステムズ 3160001008882 Ｗｅｂ集荷・配達予約サービスで利便性向上と機会損失の抑制 新特別

1770 R125070042 近畿 滋賀県 有限会社トラストテック 4160002001316
押し出しレール品へ対抗するための大型パネルソー導入による長物
切削レールの生産体制の構築

通常 税理士法人今西総合会計

1771 R125070044 近畿 滋賀県 有限会社森三商会 1160002010889
独自改良した真空包装機導入による品質向上と管理体制構築の実
現

通常 ひかり戦略会計株式会社

1772 R125070045 近畿 滋賀県 株式会社三和鉄工 8160001005644
嵌合設備と自動倉庫導入の新業務システム構築による短納期の確
立

通常

1773 R125070047 近畿 滋賀県 株式会社近畿ブラザー 7160001000571 ビジネスモデル追加プロジェクト 通常

1774 R125070048 近畿 滋賀県 興亜ホールディングス株式会社 6160001019852
戦国時代の知恵と技術を応用して電気自動車用途に技術革新をもた
らす

通常 滋賀県商工会連合会

1775 R125070049 近畿 滋賀県 株式会社精土 9160001005577
不純物除去プロセスの高度化による高品質化及び生産性向上の実
現

通常
株式会社マネジメントパー
トナーズ

1776 R125070052 近畿 滋賀県 匠堂合同会社 4160003001496 ＩｏＴ技術と新技術による革新的イチゴ栽培とサービス提供 通常

1777 R126070004 近畿 京都府 株式会社ＯＮＯ　ｐｌｕｓ 9130001037887 大型液晶ＴＶ向け偏光板用フィルムスリット（裁断）加工への進出 通常

1778 R126070005 近畿 京都府 Ｈｉｒｏ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ 他社に依存しない体制構築と「脱・下請け」のための設備導入 通常

1779 R126070008 近畿 京都府 株式会社ＵＡＨ 2130001054955
高画質内視鏡手術の実施による対人接触を減らした低侵襲獣医療
の実現

新特別 渡部　浩和

1780 R126070011 近畿 京都府 共進精機株式会社 2130001010371
国の推進する半導体戦略の一役を担う半導体製造装置部品の高精
度・生産性向上計画

新特別 株式会社京都銀行

1781 R126070013 近畿 京都府 有限会社トクショウ工業 1130002022342 自然災害の増加に対応する屋根用鋼板加工の生産性向上計画 新特別 京都中央信用金庫

1782 R126070014 近畿 京都府 株式会社コソフ 2130001033406 超精密部品の低コスト製造で顧客の競争力強化に貢献 通常 京都信用金庫

1783 R126070018 近畿 京都府 株式会社有田製作所 1130001009935
半導体製造装置向け部品の工程合理化による高品質・高効率生産
体制の確立

新特別

1784 R126070019 近畿 京都府 株式会社京都シールレーベル 6130001012141
温度変化と時間経過の見える化を行う、食ロス削減ラベル革新的開
発

通常

1785 R126070020 近畿 京都府 大和印刷紙工株式会社 5130001032768 京都初導入、特殊サイズ印刷機での全数検査サービスの確立 通常

1786 R126070023 近畿 京都府 株式会社Ｂｅａｕｔｙ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ 6130001067499
理美容業界のマーケティング・ＥＣ化を支援するプラットフォームの開
発

新特別

1787 R126070024 近畿 京都府 中嶌製版株式会社 5130001001500 「高精細印刷」により新たな付加価値を想像し需要拡大を図る事業 通常

1788 R126070025 近畿 京都府 エスピーツール株式会社 4130001047833
旧態依然としたスプリング加工ツール製造業界において製品の高精
度化・短納期化への要求が厳しさを増している中、複数の最新設備

新特別

1789 R126070026 近畿 京都府 株式会社久御山シャーリング工場 2130001033380
高効率・高精度な最新プレス機器の導入による自動倉庫付帯設備の
量産体制確立

新特別 株式会社ゼロプラス

1790 R126070027 近畿 京都府 有限会社森田美術印刷 8130002011611
仏閣向けメタリックカードの生産工程改善を行った革新的サービス提
供事業

新特別

1791 R126070030 近畿 京都府 武田淳歯科医院
コロナ禍における感染対策と補綴治療の金属依存脱却推進のため
のＣＡＤ／ＣＡＭ導入

新特別 株式会社meditips

1792 R126070032 近畿 京都府 有限会社和田製作所 3130002013034
「電子情報産業」へ参入するための金型製造プロセスの高精度化及
び生産性向上の取組

新特別
ひまわり経営サポート株式
会社

1793 R126070033 近畿 京都府 三協株式会社 5130001039508 大径物製品に対応するＣＮＣ旋盤の新たな導入による受注の拡大 新特別

1794 R126070034 近畿 京都府 有限会社鶴屋光信 5130002018147
餅製造技術を活かすもちもち和菓子内製化と複数商品展開による販
売拡大

通常
アクセルコンサルティング
株式会社

1795 R126070037 近畿 京都府 井澤製粉株式会社 5130001009964
石臼製粉装置付き全粒粉製造設備導入でのサービス生産性向上事
業

通常 高山　吉和

1796 R126070038 近畿 京都府 オズデンタルラボ
適合精度の向上と咬合調整力の発揮による患者ＱＯＬの改善への貢
献

通常 京都信用金庫

1797 R126070040 近畿 京都府 有限会社関西ガラステック 3130002026234 コロナ禍で需要が高まるガラスの特殊加工の内製化と短納期化 通常 京都信用金庫

1798 R126070041 近畿 京都府 有限会社忠伸工芸 3130002022183 当社独自商品の木製収納ケース製造における生産プロセスの革新 通常 京都中央信用金庫

1799 R126070042 近畿 京都府 ９１ＭＡＲＫＥＴ
自動車先進技術と環境問題に特化した業者様向けの整備工場立ち
上げ

新特別 笹井　雅広

1800 R126070046 近畿 京都府 戸山鉄工 長尺加工機の導入による品質及び作業効率の向上と雇用の拡大 通常
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1801 R126070047 近畿 京都府 株式会社京はやし 4130001034625 四条大宮駅改札に手作りの飲食店コラボ弁当の無人店舗を出店 新特別

1802 R126070051 近畿 京都府 イデオ株式会社 8120002056104 ＥＣサイトへのＶＲシステム導入とＶＲモール・ＫＹＯＴＯの構築 通常

1803 R126070053 近畿 京都府 株式会社リリー 3130001043164 コロナ禍の地域獣医療を救う、がんの二次的診療施設への進化 新特別

1804 R126070054 近畿 京都府 株式会社燈影舎 2130001013052
絶版本の入手を可能にするオンデマンド出版と個人向け出版事業の
展開

通常

1805 R126070055 近畿 京都府 大成化工機株式会社 9130001038118 新設備の導入で製造作業を効率化し新規顧客の開拓を実践する。 通常 大元　相

1806 R126070058 近畿 京都府 株式会社エスケイワイ 6130001042997 精密加工技術を活かしたメガネ事業への進出 新特別

1807 R126070059 近畿 京都府 誓和工具株式会社 4122001018922
日本の自動車産業のＥＶ化に資する精密加工技術を活かした新規事
業

通常

1808 R126070060 近畿 京都府 株式会社オオマエ 2130001065143
瞬間冷凍庫及び最新フラーム窯の導入による生産性向上及び労働
環境の改善

通常 京都信用金庫

1809 R126070061 近畿 京都府 株式会社ワークヴォックス 5130001069240
モバイルワークスペース需要に応える試作体制の構築と生産性向上
の実現

新特別 ミカタ経営株式会社

1810 R126070062 近畿 京都府 株式会社エピッド 6130001063234 新システム・機材導入による品質・生産効率の向上 通常 角谷　雅子

1811 R126070065 近畿 京都府 株式会社長澤製作所 6130001069677
小ロット多品種・短納期対応の強みを活かした医療用機器向け樹脂
切削加工への進出

通常
アドバンスト・エム株式会
社

1812 R126070066 近畿 京都府 まえだ歯科 高齢化社会に向けた義歯製作のデジタル化への取組み 通常

1813 R126070072 近畿 京都府 ＬＡＵＮＣ株式会社 3130001067717
マーケットプレイス型ＥＣサイト「ａｓｉＭａ」の越境化をはたす感染リスク
低減事業

新特別
株式会社ＮＫＫソリュー
ションズ

1814 R126070074 近畿 京都府 お粥や福住 高齢化をにらんだレトルト食品の開発、販売事業 新特別

1815 R126070078 近畿 京都府 岩鼻工業株式会社 2130001056596 ＩＣＴ搭載重機導入”人手不足解消と業務効率改善による売上向上” 新特別 綾部商工会議所

1816 R126070079 近畿 京都府 株式会社玉屋 1130001011148 フルカラーデザイン性パッケージの短納期アイテム拡充 通常

1817 R126070080 近畿 京都府 旭テクノ化成株式会社 8130001024093
⾼温加熱併⽤式⾼周波ウェルダー導⼊による耐環境材料を⽤いた
製品開発と新分野開拓

通常

1818 R126070081 近畿 京都府 株式会社フクダ 3140001056454
平面研削盤と非接触測定器の導入による加工精度の向上と、ヘルス
ケア分野への新規進出

新特別

1819 R126070083 近畿 京都府 京都食品株式会社 4130001019436 少量個別包装による惣菜商品の開発 通常 京都税理士法人

1820 R126070085 近畿 京都府 有限会社修美社 1130002016526
時流の顧客ニーズに対応したＩＴ活用高細線印刷物提供サービス事
業

通常

1821 R126070086 近畿 京都府 株式会社恵葉＆菜健康野菜 1130001056168
農福連携による新規栽培システム構築を踏まえた植物工場産業の
発展促進

新特別
株式会社ダイワマネジメン
ト

1822 R126070089 近畿 京都府 有限会社三葉商事 1130002034668 お名前シール事業者との連携による刺繍ワッペンの販路拡大計画 通常 京都北都信用金庫

1823 R126070091 近畿 京都府 株式会社中川製作所 2130001027093 ワイヤ放電加工技術を活用した新機構組立機の開発 通常 猪口　建太朗

1824 R126070093 近畿 京都府 株式会社ＳＧＲ 4130001066379
革新的な印刷設備の導入による新たな生産方式採用で売上拡大事
業

通常

1825 R126070096 近畿 京都府 株式会社藤永鉱業 3130001047280 新たな重機を導入した処理プロセスによる解体業対応強化事業 通常

1826 R126070100 近畿 京都府 株式会社マコトプラスチック 2130001057165 高精度ＮＣルーターの導入による生産体制の刷新 新特別 京都信用金庫

1827 R126070101 近畿 京都府 株式会社九条精工 4130001010460 加工精度・キャパ向上、内製化を通じたＥＶ分野参入体制構築 通常 京都北都信用金庫

1828 R126070103 近畿 京都府 株式会社岩井製菓 9130001034042 金属検出器導入による生産性アップ 通常

1829 R126070105 近畿 京都府 桂紙工株式会社 2130001008011 顧客ニーズに沿った個別包装設計での多品種小ロット生産拡大事業 通常

1830 R126070108 近畿 京都府 株式会社ＮＥＪＩＹＡカミテック 3130001064078
立形マシニングセンタ導入と部品加工体制の構築で顧客の課題を解
決する。

新特別
株式会社ｕｌｕコンサルタ
ンツ

1831 R126070110 近畿 京都府 ホリモク株式会社 3130001038577
木材の３次元加工による地域産材を活かしたデザイン家具・内装材・
小物開発

通常

1832 R126070112 近畿 京都府 ＭＤプレス工業株式会社 9122001028751
最新光ファイバレーザーマーカ導入による生産性向上と新規事業開
拓

通常

1833 R126070122 近畿 京都府 ことことビール株式会社 7130001068934 京都最南端から、乾杯をお届け！酒蔵経験を活かす新規ビール醸造 通常 京都府商工会連合会

1834 R127070005 近畿 大阪府 株式会社三陽製作所 5122001003097 コロナ禍が原因で急増する製品受注に対応する高生産体制の構築 通常 税理士法人SAT

1835 R127070008 近畿 大阪府 日本鍛造株式会社 1120001014110
鍛造用金型の高効率生産体制を構築し分業による超短納期体制を
強化する計画

通常 株式会社エフアンドエム

1836 R127070009 近畿 大阪府 株式会社カツミ 2120001152974
半導体不足の解消に寄与するリードタイム短縮による生産性向上計
画

新特別 株式会社京都銀行

1837 R127070010 近畿 大阪府 株式会社酒井工業 4122001013989
ベンドキャムを用いたブレーキ加工のデジタル化による生産性向上
計画

通常 檜垣　典仁

1838 R127070011 近畿 大阪府 株式会社Ｐｅｎｓｅｕｒ 4120001130771
社員同士の交流促進が図れるクリエイティブ社内共有アプリの開発
事業

新特別 合同会社Ｇ＆Ｎ

1839 R127070012 近畿 大阪府 株式会社エクシード 2120001138305
店装金物製造における材料切断・穴あけ能力の獲得による事業強化
計画

新特別 大阪シティ信用金庫

1840 R127070015 近畿 大阪府 井上化成工業有限会社 9122002016391
射出成形による高効率・低コスト・環境負荷の低いブリスター製造技
術の確立

通常

1841 R127070017 近畿 大阪府 株式会社ナカモト 8122001019470
機内測定技術の確立によるアルミダイカスト部品の試作加工の効率
化

通常

1842 R127070018 近畿 大阪府 株式会社和光製作所 7120001148893 ウイルス死滅機能付、両替機筐体の開発 新特別

1843 R127070019 近畿 大阪府 株式会社源邑光北野刃物製作所 9120001017345
丸みをつける加工と研磨加工の自動化へ向けた専用機械の開発及
び導入計画

通常 のぞみ信用組合

1844 R127070020 近畿 大阪府 有限会社Ｙ．Ｋ．樹脂 1120002060954
精密旋盤導入と当社独自技術の融合による半導体製造装置部品等
の高精度、短納期対応

通常 シェアビジョン株式会社

1845 R127070022 近畿 大阪府 株式会社中西製作所 2120001015792
世界的な半導体不足による製造装置等の需要拡大に伴う多品種少
量生産強化計画

通常 株式会社京都銀行

1846 R127070023 近畿 大阪府 株式会社ＺＩＤＯ 8120901041131 超解像顕微鏡の自動化 通常

1847 R127070026 近畿 大阪府 横田化工機株式会社 4120001050813 ワイドエリア三次元測定機の導入による検査精度向上と生産性向上 新特別

1848 R127070027 近畿 大阪府 株式会社三共プラス 9122001002723
世界的な半導体不足に対応したクリーンペーパー等の製函工程自動
化による生産性向上計画

新特別 株式会社エフアンドエム

1849 R127070030 近畿 大阪府 日本フッソテクノコート株式会社 9120101021701 ブラスト処理における生産効率向上によるコスト競争力強化 通常

1850 R127070031 近畿 大阪府 株式会社金原工業 9120101042251
プレスブレーキとシャー導入による建築用金属製品の自社製造の拡
大

新特別
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1851 R127070032 近畿 大阪府 有限会社ＮＳ精機 5120002063086
設備導入による研磨工程の刷新と対人接触を抑えた研磨体制の構
築

新特別
株式会社フラッグシップ経
営

1852 R127070034 近畿 大阪府 株式会社イズミスチール 6120101039374 当社独自仕様の焼鈍炉の新設による顧客ニーズへの対応 通常

1853 R127070035 近畿 大阪府 辰巳工業株式会社 4120901001246 調達が簡単な鋳造完成部品の製造プロセス 通常

1854 R127070038 近畿 大阪府 株式会社ポリマーテック 3120102014552 自動組付け装置の導入によるカーケア用品の増産体制構築 新特別

1855 R127070043 近畿 大阪府 有限会社昌栄堂 2120902010396
ＷＥＢ受注システムと抗ウィルス対応により顧客ニーズを満たす印刷
物の提供

新特別

1856 R127070044 近畿 大阪府 株式会社川﨑 7120001012026
自動車部品の低コストと高品質を実現する電流反転法等を利用した
新アルマイト処理法の開発

通常

1857 R127070050 近畿 大阪府 株式会社ＡＺＡＸ 9120001233306
産業用ドローン撮影事業への本格的進出と技術者育成へむけた事
業

通常 尼崎信用金庫

1858 R127070052 近畿 大阪府 株式会社リ・ポール 1120001181272 福祉施設向け養液栽培装置の開発（ＩｏＴ端末による遠隔技術支援） 通常 谷川　俊博

1859 R127070054 近畿 大阪府 堀田カーペット株式会社 4120101041902
「カーペットを日本の文化に！」ウィルトン織りカーペットの生産性向
上

通常

1860 R127070055 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

1861 R127070056 近畿 大阪府 サンキユー工業株式会社 7120901023873
高精度加工能力獲得による大型半導体製造装置の電源用製品製造
事業への進出

新特別 株式会社ゼロプラス

1862 R127070058 近畿 大阪府 大貴工業株式会社 3120101031672
新しい加工技術による特注ヒーターの増産で日本の製造装置産業に
貢献

新特別
株式会社市岡経営支援事務
所

1863 R127070059 近畿 大阪府 株式会社Ｋｏｂｅ　Ｗａｐｏｓ 1140001094217 医療機器の製造ラインを開発し世界のニッチ市場に販売拡大 通常 兵庫県商工会連合会

1864 R127070062 近畿 大阪府 貞永製作所 「医療用医薬品業界」新規参入を目指した生産プロセスの改善事業 新特別

1865 R127070063 近畿 大阪府 株式会社西口校具製作所 2120001002378 ホワイトボードへの抗ウィルス加工実現と多品種小ロットニーズ対応 通常

1866 R127070064 近畿 大阪府 株式会社ヤマシロ 8120001011316
３次元立体物への超精密且つ鮮明度の高い彫刻加工・極細文字加
工を実現

新特別

1867 R127070067 近畿 大阪府 有限会社田川木型 4122002012445 木型製造の精度を向上することよりクライアントニーズに応える事業 新特別

1868 R127070068 近畿 大阪府
フリージア歯科クリニック　オリックス本町ビル
院

マウスピースを活用した患者の負担の少ない睡眠時無呼吸症候群
治療

新特別 株式会社香川銀行

1869 R127070069 近畿 大阪府 栄興産業株式会社 4120001146891
ＥＶ（電気）自動車のモーターに使用するマグネットワイヤー用の樹脂
製ボビンの製造

新特別

1870 R127070070 近畿 大阪府 有限会社キックス 4120102014056
複雑な形状の高圧ガス部品に対応した設備を導入して販売拡大と生
産性向上を実現

新特別

1871 R127070071 近畿 大阪府 株式会社西電通 7120001124894
自助警備・新安否確認見守り等新システム開発による革新的サービ
スの構築

通常

1872 R127070075 近畿 大阪府 ヤオスチール株式会社 8122001020362
フラットバーのバリレス切断加工技術による付加価値向上を通じた販
売拡大計画

通常 株式会社京都銀行

1873 R127070076 近畿 大阪府 大正インダストリー株式会社 3122001004320 高付加価値な『機能塗装』における生産工程の高効率自動化 通常

1874 R127070077 近畿 大阪府 ナカザワワークス株式会社 9120101058108
住宅デザインの高まりに応える長尺出隅の高品質化と高効率生産体
制の確立

通常

1875 R127070078 近畿 大阪府 株式会社京阪工技社 4120001000396
電子化×図面印刷物の組み合わせた高付加価値サービスによる競
争力強化事業

通常

1876 R127070079 近畿 大阪府 株式会社モンデン 7120002023286
災害及びコロナ対策用の新型空調システムに関わるフランジ製造プ
ロセスの改善事業

新特別

1877 R127070081 近畿 大阪府 鳴門屋製パン株式会社 9120001018310 自動包装機導入による、パン包装工程の自動化 通常 橋本　賢宏

1878 R127070082 近畿 大阪府 畑鉄工株式会社 3122001009229
銅の加工バリを除去するバリ取り機を導入し品質向上と作業効率を
改善

新特別

1879 R127070084 近畿 大阪府 文元歯科医院
ＹＳＧＧレーザー導入でコロナ重症化リスクの一因である歯周病ゼロ
医院化計画

通常
株式会社ケーズパートナー
ズ

1880 R127070085 近畿 大阪府 寿ダイカスト工業株式会社 2120001222216 新型マシニングセンタ導入による産業用ロボット部品の製造 通常

1881 R127070086 近畿 大阪府 株式会社日吉プロダクツ 8122001006171
顧客の生産性向上に寄与する真空ポンプの大型化対応及び安定供
給体制の構築

新特別 株式会社エフアンドエム

1882 R127070087 近畿 大阪府 株式会社ケンロック 2120901000745
世界的に需要拡大中の自転車市場へ！高級自転車用部品生産体
制の構築

通常 山本　文則

1883 R127070089 近畿 大阪府 株式会社隅谷商店 3122001003743
苛性ソーダの精確な希釈均一と低コスト製造を実現する革新的希釈
加工システムの開発

通常

1884 R127070090 近畿 大阪府 株式会社ワイエス 3120001167633
ウルトラファインバブルを生み出す製品の試作と量産化を通じた特殊
樹脂の成形技術確立

通常
株式会社ダイワマネジメン
ト

1885 R127070092 近畿 大阪府 株式会社プリモディコ 2120001205872 非接触型財務、経理代行とタイムリーな資金繰り表作成サービス 新特別

1886 R127070093 近畿 大阪府 株式会社マツオコーポレーション 7120901002076 顆粒顔料計量供給装置の導入による着色ブロックの量産体制確立 通常

1887 R127070095 近畿 大阪府 有限会社今村化学 8120902009581 高生産性圧縮成型機導入による試作製品開発受託の市場開拓 通常

1888 R127070097 近畿 大阪府 株式会社河原商店 2120001140863 国内 新特別

1889 R127070098 近畿 大阪府 有限会社比良精機 2120002064863
他社にない高精度・高難度切削加工技術プログラムで精度向上・増
産

新特別

1890 R127070099 近畿 大阪府 株式会社エランウォーク 9120101058025
設備導入で大型ワーク案件に短納期対応し、外注先との物理接触を
減らす計画

新特別

1891 R127070101 近畿 大阪府 ミナミ金属製作所
新規ＣＮＣ旋盤導入による住設機器部品の増産体制確立と生産性向
上の取組

新特別

1892 R127070102 近畿 大阪府 株式会社ドリーム・ジーピー 3120001117828
膝下の三次元計測システム開発による自社サービス強化及び義肢
装具業のＩＴ化

新特別

1893 R127070103 近畿 大阪府 マコム・プラニング株式会社 1120001089565
放課後等デイサービス　クラウド型個別支援計画書システム製作販
売

新特別
協同組合さいたま総合研究
所

1894 R127070105 近畿 大阪府 株式会社ナノクリエート 3120001210616
マイクロバブル洗浄機の開発・導入で脱脂洗浄の量産体制と新規事
業の拡大

通常

1895 R127070109 近畿 大阪府 日興商事株式会社 4120001223195
システム導入で、日本の伝統工芸品を動画も用いて中国向けに販売
する。

新特別
株式会社中央ビジネスグ
ループ

1896 R127070110 近畿 大阪府 ナニワ精工
高性能円筒研削盤を導入することによる研磨工程の生産プロセス改
善

新特別

1897 R127070111 近畿 大阪府 株式会社福富運送 8140001083989 ネット通販納品代行事業の先進的なオペレーションシステム構築 通常 尼崎信用金庫

1898 R127070113 近畿 大阪府 川上ハガネ株式会社 3122001001508
切断工程の高精度化・生産能力の向上による電気自動車市場への
進出

新特別 株式会社ゼロプラス

1899 R127070114 近畿 大阪府 株式会社友安製作所 1122002014345
ものづくりへの回帰とアウトドア・エクステリア需要を取り込み、ライフ
スタイルをデザインする会社へ

通常

1900 R127070115 近畿 大阪府 株式会社ＫＨＳメディカルサポート 1120001205543
コロナで苦しむ医療機関と医師を非対面で最適最速に繋ぐアルバイ
トマッチングアプリの導入

新特別 花山　和士
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1901 R127070116 近畿 大阪府 株式会社テクト 6120101030440
ターニングセンタを導入し生産工程の抜本的な見直しを図ることで取
引先からの増産要請に応える

新特別

1902 R127070118 近畿 大阪府 アットクリエイト株式会社 7122001028704
高精度マシニング加工した搬送システムを組み込んだ検査装置の生
産体制構築

通常

1903 R127070121 近畿 大阪府 中原産業株式会社 8120001013213 新たな設備導入による光彩色印刷の事業化 通常

1904 R127070123 近畿 大阪府 株式会社ハンナ鋼材 3122001019797 新規設備と進捗管理システム活用による短納期受注対応力強化 新特別

1905 R127070124 近畿 大阪府 マルシン株式会社 8120001191018 マルチカッティングマシン導入による生産性向上と新分野への参入 通常

1906 R127070126 近畿 大阪府 株式会社特殊加工センター 4122001024862 歯科診療におけるＳｏｃｉａｌ５．０実現に向けた最先端技術への対応 新特別 大阪信用金庫

1907 R127070127 近畿 大阪府 まつうら歯科
新型歯科用実体顕微鏡・歯科用ＣＴの導入による歯科治療の高度化
と新サービス展開

通常 株式会社フロウシンク

1908 R127070130 近畿 大阪府 有限会社篠原熔接所 3120002015551
長尺のＣ形鋼加工に関して内製化によるワンストップ生産体制構築と
短納期化の実現

新特別 株式会社ゼロプラス

1909 R127070131 近畿 大阪府 京阪米穀株式会社 7120001147788 お客様の要望にあった精米を実現しお米のオーダーメイド化に挑戦 通常

1910 R127070134 近畿 大阪府 株式会社ＯＮＥ　ＡＩＲ 3120001235043
最新の三次元測定ドローンを活用した対人接触を減らし、生産性を
向上させるサービスの提供

新特別

1911 R127070135 近畿 大阪府 スギクオリティー工業株式会社 5122001027765
タレットパンチプレス機の導入による生産性向上及び高機能高品質
な製品提供体制構築

通常 税理士法人土肥会計事務所

1912 R127070136 近畿 大阪府 株式会社内田製作所 8120901044290
マシニングセンタ及びＣＡＤ／ＣＡＭ導入による加工精度・速度向上と
非対面営業による新規受注獲得事業

新特別 のぞみ信用組合

1913 R127070137 近畿 大阪府 ＺｉＧ株式会社 2120101048172
高精密製作技術と高性能プリンタの融合による設計プロセス革新事
業

新特別

1914 R127070138 近畿 大阪府 明成工業有限会社 1122002012431
独自設備導入とノウハウの融合によるヘアライン研磨の品質・生産
性向上

通常

1915 R127070139 近畿 大阪府 大日運輸株式会社 9120001066623 住宅デザインの高度化に応える新型出隅の開発事業 新特別

1916 R127070141 近畿 大阪府 小川デンタルラボラトリー 上顎狭窄治療と歯列矯正の同時進行を実現する床矯正装置の開発 通常 アイアンドアイ株式会社

1917 R127070143 近畿 大阪府 株式会社土井金属製作所 9122001019387
新ニーズ対応に向けた高性能プレス機とプレス搬送機導入による生
産性改善

通常
一般財団法人 南都経済研究
所

1918 R127070145 近畿 大阪府 阪南倉庫株式会社 6120101005797 取扱量の急増に対応するため、生産性の向上を目指す！ 通常 堺商工会議所

1919 R127070147 近畿 大阪府 有限会社ベストプラント 5120102028328
半導体生産工場向けダクト製造事業に進出するための、曲げ工程の
精度・生産性の向上

新特別 株式会社ゼロプラス

1920 R127070148 近畿 大阪府 弘陽製作所有限会社 2120002014125 高性能ＣＮＣ旋盤の導入による大型部品対応と競争力強化の実現 通常 山本　高久

1921 R127070150 近畿 大阪府 株式会社ＪＥＩ 5120001019337
Ｗｉｔｈコロナ対応の３密を防ぐ機能を組み込んだ入退室管理システム
の開発

通常 加藤　正親

1922 R127070151 近畿 大阪府 株式会社テイ・エイ・スチール 7120101004419
プレス機械導入による業務効率化、製造時間短縮、品質の安定化を
目指す

新特別

1923 R127070153 近畿 大阪府 千成屋国際株式会社 5120101052576
コロナ対策に資する新商品開発と海外展開、低感染型販売システム
の構築

新特別

1924 R127070154 近畿 大阪府 株式会社金星商店 8120901019508 医療インソール・靴の専用設計システムを構築し、受託強化する。 通常

1925 R127070157 近畿 大阪府 宮原歯科診療所 高精細三次元ＣＴとＩＰスキャナーによる診療の高精度化・デジタル化 通常
堀江コンサルティングオ
フィス株式会社

1926 R127070158 近畿 大阪府 有限会社オーシャンデンタルラボラトリー 4120102000948 ３Ｄデータを活用したデジタル対応歯科技工所への転換 通常
有限会社サステイナブル・
デザイン

1927 R127070161 近畿 大阪府 ルセルナ株式会社 3120101045210
ペット高齢化時代のニーズに応える！　獣医腫瘍科認定医によるが
んの早期発見・治療プロジェクト

通常

1928 R127070162 近畿 大阪府 ＤＥＮＴＡＬ　ＬＡＢＯ　２０２０ 入れ歯製作のデジタル化による薄肉化と品質および生産性の向上 通常 大阪府商工会連合会

1929 R127070163 近畿 大阪府 株式会社オレンジ動物病院 6120001223020
最も難治なペットの病気であるがん・心臓病の早期発見を目指した検
査体制の刷新計画

新特別

1930 R127070164 近畿 大阪府 株式会社ディープインパクト 7120001120407
非対面事業拡大に向けた専門的美容情報発信による優良顧客の育
成

新特別 補助金活用支援会合同会社

1931 R127070165 近畿 大阪府 有限会社村中金属 1120002010380
最新バリ取り機導入による、生産性向上を目的とした生産体制改善
計画

新特別

1932 R127070166 近畿 大阪府 株式会社創美工芸 2122001018957
金型の大型化に向けた新型放電加工機導入による外注の内製化事
業

新特別

1933 R127070169 近畿 大阪府 有限会社御菓子司富貴屋 3120902017903
「自動包あん機」導入による伝統和菓子の品質安定化と生産性向上
への取組み

新特別

1934 R127070170 近畿 大阪府 株式会社三和鋲螺製作所 4122001002991 多品種選別可能型検査機の開発 通常

1935 R127070171 近畿 大阪府 松本印刷 設備増強による生産能力向上および販売促進への取組み 新特別 松本　圭介

1936 R127070173 近畿 大阪府 株式会社片山商会 8122001028686
全電動竪型射出成形機導入による高精度成形及び大幅な生産性向
上実現

通常

1937 R127070175 近畿 大阪府 笹原鋼業株式会社 9120001028986
高精度汎用バンドソーの導入及び生産体制の見直しによる農業機械
用部品の増産体制構築

新特別 株式会社ゼロプラス

1938 R127070178 近畿 大阪府 大信ペイント株式会社 6120001056560
対人接触作業の削減と生産効率化を両立する新たな塗料充填体制
の構築

新特別 株式会社ゼロプラス

1939 R127070179 近畿 大阪府 株式会社旭東金属 1120001019968 ステンレスの切削加工技術の高度化を通じた医療分野事業の拡大 新特別 株式会社京都銀行

1940 R127070180 近畿 大阪府 岡本金属株式会社 6120001001616
鋼材のエキスパート集団のノウハウで、日本の工作精密機械を足元
から支える、鋼材せん断高度化事業

通常

1941 R127070181 近畿 大阪府 丸紅木材株式会社 6120001031695 販売・生産管理の可視化を行うプラットホームシステムの構築事業 新特別

1942 R127070183 近畿 大阪府 太洋株式会社 9120001066689 自社商品「きになるニオイトリ」のＥＣ直販事業 新特別

1943 R127070187 近畿 大阪府 株式会社ＷＯＯＤＢＡＳＥ・Ｆ 7120101056699 不使用材料を有効活用したオーダー家具のオンライン販売事業 新特別

1944 R127070189 近畿 大阪府 協栄金属株式会社 3120001159300
受注拡大のためのレーザー溶接加工機導入による付加価値向上計
画

新特別 北おおさか信用金庫

1945 R127070191 近畿 大阪府 尾崎歯科医院
近隣の要支援、要介護高齢者に対し低感染リスクかつ低負担の歯科
治療の提供

新特別
株式会社中央ビジネスグ
ループ

1946 R127070196 近畿 大阪府 こばやし歯科クリニック
ＹＡＧレーザーと口腔内スキャナーを用いた歯科診療の生産性向上
計画

新特別

1947 R127070197 近畿 大阪府 能美工業株式会社 4120001156478
複雑形状鋳鉄の切削加工条件の高精度化と対人接触を減じるシス
テムを導入した生産プロセスの確立

新特別

1948 R127070202 近畿 大阪府 株式会社キョウドウ 8120101051212
ＣＮＣパイプベンダーによる長尺部品複雑曲げ加工の高精度、低コス
ト、量産化計画

通常 升谷道教

1949 R127070203 近畿 大阪府 株式会社大阪屋 8120001155451
粘性度の高い液体の充填可能な設備導入による受注拡大と生産性
向上

新特別
ひまわり経営サポート株式
会社

1950 R127070204 近畿 大阪府 日本バリデーション・テクノロジーズ株式会社 7030001065256 バイオ分野を含む新たな分析サービスの受託 通常
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1951 R127070205 近畿 大阪府 ＥＮＴＬＩ株式会社 4120001234663 高校生向け就活システムの開発で、高校生の就職をサポートする 新特別

1952 R127070207 近畿 大阪府 株式会社タスカル 3120001188175
需要増に向けた３Ｄスキャナ導入による開発プロセスの高効率化計
画

新特別 北おおさか信用金庫

1953 R127070208 近畿 大阪府 株式会社ＰＧＳ 1120001169400 デジタルサイネージ・ダイレクト管理システムの構築 新特別 コンフロント税理士法人

1954 R127070210 近畿 大阪府 株式会社アリス 8120001155006
技工物作製をデジタル化し、迅速化、高精度化、労働環境の改善、
感染リスクの低下を実現し、ビジネスモデルの転換を図る。

新特別

1955 R127070213 近畿 大阪府 株式会社Ｔ－ａｒｔ 1120001168674
自動デジタルカッターの取得による外注加工工程の内製化で、生産
性・顧客満足度向上とＥＣ事業への新規事業展開

新特別

1956 R127070214 近畿 大阪府 協和螺旋鋼業株式会社 4122001001861
１ダイ２ブロー冷間圧造機の導入による、ねじ製品製造における生産
性革新

新特別

1957 R127070217 近畿 大阪府 株式会社イムノセンス 6010901041482 独自の電気化学免疫測定法による高性能ＰＯＣＴ機器の実用化 通常

1958 R127070218 近畿 大阪府 ＫＴオフィス土地家屋調査士法人 4120005015952
大規模案件に対応した不動産越境物３次元調査報告サービスの実
現

新特別

1959 R127070219 近畿 大阪府 株式会社星製作所 4122001029597
大型ＣＮＣ旋盤導入による高硬度材の高精度加工及び工程集約によ
る生産性向上計画

通常 荒井　裕貴

1960 R127070221 近畿 大阪府 株式会社日本ワイヤー 5120901043717
最新設備と独自技術を用いた３次元構造バネ部品の高精度、高品
質、高効率な生産技術の開発

通常

1961 R127070222 近畿 大阪府 株式会社山田製作所 6122001016040 土壌処理槽の汎用性を高めるためのプレハブ化事業の展開 通常 西松　あゆみ

1962 R127070225 近畿 大阪府 あおぞら歯科
院内完結の１ｄａｙ補綴治療の実現により感染リスクの軽減および革
新的な治療の高精度化、迅速化を達成する

新特別

1963 R127070226 近畿 大阪府 梅田土地家屋調査士事務所 レーザースキャナーを利用した非接触で革新的な土地測量の実現 新特別 吉元秀樹

1964 R127070227 近畿 大阪府 株式会社エヌカンパニー 8122001032829 ロスゼロ及び増産体制確立のための「穴あけ自動機」の新規購入 通常

1965 R127070230 近畿 大阪府 誠心総業株式会社 2120101053899
狭小物件の解体工事サービスの工法変更による工期・コスト改善計
画

新特別

1966 R127070234 近畿 大阪府 双和株式会社 3120001157650 みがき棒鋼材の生産能力強化による新たな市場への進出 新特別 株式会社ゼロプラス

1967 R127070236 近畿 大阪府 有限会社中川金型 3120102012432
高精度マシニングセンタ導入によるダイカスト金型の直彫り加工技術
確立及び生産性向上計画

通常 荒井　裕貴

1968 R127070237 近畿 大阪府 有限会社フタバ企画 7120002019193
設備再編による色彩品質・再現性の向上　及び　抗菌・抗ウイルス加
工の開発による高付加価値化

通常

1969 R127070241 近畿 大阪府 ヤマト精工 高精度化対応によるＳＤＧｓ社会に貢献する高付加価値事業 新特別 シェアビジョン株式会社

1970 R127070245 近畿 大阪府 朝日精工
ワイヤ放電加工機導入で樹脂射出成型機用金型の短納期体制の構
築

新特別

1971 R127070246 近畿 大阪府 合同会社ガレージナイン 4120903001467 高性能塗装ブースを導入し、生産効率向上と品質の向上を図る。 通常 北おおさか信用金庫

1972 R127070247 近畿 大阪府 株式会社ハイテックヤマテツ 4120101038394 加工精度および生産性の向上によるプレス金型製造受注 新特別

1973 R127070248 近畿 大阪府 友信化学株式会社 2120101042027
水系防錆処理剤受託製造ラインの新規構築による環境配慮型水系
塗料市場への参入

通常

1974 R127070249 近畿 大阪府 能瀬プレス
自動車部品における堅牢なプレス加工経験を活かした防災対応建材
事業

新特別

1975 R127070250 近畿 大阪府 株式会社たた市 6120101028988 畳表折曲機を用いた縁無薄畳づくりおける製造技術の構築 通常 野竿　健悟

1976 R127070251 近畿 大阪府 株式会社ナニワ有機工業 1120101005348 工程一本化によるリードタイム半減で特殊鉄骨部品への新事業展開 通常 合同会社照参会

1977 R127070252 近畿 大阪府 国栄シールシステム株式会社 8120001017379
デジタルラベルプリンター導⼊によるＶＤＰ対応ラベル等⾼付加価値
ラベル事業の展開と売上げ増計画

通常 大阪信用金庫

1978 R127070253 近畿 大阪府 株式会社ＦＡＣＴＡＳ 1122001033081
複合旋盤導入による撹拌装置用精密シャフトの加工精度向上及び生
産体制強化計画

通常 荒井　裕貴

1979 R127070257 近畿 大阪府 関西クリアセンター株式会社 7120101028921 廃プラスチックを利用したプラスチック再生燃料の制作・供給 通常

1980 R127070258 近畿 大阪府 株式会社園田製作所 3120001123479 独自技術と産学連携による家庭・オフィス向け静電フィルターの開発 通常

1981 R127070259 近畿 大阪府 有限会社矢野動物病院 7120102024837 ペットの負担を軽減する新たな低侵襲獣医療技術の導入 通常 株式会社紀陽銀行

1982 R127070261 近畿 大阪府 株式会社オリエンタルベーカリー東大阪販売 7122001001289
コロナ渦で予測できない需要量に対応する冷凍パン小ロット配送シス
テムの構築

通常

1983 R127070262 近畿 大阪府 株式会社ホープツーワン 7120001008602 印刷工程及び工程管理のＤＸ化と生産性の増強 新特別

1984 R127070263 近畿 大阪府 株式会社大阪の駿河屋 1120001092949 製造工程の機械化・自動化による新商品開発と販路開拓 通常
堀江コンサルティングオ
フィス株式会社

1985 R127070265 近畿 大阪府 株式会社コマドリル 2122001002515 大径ドリル生産性向上に向けた革新的加工技術導入事業 通常

1986 R127070266 近畿 大阪府 ヤマコー株式会社 3122001007785 鍛造技術を応用したＣＦＴＲＰ自動車部品の製造のための金型作り 通常
株式会社中央ビジネスグ
ループ

1987 R127070273 近畿 大阪府 信利工業株式会社 5120101009948 廃棄物を価値あるものへ！分析手法高度化による工程革新 新特別
株式会社東京経営サポー
ター

1988 R127070276 近畿 大阪府 岡本製作所
品質管理が厳しい半導体製造装置部品の量産に取組むことによる
企業レベル向上計画

新特別

1989 R127070277 近畿 大阪府 太陽スポーツ株式会社 4120001033132 大阪唯一オンデマンドマーキングシステムによる加工の完全内製化 新特別

1990 R127070278 近畿 大阪府 笠井産業株式会社 8122001018068
全自動式ランニングソーを導入し、カット端材再利用の仕組み構築・
販路拡大

通常

1991 R127070280 近畿 大阪府 森本歯科医院 低照射量ＣＴの導入による体に優しく・生産性の高い歯科医療の実現 通常

1992 R127070282 近畿 大阪府 若林板金工業株式会社 6120101060644 建築板金に内製化による対応力強化と板金加工サービスの提供 通常

1993 R127070288 近畿 大阪府 矢野歯科医院
歯科用ＣＴ及びマイクロスコープ導入による地域小児歯科医療のフ
ラッグシップへ

新特別

1994 R127070292 近畿 大阪府 小倉美術印刷株式会社 6122001017971
最新枚葉検査装置による印刷物外観検査の高精度化で生産性向上
を図る

通常

1995 R127070295 近畿 大阪府 扶桑機工株式会社 4120101022126 建物と人の安全・安心を守る免震デバイスの生産性向上計画 通常
ひまわり経営サポート株式
会社

1996 R127070297 近畿 大阪府 有限会社サニーホーム 2120002063056
パン生地製造工程の生産性向上を通じた小規模店舗の展開とＯＤＭ
事業による新事業計画

通常

1997 R127070300 近畿 大阪府
Ｐｒｏ　Ｔｅｃｈ　Ｌｉｎｅ　Ｍａｎｕｆａｃｔｏｒｙ　Ｊａｐａｎ株
式会社

4180001131681 新熱源による環境対応型冷媒ガス管ロー付け装置の新開発 新特別

1998 R127070301 近畿 大阪府 株式会社サポート 7122001018572 デジタルデータを用いた最先端の歯科技工物の製造体制の確立 新特別

1999 R127070302 近畿 大阪府 イケテイプロダクト株式会社 9122001017688 革製品の開発・量産体制の自動化と３次元ＣＧによる非対面化接客 新特別

2000 R127070303 近畿 大阪府 株式会社モリタパック 1120101021907
ダブルサーボ搭載最新型製袋機導入による革新的な製袋加工技術
の確立

新特別
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2001 R127070304 近畿 大阪府 楠見興業株式会社 1122001026655 金属屋根加工の質とスピードアップで施工の生産性向上を図る。 通常 株式会社ティグレ

2002 R127070306 近畿 大阪府 株式会社共新エンジニアリング 4122001032221 ＣＮＣ旋盤導入で加工精度、作業効率向上、熟練技術継承等を図る 通常

2003 R127070307 近畿 大阪府 株式会社平井製作所 2120101005917 精密高速溶接加工の実現による電装ボックス製造事業 通常
株式会社ジャストコンサル
ティング

2004 R127070308 近畿 大阪府 グッズカンパニー株式会社 3120901029593 文具事務用品の通販事業で印刷・梱包を自動化し利益増を目指す 新特別

2005 R127070311 近畿 大阪府 有限会社八大興産 3122002015671 焼却炉設備メンテナンスの一貫体制を構築し、生産性向上を図る。 通常 株式会社ティグレ

2006 R127070316 近畿 大阪府 有限会社マスタニテック 2120002046119 極細溝加工等の難加工・高品質の産業機器部品の生産体制構築 通常

2007 R127070318 近畿 大阪府 喜楽窯 新たな焼成技術を活かしたニーズに合った穴窯生産能力向上事業 通常

2008 R127070319 近畿 大阪府 長居駅前ココロ歯科クリニック 最新デジタル機器による革新的矯正治療と低感染治療フローの構築 通常 芦田　恒志

2009 R127070321 近畿 大阪府 株式会社デイリー社 3120001090570
人材不足に苦しむ業界に特化した採用・教育システムの開発による
生産性・付加価値の向上

新特別
株式会社フラッグシップ経
営

2010 R127070326 近畿 大阪府 ＴＭＡパートナーズ合同会社 5120003012430 クラウド型法人税申告書作成ソフトの開発 新特別

2011 R127070328 近畿 大阪府 株式会社武田晒工場 4120101004909 超効率特殊噴霧装置による、和晒ガーゼの高付加価値化事業。 通常 尼崎信用金庫

2012 R127070331 近畿 大阪府 株式会社エバカラー 8120001037476 ＩｏＴ／ＩＣＴ活用のヘルスデータ連携による介護の生産性向上 新特別

2013 R127070332 近畿 大阪府 有限会社レスレストン 5120002066502
オーダーメードシャツを遠隔受注するための販売チャネルを提供し受
注増と利益率の向上を図る

新特別

2014 R127070334 近畿 大阪府 株式会社カトウ製作所 5120001157236
試作産業に向けた３Ｄプリンターとカメラシステムによる対人接触「０」
の生産体制の構築

新特別
アドバンスト・エム株式会
社

2015 R127070335 近畿 大阪府 大阪工芸株式会社 4120101001352
難加工配管に対応したＣＮＣパイプベンダー導入による高精度・高効
率な配管加工生産体制の構築

新特別 大阪信用金庫

2016 R127070336 近畿 大阪府 中森鉄工所
最新型ＮＣ旋盤導入によるフランジ製造における革新的生産体制の
構築

新特別

2017 R127070338 近畿 大阪府 株式会社メインサービス 5120001029963
施工業者と連携したシステム・アプリの開発による生産性と付加価値
の向上を実現

新特別
株式会社フラッグシップ経
営

2018 R127070341 近畿 大阪府 有限会社ギャラリーゴロー 7120002047715
額縁製造工程の自動化による生産性向上と「何でも額装サービス」
の拡大

通常
堀江コンサルティングオ
フィス株式会社

2019 R127070343 近畿 大阪府 株式会社サクラ歯研 3120101023967 ハイスペックミリングマシーン導入によるチタン切削加工の実現 通常

2020 R127070344 近畿 大阪府 株式会社ＭＡＫＥ．ＪＥＴ 2120001210344 専用アプリの開発による技術の高度化と新市場への参入 通常 尼崎信用金庫

2021 R127070347 近畿 大阪府 株式会社プリズマ 5120001052841 ＵＶ転写印刷技術の導入による、印刷可能アイテムの拡大 新特別

2022 R127070349 近畿 大阪府 赤沢産業株式会社 3120001059863 雨水利用に有効なポンプレス浄水ユニットの開発・商品化 通常 豊中商工会議所

2023 R127070351 近畿 大阪府 株式会社ジェイアンドシー 4120001100031
訪問理美容サービスおける予約システムおよび営業管理システムの
構築

通常

2024 R127070354 近畿 大阪府 株式会社ＯＳＨＩＲＯＸ 3140001097201 自社施工比率向上による、高デザインコンクリート表面加工の実現 通常

2025 R127070358 近畿 大阪府 株式会社オービル 7120001042155 装着時の痛みを和らげる無縫製サポーターの開発及び販売 通常
株式会社New Beginnings 
Japan

2026 R127070362 近畿 大阪府 株式会社ハイテック和泉 1120101038372
脱炭素社会の実現、コロナ禍に伴う生活様式変化を見据えたプラス
チック製品化事業

新特別
株式会社ダイワマネジメン
ト

2027 R127070365 近畿 大阪府 有限会社平成金属 1120102027317 厚鋼板の精密プレス加工に注力するニッチ戦略強化の取組 通常 株式会社日本修身経営

2028 R127070367 近畿 大阪府 株式会社トップ・オブ・フード 4150001016613
セントラルキッチン構築によるバーチャル飲食店出店を通じた成長戦
略の策定

新特別 株式会社Essencimo

2029 R127070371 近畿 大阪府 株式会社大豊特殊ラベル印刷 9120001233396
最先端印刷検査装置導入により全数検査体制を確立し競争力強化
を図る

新特別

2030 R127070372 近畿 大阪府 デンヨー株式会社 8120001097140 環境対応型洗浄方式提案力強化の為の画像検査装置の導入 通常 京都信用金庫

2031 R127070375 近畿 大阪府 株式会社メタルドゥ 7120001040563 チタン切削屑の再資源化プロセスの開発 通常 税理士法人浅田会計事務所

2032 R127070381 近畿 大阪府 エイ．ジェイ．アイ．ビア株式会社 7120902005466 乳酸等の風味を特徴とした瓶内二次発酵ビールの開発 通常 株式会社打越会計事務所

2033 R127070388 近畿 大阪府 宮脇鋼管株式会社 6120001004412 高機能自動切断機による鋼構造加工システムの競争力向上 新特別

2034 R127070389 近畿 大阪府 株式会社森田金型製作所 8120001156821
自動制御による半導体チップ用キャリアテープの高精度金型の製造
体制の構築

新特別
アドバンスト・エム株式会
社

2035 R127070390 近畿 大阪府 株式会社フードクリエイティブファクトリー 3010401091015 チョコレートの溶解技術習得による非対面型防酸化製造方法の確立 新特別 林　恭輔

2036 R127070391 近畿 大阪府 株式会社阪口製作所 4122001002653 高機能射出成型システム導入による生産性向上と新規顧客開拓 通常

2037 R127070392 近畿 大阪府 有限会社リード工業 9120102006593
顧客要望に対応した設備導入により品質向上と作業効率の向上を実
現

通常
株式会社共立コンサルタン
ト

2038 R127070393 近畿 大阪府 株式会社ＮＥＧＯＲＯ 7120101030134
金属加工工程の切替・内製化による短納期・低コスト化の一石二鳥
計画

通常 尼崎信用金庫

2039 R127070395 近畿 大阪府 株式会社シンコー 9120901006744 多品種少量製作の展示用什器の製作工程の削減・作業効率化計画 通常

2040 R127070398 近畿 大阪府 株式会社夢ふぉと 4120001114931
子供一人一人が独自の卒業アルバムを作るためのシステム改良事
業

新特別

2041 R127070399 近畿 大阪府 大門酒造株式会社 7120001147078
モロミの低温仕込みと瓶詰工程の高度化による生産性向上と高付加
価値商品の開発

新特別

2042 R127070400 近畿 大阪府 株式会社讃岐田製作所 2120001020264
ワクチン製造を支える！超音波深傷検査導入による高圧蒸気滅菌装
置の高品質化

新特別
株式会社東京経営サポー
ター

2043 R127070401 近畿 大阪府 株式会社ジャポニックス 3120001043792 冷凍・レトルト味噌汁通販事業化に必要な加工工程の課題解決 通常
株式会社ジャストコンサル
ティング

2044 R127070402 近畿 大阪府 松本佳之公認会計士税理士事務所 会計事務所の主に記帳業務に特化した業務管理システムの開発 新特別

2045 R127070403 近畿 大阪府 株式会社富士溶工 7120001050612 機械加工事業進出による総合金属加工事業の構築 通常

2046 R127070405 近畿 大阪府 株式会社ジオベック 2120001120980 フィットネス業界向けのＩｏＴ入退館管理及び店舗管理システムの開発 新特別

2047 R127070408 近畿 大阪府 株式会社盛光ＳＣＭ 4122001008964
理美容向け機器向け大型ダイカスト金型の内製化による生産性向上
計画

新特別

2048 R127070415 近畿 大阪府 株式会社コバヤシ 3120001079507 淡路島産えびすもち豚を使用した無添加サルシッチャの開発販売 通常

2049 R127070422 近畿 大阪府 有限会社川上歯科工業 1120002002923 口腔内スキャナ、３Ｄプリンター等の活用による歯科技工の高性能化 新特別 加藤　慎祐

2050 R127070423 近畿 大阪府 株式会社ＳＥＩＷＡ　ＧＬＯＢＡＬ 1130001058239
福祉の新時代到来！ＶＲ動画によるリアリティを追求した障がい者就
労訓練プログラムの開発事業

新特別 近藤　孝次
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2051 R127070424 近畿 大阪府 株式会社東邦鋳造所 5120101021655 切断機導入による鋳造製品の仕上工程の高品質化と生産性の向上 新特別
アドバンスト・エム株式会
社

2052 R127070429 近畿 大阪府 株式会社長谷川螺子製作所 6120001027990
フライス盤導入による高精度・高耐久な精密特殊ネジ・シャフトの短
納期製造実現化

通常
株式会社ジャストコンサル
ティング

2053 R127070431 近畿 大阪府 日本農業株式会社 5120901037966 急速冷凍機を活用しフードロスをゼロにする六次産業 新特別

2054 R127070432 近畿 大阪府 ファーストデザイン ハンディースキャナーと関連システム導入による製造方法の改善 通常 永和信用金庫

2055 R127070436 近畿 大阪府 株式会社交通システム研究所 7120001099195 「有効視野テスト」等安全運転支援ツールの開発・提供 通常 森　省三

2056 R127070438 近畿 大阪府 合同会社ベアー動物病院 6120003010557 感染リスクを抑えた革新的な＂低侵襲＂椎間板ヘルニア治療の提供 通常

2057 R127070441 近畿 大阪府 株式会社和光化学 3122002002744 異素材の取り扱いに特化するインサート成形の自動化体制の確立 新特別
株式会社ダイワマネジメン
ト

2058 R127070442 近畿 大阪府 株式会社エムファースト 9120001077554 アパレル特化型の受発注生産管理システム導入による業務改革 通常

2059 R127070443 近畿 大阪府 ゴールド工業株式会社 4122001021934 エンボスキャリアテープ加工用金型の内製化による生産性の向上 通常

2060 R127070445 近畿 大阪府 株式会社ドゥパック阪和 1120001096512 高性能印刷検査機導入による自動化促進と付加価値向上の取組 通常 株式会社日本修身経営

2061 R127070448 近畿 大阪府 高千穂産業株式会社 6120901024575 高性能分析設備による受託合成サービスの生産性向上 通常

2062 R127070449 近畿 大阪府 株式会社前田金属製作所 2122001024864
最新ドライブベンダー導入よる曲げ工程の課題解決と生産性向上の
実現

通常 株式会社日本修身経営

2063 R127070451 近畿 大阪府 株式会社太洋製作所 1122001019262 複合素材を用いたプラスチック屋根タイルの試作開発 新特別
株式会社ダイワマネジメン
ト

2064 R127070454 近畿 大阪府 株式会社フォレストシンフォニー 7120001106744
エステティックサロン開業支援事業のオンライン化による新規顧客獲
得と商圏の拡大

通常

2065 R127070456 近畿 大阪府 大同特殊テクノ株式会社 4122001015564
対人接触のない自動化による金属フレキシブルホースの製造体制の
構築

通常
アドバンスト・エム株式会
社

2066 R127070458 近畿 大阪府 株式会社サンライトメンテナンス工房 7120101060949 最新洗浄機の導入による生産性の向上するメンテナンス事業の構築 通常

2067 R127070461 近畿 大阪府 三芝工業株式会社 8120001036560 設計・溶接技術ノウハウを詰め込んだサイクロンで空気汚染へ貢献 新特別 廣岡　茂男

2068 R127070464 近畿 大阪府 理化工業株式会社 6122002013061 塗装工程のデジタル制御による不良率低減と技術承継の促進 通常

2069 R127070467 近畿 大阪府 樋口メリヤス工業株式会社 2120001150425
差別化男性用下着製造に向けた無縫製横編機の新規導入と生産性
向上

新特別

2070 R127070470 近畿 大阪府 株式会社ロケットバッテリー 1120001215245 産業車両向け高性能リチウムイオン電池パックの量産化の実現 通常

2071 R127070471 近畿 大阪府 株式会社ウエストマウンテン 4120101062007
宅配員の事務業務・管理業務をシステム化し業務効率を高めて増収
増益を図る

新特別

2072 R128070004 近畿 兵庫県 テッラドーノ 地元素材の美味しさを活かしたオリジナルジェラートの供給事業 通常 兵庫県商工会連合会

2073 R128070008 近畿 兵庫県 株式会社源平刃物工場 8140001076687
長尺刃物の更なる需要増に対応するための熱処理（テンパ）工程に
おける新生産方式の導入

新特別 シェアビジョン株式会社

2074 R128070010 近畿 兵庫県 株式会社山崎製作所 2140001063666 ３軸縦型マシニングセンタ・ＣＡＤ／ＣＡＭによる⽣産性向上 通常 兵庫県商工会連合会

2075 R128070011 近畿 兵庫県 ヒメジ理化株式会社 4140001062427 金属汚染の少ない高品質な石英チャンバー部品の実現 通常

2076 R128070014 近畿 兵庫県 株式会社アルファ・ゴリラ 9140001114652
オンライン完結型自動車販売店向け商談ツール「インスタントＬＩＶＥ　
Ｐｒｏ」

新特別

2077 R128070015 近畿 兵庫県 大廣建設株式会社 2140001042653 ＩＣＴを活用した土木工事の生産性向上 通常

2078 R128070018 近畿 兵庫県 株式会社森崎組 6140001039704 顧客満足度を高めるための「小規模クレーン付き台船」の導入 通常 兵庫県商工会連合会

2079 R128070019 近畿 兵庫県 株式会社ムカエ 1140001085983 〔感染リスク低減型技術営業システム〕の構築 新特別 あつしの税理士法人

2080 R128070020 近畿 兵庫県 大城戸織布 大柄展開によるインテリア・工業プロダクト分野への進出事業 通常 西脇商工会議所

2081 R128070022 近畿 兵庫県 大王電機株式会社 2140001078532 先端シグナルアナライザ導入による高周波校正事業の改革と拡大 通常

2082 R128070023 近畿 兵庫県 株式会社石原製作所 7140001027550 フライス・タップ加工を１工程に集約・自動化し高度化・高精度化 新特別

2083 R128070024 近畿 兵庫県 株式会社原口電設 2140001102127
特注設備による作業の自動化により事故リスク、生産性の向上を図
る

通常
株式会社フラッグシップ経
営

2084 R128070025 近畿 兵庫県 株式会社福村鉄工所 2140001024081
鉄道関連事業の強化に向けたロボット溶接機導入による生産性と品
質向上

新特別 株式会社ゼロプラス

2085 R128070026 近畿 兵庫県 サンファーネス株式会社 8120901006555 シームレスに温度測定可能な真空浸炭炉による新市場開拓 通常 北おおさか信用金庫

2086 R128070027 近畿 兵庫県 ファイブアップ株式会社 6140001002372 製品の美観度・信用度向上及び充填・印字・出荷工程の自動化 通常 株式会社エフアンドエム

2087 R128070028 近畿 兵庫県 鈴木鍛工株式会社 4140001043039 大量加工が難しい大型部品の鍛造から成形までの加工工程の強化 新特別 株式会社エフアンドエム

2088 R128070029 近畿 兵庫県 タカヤマ株式会社 6140001030183
４連特殊真空成型機導入による電気自動車（ＥＶ）用電池の試験治具
の生産性向上

通常

2089 R128070030 近畿 兵庫県 株式会社蔦製作所 6140001103963 数値制御式の円筒研削盤導入で生産性を向上し、安定供給を行う。 新特別
株式会社ｕｌｕコンサルタ
ンツ

2090 R128070031 近畿 兵庫県 株式会社光精工 7140001090788
ＣＮＣ旋盤導入による、顧客の中期経営計画をサポートできる生産体
制の再構築

通常

2091 R128070032 近畿 兵庫県 芥田川フーズプランニング株式会社 4140001112917 ＩＣＴ・ＩｏＴ乾燥機導入による地域ライスセンター事業の展開 通常 加西商工会議所

2092 R128070033 近畿 兵庫県 株式会社フィルコンサルティング 9140001094449
測量プロセス革新による生産性向上で受注件数増加と業務効率化を
実現

新特別 中村　清悟

2093 R128070034 近畿 兵庫県 フルヤ工業株式会社 6140001041833
新型コロナワクチン投与デバイス部品受注に伴う高性能複合成形機
の開発

通常

2094 R128070035 近畿 兵庫県 仲田電機株式会社 8140001076373 自動外観検査装置の導入及びその活用による感染対策の構築 新特別

2095 R128070036 近畿 兵庫県 有限会社三共 3140002035837 高精度赤外線カメラを活用した外壁診断サービス 通常

2096 R128070037 近畿 兵庫県 株式会社榧谷建設 1140001046787 ３ＤのＭＣ付きショベルカー導入と技能承継による工事の生産性向上 通常 兵庫県商工会連合会

2097 R128070038 近畿 兵庫県 明石紙工株式会社 9140001034405 新設備とデータ共有による非対面での試作品提案・加工方法開発 通常

2098 R128070039 近畿 兵庫県 株式会社ルックワン 4140001062336
非接触型遠隔視力検査システムを中心とした眼鏡販売プロセスの革
新

新特別 播州信用金庫

2099 R128070040 近畿 兵庫県 但馬畳材株式会社 3140001056272 薄型化対応による畳文化の継承と生産性向上計画 新特別 株式会社京都銀行

2100 R128070043 近畿 兵庫県 栄弘特殊硬業株式会社 1140001052208 マシニングセンター導入による新型キーパーツの製造プロジェクト 新特別
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2101 R128070057 近畿 兵庫県 英國屋株式会社 5140001057954
安心、便利、清潔を届ける、革新的なクリーニング受付と洗濯代行
サービスの確立

新特別

2102 R128070062 近畿 兵庫県 アークハリマ株式会社 1140001057446 寸法検査の人的測定から三次元測定機導入による生産性向上事業 新特別 沖　剛誠

2103 R128070064 近畿 兵庫県 株式会社西吾建設 5140001056064
ＩＣＴ建機導入による土木工事の生産性・品質向上による新規受注の
獲得

通常

2104 R128070066 近畿 兵庫県 株式会社西日本義肢製作所 5140001096127
医療用インソール製作のデジタル化による小児用装具の増産体制構
築

通常

2105 R128070078 近畿 兵庫県 寺田ガス株式会社 3140001056355
スマートメーターシステム導入による非対面化で業務効率化とサービ
ス拡充

新特別
北浜グローバル経営株式会
社

2106 R128070083 近畿 兵庫県 株式会社オキフーズ 2140001085561 最新設備導入による高付加価値商品の生産性向上および販路拡大 通常

2107 R128070084 近畿 兵庫県 株式会社石原設備 1140001115096
自動化されたアングルフランジ切断工程の開発による生産効率の向
上

通常
アルタス・パートナーズ合
同会社

2108 R128070086 近畿 兵庫県 株式会社長尾工業 6140001085145
河川整備工事へのｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ活用による、施工効率向上と働
き方改革の実現

通常 淡路信用金庫

2109 R128070087 近畿 兵庫県 株式会社ホクト 2140001046893
最新の３Ｄ測量機器導入で生産性を向上し、迅速な災害対応と民間
事業受注

新特別

2110 R128070088 近畿 兵庫県 株式会社ナカノテック 1140001050418 ＣＮＣ複合旋盤導入による薄肉スリーブの量産体制構築 通常 宮崎　和宣

2111 R128070089 近畿 兵庫県 株式会社ますのみ松屋 6140001077415
スチコン調理で当店自慢の高品質料理をデリバリー市場へ提供する
事業

新特別

2112 R128070092 近畿 兵庫県 株式会社世輝 5140001063746 下水道管インフラ工事における新手法による管内の調査精度の向上 通常 泉　正道

2113 R128070099 近畿 兵庫県 株式会社早木電機 5140001046668
高圧プレス機導入と工程・管理体制の見直しによる生産性向上と新
規市場参入プロジェクト

通常

2114 R128070101 近畿 兵庫県 株式会社ＴＯＷＡＴＥＣＨＮＯ 3140001013703 ハードタイプバランシングマシン導入による販路開拓計画 通常

2115 R128070103 近畿 兵庫県 有限会社住空想建築工房 7140002024381
家具・建具の加工内製化による、リフォーム工事業のさらなる一気通
貫化

通常
株式会社シザコンサルティ
ング

2116 R128070104 近畿 兵庫県 オクムラボート販売株式会社 5140001058176 ＦＲＰ製ヨットの製造法改革による精度向上とコストダウン 通常 株式会社阿波銀行

2117 R128070107 近畿 兵庫県 株式会社前川製箸所 2140001041325
高付加価値なフルオーダー製品の製作とそれらを提供するためのプ
ラットフォームの開発

新特別 兵庫県商工会連合会

2118 R128070114 近畿 兵庫県 松原鉄工株式会社 3140001035499 ＮＣ型大型ホーニング加工機導入で匠依存の低減とコストダウン 通常 神戸信用金庫

2119 R128070115 近畿 兵庫県 有限会社芦田測量 5140002034416 小規模ＩＣＴ活用工事サポート体制の構築 通常 兵庫県商工会連合会

2120 R128070116 近畿 兵庫県 株式会社池谷 4140001015707 四ツ爪ＣＮＣ旋盤の導入による複雑形状部品の高効率生産の実現 新特別

2121 R128070118 近畿 兵庫県 株式会社アクティブプロモーション 1140001026054 ＷＥＢ競り市システム導入による感染リスク低減と販売拡大 通常 壷見　晴彦

2122 R128070119 近畿 兵庫県 メガネガーデン
最新加工設備導入による特殊眼鏡への対応および顧客満足度の向
上

通常 兵庫県商工会連合会

2123 R128070120 近畿 兵庫県 松井精機 汎用タイプＣＮＣ旋盤の導入による高精度ネジの高効率生産の実現 新特別

2124 R128070129 近畿 兵庫県 有限会社共成電機鉄工所 3140002004395 工法転換を実現させる曲げ加工機の導入 通常 松下　隆信

2125 R128070130 近畿 兵庫県 株式会社クオリンク 5140001096366
一般的な外科的治療が難しい動物への半導体レーザーを使用した
低侵襲治療の提供

通常 但陽信用金庫

2126 R128070131 近畿 兵庫県 徳岡歯科医院
患部の徹底的な可視化と電子データ活用による歯科治療の質の向
上及び対人接触機会の縮小

通常

2127 R128070135 近畿 兵庫県 株式会社千石工作所 3140001076031
高精度・高速度のワイヤーカット放電加工機導入による半導体用ロ
ボット部品受注への対応

通常

2128 R128070136 近畿 兵庫県 カーファクトリー亜衣 ＩＴ利活用による初心者向けサーキットデビュー支援事業 通常

2129 R128070138 近畿 兵庫県 エムアイ精機株式会社 2140001018240
自動切替バルブの試作品の製作期間短縮等による新製品開発支援
事業

通常

2130 R128070140 近畿 兵庫県 ウカイ歯科クリニック
補綴治療の即日化と提供できる診療科目の拡大によるポストコロナ
への対応

通常 株式会社meditips

2131 R128070142 近畿 兵庫県 六甲電子株式会社 8140001070839 原価管理システム導入によるパワー半導体生産体制の強化 新特別 株式会社ゼロプラス

2132 R128070143 近畿 兵庫県 小林水産 乾燥工程の機械化による「上乾ちりめん」の製造能力と品質の向上 通常 兵庫県商工会連合会

2133 R128070144 近畿 兵庫県 株式会社ＤＨＭ 1140001037803 画像処理先端技術を活用した手芸キット製造と検品の革新的効率化 通常 正木　博夫

2134 R128070145 近畿 兵庫県 株式会社中田鉄工所 3140001039822 汎用タイプＣＮＣ旋盤の導入による長尺金型の高効率生産の実現 新特別

2135 R128070147 近畿 兵庫県 株式会社但馬の郷 3140001056413
「生産性＆品質向上」を目指しつつ、地域食材活用による開発・増産
事業

通常

2136 R128070149 近畿 兵庫県 株式会社文明堂神戸店 4140001014089
多品種小ロット生産体制構築でコープ等の自家消費と老人ホーム等
の配送需要に対応する

通常

2137 R128070153 近畿 兵庫県 コーキ工業株式会社 8140001048661 高精度曲げ加工能力の獲得による食品業界向け量産設備市場進出 新特別 株式会社ゼロプラス

2138 R128070154 近畿 兵庫県 有限会社ウッディコーセー 1140002034444
薪生産プロセス改善で薪ストーブ利用者の不満を解消する革新的
サービスを提供

通常 兵庫県商工会連合会

2139 R128070156 近畿 兵庫県 有限会社湖月堂 6140002046501 美方大納言小豆を使ったプレミアム商品の開発と生産体制の構築 通常 兵庫県商工会連合会

2140 R128070157 近畿 兵庫県 株式会社エド・インター 9140001068122 デジタルマーケティングの強化と自社直販体制の構築 通常 森口智志

2141 R128070158 近畿 兵庫県 株式会社ディンギー 2140001009438 コロナ禍に対応する「パズル式プログラミング教材」の開発製造 新特別

2142 R128070161 近畿 兵庫県 坂上板金工業所
ＮＣフルオート折曲機による建築板金加工製造における作業工程の
標準化と精度向上

通常 兵庫県商工会連合会

2143 R128070162 近畿 兵庫県 東加古川ペットクリニック
犬・猫向け最新診療設備導入による診療サービスの品質と生産性向
上への取り組み

新特別

2144 R128070163 近畿 兵庫県 清樹園株式会社 9140001081629 造園業の特殊伐採（高所作業）における革新的技術の導入 通常

2145 R128070167 近畿 兵庫県 有限会社とうげ 1140002069399
淡路島産の規格外たまねぎを活用した商品開発と食品ロスを低減す
る取り組み

通常

2146 R128070168 近畿 兵庫県 株式会社ｔｈｒｅｅ 8140001067777 人気餃子で売上Ｖ字回復！設備導入による生産性向上計画 通常 税理士法人Ｔ・ｍｉｎｄ

2147 R128070170 近畿 兵庫県 株式会社ケーティ・プレテック 3140001042743 充填機及びハンドクレーン導入によるＢＩＢ容器充填プロセスの改善 通常 但陽信用金庫

2148 R128070174 近畿 兵庫県 ＭＶ宝殿歯科 口腔内３Ｄスキャナ等を利用した顧客サービスの向上 通常

2149 R128070177 近畿 兵庫県 三光自動車株式会社 5140001076252 設備機器導入による生産効率の向上と地域問題の解消 通常

2150 R128070178 近畿 兵庫県 株式会社洋行 2140001062189 溶接機械設備の自動化による生産効率の向上 通常
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2151 R128070181 近畿 兵庫県 株式会社ネクスト動物病院 1140001092419 網膜硝子体手術器機の導入による網膜剥離手術サービスの開発 通常 猪口　建太朗

2152 R128070183 近畿 兵庫県 有限会社和田製作所 7140002009481 金型段取りの大幅な工数削減による曲げ加工の生産性向上 通常 松下　隆信

2153 R128070184 近畿 兵庫県 株式会社アースＪ 1140001098713 ＢＩＭ／ＣＩＭ対応のクラウド型ドローンによる低感染型測量事業 新特別

2154 R128070185 近畿 兵庫県 たかつ歯科 口腔内スキャンとＣＡＤ／ＣＡＭ導入による歯科治療の満足度向上 通常

2155 R128070187 近畿 兵庫県 株式会社ミハラ齒研 3140001004124 アソアライナーの量産と製作工程自動化の実現 通常
株式会社シザコンサルティ
ング

2156 R128070190 近畿 兵庫県 大日化工機株式会社 5140001049712
当社のレーザー加工技術と組み合わせて精密製缶板金加工を可能
にする事業

通常 松下　隆信

2157 R128070191 近畿 兵庫県 トミクラ産業株式会社 1140001060276 「ラウンド型」有機質肥料（製品）の製造で有機農業の推進に貢献 通常

2158 R128070194 近畿 兵庫県 ニッパテック株式会社 3120001050302
電磁チャックテーブルの導入による、フライス加工の画期的な高効率
化の実現

通常 福田芳昭

2159 R128070195 近畿 兵庫県 有限会社長谷川工作所 7140002030561 最新鋭の測定装置導入による高精度・高速な検査方式の確立 新特別 株式会社ゼロプラス

2160 R128070196 近畿 兵庫県 イル　クアドリフォリオ
オーダーメイドの紳士靴の注文を遠隔・非接触で行えるシステムの導
入

新特別

2161 R128070197 近畿 兵庫県 株式会社森上 1140001079713 ヘリなし畳・うす畳製造の自動化と介護・育児用畳の新規製造 通常

2162 R128070198 近畿 兵庫県 アユミ工業株式会社 4140001057658 複合加工機導入による部品製造プロセスの改善およびコストの低減 通常

2163 R128070199 近畿 兵庫県 ゆう動物病院 地域動物医療における１．５次診療体制の構築 通常 但陽信用金庫

2164 R128070201 近畿 兵庫県 神戸鈑金工業株式会社 9140001004341
非接触型作業に転換しつつ次世代型建設機械向け需要拡大に対応
できる生産体制の整備

新特別 株式会社ゼロプラス

2165 R128070203 近畿 兵庫県 廣田工務店 掘削工事工程の生産性向上と顧客満足度の向上 新特別

2166 R128070204 近畿 兵庫県 株式会社野生鳥獣対策連携センター 3140001093480
非対面による野生動物に関する情報の収集及び収集データの分析
システムの開発

新特別 兵庫県商工会連合会

2167 R128070206 近畿 兵庫県 株式会社バンセイコウ 6140001075815
無電解ニッケル設備の導入による新規商品開拓・短納期化を実現す
る新たな生産方法の構築

通常 兵庫県信用組合

2168 R128070208 近畿 兵庫県 富久錦株式会社 6140001077019
開栓後もしぼりたてのフレッシュさが維持できる酸化防止ボトルを活
用するための濾過および充填殺菌技術の開発

新特別

2169 R128070210 近畿 兵庫県 國賀歯科医院 革新的かみ合わせ治療の完全デジタルワークフローによる実現 新特別 藤原　和重

2170 R128070211 近畿 兵庫県 サイエンスマイクロ株式会社 2140001015007 精度・納期の顧客要望に対応するため、ＩＣＰ‐ＭＳを購入する計画 通常

2171 R128070212 近畿 兵庫県 株式会社サンハツ鋼業 8140001046525 ばね製造における生産性向上と小ロット・多品種への対応力強化 通常 福井寛之

2172 R128070213 近畿 兵庫県 吉本工業
ＣＮＣ自動旋盤導入による加工精度の向上と工程集約による生産性
向上

通常 兵庫県商工会連合会

2173 R128070214 近畿 兵庫県 ＳＴＡＲ　ＳＩＸ合同会社 9140003014628 自社ＥＣを活用した完全非対面Ｄ２Ｃゴルフウェアブランドの立ち上げ 新特別

2174 R128070215 近畿 兵庫県 株式会社サナ流通 3140001048996
プラスチックゴミによる河川・海洋の汚染を防止する新しい包装材料
の開発

通常
株式会社中央ビジネスグ
ループ

2175 R128070217 近畿 兵庫県 硝州屋大西 ＩｏＴデジタル技術を活用した異形ガラス加工改善による三密解消 新特別 北村　亮太

2176 R128070218 近畿 兵庫県 株式会社オープンエア 8140001122490 製品開発用と量産用の２つの生産ラインを備えたブルワリー事業 通常

2177 R128070219 近畿 兵庫県 株式会社ココロよしざき動物病院 4140001082994 腹腔鏡手術の導入による顧客満足度の向上とブランド力の強化 新特別

2178 R128070220 近畿 兵庫県 株式会社ジーニー 4120001200764
ペット動物の診療時間短縮と予防診察充実による安全安心な医療の
提供

新特別

2179 R128070224 近畿 兵庫県 株式会社ユメックス 9140001062455 独自の炭素被覆を用いた燃料電池用金蔵セパレータの開発 通常

2180 R128070226 近畿 兵庫県 株式会社伊藤産業 2140001104478 革新的な異種、異番手を使用した播州織の経糸生産体制の構築 通常

2181 R128070238 近畿 兵庫県 有限会社玉川木型 5140002037740 最新マシニングセンタによる生産プロセス革新による生産性の向上 通常 播州信用金庫

2182 R128070240 近畿 兵庫県 豊産業株式会社 7140001014474
電極加工機導入等によるダイカスト金型製作の高精度化及び生産性
向上

通常

2183 R129070003 近畿 奈良県 株式会社渡部金属製作所 8120001048580 最新工作機械の導入で生産性向上を達成し経営安定化を目指す 通常

2184 R129070004 近畿 奈良県 安川プラスチック工業
新型射出成型機導入により夏場の繁忙度合いの緩和と新規開拓を
図る。

通常
一般財団法人 南都経済研究
所

2185 R129070009 近畿 奈良県 株式会社中西自動車 7150001016271 塗装業の内製化によるコストダウン及び特殊車両等のサービス向上 通常

2186 R129070010 近畿 奈良県 株式会社ヨシダ誠宏社 6150001002578
環境に配慮した抗ウイルス素材の対応と非対面ビジネス構築による
競争力強化

新特別

2187 R129070011 近畿 奈良県 立山工業株式会社 4120001020725
生産ラインの複線化によるアルミダイキャスト部品生産能力拡大とＢ
ＣＰ対策

通常

2188 R129070014 近畿 奈良県 寺田精工株式会社 1150001010734
ミーリング機能付ＣＮＣ旋盤の導入による特注スプロケット生産性向
上

新特別

2189 R129070018 近畿 奈良県 岡田農機株式会社 7150001015819
空中・陸送散布の両方に対応した革新的な自動・無人農薬防除シス
テムの確立

通常 奈良県商工会連合会

2190 R129070020 近畿 奈良県 南芳園
香気・渋味・水色を高める設備導入による業界最高水準「緑茶」製造
体制の構築

通常 奈良県商工会連合会

2191 R129070022 近畿 奈良県 坂本靴下 締め付けない、フィット感ＵＰのレギンスをもっと多くの人に届ける。 通常
一般財団法人 南都経済研究
所

2192 R129070025 近畿 奈良県 谷プラスチック工業
環境負荷の少ないプラスチック製造を行うための電動射出成型機の
導入

通常

2193 R129070026 近畿 奈良県 太陽食品株式会社 1150001004109 ヴィーガンハトムギスイーツ開発により、台湾日本へのＥＣ展開する。 新特別

2194 R129070027 近畿 奈良県 ひだ歯科 ＣＴ装置・光学印象法導入による矯正治療・補綴治療のデジタル化 通常
有限会社サステイナブル・
デザイン

2195 R129070028 近畿 奈良県 株式会社森岡組 1150001015618
ＩＣＴ推進自動測量システム導入による災害予防保全型雨水管敷設
事業

通常

2196 R129070030 近畿 奈良県 株式会社三協エンジニア 5150001005821
３Ｄレーザースキャナー導入による測量の高度化と土木建設工事のＩ
ＣＴ化普及促進

通常

2197 R129070036 近畿 奈良県 株式会社桝忠銘木店 1150001016062
脱炭素社会の実現に向けた木材利用促進の為の国産材集成材製造
計画

通常

2198 R129070038 近畿 奈良県 アニマート動物病院
街の高齢ペットを救うため、既存の型を破るホームドクターモデルへ
の挑戦

新特別

2199 R129070039 近畿 奈良県 みねい歯科医院
デジタル化による感染症対策と高付加価値歯科治療のための内製
改革

新特別

2200 R129070041 近畿 奈良県 生島レッグニット
スモールオーダーに対応出来る「クイック＆エフェクト」生産体制の構
築

通常 水上　和之
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2201 R129070042 近畿 奈良県 おおが動物病院 サステイナブルな低感染型獣医療連携体制へのビジネスモデル転換 新特別

2202 R129070043 近畿 奈良県 有限会社エースプロダクツ 9150002004034 ペット業界初！昆虫入り極細ジャーキーの開発・製造 通常

2203 R129070044 近畿 奈良県 馬見靴下事業協同組合 8150005005856
新靴下編機導入による機能性５本指靴下の量産及びニット製品の多
様化

通常

2204 R129070046 近畿 奈良県 株式会社ＨＩＴ’Ｓ－Ｖ 2122001014972 ウィズコロナを見据えた取引先と業界、業種の分散化計画 新特別

2205 R129070049 近畿 奈良県 有限会社東木材 2150002011169 杉スリット材の利用で「空気の浄化機能」と「デザイン性」を提案 新特別 奈良県商工会連合会

2206 R129070050 近畿 奈良県 株式会社五條モータース 5150001015481
大型車両に特化した整備ライン構築と自動洗浄機導入による生産性
向上

通常

2207 R129070052 近畿 奈良県 オカモト測量有限会社 2150002007431 ＧＰＳ測量の取り入れにより生産性向上とＩＣＴ化への道を拓く 通常
一般財団法人 南都経済研究
所

2208 R129070053 近畿 奈良県 株式会社ロマン倶楽部 3150001008537 介護施設の人事管理自動化システムの開発販売 新特別

2209 R129070055 近畿 奈良県 有限会社寺内製作所 9150002005115
プレスブレーキ導入による、対人接触を減じる生産プロセスの改善と
生産性向上

新特別

2210 R129070059 近畿 奈良県 世紀鉄工株式会社 4150001007034
高周波誘導加熱炉へのセラミック方式ワークコイル採用による型打
鍛造の製造力強化

通常

2211 R129070060 近畿 奈良県 京都グレインシステム株式会社 1130001019513
過熱蒸気用焙煎キルン装置を活用した製品開発と付加価値向上の
取組

通常 株式会社日本修身経営

2212 R129070061 近畿 奈良県 松田歯科クリニック
徹底したインフォームドコンセントとＣＥＲＥＣシステムの相互作用によ
る売上増加に向けた施策

通常

2213 R129070064 近畿 奈良県 東洋スクリーン工業株式会社 6150001007098 ファインウェッジ関連事業における非対面式ビジネスモデルの確立 新特別

2214 R129070065 近畿 奈良県 日章金属興業有限会社 7150002009233 画像処理技術を活用した自動プラント構築による製品高純度化計画 通常 奈良中央信用金庫

2215 R130070007 近畿 和歌山県 株式会社保田鉄工所 7170001007938 カーボンニュートラル化に向けた次世代自動車部品金型の製造 新特別

2216 R130070008 近畿 和歌山県 上野山縫工所
アパレルのＥＣ販売増加への対応と新分野での縫製の販路拡大事
業

通常

2217 R130070013 近畿 和歌山県 有限会社モール 1170002005681
国土強靭化に寄与する鋼棒生産ライン向け高強度ガイドロールの製
造技術獲得

新特別
株式会社コムラッドファー
ムジャパン

2218 R130070015 近畿 和歌山県 株式会社牛茂 4170001000904 最新空調機を導入することにより業務効率・品質・衛生面向上改善 通常

2219 R130070016 近畿 和歌山県 株式会社藤本用品製作所 2170001015169 コロナ禍に対応した新たなカー用品の生産計画 通常

2220 R130070017 近畿 和歌山県 株式会社土井シャーリング 5170001006264
ボトルネック工程の解消と新規事業展開に必要な設備導入による生
産性の向上

通常 株式会社紀陽銀行

2221 R130070018 近畿 和歌山県 有限会社久保建具店 3170002001290 ⽣産⼯程の改善による別注建具の⽣産⼒増強及び技能承継計画 新特別

2222 R130070020 近畿 和歌山県 株式会社市原商店 6170001005026 自社加工機械導入により新たな提供方式で地域のものづくりに参加 通常

2223 R130070021 近畿 和歌山県 後畳店
生活様式の多様化に対応する全自動畳・襖設備導入による短納期
体制の構築

新特別

2224 R130070022 近畿 和歌山県 大谷産業株式会社 8170001000529 リフォーム向け壁工法家具の開発 通常

2225 R130070023 近畿 和歌山県 オーロン物産株式会社 3170001000566
超速硬化ウレタン吹付け工法の導入による工期短縮及び生産性の
向上

通常
株式会社ジャストコンサル
ティング

2226 R130070024 近畿 和歌山県 株式会社みかんの会 5170001007477
高性能選別システムの導入による有田みかんの産地直送対応と競
争力強化の実現

通常 山本　高久

2227 R130070026 近畿 和歌山県 有限会社船山木工 7170002007086
自社オリジナル商品を強化するため社内一貫体制・生産効率化の構
築

通常

2228 R130070029 近畿 和歌山県 株式会社森下メリヤス工場 6170001003335
高効率・高精度な生産体制を活かした海外展開強化と自社ブランド
拡大

通常

2229 R130070030 近畿 和歌山県 浜中工芸
感染対策パーテーションの提供を通したサービスプロバイダーへの
事業転換

新特別 有限会社クレメンティア

2230 R130070032 近畿 和歌山県 株式会社中紀自動車 5170001007213 自動車検査プロセスのデジタル化による業務効率化 新特別 株式会社紀陽銀行

2231 R130070033 近畿 和歌山県 株式会社大瀧商店 6170001008243
国産初！硬く低価格で高品質なバサルト繊維で環境問題解決事
業！

通常
株式会社ジャストコンサル
ティング

2232 R130070034 近畿 和歌山県 株式会社サカモト 2170001016547 ＩｏＴとビッグデータを活用した農業のトータル支援サービス開発 新特別 紀州有田商工会議所

2233 R130070036 近畿 和歌山県 有限会社紀南莫大小工場 7170002001139
３Ｄシミュレーションシステムと生産管理システムの導入による商品企
画プロセスの改善及び生産性の向上

新特別

2234 R130070037 近畿 和歌山県 株式会社赤井工作所 1170001007712
３次元ＷＥＢ見積りシステム、次世代型最新ＣＡＭソフトの導入による
業務効率化及び生産性向上計画

新特別

2235 R130070039 近畿 和歌山県 株式会社オールライフクリエイト 8120001161409
ナチュラル志向の化粧品製造における生産性向上と高品質化の取り
組み

通常

2236 R130070042 近畿 和歌山県 株式会社紙の杜 4170001016330
無人古紙回収店舗の回収効率向上と物理的な対人接触を減じる効
果の更なる強化

新特別

2237 R131070001 中国 鳥取県 株式会社ＹＤ 3270001002528
付加価値のある個人ニーズ向け商品開発によるオンライン受注安定
化事業

新特別

2238 R131070002 中国 鳥取県 有限会社イワマ商会 6270002009825 脱炭素化・デジタル化を推進する革新的サービスの開発事業 新特別

2239 R131070003 中国 鳥取県 山形歯科医院 デジタル化による短期間治療と感染症リスク低減の両立 新特別

2240 R131070004 中国 鳥取県 有限会社松島板金工作所 2270002002164
折り曲げ加工機導入による効率化及び加工精度・範囲向上と受注拡
大

通常 株式会社鳥取銀行

2241 R131070006 中国 鳥取県 株式会社ミット 3270001005373 ３次元計測設備の活用による測量調査の「迅速化」と「安全性向上」 通常 株式会社鳥取銀行

2242 R132070002 中国 島根県 株式会社島根産業 3280001005678
軽量培土の商品化と販路拡大に向けた破砕・選別工程の生産性向
上

通常 島根県商工会連合会

2243 R132070003 中国 島根県 有限会社共栄工業 8280002006266
設備導入で生産性向上を図り、工期の短縮により受注量の増加を図
る

通常 島根県商工会連合会

2244 R132070005 中国 島根県 株式会社岡田屋本店 4280001004984
海外需要に応える瓶詰ライン整備による生産効率を向上させ海外売
上を伸ばす事業

通常 益田商工会議所

2245 R132070006 中国 島根県 出雲どうぶつ病院
ポストコロナの地域型獣医療体制を構築し県内獣医療体制破綻の危
機に対応

新特別

2246 R132070007 中国 島根県 ことぶき歯科医院
口腔内スキャナー導入による、歯科診療におけるデジタル化・感染対
策への取組み

通常 日本海信用金庫

2247 R132070008 中国 島根県 有限会社石川鉄工 9280002000169
鉄板の切断加工能力増強による廃棄物処理プラント用部品の短納
期化

通常 株式会社ゼロプラス

2248 R132070009 中国 島根県 内藤鉄工株式会社 3280001003509 柱大組立溶接システムの導入による生産性向上と内製化率の改善 新特別

2249 R132070013 中国 島根県 ブーランジェリーミケ ベーカリースキャン導入によるオペレーション効率化と生産性向上 通常

2250 R133070006 中国 岡山県 株式会社光畑製作所 1260001006457
多種少量部品の研削に長けた高精度・高機能ＣＮＣ装置導入による
受注対応力の向上

通常
公益財団法人岡山県産業振
興財団
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2251 R133070007 中国 岡山県 岡山ロボケアセンター株式会社 5260001032879
サイバニクス技術を利用しての障がい児童の動作獲得プログラムを
開発する

通常

2252 R133070008 中国 岡山県 正栄工業株式会社 5260001021411
コロナ禍においても市場が拡大している食品機械産業への進出に向
けた生産体制構築

新特別 株式会社エフアンドエム

2253 R133070009 中国 岡山県 株式会社コアズ・コーポレーション 4260002012831
ＩＣＴ（ＤＸ）を活用した、非対面接触型の残土プラント開発・管理・運営
事業への挑戦

新特別

2254 R133070011 中国 岡山県 株式会社中村熔接所 1260001033889 レーザー加工機によるワンストップ型加工力の強化と生産性向上 通常 澁谷　典彦

2255 R133070012 中国 岡山県 株式会社ジャパンアイデイアホーム 6260001003458
革新的住宅設計サービスのリリースによる商圏の拡大と非対面ビジ
ネス化

新特別

2256 R133070013 中国 岡山県 丸二工業有限会社 2260002009532
溶接カスが発生しない新型溶接機導入による生産性向上＆事業回
復事業

新特別 株式会社アルマ経営研究所

2257 R133070018 中国 岡山県 株式会社平野鉄工所 9260001018115
超大型建築物・超高層ビル市場への進出のためのコア生産体制の
確立

新特別 株式会社中国銀行

2258 R133070019 中国 岡山県 株式会社ダダ上月 7260001004174
建築用金具配送のシステム化による建築現場の生産性向上への貢
献

通常 岡山商工会議所

2259 R133070020 中国 岡山県 １０１．ｌａｂ● デンチャーとクラウンの一貫設計製造実現で良質義歯の短納期提供 通常 岡山県商工会連合会

2260 R133070023 中国 岡山県 大月歯科医院 身体への負担軽減を目指した入れ歯製作による患者の満足度向上 新特別 株式会社ゼロプラス

2261 R133070024 中国 岡山県 株式会社ベース 3260001009953 ＡＩなど先端的技術を導入した新基幹システムでのサービス改革 新特別

2262 R133070028 中国 岡山県 株式会社タイト 6260001029924 型枠加工工程内製化によるＲ型枠施工体制の確立 通常 岡山県商工会連合会

2263 R133070029 中国 岡山県 株式会社中工業 7260001016962 ＩＣＴ施工による革新的ＥＣＴ更新工事施工体制の確立 新特別 税理士法人久遠

2264 R133070030 中国 岡山県 有限会社太喜水産 1260002022668 岡山初の機械化をしたセントラルキッチンで効率化とネット販売 新特別

2265 R133070033 中国 岡山県 たち耳鼻咽喉科
ＣＴ導入により副鼻腔洗浄等へ診療領域を拡大し、悪化している収益
改善を図る。

新特別 株式会社トマト銀行

2266 R133070034 中国 岡山県 連島あさの歯科 ポストコロナに対応した治療体制の構築と歯周病等の治療精度向上 新特別

2267 R133070035 中国 岡山県 有限会社巧伸製作所 8260002031720 ＮＣ平面研削盤によるセラミックス加工プロセスの生産性向上 通常

2268 R133070036 中国 岡山県 有限会社石﨑板金 1260002016463
対面作業を減じ合理化も実現する環境対応型の金属板切断設備導
入

新特別
岡山県経営コンサルタント
事業協同組合

2269 R133070040 中国 岡山県 高木金属株式会社 8260001016813
県内初製品を製造することで、強固な経営基盤の構築、稼ぐ力の強
化

通常 玉島信用金庫

2270 R133070042 中国 岡山県 株式会社板屋金属 3260001020720 屋根材の施工現場加工で、品質・コスト・納期の競争力アップ 通常

2271 R133070046 中国 岡山県 コーシン工業株式会社 6260001022581
製缶品の内製化、部品社内管理、低コスト化、生産性向上、短納期
化を目的とした製缶品の生産体制と部品社内管理体制の構築

通常 株式会社中国銀行

2272 R133070047 中国 岡山県 株式会社カンサイ製あん 3260001007890
生餡（なまあん）の冷却技術向上による消費期限延長の実現と販路
の広域化

通常

2273 R133070048 中国 岡山県 協同組合栄 3260005001444 焼成パンからサンドイッチ事業への参入 通常

2274 R133070050 中国 岡山県 株式会社リバーウエスト 5260001017236 高圧洗浄＆吸引一体型設備の導入によるサービス生産性の向上 通常 株式会社トマト銀行

2275 R133070051 中国 岡山県 サクライ軽金属株式会社 6260001002906
中大型アルミ鋳造品の多品種化に対応するための自動制御・運搬鋳
造機の導入

新特別 株式会社アルマ経営研究所

2276 R133070052 中国 岡山県 リクター スマート農業をサポートする農業用ドローンによる散布支援事業 新特別 長井　寿郎

2277 R133070054 中国 岡山県 うじひら木材産業株式会社 7260001027852 未利用木材を活用した木質バイオマス燃料製造事業への新規参入 通常 株式会社中国銀行

2278 R133070056 中国 岡山県 合同会社ラン動物病院 6260003001880 動物に対するがん治療のさらなる挑戦 新特別

2279 R133070059 中国 岡山県 オカサンシール印刷株式会社 1260001001540 きめ細かい顧客ニーズに対応するために製版のＣＴＰ化を実施 新特別

2280 R133070060 中国 岡山県 株式会社アイオーテック 1240001040672
ＳＲＢの特定部品を内製化することにより国際競争力を高める事業計
画

新特別

2281 R133070065 中国 岡山県 株式会社コンチネント 9260001026076 ＡＳＶに対応した次世代車検点検システムの確立による競争力強化 通常 玉島信用金庫

2282 R133070067 中国 岡山県 株式会社エフマテリアル 9260001017455 板金加工技術の深化を通した大型・複雑な形状の建物への特化 通常 玉島信用金庫

2283 R133070068 中国 岡山県 林ロザイ株式会社 3260001021306 不定形耐火物の品質強化と安定供給の体制整備 新特別

2284 R133070072 中国 岡山県 武蔵組 民有林所有者向け山地管理ワンストップサービスの革新性強化 通常 岡山県商工会連合会

2285 R133070074 中国 岡山県 木庭金属工業株式会社 9260001001987 自動溶接ロボットライン導入によるトラック用部品製造ラインの構築 新特別

2286 R133070075 中国 岡山県 株式会社フジテック 6260001030361 三次元測定機の導入による品質保証体制の強化および短納期化 新特別 株式会社ゼロプラス

2287 R133070077 中国 岡山県 株式会社ＧＩＫＥＮ 2260001016554 社会インフラ大規模更新時代に向けた「乾式吹付工法」の導入 通常 玉島信用金庫

2288 R133070078 中国 岡山県 有限会社オフィスクリエイト 7260002014429
既存ＤＭサービスに完全非接触型の新サービスを連携する革新的事
業

新特別 株式会社中国銀行

2289 R133070080 中国 岡山県 有限会社良味食品 2260002033929
出雲街道はさば街道。自社の強みを活かした販路拡大等のための
製造工程の構築

通常 岡山県商工会連合会

2290 R133070082 中国 岡山県 株式会社平田工業 5260001034223 新設備導入による造成・配管・基礎工事の一貫施工体制強化 通常 岡山県商工会連合会

2291 R133070084 中国 岡山県 株式会社ウエダコンストラクション 5260001009472 建物の構造変更を踏まえた生産設備導入による生産性向上 新特別
岡山県経営コンサルタント
事業協同組合

2292 R133070088 中国 岡山県 大森精工有限会社 9260002027008
次世代自動車向け精密部品の加工技術の高付加価値化と量産体制
の構築

通常

2293 R133070089 中国 岡山県 中野開発株式会社 1260001004898
再生材の生産性・品質・再利用率の向上を通した土質改良材として
の活用促進

通常 株式会社中国銀行

2294 R133070093 中国 岡山県 黒住歯科花尻診療所
深刻なコロナ禍に伴う生活様式変化を見据えた歯科診療環境整備
の推進事業

新特別
株式会社ダイワマネジメン
ト

2295 R133070095 中国 岡山県 株式会社イノテック 4260001000556 伝動部品の製造環境整備による当社競争力強化事業 通常

2296 R133070096 中国 岡山県 作東土木運送株式会社 8260001020765 未利⽤のもみ殻活⽤による低炭素型の新規事業⽴ち上げ 通常

2297 R133070097 中国 岡山県 株式会社フレッシュミート 5260001034958
急速冷却冷凍装置を導入した岡山県産銘柄牛肉の冷凍加工・販売
による販路開拓

通常 有限会社えんがわ

2298 R133070100 中国 岡山県 昭和被服総業株式会社 9260001003439 ＡＩ採寸による学校制服の非対面・非接触型販売システムの構築 新特別

2299 R133070102 中国 岡山県 株式会社ヒサタ 7260002020633
高品質な熱絶縁工事を通した鉄鋼メーカーのＣＯ２排出量削減への
貢献

新特別 水島信用金庫

2300 R133070106 中国 岡山県 有限会社タック精工 6260002006204 ガントリーローダー付ＣＮＣ旋盤による小型建機部品の量産自動化 新特別
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2301 R133070116 中国 岡山県 株式会社福田鉄工 3260001012115 高層ビル用鉄骨の工期対応、クイックレスポンス納入システム構築 通常

2302 R134070002 中国 広島県 有限会社石堂畳店 2240002039309 新規加工設備導入による薄型畳の内製化と短納期サービスの提供 通常 広島県商工会連合会

2303 R134070003 中国 広島県 大川興産株式会社 5120901023090 環境負荷を最少化するＳＤＧｓ有機ＥＬ洗浄装置の開発と事業展開 通常

2304 R134070005 中国 広島県 株式会社信栄木工芸 4240001021620
需要が増える審美性の高い木材加工における品質・生産量を高める
ための新生産方式導入事業

新特別 シェアビジョン株式会社

2305 R134070006 中国 広島県 株式会社ノダ 2120001021287
紙器、ダンボール市場への新規参入によるコロナ禍の克服と中長期
的な事業の発展

通常

2306 R134070008 中国 広島県 有限会社西村製作所 9240002028115
加工面の方向変更作業の自動化等による製品の高精度化・短納期
化事業

通常 シェアビジョン株式会社

2307 R134070009 中国 広島県 株式会社ＮＩＩＺＡＷＡ 8240001048065
車検整備のオンライン化で対人接触を減じ、生産効率を倍増する計
画

新特別

2308 R134070010 中国 広島県 なほ歯科医院 歯科用ＣＴ装置導入による先端の医療体制構築で顧客満足度向上 通常 中村　清悟

2309 R134070012 中国 広島県 株式会社ツムーピー 3240001056683
ペット癌治療における飼い主の精神・金銭的負担の軽減、ペットの健
康を支える新医療サービス

新特別 シェアビジョン株式会社

2310 R134070013 中国 広島県 ひらた歯科
補綴物治療における院内での製作、一貫した即日治療対応チャレン
ジ事業

新特別 シェアビジョン株式会社

2311 R134070014 中国 広島県 合同会社村上工作所 8240003003588
最新の複合ＣＮＣ旋盤の導入により、複合加工部品の高精度対応・
短納期対応・大型部品対応の実現

新特別

2312 R134070015 中国 広島県 株式会社藤本工作所 2250001012141
多品種少ロットシャフト部品の高生産法の確立による事業規模の拡
大

通常

2313 R134070016 中国 広島県 マルカイフーズ株式会社 2240001038550
煮干し生産ラインにおけるＸ線検査装置の導入でトレーサビリティの
徹底と食の安全性強化を目指す計画

新特別 シェアビジョン株式会社

2314 R134070018 中国 広島県 有限会社藤山製作所 2240002031158
最高級かつ高付加価値なベッドフレームの製造等による売上向上計
画

通常 シェアビジョン株式会社

2315 R134070019 中国 広島県 Ｊｔｅｃホールディングス株式会社 4240001035785
製缶部品の短納期化・増産、信頼性向上を目指した溶接工程の安定
化による高品質製缶製品の生産体制の構築

新特別 株式会社もみじ銀行

2316 R134070020 中国 広島県 有限会社新谷精機 4240002033029 キー加工の高精度化と生産性向上による事業規模の拡大 通常

2317 R134070022 中国 広島県 有限会社中野鉄工所 9240002011797
高度化するゴム金型製造において、顧客満足度を高める新生産法の
確立

通常

2318 R134070028 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

2319 R134070029 中国 広島県 株式会社小早川 8240001028439
最新型高速三方シール自動製袋機導入による既存商品の生産性向
上計画

通常 大竹商工会議所

2320 R134070030 中国 広島県 株式会社ワイエスティー 4240001051915
汎用バンドソー、協働溶接ロボット導入により製造工程の自動化を図
り、新製造機器分野に挑戦する

通常
ひまわり経営サポート株式
会社

2321 R134070031 中国 広島県 株式会社栄工社 6240001029406
Ｎ／Ｃ工作機導入で切削加工内製化と技術者養成による新需要獲
得

通常

2322 R134070035 中国 広島県 さくらい歯科 技工物作製のデジタル化によるコロナ時代のワンデー補綴治療 新特別

2323 R134070036 中国 広島県 株式会社シモヱ 1240001030888 生産能力の強化による大規模再開発プロジェクトへの対応 通常 株式会社アルマ経営研究所

2324 R134070037 中国 広島県 株式会社リビングファーム広島 4240001053498 高品質堆肥生産のための高効率発酵システム構築の実現 通常 阿部　公樹

2325 R134070038 中国 広島県 株式会社エムテック 9240001021351
画像寸法測定器×ＩｏＴを活用し、検査能力向上と生産性向上による
受注拡大

通常

2326 R134070039 中国 広島県 株式会社ナム 4240001007999
生産管理システムにより低感染リスクを実現するロボットシステムの
生産体制構築

新特別

2327 R134070044 中国 広島県 中川　典人 剥き牡蠣製造ラインの構築による生産性向上事業 通常 北野　孝志

2328 R134070047 中国 広島県 株式会社エピック 9240001052462 高精度機器導入による難治性皮膚疾患の効率的診断・治療 新特別 小田　靖子

2329 R134070049 中国 広島県 有限会社共榮自動車商会 7240002031418
店舗リニューアル後の顧客需要に対応した自動車整備投資と接触感
染防止の両立計画

新特別

2330 R134070050 中国 広島県 中野建設株式会社 4240001037451 最新鋭草刈機導入による草刈作業新サービスの提供 通常 広島県商工会連合会

2331 R134070052 中国 広島県 コノミペットサービス合同会社 7240003004488 ペットの心疾患の外科手術を可能とする、システムの構築 通常

2332 R134070053 中国 広島県 株式会社トーエイ 6240001025074 ショッピングセンターのＰＯＳ連携等を活用したＤＸへの取り組み 通常 広島県商工会連合会

2333 R134070055 中国 広島県 株式会社Ｒ・Ｓ製作所 8240001041672
建機等の丸物部品の多様な径サイズに対応した生産方法の確立と
リードタイム短縮計画

新特別 シェアビジョン株式会社

2334 R134070058 中国 広島県 三洋企業株式会社 5240001003717
下水道管調査の工程改善と管内無人化による短納期化と人材育成
の強化

新特別 税理士法人SIN

2335 R134070059 中国 広島県 有限会社イーストシティ 1240002029153 地域大規模屋内イベントのハイブリット開催事業 新特別 広島県信用組合

2336 R134070060 中国 広島県 株式会社益田組 3240001010946 革新的設備導入による生産性向上で顧客満足度及び売上向上 新特別

2337 R134070061 中国 広島県 有限会社エトウデンタルラボラトリー 9240002047817
歯科技工作業のデジタル化による感染症対策、働き方改革、取引先
拡大の実現

新特別

2338 R134070062 中国 広島県 株式会社グランドデザインオフィス 4240001051205 ドローンと３Ｄレーザースキャナを活用した新事業展開 通常 広島県商工会連合会

2339 R134070063 中国 広島県 株式会社サクラサク 6240001054148 新素材を活用した自社オリジナル組子事業 通常 広島県商工会連合会

2340 R134070064 中国 広島県 ｇｅｒａｄｅ
プッシュプル型塗装ブース導入による生産性向上と新規顧客開拓の
実現

通常 広島県商工会連合会

2341 R134070065 中国 広島県 大塚歯科－あいりす－ 先端的技術による補綴治療システム改革 通常

2342 R134070067 中国 広島県 シグマ株式会社 1240001026011
自社独自ＩｏＴシステムに対応した高速ＣＮＣ旋盤を核とする高効率生
産ラインの構築

通常

2343 R134070070 中国 広島県 株式会社ＮＡＫＡＧＡＭＩ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ 4240001053531 ＪＯＯＲの活用と機械装置導入による付加価値と効率の向上 新特別 広島市信用組合

2344 R134070071 中国 広島県 広島日本電子工業株式会社 3240001009542
最新型ヒーター及び温度制御機構の導入による焼戻し工程の大幅な
生産性向上事業

通常 株式会社　Gサポート

2345 R134070073 中国 広島県 有限会社村上鉄工所 2240002035200 小径・難削材部品加工システムの構築による新規分野への挑戦 通常

2346 R134070075 中国 広島県 加納化成株式会社 8240001039527 工程集約による生産性向上と切削加工技術の高度化推進事業 新特別

2347 R134070077 中国 広島県 有限会社大蔵プロセス 4240002002784
製造工程の生産性向上と顧客ニーズへの対応を可能とする設備導
入

新特別

2348 R134070080 中国 広島県 株式会社松田鉄工所 8240001039790
最新設備導入による社内一貫生産体制の強化と特殊曲げ加工の技
術継承事業

新特別

2349 R134070081 中国 広島県 エフ・デンタルクリニック セレックシステム導入による補綴物治療サービスの革新的改善 新特別
株式会社リアルコンテンツ
ジャパン

2350 R134070082 中国 広島県 有限会社井上鉄工所 9240002039376
ＣＮＣ装置の最適化による特殊歯車加工等の高度化と生産性向上の
実現

新特別
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2351 R134070084 中国 広島県 株式会社ワイザーリンケージ 8240001032622 樹脂加工最大の切粉処理問題の革新的改善による生産性向上事業 新特別

2352 R134070085 中国 広島県 株式会社結城 4240001035323
コラム柱製造工程における歩留まり解消と加工量の増大による売上
増大の実現

通常

2353 R134070086 中国 広島県 有限会社四辻製作所 4240002051757 原点に還る／はん用旋盤導入で手仕事のものづくりを 通常

2354 R134070087 中国 広島県 湖畔株式会社 7240001023291
設備・システム・業務の刷新を通したシニア人材による車検体制の確
立

通常 株式会社中国銀行

2355 R134070088 中国 広島県 入江株式会社 8240001033562 生産工程の抜本的な変更による加工時間短縮と生産量増大計画 通常

2356 R134070089 中国 広島県 有限会社イマージュ 4240002018814
低糖質なロカボ菓子を新開発、自社初のＥＣ販売で売上増加を達
成！

新特別

2357 R134070098 中国 広島県 有限会社神原鉄工所 3240002004071 新機種を導入し売上げの一社依存体制からの脱却を図る 新特別

2358 R134070102 中国 広島県 ＰＩＥＣＥ 生産性を向上させるため新たな機械の導入と売上アップと販路拡大 通常 三原商工会議所

2359 R134070104 中国 広島県 株式会社デント・ワーカー 7240001028860
最新ＩＴ技術設備導入により低接触ながら審美性に優れた義歯の高
効率な製造

新特別

2360 R134070107 中国 広島県 協業組合東部自動車整備センター 3240005009489 自動車完成検査の改善及び合理化に向けたシステム導入計画 通常

2361 R134070108 中国 広島県 青葉印刷株式会社 3240001029664 デジタル印刷機導入による生産性向上の実現 通常

2362 R134070110 中国 広島県 綾目精機株式会社 1240001034121 旋盤～検査工程のオートメーション化と試作開発事業の強化 新特別 株式会社中国銀行

2363 R134070115 中国 広島県 有限会社テクノス井上 6240002051937 ドローンによる農薬散布でご当地レモン生産農業を支援する事業 通常 因島商工会議所

2364 R134070117 中国 広島県 有限会社サンコー・オート 1240002027710 板金塗装ブース導入 通常

2365 R135070001 中国 山口県 株式会社柚子屋本店 4250001008006 ＲＥＡＣＨ規制に対応したスパウトパウチを採用し海外販路を拡充 通常 萩商工会議所

2366 R135070002 中国 山口県 株式会社通山瓦 6250001010496 鉄骨等解体工事の強化及び空家再生等ビジネスの創出 通常 谷口　修

2367 R135070003 中国 山口県 鹿丸農園 スマート農業による独自ブランド「かまるのねぎ」生産と販売 通常 谷口　修

2368 R135070006 中国 山口県 下関畳有限会社 7250002009504
「転んでも痛くない！洋間向け畳カーペット」を開発、高齢者の生活サ
ポートで顧客を開拓

通常 株式会社山口銀行

2369 R135070007 中国 山口県 泉ダイス株式会社 3250002020431 高硬度製品の研磨レス化生産体制の構築 通常

2370 R135070009 中国 山口県 有限会社村田商会 6250002001569 新法に対応した設備を新工場に導入し、成長市場で事業を開始する 通常

2371 R135070010 中国 山口県 有限会社平原工作所 3250002010630
新型ＣＮＣ旋盤導入による船舶部品精密加工の生産性向上と事業の
拡大および安定化

通常

2372 R135070014 中国 山口県 悠デンタルクリニック
デジタル検査装置導入による，機能的顎咬合系を考慮した独自の補
綴治療体系の確立

新特別
有限会社サステイナブル・
デザイン

2373 R135070016 中国 山口県 株式会社ミヤハラ 8250001009735
多品種少量生産における自動無人化運転転換による生産効率改善
への挑戦

通常

2374 R135070017 中国 山口県 ヤマカ醬油株式会社 7250001006477
多様化する調味料のミニボトル化ニ－ズへの対応による生産性の向
上と輸出拡大

新特別

2375 R135070019 中国 山口県 株式会社山陽パーツ 3250001008849
自動車業界に特化した販促システム開発によるＢｔｏＢ　ＳａａＳ型ビジ
ネスモデルの構築

新特別

2376 R135070021 中国 山口県 株式会社ヤマモト 8250001017738
最新曲げ加工機の導入で半導体生産ラインの改善と女性技能者の
戦力化を実現

通常 光商工会議所

2377 R135070026 中国 山口県 徳陽石油有限会社 8250002001063 移動式タイヤ交換設備導入による新事業開拓及びデジタル化の実現 通常 株式会社西京銀行

2378 R135070028 中国 山口県 株式会社広松 8250001008076 地域特産物を活かした新ブランド商品開発に伴う生産性向上事業 通常 株式会社中国銀行

2379 R135070033 中国 山口県 宮﨑建具店
待つビジネスから提案型のビジネスへ！意匠性の高いデザイン建具
の製造販売

通常 はら経営株式会社

2380 R135070034 中国 山口県 株式会社竹内酒造場 6250001002064
小規模酒造業者の第二創業における高品質な清酒製造に係る、設
備導入による生産性及び売上向上

新特別 杣野　一男

2381 R135070035 中国 山口県 エフティーエンジ株式会社 9250001018520
県内随一、大手製造業のメンテナンス工事をワンストップで施工する
事業

通常 中田　哲也

2382 R135070039 中国 山口県 株式会社橋本木工所 3250001012149 ＮＣルータ導入による人にやさしいデザインの木工製品の製造・販売 通常

2383 R135070040 中国 山口県 株式会社ヤタベ 5250001006470 タイヤ・ホイールの出張取付サービス事業への進出による商圏拡大 新特別 株式会社山口銀行

2384 R135070041 中国 山口県 株式会社市川 5250001018350 老舗精米店の挑戦！高機能食品で簡便性も高い「分搗き米」の開発 通常 防府商工会議所

2385 R135070044 中国 山口県 株式会社アドヴァンクライン 1250001016151 臨床経験の少ない歯科関係者にリモートでリアルな臨床教育の提供 通常

2386 R135070046 中国 山口県 丸兼食品株式会社 9250001011665
新パッケージシステム導入による缶詰商品群の生産性向上・商圏拡
大

通常

2387 R135070048 中国 山口県 株式会社増田機工 9250001013892 熱交換器開放整備工事における効率的かつ安全な作業体制の構築 通常 溝田　修司

2388 R135070053 中国 山口県 フジテクノ株式会社 4250001016462
アスベストの簡易検査でコスト引下げと工期短縮を実現し顧客満足
度を高める取組み

通常 株式会社西京銀行

2389 R135070055 中国 山口県 株式会社ヤマサコ 2250001017933 超硬工具再研磨の生産体制強化と品質向上の取り組み 通常

2390 R135070056 中国 山口県 株式会社ＲＡＩＺＩＮ 2250001016984 行政サービスの基盤となるローカルＳＮＳサービスの提供 新特別

2391 R135070057 中国 山口県 日本マリンフーズ有限会社 6250002011857
水産加工業者初となる自動生パン粉フライ製品製造ラインの導入と
製品開発

通常 はら経営株式会社

2392 R135070059 中国 山口県 株式会社エイワ産業 7240001028571
オリジナル接着剤添付機の導入による板紙貼合工程の大幅な生産
性向上・品質向上・コスト削減事業

通常 株式会社　Gサポート

2393 R135070061 中国 山口県 株式会社大喜 9250001016945 自社加工場の新設に伴う新設備導入による生産性の向上 通常 株式会社西京銀行

2394 R135070063 中国 山口県 三和テクノイノベーション株式会社 3250001010978 大口径配管の生産体制構築による受注競争の差別化 通常

2395 R135070066 中国 山口県 和宏産業株式会社 6250001011759 水中撮影・測量・プラント点検業務分野における対応力の強化 通常

2396 R136070005 四国 徳島県 株式会社稲垣 5480001000236
ワイン・日本酒のＩｏＴ冷蔵庫による国内外店舗への遠隔販売方法の
構築

新特別 アンパサンド税理士法人

2397 R136070006 四国 徳島県 株式会社第一測量設計事務所 8480001000927 最新式ドローンによる安全で革新的な森林・災害・文化財保全測量 新特別

2398 R136070007 四国 徳島県 株式会社ダイトウ 5480001007339 ３次元測量器導入による測量業務での非接触化と効率化の実現 新特別 株式会社ＭＭパートナーズ

2399 R136070011 四国 徳島県 ルドルフどうぶつ病院
徳島県初である、内視鏡を駆使した低侵襲外科サービスの提供を実
現する事業

新特別

2400 R136070012 四国 徳島県 株式会社小谷義肢 7480001000671 補装具採型業務を改新させる非対面式システムの導入 新特別 税理士法人すばる会計
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2401 R136070013 四国 徳島県 株式会社マルアート 7480001005869 最新溶接技術習得による次世代看板製造事業 通常

2402 R136070015 四国 徳島県 有限会社高木建設 5480002014846 ＩＣＴ技術を進化させる高精度な３次元測量と生産性向上の実現 新特別 長井　寿郎

2403 R136070016 四国 徳島県 阿波スピンドル株式会社 4480001004428
革新的な次世代インタレスノズルの開発と検査プロセス革新への取
り組み

通常

2404 R136070017 四国 徳島県 株式会社ＮＤＫ 5480001002587 ミネラルウォーター用ＰＥＴボトルの革新的水滴除去装置の開発 通常

2405 R136070018 四国 徳島県 有限会社マスダ自動車 2480002004437 先進安全装置に対応したワンストップ整備体制の構築 通常 税理士法人アクシス

2406 R136070019 四国 徳島県 有限会社速井鉄工所 5480002004021
溶接ロボット導入によるネットワーク生産体制の構築及び新分野展
開

通常 株式会社徳島大正銀行

2407 R136070021 四国 徳島県 株式会社マリン大王 5480001005747 食品ロスに対応、賞味期限長期化の商品で売上・利益拡大を図る 通常 徳島信用金庫

2408 R136070025 四国 徳島県 有限会社みどり清掃 7480002004762 最新加熱圧縮機導入によるＲＰＦの生成および脱炭素社会の実現 通常 株式会社徳島大正銀行

2409 R137070001 四国 香川県 株式会社太洋木材市場 9470001002618 ＡＩカメラ等による低感染リスク無人製造ライン構築と内製化事業 新特別

2410 R137070004 四国 香川県 有限会社ポルテ 1470002018612
半導体製造装置メーカー向け加熱型配管ヒーター保温材の製造にお
ける最新鋭設備の導入

通常

2411 R137070005 四国 香川県 株式会社菊井商会 6470001007314 高機能反応釜の導入による「糊屋」の技術を活用した新分野展開 通常

2412 R137070006 四国 香川県 山根建設株式会社 9470001011560
ＩＣＴ建機導入による生産性向上とポストコロナに向けた事業構造へ
の転換

新特別
株式会社ＪＡＰＡＮ　Ｂｒ
ａｎｄ　ＨＡＬ

2413 R137070009 四国 香川県 増田耳鼻咽喉科医院 香川県初の高齢者医療に特化した耳鼻咽喉科診療体制の確立 新特別 株式会社百十四銀行

2414 R137070010 四国 香川県 有限会社ミナト製作所 4470002006713 最新型ベンダー導入によりダクト製作の生産性向上を図る 通常 倉智　武彦

2415 R137070011 四国 香川県 協業組合加茂砕石工業所 9470005003505 西日本初の最新型破砕機による単粒７号増産計画 通常 株式会社香川銀行

2416 R137070012 四国 香川県 有限会社林研磨工業所 2470002005535 大型チップソー研磨の段取り集約による量産化 通常

2417 R137070015 四国 香川県 山本鋼業株式会社 1470001011139 小型鋼用複合機の導入による小型鋼材の内製化推進 通常 税理士法人FIA

2418 R137070016 四国 香川県 株式会社協同ミートプロダクト 3470001005188
巣ごもり需要増に向けたパッキング工程の生産性向上＆賞味期限の
延長化

通常 株式会社百十四銀行

2419 R137070022 四国 香川県 造景調査設計株式会社 1470001005421 ＩＣＴ舗装工に対応するための３次元測量機器の導入 新特別 株式会社百十四銀行

2420 R137070023 四国 香川県 株式会社やこや 6470001015119 コロナ禍における顧客ニーズに対応する設備投資事業 通常 観音寺商工会議所

2421 R137070024 四国 香川県 株式会社三野ボデー 9470001010777
自動車特定整備認証対応に向けてのアライメント機器導入による自
動車整備精度の向上

通常 観音寺信用金庫

2422 R137070029 四国 香川県 株式会社寺一 2470001011427 コロナ禍で需要が高まる防寒ニット等の開発・量産体制の強化 新特別

2423 R137070032 四国 香川県 株式会社ピクト 5470001003446
高性能プリンター導入によるオンデマンド＆オンラインの印刷プロセ
ス構築

通常
株式会社アクセルパート
ナーズ

2424 R137070033 四国 香川県 有限会社しゃぶ亭まる 4470002003710
今後ますます拡大する「インターネット販売による食肉市場」への供
給体制確立

通常 高松信用金庫

2425 R137070035 四国 香川県 コンドウ自動車工業株式会社 7470001010242
大型車特定認証対応に向けてのアライメント機器導入による「自動車
整備精度の向上」

通常 高松信用金庫

2426 R137070037 四国 香川県 常磐染工株式会社 5470001011440
環境負荷の低いボンディング加工設備導入による合成皮革基布の
自社一貫生産

通常

2427 R137070042 四国 香川県 津田企業株式会社 6470001011175 環境保全に向けた木質系廃棄物をエネルギー資源として再利用 通常

2428 R137070044 四国 香川県 有限会社栄和商事 6470002009631
全国初となる国産海藻を使用した植物活性剤、肥料原料の製造及び
販売を行うことによる新たな商流の確立

通常 高松信用金庫

2429 R137070046 四国 香川県 株式会社フードテック 2470001010585
既存トレーの石油由来プラスチック代替品トレーへの変更を実現する
ための独自凍結設備の開発

通常

2430 R137070049 四国 香川県 株式会社オオタ 9470001000084
ＷＥＢ版３次元ＣＡＤ自動見積り・受注システムの構築及び現場作業
の効率化

新特別 株式会社百十四銀行

2431 R137070050 四国 香川県 Ｔ’ｓ　Ｗｏｏｄ　Ｅｘｐｒｅｓｓ株式会社 7470001011736 住宅の新工法に対応するプレカット木材技術の高度化と効率化事業 通常 本山　秀和

2432 R137070055 四国 香川県 有限会社大林モータース 2470002014156
在庫を持たない次世代体感型の販売プロモーション”による事業安定
化および売上拡大

通常

2433 R137070059 四国 香川県 田中鉄工 溶接ロボットの導入による家具製造への参入と生産性の向上 通常 樋口　卓也

2434 R137070060 四国 香川県 香川県食糧事業協同組合 3470005000805 香川県産米の新市場開拓実現の為の包装作業効率化の設備導入 通常 株式会社百十四銀行

2435 R137070061 四国 香川県 高原工務店 日本伝統技術である太鼓台の製作・修理の生産性向上と技術伝承 通常 観音寺信用金庫

2436 R138070002 四国 愛媛県 株式会社ディースピリット 1500001018394
コロナ禍における遠隔保守・制御可能な「中小事業者向けロボット
アームシステム」の開発による事業化

新特別

2437 R138070003 四国 愛媛県 佐賀精機 立型マシニングセンタ導入で生産性の向上と消費者向け新製品開発 通常 森田　正雄

2438 R138070007 四国 愛媛県 玉井農園
柑橘果実を味で選別し、その味情報を顧客に提供する革新的サービ
スの創造事業

通常 株式会社伊予銀行

2439 R138070008 四国 愛媛県 有限会社拓南自動車 1500002010615
輸入自動車を対象とした専門の【エーミング作業】を導入し自社の競
合優位性を高める

新特別

2440 R138070012 四国 愛媛県 田中産業株式会社 6500001011923
タオル自動裁断機導入による抗菌タオル等自社商品の生産体制強
化

新特別

2441 R138070015 四国 愛媛県 有限会社高橋電機製作所 5500002016625 医療用機器向け部品の高精度・短納期対応製造プロセスの構築 通常 市木　圭介

2442 R138070016 四国 愛媛県 株式会社ライフネット新居浜 4500002016725 マンション等の畳ニーズ（量産品）への対応力強化事業 通常 株式会社百十四銀行

2443 R138070017 四国 愛媛県 株式会社三興部品 1500001020078
経験に支えられた技術を伝承するための生産体制の再構築及び新
規取引先開拓

通常

2444 R138070018 四国 愛媛県 株式会社ＴＡＭＵ 3500001005176
自動平盤打抜き機導入による自社技術を活かした攻めのモノづくり
への転換

通常 株式会社伊予銀行

2445 R138070022 四国 愛媛県 ＡＩＰＡ株式会社 9500005005761
プラスチック添加剤として最適な「古紙パルプを用いた解繊パルプ」
の開発

通常

2446 R138070023 四国 愛媛県 株式会社マルミ 1500001008503
自動計量印字装置の導入によるトレーサビリティの充実と労働環境
の改善

通常

2447 R138070024 四国 愛媛県 河田林産有限会社 1500002000129
地元工務店のサプライチェーン強化に向けた、国産材製木材製品の
生産拡充

新特別 株式会社伊予銀行

2448 R138070026 四国 愛媛県 株式会社芙蓉コンサルタント 3500001003576 地上レーザスキャナによるｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎへの対応 通常

2449 R138070033 四国 愛媛県 株式会社富久 6500001007104 ３次元デジタル技術を活用した施工プロセス効率向上と新分野参入 新特別

2450 R138070034 四国 愛媛県 株式会社白和 2500001012149 コロナ禍で需要増のスポーツタオルやハンドタオルの生産体制強化 新特別
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2451 R138070035 四国 愛媛県 藤岡建設株式会社 1500001009385 建設現場のＩＣＴ化による生産性の向上と災害に強いまちづくり事業 通常

2452 R138070038 四国 愛媛県 伊予興業株式会社 3500001009631 競争力強化に向けた新設備導入による短納期化と低コスト化計画 新特別
一般社団法人ヒューリット
ＭＦ

2453 R138070042 四国 愛媛県 愛媛ハイランド開発株式会社 1500001007182 若者・家族・女性の利用がしやすいカジュアルゴルフ場への変革 新特別 愛媛県商工会連合会

2454 R138070044 四国 愛媛県 株式会社プログレード 8500001008612 新しい配送管理システム開発によるＥＣ販売利用顧客の利便性向上 通常

2455 R138070045 四国 愛媛県 有限会社日野木工所 5500002005553
多様化するニーズに対応した造作家具製造工程の生産性向上によ
る新市場開拓

新特別

2456 R138070046 四国 愛媛県 有限会社岩城電機商会 6500002001114
最先端のＡＲグラスを利用した遠隔修理サービス導入による生産性
向上事業

新特別

2457 R138070049 四国 愛媛県 平岡特殊建設株式会社 3500001005663
法面工事における穴開け工程の刷新による防災・減災工事ニーズへ
の対応計画

新特別 株式会社愛媛銀行

2458 R138070051 四国 愛媛県 アオイトリベーカリー
愛媛県産小麦及びはだか麦を使用したパン製造のための精麦製粉
設備の導入

通常

2459 R138070052 四国 愛媛県 株式会社Ｊグループ 7500001018546 先進安全技術を支える四輪アライメント調整サービス事業 通常 高田　勝人

2460 R138070053 四国 愛媛県 有限会社豊岡農場 1500002021224
養鶏農家が手掛ける、自社ブランド卵を使った、手頃な値段で買える
本格菓子の製造販売

通常 観音寺信用金庫

2461 R138070054 四国 愛媛県 株式会社久門スチールワークマン社 4500001009812 定期修繕ニーズへの対応力強化による事業の維持・発展事業 新特別 株式会社百十四銀行

2462 R138070057 四国 愛媛県 スタジオＧＳ株式会社 5500001016460 最新鋭３Ｄプリンタ―導入による作業日数大幅短縮化事業 通常

2463 R138070060 四国 愛媛県 有限会社内田パン 3500002001199 新型機械導入による高付加価値商品の製造及び販売 新特別 株式会社愛媛銀行

2464 R138070062 四国 愛媛県 有限会社アイエムジー 4500002019711
培った橋梁の補修設計技術を活かした橋梁補修工事一括受注体制
の構築

新特別

2465 R138070065 四国 愛媛県 株式会社内子フレッシュパークからり 3500001007791 生産者売り込み型のネット通販・外部販売の強化で売上拡大を図る 新特別

2466 R138070066 四国 愛媛県 ホシタリアルティ株式会社 7500001022119 測量技術の３次元化による測量工程の内製化と新事業展開 通常 観音寺信用金庫

2467 R138070067 四国 愛媛県 有限会社ウインズ 1500002001143
地域密着型測量会社による３次元測量を活用した生産性向上と普及
活動の推進

新特別

2468 R138070069 四国 愛媛県 有限会社横山電機工業所 1500002017362
大型オートボーラー導入による、導体加工技術の習得による生産性
向上と販路拡大

通常 山本　純

2469 R139070001 四国 高知県 有限会社篠原基礎 9490002002409 基礎杭工事の大型化と受注増に向けた新型プラント導入計画 通常

2470 R139070003 四国 高知県 株式会社葉山ヒューテック 9490001005833 新規高性能機械２台の導入による革新的な製造体制確立事業 新特別 高知県商工会連合会

2471 R139070004 四国 高知県 株式会社高陽堂印刷 4490001006134 最新折加工機導入を基盤とした生産性向上と県内外販路獲得 通常 高知商工会議所

2472 R139070005 四国 高知県 新晃商事株式会社 1490001001286
課題対応型の屋根・外壁工事を積極展開するための最新折曲機導
入

通常 株式会社高知銀行

2473 R139070006 四国 高知県 増田商事株式会社 6490001005142 高性能ガラス加工機導入による加工内製化への取り組み 新特別 株式会社ゼロプラス

2474 R139070007 四国 高知県 株式会社ハート 6490001001819 女性活躍に資するオーガニック製品の開発および製造能力増強 新特別 高知商工会議所

2475 R139070009 四国 高知県 有限会社ベル企画 9490002004652
全国初！提携薬局との共同利用による地域在宅患者への生体管
理・健康サポートの展開

新特別 島田掛川信用金庫

2476 R139070011 四国 高知県 嶺北林材協同組合 4490005004778
高速製材用ＫＶ刃型導入による製材工程の生産プロセス革新と増産
体制の整備

通常

2477 R139070013 四国 高知県 田内歯科 最新のＣＴ設備導入による長寿社会に対応した歯周治療 通常

2478 R139070014 四国 高知県 パーツセンター高知株式会社 9490001001824 コロナ対策及び環境対策を有する、非対面・非接触　美装サービス 通常 北野　孝志

2479 R139070016 四国 高知県 株式会社インフラマネジメント 4490003000366 ＵＡＶ／ＩＣＴを活用した新たな検査と３Ｄデータ提供サービスの導入 新特別 高知商工会議所

2480 R140070005 九州 福岡県 有限会社稲佐鉄工所 7290802022090
型枠製造技術の革新的取組みによるコンクリート二次製品の高付加
価値化への対応

通常

2481 R140070006 九州 福岡県 有限会社光武金型製作所 7290002037105 最新鋭ワイヤ－放電加工機による加工精度向上と短納期化 新特別 株式会社フロウシンク

2482 R140070009 九州 福岡県 株式会社デンタルラボ徳永 3290801008680
歯科技工物内製体制構築による歯科技工版「セントラルＦＡＢ」拠点
の立上げ

通常 株式会社フロウシンク

2483 R140070012 九州 福岡県 株式会社富士建 7290001016357
製品設計業務のデジタル化による土木建設用機材の生産性向上計
画

新特別 株式会社エフアンドエム

2484 R140070013 九州 福岡県 株式会社サンコウ 3290001053404 複数企業の強みを活かした畳昇降コラムの開発と事業化 通常

2485 R140070015 九州 福岡県 有限会社シー・アイ 5290802023272
半導体検査における工程改善による検査精度の向上により、歩留ま
りの向上と短納期対応の実現

新特別 立野　靖人

2486 R140070016 九州 福岡県 株式会社セイコー 3290001049014
日本の防災計画に貢献する室内土質試験の自動化による生産性向
上計画

新特別 株式会社エフアンドエム

2487 R140070018 九州 福岡県 千石産業株式会社 9290801010160 木製パレット製造ラインの自動化による生産体制刷新計画 新特別 株式会社福岡銀行

2488 R140070019 九州 福岡県 サクラみそ食品株式会社 8290001048878
小売り用天ぷら製造での生産性向上と品質向上を図り、環境問題と
消費者ニーズに貢献する

通常 久留米商工会議所

2489 R140070021 九州 福岡県 株式会社マツオ 1290801015803
医療分野進出を加速するファイバーレーザ溶接機導入とＩｏＴ活用の
取組

新特別 株式会社フロウシンク

2490 R140070022 九州 福岡県 しろもと歯科小児歯科クリニック
補綴治療のデジタル化による国内最高水準の補綴治療の実現と低
感染型ビジネスモデルへの転換

通常 株式会社meditips

2491 R140070023 九州 福岡県 ヤマソク株式会社 2290001066679 クラウド型ドローン活用による測量業務の非対面化及び生産性向上 新特別

2492 R140070027 九州 福岡県 株式会社鷹羽建設 9290801016884 土木施工等のＩＣＴ化とテレワーク化による生産性向上 新特別 髙村　英子

2493 R140070030 九州 福岡県 内装のかね福
ロボットによる畳製造の高効率化・畳屋が提案する洋風リフォームの
開発

新特別 株式会社福岡銀行

2494 R140070031 九州 福岡県 株式会社マルエム商会 5180001084994 可動範囲７ｍの高精度ポジショナーの開発 通常

2495 R140070038 九州 福岡県 有限会社エガミ 4290002050713
酒粕販売事業拡大を目的とした袋詰め作業の生産性・安全性向上へ
の取組

新特別 福岡県商工会連合会

2496 R140070039 九州 福岡県 株式会社カリスクリエイト 7290001072499 ダイレクトキャスト製法でジュエリーを社内製造する内製化の取組み 通常 久留米商工会議所

2497 R140070040 九州 福岡県 株式会社中島ターレット 8290801011151
最新の立形マシニングセンタと冶具クイック交換装置の導入による多
品種少量生産の生産性向上と生産能力増強

通常

2498 R140070043 九州 福岡県 株式会社不二家 7290001047476 顧客の料理に合ったきめ細やかなオリジナルしょうゆづくり体制 通常

2499 R140070046 九州 福岡県 株式会社イデア 6290801000288 最新パネルソー等の導入による家具製造ラインの構築と生産性向上 通常 髙村　英子

2500 R140070048 九州 福岡県 みやこハム株式会社 2290801015133
最新式の真空食品移送ポンプ導入による生産性向上及び新商品開
発

通常 福岡ひびき信用金庫
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2501 R140070049 九州 福岡県 有限会社大昌印刷所 9290002049346 エンボス・箔押し機導入による新事業への進出 新特別 福岡県商工会連合会

2502 R140070050 九州 福岡県 株式会社オカベイ 9290801000517
消費者の嗜好の多様化、個食化への対応可能な高品位米小ロット
生産体制の構築

通常 田邊　晃

2503 R140070052 九州 福岡県 吉成歯科医院
「百年歯科」による「百歳まで『咬める』」を実現する上顎インプラント
施術の開発

通常

2504 R140070053 九州 福岡県 結樹農園アグリス
木耳生産の機械化による生産量増加及び木耳パウダーの生産・販
売

通常

2505 R140070054 九州 福岡県 有限会社大夢ウッド 8290802011489 豪華高速バス・観光バス向け個室・化粧室・内装等の木工内装工事 通常

2506 R140070055 九州 福岡県 株式会社ｅｎｕｐｌａｎｎｉｎｇ 8290001089922 従来の常識に捉われない新しい歯科技工所サービスの展開 新特別 アイアンドアイ株式会社

2507 R140070059 九州 福岡県 株式会社ファニチャー・ミエ 3290001060763 ウィズコロナに向けた収納機能付き可動式間仕切りの開発 新特別

2508 R140070061 九州 福岡県 日高歯科医院
院内技工室の設置による歯周病・予防治療に係る各種新サービスの
実現

通常 株式会社フロウシンク

2509 R140070062 九州 福岡県 株式会社ＫＥＮＭＩ 9290001033367 産業・農業用ドローンによるスマート農業支援サービスの開発 新特別 長井　寿郎

2510 R140070063 九州 福岡県 株式会社Ａｔｏｐｙ　ｌａｂｏ 7290001025639 コロナ禍で拡大した敏感肌・温活市場に対する固形入浴剤増産事業 通常 廣瀬　和広

2511 R140070065 九州 福岡県 有限会社糸島プレス工業 9290002032599
最新型タレットパンチプレス機導入による防犯装置筐体の生産性向
上

通常 松代　和也

2512 R140070067 九州 福岡県 株式会社ホトメキ食品 3290801022756
ラベル工程・真空包装工程の抜本的な改善による高効率生産体制の
構築

通常 福岡県商工会連合会

2513 R140070068 九州 福岡県 株式会社ＮＣＭアライアンス 4290001083763
補綴物の即日発送と提案型営業の実現により受注型ビジネスから脱
却

新特別

2514 R140070069 九州 福岡県 松尾建設有限会社 8290002044604
岩盤破砕設備の導入による生産性向上と建柱工事一貫施工体制確
立

通常 福岡県商工会連合会

2515 R140070072 九州 福岡県 有限会社パル 1290802017897
放射線治療という先駆的がん治療が可能にする、九州地方における
基幹的がんセンター化計画

新特別

2516 R140070074 九州 福岡県 花美坂歯科医院
歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭシステムの導入による革新的診療サービスの実
現

通常

2517 R140070075 九州 福岡県 エイテックス株式会社 1290001011792 半田付け工程の自動化による生産性の向上とコロナ対策の強化 新特別

2518 R140070076 九州 福岡県 東亜非破壊検査株式会社 5290801009306 石油タンク内で活用するＭＴ検査アシストユニットの開発と導入 通常 太田　範雄

2519 R140070080 九州 福岡県 有限会社渡辺鉄工 9290802017700 ロボット溶接構造物製造新ライン構築による生産性向上の取組 通常

2520 R140070081 九州 福岡県 たなか歯科・矯正歯科
「保険適用可能な矯正治療」により、対症療法ではない根本療法の
選択肢を提案する。

通常 株式会社フロウシンク

2521 R140070082 九州 福岡県 株式会社北機工 1290801013006
センサーカメラを活用したＩｏＴ化による革新的重量物搬入サービスの
取り組み

新特別

2522 R140070083 九州 福岡県 株式会社原武商店 8290001049439 ＥＣサイト連携型ＥＤＩシステム導入による九州特産の焼酎拡販事業 新特別

2523 R140070085 九州 福岡県 有限会社プロタック 2290002047579 半導体等の生産設備部品の高精度・高品質・高生産性ラインの確立 通常

2524 R140070087 九州 福岡県 新興アルマー工業株式会社 6290801012226 めっき加工事業の拡大のための性能優位性証明データの取得 通常
公益財団法人北九州産業学
術推進機構

2525 R140070088 九州 福岡県 株式会社ＦＵＫＵＳＨＯ 6290801019972
太陽光発電設備工事の高効率化に資する最新式ドローン測量の導
入

新特別

2526 R140070091 九州 福岡県 株式会社リアライズ 2011101068840
ワイヤーフレーム制作システムによる短納期化とリモートワーク推進
事業

新特別

2527 R140070092 九州 福岡県 司法書士法人そうぞう 1290005018231
総合管理ソフト導入によるペーパーレス化及び司法書士業務の効率
化

通常 税理士法人VERTEX

2528 R140070093 九州 福岡県 イーラボ株式会社 1290001060006 マスク用フィルタ及び緩衝材の製造・販売 通常

2529 R140070095 九州 福岡県 有限会社祥賢物産 4290802016871 経営安定化のための農産物加工品販売体制の構築 通常 福岡県商工会連合会

2530 R140070096 九州 福岡県 山川建設株式会社 3290001050517 マシンガイダンスの革新的利用で九州を災害から守るばい！ 新特別

2531 R140070098 九州 福岡県 大熊歯科
３次元デジタル装置導入による手軽にできる短期間マウスピース治
療開始

通常

2532 R140070099 九州 福岡県 池尻歯科医院 デジタル化技術と独自開発治療による高付加価値歯科診療の開発 通常

2533 R140070100 九州 福岡県 株式会社オグチ 3290001002765 地球温暖化と高齢者買物困難を解決する移動販売コンテナの開発 通常 福岡信用金庫

2534 R140070101 九州 福岡県 株式会社尾形養鯉場 2290001048512 ポストコロナを見据えたハイブリッド型オークションシステム導入 新特別 株式会社筑邦銀行

2535 R140070102 九州 福岡県 株式会社５ｗｉｎｓ 1290001092643 ドローンを活用した総合ジャンボタニシ対策サービスの検証事業 通常

2536 R140070103 九州 福岡県 田中油糧工業株式会社 3290001040889
ドレッシングの生産能力を飛躍的に向上させ需要に応えるための製
造設備の導入

通常 福岡県商工会連合会

2537 R140070104 九州 福岡県 日野抜型製作所 画像寸法測定器の導入による半導体用抜型の新規開発 通常 ペンデル税理士法人

2538 R140070106 九州 福岡県
デンタル・エデュケーショナル・アンド・マネージ
メント株式会社

8290001057805
口腔内スキャナー・３Ｄプリンターを用いた革新的デジタル補綴咬合
研修事業の推進

新特別
株式会社リアルコンテンツ
ジャパン

2539 R140070107 九州 福岡県 有限会社橋口鉄工所 5290002039887 高性能電子顕微鏡の装置部品製造における生産性向上 通常

2540 R140070109 九州 福岡県 若松パッキング有限会社 3290802019578 医療ロボット用パッキン製造における生産性向上 通常

2541 R140070110 九州 福岡県 有限会社マルコー 7290002053977 ふとんリフォーム事業強化に伴う生産性向上 通常

2542 R140070112 九州 福岡県 株式会社坂田精密 5290001058426
半導体製造装置部品等加工の品質向上、生産能力増強、安定供給
体制構築の取り組み

新特別

2543 R140070113 九州 福岡県 西日本セロファン株式会社 7290001087308
製袋機導入でサプライチェーン商品をオーダー製品化し、主軸事業を
構築する

通常 久留米商工会議所

2544 R140070115 九州 福岡県 池田製作所
ミーリング機能付ＣＮＣ旋盤導入による部品加工工程集約からの生
産性向上とコストダウン取組

通常

2545 R140070119 九州 福岡県 有限会社渡辺自動車 4290002034617 先進安全自動車向けの整備機器導入及び測定サービスの提供 通常

2546 R140070124 九州 福岡県 株式会社小財スチール 6290001007497 鉄筋切断工程の刷新による生産性向上と高付加価値分野の開拓 通常

2547 R140070125 九州 福岡県 筑紫自動車工業有限会社 3290002005313
大変革期におけるＡＳＶ整備導入と非対面の販売体制構築にて売上
拡大

通常

2548 R140070127 九州 福岡県 株式会社主計物産 4290001047644
クラウド型加工食品製造管理システムの開発とＸ線検査機による信
頼性と労働生産性を向上させる事業。

通常

2549 R140070128 九州 福岡県 株式会社カミックス 4290801020957
美粧化段ボールの要になる高品質印版をサイズアップと共に生産性
の向上に挑戦

通常

2550 R140070130 九州 福岡県 ラックデザイン株式会社 7290001072821 自動裁断機導入による新分野・高温断熱材への展開 通常
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2551 R140070132 九州 福岡県 株式会社大塚食品 8290002055139 えのき茸収穫工程自動化による生産性向上 通常 熊本県商工会連合会

2552 R140070133 九州 福岡県 株式会社ｉプラント 6290001083076 新型ＮＣパイプコースターの導入による生産性向上と販路拡大 通常

2553 R140070137 九州 福岡県 株式会社池田冷熱工業 6290801013083 フランジ製作工程の刷新による競争優位の確立と収益力強化 新特別

2554 R140070138 九州 福岡県 小郡さくら歯科 デジタル設備導入で治療と予防の両輪を確立、地域歯科医療に貢献 通常

2555 R140070139 九州 福岡県 邸宅ギャラリー　井村家別邸　月の離なれ 地域貢献に資するクラフトビール醸造所の新事業の創設 通常

2556 R140070140 九州 福岡県 株式会社プレジデントハカタ 3290001024487 ポストコロナに対応する対人接触を減じた安心安全な宿泊の提供 新特別

2557 R140070141 九州 福岡県 株式会社エイチ・シー・ディー 7290001053722 歯科技工所のデジタルものづくりにて歯科医院と最新の業務連携 新特別
税理士法人アップパート
ナーズ

2558 R140070142 九州 福岡県 ＢＡＳＫＩＮＧ　ＣＯＦＦＥＥ
チョコレート製造設備の導入とＳＤＧｓに配慮したエシカルな新商品の
開発

新特別 株式会社ビズグランツ

2559 R140070143 九州 福岡県 株式会社Ｚｅｒｏ－Ｔｅｎ　Ｐａｒｋ 8290001082051
コワーキングスペースのリモート運営システム構築による生産性向上
と新型コロナウィルス感染拡大リスクの低減

新特別

2560 R140070147 九州 福岡県 有限会社アイケイケイ精工 4290802022060
画像寸法測定器による検査工程デジタル化と生産性向上・感染対策
への取組

通常 株式会社フロウシンク

2561 R140070148 九州 福岡県 有限会社大友ゴム工業 3290002040640 シリコーン製食品用モールドの開発と先進的設備による生産性向上 通常 福岡県商工会連合会

2562 R140070149 九州 福岡県 有限会社丸建建具店 8290002053976 木材利用促進法に対応した広葉樹ハイトドアの量産化の取組 通常 井上哲也

2563 R140070153 九州 福岡県 高野歯科医院 デジタルインプラント化による歯科治療のＤＸ化の取り組み 通常

2564 R140070155 九州 福岡県 レーブ・ド・ベベ有限会社 3290002051927
高精度マルチスライサー導入による約５５倍の生産性向上と販路拡
大

通常 株式会社西日本シティ銀行

2565 R140070158 九州 福岡県 やまだ歯科クリニック 光と水を融合させた歯周病先端治療の導入とポストコロナへの取組 通常

2566 R140070159 九州 福岡県 株式会社エンセン 4290001000875 顧客要望を満たす「超短納期対応」による生産販売体制の構築 通常 溝田　修司

2567 R140070161 九州 福岡県 合同会社ジーシステム 2290803002690 ワイヤーカット放電加工導入による超硬プレートの生産性向上 通常 直方商工会議所

2568 R140070162 九州 福岡県 株式会社インフォメックス 4290801011799 建設業に対応した中小企業共通ＥＤＩの連携システム構築 通常 太田　範雄

2569 R140070170 九州 福岡県 株式会社俵工業所 2290801010274
ＡＩ自動積算ソフト・最新３ＤＣＡＤＣＡＭのデータ連携による製造体制
ＤＸ化の取り組み

新特別

2570 R141070005 九州 佐賀県 有限会社西岡醤油店 9300002008011 自動撹拌機導入による佃煮製造の生産向上と働き方改革への対応 通常 伊万里商工会議所

2571 R141070006 九州 佐賀県 株式会社土井組 6300001007603
環境配慮、行政経費節減、利益確保を実現する土木技術活用の堆
肥製造

通常 佐賀県商工会連合会

2572 R141070007 九州 佐賀県 株式会社ＩＭコーポレーション 7300001008542 業界初！「別注家具」のメディカルコンソールボックス開発 新特別

2573 R141070009 九州 佐賀県 有限会社市川光山窯 7300002007626 鍋島焼の焼成と焼成後の温度管理による製品の安定性 通常

2574 R141070011 九州 佐賀県 有限会社杉町鉄工所 1300002000735
新たな部品加工と工程の自動化による収益、短納期、価格競争力の
向上

通常

2575 R141070012 九州 佐賀県 文祥窯
泉山磁石場で産出される陶石を持続的に活用していくための陶土製
造内製化の構築

通常 伊万里商工会議所

2576 R141070015 九州 佐賀県 有限会社肥前溶圧 7300002008839 「新商品ハイブリット工法」導入による将来への新たな基盤づくり 通常 佐賀西信用組合

2577 R141070016 九州 佐賀県 松栄技建株式会社 6300001003882
φ８００ｍｍ以下の配管工事の作業効率を高めるために、自走式穿
孔ロボット機を導入

新特別 稲山哲智

2578 R141070019 九州 佐賀県 楽園計画株式会社 1300001004670
「アートと庭園の融合」アフターコロナにおける新たな体験型サービス
の実現

新特別

2579 R141070020 九州 佐賀県 株式会社カワセテック 5300001009220
高速・高精度プレスブレーキ導入による曲げ工程の品質・生産性向
上の実現

通常

2580 R141070022 九州 佐賀県 株式会社マルサンフーズ 6290001039689 いかしゅうまい製造機械導入による生産性向上及び収益力強化事業 通常 株式会社佐賀銀行

2581 R141070025 九州 佐賀県 株式会社マルミツ 5300001008767
バックホウ自動制御装置導入によるデジタル転換と施工精度高度化
事業

通常

2582 R141070030 九州 佐賀県 株式会社中村電機製作所 6300001000566 基幹システム導入による超効率化とタッチレスワークへの挑戦 新特別

2583 R141070031 九州 佐賀県 有限会社オ・ム 2300002010849
歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ導入によるデジタル技工・ポストコロナの技工所
実現事業

新特別 佐賀県商工会連合会

2584 R142070004 九州 長崎県 永村水産 高鮮度海産物製造と「永村印」ブランドによる大消費地直販事業 通常 長崎県商工会連合会

2585 R142070006 九州 長崎県 菓匠　佐藤饅頭 「糖質カット＋食物繊維」の健康どら焼きの新商品開発 通常 長崎商工会議所

2586 R142070007 九州 長崎県 株式会社早瀬鉄工所 6310001001786 ＤＸの推進による生産性向上を目指した新規顧客層への展開 通常

2587 R142070011 九州 長崎県 西日本鋼業株式会社 5310001005821 生産工程の自動化による生産性の向上と新分野展開 通常 税理士法人ウィズラン

2588 R142070013 九州 長崎県 大平食品株式会社 2310001009750 島原田舎みそで作る長崎産減塩「キザミ味噌漬け」の新商品開発 通常 長崎県商工会連合会

2589 R142070018 九州 長崎県 株式会社新田鉄工所 4310001009798
高性能ＣＮＣ旋盤による製造の効率化と配置見直しで生産向上を図
る。

通常

2590 R142070019 九州 長崎県 有限会社まるよし 2310002008561 省エネラーメン店のプロデュース事業 通常 長崎県商工会連合会

2591 R142070024 九州 長崎県 株式会社花月 9310001000348 長崎の食と歴史を食卓に届ける「バーチャル料亭」事業 新特別

2592 R142070025 九州 長崎県 有限会社プログレスプラン 7310002016428 建設業のＩＣＴ土工を実現する高密度３次元測量サービスの立ち上げ 通常
株式会社コムラッドファー
ムジャパン

2593 R142070026 九州 長崎県 有限会社橋口水産 2310002014460 ガッターマシーンの導入によるブリ加工作業の生産性向上を図る 通常

2594 R142070027 九州 長崎県 パンプラス ベーカリー業界に稀少な非接触型管理システムによる生産性向上 通常 長崎県商工会連合会

2595 R142070028 九州 長崎県 大村ファミリー歯科
長崎県から、重度な根尖病巣患者ゼロを目指して、精密先端治療の
提供！

通常
株式会社東京経営サポー
ター

2596 R142070030 九州 長崎県 西日本開発株式会社 5310001008114
３Ｄ測量機器を用いた新しい形の測量への対応迅速化と新規事業早
期参入による優位性確立

通常 株式会社フロウシンク

2597 R142070032 九州 長崎県 大崎たたみ店 最新型両用機・框縫機の導入による生産性向上及び島外販路拡大 通常 長崎県商工会連合会

2598 R142070033 九州 長崎県 株式会社印束 6310001015332 ＥＣサイト「昔ながらの魚屋」で個人消費者向けに長崎の魚を販売 通常

2599 R142070035 九州 長崎県 株式会社ジャパン・シーフーズ 3290001001453 自動計量・充填機の導入による、アジ・サバの冷凍刺身市場の拡大 通常

2600 R142070036 九州 長崎県 株式会社杵の川 2310001009511 新しい酒造生産体制構築と新市場（販路）進出強化 通常
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2601 R142070041 九州 長崎県 三石生地有限会社 1310002012531
高精度高歩留のＮＣマシンで新たな成形　生産技術と職人技能を継
承

新特別 伊万里信用金庫

2602 R142070043 九州 長崎県 林田製作所 Ｒ加工内製化による新商品の生産 新特別 青山　周広

2603 R142070045 九州 長崎県 有限会社蜂の家 8310002011205 自慢のカレーをもっと広く親しんでいただくため生産能力を拡大する 新特別 税理士法人ウィズラン

2604 R142070046 九州 長崎県 有限会社共栄工業 1310002017167 高精度免震装置の受注と生産性効率化 新特別 青山　周広

2605 R142070050 九州 長崎県 有限会社松山青果 3310002016646 センサー式選別機導入によるコロナ対策と情報見える化の同時達成 通常 青山　周広

2606 R142070053 九州 長崎県 県北土地開発株式会社 4310001005343
インフラ施設の維持管理の３Ｄデジタル化に貢献するＵＡＶ３Ｄレー
ザー測量システムの導入

通常 駒田　裕次郎

2607 R142070055 九州 長崎県 プレテック島原協同組合 5310005005264 ゆがみのない木造パネルＣＡＤデータを外壁材プレカットへの活用 通常

2608 R142070056 九州 長崎県 株式会社南原 5310001008997 ＭＭＮａｖシステム導入による生産性向上及び作業環境の改善 通常

2609 R143070001 九州 熊本県 株式会社ケイ・エム・ケイ 6330001012699
新規複合加工機の導入により成長分野の受注拡大に向けた新たな
取り組み

通常

2610 R143070003 九州 熊本県 株式会社九州エバーロイ 3140001068490 生産工程分析システム 通常

2611 R143070005 九州 熊本県 株式会社旭技研コンサルタント 8330001000140
最新測量機器を用いた３次元測量事業への展開と現場作業の効率
化による競争力向上

新特別 株式会社フロウシンク

2612 R143070008 九州 熊本県 株式会社エムエスケイティ 4330001027245
自動切削機導入による新印刷システムの構築で、コロナ禍で苦しむ
飲食店のリニューアルオープンを支援

通常

2613 R143070013 九州 熊本県 株式会社ステラ 4330001020919 犬猫の健康寿命に資するための設備導入計画 通常 税理士法人ユース会計社

2614 R143070017 九州 熊本県 有限会社グランツ・デンタル・ラボラトリー 1330002012554 デジタル化対応によるインプラント上部構造の新受注体制の構築 通常 アイアンドアイ株式会社

2615 R143070018 九州 熊本県 株式会社橋口石彫工業 5330001003757 石のスペシャリストが挑むコンクリートの高付加価値サービス 通常 熊本商工会議所

2616 R143070021 九州 熊本県 九州情報サービス株式会社 4330001001150
簡単作成が出来る「＠ＡＰＰＥＡＬ」ポータルサイトの顧客利便性に伴
う販路開拓事業

新特別

2617 R143070022 九州 熊本県 有限会社アイテック 5330002025156
アルミ長尺薄板形状ワークの高精度高効率マシニング加工技術開発
事業

通常

2618 R143070026 九州 熊本県 株式会社スリーダイン 7330001014117
半導体産業向けプラスチック加工の拡大並びに感染症低リスク対応
とＢＣＰ対策

新特別

2619 R143070027 九州 熊本県 川野歯科医院
患者のＱＯＬを最大化する歯科医療を地方にもたらす新たな治療モ
デルの確立

通常

2620 R143070029 九州 熊本県 有限会社花谷工業 7330002026219
切断加工制御システムによる高精度加工と新素材対応による事業拡
大

通常

2621 R143070031 九州 熊本県 天草海龍観光株式会社 2330001013098 とらふぐ加工品の凍結工程における品質・安全性・生産性の向上 新特別

2622 R143070033 九州 熊本県 八代鮮魚商協同組合 5330005005849 くまもと自慢の高品質ハモの商品開発・生産性向上事業 通常 熊本県中小企業団体中央会

2623 R143070034 九州 熊本県 株式会社本田謙工機 3330001004253
国内製材所の事業再編に伴う、帯鋸製造の生産性向上への取り組
み

通常

2624 R143070038 九州 熊本県 株式会社三成 2330001007298 有機質肥料と化学肥料のハイブリッド肥料の量産体制の構築 通常 税理士法人クロジカ

2625 R143070039 九州 熊本県 サカグチ印刷 自社ブランドを生かして新事業展開！ 通常 水俣商工会議所

2626 R143070042 九州 熊本県 株式会社カネマツ 9330001015146
情報化施工に対応する設備強化で生産性と施工品質の向上実現事
業

通常

2627 R143070049 九州 熊本県 八代園芸加工株式会社 1330001013792
原反タタミ装置＋梱包仕上機導入加工ライン改善による生産性向
上・コロナ感染予防計画

新特別

2628 R143070050 九州 熊本県 株式会社サンループ 6330002030634
人吉・球磨初！配送ロボット導入による対人接触の減少・生産性向
上計画

新特別 人吉商工会議所

2629 R143070051 九州 熊本県 ＩｏＴ　ｍｏｂｉｌｅ株式会社 7330001024025
非対面で、複数の箇所の温湿度を一括に遠隔管理できるＩｏＴ製品開
発

新特別 熊本信用金庫

2630 R144070001 九州 大分県 ニュージャパンマリン九州株式会社 1320001014107 ＮＣルーター導入による舟艇製造ラインの生産改善と感染症対策 新特別

2631 R144070002 九州 大分県 株式会社交栄農事営農組合 9320001011443
生産性向上による生姜栽培の栽培面積拡大および新規作物栽培事
業

通常 大分県商工会連合会

2632 R144070003 九州 大分県 株式会社トヨテック大分 3320001008461
産業用ロボット導入による成形工場内の自動化とコロナ感染症に備
えて蜜を回避し、生産性向上を目指す

新特別
公益財団法人大分県産業創
造機構

2633 R144070006 九州 大分県 有限会社カーボデー河野 1320002001797 カーエアコンのフロンガス再利用装置の導入 通常

2634 R144070007 九州 大分県 東国東自動車整備協業組合 9320005004410 最新リフト導入による複数人作業から単独作業への移行 新特別

2635 R144070008 九州 大分県 有限会社まるは商会 4320002020200
“海老で鯨を釣る！？”生産ライン一新で品質と生産性向上による売
上拡大

通常 大分県商工会連合会

2636 R144070009 九州 大分県 株式会社ＴＳＩテックス 5320001012478 鋼材・管材の端材有効活用による環境対策とＥＳ・ＣＳの向上 通常
公益財団法人大分県産業創
造機構

2637 R144070010 九州 大分県 株式会社マルエイ 2320001014642
日割生産による柱・板木混合生産の実現およびその為の板木桟入
れ機の導入

通常 日田商工会議所

2638 R144070011 九州 大分県 有限会社山梨子産業 6320002017442 高周波フラッシュ接着機導入による品質向上・収益性改善の取組 通常 大分県商工会連合会

2639 R144070013 九州 大分県 岡本自工株式会社 9320001007623 特定の用途に供する、一定の基準を満たすことを要件とする製品 通常 大分県信用組合

2640 R144070018 九州 大分県 株式会社Ｌｉｌａｓ 1320001007481 オンラインプラットフォーム［ＲＡＳＨＩＫＵ」 通常
公益財団法人大分県産業創
造機構

2641 R144070021 九州 大分県 有限会社大分クリーンサービス 7320002008291
最新破袋機導入による生産性向上と作業環境の改善事業への取組
み

通常

2642 R144070023 九州 大分県 ヘルメット潜水株式会社 8320001008317
積層式自動裁断機導入による新商品・サービス提供及び生産性向
上

通常 大分県商工会連合会

2643 R144070024 九州 大分県 武田電気株式会社 8320001015874 地下埋設管探査地中レーダの導入による作業効率化と営業力強化 通常 大分県商工会連合会

2644 R144070025 九州 大分県 株式会社三陽 3320001005970 新型鉄骨溶接ロボット導入による溶接工程の生産性向上と販路開拓 新特別

2645 R144070026 九州 大分県 有限会社石田生花店 7320002000901 顧客・販売管理システム導入を基軸とした生花店ＤＸ化の取り組み 新特別 株式会社フロウシンク

2646 R144070027 九州 大分県 佐藤電工社 地域初！「地方における草刈り事業」の展開による売上拡大事業 通常 大分県商工会連合会

2647 R144070029 九州 大分県 株式会社和光社 9320001017795 建築板金用金属屋根材の加工・生産による体制強化・競争力強化 通常 大分みらい信用金庫

2648 R144070030 九州 大分県 牟礼鶴酒造合資会社 4320003001166
酒類の製造キャパシティ拡大と小ロット化による新商品開発で売上拡
大

通常 大分県商工会連合会

2649 R144070032 九州 大分県 株式会社茂里商店 9320001009818 大分県産原木生椎茸冷凍スライスの販路開拓事業 通常 大分県商工会連合会

2650 R144070033 九州 大分県 有限会社南酒造 6320002015479 製造ラインの改善による麦焼酎の品質・生産性向上とブランド向上 通常 大分県商工会連合会
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2651 R144070034 九州 大分県 有限会社高橋木工製作所 5320002004334
最新鋭横式バンドソーで、銘木を薄肉加工して高付加価値化を実現
する

通常

2652 R144070035 九州 大分県 有限会社河内水産 3320002016538 高温発酵プラント導入によるブランド魚開発及び海洋環境保全事業 通常 大分県商工会連合会

2653 R144070040 九州 大分県 大塚きくらげ株式会社 1320001015856
　製造工程の見直しによる生産性・歩留まり率の向上、経営課題の
解決の実現

通常 宮崎　誠

2654 R144070042 九州 大分県 株式会社日伸 9320002020963
創業５０年で培った技術力を更なる高みへ！金属屋根成形の新工法
内製化によるＱＣＤ向上計画

通常 大分みらい信用金庫

2655 R145070002 九州 宮崎県 株式会社吉村工業 3350001012080
舎屋部材の製造プロセスを刷新する曲げ機導入による生産性向上と
販路開拓

通常

2656 R145070003 九州 宮崎県 株式会社竹井建設 8350001009576 ＩＣＴ技術導入による施工品質及び生産性向上 通常 宮崎県商工会連合会

2657 R145070007 九州 宮崎県 有限会社つばさ 6350002010493
施盤工程の最新ＣＮＣ化による内製化率９０％とリードタイムの半減
計画

通常

2658 R145070009 九州 宮崎県 有限会社寺原畳工業 9350002010739 畳専用乾燥機・掃除機及び襖貼り機を活用した和室抗菌リフォーム 新特別 株式会社シャイン総研

2659 R145070011 九州 宮崎県 有限会社甲斐工業 2350002001001 産業用ドローンを利活用した構造物点検役務サービスの開発 新特別 長井　寿郎

2660 R145070012 九州 宮崎県 有限会社相生建設 4350002000059 下請事業者のＩＣＴ重機導入による超短工期の実現と社の若返り 通常 宮崎県商工会連合会

2661 R145070013 九州 宮崎県 株式会社真和コンサルタント 9350001005624
レーザー測量による３次元モデル活用でＢＩＭ／ＣＩＭ対応を図る革新
的取組み

新特別

2662 R145070016 九州 宮崎県 株式会社はとや 6350002017506 セントラルキッチンの整備で生産性を高めてＦＣ展開を加速させる 通常

2663 R145070017 九州 宮崎県 ＡＧＲＩＳＴ株式会社 9350001016084 画像で果実を認識するＡＩ技術を応用したきゅうり収穫ロボットの開発 新特別

2664 R145070020 九州 宮崎県 東洋ファーム株式会社 7350001016557 溶液管理のＩｏＴ化によるトマト水耕栽培の大規模化と販路開拓 新特別 米倉　徹

2665 R145070021 九州 宮崎県 有限会社エンゼルファーマシー 5350002005767
調剤業務の生産性向上及び対人接触の減少による低感染型薬局
サービスの展開

新特別

2666 R145070022 九州 宮崎県 株式会社Ｒｅｇｏｌｉｔｈ　Ｃｏｆｆｅｅ 7350001016788
テイクアウト対応とＥＣ販売強化のための大型焙煎機及びエスプレッ
ソマシンとグラインダー導入

通常 延岡信用金庫

2667 R145070023 九州 宮崎県 有限会社中城 6350002011194
リードフレーム押さえ用部品等の高精度・高硬度化、生産性向上、安
定供給体制の構築

通常

2668 R145070024 九州 宮崎県 杉本製作所株式会社 2350001016982 溶射施工技術を活用した新製品及び新サービスの提供 通常 日向商工会議所

2669 R145070025 九州 宮崎県 九州北清株式会社 7350001009825
市場の成長が期待できる太陽光パネルリサイクル事業への本格参
入

通常 小林商工会議所

2670 R145070026 九州 宮崎県 道本食品株式会社 8350001001995
生き残れ令和！移り行くライフスタイルにマッチした食べきりサイズ商
品の開発

通常

2671 R145070028 九州 宮崎県 株式会社日高工業 1350001009203
高精度形状加工技術導入による真空成型用金型製造分野への新規
販路開拓

通常

2672 R145070029 九州 宮崎県 セラテック九州株式会社 6350001016970
セラミックス基板の研磨プロセスの構築を図り、積極的な受注拡大に
繋げる。

通常

2673 R145070033 九州 宮崎県 佐光農園 加温加冷自動潅水を導入したトマト植物工場の構築 通常

2674 R145070034 九州 宮崎県 合資会社新興精機 8350003000938
最新のステライト自動溶着機導入による、作業効率アップと新規取引
先獲得計画

通常 宮崎県商工会連合会

2675 R145070036 九州 宮崎県 有限会社黒木板金 9350002001515 板金折曲機導入による生産性向上と売上アップと歩留まりロス削減 通常

2676 R145070038 九州 宮崎県 有限会社西日本ボーリング 8350002017966 革新的な掘削用櫓（やぐら）の導入による生産プロセスの改善 通常
合同会社ブループランニン
グ

2677 R145070039 九州 宮崎県 有限会社武田自動車整備工場 1350002011182
電子パーキングブレーキ搭載車両へのレッカー対応による収益性向
上と感染リスクを低減する作業体制の構築

新特別 宮崎県商工会連合会

2678 R145070043 九州 宮崎県 有限会社永峰観光バス 3350002005793 デジタコ導入による生産性向上と顧客満足度の向上事業 通常 宮崎県商工会連合会

2679 R146070001 九州 鹿児島県 株式会社前田住設工業 2340001018385
建築組立部材と溶接部品の生産性向上の確立と事業拡大のプロセ
スの確立

通常

2680 R146070003 九州 鹿児島県 有限会社ふくなが 2340002008220
名旗の内製化及び梱包作業効率化による納期短縮・顧客満足度向
上

通常

2681 R146070004 九州 鹿児島県 ソルト・ブレイク・ジャパン株式会社 5340001008012 ウィズコロナに対応した切削加工機導入による生産性向上の構築 新特別

2682 R146070005 九州 鹿児島県 有限会社ナンリ 3340002026080
生産性向上による社員の処遇改善に向けたＣＮＣフライズ盤と塗装
設備の導入

通常 パートナー経営株式会社

2683 R146070007 九州 鹿児島県 有限会社大崎農園 7340002027447
ダイコンにおける出荷工程のリアルタイム把握による生産機能の増
強

通常

2684 R146070010 九州 鹿児島県 株式会社サツマ超硬精密 5122001015340
高精度大型放電加工機導入による大型プレス金型プレート加工の確
立

通常

2685 R146070013 九州 鹿児島県 ＨＩＭＥＧＩ株式会社 1340002014038 多機能自動ドリルマシンの導入によるプレート製造の完全内製化 通常 株式会社フロウシンク

2686 R146070015 九州 鹿児島県 株式会社湧水フーズ 2340001021389
カップ詰め「ところてん」「こんにゃく」など健康食品製造ラインの生産
性向上

通常 櫻木　健治

2687 R146070016 九州 鹿児島県 株式会社共栄 9340001001319
無菌状態の高い品質の製品の提供と作業効率改善による生産性向
上

通常
パスウェイコンサルティン
グ株式会社

2688 R146070017 九州 鹿児島県 有限会社かごしま有機生産組合 4340002003021 国産有機加工品の供給拡大に向けた量産体制確立事業 通常

2689 R146070019 九州 鹿児島県 株式会社松野下蒲鉾 6340001012640 消費者のニーズに対応した商品開発と販路拡大 通常 枕崎商工会議所

2690 R146070022 九州 鹿児島県 有限会社水迫畜産 6340002018967 生活スタイルにマッチする個食パック商品開発で販路拡大 通常

2691 R146070029 九州 鹿児島県 田畑タタミ店
最新式制作機械導入での新型畳製造による生産力向上とブランド力
強化

通常 枕崎商工会議所

2692 R146070030 九州 鹿児島県 株式会社トーワ 6340001002947
精密板金市場への参入に向けた３次元ＣＡＤの導入と曲げ用金型の
改修

通常 パートナー経営株式会社

2693 R146070031 九州 鹿児島県 株式会社自由画房 7340001006096
大型ポスター印刷・大型布地印刷設備導入しネットを活用して全国規
模での販路開拓を目指す

新特別 角　幸憲

2694 R146070034 九州 鹿児島県 有限会社中村鉄工 2340002023112
鉄骨建設技術を活用して僻地災害修繕新事業への挑戦し新たな顧
客獲得を目指す。

通常 角　幸憲

2695 R146070035 九州 鹿児島県 岩本工業株式会社 6340001016484
新型プラズマ切断機の導入を通じた切断加工工程の刷新による競争
力強化と販路の拡大

新特別

2696 R146070036 九州 鹿児島県 アンティカ奄美店 製造機械導入による自社製造直売所開設と新商品開発 通常 奄美大島商工会議所

2697 R146070038 九州 鹿児島県 有限会社三栄地下開発 2340002017493 掘削機械の導入による業務改善と売上増加計画 通常

2698 R146070042 九州 鹿児島県 鹿児島ロックセルフペイント株式会社 9340001001087 自動調色設備導入計画 通常 中原　悟

2699 R146070043 九州 鹿児島県 エス・パックス株式会社 4340001002131
自動平盤打抜機の導入による内製化の推進及び生産プロセスの改
善

通常

2700 R146070044 九州 鹿児島県 有限会社工房Ｒｙｏ 7340002011731 高精度３Ⅾプリンター導入による新作指輪の制作および生産性向上 通常
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2701 R147070003 沖縄 沖縄県 泉崎ファミリー歯科
歯科用ＣＡＤＣＡＭシステム一式の導入で、生産性向上や優位性強
化を実現

新特別 中村　清悟

2702 R147070004 沖縄 沖縄県 大城工業株式会社 4360001015230
火災から命を守る消防用設備等の高精度配管工事・配管加工の短
納期化計画

通常 株式会社沖縄銀行

2703 R147070006 沖縄 沖縄県 就労支援サービス株式会社 1360001020381
ＩＴシステムによる生産管理体制を構築し、障がい者でも可能な入力
業務の受注獲得を目指す

新特別 株式会社沖縄銀行

2704 R147070007 沖縄 沖縄県 有限会社アンサー 8360002014401
ジャパンクオリティの歯科技工物を沖縄から世界へ、海外進出を見据
えた生産体制の強化

通常 株式会社フロウシンク

2705 R147070009 沖縄 沖縄県 株式会社上間菓子店 8360001006639 新たな設備導入による生産性向上及び販路開拓 通常 沖縄県商工会連合会

2706 R147070010 沖縄 沖縄県 有限会社ＴＭ．Ｐｌａｎｎｉｎｇ 4360002020304 ポストコロナに対応する新しい教育民泊ビジネスモデルの構築 新特別

2707 R147070011 沖縄 沖縄県 株式会社ＴＩＭＥＬＥＳＳ 3360001024439 生産能力向上と新商品開発による新規顧客獲得 通常

2708 R147070012 沖縄 沖縄県 はじめ歯科クリニック
より優れたインフォームドコンセント体制の構築と診療効率・医院内
衛生環境改善により、誰にでも優しい歯科医院のニューモデルへ

新特別

2709 R147070015 沖縄 沖縄県 株式会社七色 8360001010806
建具・家具の内製化・職人の多能工化による作業効率と利益率の向
上

通常

2710 R147070021 沖縄 沖縄県 あかね動物病院
那覇市内で初めて腹腔鏡を導入することで癌に罹患したペットを一匹
でも多く救います

通常

2711 R147070022 沖縄 沖縄県 東江工業
ＣＮＣ旋盤導入によりリードタイム短縮・低コスト化を実現し収益力強
化を目指す

通常 株式会社琉球銀行

2712 R147070024 沖縄 沖縄県 山将株式会社 7360001021102
小型レトルト釜導入による生産効率向上・多品種少量生産・商品開発
サイクルの短期化の実現

新特別 補助金活用支援会合同会社

2713 R147070025 沖縄 沖縄県 株式会社マッシグラ沖縄タイムス 3360001024208 高生産テレワーク特化型・非対面型テレワーク施設受付システム 新特別

2714 R147070027 沖縄 沖縄県 有限会社屋富祖工業 6360002014221 新工法によるアスファルト造形で観光立県沖縄の良好な景観づくり 通常 山城　大貴

2715 R147070028 沖縄 沖縄県 ニッシン株式会社 9360001011084
建設・土木機械器具小売店の新業態化とＤＸによる多店舗展開基盤
構築事業

通常

2716 R147070030 沖縄 沖縄県 久高たたみ店 畳ニーズの変化に対応　『防カビ・デザイン畳』の開発・新規顧客開拓 通常 株式会社シャイン総研

2717 R147070031 沖縄 沖縄県 有限会社天久加工所 5360002000255 顧客ニーズに応えられる最新レーザーマーカー導入事業 通常

2718 R147070033 沖縄 沖縄県 メディアプレイス
ＥＣＯインクプリンターを導入しサイン看板の内製化によって環境配慮
と新規顧客拡大を図る

通常

2719 R147070034 沖縄 沖縄県 株式会社パラダイスプラン 5360001013893 海水濃縮装置の開発による品質の均一化と安定生産で増産確立 通常

2720 R147070035 沖縄 沖縄県 株式会社みやぎ農園 2360001008310
農産物出荷場の機械化及び保存性の高い保管庫導入による品質向
上

通常 沖縄県商工会連合会

2721 R147070036 沖縄 沖縄県 ジョイントベース 最新３Ｄレーザースキャン搭載測量システム導入による業務効率化 通常 株式会社琉球銀行

2722 R147070037 沖縄 沖縄県 沖縄情報システム株式会社 1360001008609 アプリ作成プラットフォーム活用による新市場開拓と売上増強計画 通常 株式会社琉球銀行

2723 R147070038 沖縄 沖縄県 株式会社奥原商事 2360001008681 ＡＩを使った刺繍装置の導入による新商品・新サービスの開発 通常 尾関　亮

2724 R147070040 沖縄 沖縄県 株式会社ＧＯ２Ｋ 9140001080688 エンリッチド・エア自社充填設備設置事業 新特別 株式会社Essencimo

2725 R147070042 沖縄 沖縄県 株式会社アスティークプランニング 8360001016241
ＵＡＶ搭載型レーザースキャナーを用いた測量システムの導入による
生産性向上

通常 駒田　裕次郎

2726 R147070050 沖縄 沖縄県 照屋歯科医院 歯科用デジタル機器で診療精度の向上と感染リスクの低減 通常

2727 R147070051 沖縄 沖縄県 株式会社ＢＡＧＡＳＳＥ　ＵＰＣＹＣＬＥ 8360001028575 循環経済型かりゆしウェアのシェアリングサービスの高度化事業 通常

2728 R147070053 沖縄 沖縄県 株式会社ローカルランドスケープ 8010901037842 県産ブランドチョコレートを世界へ　製造プロセス改善企画 通常

2729 R147070054 沖縄 沖縄県 ソーエイドー株式会社 9360001006027 ホテル需要の取組に向けた生産体制の構築 通常 沖縄県商工会連合会
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