
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８次締切

採択案件一覧　一般型（2,753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 R101080003 北海道 北海道 北野牧場 熟成設備カンティーナ設置によるルブロションチーズ増産体制確立 通常 北海道商工会連合会

2 R101080005 北海道 北海道 株式会社サトウ 6460101000649 製材機用、チップソーの再研磨工程集約による、木材生産数の向上 通常

3 R101080006 北海道 北海道 石橋歯科医院 ポストコロナに対応したＣＴ設備を活用した最先端医療事業 新特別 野竿　健悟

4 R101080007 北海道 北海道 有限会社宮越鉄工所 7430002019559 高い信頼性を有するインフラ設備用制御盤ボックスの生産性向上 通常 山崎記敬

5 R101080008 北海道 北海道 株式会社北海永徳 3462501000256
冷凍ホタテ貝柱の輸出拡大によるリスク分散および海外市場の販路
拡大

通常 網野　征樹

6 R101080009 北海道 北海道 有限会社からまつ園 3430002052019 ロボットシステム導入による業務効率化と非接触サービス提供事業 新特別 北海道商工会連合会

7 R101080010 北海道 北海道 株式会社近江歯研 6430001003102 デジタル化した歯科技工によるポストコロナ対応と地域医療貢献 新特別 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

8 R101080011 北海道 北海道 株式会社山本工業 2430001069865 太陽光発電杭工事用バックホウと最新測量機器による生産性向上 新特別 北村　耕司

9 R101080014 北海道 北海道 三和ボデー工業株式会社 3430001033481
高性能プレス機導入による生産性と品質の向上及び生産プロセスの
改善事業

通常
株式会社　北海道共創パート
ナーズ

10 R101080016 北海道 北海道 株式会社總北海 5450001001666 印刷測色器導入による業務効率化と品質向上 通常

11 R101080017 北海道 北海道 株式会社増山建設 2450001006544 若手層の育成・定着を促し、会社全体の生産性向上を図る 通常

12 R101080018 北海道 北海道 株式会社長勢紙業 6450001002234 最新トラックスケールの導入による生産性向上と循環型社会の実現 通常 旭川信用金庫

13 R101080020 北海道 北海道 有限会社あさひや 7460102000119
ウォータージェットカッター導入による生産性の向上と新商品開発事
業

通常
株式会社　北海道共創パート
ナーズ

14 R101080023 北海道 北海道 本郷デンタルオフィス
モーターライゼーションマイクロスコープ導入によるインプラント抜歯
即時埋入治療の提供

新特別 山崎記敬

15 R101080025 北海道 北海道 有限会社協和スチール 3430002006189
二相ステンレス鋼加工技術確立による太陽光市場向け製品の新規
研究開発

通常 牛腸　真司

16 R101080026 北海道 北海道 株式会社ノース建設 8450001010243
ＩＣＴ建機を活用した住宅基礎工事の効率化とワンストップ施工体制
の構築

新特別 株式会社ｔｚコンサルティング

17 R101080028 北海道 北海道 上士幌歯科クリニック
訪問歯科診療と高精密なサージカルガイドの作成で高齢者の健康を
守る

新特別

18 R101080029 北海道 北海道 株式会社カサデン 3430001046418 新設備導入で生産性を向上し整備車両を拡大、新規顧客を獲得する 新特別

19 R101080031 北海道 北海道 株式会社高橋工務店 6430001047660
生産性向上、工事の一気通貫施工を可能にする高性能ウレタン吹付
装置の導入

通常 空知信用金庫

20 R101080032 北海道 北海道 仁木工業株式会社 5460101001326 ＩＣＴ設備導入による工事現場の生産性向上及び接触リスクの回避 新特別 株式会社北海道銀行

21 R101080033 北海道 北海道 青木歯科クリニック
歯科用ＣＴ診断装置導入による高度先進歯科医療の地方への普及
拡大

新特別
堀江コンサルティングオフィス
株式会社

22 R101080036 北海道 北海道 丸光商事有限会社 5460102006902 農・畜産向けバイオ飼料の生産性向上と労働環境改善への取り組み 通常 北海道商工会連合会

23 R101080039 北海道 北海道 安藤誠 牽引式モアコンディショナー導入による牧草収穫の適期化 通常 帯広信用金庫

24 R101080040 北海道 北海道 株式会社ブレンドワークス 9430001030060 セルフオーダーシステムの導入による集客力と生産性ＵＰの施策 新特別

25 R101080042 北海道 北海道 ラベンダー歯科 ３次元の画像診断導入により実現する難症例の治療への取組 新特別
アルタス・パートナーズ合同会
社

26 R101080043 北海道 北海道 株式会社月寒製作所 5430001010578 最新式パンチングマシン導入による、生産性の向上 通常 株式会社北洋銀行

27 R101080044 北海道 北海道 株式会社キヨクオー 2450001000951
地域食品加工業のエネルギー効率化に貢献する切断技術高度化事
業

新特別

28 R101080045 北海道 北海道 株式会社関谷牧場 7460101005093 ハッチでの飼養管理効率化で子牛死亡リスク低減と安定出荷の確立 通常 帯広信用金庫

29 R101080048 北海道 北海道 株式会社リューツー 7430005003080
自動洗車機導入による業務効率化を通じた「総合自動車サービス
業」への新たな挑戦

新特別
株式会社　北海道共創パート
ナーズ

30 R101080051 北海道 北海道 株式会社ビーバープランニングセンター 1430001025745 独自開発の転写印刷手法による高品質Ｔシャツ印刷事業の展開 新特別

31 R101080052 北海道 北海道 春駒デンタルクリニック
「噛み合わせ」を意識した治療の徹底と対人接触機会の減少を目的
としたＣＡＤ／ＣＡＭ設備一式導入

新特別 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

32 R101080053 北海道 北海道 株式会社ノースエイム 8430001066048
農業法人向け人事評価ナビの開発と導入促進による農業人事評価
の「見える化」事業

新特別
株式会社　北海道共創パート
ナーズ

33 R101080054 北海道 北海道 百笑ｆａｒｍ 設備導入による土壌改善及び耕作作業の効率化と生産性向上 通常 帯広信用金庫

34 R101080056 北海道 北海道
株式会社ガーネットベースインターナショナル
ジャパン

2430001084393 北海道産の食材のみを用いた新規バウムクーヘン製造と新規展開 通常

35 R101080058 北海道 北海道 カヤノ鉄工株式会社 5430001027317 ワイヤーカットの導入による社内一貫生産体制の確立 新特別

36 R101080061 北海道 北海道 ＯＭリサーチ＆コンサルティング株式会社 1430001061105 食品アレルゲンの顧客提示システムの開発 新特別

37 R101080062 北海道 北海道 株式会社恵本工作所 7450001000609
最新式ＣＮＣバンドソーマシン導入による生産性向上と高精度化の実
現

通常
株式会社　北海道共創パート
ナーズ

38 R101080063 北海道 北海道 有限会社丸勝農場 5430002051365
農業における防除作業の飛躍的な生産性の向上並びに高品質化事
業

通常 空知信用金庫

39 R101080064 北海道 北海道 株式会社コナ 3450001011915
獣医がん学会認定医によるペット高齢化時代の需要に応えたがん治
療プロセスの実現

新特別

40 R101080065 北海道 北海道 株式会社アイドウ 9430001000154 新型パネルソーによる裁断技術の高度化、再生可能プラ製品の生産 新特別 株式会社シャイン総研

41 R101080067 北海道 北海道 有限会社本別砕石工業 8460102006321 機械導入による、安定した「切込砂利」の供給 通常 帯広信用金庫

42 R101080069 北海道 北海道 菊池食品工業株式会社 5011401001548
作業の無駄を徹底排除！労働環境の改善と高付加価値商品増産計
画

通常 株式会社サクシード

43 R101080070 北海道 北海道 株式会社キュウホー 9460101003203 大型モノレールショットブラスト導入による大型製品の生産性向上 通常
株式会社　北海道共創パート
ナーズ

44 R101080071 北海道 北海道 株式会社ＲＯＯＴ　ＰＬＵＳ 1450001013054 クラフトロール内製化による安定供給の実現と製品提案力の強化 新特別 税理士法人小島会計

45 R101080078 北海道 北海道 岩坂歯科医院
デジタル化による無苦痛歯型取りと正確でスピーディーな治療の実
現

新特別
堀江コンサルティングオフィス
株式会社

46 R101080080 北海道 北海道 ブラン歯科医院帯広　山田一貴 他科医院との連携体制構築による新たな歯科医療サービスの開発 新特別 帯広信用金庫

47 R101080081 北海道 北海道 株式会社アトム農機 5450001006244
プレスブレーキ導入による、国内シェア１００％の油圧バケット製造の
生産性向上

通常
一般財団法人旭川産業創造
プラザ

48 R101080083 北海道 北海道 有限会社大牧農場 2460102002045
大型選別機導入により生産農家の負担を軽減し音更町農業を次世
代に繋げる

通常 帯広信用金庫

49 R101080085 北海道 北海道 株式会社あるらぼ 9430001070734
キャラクター活用による小規模事業者の非対面プロモーション支援事
業

新特別

50 R101080086 北海道 北海道 北光印刷株式会社 7430001053724
胆振・日高管内初の偽造防止印刷システム導入で金券類のセキュリ
ティ強化を武器に販路拡大

通常 株式会社北海道銀行
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51 R101080087 北海道 北海道 株式会社ハーベリィ科学研究所 2440001001785
ウィズコロナ向け「オンライン服薬指導」を加速化する、調剤ロボット
導入による調剤業務効率化

新特別 スズカ税理士法人

52 R101080088 北海道 北海道 有限会社健勝重建 7460102004284
３Ｄデータを活用したＩＣＴ施工により、農業の経営基盤強化に貢献
し、３つの元気をつくる。

通常 帯広信用金庫

53 R101080092 北海道 北海道 株式会社アイキ産業 7450001006341
農業のスマート化・ゼロカーボン化に対応する灌水用自動加圧ポン
プ・電源装置等の試作開発

通常 株式会社北海道銀行

54 R101080094 北海道 北海道 株式会社プリプレス・センター 3430001015439 北海道初の環境配慮型製本によるＥＣＯ製本と新商品で市場を拓く 通常

55 R101080099 北海道 北海道 株式会社さくらコミュニティサービス 1430001033269 介護人材マッチング・シェアリングプラットフォームの構築・運用 新特別
一般社団法人城西コンサルタ
ントグループ

56 R101080100 北海道 北海道 株式会社白崎建具製作所 9430001008197 デザイン性を付与したドア加工を自動化し、生産性向上を図る 通常 株式会社北洋銀行

57 R101080101 北海道 北海道 日香化成株式会社 7430001012564 最終小売製品を製造し北海道の旨い！を全国へ届けるプロジェクト 通常 税理士法人ファミリィ

58 R101080102 北海道 北海道 Ｙｕｋｉ　Ｋａｍｕｉ株式会社 4430001069723 対人接触を低減するスキーリゾートのアクティビティー開発 新特別 長井　寿郎

59 R101080104 北海道 北海道 株式会社正文舎 8430001008702 ＤＸによる印刷工程の標準化と他社連携でサプライチェーンの新構築 新特別

60 R101080105 北海道 北海道 株式会社カンキョウ 6460101003131
＜超高圧・高圧２段切換型高圧洗浄車＞導入による労働生産性向
上

通常 北海道商工会連合会

61 R101080107 北海道 北海道 株式会社池田熱処理工業 9430001001268 ＣＮＣホブ盤導入による農機具用スプライン軸の歯切工程の短縮 新特別

62 R101080109 北海道 北海道 テクノス株式会社 3080001003586 有用微生物入土壌改良剤と有機肥料の製造効率化と競争力向上 新特別 静岡商工会議所

63 R101080111 北海道 北海道 有限会社海鵬フーズ 4460302000342 絶品海の幸を全国に！海産物加工ラインの生産性向上プロジェクト 通常 北見信用金庫

64 R101080114 北海道 北海道 加藤鋼機有限会社 1460102000719
鉄板等曲げ機械導入により洗浄選別機製造業務の完全内製化を図
る

通常 帯広信用金庫

65 R101080115 北海道 北海道 道路建設株式会社 2430001053398 高精細空間測量３Ｄレーザスキャナーの導入による測量のＩＣＴ化 通常

66 R101080116 北海道 北海道 越前屋試錐工業株式会社 3430001030537
最新機器導入による路面化空洞調査の生産性、品質及び安全性の
向上計画

通常
株式会社　北海道共創パート
ナーズ

67 R101080117 北海道 北海道 有限会社北洋共同漁業部 4460302005226 知床の漁師が培った技術と知識を武器に水産加工販売に挑む 通常 北海道商工会連合会

68 R101080118 北海道 北海道 Ｓｏｎ＆Ｈｅｉｒ株式会社 3450001013416 北海道産小麦を原酒に使用したクラフト・ジン酒造事業 通常
一般財団法人旭川産業創造
プラザ

69 R101080121 北海道 北海道 もうり歯科クリニック
デジタル化推進で矯正歯科のコロナ感染リスク抜本削減と革新的工
程の実現

新特別 野竿　健悟

70 R101080123 北海道 北海道 ウェルグロー
デジタルにアナログ技術を追加して完成する義歯製作を中心としたＣ
ＡＤＣＡＭ運用

新特別
株式会社　北海道共創パート
ナーズ

71 R101080133 北海道 北海道 ＹＮＫ機械
十勝のじゃがいも農家の生産性向上を支える「播種同時培土」の量
産

通常 帯広信用金庫

72 R101080134 北海道 北海道 株式会社吉田食品 7440001005831 ＤＸ対応包装機導入事業により、プラゴミ削減と生産性大幅アップ 新特別 株式会社エフアンドエム

73 R101080135 北海道 北海道 株式会社スローティ・ラテ 3440001005455 非接触型エステティックサービスによる顧客ターゲット層の拡大 新特別
株式会社　北海道共創パート
ナーズ

74 R101080136 北海道 北海道 株式会社オホーツククリーンミート 3450001009661
北海道ブランド「おこっぺハム」を全国へ！増産体制構築による生産
性向上事業

通常 北見信用金庫

75 R101080140 北海道 北海道 株式会社丸順 2080401010654 製品硬度向上によるＩＣＴ建機対応アタッチメント開発 新特別
株式会社コムラッドファーム
ジャパン

76 R101080143 北海道 北海道 株式会社上嶋自動車 4460101000394 大型車両リフト導入による販路拡大及び特定整備作業空間の確保 通常 帯広信用金庫

77 R101080144 北海道 北海道 株式会社Ｆａｎｔ 4460101006607 飲食店から狩猟者にジビエの発注ができるｗｅｂシステムの開発 通常 帯広信用金庫

78 R101080147 北海道 北海道 株式会社ＳＡＧＵＬＩＦＥ 9460001005563 製造工程の内製化による弊社こだわり商品の売上増加と海外進出 通常 釧路信用金庫

79 R101080148 北海道 北海道 岸山印刷株式会社 2430001046773
最新のコンピュータ断裁機導入による、品質・生産効率の改善の働き
層の拡張

通常

80 R102080002 東北 青森県 有限会社光陽印刷 8420002012415 ＣＴＰ製版システム導入による生産性向上と高品質印刷物の提供 通常 青森県商工会連合会

81 R102080005 東北 青森県 株式会社洸陽 6420001005850
最新フレア加工設備の導入による製造能力の高度化による新市場
の需要獲得事業

通常
公益財団法人２１あおもり産
業総合支援センター

82 R102080006 東北 青森県 有限会社秋田機工 2420002000227 ステンレス溶接プロセスの改善による製麺機の品質向上と増産対応 通常 黒田　清孝

83 R102080007 東北 青森県 有限会社目黒精工製作所 2420002011422 半導体関連高精度部品における生産性向上、短納期、対応力強化 通常 株式会社青森銀行

84 R102080008 東北 青森県 株式会社岩沢測量コンサル 9420001005575
「３Ｄレーザースキャナ」と「ＩＣＴ技術」を活用した地域のインフラ整備・
遺跡保存への貢献事業

通常 青い森信用金庫

85 R102080011 東北 青森県 尾崎酒造株式会社 9420001008479 日本酒の品質向上及び作業効率化へ向けた設備導入計画 通常 株式会社青森銀行

86 R102080012 東北 青森県 株式会社シェルビー 2420001005961
自動車のタイヤ交換作業の効率化と安全性向上に向けた提案型
サービスの体制構築

通常

87 R102080013 東北 青森県 株式会社松緑酒造 1420001009063 清酒製造設備の高度化による県内産酒米使用の吟醸酒商品の展開 新特別

88 R102080016 東北 青森県 株式会社弘前公益社 1420001009377 受発注システム導入による業務効率化・新規顧客獲得体制の構築 新特別 北村　亮太

89 R102080017 東北 青森県 株式会社エヌライド 3420001013591 廃電線処理の高度化による売り上げ増加事業 新特別 株式会社青森銀行

90 R102080020 東北 青森県 北日本産業株式会社 9420001005757 切断機導入による生産性向上と新たな総合リサイクル事業体制構築 通常

91 R102080021 東北 青森県 津軽味噌醬油株式会社 7420001014743
消費者ニーズに対応した小容量発酵調味料の効率的製造・販路拡
大

通常
公益財団法人２１あおもり産
業総合支援センター

92 R103080003 東北 岩手県 株式会社スカイファーマ 4400001012710
コロナリスク低減に資する新たな調剤プロセス構築による生産性向
上

新特別 盛岡商工会議所

93 R103080005 東北 岩手県 株式会社八和総業 4402701000721 型枠工事工程の自動化による効率化と廃棄資源の再利用の実現 通常

94 R103080007 東北 岩手県 有限会社第一相互自動車整備工場 7400602000417 次世代ＥＶ車対応強化、新型リフト導入による生産プロセス改善！ 新特別

95 R103080008 東北 岩手県 有限会社Ｑ－Ｌｉｇｈｔｓ 1400002013470
有機ＥＬフレキシブルデバイス用バリア膜の水蒸気透過度（ＷＶＴＲ）
評価サービスの事業化

通常

96 R103080009 東北 岩手県 有限会社橋勝商店 1402702000566 カスタマイズ型の総菜販売を通じた新規顧客の獲得事業 通常 岩手県商工会連合会

97 R103080010 東北 岩手県 株式会社総合土木コンサルタンツ 8400501000186 クラウド自動解析ドローン技術による災害対策及び測量業界の牽引 新特別

98 R103080012 東北 岩手県 有限会社マシナリー高橋 7400602001316
最新５軸加工機導入及び工程改善による小型製品の生産性向上と
販路拡大

新特別 水沢信用金庫

99 R103080014 東北 岩手県 東磐運送株式会社 5400501000536 ＩＯＴ活用ＩＴ点呼とＡＩ運行管理システムによるサービス力向上 新特別 株式会社岩手銀行

100 R103080015 東北 岩手県 三陸土建株式会社 3400001000708 新素材の光硬化樹脂での管更生工事の不良撲滅と災害対策の促進 通常 株式会社東北銀行
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101 R103080018 東北 岩手県 有限会社青山興業所 7400002000034
ＡＳＶへの対応強化のための車検業務の効率化・平準化による生産
性向上計画

新特別 株式会社北日本銀行

102 R103080019 東北 岩手県 福士歯科医院 高齢化する地域社会で「噛む力」を維持する包括的歯科医療の実現 新特別

103 R103080023 東北 岩手県 株式会社ぼびん 8400001014810 デザイン力を核とした営業力と提案力を融合した加工サービス事業 通常 岩手県商工会連合会

104 R103080025 東北 岩手県 有限会社ヤマキイチ商店 3400002011869
生け簀内の海水温管理及び濾過循環システム構築による業務効率
化並びに利益率改善

通常

105 R103080026 東北 岩手県 株式会社エイティーシー 6013401000099
芯出し顕微鏡／ＩＴＶカメラシステム付三次元測定機を導入することで
検査体制を確立し、医療機器、自動車分野の受注拡大を図る。

通常

106 R103080028 東北 岩手県 遠藤歯科医院 地域の健康を口内から支えるトップクリニックへ 新特別

107 R103080029 東北 岩手県 じゅん歯科クリニック
口腔内スキャナの導入によるデジタル化による患者様の負担軽減と
感染対策、質の高い診断・治療の提供

新特別 有限会社クレメンティア

108 R103080031 東北 岩手県 有限会社川村商店 9011802002117
３軸制御ＮＣルータ導入による生産性向上と新たな取引ニーズの取
込み

通常 株式会社ＡＢＣオフィス

109 R103080032 東北 岩手県 株式会社佐々木米穀店 6400001009416
新設精米ラインの導入による６次化高付加価値米の提供体制の強
化

通常
公益財団法人いわて産業振
興センター

110 R103080036 東北 岩手県 有限会社アセス 6400002009068 水質分析の迅速・高度化による競争力強化と地域サービスの向上 通常 株式会社北日本銀行

111 R104080001 東北 宮城県 ＳＥＡＶＡＣ株式会社 6140001049240 エンドミル自動積替装置導入による生産性向上 通常

112 R104080003 東北 宮城県 特定非営利活動法人しんりん 6370205001932 環境負荷の軽減も踏まえた間伐材の伐採促進事業 通常

113 R104080005 東北 宮城県 株式会社福膳 3380002018933
蔵王町の出荷されない梨を使った「機能性低カロリー食素材型手作り
キット」の開発

通常

114 R104080006 東北 宮城県 有限会社北栄製作所 2370802001974
産業用ロボット等の世界的な需要拡大に伴う鋳造金型の生産性向上
計画

新特別 仙南信用金庫

115 R104080007 東北 宮城県 オートメディア出版株式会社 5370101002127
全身スキャン・３Ｄプリントという先端デジタル技術を活用した審美性
の高い精密フィギュア等製造計画

新特別 仙南信用金庫

116 R104080008 東北 宮城県 有限会社マルタ水産 5370802000098 新特産品「北限のしらす」生産性向上供給拡大事業 通常

117 R104080010 東北 宮城県 株式会社安部工業 9370001012940
ボイラー用燃料の高品質化と廃プラスチック等の処分削減に向けた
管理体制構築

通常 協同組合さいたま総合研究所

118 R104080013 東北 宮城県 食育フードシステム東北株式会社 6370001019567 給食生産工程の刷新による学校向けオリジナル給食増産計画 新特別 株式会社七十七銀行

119 R104080017 東北 宮城県 すみやのくらし 新たな炭の活用による地域産業の創出 通常 宮城県商工会連合会

120 R104080018 東北 宮城県 株式会社フェニックスエレメント 7370301003014 整体＋テクノロジーによる人生百年時代の姿勢づくりコースの展開 通常

121 R104080020 東北 宮城県 亘理歯科医院 「見える化」と先進医療による地域一番の定期管理型医院の実現 新特別

122 R104080021 東北 宮城県 株式会社創建コーポレーション 4090001004822
最新ドライアイスブラスト工法で実現する安心・安全で効率的なアス
ベスト除去

通常 株式会社七十七銀行

123 R104080024 東北 宮城県 株式会社ＢＬＵＥＴＥＣＨ．ＯＣＥＡＮ 1370001047515
オーバーヘッド環境下での水中ドローン活用による水中作業の効率
化および事故リスク軽減

通常

124 R104080025 東北 宮城県 舘歯科医院 歯・歯列・咬合・顎関節を４位一体とした革新的包括診療の確立 通常 インテグリ税理士法人

125 R104080026 東北 宮城県 株式会社わらしべ工房 8370301002849
ケナフボードを活用！「洋室向け柔らか薄畳」の開発で新規顧客の開
拓！

通常 株式会社シャイン総研

126 R104080027 東北 宮城県 有限会社アイ・エヌ・テイー 2370002000926 最先端３Ｄ機器の導入による技工物製作の向上と受注拡大の実現 新特別
株式会社リアルコンテンツジャ
パン

127 R104080029 東北 宮城県 ＷＡＴＡＫＯＵ株式会社 3370802000728 鋼構造物陽仕口・コア専用連続加工ライン構築事業 通常
株式会社ABKビジネスパート
ナーズ

128 R104080030 東北 宮城県 株式会社カリーナフードサービス 6370001011706 ドライフラワー事業における生産能力拡大及びコミュニティの開発 新特別

129 R104080032 東北 宮城県 色川歯科
患者のリスクを払拭する「喪失歯期間無しのインプラント治療法」の確
立

新特別
一般社団法人城西コンサルタ
ントグループ

130 R104080034 東北 宮城県 七清水農園醸造所株式会社 9370001044678
コロナ禍の復興マイクロブルワリーにおける未来を切り拓くための高
付加価値の日本酒造りと販売の取組み

新特別
合同会社ミア・カーサ経営支
援室

131 R104080035 東北 宮城県 平栗デンタルサービス 人生１００年時代の患者様を見据えた歯科技工所の設備投資計画 新特別

132 R104080036 東北 宮城県 有限会社みちのくサービス 4370002009263
スマートグラスを用いた視界共有および積算のシステム化による見
積り業務の効率化および精度の向上

新特別 有限会社クレメンティア

133 R104080039 東北 宮城県 株式会社どんぐり 6370001042718 非接触およびＩＴを活用したコロナ時代のＩＴ型整骨院の展開 新特別
公益財団法人みやぎ産業振
興機構

134 R104080041 東北 宮城県 有限会社かみたいら 8370502000197
スチームコンベクションの導入による水産加工品の新たな生産方式
の確立と需要の拡大

通常

135 R104080043 東北 宮城県 株式会社アムスエンジニアリング 1370301002310 真未来システムによる廃液処理の無臭化・無害化実現とコスト削減 通常
公益財団法人みやぎ産業振
興機構

136 R105080002 東北 秋田県 株式会社鈴木水産 1410001007349 顧客ニーズの多様化等に対し、新規事業の生産体制を自動化する。 通常 秋田県商工会連合会

137 R105080003 東北 秋田県 株式会社クラウン精密秋田工場 6410001006420 自動機投入による重労働の軽減とポカミス作業の排除 新特別

138 R105080005 東北 秋田県 有限会社佐々木鉄工所 3410002011488 塗装工程の技術の高度化による生産工程の無駄削減への取組 新特別

139 R105080006 東北 秋田県 アキタテクノス合同会社 8410003002820 従来工法の自動化によるコスト低減と加工バラツキの低減 新特別

140 R105080009 東北 秋田県 宮腰精機株式会社 3410001008072 ＶＲ技術導入によるサービス体制および社内設計プロセスの革新 通常 株式会社秋田銀行

141 R105080010 東北 秋田県 有限会社水口機械工業 5410002007419
電子部品用治具製造の課題を独自技術と新設備導入で一気に解
決！

通常 株式会社秋田銀行

142 R105080011 東北 秋田県 株式会社味しん 2410002001969 自社ブランド新商品「秋田米金のちまき」の開発・全国への販路拡大 通常 秋田商工会議所

143 R105080013 東北 秋田県 株式会社山本酒造店 6410003001808 酒蔵倉庫内の在庫管理デジタル化事業 新特別 株式会社秋田銀行

144 R105080014 東北 秋田県 藤嶋鉄工株式会社 3410001006118 鉄骨溶接作業の高品質化及び生産性強化 通常 鎌田　孝生

145 R105080015 東北 秋田県 有限会社富士工務店 4410002003187 エコ鉄の新技術導入により新形状実現と生産工程自動化を果たす 通常 株式会社秋田銀行

146 R105080016 東北 秋田県 タイヨウマシン株式会社 6410001005422 長尺ワークサイズの加工技術の導入による一括受注体制の構築 新特別

147 R105080022 東北 秋田県 株式会社大榮木工 7410001007137
熟練職人技能に先端設備の加工技術を融合させ、高級建具製造の
革新を実現する

通常

148 R106080001 東北 山形県 ふなやま歯科医院
歯科用ＣＴ並びに３Ｄ口腔内スキャナー導入による診断の迅速化と診
断制度の向上、低被爆線量の実現

通常 米沢信用金庫

149 R106080003 東北 山形県 長谷川工業株式会社 9110001004591
マシニングセンタの導入とＩｏＴの活用によるデジタル化による生産性
向上

新特別 株式会社やまと経営

150 R106080004 東北 山形県 有限会社舟形マッシュルーム 8390002011429 ビッグデータを用いたマッシュルーム生産性向上と新規技術の開発 通常 株式会社山形銀行
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151 R106080005 東北 山形県 有限会社サンレディ 3390002008850
新型自動延反機導入による先端機能素材における量産化と輸出拡
大

通常 株式会社山形銀行

152 R106080007 東北 山形県 株式会社ミツワ企業 7390001004863
風力選別設備導入による廃棄物処理作業の低感染実現と生産性向
上

新特別 株式会社きらやか銀行

153 R106080009 東北 山形県 株式会社タッグ 7390001009409
三次元測定機の導入で高品質保証を実現し、受注の安定化・新規開
拓を図る。

通常 株式会社山形銀行

154 R106080010 東北 山形県 株式会社栄製作所 3390001012333
金型製造の改造、修理分野における生産性向上のためのＣＮＣフラ
イス盤導入

通常 北郡信用組合

155 R106080012 東北 山形県 日本水資源開発株式会社 3390001001518 ＣＮＣ旋盤を導入することによる井戸用ストレーナーの品質向上 通常 株式会社山形銀行

156 R106080013 東北 山形県 城南技研工業株式会社 2010801005005 ＣＮＣ複合旋盤導入により丸物精密加工の内製化で売上拡大を実施 通常 株式会社荘内銀行

157 R106080014 東北 山形県 有限会社渡辺工作所 7390002003369 「かんたん操作」の設備導入にて技術継承に向けた製造現場改革 通常 株式会社きらやか銀行

158 R106080015 東北 山形県 株式会社村山コンポストリサイクルセンター 4390001009295 回転式ふるい選別機導入による堆肥生産性向上と運搬経費削減。 通常 株式会社きらやか銀行

159 R106080017 東北 山形県 株式会社エスパック 8390001004722 最新式結束機導入による生産性・品質向上と新規顧客の売上拡大 通常 山形県商工会連合会

160 R106080018 東北 山形県 株式会社金龍 5390001006168 ウイスキー瓶詰工程の機械化による、新ブランド商品の生産拡大 通常 株式会社山形銀行

161 R106080020 東北 山形県 大和産業有限会社 9390002014042 畳材料の卸売業から脱却　畳マットレスで新規顧客開拓 通常 株式会社シャイン総研

162 R106080021 東北 山形県 株式会社コステム 2390001006179 宇宙機器産業用途　超精密平面研削加工の実現と試作品開発 通常

163 R106080025 東北 山形県 黒川プレス工業株式会社 6390001009839
次世代生産管理システム開発による受注型製品の生産性向上と売
上拡大

通常 株式会社山形銀行

164 R106080029 東北 山形県 株式会社キムラ林業 1390001014513 高度化林業機械導入によるカーボンニュートラルへの貢献 通常 株式会社山形銀行

165 R106080034 東北 山形県 株式会社カナック 8390001009820 レーザーマーカーによる刻印製造プロセスの改善と生産能力向上 通常
公益財団法人山形県企業振
興公社

166 R106080035 東北 山形県 カクチョウ株式会社 1390001000430
新規ショットブラスト装置の導入による鋳造仕上げ工程の高品質化と
高効率化

通常

167 R106080037 東北 山形県 メカレィス工業 段取り回数削減と培った切削条件を融合し生産性向上を図る 通常 北郡信用組合

168 R106080040 東北 山形県 ものづくり実験室モノラボ レーザーマーカと回転装置導入による生産性向上と新規顧客の獲得 通常 株式会社山形銀行

169 R107080002 東北 福島県 さとうデンタルクリニック ３次元断層画像診断技術による埋伏智歯等の診療の高度化 通常

170 R107080003 東北 福島県 エフコロジー株式会社 7380001030893 エコエネルギーである太陽光発電所の建設を通じて社会に貢献 通常 補助金活用支援会合同会社

171 R107080004 東北 福島県 株式会社郡山製餡 6380001008825 業界初寒天カット自動充填機導入による生産性向上と労働環境改善 通常
株式会社グッドビジネスパート
ナーズ

172 R107080005 東北 福島県 株式会社ウインズ 2380001004605 大型鉄骨部品への対応と経営課題の解決 新特別 滝田　薫

173 R107080008 東北 福島県 有限会社田中ボデー 2380002002211 新塗装ブースの導入と承継先事業所との連携による経営改善 通常
福島商工会議所 中小企業相
談所

174 R107080009 東北 福島県 有限会社サトーファーム 9380002005736 畜産における排水と排せつ物の革新的一体型処理システムの開発 通常

175 R107080010 東北 福島県 株式会社須田製作所 5380001011276
大型・高速高精度タレットパンチプレス導入による大型防火扉の量産
体制の構築

新特別 株式会社ゼロプラス

176 R107080011 東北 福島県 株式会社アスフク 9380001022542 事故を未然に防止するコンクリート内部調査の新事業への挑戦 通常
ＴＭ人事労務コンサルティング
株式会社

177 R107080012 東北 福島県 株式会社三和製作所 9380001010976 センサー自動制御プレス加工による次世代コンプレッサー部品生産 新特別
株式会社コムラッドファーム
ジャパン

178 R107080013 東北 福島県 有限会社岩下商店 8380002022435 魚のすり身に具材を挟む技術を用いたさつま揚げの新製品開発 通常

179 R107080015 東北 福島県 ハーモナイズ株式会社 1380001021361 新たな検査体制の構築による生産性および不良率の低減を図る 新特別 株式会社フラッグシップ経営

180 R107080016 東北 福島県 日正スプリング有限会社 6380002002645 切削加工品の高精度かつ量産品の新分野生産体制の確立 通常 福島信用金庫

181 R107080017 東北 福島県 有限会社須藤石材 3380002020939 写真彫刻技術の導入と生産性向上による販売拡大計画 通常 福島県商工会連合会

182 R107080018 東北 福島県 牛川電子株式会社 8380001018376
切削加工工程見直しによるソレノイドバルブボディの品質向上・加工
能力拡大

新特別

183 R107080019 東北 福島県 会津パツケージ株式会社 2380001017160
規格外特殊形状多品種小ロット梱包資材の短納期生産体制構築事
業

新特別

184 R107080021 東北 福島県 株式会社亀＿ 8380001011166 ＩＣＴ包餡機導入による生産性向上・卸先開拓・販路開拓 通常 福島県商工会連合会

185 R107080022 東北 福島県 有限会社ファインテック 4380002033659
曲げ工程の品質・生産性向上による半導体製造装置試作事業への
進出

新特別 株式会社ゼロプラス

186 R107080023 東北 福島県 高坂町歯科クリニック ＣＴ撮影に基づく、迅速で透明性のあるインビザライン矯正の実現 新特別

187 R107080025 東北 福島県 有限会社ヨーケン 1380002020362 最新ワイヤ加工機導入による新加工方法の開発と新分野参入 通常 福島県商工会連合会

188 R107080026 東北 福島県 コスモス通り動物クリニック
高度な医療を提供する県内屈指のエキゾチックアニマル診療所の誕
生

通常

189 R107080029 東北 福島県 有限会社緑川化成 5380002019095 新分野となるＦＲＰ製品製造に向けた新たな生産ライン導入計画 通常 福島県商工会連合会

190 R107080031 東北 福島県 有限会社石井測量設計事務所 6380002015333 競争力強化のためのＵＡＶ３次元レーザー測量システムの導入 新特別 駒田　裕次郎

191 R107080034 東北 福島県 赤塚歯科クリニック ＣＴスキャン導入による高度インプラント施術サービスの展開 通常 髙司　浩史

192 R107080040 東北 福島県 有限会社佐藤抜型製作所 6380002005359 多機能切断ロボット導入で高付加価値刃材の加工体制構築計画 通常 一般社団法人ヒューリットＭＦ

193 R107080042 東北 福島県 有限会社千石石材工業 3380002021367 多様化するニーズに対応した墓石環境提案による生産性向上事業 通常 福島県商工会連合会

194 R107080044 東北 福島県 株式会社松本製菓 6380001002539
ウルトラ・ファイン・バブル水を使った　冷やして美味しい和菓子の開
発

新特別
株式会社オオサワ・ビジネス・
コンサルティング

195 R107080045 東北 福島県 株式会社善用堂メディカルケア 4380001023470
治療器と機械式浴槽による要介護者受入れ拡大と人的省力化の確
立

通常 福島県商工会連合会

196 R107080050 東北 福島県 株式会社開成測量設計社 4380001004801
３Ｄレーザー搭載ドローン活用によるＵＡＶ測量代行業の新規事業確
立

新特別

197 R107080053 東北 福島県 株式会社富久栄商会 7380001028038
チョコレート菓子製造工程の生産性向上とｗｉｔｈコロナで増加する家
庭内需要への販売拡大

新特別 株式会社東邦銀行

198 R108080004 関東 茨城県 株式会社ウミノ 7050001006605
輸出用医療機器梱包用木枠パネル釘打ち作業の製造プロセスの改
善

通常

199 R108080005 関東 茨城県 軽部測量株式会社 6050001036644
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 駒田　裕次郎

200 R108080006 関東 茨城県 株式会社栗原製麺工場 1050001041426 井戸水濾過システムを用いた生産性向上と地域ブランド麺の製造。 通常
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201 R108080008 関東 茨城県 アカギ建材生コン株式会社 1050001032136 茨城初低炭素型コンクリート対応と脱属人化によるニッチトップ戦略 新特別 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

202 R108080010 関東 茨城県 有限会社渕田ナノ技研 2040002059153
マスク付きターゲットＡＧＤ機構による大面積高絶縁性アルミナ膜形
成

通常

203 R108080011 関東 茨城県 ショウデンタルラボ ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による技工物作製プロセスのデジタル化 通常 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

204 R108080013 関東 茨城県 矢島歯科医院
３Ｄ・レーザー活用による歯周病等の再発防止・ウイルス感染予防対
策を構築し幼児歯科教育のブランド化を図る。

新特別 安喰茂

205 R108080015 関東 茨城県 株式会社タカサキ 7050001013361
最新３Ｄ形状測定機導入による品質保証体制刷新と高精度自動車
部品増産計画

新特別 株式会社常陽銀行

206 R108080016 関東 茨城県 きよいデンタルクリニック 「高齢患者の負担を軽減するインプラント治療」を実現 通常
一般社団法人城西コンサルタ
ントグループ

207 R108080017 関東 茨城県 有限会社フレンド犬猫病院 5050002002869
画像診断で救命率向上と健康寿命延伸を目指す基幹動物病院の挑
戦

通常 白川　淳一

208 R108080020 関東 茨城県 川村金属工業株式会社 8050001023021
半導体製造装置事業への進出に向けたブランク加工の品質・生産性
向上

通常 株式会社ゼロプラス

209 R108080023 関東 茨城県 広域関東圏建設関連協同組合 9050005008125 外国人材の求人・求職のミスマッチ減少を図るシステムの構築 新特別 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

210 R108080024 関東 茨城県 有限会社綿引鉄工所 1050002007277
研究開発分野の装置関係製作の新規着手に向けた生産体制の見直
し及び強化

新特別 株式会社ゼロプラス

211 R108080026 関東 茨城県 大竹重機建設株式会社 6050001025432
ＩＣＴ重機導入によるＩＣＴ工事一貫体制の強化と社会インフラ構築へ
の貢献

新特別 水戸信用金庫

212 R108080027 関東 茨城県 株式会社平山 9050001020348 茨城県建材業のＤＸ化による非対面型の革新的採掘プロセス構築 新特別

213 R108080029 関東 茨城県 有限会社青柳鋼業 8050002016437 プレス工程の内製化による付加価値の向上と新規事業の構築 新特別

214 R108080030 関東 茨城県 松崎瓦興業 廃棄用瓦を原料とした瓦シャモットの製造工程の開発 通常 茨城県商工会連合会

215 R108080031 関東 茨城県 株式会社ボデーショップ宮本 1050001043249
ポストコロナ・ウイズコロナを見据えた次世代車両整備完全内製化事
業

通常 尾﨑　素之

216 R108080032 関東 茨城県 八紘電子株式会社 4050001028148 表面実装工程の部品段取りプロセス改善と生産量拡大計画 通常

217 R108080033 関東 茨城県 有限会社石浜テント 8050002032962
高齢化が進む運送業界向け軽量シート製品の高品質・高効率生産
体制の確立

新特別

218 R108080034 関東 茨城県 株式会社ラフジュ工房 3050001027019 当社オリジナルのアンティーク調オーダー家具のネット販売事業 新特別

219 R108080035 関東 茨城県 株式会社上田工業 7050001011290 気密性確保の油密溶接とベンダー技術融合による生産性向上計画 新特別

220 R108080036 関東 茨城県 有限会社富山自動車 4050002039862
１０トン超大型車の整備・点検及び　電子制御装置整備制度への対
応

通常 株式会社筑波銀行

221 R108080037 関東 茨城県 株式会社城西測量設計 7050002043424 最新クラウドを活用した道路及び太陽光周辺測量の高度化 新特別

222 R108080038 関東 茨城県 鈴テック株式会社 2050001014059 治具の自社開発力と設備投資を組み合わせた生産力の大幅増強 通常 税理士法人優貴会

223 R108080041 関東 茨城県 株式会社エダキン 3020001016783
新業態への移行や企業再編に応えるためのアルミニウム看板の生
産強化計画

新特別 城南信用金庫

224 R108080042 関東 茨城県 株式会社エダテック 5050001007919
ＥＶ充電器生産機器の製作工程における検査体制刷新と生産性向
上

新特別 株式会社フラッグシップ経営

225 R108080044 関東 茨城県 机きのこセンター 新規設備導入による顧客ニーズに基づいた新商品開発計画 通常 茨城県商工会連合会

226 R108080045 関東 茨城県 いわさき歯科クリニック 全ての治療を提供可能な歯科医院へ 新特別

227 R108080046 関東 茨城県 シオン株式会社 2050002039113 自動名入れ機導入により生産工程の半自動化を図る 通常 林　敦子

228 R108080047 関東 茨城県 株式会社根本工務所 1050001026559 ＩＣＴ機材導入により生産性向上を図り若手技術者の確保を目指す 通常

229 R108080048 関東 茨城県 株式会社遠藤製作所 8050001043317 成形工程内製化による医療系高精度部品の革新的生産体制 新特別

230 R108080050 関東 茨城県 小島製作所
高機能ＮＣ旋盤を導入し、競合他社に負けないための生産体制を構
築

新特別 株式会社やまと経営

231 R108080051 関東 茨城県 株式会社冨貴堂 7050001005755 自動化装置導入による生産性向上を起点とした付加価値向上 通常 株式会社常陽銀行

232 R108080053 関東 茨城県 株式会社サンメイ 8070001019356 ランニングソー導入による住宅建材生産プロセス改善と品質向上 新特別 株式会社筑波銀行

233 R108080054 関東 茨城県 株式会社高山 8010001004693
環境対応及びＤＸ推進システム導入による製造プロセスの改善と高
度化

新特別

234 R108080055 関東 茨城県 株式会社ミカミ 5050001002597
ＵＡＶ３次元レーザー測量システムの導入による精度及び生産性の
向上

新特別 駒田　裕次郎

235 R108080057 関東 茨城県 プロツール刃（ジン）
手加工の良さを発揮できる１軸ＮＣ研削盤による特殊切削工具の製
造

通常 ひたちなか商工会議所

236 R108080058 関東 茨城県 新扇歯科医院
インプラント手術時の人為的な誤差を排除することによって医療事故
のリスクと患者さんへの負担を軽減する

新特別

237 R108080060 関東 茨城県 福井建設株式会社 4050001011871 ３次元測量機器導入と建設測量事業立上による事業革新 通常 水戸信用金庫

238 R108080062 関東 茨城県 株式会社栄伸精機 1050001026492 最新ＣＮＣ旋盤導入による難削材精密部品製造の高度化事業 新特別

239 R108080063 関東 茨城県 ＢａｎＤｅ合同会社 8050003005760 コロナ禍の巣ごもり需要に適したサブスク型定期配送事業の新立案 新特別 北村　亮太

240 R108080066 関東 茨城県 株式会社Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ　Ｓｈｉｐ 8050001046732 創業間もないラーメン店の店舗数急拡大に伴う大型製麵機等の導入 通常 茨城県信用組合

241 R108080069 関東 茨城県 松田製茶 酵素を活用して緑色の劣化と苦味を抑えた食用茶葉ペーストの開発 通常 茨城県商工会連合会

242 R108080071 関東 茨城県 炭火串焼きもん 専用機械導入による冷凍総菜製造事業への進出 通常 土浦商工会議所

243 R108080073 関東 茨城県 株式会社大広 3013301006736
レーザー加工機の導入で全国対応力をさらに強化！新市場への挑
戦

通常

244 R108080076 関東 茨城県 株式会社みのぷう 9050001046533 茨城のがん治療を円滑に！ＣＴ検査と読影術に優れた動物病院へ 新特別

245 R108080078 関東 茨城県 がくえん歯科 ファミリー層に寄り添った快適な治療環境の構築 通常

246 R108080079 関東 茨城県 大森歯科医院 地域の全世代にとっての先端歯科治療フロントランナー 新特別

247 R108080080 関東 茨城県 株式会社フジタ建設 5050001047378 大型切断機導入による大型金属板の加工技術開発 通常 株式会社常陽銀行

248 R108080082 関東 茨城県 株式会社イソメディカルシステムズ 7010001000636
ＣＮＣ自動旋盤の導入による骨折治療のための体内固定用ピンの製
造効率改善

新特別

249 R108080086 関東 茨城県 株式会社オリオン急配 9050002017979 葉色診断による水稲の生育状況空撮診断システム等の導入 通常 茨城県商工会連合会

250 R108080087 関東 茨城県 株式会社ラスタオートカンパニー 9050001029281
塗装技術高度化によるスーパーカーへのトータル的板金塗装サービ
スの展開

通常 茨城県商工会連合会
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251 R108080088 関東 茨城県 株式会社日本社会機構 4050001045655
ラーメンスープ製造の単純工程を自動化することにより生産性を向上
させる

新特別 株式会社シェアードバリュー

252 R108080090 関東 茨城県 株式会社堀川製作所 2050001046523
ＣＮＣ自動旋盤導入による立体製造技術の高度化と生産プロセス改
善

通常 牛腸　真司

253 R108080091 関東 茨城県 株式会社茨城製砥 4050001029352 超硬合金切断加工へ向けた高パフォーマンス精密切断機の開発 通常 株式会社常陽銀行

254 R108080093 関東 茨城県 千代川青果株式会社 7050001013601
遠隔地との新鮮青果卸売活発化へ向けた市場販売管理システム導
入

新特別 茨城県信用組合

255 R108080094 関東 茨城県 株式会社三富子ケース 1050001007105 木材用３Ｄモデリングマシンによる生産の高度化・効率化の実現 通常
公益財団法人いばらき中小企
業グローバル推進機構

256 R108080096 関東 茨城県 かつぬま整骨院
新設備導入によるコロナ禍で対面施術時間の短縮と施術効果の向
上

新特別

257 R108080100 関東 茨城県 合資会社浦里酒造店 5050003001036 ｉＰＳ細胞自動培養技術を応用した自動製麹機の開発 新特別

258 R108080101 関東 茨城県 株式会社第一安全 8050001003246 最新切断加工機械導入による加工工程の効率化及び新製品開発 通常 株式会社常陽銀行

259 R108080102 関東 茨城県 株式会社蔵楽 8010701039907 ニューノーマルな宅飲みサービス！日本一手軽な日本酒試し飲み。 新特別

260 R109080003 関東 栃木県 浅野屋茂兵衛
調理工程の抜本的改善と小麦アレルギーの人でも食べられる米粉う
どん等の提供で客層の拡大

通常 栃木県商工会連合会

261 R109080004 関東 栃木県 嵩商有限会社 2060002013050
マシンビジョンに搭載されるテレセントリックレンズの高品質な製造を
可能とする洗浄カゴの製造を行う。

新特別 立野　靖人

262 R109080006 関東 栃木県 八十工業 多品種少量生産の受注促進を実現する個別生産プロセスの革新 通常 芳賀宏一郎

263 R109080008 関東 栃木県 有限会社吉田製作所 1060002037711 成形精度の高度化による部品発光性の品質安定とコスト低減 通常 竹野谷　周久

264 R109080010 関東 栃木県 双葉シート有限会社 5060002007925 幌シート製品の新たな溶着方法の確立と売上拡大計画 通常

265 R109080011 関東 栃木県 株式会社エマタ 4060001010253
培養土生産プロセスの改善による自社ブランドとしての植物毎の培
養土の生産

通常 鹿沼相互信用金庫

266 R109080012 関東 栃木県 株式会社ナカムラ 8060001016791 自動塗装システム導入とデジタル化による生産性向上 通常 栃木県商工会連合会

267 R109080013 関東 栃木県 有限会社サン企画 7060002020190
地場産業の活性化、多目的形鋼加工機導入による生産性・製造環
境の向上

通常 鹿沼商工会議所

268 R109080014 関東 栃木県 サンリット工営株式会社 8050001014978 押出材から圧延材への材料変更による、高付加価値手摺の生産 新特別 株式会社ゼロプラス

269 R109080015 関東 栃木県 株式会社ＭＩＸＩＭ 5060001027858
半導体製造装置等の直線運動精度に影響するリニアガイド部品の品
質向上

通常 竹野谷　周久

270 R109080016 関東 栃木県 有限会社クィーン洋菓子店 7060002003294 コロナに負けない彩豊かな新規洋菓子商品の開発プロジェクト！！ 通常 高橋邑伍

271 R109080019 関東 栃木県 有限会社徳山 5060002038383
高品質かつ即日納品可能な生産体制の確立で資源のリサイクルに
貢献

新特別 株式会社東京経営サポーター

272 R109080020 関東 栃木県 有限会社カマヤ 9050002023820
児童生徒に安心安全な給食パンを安定的かつ効率的に提供する生
産体制強化

新特別 株式会社常陽銀行

273 R109080021 関東 栃木県 協立工業株式会社 5010001041293 「膜構造製品」における新生産方式による製品バリエーションの拡大 新特別 セブンセンス税理士法人

274 R109080022 関東 栃木県 株式会社鈴木産業 7060001014334
エコサイクル実現に向けた高出力分離機による難処理食品廃棄物の
肥料化

新特別

275 R109080026 関東 栃木県 鹿沼自動車整備協業組合 3060005003519
大型車用リフト導入で大型車検の獲得と整備作業の効率化と安全性
のアップ

通常 鹿沼相互信用金庫

276 R109080029 関東 栃木県 株式会社金桝屋菓子店 2060001023141
急速冷凍技術活用による和菓子製造老舗のＢｔｏＢ市場への新展
開！

新特別

277 R109080031 関東 栃木県 株式会社テクノマイスター 1060001005751 半導体製造装置部品の製造・検査体制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

278 R109080035 関東 栃木県 株式会社那須環境技術センター 2060001011476 環境測定報告をクラウド化！報告スピード地域Ｎｏ．１への挑戦 通常 株式会社サクシード

279 R109080036 関東 栃木県 有限会社武居製作所 5060002033285
２００ｔプレス導入による需要増に対応する生産性向上と収益改善事
業

通常 有限会社エスエス創造研究所

280 R109080038 関東 栃木県 株式会社ＧＲＥＥＮ　ＦＯＲＥＳＴＥＲＳ 4010001211104 資材運搬ドローンを活用した林業資材運搬の生産性検証事業 新特別

281 R109080040 関東 栃木県 ＩＮＣメディカルサービス株式会社 1060001023332
栃木県初のチタン補綴物加工機導入による内製化の実現と地域内
サプライチェーンの構築

通常

282 R109080041 関東 栃木県 株式会社奈良スポーツ 7060001012890 地域と企業を結ぶサービス「Ｙｏｕｒ　Ｓｐｏｎｓｏｒ」の立ち上げ 新特別 東　健司

283 R109080043 関東 栃木県 株式会社伏見 7060001009607
県内Ｎｏ，１の整形外科治療の体制を構築し、「再手術リスク根絶」へ
の挑戦に取組む事業

新特別

284 R109080045 関東 栃木県 プライム・テクノロジー株式会社 7021001042279
土着微生物を活性化し、農業生産に適した形態に成形した革新的農
業資材の開発

通常

285 R109080046 関東 栃木県 こいしや食品株式会社 3060001007548 市場が要求するゼリーを豆腐ラインの活用により高収益を勝ち取る 通常 有限会社エスエス創造研究所

286 R109080049 関東 栃木県 有限会社ファーストコーポレーション 3060002007737 環境保全に向けた有価物の加工プロジェクト！！！ 通常 高橋邑伍

287 R109080050 関東 栃木県 ビュートデンタル
県内有数の補綴物切削加工機の導入による生産効率の飛躍的向上
と機会損失の低減

新特別

288 R109080051 関東 栃木県 有限会社榮太楼 1060002023645 「溶けないアイス」「揚げないドーナッツ」の開発による売上拡大 通常 石田　信行

289 R109080052 関東 栃木県 株式会社舘林工業 7060001013179
ポストコロナ対応による施工プロセス構築と人材育成環境構築による
経営基盤強化計画

新特別

290 R109080054 関東 栃木県 鈴木歯科医院 デジタル患者情報と先進機材の活用による患者満足度の大幅向上 新特別

291 R109080055 関東 栃木県 株式会社ウエタケ 7060002033168 「プレミアムクラフトバッグ」ブランドの構築と市場創造 通常
株式会社ＵＩ志援コンサルティ
ング

292 R109080057 関東 栃木県 株式会社ＮＩＪＣ 2011001061565 フリーズドライ技術向上で新たな機能性表示食品の開発 通常 鹿沼商工会議所

293 R109080059 関東 栃木県 株式会社ミタカ 4060001006375
最新の切削加工機導入での部品加工内製化実現による増収・増益
計画

通常

294 R109080060 関東 栃木県 有限会社やまびこ 2060002015922
自社製粉製麺工房の設置とテイクアウトを含めた和風カフェの新設に
よる個人旅行客の取り込み

通常

295 R109080062 関東 栃木県 有限会社見目メカニック 4060002020061 最新製造ラインと技術の融合によるウレタン製品量産化への挑戦 通常 鹿沼商工会議所

296 R109080064 関東 栃木県 野尻歯科クリニック 先端的デジタル技術の活用による顔貌主導型インプラント治療実現 新特別

297 R109080065 関東 栃木県 デンタル　プラス 製品の高精度化・売上促進・就業時間短縮を図るＣＡＭ導入事業 通常

298 R110080004 関東 群馬県 株式会社林製作所 6070001008096 ロボット導入、曲げ工程自動化による板金部品生産プロセス革新 通常

299 R110080005 関東 群馬県 株式会社茂木工業所 3070001021325
デュアルサーボベンダー導入によるフレキシブルベンディングシステ
ムの構築

通常

300 R110080006 関東 群馬県 株式会社戦略工房ゼロワン 5070001030968
循環型社会の実現に向け脱プラスチック看板文字制作体制の構築を
図る

新特別 株式会社東和銀行
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301 R110080007 関東 群馬県 有限会社新井工業 1070002022555
新規事業（半導体事業）への進出に向けた、曲げ加工工程の自動化
による生産体制の強化

新特別 桐生信用金庫

302 R110080009 関東 群馬県 小林組
労働力を遥かに超える「革新的な小規模現場特化型遠隔測量施工
システムの構築」

新特別

303 R110080010 関東 群馬県 山室歯科技工所 ＣＡＤ／ＣＡＭ機導入による、補綴物治療”逆ザヤ”問題の解決支援 通常 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

304 R110080011 関東 群馬県 有限会社斉藤鈑金 2070002023503 最新技術による自動車鈑金の革新的ワンストップサービスへの挑戦 通常

305 R110080012 関東 群馬県 有限会社ヤオー製作所 2070002020252
ネットワーク機能を搭載した高精度ベンダー加工機導入による量産
体制の構築

通常 株式会社ゼロプラス

306 R110080016 関東 群馬県 有限会社尾嶋木型 1070002014081
コロナの影響による揺り戻し建設ラッシュに対応するため生産性向上
と高収益の造作を提供していく

新特別 群馬県商工会連合会

307 R110080019 関東 群馬県 あおぞら歯科クリニック
インプラント新治療法の実践とリモート連携強化を実現する治療プロ
セスの構築

通常 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

308 R110080021 関東 群馬県 有限会社シンエイ精研 2070002025326 自動車ブレーキ部品のＱＣＤ向上事業 通常 群馬県商工会連合会

309 R110080022 関東 群馬県 株式会社精電工 6070002007700 架空高圧電気工事事業への参入 通常

310 R110080023 関東 群馬県 富士車体工業株式会社 6070001002784
ベンディングマシンの導入と生産体制強化によるフードトラック需要の
高まりへの対応

新特別 株式会社ゼロプラス

311 R110080024 関東 群馬県 南波建設株式会社 2070001023917 ３次元測量技術の高度化による大規模土木工事向けＩＣＴ工事事業 新特別

312 R110080026 関東 群馬県 株式会社ＰＯＥＭ 5070001027675
レッカー自社導入と指定工場化による板金塗装、車検、整備の各
サービス迅速性向上

通常

313 R110080027 関東 群馬県 株式会社ユニビジョン 4070001003371 革新的ノックダウン式製造によるコスト競争力および短納期の実現 通常 高崎信用金庫

314 R110080029 関東 群馬県 株式会社高橋木工所 2070001016251 量産即納体制から多品種少量生産の高効率体制への変革 通常

315 R110080031 関東 群馬県 星野歯科クリニック
高齢化が進む地域への先端技術を駆使した高度包括的歯科医療提
供

新特別

316 R110080032 関東 群馬県 共同技研化学株式会社 3030001023944 自動車用高機能性粘着テープの高精密加工と生産性向上の構築 通常

317 R110080033 関東 群馬県 有限会社ペンギンペットクリニック 3070002022149 小動物診療に特化した１．５～２次病院の体制構築 通常 株式会社群馬銀行

318 R110080037 関東 群馬県 有限会社上武工業所 4070002029580 切断加工の自動化による高付加価値加工の生産性向上 通常 株式会社東和銀行

319 R110080038 関東 群馬県 有限会社栁澤 2070002019930
ハイブリッドベンダー導入による高効率生産体制の確立と新事業の
拡大

新特別

320 R110080039 関東 群馬県 株式会社竹内商事 9070001023209 もつ煮込みの高品質化事業 通常 群馬県商工会連合会

321 R110080040 関東 群馬県 有限会社片倉製作所 3070002028658
レース用アルミキャリパーの生産性向上・高精度化を図り売上拡大に
挑戦

通常
ひまわり経営サポート株式会
社

322 R110080041 関東 群馬県 株式会社マザーズ 5070001037204
イベント向け、ハイデザインなコロナ注意喚起看板類のワンストップ
受注事業

新特別

323 R110080042 関東 群馬県 株式会社トータルオフィスアウル 3070001030870
ＩＴ計測機導入による太陽光発電所メンテナンスサービスの高効率化
とデータの有効活用

通常

324 R110080044 関東 群馬県 株式会社ＣａｒｅｅｒＡｒｔＣｏｃｏ－ｌｏ 7070001038233 介護業務システムＴＥＩＪＩ開発 通常

325 R110080045 関東 群馬県 株式会社ＺＥＳＴ 3070001026051 金属複合加工現場のデジタル化による特注品短納期対応の実現 新特別

326 R110080046 関東 群馬県 有限会社カーペイント 9070002013101
水性塗装／高精度アラインメント補正に対応した、最先端の安全自
動車／環境配慮型自動車への整備対応

新特別

327 R110080047 関東 群馬県 群馬フードサービス株式会社 8070001031922 高齢者施設向け新商品の試作開発等と生産プロセスの改善 通常 高崎商工会議所

328 R110080048 関東 群馬県 有限会社長澤鉄工所 6070002033721 ホットスタンプ金型の高精度高効率加工技術習得 通常

329 R110080049 関東 群馬県 株式会社ＴＰ測量設計 1070002030392 国土強靭化を支えるＩＣＴ技術の導入と生産性の向上 新特別 株式会社群馬銀行

330 R110080051 関東 群馬県 株式会社関東培樹園 4070001009856 支障木伐採業務受注増及びチップを用いた循環育苗体系の構築 通常 群馬県商工会連合会

331 R110080053 関東 群馬県 株式会社岡田木材 8070001012113
当社独自の循環型ビジネスを強化するための高効率間伐作業体制
の確立

新特別 株式会社東和銀行

332 R110080055 関東 群馬県 梅澤矯正研究所 利用しやすい矯正治療と対人接触減による感染対策の取り組み 通常 芦田　恒志

333 R110080056 関東 群馬県 株式会社ＬＯＯＷＰ 3070001035424 高機能プリンターの導入よる高付加価値キャンバスプリントの内製化 通常

334 R110080057 関東 群馬県 株式会社ＢＭＺ 5070002036007 立体造形技術により、靴の開発期間を短縮し、競争優位性を築く 通常

335 R110080058 関東 群馬県 上武金型有限会社 9070002019081
材料投入から取出しまでの成形工程の最適化による品質力と生産力
の大幅向上

通常

336 R110080059 関東 群馬県 株式会社キャッツ 9070001020478
新たな需要に対応し金型の内製化を図りスピーディーな製品づくりを
実施する。

新特別 太田商工会議所

337 R110080065 関東 群馬県 株式会社柄沢石材店 2070001017563 石材業のノウハウを生かした、墓石再生ビジネスへの進出 通常 株式会社ＩＰＪ

338 R110080066 関東 群馬県 株式会社松岡金型製作所 2070001021994 カーボンニュートラルの時代に対応する金型補修技術の高度化 通常

339 R110080067 関東 群馬県 株式会社伊香保カントリー倶楽部 9070001017499 高性能の機械導入で環境保全とコース品質を向上し集客力を増強 通常 群馬県商工会連合会

340 R110080068 関東 群馬県 原宿自動車株式会社 2070001021953 サービス工場作業環境改善による生産性・品質・顧客満足度の向上 通常 群馬県商工会連合会

341 R110080070 関東 群馬県 有限会社駒井技研 6070002014119 脱プラスチックを加速させる新型産業用プリンタ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

342 R110080071 関東 群馬県 大永ドリーム株式会社 6070001001885
児童遊具の安全性向上のため、樹脂素材の「曲げ加工」に挑戦する
取組

通常
株式会社高崎総合コンサルタ
ンツ

343 R110080072 関東 群馬県 株式会社川岸 8070001014183
最新機能搭載ドリルマシン導入による品質・生産性向上及び収益力
向上

通常 群馬県商工会連合会

344 R110080073 関東 群馬県 株式会社山村 4040001028487 大手建設会社向けスプライスプレート類製作における生産性の向上 通常

345 R110080074 関東 群馬県 日本ハイコム株式会社 2070001002433 ３次元測定器の導入による生産ラインの革新事業 新特別 明和マネジメント税理士法人

346 R110080076 関東 群馬県 岡部工業株式会社 1070001013183 製造現場のＤＸ化とニューノーマル工場の構築 新特別

347 R110080078 関東 群馬県 株式会社黒岩誠章堂 7020001017159
高品質印刷を目指した製版工程の高度化と生産性向上による安定
供給の実現

通常 横浜信用金庫

348 R110080079 関東 群馬県 株式会社ブリスオーディオ 6070001030918
高性能測定器を活用したハイエンドユーザー向けのオーディオ用アン
プ及びケーブル開発

通常 福田　秀幸

349 R110080081 関東 群馬県 株式会社ｐｅｒｋ 9011001109647 対人接触を減じた提供が可能な瓶ビールの品質向上・生産能力拡大 新特別

350 R110080082 関東 群馬県 有限会社モンシェリー 2070002024955
独創的デザインのプリントマカロン商品化と、焼き菓子全体の生産効
率の劇的な向上を実現する自動包装の高度化

通常
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351 R110080083 関東 群馬県 有限会社造園土木植清園 6120002078562 ひとりワンコイン１００円で使えるプロ仕様天然芝グラウンド 新特別 群馬県商工会連合会

352 R111080004 関東 埼玉県 株式会社Ｓ・Ｓ・ＦＡＣＴＯＲＹ 3030001124833 難削材の小径複雑加工技術の習得と生産効率の向上 通常 秩父商工会議所

353 R111080005 関東 埼玉県 株式会社グリーンウォール 2030001141912 デジタル化によるプレカット工法の高度化と競合に対する差別化 新特別 杉中　恒彦

354 R111080008 関東 埼玉県 有限会社カティー動物病院 4030002092830 疾患等の早期発見・診断による迅速で高度な診療サービスの提供 通常

355 R111080011 関東 埼玉県 株式会社京扇土木テクノロジー 4130001035276 最新型管内検査用ＴＶ装置の導入による生産性向上と販路拡大 通常 株式会社京都銀行

356 R111080012 関東 埼玉県 合同会社アンシャンテ 9030003014738 エンジニア育成のためのＡＩ×アダプティブラーニングシステム開発 通常 株式会社キクチカラ

357 R111080015 関東 埼玉県 株式会社ボンダイワークス 4030001104644
安心・安全で自然を感じ、地域連携したプライベートサウナ事業の確
立

通常 伊藤　文彦

358 R111080018 関東 埼玉県 ナユモ精工 航空宇宙・防衛・公共部品等における高精度な放電加工技術の確立 通常

359 R111080019 関東 埼玉県 山田光学工業株式会社 6030001055745 光源分光特性を数値化することによる革新的照明装置の開発事業 通常
株式会社マイルストーン・コン
サルティング・グループ

360 R111080020 関東 埼玉県 株式会社タカノ 4030001075910
コンベアメーカーの曲げ工程内製化による一部上場企業とも互する
競争力向上実現

通常 野竿　健悟

361 R111080021 関東 埼玉県 株式会社真人類 3011801037111 生産リードタイム削減による生産数増加と顧客ニーズ充足の取組 通常 青木信用金庫

362 R111080022 関東 埼玉県 株式会社銀虎 8030001017181
顧客転換で変化したニーズに応えるための製造工程の高精度化と生
産性の向上

通常
公益財団法人さいたま市産業
創造財団

363 R111080024 関東 埼玉県 富士見歯科診療所 地域密着型でオールラウンドな治療を提供できる歯科医院づくり 新特別
アルタス・パートナーズ合同会
社

364 R111080027 関東 埼玉県 スリーエス金属建材株式会社 9030001030778 多様化するオーダーメイド建材の曲げ生産プロセス革新 通常

365 R111080028 関東 埼玉県 ジグテックプレシジョン株式会社 6030001044509 多層構造の半導体材料検査機器の開発 通常

366 R111080029 関東 埼玉県 榎本銘木店 木質無垢材を使用した製品の加工精度と生産性向上事業 通常

367 R111080030 関東 埼玉県 荻島鋼材株式会社 1010601009850
最適加工プログラムによるカスタムスケジューリング生産プロセスの
構築

通常

368 R111080031 関東 埼玉県 有限会社アルバス 5030002108767 ３Ｄセンサー導入による木型製造の効率化及び精度向上 新特別

369 R111080032 関東 埼玉県 武藏化成株式会社 8030001008239
最新電動射出成形機による生産性と品質の改善　および　ＣＯ２排出
削減

通常 大沢　誠一

370 R111080033 関東 埼玉県 有限会社シンコー精密 3030002029602 ブランク工程の稼働率を上げる合理化生産プロセス 通常

371 R111080034 関東 埼玉県 株式会社省栄プリント製作所 8030001053937 高分解能の画像検査装置導入による超高密度プリント基板分野進出 通常 渡邉勝次

372 R111080035 関東 埼玉県 有限会社ヨツヤ 3030002055292 閉鎖空間ウイルス除去装置の開発 新特別

373 R111080036 関東 埼玉県 シモヤマデンタルオフィス
「診断・治療・管理ケアサイクルの徹底」で高齢化地域の一次医療機
関へ

新特別
一般社団法人城西コンサルタ
ントグループ

374 R111080037 関東 埼玉県 株式会社グリーンメチル 5030001140580 バイオロジカル検査の解析・レポート作成の自動化と閲覧性向上 通常
OneWorldコンサルティング株
式会社

375 R111080039 関東 埼玉県 アールレックス株式会社 9030001128168
最新マグネット仕様重機の導入による金属スクラップ製品の生産体
制刷新計画

新特別 株式会社東和銀行

376 R111080041 関東 埼玉県 アポロ工業株式会社 4030001065424 世界のＥＶ産業を支える最先端モノづくり～ドライプレス金型 通常 内田経営株式会社

377 R111080042 関東 埼玉県 株式会社双信舎印刷 1030003000679 個々の状況で提案内容を変える提案型バリアブル印刷サービス事業 通常 株式会社ＧＩＭＳ

378 R111080043 関東 埼玉県 合同会社龍太郎 7030003013493
飲食店舗専用の感染拡大防止対策の設備機器導入ＡＩ機能搭載アプ
リケーション開発

通常 株式会社キクチカラ

379 R111080044 関東 埼玉県 アジア電子株式会社 1030001036502 ＩｏＴ機器製造体制の確立 新特別

380 R111080045 関東 埼玉県 有限会社松村ペットクリニック 6030002041447
最新機器導入による診療時間短縮と治療実績および顧客満足度の
向上

通常

381 R111080046 関東 埼玉県 武州工業株式会社 5030001027258
設備導入と自社技術開発による生産性の向上と事業環境改善の取
組み

通常

382 R111080047 関東 埼玉県 日興自動車株式会社 5012801002466 次世代自動車の普及に対応した、整備業務プロセスの改善 通常 藤井　尊則

383 R111080049 関東 埼玉県 有限会社逆井精機 4030002027027 ＣＮＣ自動旋盤での背面加工による工程短縮 通常 巣鴨信用金庫

384 R111080050 関東 埼玉県 有限会社エイムネット 7030002001953 カタナシステム導入による補綴物作製プロセスのデジタル対応化 新特別 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

385 R111080051 関東 埼玉県 有限会社相原製作所 3030002089357
物理的な対人接触を減じる高精度せん孔・キー加工技術の確立によ
る短納期化

新特別

386 R111080052 関東 埼玉県 有限会社サワケン 8030002119497 和風景観ペーブメントデザイン事業 通常

387 R111080053 関東 埼玉県 有限会社宇治山製作所 3013102002612 ブランク工程とスタッド加工を多台持ちする新生産プロセスの確立 通常

388 R111080054 関東 埼玉県 有限会社村越製作所 9030002084022 金型加工内製化による樹脂成形製造工程の一貫対応体制の構築 新特別 大谷　周平

389 R111080055 関東 埼玉県 株式会社ＩＤレーザー 8030001119820 高速一体型ＩＤカード用レーザーマーキング装置の事業化 通常

390 R111080056 関東 埼玉県 有限会社ナップヘアー 7030002071567 レーザ顕微鏡でお客様の髪質を診断し対応、美容室の売上を回復 新特別

391 R111080057 関東 埼玉県 株式会社龍尾興業 9290001007445 解体工事の廃棄物の減容と新たな運搬方式導入でコストを削減する 新特別 協同組合さいたま総合研究所

392 R111080058 関東 埼玉県 株式会社ＷＩＬＬＩＡＭＳ 1030001141970 久喜市初のブルワリー計画における地場産クラフトビール開発 通常 埼玉県商工会連合会

393 R111080059 関東 埼玉県 有限会社メイクアップカーズ 7030002041421
環境問題に配慮した水性塗装への対応並びに埃の混入がない新車
以上の塗装品質の実現

新特別 株式会社東和銀行

394 R111080060 関東 埼玉県 株式会社二和 4030001041937 測量業務のＩＣＴ化を図り飛躍的な業務効率と生産性の向上を達成 新特別 戸髙　成二

395 R111080062 関東 埼玉県 株式会社ホソカワコーポレーション 3030001007641 水性塗料に対応した自動車補修の１ＤＡＹサービスの実現 新特別

396 R111080063 関東 埼玉県 有限会社廣嶋建材店 9030002093543 脱炭素社会に向けた生産設備強化とＪＩＳ高強度コンクリート対応 通常

397 R111080064 関東 埼玉県 有限会社新興製作所 4030002119550 設計と生産管理ノウハウを活かした完全外段取り化生産の構築 通常

398 R111080066 関東 埼玉県 有限会社岩渕ボデーショップ工業 4030002119212 革新的塗装ブースと水性塗料による生産性向上と環境配慮サービス 新特別

399 R111080067 関東 埼玉県 株式会社ディンクス 2030001144477 古いエンジンを脱炭素化！最新環境基準に適合するエンジン加工 新特別 上村　正和

400 R111080068 関東 埼玉県 有限会社前島製作所 7030002025242 小物精密部品切削加工のための加工プロセスの改善 通常
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401 R111080069 関東 埼玉県 株式会社カワタ 2030001054544 ハンドトーチ型レーザーの導入で溶接の非熟練化と高効率を実現 通常

402 R111080070 関東 埼玉県 株式会社スガヌマ 1011401003325 特殊成型加工製品の独自曲げ工法と連続曲げ生産プロセスの構築 通常

403 R111080071 関東 埼玉県 カンセイ工業株式会社 2030001001793 道路にやさしく環境負荷を低減する水を使ったペイント除去事業 通常 株式会社エイチ・エーエル

404 R111080072 関東 埼玉県 野老社中株式会社 7030001115085 ポストコロナに向けた地域密着型「革新的地ビール３事業」の開発 新特別 株式会社東和銀行

405 R111080073 関東 埼玉県 株式会社ｎｏｎａｋａ 1030001030604 画期的な機械式継手の開発による鉄筋工事の大幅な生産性向上 通常

406 R111080074 関東 埼玉県 大河原木材株式会社 9030001089328 木質燃料を利用した製材乾燥の低コスト化・短納期生産体制の構築 新特別

407 R111080075 関東 埼玉県 福井工業株式会社 9030001007396 プリント基板メッキ加工の自動化に対応した治具製造能力の強化 新特別 株式会社ゼロプラス

408 R111080076 関東 埼玉県 株式会社山献 1030001091448 人工乾燥薪の低コスト・短期間生産体制の確立 新特別 秩父商工会議所

409 R111080077 関東 埼玉県 株式会社アライブ 8011102028961 ＣｔｏＣプラットフォームのＡＳＰ化とポータルサイト製作事業 通常 丸山　達也

410 R111080078 関東 埼玉県 株式会社ミラクア 2122002013627 段ボール製造工場の澱粉ノリ排水特化型処理設備の開発提供 通常 ストラーダ税理士法人

411 R111080079 関東 埼玉県 有限会社秋山精工 5030002052981 生産性向上と他社連携で高難度金属加工体制を確立 新特別

412 R111080080 関東 埼玉県 鈴木製作所
医療分野を目指す非対面型小径深穴加工の革新的生産プロセス構
築

新特別

413 R111080081 関東 埼玉県 株式会社Ａｒｎｏ 6030001048807
最新スライドソー導入による家具生産工程刷新と市場ニーズ多様化
への対応計画

新特別 埼玉縣信用金庫

414 R111080082 関東 埼玉県 株式会社ママスマ 8030001104228
日本中のママの悩みを解決！乳幼児一時預りを促進するシステム開
発

新特別
株式会社ＮｅｗBeginningsＪａｐ
ａｎ

415 R111080083 関東 埼玉県 くろさわ歯科ベニバナウォーク桶川医院
口腔内３Ｄスキャナー・歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭを活用した先進的院内技
工の実現と感染症リスクのさらなる低減

新特別 補助金活用支援会合同会社

416 R111080084 関東 埼玉県 有限会社田村商会 5030002024725 プログラミング教育により論理性・自立心を育てるオンライン教室 新特別 埼玉県商工会連合会

417 R111080085 関東 埼玉県 伊藤ダクト工業株式会社 4011801031294 ダクト製造及び段取り替え作業の改善とダクトの販売強化 通常 杉中　恒彦

418 R111080087 関東 埼玉県 鹿鳴堂株式会社 4030001133742 要介護者向け乾燥車での布団等乾燥サービスの提供 通常 埼玉縣信用金庫

419 R111080089 関東 埼玉県 株式会社タカクラベンディング 5030001070687 ステンレス鋼板の特殊加工による新市場開拓 通常

420 R111080090 関東 埼玉県 株式会社カワサキフィールドサービス 3050001005668 中小規模の建設会社向け統合工程施工管理システムの開発 通常 野竿　健悟

421 R111080091 関東 埼玉県 有限会社川口鉄工所 5030002101508
最新式精密旋盤と保有ノウハウの融合による高精度旋盤部品生産
プロセス構築事業

新特別

422 R111080094 関東 埼玉県 株式会社林塗装工業所 8030001065701
新規塗装ロボットとＩｏＴ技術を活用した塗装データ収集による生産性
と塗装技術の向上

通常 片桐　圭司

423 R111080095 関東 埼玉県 株式会社リンボック 2030001106106
内装事業の意匠設計から製作までのアフターコロナ型ＤＸ体制の構
築

新特別

424 R111080096 関東 埼玉県 株式会社丸紅食器設備 3030001055624 給食提供施設向け営業管理システム構築による販路拡大事業 新特別 株式会社エイチ・エーエル

425 R111080097 関東 埼玉県 株式会社コムラック 8030001039861 ５Ｇ関連企業が求める小ロット特注品に対応する生産体制の強化 通常 眞本　崇之

426 R111080098 関東 埼玉県 株式会社いわき 2030001073825 事業構造改革による業務オペレーション改善による経営体質の強化 通常

427 R111080099 関東 埼玉県 ルートフォー 素材・製造技術と人をつなぐ、プロダクトプラットフォーム事業 新特別 さいたま商工会議所

428 R111080100 関東 埼玉県 エミック株式会社 3010701001763 開発支援サービスの強化と振動試験の効率化 新特別

429 R111080101 関東 埼玉県 有限会社ぶし動物病院 1030002036575
最新の超音波検査機器によって診療の精度を向上させ、飼い主の満
足度を高める。

通常

430 R111080102 関東 埼玉県 有限会社オーク物流 3030002071876 ＡＩ・デジタル技術を活用した検針・検査サービスの革新化事業 新特別

431 R111080103 関東 埼玉県 有限会社レスパス・タムラ 6030002109624 新分野への内装事業進出に向けた業務プロセスの抜本的改革 新特別 横山　和志

432 R111080104 関東 埼玉県 有限会社三基錬工 1030002047036 水素燃料と酸素を最適混合比にする継手の開発と量産計画 通常 株式会社武蔵野銀行

433 R111080105 関東 埼玉県 株式会社桜井製作所 7030001089718 ３Ｄ　ＣＡＤ／ＣＡＭ導入によるＮＣデータ制作自動化、生産性の向上 通常 正木　一弘

434 R111080106 関東 埼玉県 株式会社関東合紙 8030001028229
自動平盤打抜機の導入による大型ディスプレィの小ロット短納期対
応

通常 安達　延行

435 R111080107 関東 埼玉県 株式会社西森 1030001076606
製造業を止めない！超短納期に対応可能な独自のセールスエンジ
ニアリングシステムの構築

通常 ＭＭＧ税理士法人

436 R111080108 関東 埼玉県 エヌ・デイ・ケー加工センター株式会社 2021001011453 プラズマ窒化処理のＩＴ化及び半導体関連事業の強化 通常

437 R111080109 関東 埼玉県 豊産業株式会社 6010601016495
再生プラスチック・バイオプラスチックを活用した付加価値の向上及
び顧客開拓の実施

通常

438 R111080111 関東 埼玉県 株式会社ヴェルペンファルマ 1030001089970
一包化の自動化による薬剤師の作業負荷軽減による新サービスの
拡充

通常 飯能商工会議所

439 R111080112 関東 埼玉県 エニーシステム株式会社 6030001102423 革新的なバイタルデータバンド見守り介護ロボットの試作開発 新特別

440 R111080113 関東 埼玉県 あやの歯科医院 地域医療機関の逼迫を改善する高度歯科治療サービスの導入 通常 アイアンドアイ株式会社

441 R111080114 関東 埼玉県 みつる歯科クリニック ウィズコロナに対応した感染予防と短期治療手法への変革事業 通常 中村　太郎

442 R111080118 関東 埼玉県 株式会社日向製作所 8030001014195
矩形型ワーク切断精度と作業性向上による収納システムの生産プロ
セス革新

通常

443 R111080119 関東 埼玉県 株式会社中里組 1030001055246 ３次元測量の内製化による３次元モデル活用と業務プロセスの革新 新特別 小櫃　義徳

444 R111080120 関東 埼玉県 有限会社エスフィールド 9011402019593
業界初！６色印刷×ＥＣ販売による２．５次元アニメグッズの非接触
製販体制構築

新特別

445 R111080121 関東 埼玉県 大三紙化工業株式会社 3030001064245 家庭用ラップ市場新規参入・各藩の為の最新紙管生産設備の導入 通常

446 R111080122 関東 埼玉県 株式会社Ｅ－Ｆｉｒｓｔ 8030001118987 従来の歯科補綴物製作から脱却する完全デジタル生産体制の構築 通常 埼玉県商工会連合会

447 R111080123 関東 埼玉県 株式会社梅沢製作所 3030001061647
油圧ショベル向け大型フレーム製缶加工の革新的な生産体制の構
築

新特別

448 R111080124 関東 埼玉県 日本精密金型株式会社 5030001076536 生産情報のデータ化と共有による接触低減と生産強化及び管理強化 通常 CAコンサルティング株式会社

449 R111080126 関東 埼玉県 恵商株式会社 8030001037320 設備導入で冷凍加工野菜を生産し収益性向上とポストコロナへ対応 新特別 尾﨑　素之

450 R111080127 関東 埼玉県 有限会社Ｋ．Ｍ　ＣＯＡＴＩＮＧ 9030002095416 精密樹脂加工事業への新規進出事業 通常
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451 R111080128 関東 埼玉県 株式会社メリット 8011401006354
自動機械制御技術活用による中綴じ製本冊子製造プロセスの高度
化事業

新特別 埼玉縣信用金庫

452 R111080130 関東 埼玉県 有限会社大塚犬猫病院 5013302019603 がん治療を一手に引き受けるポストコロナの革新的医療モデル構築 新特別

453 R111080132 関東 埼玉県 株式会社サンユーさいたま 1030001012296
ＡＩ・ＲＰＡ技術ＯＣＲ経理システムサービスで業務効率向上と感染対
策

新特別
株式会社コムラッドファーム
ジャパン

454 R111080136 関東 埼玉県 スタジオコンチーゴ株式会社 9030001048894 アパレルＥＣサイト商品写真撮影高度化事業 新特別

455 R111080138 関東 埼玉県 株式会社松本精密 5030001077261
超硬切断機導入による半導体部品の高精度化・増産対応と非対面
化

新特別 石山　賢

456 R111080139 関東 埼玉県 株式会社福田メタル 6030001080116 革新的スリッター機導入による高難度ＥＶ用部品の増産体制の構築 通常 植田　進

457 R111080140 関東 埼玉県 日本電針株式会社 5030001056422 コンタクトプローブにおける非対面型・多品種少量生産体制構築事業 新特別

458 R111080142 関東 埼玉県 株式会社Ｎｉｃｏ＆Ｐｅａｃｅ 6030001142626
全国初！保育施設向け写真販売、通知メール配信一体型システム
の提供事業

新特別 野竿　健悟

459 R111080143 関東 埼玉県 吉良歯科医院
ウィズコロナ・ポストコロナの社会に適応した新しい治療提供体制の
確立

新特別

460 R111080145 関東 埼玉県 カナーレゴルフスタジオ コロナ禍でも非接触で手軽に楽しめる室内ゴルフ練習 新特別 山崎コンサル株式会社

461 R111080146 関東 埼玉県 有限会社タカイチ工社 5030002099123 ＣＮＣ普通旋盤等の導入による生産性向上及び新規受注の拡大 通常

462 R111080147 関東 埼玉県 東大自習室 自社アプリ開発で２４時間対応のオンライン指導を一元管理 通常

463 R111080148 関東 埼玉県 株式会社分散材料研究所 9030001101430 半導体型ナノカーボンを高濃度精製させる分散体の開発と事業化 通常

464 R111080149 関東 埼玉県 フィットシステム株式会社 9030002057993 床面収納アームリフト導入よる小型建機の工場預り修理の強化 通常 埼玉県商工会連合会

465 R111080151 関東 埼玉県 株式会社ケイアイ 3030001090349 新時代多品種少量板金部品生産体制確立事業 通常

466 R111080153 関東 埼玉県 株式会社温品 7011401001249
切削工程の高度化により生産性向上と複雑形状製品の受注拡大を
実現

通常 丸田　佐和子

467 R111080154 関東 埼玉県 株式会社モリタ東京製作所 9030001008436 歯科用ユニットのシェア拡大のための生産力強化の取組み 通常

468 R111080157 関東 埼玉県 有限会社エバタ製作所 8030002119290 「軽・薄・小」へシフトする軸小物金属精密部品の生産能力の革新化 通常 山地　真吾

469 R111080158 関東 埼玉県 埼玉測量設計株式会社 1030001003007
三次元測量導入による生産性向上により労働力不足へ対応する計
画

通常

470 R111080159 関東 埼玉県 エコパワー・デザイン株式会社 3030001090068 自動電圧変動型電源装置の開発製造によるＳＤＧｓへの貢献 通常 成田　祐司

471 R111080161 関東 埼玉県 株式会社井手木工 6030001037355
感染症対策と空間演出を兼ね備えた医療クリニック向けゾーニング
特化型内装事業

新特別 埼玉縣信用金庫

472 R111080163 関東 埼玉県 株式会社シール堂印刷 9010701004307
多目的箔押し機導入による生産プロセス高度化及びＥＣ受注体制強
化によるＢｔｏＣ取引の拡大

通常 若杉　拓弥

473 R111080168 関東 埼玉県 秩父土建株式会社 2030001090845 災害現場の３Ｄ可視化と情報共有による国土強靭化への対応 通常
株式会社高崎総合コンサルタ
ンツ

474 R111080173 関東 埼玉県 しぶや歯科医院 低感染リスクを意図したデジタル活用歯科への転換事業 通常

475 R111080174 関東 埼玉県 平岩建設株式会社 7030001024906 ３Ｄ技術内製化とＢＩＭ／ＣＩＭ活用による総合建設業ＤＸの推進 新特別 小櫃　義徳

476 R111080176 関東 埼玉県 宝ステンレス株式会社 8030001079049 メキシコ市場への輸出拡大を拓く金属素材せん断加工技術の革新化 新特別 山地　真吾

477 R111080179 関東 埼玉県 すまいる歯科医院
高難易度の親不知治療の実現及び集客力の向上・労働生産性の向
上を目的とする新サービス開発

通常

478 R111080181 関東 埼玉県 アケボノ技研株式会社 7030001060117 高効率型最新設備の導入による食品トレーの生産プロセス改善 通常 古賀　寿彦

479 R111080183 関東 埼玉県 株式会社矢島防水布加工所 8030001060438
裁断工程高度化による非標準材料対応と少量多品種生産体制の確
立

新特別 本庄商工会議所

480 R111080184 関東 埼玉県 曙機械工業株式会社 9030001062144 最新型５面加工機の導入による大物部品加工の生産プロセス改善 通常 古賀　寿彦

481 R111080188 関東 埼玉県 有限会社小川精機製作所 4030002068005
高精度量産体制の実現に向けた精密加工機の導入と成長分野深
耕・開拓

通常

482 R111080190 関東 埼玉県 アクセプト株式会社 1030001028136 福祉関連機器最終製品市場参入の為の生産能力増強計画 通常

483 R111080196 関東 埼玉県 株式会社ＡＳＴＯ　Ｓｙｓｔｅｍ 7030001079784
起業家向けオンライン完結型プラットフォーム構築による新規事業展
開

通常

484 R112080002 関東 千葉県 株式会社かわむら 8040001083850 外注依存脱却＆自動運転で短納期を実現！射出成形機の導入事業 新特別

485 R112080003 関東 千葉県 有限会社北稜建設 2040002069417
コロナ後を見据えた木造住宅事業の強化～プレカット工程の自動化
～

通常

486 R112080004 関東 千葉県 ソフトコンピューティング Ｗｉｔｈコロナにおける通勤渋滞を緩和するカープールの実用化 通常

487 R112080005 関東 千葉県 有限会社ピーエスジャパン 1040002079978 精密金属加工に高性能検査選別装置の導入で革新的な生産性向上 通常
一般社団法人千葉県中小企
業診断士協会

488 R112080006 関東 千葉県 株式会社アース 5070001023377 掘削能力の高い小型地盤改良機導入による地盤改良工事の効率化 通常

489 R112080007 関東 千葉県 高澤歯科クリニック
ＣＴ導入による院内完結型根管治療及び過剰歯抜歯の実現による感
染症拡大への対応

新特別 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

490 R112080008 関東 千葉県 Ｓ　ＦＩＥＬＤ　ＳＹＳＴＥＭ株式会社 9040001118556
彩りある道路舗装技術の導入による販路拡大で景観美化と脱炭素
化

通常
一般社団法人千葉県中小企
業診断士協会

491 R112080009 関東 千葉県 株式会社ツネマツ設備設計 1040001036377 積算業務のＤＸ化による業務効率化 通常 松戸商工会議所

492 R112080010 関東 千葉県 株式会社松本栄文堂 4012301009698
観光客市場において大人気製品であるカスタードプリンの生産力強
化

通常
株式会社東都経営力向上セ
ンター

493 R112080011 関東 千葉県 ｐａｌｐｌａｔ株式会社 1040001118803 化粧品・美容業界のビューティーカウンセリングプラットフォーム 新特別 株式会社千葉銀行

494 R112080013 関東 千葉県 株式会社関鉄工所 3040001003722
これまで大手メーカーが内製化してきた羽根車の新規受注による新
分野進出

通常
株式会社東都経営力向上セ
ンター

495 R112080015 関東 千葉県 株式会社竹昇 8040001055461 非ＧＰＳ環境下における下水道管内部の調査用小型ドローンの導入 通常

496 R112080018 関東 千葉県 ピッツァストーリア
千葉県発！長南町食材を活かしたジェラート開発による販売拡大計
画

通常

497 R112080020 関東 千葉県 Ｋ－ＣＲＡＦＴ
新技術のカスタムＴシャツのプリント設備導入による売上拡大と生産
性向上

新特別 関谷　満

498 R112080023 関東 千葉県 有限会社鈴武製作所 5040002023024
半導体関連業界進出のため高精度曲げ加工による部品製造体制の
確立

通常 株式会社ゼロプラス

499 R112080024 関東 千葉県 株式会社伊藤商店 6040001016713 カビ豆選別機による製造工程革新＆巣ごもり需要に応える商品開発 新特別 松山　亮樹

500 R112080025 関東 千葉県 有限会社鈴木部品 8040002083107 難削材に熱制御と超音波で挑むコロナ対応高精度・高品質切削事業 新特別
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501 R112080026 関東 千葉県 丸辰工業株式会社 7011701013398 木造建設向け鉄筋工事における生産性向上事業 通常

502 R112080027 関東 千葉県 ジャンボ株式会社 3020001090746
ドライアイス製造能力向上で新たな販路開拓を行い売上・利益率向
上

通常

503 R112080028 関東 千葉県 有限会社伊丹産業 3040002059251
建築重機市場に進出！ドリルマシンの新加工法開発で起こす生産革
命

新特別 河村裕司

504 R112080030 関東 千葉県 マルユー株式会社 9040001053118 業務用玉子焼き事業から一般消費者向け厚焼玉子事業への展開 新特別

505 R112080031 関東 千葉県 有限会社トコシエ 2040002095603 Ｗｅｂ資格試験向けＡＩ試験監視支援システムの開発 新特別

506 R112080032 関東 千葉県 有限会社齋藤鉄工所 9040002077330 高性能曲げ加工機導入による生産性向上で新規製品売上拡大 通常 内田経営株式会社

507 R112080033 関東 千葉県 株式会社花車 7040001041512
急速凍結装置導入による、弁当生産体制の革新および後継者不在
問題への対応

新特別 伊藤　文彦

508 R112080034 関東 千葉県 株式会社マスミフードサービス 5040001016029 地域密着型の多店舗展開を見据えたセントラルキッチン高度化事業 新特別

509 R112080035 関東 千葉県 株式会社トーテック 2013201004072
ＩＡＴＦ１６９４９に基づく次期ＰＨＶ／ＥＶ車の工程能力指数１．６７めっ
き品質保証プロセスの構築

通常

510 R112080036 関東 千葉県 株式会社沼南中央自動車 5040001067170 大型車と新規格ガス基準車に対応する自動車整備サービスの拡大 新特別

511 R112080037 関東 千葉県 有限会社Ｎａｉｎｅｒｓ 4040002054441
先進技術搭載車および新規格ガス基準車に対応する自動車整備の
高度化

通常

512 R112080040 関東 千葉県 株式会社ａｔＧＡＬＬＥＲＹ 7040001120084 バイタルウォッチを活用したモニタリング端末の開発と事業化 新特別

513 R112080041 関東 千葉県 株式会社松嵜組 1040001059865
ＩＣＴショベル導入による対人接触減少を伴う土木工事生産性向上事
業

新特別 房総信用組合

514 R112080043 関東 千葉県 有限会社青木自動車工業所 6040002062970 鈑金塗装工程の改善による環境経営強化と生産性向上 通常 藤井　尊則

515 R112080045 関東 千葉県 株式会社Ｂｅａｕｔｙ　Ｇｒｏｗｔｈ 4040001116176 デジタル工程による金属を使用しない審美性の高い矯正装置の開発 新特別 アイアンドアイ株式会社

516 R112080048 関東 千葉県 合同会社夢工場 1040003009265 業務改善システム導入による支援記録作成の効率化 新特別 株式会社千葉興業銀行

517 R112080049 関東 千葉県 有限会社タケヤ 7040002077258
カメラ付きレーザー加工機導入による生産性・品質向上とグッズ商品
の販売強化を実現

通常

518 R112080050 関東 千葉県 ビューティハウス　オリーヴ
介護の負担軽減支援による地域貢献ならびに事業承継に向けた新
サービス開発

通常 銚子信用金庫

519 R112080051 関東 千葉県 老沼医院歯科 シミュレーション工程により予後観察を先取りする治療体制の構築 新特別 アイアンドアイ株式会社

520 R112080053 関東 千葉県 クマガイ印刷
ポストコロナ時代の印刷ニーズに対応。小ロットを極短納期で対応で
きる体制へ転換

新特別 株式会社東京経営サポーター

521 R112080054 関東 千葉県 株式会社みつわ 3040001007302
手作業から２４時間自動化へ、そして配置転換による働き方改革の
実現と外注費の削減

通常

522 R112080055 関東 千葉県 ハミング歯科医院
強みを活かしたデジタルアップデートでＣＯＶＩＤ－１９に打ち勝つ歯科
医院の次世代戦略

新特別

523 R112080056 関東 千葉県 有限会社サムテック 8040002057903 革新的研削加工技術による高機能モールドベースの生産性向上 通常

524 R112080057 関東 千葉県 江野澤自動車整備工場
自動車の環境負荷低減に貢献する最新技術に対応できる自動車整
備サービスの構築

通常 補助金活用支援会合同会社

525 R112080058 関東 千葉県 中和倉歯科医院
診断の確実性の向上と非接触型の手術によって低感染リスク高収益
治療を展開

新特別

526 R112080060 関東 千葉県 株式会社ケイ・チーム 7040001068778 機械で手縫い風の刺繍を製造する革新的刺繍技術の確立 通常

527 R112080061 関東 千葉県 有限会社松尾組 1040002076587
プラント計測業務の効率化を実現する３Ｄスキャナーと解析ソフトの
導入

通常

528 R112080063 関東 千葉県 株式会社石守 9010801000957 ベンダー導入によるキュービクル筐体増産に向けた生産体制の強化 通常 株式会社ゼロプラス

529 R112080064 関東 千葉県 河内歯科医院
高精度で手軽な口腔データ採得による治療の質の向上と患者様負
担の軽減の両立

新特別

530 R112080065 関東 千葉県 株式会社ミチコム 5040001040499 非接触型高齢者支援ポータルアプリの開発 新特別

531 R112080066 関東 千葉県 株式会社ステアリンク 9011701011409 ＡＩ活用型マッチングサイトによる中古トラック販売の最適化 新特別

532 R112080067 関東 千葉県 島崎熱処理株式会社 9040001014499
デジタル制御雰囲気熱処理装置の導入による熱処理加工の高機能
化

新特別 習志野商工会議所

533 R112080069 関東 千葉県 有限会社三共興業 7040002082464 マシンガイダンス、ショベルカー導入による水道管工事時間短縮化 通常 房総信用組合

534 R112080070 関東 千葉県 株式会社三国 2030001067777
加工工程を刷新し高精度化・生産性向上を図り、顧客ニーズに応え
て売上増大を目指す

新特別 鈴木　丈彦

535 R112080071 関東 千葉県 株式会社木田製作所 3040001035195
食品帯掛機のコスト削減と機能向上を実現するキーパーツの内製化
の取組み

通常

536 R112080072 関東 千葉県 ららぽーと歯科
当院の治療ノウハウによって健全歯を最大限に保存する革新的ブ
リッジ治療を実現

新特別

537 R112080075 関東 千葉県 有限会社植吉造園 6040002028550 台風災害からの早期復旧を目指す廃棄物処理事業計画 通常 内田経営株式会社

538 R112080076 関東 千葉県 株式会社サラヤ保﨑商店 1040001075359 勝浦のブランド力を活かした高付加価値商品の開発 通常 近山　寿博

539 R112080077 関東 千葉県 株式会社日東精密 2010801009138
表面粗さ測定機の導入によるシートクーラー向け部品の生産性向上
及び受注草加

通常 有限会社三井経営研究所

540 R112080079 関東 千葉県 石窯パン工房ノルデン 地元産品を材料に使ったアレルギー対応パンの開発 通常 近山　寿博

541 R112080082 関東 千葉県 有限会社イノセント 4040002099008 中古車整備作業の効率化を実現する各種設備導入 通常

542 R112080083 関東 千葉県 西方歯科医院
教育環境の構築による技術レベルの均質化と顧客満足度向上の好
循環促進プロジェクト

新特別

543 R112080085 関東 千葉県 小口デンタルクリニック マイクロスコープの導入によるデジタル先進歯科医療の促進 通常 井上大輔

544 R112080088 関東 千葉県 稲毛おとな・こども歯科クリニック
衛生士による丁寧なケアと充実した早期診断設備の組み合わせで包
括的な予防歯科を提供

通常

545 R112080089 関東 千葉県
テクノロジーアンドデザインカンパニー合同会
社

4010403024129
プログラミング学習サービス開発による個人向けプログラミング教育
事業

新特別

546 R112080092 関東 千葉県 飯田水産株式会社 7040001062863 急速冷凍技術によって地元食材の新商品を開発し、販路を拡大 新特別

547 R112080093 関東 千葉県 丸山金属工業株式会社 7040001018799 衣料用ホック向け樹脂製革新的なフェイルセイフリングばねの開発 通常

548 R112080094 関東 千葉県 株式会社エイチアールディーブロス 1040001094012
最新型塗装ブースの導入による水性塗料に対応した革新的鈑金塗
装の実現

新特別

549 R112080096 関東 千葉県 株式会社塚本ゴム 7040001062327 ウイズコロナ下で事業成長を遂げるための生産・開発体制構築事業 新特別 銚子信用金庫

550 R112080097 関東 千葉県 株式会社阿部商会 7010001009124
モータースポーツ、ＥＶ、キャンピングカー市場に向けたＭＤＳ量産化
の実現

通常 西畑　隆久
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551 R112080098 関東 千葉県 有限会社メカニック銚洋 8040002079889
測色カメラ調色システム導入による、どこよりも早い納期実現と、新
人スタッフの早期戦力化体制の構築

通常
一般社団法人千葉県中小企
業診断士協会

552 R112080100 関東 千葉県 株式会社真田製作所 8040001002793
半導体製造装置向け金属精密部品の生産増強とサプライチェーン毀
損対応

新特別 山地　真吾

553 R112080103 関東 千葉県 有限会社落合金型製作所 7040002044919 環境配慮型フック・ダーツ用品向けの超高精度金型製作事業の展開 新特別

554 R112080104 関東 千葉県 株式会社グランドルチェ 7040001104260 非対面接触ビジネスモデルによるモンブランのブランド化と普及 新特別 株式会社常陽銀行

555 R112080106 関東 千葉県 三水鐵工株式会社 5040001058145 都心再開発需要に対応した鉄骨溶接ラインの生産性向上事業 通常
一般社団法人千葉県中小企
業診断士協会

556 R112080107 関東 千葉県 興和金属株式会社 5120901034501
再生資源の高純度化と生産性向上で製造業の国内回帰をサポー
ト！

新特別 西川貴人

557 R112080109 関東 千葉県 株式会社集組 8040001080542 狭小地・密集地における安全かつ効率的な解体工法の確立 通常 西山　優一郎

558 R112080110 関東 千葉県 大林歯科医院 治療の負担と感染率リスク低減を実現する治療体制の構築 新特別 株式会社千葉興業銀行

559 R112080111 関東 千葉県 株式会社アイシン 1040002098730 キリコ分断の振動切削手法で難削材精密加工の生産性４０％超向上 新特別

560 R112080112 関東 千葉県 株式会社シンセリーダ 2040001075283
下請けから脱却して自社ブランド展開へ！健康食品のビン詰め体制
構築事業

通常

561 R112080113 関東 千葉県 新和商事株式会社 4040001082591 スマホアプリとクラウドシステムを活用した生産性向上と販売促進 新特別

562 R112080114 関東 千葉県 メープルデンタルクリニック大久保 ＣＡＤＣＡＭによって実現する静脈内鎮静法を用いた新療法 新特別

563 R112080116 関東 千葉県 有限会社リサ精工 8040002012486 超高速回転試験機用部品作成技術技能伝承事業 通常

564 R112080117 関東 千葉県 有限会社サルビア 3040002099396 コーヒー焙煎ノウハウの形式知化・品質の安定化・技術の伝承 通常 館山商工会議所

565 R112080119 関東 千葉県 パティスリーハヤトヤマダ 最新式ショコラ製品製造設備導入による製造方法革新と新製品開発 通常

566 R112080121 関東 千葉県 新幸化成工業株式会社 1040001074880
耐摩耗仕様の電動射出成型機によるエンジニアプラスチック製品製
造の増大。

通常

567 R112080123 関東 千葉県 有限会社家根光工業 1040002019182
塩ブッセのふっくら感と生産性を向上を目的とした生地絞り工程の自
動化

新特別

568 R112080124 関東 千葉県 ＧＲＩＴ株式会社 7040001117766 ホテル基幹システムプロジェクト「Ｄｒｉｖｅｒ」 新特別

569 R112080125 関東 千葉県 株式会社アーティエンス・ラボ 1040001080334 導光板ホログラムの革新的改良とタッチレスパネルへの応用 新特別

570 R112080127 関東 千葉県 ラジャアンパット合同会社 7020003015177 コロナ禍でも安心なバーベキュー場での屋外サウナサービスの開始 新特別

571 R112080130 関東 千葉県 株式会社ジャンガ・テック 1040001009201
次世代型人事評価システムで人的資源活用を有効化して更なる成
長を実現

通常

572 R112080131 関東 千葉県 株式会社ポリスフェア 7080102000017
体外診断薬用粒子の作製技術を応用した均一性の高い標準粒子開
発

通常
公益財団法人千葉県産業振
興センター

573 R112080135 関東 千葉県 やくやま歯科 ポストコロナに向けた根管治療精度の向上とインプラント治療導入 新特別
株式会社リアルコンテンツジャ
パン

574 R112080136 関東 千葉県 渡辺農事株式会社 4040001071586 全種高品質種子の供給による国内外の持続可能な農業への貢献 通常

575 R112080138 関東 千葉県 株式会社オニオン新聞社 2040001001264 地域中小企業支援のための国内及び越境ＥＣサイトの運営事業 新特別

576 R112080139 関東 千葉県 ベルダム歯科クリニック
レーザーシステム・口腔内スキャナーによる組織を傷つけない歯周病
治療システムの構築

新特別

577 R112080145 関東 千葉県 有限会社伊勢屋 6040002088859 「ＣＨＩＢＡの大福」開発と通販／ふるさと納税など新規販路開拓 通常

578 R112080146 関東 千葉県 有限会社ナカアラチ 9040002080425
劇的に生産効率を高める新品種トマトの生産及び販売に関する新規
事業

通常 大森渚

579 R113080001 関東 東京都 合同会社エンターライブ 6010803003168
施設入居者の認知機能改善を実現する「オンラインアミューズメント」
提供事業

通常

580 R113080008 関東 東京都 株式会社ＫＡＫＩ 1010001183016 ＬＥＤ照明機器用ＬＳＩ型交流駆動電源の開発 通常

581 R113080010 関東 東京都 株式会社バレット 2010401080332 コロナ禍における新規Ｗｅｂサービス事業 新特別

582 R113080013 関東 東京都 イノベーションＩＰ・コンサルティング株式会社 2010001193105
革新的技術をリードする日本企業への知財経営力強化ツールの提
供

通常

583 R113080014 関東 東京都 ザクレス株式会社 6010501040323 ナノダイヤモンドコーティングケーブル生産プロセス改善事業計画 通常

584 R113080015 関東 東京都 株式会社マイクコーポレーション 9010401111196
個人向け弁護士保険販売Ｎｏ．１代理店による事業法人向けシステ
ム開発

通常 村田　良一

585 R113080016 関東 東京都 株式会社小林通商 5011001100452
リチウムイオンバッテリーの試作・量産事業における生産性向上のた
めの治具開発と設備投資

通常 バリューフォース合同会社

586 R113080018 関東 東京都 合同会社村田鑑定評価・経営研究所 6011003007570
ＩＣＴ活用による既存住宅流通市場整備と首都圏から地方への移住
支援

通常

587 R113080019 関東 東京都 ハイパーアグリ株式会社 6021001045035 量産型水稲用イオン水生成装置の改良計画 通常 町田商工会議所

588 R113080020 関東 東京都 西池上歯科 高齢者にスポットをあてた治療体制の構築 通常
アルタス・パートナーズ合同会
社

589 R113080022 関東 東京都 有限会社青葉精工製作所 2010902000292
最新の測定機器の導入により、ｅ－ｆｕｅｌを使用した水素燃焼エンジン
用部品の製造を行う

新特別 立野　靖人

590 R113080023 関東 東京都 コージ歯科 感染リスクを抑えた再発させない根管治療の提供 通常

591 R113080025 関東 東京都 株式会社インディゴデータ 9010001201133 ＳＡＡＳ型の情報漏洩検知サービス 通常

592 R113080027 関東 東京都 オオタケ
自動車業界の１日納期にも対応できるワイヤカット放電加工生産体
制の革新

通常 城南信用金庫

593 R113080028 関東 東京都 株式会社オプティカルソリューションズ 5010001080283
拡散角度と寸法測定の高度化で挑む感染症対策用レンズ拡散板の
開発

新特別

594 R113080029 関東 東京都 株式会社ハリーベッツ 8012801018179 皮膚科・腫瘍科に注力した高度な動物診療サービスの提供に向けて 通常

595 R113080030 関東 東京都 リケナリシス株式会社 7011601020395 姿勢推論ＡＩを利用した保育園における午睡見守りサービス事業 新特別 東京商工会議所

596 R113080032 関東 東京都 株式会社大岩商会 7010801001973
自動車業界等に資するシャーリング加工の工程改善による生産能力
向上計画

新特別 城南信用金庫

597 R113080033 関東 東京都 有限会社伊藤彫刻所 5030002043287 最新マシニングセンタ導入で競争力を高め中国企業との差別化強化 通常 高橋浩司

598 R113080034 関東 東京都 株式会社ケイアイ 6010101001097
切削機導入による座位保持装置製造の自動化と生産管理システム
の構築

新特別 西武信用金庫

599 R113080035 関東 東京都 株式会社ハカル 5011601024035
最先端測量による革新的な「都市再生事業に基づく地籍調査業務展
開計画」の推進事業

新特別

600 R113080036 関東 東京都 有限会社板倉理化学器械製作所 3011502000574
文科省のＧＩＧＡスクール構想に則った新製品の量産体制を整えるた
めの設備投資計画

通常
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601 R113080037 関東 東京都 おおた歯科クリニック 抜歯しない・抜髄しない治療をさらに追求するための機器導入 新特別
アルタス・パートナーズ合同会
社

602 R113080038 関東 東京都 株式会社染谷尚人事務所 3010001128431
美術品・骨董品価格推定システム開発による革新的な生産性向上施
策

新特別 伊藤　文彦

603 R113080040 関東 東京都 株式会社東亜精工 1010701006723 微細加工と測定の技術力向上で自動化装置の製造技術を高度化へ 新特別

604 R113080042 関東 東京都 株式会社Ｒｅｌｙｏｎ　Ｔｒｉｐ 4120001224210
ＡＩを用いた人生Ｎｏ．１の飲食店だけを集めたＳＮＳ『Ｃａｖｉｉａ（キャビ
ア）』の開発

新特別

605 R113080043 関東 東京都 有限会社菅谷食品 4013102006232 独自「せいろ蒸し製法」による美味納豆のブランド力確立 通常

606 R113080044 関東 東京都 八幡山ステーション歯科
ネクストビジョン製マイクロスコープユニットを活用したコロナ感染リス
クの低減

新特別 大竹隆政

607 R113080046 関東 東京都 サバイバー株式会社 3010001163692 ブランド品専門オークションサイト構築による販路開拓・業績回復 新特別 北村　亮太

608 R113080048 関東 東京都 まちや歯科医院 革新的医療機器の導入により実現する歯を残すための治療 新特別
アルタス・パートナーズ合同会
社

609 R113080049 関東 東京都 株式会社金子製作所 3010601023445 最新ワイヤ放電加工機導入による内製化及び新製品開発の高度化 通常 高橋浩司

610 R113080050 関東 東京都 株式会社宮井製作所 8010801011617 ３Ｄ形状測定機及び汎用バンドソー導入による生産性向上の実現 通常

611 R113080051 関東 東京都 第一葉株式会社 8140001106262 【完全非対面型サービス】外国人留学生向け日本学習システム構築 新特別 北村　亮太

612 R113080053 関東 東京都 ユウキ製作所 センターレス研磨の最先端精度・生産性向上・不良品ゼロを目指す 通常 市木　圭介

613 R113080054 関東 東京都 株式会社ビータス 9010401049924 外食に特化した食の総合百貨店Ｗｅｂサイトの構築 新特別

614 R113080055 関東 東京都 合同会社グッドシェイプ 6040003018294 バイクシェアリング事業を支援するクラウドサービスの開発事業 新特別

615 R113080056 関東 東京都 坂本歯科医院 地域の若者を取り込む医療体制の確立 通常

616 R113080058 関東 東京都 株式会社Ｃｅｎｔｕｒｙ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 1011101094037 待合室の密を回避するための病院と患者のマッチングサービス 新特別 松本　正則

617 R113080059 関東 東京都 ＫＩＢＡＫＯ合同会社 1010403020980 日本初の食肉専門ポータルサイトサービスの開発及びサービス展開 新特別 安川森平

618 R113080060 関東 東京都 ＤＨＥ株式会社 5011001104809 クラウド型観光促進メディアプラットフォームの展開で地域貢献 新特別
一般社団法人城西コンサルタ
ントグループ

619 R113080061 関東 東京都 せきぐち歯科 画像診断と患者説明の強化のための歯科用ＣＴ導入 新特別
アルタス・パートナーズ合同会
社

620 R113080062 関東 東京都 株式会社グラントシー 2011301022606
ＡＩ機能搭載テレワークシステム専用のＥＣサイトシステムを活用した
働き方改革推進事業

通常 株式会社キクチカラ

621 R113080064 関東 東京都 株式会社Ａｒｅａ　Ｊａｐａｎ 2010401143790
「成長予測」及び「発熱予測」を可能とするベビーテックシステムの開
発

通常

622 R113080065 関東 東京都 株式会社セイコク金属 8010801006071
「６軸独立関節型溶接用ロボット」導入による生産プロセス、その他諸
問題の改善

通常 城南信用金庫

623 R113080066 関東 東京都 マイクロニクス株式会社 6021001013966 ＤＳＲＣ車載器のＷＣＮ読取専用ＤＳＲＣ路側システムの試作開発 通常

624 R113080067 関東 東京都 村上歯科医院 口腔内スキャナの導入による新たなインプラント治療体制の構築 新特別 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

625 R113080068 関東 東京都 株式会社吉原製作所 4010801012486 最新型ＣＮＣ自動旋盤導入による切削加工工程のボトルネック解消 新特別

626 R113080072 関東 東京都 有限会社シミズオート 2011702005639
高機能塗装ブース導入による効率的で環境に配慮した塗装工程開
発

通常
アルタス・パートナーズ合同会
社

627 R113080076 関東 東京都 株式会社ＰｅｔＶｏｉｃｅ 2010001210859 犬猫向け首輪型ウェアラブルデバイスとオンライン相談アプリ開発 新特別

628 R113080077 関東 東京都 とうま歯科医院
コロナ禍における患者ニーズに応え高度歯科技術での即日治療実
現

新特別 株式会社東京経営サポーター

629 R113080078 関東 東京都 株式会社ハナ動物病院 6011301024441 犬、猫などの動物の区別なく対応する「本当の動物医療」の提供 通常

630 R113080081 関東 東京都 アドバンサー株式会社 4011001104883 通信業界初の人材派遣業者間の需給をマッチングするシステム開発 新特別 補助金活用支援会合同会社

631 R113080084 関東 東京都 株式会社ＮＡＯＲＵテクノロジー 9010701040194 出張整体アプリにデータ分析基盤を導入し最適なマッチングを提供 新特別
株式会社アクセルパートナー
ズ

632 R113080085 関東 東京都 株式会社藤印刷 3010001101025 配布物の電子化と製本冊子の小ロット迅速配布サービスの事業化 通常 安達　延行

633 R113080086 関東 東京都 株式会社ＳＡＢＵ 1010001203252 歯科医院に特化した業務改善ＤＸソフトウエアの構築 新特別
OneWorldコンサルティング株
式会社

634 R113080087 関東 東京都 有限会社金子自動車 3010102001859
大型車両の受注体制構築ならびに車検・整備業務のさらなる短納期
化

新特別 多摩信用金庫

635 R113080088 関東 東京都 株式会社クリート 1010401141705 奨学金業務に特化したクラウド型業務支援システムの開発 通常

636 R113080089 関東 東京都 株式会社文成社 3010001006934 新型コロナ時代のイベント体験価値を向上させる金箔印刷物の提供 通常 株式会社東京経営サポーター

637 R113080090 関東 東京都 株式会社ＣＳＣ 7011001126974
人口透析治療現場の業務改善に貢献する非対面型サービスとなる
人工透析専用電子カルテの開発

通常

638 R113080091 関東 東京都 イケバナソリューションズ合同会社 6011803003091 ＡＩ顔認識による介護施設の見守りソリューションの開発 新特別
株式会社市岡経営支援事務
所

639 R113080096 関東 東京都 株式会社ＬＩＮＫ　ＪＡＰＡＮ 6011001117751
ＬＩＮＫＪＡＰＡＮから始まる全ての車好きの方へドライブの楽しみを提
供する事業

通常 株式会社くろしお保育園

640 R113080098 関東 東京都 株式会社ｉＭＡＲｅ 9010101011911 初期認知症のリハビリのための管理システムの開発 新特別

641 R113080099 関東 東京都 株式会社フェルマー 9011001097116 ｅスポーツ向けゲーミングデバイス用ヘッドセットの開発 通常

642 R113080100 関東 東京都 株式会社宇宙堂八木書店 7010001037785 査読のシステム化による論文審査プロセスの対人接触低減と効率化 新特別

643 R113080101 関東 東京都 株式会社ＳＭＩＬＥＬＩＦＥ　ｐｒｏｊｅｃｔ 7012701014469 安心安全な人生設計を支援するライフプランニングシステムの開発 通常 野竿　健悟

644 R113080102 関東 東京都 株式会社エムボックス 7010001196103 男性型脱毛症のオンライン診療システムによる生産性向上 新特別

645 R113080108 関東 東京都 アンカーデザイン株式会社 2010701035829 視線計測を活用したＷｅｂサイト評価システム 新特別

646 R113080110 関東 東京都 株式会社銀座・トマト 1010001104401 ＶＲショールームとＡＩを活用した非接触型販売システムの構築 新特別

647 R113080112 関東 東京都 二子玉川オーエム歯科クリニック
診療場所を選ばない高齢者に対する安心・安全で高品質な歯科治療
体制の構築

新特別

648 R113080113 関東 東京都 株式会社Ｒｅｂｅｒｔｙ 5010001222083 革新的事故映像売買プラットフォームを開設し交通事故被害者を救う 新特別 補助金活用支援会合同会社

649 R113080114 関東 東京都 田中製型株式会社 9010601012946
高速高精度切削機の導入によるチョコレートモールドの短納期化と加
工精度向上の促進

通常 有限会社三井経営研究所

650 R113080115 関東 東京都 豊島区役所ビル　かわはた歯科
重度虫歯で口腔内崩壊を起こしている患者様への低感染リスク型短
期治療の提供

新特別
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651 R113080116 関東 東京都 株式会社ランド 1010901047550 モノとコトを融合させた釣り用アパレルブランドの創出 通常
株式会社アパレル・コンサル
ティング

652 R113080117 関東 東京都 株式会社為永製作所 7010801007178
カーボンニュートラルに貢献する次世代高効率火力発電設備等向け
部品の生産性向上事業

通常

653 R113080118 関東 東京都 有限会社高田工務店 1013402003642 職人の仕事にこだわった家作りのための、技術と現場対応力向上 通常 柏崎　裕介

654 R113080119 関東 東京都 株式会社トミタ 6010001052496 ＩＴとＡＩを融合した革新的営業・マーケティングスタイルの確立 新特別

655 R113080120 関東 東京都 株式会社Ｒｕｓｈ　ｕｐ 4010401133212 クラウド型ＣＴＩシステムによる女性の働き方拡大支援事業 新特別

656 R113080122 関東 東京都 株式会社風和 9021001063455 日本の料理文化の輸出のための日中間シェフマッチングサービス 新特別 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

657 R113080123 関東 東京都 株式会社一光堂 3010402001336 印刷製本における社内一貫体制の構築と飛躍的な生産性向上事業 新特別

658 R113080124 関東 東京都 株式会社ＮＯＩＡＢ 8011001129687 ＥＣ向け自宅でお試し購入（非対面販売）サービスの開発 新特別 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

659 R113080126 関東 東京都 有限会社大鳥居商会 8010802002862 エンタメ衣装等の難衣服を高品質・短納期化する事業体制への革新 新特別 倉石　友美

660 R113080133 関東 東京都 株式会社クリークライフデザイン 3020001096371 患者への治療説明と同意書を同時に作成するカルテサービスの展開 新特別 アイアンドアイ株式会社

661 R113080134 関東 東京都 ソホビービー株式会社 7011801021508 ポストコロナの食品工場で真空パックを概観検査するＡＩシステム 新特別 中山　小百合

662 R113080135 関東 東京都 株式会社相武システム 1021001012849
コロナ下の中小企業のＤＸニーズに最適化した、業務管理システムの
開発

新特別 柏崎　裕介

663 R113080136 関東 東京都 株式会社三和包装 5010801004177
抗菌処理、２色印刷に対応した食品包装用紙、マスクケースの事業
化

通常

664 R113080138 関東 東京都 株式会社水文環境 9010001047543 レーザースキャナと低水流量観測システムを活用した販路拡大事業 新特別 野竿　健悟

665 R113080140 関東 東京都 株式会社ｔｏ 5011801035773 ＳＮＳ管理が一括でできるＧＥＮｂａ＋の開発事業 新特別

666 R113080143 関東 東京都 有限会社田村化学工業 4011502009730
新素材製造設備治具内側の微細硬質クロームメッキ技術開発と量産
化

通常

667 R113080144 関東 東京都 あした精工株式会社 4011801036104 医療機器向け精密部品製造事業への進出 通常

668 R113080149 関東 東京都 株式会社セラテックエンジニアリング 5013101005639 圧電バイモルフ素子の量産化に資する画像寸法測定器の導入 通常

669 R113080150 関東 東京都 株式会社日野 3010901010127 ３次元測量データに基づく３次元都市モデルのまちづくり事業の構築 新特別 安達　隆久

670 R113080151 関東 東京都 株式会社坂谷工業所 3011801008070
最新鋭ベンディングマシン導入による、半導体製造装置関連市場へ
の進出

新特別 株式会社ゼロプラス

671 R113080152 関東 東京都 ＫＤＣ 総義歯デジタル化による生産性向上及び患者様健康寿命への貢献 通常
株式会社リアルコンテンツジャ
パン

672 R113080153 関東 東京都 株式会社ゴーリスト 4010401091625
中小企業でも気軽に利用できる！外国人採用プラットフォームの料
金モデル転換事業

新特別

673 R113080154 関東 東京都 ５３０株式会社 7021001073571 船舶搭載型マイクロプラスチック回収装置による海洋ごみ削減事業 新特別 合同会社G&N

674 R113080155 関東 東京都 株式会社かむい動物病院 4012801018249
革新的で高度な最先端の同粒医療の新たな医療体制の整備につい
て

通常

675 R113080156 関東 東京都 株式会社中田デンタル・センター 7011601011898 ローリング防止＆平行性に柔軟に対応したインプラント開発 新特別 アイアンドアイ株式会社

676 R113080158 関東 東京都 株式会社東京システム技研 4011101014999 システム間連携サーバ導入による会計ＤＸコンサルティング事業化 新特別 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

677 R113080159 関東 東京都 ａｉｗｅｌｌ株式会社 7010601052795
ＡＩによるタンパク質の網羅的解析技術（ＡＩプロテオミクス）の内製化
事業

新特別 合同会社G&N

678 R113080160 関東 東京都 株式会社相馬光学 4013101004393 チャートレコーダの国産化による顧客満足度向上と売上確保 通常
一般社団法人首都圏産業活
性化協会

679 R113080161 関東 東京都 ｓｔｏｏｏｃ株式会社 8010401122252
リファラル採用を促進する飲食店を活用した新たな採用支援サービ
スの提供

新特別 藤原　和重

680 R113080162 関東 東京都 ＢＩＳＴＲＯ　ＫＵＲＯＤＯ 完全非接触！サブスクリプションプラットフォームの開発・運営 通常 東京商工会議所

681 R113080163 関東 東京都 株式会社ｅｃｈｅｌｌｅ 7011001129903
訪問管理システムのＡＩを用いた構築と自社独自スケジューラーの提
供

通常 行政書士法人INQ

682 R113080164 関東 東京都 有限会社窪田製作所 8010802004512 ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを導入することによる生産プロセスの改善 新特別

683 R113080165 関東 東京都 株式会社マクビーカタガイ 5011101019989
業界初‼‼当社独自の新旧対照表作成システムの開発による顧客
ニーズへの対応

新特別

684 R113080166 関東 東京都 日進ベルト工業株式会社 4010801009383 エンドレス加工におけるプレス工程の効率化 新特別 さわやか信用金庫

685 R113080169 関東 東京都 株式会社華飛 4010001207721
ペットとの時間を豊かにする猫インテリア通販サイトの開設及び販促
事業

新特別

686 R113080170 関東 東京都 株式会社Ｂｅｌｌ　ｆｌｅｕｒ 8013301046513 Ｗ脱毛のセルフ化で接触機会を低減しＭＡ・ＣＲＭシステム開発 新特別

687 R113080173 関東 東京都 有限会社麻布歯科技工 4010402027470 ＦＧＰテクニックを応用し機能面を高めるデジタル生産工程の開発 新特別 アイアンドアイ株式会社

688 R113080176 関東 東京都 株式会社ケンモチ 2010701003083 医療分析機器の需要増加に向けた防塵カバーの製造能力強化 新特別

689 R113080177 関東 東京都 株式会社Ａｍａｚｉｎｇ 7011001123947 液体急速冷結機の導入による鮮度抜群！絶品焼肉通販で売上拡大 新特別
株式会社アクセルパートナー
ズ

690 R113080178 関東 東京都 株式会社Ｍ＆Ｅ 3010501039252
セキュリティが徹底されたオンライン完結型保険商談システム構築事
業

新特別 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

691 R113080179 関東 東京都 株式会社ＣＬＥＶＥＲ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 4011001094506
既存事業の経験を活かした出来立てが購入できるチーズ工房の新
設

通常

692 R113080184 関東 東京都 ｋａｎａｔａ株式会社 2010001196487 電子カルテ自動作成の精度向上と感情モニタリングサービスの開発 通常 盛澤陽一郎

693 R113080193 関東 東京都 池田歯科医院
歯科用ＣＴ導入による歯周病治療の精度向上とサービスプロセスの
改善

通常 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

694 R113080194 関東 東京都 株式会社フォーサイズ 8012801019342 最新型レーザー刻印機導入によるオーダーメイド名入れサービス 通常 坪井　亮

695 R113080197 関東 東京都 四谷内視鏡・消化器内科 大学病院に引けを取らない技術力で苦しくない胃腸の内視鏡検査 通常

696 R113080202 関東 東京都 シースリーレーヴ株式会社 3010401131340
美容業界へ特化した革新的成功報酬型マーケティングシステムの開
発

通常

697 R113080203 関東 東京都 有限会社アーテック 8012802004731 複合旋盤機導入による新生産体制に伴う生産性向上と顧客開拓 新特別

698 R113080209 関東 東京都 ＺａＰＡＳＳ　ＪＡＰＡＮ株式会社 9010001198361 自己成長の変化を見える化させるコーチングの枠を超えたＤＸ開発 新特別 林　恭輔

699 R113080210 関東 東京都 スカイライン株式会社 1010101011308 アフターコロナ市場に向けた新しい販促パネル製品を提供する事業 新特別

700 R113080212 関東 東京都 有限会社信弘金属工業 5013102002817 自動車部品加工への本格参入を実現するための曲げ工程の最適化 通常
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701 R113080213 関東 東京都 株式会社ＦＵＲＤＩ 3010001194515
フィットネスジム業界における店長業務自動化による革新的ＤＸ戦略
事業

新特別 清水　謙伍

702 R113080214 関東 東京都 株式会社ＫＯＩＫＯＩ 2010401106657 トレーディングカード取扱店向け買取・出品システムの開発・販売 新特別 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

703 R113080215 関東 東京都 株式会社アクロスペイラ 5010001103481
電子コンテンツのＥＣ販売を実現！ＮＦＴ技術を活かす決済処理シス
テムの開発

新特別

704 R113080216 関東 東京都 メディアサポート株式会社 9130001007444 ホーリングマシンの導入による生産性向上 通常 株式会社京都銀行

705 R113080217 関東 東京都 株式会社レーマン 1012401024419 国内唯一のプロのメディカルイラストレーターによるアプリ開発 通常

706 R113080218 関東 東京都 株式会社門プロセス 8010001084331
顧客ニーズを満たす小ロット生産体制の強化と販促ラベル提案体制
の構築

通常

707 R113080220 関東 東京都 株式会社マツマル 9011801012059 高齢者向け「助っ人」サービスの立上げに関わるシステム導入 通常

708 R113080223 関東 東京都 株式会社Ｂｏｎｈｅｕｒ 2010401156999
女性の生理問題を解決するフェムテック商品（吸収性温感ショーツ）
の開発

新特別

709 R113080227 関東 東京都 株式会社Ｐｅｎｔａｇｏｎ 2010001193245 ウィズコロナ時代の提案力を活かす革新的モジュール化アプリ開発 新特別

710 R113080229 関東 東京都 合同会社ＳＢＴＣＡＳ 1011003012294 コロナ対策として、誰でも気軽に無人店舗化を実現できるサービス 通常 若杉　拓弥

711 R113080230 関東 東京都 株式会社アイシーテクノ 9010801000164 三次元測定機導入による測定技術の向上及び検査体制の強化 通常

712 R113080232 関東 東京都 株式会社ａｒｔｕｎｉｔｙ 1010001218993 患者・看護師・医師の３者を繋げるシステム構築 通常

713 R113080233 関東 東京都 株式会社ＣＡＲＣＨ 8011001129209 飲食店のデジタル革命を支えるモバイルオーダーＰＯＳシステム 通常

714 R113080234 関東 東京都 株式会社東洋デンタル 7010901008142
ＣＡＤＣＡＭスキャナー導入による歯科技工ワークフローのデジタル化
と新製品の生産効率化

通常

715 R113080236 関東 東京都 株式会社日本・精神技術研究所 2010001033335
ポストコロナにおける９０年続く心理適性検査の判定技術クラウド化
によるグローバル化への対応					

通常 若杉　拓弥

716 R113080238 関東 東京都 株式会社ジバコ 3013301005382 日本伝統漆工芸技術による新製品開発と体験型オンラインサービス 新特別 東京商工会議所

717 R113080239 関東 東京都 すずきデンタルクリニック
歯科医院及び患者様にとっての＂見える化”、感染症予防対策の目
的を達成による革新的な医院体制を構築

新特別

718 R113080240 関東 東京都 千歳船橋ファミリー歯科 最新ＣＴを用いたデジタルによる治療の精度向上と効率化の実現 新特別
株式会社リアルコンテンツジャ
パン

719 R113080241 関東 東京都 株式会社グロージア 1010001168611
小規模事業者オリジナル製品（伝統品等）開発のためのマッチングプ
ラットフォーム構築

新特別

720 R113080242 関東 東京都 スターメディカル株式会社 3011501007100
消化管機能検査機器の開発・生産による医療機器分野での事業拡
大

通常

721 R113080243 関東 東京都 六本木しみず歯科 体全体の健康を見据えたオーラルケアの定量化・可視化への挑戦 新特別 アイアンドアイ株式会社

722 R113080244 関東 東京都 ｍｉｒａｃｌｅａｖｅ株式会社 2040001096742 複雑な勤務形態にも対応可能な勤怠管理システムの開発 通常 株式会社ケーエフエス

723 R113080245 関東 東京都 株式会社松永化成 5010601011869 小型プレス機導入による小型製品の生産体制強化 通常 東京東信用金庫

724 R113080246 関東 東京都 林歯科医院
最新のＣＴスキャン装置導入により、診療の高精度化・迅速化と難治
性根管治療への対応を達成する

通常

725 R113080247 関東 東京都 有限会社ポライトワーク 9011402008092
生産工程の標準化と新設備導入で高付加価値製品を安定供給可能
に

新特別

726 R113080250 関東 東京都 株式会社首都圏環境美化センター 9011801008759 アルミセパレーター高精度化による飲料容器リサイクルライン高度化 通常 遠山　純夫

727 R113080251 関東 東京都 株式会社カレマ 3010001200677 キッチンカービジネスサポートプラットフォームの構築 新特別

728 R113080252 関東 東京都 株式会社ＦＹＳＫＹ 4012401011554 東京都武蔵野市吉祥寺南町２－２９－１２ 通常 増田　考邦

729 R113080255 関東 東京都 株式会社ＩＴｉ 1011001067679 鍼灸ＣＲＭシステムを活用した、革新的拡販サービスの全国展開術 新特別

730 R113080256 関東 東京都 有限会社協同抜型製作所 9011502008026 デジタル加工機導入による紙製品多品種小ロット生産への進出事業 新特別

731 R113080260 関東 東京都 株式会社マイクロテック 1010401027788 非接触スキャナを活用した超高精細デジタルアーカイブ事業参入 新特別
一般社団法人城西コンサルタ
ントグループ

732 R113080263 関東 東京都 株式会社Ａｌｌ　Ｙｏｕ　Ｎｅｅｄ　Ｉｓ 2011001119512
一人で筋力トレーニング！世界初の最先端マシンを導入した無人ジ
ム

新特別 藤原　和重

733 R113080265 関東 東京都 セットインターナショナル株式会社 1010001020929 ＶＲ空間と連動したオーダーメイドガレージ 新特別 ペンデル税理士法人

734 R113080267 関東 東京都 有限会社永瀨事務所 9010402018267 食品情報サイトの有料サービス拡充による新たな収益源の獲得 通常 稲垣　秀行

735 R113080268 関東 東京都 株式会社三立ロール製作所 5011701003616 ワイヤ放電加工機導入による小ロット・多品種加工への対応力強化 通常
税理士法人田口パートナーズ
会計

736 R113080272 関東 東京都 株式会社カネフル 9390001000398
ＮＣ工作機導入による建材加工工程を内製化し、強みを活かして他
社と差別化！

新特別 株式会社シャイン総研

737 R113080273 関東 東京都 東神化工株式会社 8012401012805
ＣＮＣ工作機械の導入による外注工程の内製化と短納期対応力の向
上

通常

738 R113080274 関東 東京都 フジプラスチツク工業株式会社 9010101003487 放電加工機高度化によるＱＣＤ改善と技術力革新による新市場進出 通常

739 R113080276 関東 東京都 ムトウ製作所 最新溶接ロボット導入による「生産性」と「品質」向上への取組み 通常 西武信用金庫

740 R113080280 関東 東京都 わふくる株式会社 3130001069548
アプリからオリジナルの着物、浴衣がオーダー出来る、革新的な和服
プラットフォームの構築

新特別 藤原　和重

741 R113080283 関東 東京都 伸光技研株式会社 7010101001633
医療機器等のデバイス向け基板における多数個取り加工方法の開
発

通常

742 R113080284 関東 東京都 株式会社アールワン 4010001207969 ハウスクリーニング事業に特化した物件管理アプリの開発・販売 通常 株式会社ケーエフエス

743 R113080285 関東 東京都 株式会社クロスリンク 8010401089698 売上予実管理機能・販促提案機能システム 新特別 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

744 R113080286 関東 東京都 上野品川歯科・矯正歯科 設備導入で院内完結型の矯正歯科の実現・受入可能患者数増加 新特別 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

745 R113080288 関東 東京都 株式会社Ｄｅ－Ｂｏｘ 4010801031932
業界初。服を作りたい人とデザイナー・アパレルメーカーを繋ぐサービ
ス

新特別 若杉　拓弥

746 R113080289 関東 東京都 ＺｕｔｔｏＲｉｄｅ　Ｓｈａｒｉｎｇ株式会社 1180001132823 ＧＰＳ対応音声ガイダンスアプリを活用したセルフツアーの仕組み 通常

747 R113080291 関東 東京都 株式会社Ｋｅｎｔｅｋｉ 8013301047841
簡単にモバイルオーダーを実現し、非接触の事業を推進するサービ
ス

通常

748 R113080292 関東 東京都 株式会社ＦＩＴＳ　ＬＡＢ 3010901042228 アパレル業のＥＣ販売を支援するＳＮＳ解析サービスの開発・提供 新特別

749 R113080293 関東 東京都 ＣＡＲＥＬＡ株式会社 8011201020968
自動在庫連動システムの開発による革新的アパレル販売モデルの
構築

新特別 林　恭輔

750 R113080295 関東 東京都 株式会社ティンバークルー 7010901026045 内装デザイン事業への展開に向けたオリジナル木工製品の量産化 通常
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751 R113080296 関東 東京都 株式会社ネクサス・トラスト 1010601034766 ポストコロナ時代に合わせたジェラート製造事業 通常

752 R113080297 関東 東京都 株式会社ＵＭｅｄ 8010001208030 オンライン完結型ＰＣＲ検査の診断・処方システムの開発 新特別

753 R113080301 関東 東京都 株式会社ヨナックスデザイン 6013201012674 ３ＤＣＧを活かした空き家のマッチングシステムの展開 通常

754 R113080302 関東 東京都 株式会社ＹＯＺＥ 8011101049513 スキャナー・ミリングマシン導入による技工物の内製化対応計画 新特別
株式会社リアルコンテンツジャ
パン

755 R113080303 関東 東京都 株式会社ブルーポート 4010001127952 マニュアル作成ソフトのライブラリ機能の開発 新特別

756 R113080306 関東 東京都 ｑｕｉｎｔｅｔ株式会社 7010401147184
議事録作成を自動化！労働リソースを最大化するＡＩ議事録サービス
の開発事業

新特別

757 R113080308 関東 東京都 たまきデンタルクリニック 易感染性の全身疾患に対応したポストコロナ時代の革新的治療事業 新特別 中村　太郎

758 R113080309 関東 東京都 株式会社ブルーラグーン 4090001016017 新規事業軸低感染リスク型デジタル⻭科技⼯サービス体制整備 新特別
株式会社リアルコンテンツジャ
パン

759 R113080311 関東 東京都 株式会社オフィスベア 5010002033117 ポストコロナに対応するオンライン配信ビジネスモデルの体制強化 新特別

760 R113080312 関東 東京都 株式会社センチュリオンインターナショナル 3010401123882 客室の一部を時間貸し高級個室サウナに変更してサウナ事業を実施 新特別 石川　和比古

761 R113080313 関東 東京都 株式会社岩崎成型 1010801014551 各種産業向けセンサー用部品の高精度インサート成形技術開発 通常

762 R113080314 関東 東京都 株式会社ヒューマンアジャスト 9030001028871 身体機能測定で治療効果を最大限に高める「運動機能ラボ」の開業 通常 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

763 R113080315 関東 東京都 プラスファクトリー株式会社 5011101087152 効果測定ツール「ジプラ（仮）」 通常

764 R113080317 関東 東京都 吉田歯科診療室 Ｘ－ガイドを用いた革新的上下顎第一・第二大臼歯歯根尖切除術 通常
株式会社リアルコンテンツジャ
パン

765 R113080318 関東 東京都 ジェラテリアレガリーノ 革新的な加熱殺菌機付きジェラートマシン導入による事業改善計画 通常 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

766 R113080319 関東 東京都 株式会社フィールドキャスター 8011001099443 オンライン株主総会の運営・ライブ配信サービスを一気通貫で提供 新特別 屋代　勝幸

767 R113080320 関東 東京都 Ｒｉｎｇ－ｎｄｘ株式会社 1011001142317 マンションソリューションサイト『ＲＩＮＧ』システム開発 新特別

768 R113080321 関東 東京都 日本インベスト株式会社 2010801008882 精密加工部品製作における品質保証と生産性向上 通常 ローズマインド株式会社

769 R113080322 関東 東京都 ジャポックス株式会社 6020001131415 サービス向上・提供効率化への分散型台帳を活用したシステム構築 通常 さわやか信用金庫

770 R113080323 関東 東京都 株式会社マネーライフプランニング 3011001058635
資産運用の悩みを解決する、革新的なファイナンシャルシステムの開
発

新特別
株式会社ＮｅｗBeginningsＪａｐ
ａｎ

771 R113080325 関東 東京都 中山歯科医院 地域初、専門医による小児歯科に特化した専門治療室の実現 通常

772 R113080326 関東 東京都 汐留プロパティ株式会社 2010401131192
一般消費者の有効な資金運用を可能にする不動産投資型クラウド
ファンディングシステムの開発

新特別 合同会社G&N

773 R113080328 関東 東京都 株式会社エープラス 5010001194876 医療機関向け顔認証デジタルサイネージプラットフォームシステム 新特別

774 R113080329 関東 東京都 ｃｏｔｏｂｏｘ株式会社 7011001109772
業界初。商標申請・管理のワンストップ化とＡＩ自動提案による知財管
理ＤＸ					

新特別 若杉　拓弥

775 R113080330 関東 東京都 株式会社オートダイレクト 6010401065610 最新技術による輸入車／高級車のプロテクションフィルム事業導入 新特別 松井　洋治

776 R113080332 関東 東京都 Ｄｅｃｉｌｌｉｏｎ　Ｃａｐｉｔａｌ株式会社 2010601058095
ＡＩを活用したロングリスト自動作成ツールの開発による低感染リスク
型ビジネスへの転換

新特別
株式会社ＮＫＫソリューション
ズ

777 R113080335 関東 東京都 株式会社１２３ 7010801032382
革新的がん治療とペットドック制度導入で、区内でもペットの多い大
田区の中核病院を担う

新特別

778 R113080336 関東 東京都 株式会社ＳＨＩＮＯＮ 3011001141135
撮影と配信を次の世界へ　ロケーションライブストリーミングサービス
の提供

通常

779 R113080337 関東 東京都 東京美術紙工協業組合 7011405001393 能動的受注・生産管理システム導入による受注拡大 通常

780 R113080339 関東 東京都 川島歯科医院
非対面により製作する補綴物を利用した治療の即日化による優位性
の確立

新特別

781 R113080340 関東 東京都 株式会社ｉｓｐｅｃ 3021001063782
プレゼント推奨アルゴリズムによる消費者向け独自ＳＮＳサービス事
業

新特別 清水　謙伍

782 R113080341 関東 東京都 イワタ株式会社 2010601040672
真空包装機による真空化技術を活用した葬儀用清浄綿の製造効率
向上

通常

783 R113080344 関東 東京都 たかすぎ歯科クリニック
インプラント・マウスピース矯正治療の利便性の及び地域全体の歯
科治療の質の向上

新特別

784 R113080346 関東 東京都 株式会社ＳｕＴｅｃｈ 1010601056950 ＳａａＳ開発企業の支援に特化した社内ＲＰＡプラットホーム構築 新特別
ＨＴＭコンサルティンググルー
プ株式会社

785 R113080347 関東 東京都 ビーンズ歯科 低感染リスクかつ確実な根尖性歯周炎治療システムの構築 新特別

786 R113080349 関東 東京都 満水株式会社 8010501034678
卸売業者ゆえ実現可能な高品質・低価格のふぐ料理の提供プロジェ
クト

新特別

787 R113080351 関東 東京都 株式会社ウオールナット 7012801000170 キャリア積載型地中レーダ装置の開発 新特別 児山　一雄

788 R113080352 関東 東京都 有限会社オリオール 7011802022967 光学センサで自動安全制御を実現するインフラ点検ドローン開発 通常

789 R113080353 関東 東京都 村田歯科医院 開業３０年目の挑戦「オーダーメード治療」サービスの大拡充 新特別

790 R113080354 関東 東京都 株式会社Ｔｏｙｏｍｅ 9011001108806
厳選仕入・ライブコマース強化！アパレル業非対面型業務フロー改
革

新特別

791 R113080355 関東 東京都 株式会社ＯＮＥ．ｃｏｕｒｓｅ 4010701037880 旅行プランから申込までワンストップで提供するＳａａＳ「レジャル」 通常 木村　兼作

792 R113080358 関東 東京都 根津すずらん歯科
ＣＴ導入で他院依存型治療プロセスの脱却・連携病院との協力体制
強化の実現

新特別 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

793 R113080359 関東 東京都 Ｙ．Ｎ．Ｋデンタル
技⼯物作製の⾼品質・効率化と⾃前⽣産に加えたスキャナー貸し出
しによるデジタル販路拡⼤

新特別
株式会社リアルコンテンツジャ
パン

794 R113080360 関東 東京都 十八番 小規模ラーメン店の徹底した機械化による業務の効率化 通常 青梅商工会議所

795 R113080361 関東 東京都 株式会社ブレイン 9010901030706
アスリートＯＢの就活を支援！「アスリートの羅針盤」システム開発事
業

新特別

796 R113080363 関東 東京都 株式会社ひつじインキュベーション・スクエア 5011001058328
シェアハウス問合せＤＸ活用非対面プラットフォームによる生産性向
上

新特別

797 R113080364 関東 東京都 株式会社テリーコーポレーション 3010401058526 銀座クラブ向け販促アプリを活用したサブスク型事業による業績回復 新特別 北村　亮太

798 R113080366 関東 東京都 エビヌマ株式会社 1011801000673 文具事務用品ＷＥＢ販売事業者への転換 新特別

799 R113080369 関東 東京都 株式会社ｃｒｉｍｏ 5010501047815 プロセスエコノミー型ＮＦＴ漫画コンテンツの投稿プラットフォーム事業 新特別

800 R113080372 関東 東京都 三軒茶屋矯正歯科クリニック 最新ＣＴ導入による、革新的な第一期小児歯科矯正治療の体制構築 新特別

16 / 56



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

801 R113080374 関東 東京都 株式会社ＩＤＳ 3011001058239 ＡＩを活用した「土地閉鎖登記簿のデジタル化事業」の推進 通常

802 R113080376 関東 東京都 株式会社つばさプロジェクト 4013301022526 映えるスタジオでオンラインパーソナル＆スポーツ人材マッチング 通常

803 R113080377 関東 東京都 株式会社ｉｉｓｈｉｎａ 4010701040819 ライブハウス、ショップ店舗を３Ｄ化したバーチャルイベント開催施策 新特別 内田　哲夫

804 R113080378 関東 東京都 ＵＭｓ合同会社 8040003010539
飲料専用自動販売機の部品改善による販売可能な商品の多彩化の
実現

新特別

805 R113080382 関東 東京都 有限会社プロペラデザイン 9010602033553 量産試作の早期導入で精度の高いアイデアの実現を目指す 通常

806 R113080383 関東 東京都 株式会社ウェルネス 8010001000899 医療情報提供基盤構築「医療情報ＤＸサービス事業」 通常

807 R113080384 関東 東京都 株式会社ウミガメ 6011001126100 フォームマーケティングサービス「ｆｏｒｍｄｏ」の自動化システム開発 通常

808 R113080385 関東 東京都 株式会社フルニ 7012301002799
渋谷のビル屋上でグランピング体験しながら高級食材を堪能する新
展開

新特別

809 R113080386 関東 東京都 株式会社Ｎｕｍｂｅｒ 8011001135883
ＩＴコンサルタント候補者の保有スキルのＮＦＴアート化サービスの提
供

通常

810 R113080387 関東 東京都 ｅｃｘｉａ株式会社 7011303001751
「ＩＴシステムで一元管理されたセルフホワイトニング事業のＦＣ商材」
の開発

新特別

811 R113080388 関東 東京都 株式会社Ｃ．Ｓ．ＦＡＣＴＯＲＹ 4010101007204
アライメント作業への対応とフレーム修正の効率化による　ＡＳＶに対
応した社内一貫事故車修理サービスの展開

新特別

812 R113080390 関東 東京都 ａｎｙｅｎｖ株式会社 6011001138376 音声認識ＡＩと感情解析技術の組み合わせによる新サービスの開発 通常 税理士法人SkyWalk

813 R113080391 関東 東京都 京葉製作所 鋼管需要に向けた圧延ロール研磨加工の加工能力強化 新特別

814 R113080393 関東 東京都 株式会社あずさわ動物病院 4011401016811
コロナを駆逐しつつ業界の難題であるペットへの専門的な手術、歯科
治療を供給する動物病院へ

新特別

815 R113080394 関東 東京都 有限会社太平木材 4013102006348 小型木材パレットの製造設備導入による生産性向上 通常 村田　累実

816 R113080395 関東 東京都 合同会社ＮＥＷ　ＬＯＤ 4010003027589 ポストコロナを見据えた社交ダンスオンラインプラットフォームの提供 新特別

817 R113080397 関東 東京都 有限会社光栄精機製作所 4010802005035 複合金属加工技術の構築及び精度向上、短納期実現、業績向上 新特別 株式会社やまと経営

818 R113080398 関東 東京都 株式会社アジアンベース 7010503004036 既存の動画に付加価値をつけて配信できるシステムの開発 新特別

819 R113080399 関東 東京都 有限会社マスティージ 1012702004474 不動産業界に特化した電子契約等システムの開発・販売 新特別 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

820 R113080402 関東 東京都 Ａｓｃｅｎｔ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ株式会社 3010701026620 会員向けアプリ・精算機器導入による店舗の無人化・効率化の実現 新特別 北村　亮太

821 R113080403 関東 東京都 株式会社アンピール 7013201000348 ＷＩＴＨコロナ生活習慣予防プログラムで健康増進ステーション化 新特別

822 R113080407 関東 東京都 株式会社ＡＣＣＥＬＳｔａｒｓ 4290001090025 世界最高精度のウェアラブル睡眠測定機器・アルゴリズムの開発 通常

823 R113080408 関東 東京都 大塚実業株式会社 3060001018405 ろ過布の樹脂加工作業を自動化し量産化を図る 通常

824 R113080410 関東 東京都 株式会社ピンクスター 1010001174246 画像認識を活用した成功報酬型のネズミ駆除サービスの開発 通常

825 R113080414 関東 東京都 ＬＵＭ株式会社 9010401159302 アジア圏内の後発開発途上国における医療オンライン学習サービス 新特別

826 R113080415 関東 東京都 株式会社ボスコ・テクノロジーズ 9010001145413
日本の中小企業が活躍できるサプライチェーン自動化プラットフォー
ム

通常

827 R113080416 関東 東京都 株式会社ＥｍｐｏｗｅｒＵｓ 9010901047709 ＡＩを活用した見積作成システム構築による中小建設業のＤＸ推進 通常

828 R113080417 関東 東京都 ＷＯＷ　ＷＯＲＫＳ株式会社 9010501039107 オンライン受注化とＲＦＩＤの活用で生産性と顧客満足度を向上！ 新特別

829 R113080419 関東 東京都 グルッポディカッシーマ合同会社 6012403002434 地域初！テストキッチン＆シェアキッチン 通常

830 R113080420 関東 東京都 株式会社アプレ 8030001037849 高性能検査機導入による業績向上及び感染リスク軽減計画 新特別

831 R113080421 関東 東京都 株式会社Ａｇｒｉｅｅ 3011301025203 栽培作物自動識別機能の実装に向けた機能開発 通常

832 R113080422 関東 東京都 はうｔｏメイク株式会社 5011101089529
寿司オンラインサロン運営による店舗経営（来店客）依存から脱却す
る収益モデルの構築

通常 伊東　玲

833 R113080423 関東 東京都 産業保健サービス株式会社 3010401111152 従業員の心と体を総合的にサポートできる健康管理システムの開発 新特別

834 R113080425 関東 東京都 萩中パークサイド歯科 ＣＴとユニットの導入による低感染型治療フローの実現 新特別
株式会社リアルコンテンツジャ
パン

835 R113080426 関東 東京都 イヨンインターナショナル株式会社 8010401003287
災害現場で求められる遠隔操縦性能を持つ災害対策用ロボットの開
発

新特別 東京中央経営株式会社

836 R113080428 関東 東京都 株式会社アイズ・コミュニケーション 7013301022481
ＩＣＴを活用した設備点検業務と動画撮影サービスによる新規顧客・市
場開拓

新特別

837 R113080429 関東 東京都 株式会社ＷＡＦ 2010701035151
治療プロセス改革による大学病院に匹敵する総合的かつ専門的な
高度医療提供への挑戦

新特別

838 R113080431 関東 東京都 株式会社プロフィットメイカーズ 7011401018895
エンジニアダイレクトリクルーティングプラットフォーム　Ｃａｔａｌｙｓｔ　Ｂａ
ｓｅ

通常

839 R113080432 関東 東京都 戸田歯科医院 補綴物製作プロセスの３Ｄデジタル化による歯科治療の革新 新特別

840 R113080434 関東 東京都 株式会社ライム商会 3011301007507 オンライン完結のジュえりオーダーメイドサービスの確立 新特別 安川森平

841 R113080435 関東 東京都 株式会社多摩レッカー 5013401004984
大型レッカー車導入による地域需要に呼応できるレッカー供給体制
の構築

通常 藤井　尊則

842 R113080436 関東 東京都 株式会社ビズリンクキャリア 5010401154711 求人・求職者情報の集約・共有・自動マッチングシステムの開発事業 新特別 合同会社G&N

843 R113080437 関東 東京都 株式会社藤久製作所 3010701024070
主軸移動型でＢ軸加工が可能なＣＮＣ高速自動旋盤による工程集約
効果で生産性を向上する

通常 山岸　智也

844 R113080439 関東 東京都 有限会社大森鐵工所 8011802001490
高性能高周波誘導加熱装置導入による熱間据込み鍛造の製造力強
化

通常

845 R113080440 関東 東京都 株式会社バンズダイニング 9040001007742 牛タン等の高級精肉料理メニューの通販事業強化 新特別 株式会社ゼロプラス

846 R113080442 関東 東京都 株式会社フィットイット 9011101055122 美容サロン運営の経験を活かしたＥＣ向け美容商品製造販売事業 通常

847 R113080443 関東 東京都 株式会社ＮＮＧ 9011701015681 医療の情報管理に係る物理的なコストを低減するシステム開発 新特別

848 R113080444 関東 東京都 株式会社キャリアウィン 1011101026733 オンラインサロン機能開発による非対面コミュニケーションの促進 通常

849 R113080445 関東 東京都 ＹＳＡ　Ｊａｐａｎ株式会社 6010501041924 「仙草ゼリー」自動製造機器導入による生産性向上とブランド力強化 通常

850 R113080446 関東 東京都 株式会社ＡＳＩＲ 9012401031218 口頭試問型オンライン学習塾「ａｔｅｎａｉ」におけるＡＩ活用 新特別 多摩信用金庫
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851 R113080447 関東 東京都 Ｃｉｔｙ　ｆｉｎａｎｃｉａｌ　ｇｒｏｕｐ合同会社 5012403004811 歯科医師としての強みを活かした歯科技工業の本格展開 新特別

852 R113080448 関東 東京都 株式会社Ｅｉｆｅｒ 8012403003967 商品・アドバイザー自動マッチングシステム 新特別 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

853 R113080450 関東 東京都 コムギキッチン 飲食店全体で産後ママをサポートする！産後めしプロジェクト！ 通常

854 R113080453 関東 東京都 株式会社伊部製作所 3011801014416
ＳＤＧｓ時代に対応する繰り返し利用が可能な販促ディスプレイの制
作

通常

855 R113080455 関東 東京都 新井デンタルクリニック
最新医療機器導入による高度な治療サービスによる顧客満足度向
上

通常

856 R113080457 関東 東京都 株式会社ワンエイティ 4010901039537
予約販売システムとデジタルマーケティングによる中小企業のＤＸ化
支援

新特別 有限会社クレメンティア

857 R113080458 関東 東京都 株式会社サイモンズ 1010001084073 共通ポイントプラットフォーム上デジタルチケットシステムの開発 新特別

858 R113080459 関東 東京都 株式会社レモコラ 2010001217854 ＡＩによる新知識管理システムで新たな価値を生み出す環境を提供 通常 堀部　晶子

859 R113080460 関東 東京都 株式会社エン・デザイン・マーケティング 3010001179961 Ｗｅｂ型自動マーケティングシステム開発による非対面営業力強化 新特別 森田　昇

860 R113080462 関東 東京都 株式会社ジャロック 9011201002627 重量物の運搬業務を軽減する革新的な新型コンベアの開発計画 通常

861 R113080463 関東 東京都 株式会社サトセイ 8013101005974 精密機械加工構成部品の事業拡大に伴う増産体制の確立 通常

862 R113080464 関東 東京都 ジャガークリニック ポストコロナ時代の競争激化を乗り切るための治療体制整備 新特別

863 R113080465 関東 東京都 株式会社カケハシスカイソリューションズ 5011101060183
企業の幹部間のコミュニケーション活性化を促す「ＨＲ　Ｒｉｎｇ幹部」の
開発

新特別 合同会社G&N

864 R113080467 関東 東京都 株式会社ショウワ 9011801001953 空圧機器部品用の高精度金属部品の高品位加工技術開発 通常

865 R113080468 関東 東京都 株式会社ブライダル・イン・プロジェクト 9011001043334 株主アンケートサービスの機能拡充による売上拡大計画 通常

866 R113080469 関東 東京都 武内歯科医院
口腔内３Ｄデータを活用した新しい定期検査による歯の噛み合わせ
崩壊予防

新特別

867 R113080470 関東 東京都 株式会社Ｔｈｅ　Ｃｈｅｆ 7010401159733
消費者とシェフ（レストラン）をつなぐ当日予約可能なマッチングサー
ビスの提供

新特別 藤原　和重

868 R113080471 関東 東京都 ｅｆｏｏ株式会社 9011001133993 瞬間冷凍機等の導入による冷凍食材を用いたミールキット提供開始 通常

869 R113080473 関東 東京都 ＡＵＲＯＲＡ　ＧＲＡＮ株式会社 1011101041261 非対面型リング試着ツールを導入したシステム開発 通常

870 R113080474 関東 東京都 株式会社カランタ 3011001132002 一冊！デジタル営業　開発プロジェクト 新特別

871 R113080475 関東 東京都 ホクト巧芸株式会社 1010001056931
ＵＶインクジェットプリンターを活用したカスタムギフト商品のアウト
ソーシング事業

新特別

872 R113080476 関東 東京都 有限会社デンタルゲイン 8012302007904 デジタル機器を最大限活用した技工物作成プロセスの確立 新特別

873 R113080477 関東 東京都 株式会社Ｇｅｅ 1010401136481
・番組制作における収録スタイルの遠隔化　～オールリモートレコー
ディング～の導入

新特別

874 R113080478 関東 東京都 株式会社ｂｅｎｔｏ 1011001143380 日本の芸術作品をブロックチェーンに乗せて販売する仕組み構築 新特別

875 R113080479 関東 東京都 有限会社ラパコジャパン 8010502013565
ＮＦＣタグがタブレットやスマホと連携し透明性の担保された非接触で
の勤怠管理を実現

通常

876 R113080480 関東 東京都 株式会社ベータ 7010801010727 ４軸マシニングセンタ導入による生産プロセス改善と新規顧客開拓 新特別

877 R113080482 関東 東京都 株式会社サブマリーナ 9011001127070
中年男性の生活を彩るライフスタイル商品ＥＣサイトのリニューアル
事業

新特別

878 R113080484 関東 東京都 株式会社理学相原精機 6013101000440 産業洗浄において新しい方式の導入によるオートメーション化 通常
ＴＭ人事労務コンサルティング
株式会社

879 R113080485 関東 東京都 株式会社ティープロジェクト 3013101005979
ブレーキパーツ製造における内製化と生産数向上による事業展開計
画

新特別

880 R113080486 関東 東京都 株式会社大成コーポレーション 2011801013674 ‐抗菌効果を見せる　ｗｉｔｈ　コロナ型手織り絨毯クリーニングの開発 新特別

881 R113080487 関東 東京都 株式会社ＭＩＨＡＲＵ 4011001131829
日本初シニア向けオンライン型コンシェルジュサービスためのシステ
ム開発

通常

882 R113080488 関東 東京都 株式会社Ｉｋｏｈ 8010601056242
商品のサービス化の推進、生産性向上及び無人店舗による商品販
売

新特別

883 R113080489 関東 東京都 大崎機工株式会社 9010701001907 クラウド貿易システム導入による労働生産性ＵＰ計画 通常 小林　永二

884 R113080490 関東 東京都 株式会社Ｄｒｅｉｅｃｋ 9010001187034
スキャナーを利用した証憑の電子化による役務提供の効率化と早期
化

新特別

885 R113080491 関東 東京都 大日工業株式会社 5011801002674 超微細な砥粒研磨による高密度プリント基板の完全な清浄化 通常 東京東信用金庫

886 R113080494 関東 東京都 ＡＲＩＡ株式会社 5010401149463 ＶＲ簡単コミュニケーションとＶＲ店舗展開事業 新特別 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

887 R113080495 関東 東京都 株式会社メディオット 4011101048642 遠隔画像診断による、エリアフリーでの診療の実現 新特別

888 R113080496 関東 東京都 株式会社イノーバ 3010901028706
ＢｔｏＢ企業の営業ＤＸ化を実現するＣＭＳ／ＭＡ一体型システム開発
事業

新特別

889 R113080497 関東 東京都 西村デンタルクリニック 歯科におけるＰＲＧＦ再生医療及び低感染型歯科ビジネスの構築 新特別

890 R113080498 関東 東京都 グローバライズ株式会社 1010801030739 ＡＩを活用して売り手と買い手のマッチング精度の飛躍的向上 新特別

891 R113080499 関東 東京都 福生動物病院
超音波検査機器と血液検査機器による包括的な検査システムの構
築

通常

892 R113080500 関東 東京都 株式会社ＮＯ　ＢＯＲＤＥＲ 3010001147803 自社発信ニュースをＡＩで動画化・配信可能にするサービスの事業化 新特別 東京中央経営株式会社

893 R113080501 関東 東京都 セレリアンス株式会社 7012301011445
障がい者用グループホームの多店舗展開による品質の高い障がい
者の生涯設計サポートの充足のためのシステム化

通常 阿戸　伸一

894 R113080503 関東 東京都 風水晶ラッピー オリジナル商品の開発と合わせた金型導入 通常

895 R113080504 関東 東京都 株式会社ｖｉｌｌｉｏ 7010801030824 従業員体験を高める行動変容プラットフォームによるサービス事業 新特別 清水　謙伍

896 R113080505 関東 東京都 株式会社ＯｒｌａｎｄｏＪａｐａｎ 3450001011881
日本の高品質な魚介類を海外展開できる「Ｏｒｌａｎｄｏマーケットシステ
ム」の開発

新特別 合同会社G&N

897 R113080506 関東 東京都 アロマシック株式会社 6010401098172 ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による補綴物作成体制の構築 通常 株式会社阿波銀行

898 R113080509 関東 東京都 パーク駅前歯科矯正歯科クリニック
ＣＡＤ／ＣＡＭシステムの導入による矯正治療期間中の補綴治療の
デジタル化

新特別 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

899 R113080510 関東 東京都 有限会社野水製作所 6010802011304 金属プレス加工の前後の工程強化でプレス加工メーカー総合力向上 新特別

900 R113080511 関東 東京都 株式会社ビードットメディカル 7040001099179 非回転ガントリーを用いた高精度小型陽子線がん治療装置の開発 通常
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901 R113080513 関東 東京都 株式会社リデルタ 2011301025419 ペットアパレル向け３Ｄサイズフィッティングシステムの提供 通常

902 R113080514 関東 東京都 ふるふらっと合同会社 5011003006565 お問い合わせフォーム営業代行の自動化ツールの開発 新特別

903 R113080515 関東 東京都 株式会社ダイユー 1011301004076 パン屋さんがつくるＳＤＧｓ発想のクラフトビール製造・販売事業 通常 税理士法人第一経理

904 R113080516 関東 東京都 株式会社ニッセンプロセス 1010601014041 社内環境のスムーズ化と利益を効率的に上げるシステム構築 通常

905 R113080522 関東 東京都 株式会社ロイヤルファーマーズ 5013301036806
遠隔による水耕栽培装置での生育管理とＡＭＡＺＯＮ商品ページにお
ける顧客との生育共有

新特別

906 R113080523 関東 東京都 インタープリズム株式会社 7010001087351
ソフトウェア開発技術者の早期育成を目的としたコミュニケーションシ
ステムの導入と開発

通常

907 R113080524 関東 東京都 株式会社スクエア企画 1010003029828 ホワイトニングサービスの定額サービスの提供 通常 株式会社シェアードバリュー

908 R113080527 関東 東京都 有限会社中野商店 2011302006789 断裁機導入で生産を内製化し収益性向上とサービス項目を増やす 通常

909 R113080529 関東 東京都 株式会社キーマンズドットコム 3011001111708 業界初のサーベイ式見込客オートメーション送付サービス 通常

910 R113080530 関東 東京都 トレードログ株式会社 4013301041880 新システム基盤構築による、海洋ＩｏＴデータ収集・分析の高速化実現 通常 原田　貴史

911 R113080531 関東 東京都 星野プロセス工芸有限会社 4011802018415 異形状×スクリーン印刷×インクジェット印刷による新規印刷事業 通常

912 R113080532 関東 東京都 有限会社大和技建 3010002048042
コロナ禍における屋外対応型冷凍自動販売機による飲食店新ビジネ
スモデル展開事業計画

新特別

913 R113080533 関東 東京都 株式会社ワンハンドレッド 4010001204669 ＮＦＴ不動産売買プラットホームの開発 通常

914 R113080534 関東 東京都 マルフジエンジニアリング株式会社 8011001022421 産業用ドローンを利活用した高精度な３次元測量の構築 新特別 長井　寿郎

915 R113080535 関東 東京都 株式会社国宝社 8010001002714 ボトルネック工程の改善による生産性向上と感染予防、働き方改善 新特別

916 R113080536 関東 東京都 株式会社大和精機製作所 2012801003715 顧客と連携した老舗加工メーカーの精密加工技術の高付加価値化 通常 日本パートナー税理士法人

917 R113080539 関東 東京都 株式会社オーバル 8011801019121
３Ｄ技術、人間工学データと伝統技術を融合させた紳士靴製法の事
業化

通常
一般社団法人日本産業イノ
ベーション研究所

918 R113080540 関東 東京都 千駄ヶ谷　中村矯正歯科室 最新スキャナーによる診療プロセス向上と最先端矯正治療の実現 新特別
株式会社リアルコンテンツジャ
パン

919 R113080541 関東 東京都 株式会社タマケン 9011101012619 「無垢の木」を使ったウッドデザイン事業 通常
株式会社ヒューマンネット・コ
ンサルティング

920 R113080544 関東 東京都 株式会社Ｏｌｏｇｙ 2011001143297 キャッシュレス決済のお得情報マルっとおまとめ＆決済アプリ 通常 野竿　健悟

921 R113080546 関東 東京都 株式会社アロー 8010901033643 理学療法士のためのオンライン研修用アプリケーション開発事業 新特別

922 R113080549 関東 東京都 株式会社オレンジ 5011001139961 漫画特化のＡＩによる自動多言語化＆全世界配信システムの開発 通常

923 R113080550 関東 東京都 大美賀功貴税理士事務所
税理士が相続時の税務だけでなく資産運用から継続的に支援するた
めの相続対策専用システムの開発

通常 三浦　英晶

924 R113080552 関東 東京都 株式会社ミネター 2011801012387 コロナ重症化のリスクを高める糖尿病対策サプリメントの研究開発 通常

925 R113080553 関東 東京都 株式会社ストラートデザイン 2010601057700
ＷＥＢプラットフォームを新規開発し、非接触型の役務提供と集客の
実施

新特別

926 R113080556 関東 東京都 株式会社セイヨー 9010601003334 業界初、減感印刷物オンデマンド製造による生産性・顧客満足向上 通常 株式会社ＧＩＭＳ

927 R113080558 関東 東京都 コンクルージョン 医学的科学的アプローチに基づくゴルフ練習機器 通常

928 R113080560 関東 東京都 株式会社ｔｒｕｅｓｔａｒ 9011001105373
機械学習を用いた広告効果測定／効率向上ができる、デジタルサイ
ネージ広告配信サービスの開発

新特別

929 R113080561 関東 東京都 ＤｒａｇｏｎＢｌｏｏｄ株式会社 5013303002756 ポストコロナ！付加価値を付けた本格的オンライン相談！ 通常

930 R113080562 関東 東京都 株式会社Ｔｅｍａｒｉ 7011101078199 親子の育児と健康のために、歯磨き定着のための口腔ケア事業 通常

931 R113080563 関東 東京都 株式会社ＴＡＰインタートレード 1011701015094
接触機会を減する日本製品と海外企業の貿易マッチングシステム構
築事業

新特別 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

932 R113080564 関東 東京都 ブルークリーン株式会社 9010801029030 感染症リスクを抑える特殊清掃業者マッチングサービスの開発 新特別 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

933 R113080565 関東 東京都 Ｌｏｓｔ　Ｂｌｏｃｋｓ株式会社 1010001211362 経営状況の見える化と株式価値算定行うＳａａＳ「ＭｉＥＬ」 通常

934 R113080566 関東 東京都 宮下歯科室
最新設備導入による歯の摩耗人口増加に対応する全歯隆起術の展
開

通常

935 R113080567 関東 東京都 株式会社ＢＡＴＯＮ 6010901046531 相続人に特化したオンライン・非接触での相続課題解決サービス 通常 株式会社ＩＰＪ

936 R113080568 関東 東京都 株式会社スクナヒコ 7011001136180 蔵元を支援！アプリによるファンコミュニティサービスの提供 通常

937 R113080572 関東 東京都 トゥモロープラザ歯科 患者ごとに最適な歯科治療を提供するための設備強化の取組 新特別
アルタス・パートナーズ合同会
社

938 R113080573 関東 東京都 株式会社ｉＨＯＬＯＮ 6010501042567
複数の求人クラウドと求職者クラウドを一体で運営する自社人材紹
介業務管理システム

通常

939 R113080574 関東 東京都 株式会社ワイドテック 2010601027546 クラウド型コミュニケーション統合プラットフォームの開発 新特別

940 R113080577 関東 東京都 株式会社ライカ 1010601007425 老舗靴クリームメーカーによる野球グローブ専用ケア用品開発事業 通常

941 R113080579 関東 東京都 鈴与工業株式会社 7011401003377 納豆生産における発酵工程の集中管理システム開発 新特別

942 R113080580 関東 東京都 Ｈ＆Ｈ　ＣＯＮＮＥＣＴ株式会社 3010001209479 ＩｏＴ技術によって「正しい服薬」を促進する医療情報管理サービス 新特別 東京中央経営株式会社

943 R113080581 関東 東京都 有限会社丸昌商店 5012302004532
急速冷凍機を活用した革新的な豆腐料理の冷凍食品を開発し、冷凍
自販機で小売の開始

新特別 塩津　友輝

944 R113080585 関東 東京都 株式会社環境新聞社 4011101004513 環境業界初の総合的ＤＸメディア開発による顧客満足度向上 通常

945 R113080586 関東 東京都 株式会社Ｈｅｄｅｒａ 1011001124604 ＥＱ（心の知能指数）を向上させるエデュケーションビジネスの構築 新特別

946 R113080587 関東 東京都 株式会社ナツメスタジオワークス 7010001114270 動画×テクノロジーによる、最先端のＶＲスタジオの構築 通常 菅野　浩司

947 R113080588 関東 東京都 株式会社開発屋 1180001132708 想いを共有できる革新的なプラットフォーム『ＷｅＣａｎｖａｓ』 通常

948 R113080589 関東 東京都 ニューウェーブデリバリー 「ＡＩ活用型・コンテンツ企画自作成システム」の開発・実装 新特別

949 R113080593 関東 東京都 ｂｌａｎｃ株式会社 3010501040086
企業の管理業務知識の強化及び管理業務能力のある人材の独立支
援

新特別 株式会社ビズグランツ

950 R113080594 関東 東京都 株式会社テクノデジタル 3480001003876
法人の営業事務作業をＷｅｂ上で完結する受注プロセス高速化クラ
ウドツール「ＳｍａｒｔＤｅａｌ」の機能拡張

新特別

19 / 56



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

951 R113080595 関東 東京都 ＶＡＰＯＬＬＯ　ＪＡＰＡＮ株式会社 6010001210343 リアルとＶＲが触れ合える二次元コンテンツの開発 新特別 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

952 R113080597 関東 東京都 株式会社メディデント 2011501017199 ＸＲ技術を用いたオンラインメディカルトレーニング 新特別

953 R113080598 関東 東京都 株式会社リキッドブルー 2010601030013 イベンター満足度向上事業 通常 岩田　英徳

954 R113080600 関東 東京都 武蔵通商株式会社 1012801003146 「業務管理システム」導入による生産性の向上と働き方改革 通常

955 R113080601 関東 東京都 川上歯科クリニック祖師ヶ谷大蔵 少数精鋭を軸とした革新的なデジタル補綴治療 新特別

956 R113080602 関東 東京都 株式会社クラブネッツ 4011001063485 ガス会社向け電子明細システムへの各種遠隔機能の追加開発事業 新特別

957 R113080603 関東 東京都 株式会社つなげーと 8012401021236 Ｔｉｎｄｅｒ風ＵＩによるＡＩ友達マッチングアプリ 新特別

958 R113080604 関東 東京都 株式会社シップ 9010401098756 ＥＣサイト「ガクイチ」のメディアＥＣサイト化 通常

959 R113080606 関東 東京都 株式会社Ｏｒｉｇｉｎａｌ　Ｅｘｐａｎｓｉｏｎ 4011101086469
不動産仲介事業者向け物件情報自動抽出入力ＡＩシステムの開発事
業

新特別 合同会社G&N

960 R113080607 関東 東京都 株式会社ＥＢＲＵ 6011501026840 アート性の高いイヤホンによる文化領域の経済的拡大と社会的向上 通常

961 R113080608 関東 東京都 株式会社オーバル３ 2010801027742 太陽光発電所における新しい効率化促進サービスの提供 通常 補助金活用支援会合同会社

962 R113080609 関東 東京都 リディッシュ株式会社 8011001106216 飲食店特化の飲食経営ＤＸアプリ開発 通常 朝倉　厳太郎

963 R113080610 関東 東京都 株式会社結心 1010701039509
患者様向けアプリを開発し、医療業界にて革新的なデジタルシステム
を構築

新特別

964 R113080613 関東 東京都 株式会社ＰＣＥＹＥＳ 1010501047406 中古ＰＣ販売事業の仕入れ〜販売までをＤＸ化し売上増加を目指す 新特別 レンタルＥＣ株式会社

965 R113080614 関東 東京都 クラスリー株式会社 2011001112194 合成音声ＡＩが伝える音声ニュース「ＡｕｄｉｏＣａｓｔ」 通常

966 R113080616 関東 東京都 株式会社ラングレス 3010001166051
首輪型装置＆中継機による愛犬のバイタル解析サービス立上げ事
業

通常

967 R113080618 関東 東京都 真田機械株式会社 8010701025386 刃物製造事業の高付加価値化と生産効率向上 通常

968 R113080622 関東 東京都 有限会社ノースベスト 6011802023181 最新型レーザー彫刻機導入によるアクリル加工技術の高度化計画 通常 朝日信用金庫

969 R113080624 関東 東京都 ｒｅ－ｖｕｅ合同会社 6010403012916 イベントラリー総合サポートシステム制作事業 通常

970 R113080625 関東 東京都 株式会社ＩＮＥＲＴＩＡ 7010401138662 オンライン教材『ｅａｓｅｌ』シリーズの強化・拡販事業 通常

971 R113080626 関東 東京都 アルティザン・アンド・アーティスト株式会社 9013201000412 グローバルＥＣ（越境ＥＣ）事業計画書 新特別

972 R113080627 関東 東京都 エピックベース株式会社 5011001131786 スマート書記の録音設定アプリでウェブ会議録音の利便性を向上 新特別

973 R113080628 関東 東京都 Ｙｐｅｒ株式会社 9011301023424 自動配送ロボットによる宅配物の非対面配送 新特別

974 R113080630 関東 東京都 ＪＮＩ　Ｂａｎｋ株式会社 6011101084108 ｗｅｂサービス「住まいとお金アンサー」構築により集客導線強化 新特別

975 R113080631 関東 東京都 株式会社ＭＯＮＡ 8011801037610 セラミドのみで乳化させた界面活性剤不使用の化粧品開発 通常 座間　英明

976 R113080634 関東 東京都 フーズカカオ株式会社 9011001118920
焙煎、磨砕加工技術によるカカオ原料の小規模多品種生産迅速化
の実現

通常 城南信用金庫

977 R113080637 関東 東京都 株式会社ＬＡＭＩＬＡ 8010001201233
画像認識・音声ＡＩを使った動画マニュアルクラウドサービスの新機能
開発

通常 鈴木　一貴

978 R113080638 関東 東京都 有限会社ノトコード 4011602022773 医療機関向け「マネジメントの電子カルテ」システムの開発 新特別

979 R114080003 関東 神奈川県 有限会社捷リヴィング 1020002103054
高性能自動縫い機器類導入による国産イ草のカスタマイズ畳製品製
作と生産性向上

通常

980 R114080004 関東 神奈川県 有限会社アシガラ測量 5021002054606
３次元データ活用による迅速な災害復旧に資する「革新的な短期測
量システム開発事業」

新特別

981 R114080006 関東 神奈川県 有限会社コンノ工業 7020002033659
スタッド溶接の自動化・生産性向上によって需要の増えている食品加
工・検査装置等の受注拡大事業

新特別 シェアビジョン株式会社

982 R114080007 関東 神奈川県 岩崎プレス工業株式会社 5020001065829
測定のデジタル化と技術高度化で挑む次世代油圧モーター部品への
挑戦

新特別

983 R114080010 関東 神奈川県 西田貴麿土地家屋調査士事務所
迅速な土地境界紛争解決に資する最先端技術を駆使した「革新的境
界策定測量事業」の構築

新特別

984 R114080011 関東 神奈川県 日本ＭＤＢソリューションズ株式会社 6090001016700
生体体自己修復を促進する新規多糖類を応用した接着性骨増量補
填材の開発

通常

985 R114080012 関東 神奈川県 株式会社フェニックス工業 8020001068465 特許技術の超硬ドリルシンニング加工の自動化による生産能力拡大 新特別 安達　隆久

986 R114080013 関東 神奈川県 株式会社城南通信機 2020001049314 ウイルス駆逐機能付き再来受付機筐体の開発 新特別

987 R114080014 関東 神奈川県 株式会社共立電機製作所 1020001082687 半導体露光装置用薄板機構部品の高精度加工法の開発 通常 株式会社横浜銀行

988 R114080016 関東 神奈川県 株式会社関東精密 8020001043385
旋盤加工と測定の高度化で半導体や航空機等の超精密部品の量産
体制を構築

新特別

989 R114080017 関東 神奈川県 株式会社スタジオサンク 7020001010097
生花市場における欠品需要獲得を目指す花器資材のオンデマンド生
産プロセスの実現

通常

990 R114080018 関東 神奈川県 共栄産業株式会社 5020001069160 ＤＮＡ抽出装置等に使用する溶接構造部品のコスト設計事業化計画 通常

991 R114080022 関東 神奈川県 株式会社アール・ティー 6021001002606
独自技術×最新レーザーで鉄骨住宅　理化学機器　公共工事へ販
路拡大

通常
株式会社ビジネスリノベーショ
ン

992 R114080024 関東 神奈川県 株式会社アバロンフーズ 1021001035321
大手スーパーや飲食店向けの加工食品製造業者の、生産性向上に
よる増産体制構築

新特別 さがみ信用金庫

993 R114080025 関東 神奈川県 ワイスマートデンタルクリニック マイクロスコープとユニットで地域住民の根管と健康を守る 新特別 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

994 R114080026 関東 神奈川県 株式会社ＩＫホーム 9020001089758 建築資材やリサイクル品のＢｔｏＢ売買プラットフォームの構築 新特別 須永　達也

995 R114080027 関東 神奈川県 エリモ工業株式会社 3021001011502 医療関連部品の受注増に対応していくためマシニングセンタを導入 新特別

996 R114080028 関東 神奈川県 株式会社アマンド・フード 4020001019364
健康志向需要に応じたナッツ類加工品の量産体制並びに対応力の
強化

新特別 株式会社神奈川銀行

997 R114080030 関東 神奈川県 株式会社タックデンタルコーポレーション 7020001032315
スキャナー・ＣＡＤ／ＣＡＭ導入によるメタルフリー対応・生産プロセス
効率化

新特別 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

998 R114080031 関東 神奈川県 株式会社Ｋ．Ｓ．Ｋ 1021001024209
レーザー加工内製化での顧客満足度向上・売上拡大／新規分野参
入

通常 平塚信用金庫

999 R114080034 関東 神奈川県 有限会社工藤製作所 2020002088831 小型精密部品の加工方法構築と設備導入による生産性向上事業 通常

1000 R114080035 関東 神奈川県 株式会社千晴 4021001046984 独自の「隠遁九性気学」占いに関するアプリ開発 通常
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1001 R114080036 関東 神奈川県 株式会社デスティーノ 2020001035561 社内システム・インフラの抜本的改善と運用の高度化 通常 髙木　富士夫

1002 R114080038 関東 神奈川県 株式会社ガリバー 7020001019849
新規顧客をロイヤルカスタマーに育成する経済合理性の高いＤＭ事
業

新特別 安達　延行

1003 R114080040 関東 神奈川県 有限会社アクティー 8020002075386
最先端機器及びレーザー活用による「革新的な建築測量システム」
の構築

新特別

1004 R114080041 関東 神奈川県 有限会社伊藤企画 1021002017905 １匹でも多くの動物を救う高度動物救急医療を提供する動物病院へ 新特別

1005 R114080042 関東 神奈川県 有限会社萩原木型製作所 3020002003236
独自ノウハウと３次元計測機で挑む！革新的面精度による増産、短
納期、単価ＵＰの実現

通常

1006 R114080044 関東 神奈川県 オレンジ歯科
矯正治療後すぐにブリッジを装着し、治療期間の大幅短縮・理想の歯
列を実現

新特別

1007 R114080045 関東 神奈川県 株式会社ＭＴＲ 1021001059444 半導体製造装置向け精密部品製造事業への新規進出 通常

1008 R114080046 関東 神奈川県 有限会社志村鉄工所 1021002055780
短納期かつ高品質な曲げ加工を実現し、顧客対応力の強化で売上
拡大

通常

1009 R114080047 関東 神奈川県 株式会社クオリティーグラス 4021001046324 デジタル化でエーミングを低感染リスクかつ効率的に 新特別 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1010 R114080049 関東 神奈川県 有限会社エスケージー 5021002028205 農薬散布から獣害対策まで！革新的ゴルフ場一気通貫サービス 新特別 福田　幸俊

1011 R114080051 関東 神奈川県 スタビリティ株式会社 5020001083871 暗号資産マイニングによる太陽光発電の地産地消ビジネス構築 通常

1012 R114080053 関東 神奈川県 有限会社相模モールド 3021002046340 次世代自動車産業参入！交差±０．０１ｍｍ高精度樹脂成形の挑戦 新特別
ＨＴＭコンサルティンググルー
プ株式会社

1013 R114080054 関東 神奈川県 株式会社ｆｒｅｅｄｏｍ 5020001082650
歯科技工の完全内製化とＣＡＤ／ＣＡＭ冠作製開始による競争力の
飛躍的な向上

通常 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1014 R114080055 関東 神奈川県 有限会社関水獣医科病院 9021002049321
日本初の最新動物医療設備導入による生産性・技術力向上で１．５
次動物病院を目指す

通常 サポート行政書士法人

1015 R114080056 関東 神奈川県 株式会社日本リフツエンジニアリング 2020001036080 船舶エレベーター部品販売ＩＴシステムの事業化 通常

1016 R114080057 関東 神奈川県 株式会社ゼロワン 3020001139535 質の高いオーダーメイド介護サービスを提供可能とするしくみの構築 通常 株式会社PQM総合研究所

1017 R114080058 関東 神奈川県 有限会社原精工 7021002032832 モリブデンワイヤ放電加工機導入による生産性向上と競争力強化 通常 相愛信用組合

1018 R114080059 関東 神奈川県 有限会社杢兵衛製作所 8020002093470
検査技術の向上で半導体向け部品の増産と次世代コネクタ部品の
開発に挑戦

新特別

1019 R114080060 関東 神奈川県 株式会社ＩＴＳグリッド 7020001089834 「プレシジョンアプローチレコーダー・ＰＡＲシステム」の革新的開発 通常
公益財団法人神奈川産業振
興センター

1020 R114080062 関東 神奈川県 株式会社ニック 3021001062033
最新設備を用いた提供医療の拡充・効率化による、新時代のホーム
ドクターへの進化

新特別

1021 R114080064 関東 神奈川県 株式会社ａｒｐｓ 2210001016583
非接触型の受付プロセスの開発と高性能プリンター導入によるプリン
ト事業への進出

新特別

1022 R114080066 関東 神奈川県 サカエ興業株式会社 9020001017396 中大口径管包括委託に伴う下水道幹線の調査体制の確立 通常

1023 R114080067 関東 神奈川県 株式会社燦吉 2020001113235 多品種小ロット生産のためのデジタルミシン導入 通常 神奈川県商工会連合会

1024 R114080068 関東 神奈川県 山室畳内装店
新型機械導入による畳製造の生産性と寸法精度の向上と販路の拡
大

通常 神奈川県商工会連合会

1025 R114080069 関東 神奈川県 株式会社ぐるんとびー 2021001055938 デンマークの福祉手法を取り入れた介護ｅラーニングシステム開発 新特別
株式会社ビジネスリノベーショ
ン

1026 R114080071 関東 神奈川県 株式会社羽咋工業 8020001030813 効率化・品質向上・低コスト化で実現するオンライン販売の強化 新特別

1027 R114080072 関東 神奈川県 株式会社ＬＩＮＥＸ 6020001137627 コンタクトピン用スプリング製造の品質向上と増産要請対応 通常

1028 R114080074 関東 神奈川県 みやざき歯科医院
マイクロスコープ下での歯根端切除術の強化とポストコロナに向けた
治療プロセスの改善

新特別 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1029 R114080075 関東 神奈川県 横浜サンミラー株式会社 8020001009460
ガラス加工の工程改善での効率化・生産性向上による市場・売上高
の拡大

通常

1030 R114080077 関東 神奈川県 株式会社事業革新パートナーズ 7010001139367 廃棄農林水産品活用１００％植物由来プラスチック製造ライン確立 通常

1031 R114080078 関東 神奈川県 ルミエールデンタルオフィス 新たな設備投資による患者に優しい治療環境整備事業 新特別 野竿　健悟

1032 R114080079 関東 神奈川県 株式会社ヒラテック 6021001022083 シャーリングとクレーン導入による生産効率・品質・安全性の向上 通常 相愛信用組合

1033 R114080080 関東 神奈川県 株式会社寿ハム 6021001012076
業界初！健康志向の本格的プロテインソーセージの開発と製造設備
構築

通常
株式会社さがみはら産業創造
センター

1034 R114080081 関東 神奈川県 株式会社征興金属 3021001028926 高性能バンドソー導入による、超短納期の実現と開発機能強化 通常

1035 R114080083 関東 神奈川県 株式会社どうぶつ病院東橋本 5021003001409 高齢ペットに対する負担の少ない診療体制の構築プロジェクト 新特別

1036 R114080084 関東 神奈川県 株式会社協同電気研究所 3021001025122 ３Ⅾ検査機導入と技術力強化で実現する小型基板実装の受注拡大 新特別

1037 R114080086 関東 神奈川県 日生発條株式会社 7020001009098 多ユニット搭載コイリングマシンの導入による異形状バネ高精度生産 新特別 林　恭輔

1038 R114080087 関東 神奈川県 有限会社真留真製作所 1020002085210 自社製アウトドア用品のＥＣ展開に向けた新工程・新組織の構築 新特別

1039 R114080088 関東 神奈川県 株式会社ソーシエ 1020001107576
複数事業のバックオフィス統合システムによる多角化カンパニーのＤ
Ｘ推進					

新特別 若杉　拓弥

1040 R114080089 関東 神奈川県 株式会社井戸屋 8021001031685 災害用水洗トイレシステム建設のコスト低減と工期短縮 通常 ローズマインド株式会社

1041 R114080090 関東 神奈川県 有限会社ニワ精工 7020002006730
高精度測定によるプレス加工方法の改革とＥＶ向けパワー抵抗器の
開発

新特別

1042 R114080092 関東 神奈川県 株式会社二階堂製作所 9021001034200 画像寸法測定器の導入による検査時間の短縮と生産性の向上 新特別

1043 R114080093 関東 神奈川県 鎌倉デンタルクリニック
最新機器導入による当院の競争力向上及び歯科医療界の技術力向
上のための発信拠点化

新特別 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1044 R114080094 関東 神奈川県 株式会社日本橋山喜多 9010801027323
小規模フランチャイズ・個人経営居酒屋向け経営管理システムパッ
ケージの開発

通常

1045 R114080095 関東 神奈川県 ハイテック株式会社 4020001002320 基幹システムの革新 通常

1046 R114080096 関東 神奈川県 有限会社マルオー 5021002066948 ＡＩ活用、無針注射機械導入によるウイズコロナ高品質サービス開発 新特別 かながわ信用金庫

1047 R114080097 関東 神奈川県 株式会社港北どうぶつ病院 4020001120626
既存検査の徹底的時間短縮と早期がん検査新規実現による県内有
数のマルチ検査施設への昇華

新特別

1048 R114080098 関東 神奈川県 株式会社山建 9020001103089 建設リサイクルに対応する積載量計測ショベルによる残土改良 通常
アルタス・パートナーズ合同会
社

1049 R114080099 関東 神奈川県 原歯科医院 歯周病に罹患した歯牙を長く保存できる義歯用装置の開発・作製 通常 芦田　恒志

1050 R114080106 関東 神奈川県 ＤｅＦａｃｔｏｒｙ株式会社 5010703003467
ＥＣの事業運営に必要な事業数値の集計の効率化と意思決定の迅
速化を支援するソフトウェアの開発と販売

新特別 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ
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1051 R114080107 関東 神奈川県 秋山歯科医院
低侵襲治療の実現による歯科治療品質の向上とポストコロナ情勢へ
の対応

新特別

1052 R114080108 関東 神奈川県 みつだ歯科・矯正歯科クリニック
手術顕微鏡の歯科モードと院長の最新歯科技術の活用による歯科
患者の生活の質向上

通常

1053 R114080111 関東 神奈川県 茅ヶ崎デンタルクリニック 最先端「オールオンフォー」治療の推進のためのインプラント内製化 新特別

1054 R114080112 関東 神奈川県 株式会社ＷＥＩ　ＥＮＧ 9020001128441
電動成形機設備導入による環境負荷低減自動車部品の製造工程改
革

通常 小田原箱根商工会議所

1055 R114080113 関東 神奈川県 株式会社加賀屋 6020001141199
オーダーメイドで畳ニーズの変化に対応。提案型営業で新規顧客開
拓。

新特別 株式会社シャイン総研

1056 R114080114 関東 神奈川県 いちかわ歯科医院 ＣＴによる小児歯科の充実と障がい者の歯科医療水準引き上げ 新特別

1057 R114080115 関東 神奈川県 有限会社木下動物病院 1021002019406 獣医療における専門医療施設レベルの歯周病治療を実現する事業 新特別

1058 R114080116 関東 神奈川県 株式会社島商 6021001070826
【第二創業】と位置づけ地元資源、雇用の拡大による収益増加の為
の構築事業

通常 湘南信用金庫

1059 R114080118 関東 神奈川県 株式会社エイ・ケイ・コーポレーション 1011401000818
遠赤外線システム向け大型非球面レンズ開発における最終課題克
服

通常

1060 R114080120 関東 神奈川県 有限会社リガード 4021002025582 ３Ｄレーザースキャナーによる新たな測量サービスの構築と提供 通常 西迫　一郎

1061 R114080122 関東 神奈川県 Ｒｅｓｈａｒｅ株式会社 1020001137284
複業人材のキャリアアップとチャレンジを後押しするビジネスマッチン
グプラットフォームの開発

新特別

1062 R114080123 関東 神奈川県 株式会社ビジネス＆コミュニティ 6020001110617 テレワークオフィス事業者を支援するシステムとサービスの開発 通常
公益財団法人神奈川産業振
興センター

1063 R114080124 関東 神奈川県 株式会社しむら 7020001067897 粉末自動充填機の導入による品質安定化と生産能力の向上 新特別

1064 R114080125 関東 神奈川県 向河原駅前　オリーブ矯正歯科
マウスピース矯正及び安価で高精度な矯正治療ができる矯正歯科
医院としての確かな地位を確立

新特別

1065 R114080127 関東 神奈川県 株式会社イーアクセス 6010601032006 自動粉砕処理機購入による靴のリボーンプロジェクト 通常

1066 R114080128 関東 神奈川県 株式会社Ｂ－ＦＡＳＴ 8021001068760
ＩＯＴ・ＡＩシステムを活用した遠赤外線乾燥で乾燥きくらげの製造・販
売

通常

1067 R114080129 関東 神奈川県 榎本工機株式会社 6010801001677 脱炭素時代技術開発用多品種少量試作分品対応力強化事業 通常

1068 R114080130 関東 神奈川県 株式会社Ｐｈｙｓｉｏｌｏｇａｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 9021001069551 水を使わない小型血液透析装置の基幹部品の試作ユニット開発 通常

1069 R114080132 関東 神奈川県 株式会社小春興業 3021001024025 大出力高周波ウェルダー導入による、大型テント倉庫製造体制構築 通常

1070 R114080134 関東 神奈川県 ソムリー合同会社 4020003017102 全国の農家独自のＥＣサイトを知れる・繋げるＷｅｂサービスの提供 新特別

1071 R114080135 関東 神奈川県 有限会社樋口製作所 8021002004079 顧客ニーズに応える大型精密切削部品加工技術確立 通常

1072 R114080136 関東 神奈川県 株式会社カタイ螺子 8020001019872 ＦＡ、半導体製造装置に供する軸極小精密部品の量産体制確立 通常 山地　真吾

1073 R114080137 関東 神奈川県 新百合ヶ丘南歯科 全国を代表する自由診療医院としての技術力と診療システムの伝播 新特別

1074 R114080139 関東 神奈川県 ビーマシン シリンダーヘッド加工専用機の導入による高精度・短納期の両立 通常 畠山　和敏

1075 R114080141 関東 神奈川県 桜デンタルクリニック 新型コロナウイルス蔓延下での周術期口腔機能管理への新提案 新特別 中村　太郎

1076 R114080142 関東 神奈川県 合同会社ＴＲＫＫＴ 5020003006590 脱毛メニューによる付加価値の向上と新規顧客開拓 通常

1077 R114080144 関東 神奈川県 コアレスモータ株式会社 7021001061469 コアレスモータ用高性能・低価格モータ・コントローラ開発 通常

1078 R114080145 関東 神奈川県 株式会社ナベシマテクノ 7021001029268 ＣＮＣ旋盤導入による中量生産品の内製化の実現 通常
合同会社サニーブリッジ・コン
サルタント

1079 R114080146 関東 神奈川県 株式会社オカザキ 5020001045772 勤怠管理、伝票受付及び配車情報一元管理化の実現とリモート化 通常

1080 R114080147 関東 神奈川県 有限会社峰岸製作所 9021002042557 板金の活用領域拡大による異業種参入 通常

1081 R114080149 関東 神奈川県 厚木鈴木歯科医院
新型コロナウィルス対策を見据えた抜本的な歯科治療提供フロー改
革

新特別

1082 R114080150 関東 神奈川県 桂屋フアイングツズ株式会社 2010001039968
多様なニーズに対応する多彩な商品ラインアップに適応したラベル貼
付工程の改善計画

通常

1083 R114080151 関東 神奈川県 株式会社三技協 7020001008686 ＧＮＳＳ測位を利用したＥＴＣ電界強度測定器 通常

1084 R114080153 関東 神奈川県 株式会社ＫＵＳＴＯＭＳＴＹＬＥ　ＳＯ－ＣＡＬ 1020001088635
起業支援及び他社サポートのための小ロット生産の確立と在庫リス
クの軽減

通常

1085 R114080154 関東 神奈川県 株式会社ヴァンコネクト 9020001142913 対人接触低減型・健康食「日本伝統乾燥野菜」への事業転換 新特別 株式会社フォワード・グッド

1086 R114080156 関東 神奈川県 合同会社神奈川歯研 8010703002202 耐久性に優れたインプラント・デンチャーのバー・ブリッジ開発 新特別 アイアンドアイ株式会社

1087 R114080158 関東 神奈川県 有限会社進和製作所 1020002103566 小さな町工場が守り続ける精密板金技術と先端設備との融合 通常 城南信用金庫

1088 R114080159 関東 神奈川県 株式会社エリートジェノミクス 2020001142903 酪農経営強化を担う乳牛ゲノム検査結果データ活用アプリ開発 通常

1089 R114080160 関東 神奈川県 ナリタ工業株式会社 5021001035747 パイプ加工精度と操業度を向上、安定品質による新規分野への挑戦 新特別 株式会社やまと経営

1090 R114080162 関東 神奈川県 斎藤歯科医院 ウィズコロナ時代を生きる！高齢者向け矯正治療の実現 新特別 中村　太郎

1091 R114080163 関東 神奈川県 有限会社神田製作所 6021002048350
半導体市場依存度低減に向け、長尺物加工機導入による安定したイ
ンフラ事業への拡大

通常 信太　陽子

1092 R114080167 関東 神奈川県 サンキホーム株式会社 4021001000776 住宅建築顧客の獲得および集客のためのＶＲタウン構築事業 通常

1093 R114080169 関東 神奈川県 株式会社湘栄電子 6021001034434 製造部品の複雑さ・小型化に伴い検査装置の３Ｄ化を図る。 通常
ＴＭ人事労務コンサルティング
株式会社

1094 R114080170 関東 神奈川県 いずみ中央駅前歯科 治療の可視化の徹底による歯周病治療の飛躍的な成功率向上 新特別

1095 R114080171 関東 神奈川県 有限会社ヨコハマコーテイング 2020002007270 粉体塗装導入による生産性向上と経費削減 通常 税理士法人エフプラス

1096 R114080172 関東 神奈川県 株式会社東立製作所 6021001027512 １１０トンプレスシステム導入による、加工可能な部品の領域拡大 通常

1097 R114080174 関東 神奈川県 株式会社ちかなり 7021001024789
冷凍設備導入による新商品開発による経営多角化および業務効率
化

新特別 税理士法人MBC合同会計

1098 R114080175 関東 神奈川県 株式会社メディカル・プロテオスコープ 3020001093154 試料調製の自動化によるタンパク質分析サービスの効率化 通常

1099 R114080176 関東 神奈川県 角屋商事株式会社 6020001019874 低アミロース米の粘性に起因する残留物除去とコンタミ防止の強化 通常 税理士法人青木会計

1100 R114080177 関東 神奈川県 株式会社アルシェ 8010001000478
製造工程のデジタル化により名器の音色を普及価格で提供する楽器
製造事業

通常
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1101 R114080181 関東 神奈川県 株式会社ブルーオーシャン 8020001128847
中小の工場を救う、低コストで導入可能な予防保全向けＩｏＴパッケー
ジ開発

通常

1102 R115080003 関東 新潟県 有限会社石坂工業 5110002032067
世界的な半導体不足に対応する半導体製造装置用精密小径ボール
ねじ等の安定供給体制確立

新特別 株式会社第四北越銀行

1103 R115080005 関東 新潟県 株式会社ヨコタオートコーポレーション 5110002023693 技術力を駆使し日本で唯一のレース用オフロード車メーカーになる 通常 上越信用金庫

1104 R115080006 関東 新潟県 有限会社なかさと食品 4110002026078
ブランド餅の個包装化による若年層を中心とした新規顧客層への展
開

新特別 株式会社大光銀行

1105 R115080007 関東 新潟県 有限会社倉品鐵工 2110002029875
産業用ロボット部品等の精密加工技術向上による大径品対応及び
高精度化・短納期化計画

新特別 株式会社エフアンドエム

1106 R115080008 関東 新潟県 株式会社越後薬草 9110001018864
高性能スティック充填機導入による働き方改善と生産性の向上を両
立した生産方式の確立

通常 加藤　輝守

1107 R115080011 関東 新潟県 三条リネンサプライ株式会社 2110001014259 低価格化を実現・抗菌抗ウイルス仕様の布おしぼりレンタルの提供 通常 株式会社第四北越銀行

1108 R115080013 関東 新潟県 高橋シート 素材変化に対応した新たな溶着加工方法の確立 新特別

1109 R115080014 関東 新潟県 株式会社スミック 4110001022689
高機能ガラス切断機導入による生産性向上とデザイン住宅向けガラ
スニーズへの対応

通常 事業協同組合ｎｅｃｏｎｏｔｅ

1110 R115080016 関東 新潟県 株式会社ビーワーススタイル 7110001015426
商品企画力とブランド力を活かした卸売商社業から製造業への進出
事業

新特別 株式会社ダイワマネジメント

1111 R115080018 関東 新潟県 カネモク工業株式会社 8010801002681
複合ボーリングマシン導入による木製家具・店舗什器製造の短納期
化・生産性向上。

新特別

1112 R115080019 関東 新潟県 株式会社中村バルブ製作所 4110001026921
高精度バルブの短納期製造による海外競争力強化と当社魅力度向
上

通常 齊藤　祐一

1113 R115080020 関東 新潟県 中央メタル株式会社 8110001013610
軽量鉄骨の切断・穴あけ自動化による生産性向上および部品内製化
によるコスト削減計画

新特別 シェアビジョン株式会社

1114 R115080022 関東 新潟県 株式会社龍氣 3110001026625 対人接触を低減したワーケーション対応型旅館への転換事業 新特別 長井　寿郎

1115 R115080023 関東 新潟県 株式会社エヌ・テックス 7110001020640
国土強靭化に貢献！高精度３Ｄスキャナ導入で災害現場向け測量事
業に参入

新特別 株式会社PQM総合研究所

1116 R115080024 関東 新潟県 株式会社大湊文吉商店 1110001015159 ＮＣ制御装置付き木工機械活用による生産効率向上と作業環境改善 通常

1117 R115080025 関東 新潟県 株式会社神子島製作所 8110001015607 ３次元レーザー切断機の導入で生産性向上と新たな強みを創出する 通常 三条信用金庫

1118 R115080026 関東 新潟県 株式会社アドワン 3110001030016 移動式レーザー溶接機の導入による顧客基盤の拡大 通常 株式会社第四北越銀行

1119 R115080029 関東 新潟県 樋口機工株式会社 8110001011721
最新プレスブレーキ導入による製缶加工体制刷新と成長市場ニーズ
の取り込み計画

新特別 株式会社第四北越銀行

1120 R115080030 関東 新潟県 有限会社ＲＫ 1110002020083
３ＤＣＡＤ／ＣＡＭ・高機能ロボット導入によるティーチングの効率化と
研磨～積込作業までの完全自動化計画

新特別 シェアビジョン株式会社

1121 R115080031 関東 新潟県 株式会社ホーネンアグリ 4110001023778 ペレッターの導入による革新的な高機能堆肥ペレットの開発 通常

1122 R115080032 関東 新潟県 株式会社朔 2110001027335
未活用の魚を利用した介護食開発による、地域漁業の活性化及び介
護分野進出事業

通常 つばさ税理士法人

1123 R115080033 関東 新潟県 愛車館タナベ有限会社 5110002000305 自動車塗装における水性塗料への転換による売上拡大事業 通常 片岡　誠司

1124 R115080034 関東 新潟県 有限会社安田興和農事 6110002013371 ＧＰＳレベラー導入による水田均平化サービスの開発と生産性向上 通常

1125 R115080035 関東 新潟県 すずき歯科医院
難治療の短期化と患者・従業員双方の対面機会を減ずる診療体制
の構築

新特別

1126 R115080036 関東 新潟県 おおぬき歯科クリニック
ポストコロナを見据えたイノベーションがもたらす地域に寄り添った歯
科医院のニューモデル

新特別

1127 R115080038 関東 新潟県 株式会社川崎製作所 8110001014006
冷間鍛造によるヘリカルスプライン形状加工の高精度化と品質保証
体制の確立

通常

1128 R115080039 関東 新潟県 サンオート株式会社 8110001024946 エーミング作業の実施体制の確立と、車検品質の向上及び見える化 通常 株式会社第四北越銀行

1129 R115080040 関東 新潟県 株式会社田中精密板金 4110001007970 中厚板高精度板金加工ラインのオートメーション化 新特別 株式会社第四北越銀行

1130 R115080041 関東 新潟県 株式会社真保家具店 8110001015227
新型ＮＣルータ導入による大型什器、新商品開発の実現、生産性向
上事業

通常 三条信用金庫

1131 R115080042 関東 新潟県 株式会社五十嵐板金 5110001032282 茅葺き屋根から新築住宅まで対応する板金加工設備の導入計画 通常 株式会社大光銀行

1132 R115080043 関東 新潟県 株式会社ＳＨＩＰ 5110001028850
対人接触機会を減らした安心・安全な「セルフ脱毛事業」の開始と設
備導入

新特別

1133 R115080046 関東 新潟県 株式会社わたや 5110001025534 わたや自慢の生つゆの自動充填包装機導入による生産性の向上 通常 株式会社第四北越銀行

1134 R115080050 関東 新潟県 有限会社にいがた経済新聞社 7110002002183 「ＡＩ記者」による革新的な自動記事作成システムの展開 通常
ピュア・ハート・コンサルティン
グ株式会社

1135 R115080052 関東 新潟県 有限会社新穂自動車 7110002034739 車検スピードと顧客満足度を追求したスマート車検サービスの開発 新特別 株式会社第四北越銀行

1136 R115080053 関東 新潟県 株式会社川口鉄筋工業所 4110001025741
先端デジタル技術導入を通じた鉄筋加工技術の高度化によるＢＣＰ
経営の推進

新特別 若杉　拓弥

1137 R115080054 関東 新潟県 クラーク歯科医院 蓄積された口腔内データを活用した治療の強化と訪問診療着手 新特別

1138 R115080055 関東 新潟県 株式会社高橋製作所 5110001016392
人材育成、技術承継を進め、新たな加工方式の導入と生産キャパシ
ティの増強による売上拡大

通常

1139 R115080057 関東 新潟県 株式会社青木農場 8110001031471 新潟産米粉を使用したバームクーヘン開発に向けた生産設備導入 新特別 長井　寿郎

1140 R115080058 関東 新潟県 入澤製麵株式会社 6110001007630 製麺工場の食料品供給要望に対応できる生産能力向上事業 通常 長井　寿郎

1141 R115080059 関東 新潟県 株式会社フタバ 4110001014645 乾燥加工技術の高度化による一般消費者向商品ラインナップの拡充 通常 株式会社第四北越銀行

1142 R115080063 関東 新潟県 あらし歯科口腔外科クリニック 衛生管理の新基準への適応と効率的な歯科医院運営体制の構築 通常

1143 R115080064 関東 新潟県 間　歯科医院
「かかりつけ医」としてのブランド力の強化・定着により歯科医院のＮｅ
ｗ　Ｓｔａｎｄａｒｄを目指す

新特別

1144 R115080067 関東 新潟県 株式会社山ノ下納豆製造所 5110001005668 自動包装機と印字機能導入による生産性向上と生産量の安定化 新特別 長井　寿郎

1145 R115080069 関東 新潟県 有限会社メタル・システム 3110002012186 タッチパネル式動力折曲機導入による金属材料加工技術の向上 通常 株式会社江口経営センター

1146 R115080070 関東 新潟県 株式会社本多金型製作所 7110001034839 立形マシニングセンタ導入による金型の高精度化・短納期化計画 通常 株式会社やまと経営

1147 R115080071 関東 新潟県 有限会社さとうファーム 7110002015061
中食需要に対応した高品質な業務用冷凍餃子の一貫生産体制の構
築

新特別 株式会社第四北越銀行

1148 R115080072 関東 新潟県 株式会社タナベ 4110001021633
ＥＶ用電池材料焼成設備生産効率化のための生産管理システム導
入

通常

1149 R115080073 関東 新潟県 株式会社ウイング 3010601023420 複雑なプリント加工に対応できる小ロット専用ラインの構築 新特別
株式会社アクセルパートナー
ズ

1150 R115080074 関東 新潟県 藤中工業株式会社 3020001002387 溶接工程の生産体制を強化し工作機械分野等の板金需要に応える 新特別
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1151 R115080076 関東 新潟県 永井製作所 ＮＣスピニングマシン導入による新分野展開 新特別 燕商工会議所

1152 R115080077 関東 新潟県 株式会社ジェイ・エス・ケイ 6110001015872 サーボプレス導入による絞り加工の生産プロセスの改善 通常 燕商工会議所

1153 R115080078 関東 新潟県 株式会社サンデント 9110001002249
歯科技工のデジタル化による生産プロセスの改善と効率化、及び対
人接触の削減

新特別 株式会社大光銀行

1154 R115080081 関東 新潟県 株式会社藤原商店 5110001016293 ３次元レーザー切断機を導入し、プレス加工事業の強化する 通常 三条信用金庫

1155 R115080082 関東 新潟県 株式会社クリアーデンタルラボラトリー 7110001035127 高性能ミリングマシン導入による歯科技工物製造工程のデジタル化 通常 新発田信用金庫

1156 R115080085 関東 新潟県 株式会社新洋舎 5110001027613 コロナ禍における高効率滅菌クリーニング事業 通常

1157 R115080086 関東 新潟県 株式会社アサヒテック 6110001018784
薄畳や縁なし畳の製作対応の為、自動製作ロボットの導入による納
期短縮・製造体制の構築

新特別

1158 R115080087 関東 新潟県 株式会社アイマーク 1110001032039
最新の大型ＵＶインクジェットプリンタ導入による生産性向上及び販
路拡大

新特別 燕商工会議所

1159 R115080088 関東 新潟県 有限会社斎藤技研工業 9110002019069 自動バリ取り機導入による生産性の向上と短納期の実現 新特別 燕商工会議所

1160 R115080089 関東 新潟県 株式会社青芳 2110001015513 木製家具製造とファクトリーショップ開設による新分野展開 通常

1161 R115080090 関東 新潟県 株式会社武田金型製作所 1110001015968 高精度３Ｄ加工技術を施した「新マジックメタル」応用技術の開発 通常 つばさ税理士法人

1162 R115080093 関東 新潟県 合同会社南魚沼コミュニケーションズ 5110003004296
電子楽譜の運指動画で一夜漬けでも弾ける！保育教育音楽教材の
開発

通常 新潟県商工会連合会

1163 R115080094 関東 新潟県 株式会社ＷＥＬＣＯＮ 8110001009195 折曲加工による熱交換器の低コスト化 通常

1164 R115080095 関東 新潟県 株式会社木戸製本所 5110001001634 保育園をターゲットとした新しい非対面型印刷プラットフォーム 新特別 株式会社第四北越銀行

1165 R115080098 関東 新潟県 株式会社若月木工所 9110001023690 創業１００年の家具製造業が開発、革新的な「ハイブリッド家具」 新特別 株式会社第四北越銀行

1166 R115080099 関東 新潟県 津南醸造株式会社 3110001021007 乳酸菌ウオヌマ株で発酵させた酒粕パウダー製品のヘルス事業 通常

1167 R116080002 中部 富山県 株式会社武井製作所 2230001009016
溶接工程の生産性向上と品質向上を図るため、新しい溶接技術を導
入

通常
株式会社ジエック経営コンサ
ルタント

1168 R116080003 中部 富山県 ナカジマサイン 町の看板屋から企業の総合的マーケティング支援業への脱皮 通常 富山県商工会連合会

1169 R116080005 中部 富山県 浦島建材株式会社 4230001012629
高剛性高精度仕様のＮＣ切削加工機の導入による非建材分野への
進出

通常 富山県商工会連合会

1170 R116080006 中部 富山県 株式会社ＫＢＳコーポレーション 6230001013996
個人ユーザーと損保・自動車販売企業に特化したホームページによ
るレンタカー予約システム開発

通常

1171 R116080010 中部 富山県 辻精機株式会社 2230001007127
旋盤加工の長尺・複雑化要請に対する受注機会の損失解消と加工
工程のデジタル化推進への取組

通常
公益財団法人富山県新世紀
産業機構

1172 R116080011 中部 富山県 株式会社武部商店 1230001010362
鉄鋼資材商社における１次加工範囲の拡大とジャストインタイム納入
力強化

通常 富山県信用組合

1173 R116080012 中部 富山県 旭物産株式会社 6230001000078 建築業界の新たなニーズに対応する製造工程の効率化 通常 富山信用金庫

1174 R116080016 中部 富山県 株式会社ＣＡＣ 2230001016557 硬性鏡セットの導入による動物医療の質と効率の向上 通常

1175 R116080017 中部 富山県 株式会社サイゴ堂 4230001010046 最先端印刷機械導入による高品質・短納期・小ロットの印刷を実現 通常 野竿　健悟

1176 R116080018 中部 富山県 ＹＳエンジニアリングネットワークス株式会社 2010701038294
遠隔で細かく確認できる中古車オークション向け３Ｄビューシステム
の開発

通常 伊藤　文彦

1177 R116080023 中部 富山県 増鉄筋株式会社 1230001003283
曲げ加工技術の高度化とＩＯＴ技術を活用した在庫管理による工期短
縮の実現

通常 富山商工会議所

1178 R116080024 中部 富山県 クラーク歯科医院 予防歯科を深化させた、ポストコロナ時代の新しい歯科スタイル 新特別

1179 R116080026 中部 富山県 建設技研コンサルタンツ株式会社 8230001009976 高度測量技術導入による測量精度向上及び作業プロセスの改善 新特別 高岡商工会議所

1180 R116080027 中部 富山県 トータルハウジングサポート株式会社 3230001016804
利益相反する業界慣習を変える地盤調査業務と調査付き宅地仲介
サービスの新規提供

通常

1181 R116080028 中部 富山県 株式会社田定工作所 5230001010375
革新的リバースエンジニアリング技術によるプラント部品の生産性向
上

通常

1182 R116080029 中部 富山県 株式会社ＮＦＡ　Ｒ＆Ｄ 2230001016078
ＦＡシステム普及にむけた低コスト・短納期開発体制を実現する機能
標準化

新特別 富山商工会議所

1183 R116080030 中部 富山県 株式会社野口建設工業 7230001003559
型枠製造の自動加工化と最適工事体制の確立による生産性向上事
業

通常 富山信用金庫

1184 R116080031 中部 富山県 有限会社荒井発条製作所 9230002010602
線細工ばね製造の機械化による生産性向上と一般向け新製品の開
発

通常 株式会社アクティブ・フォー

1185 R116080032 中部 富山県 有限会社久保木工所 3230002010962 木製品の加工工程の自動化による生産性向上と複雑形状加工対応 通常 高岡商工会議所

1186 R116080034 中部 富山県 株式会社精田建鉄 9230001001370
自然災害発生増加に備えた工場・倉庫・大型店舗向け高強度屋根材
の製造実現

通常
株式会社ジエック経営コンサ
ルタント

1187 R116080036 中部 富山県 水口化成株式会社 7230001011710 ポリエチレン製品の検査方式の改善と高付加価値製品の安定供給 通常

1188 R116080038 中部 富山県 朝日建設株式会社 8230001000092 当社独自の視点から開発する「普段使いのＩＣＴ施工」の工法確立 新特別 株式会社富山銀行

1189 R116080040 中部 富山県 株式会社フードシステム 6230001002727 洗浄殺菌技術の高度化によるロングライフ商品の供給体制強化事業 新特別 富山信用金庫

1190 R116080041 中部 富山県 有限会社大山技研 3230002006556
精密部品一貫生産体制構築に向けた高精度直角・水平加工技術の
確立

新特別 富山県商工会連合会

1191 R116080042 中部 富山県 株式会社酒井鉄工 7230001001001
複雑三次元旋盤加工による高精度・低コスト複合・一体化技術の確
立

新特別 富山商工会議所

1192 R117080001 中部 石川県 株式会社トパテック 8220001016619 アルミチューブ容器の外観検査自動化によるクレーム撲滅 新特別
公益財団法人石川県産業創
出支援機構

1193 R117080004 中部 石川県 野村金属工業株式会社 1220001009307
大型３次元測定機の導入による検査精度の品質および生産性の向
上

新特別

1194 R117080008 中部 石川県 有限会社サンリバー 2220002011938 リバースエンジニアリングを展開し生産性作業効率を向上させる 通常

1195 R117080009 中部 石川県 有限会社カネイシ 6220002015803 需要拡大に対応する新工場取得に伴う生産工程の機械化推進事業 通常 株式会社北國銀行

1196 R117080011 中部 石川県 株式会社利水社 5220001007496
ＵＡＶレーザーによる３次元データの活用と地理空間情報サービスの
提供

通常 金沢商工会議所

1197 R117080012 中部 石川県 株式会社栄光プリント 1220001001338 オンデマンド印刷機導入による生産性向上とデジタル事業への挑戦 通常
公益財団法人石川県産業創
出支援機構

1198 R117080013 中部 石川県 有限会社堅田製作所 9220002001882 医療機器向け精密金属部品加工の生産プロセス革新と生産性向上 通常 株式会社フラッグシップ経営

1199 R117080014 中部 石川県 株式会社カワコー 4220001011838
ワイドエリア三次元測定機導入による大型部品の高品質・短納期と
顧客開拓

新特別

1200 R117080015 中部 石川県 株式会社二水 6220001009310 中型歯車製造における高速ドライカット製法とロボットによる高度化 新特別
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1201 R117080017 中部 石川県 株式会社ラーディック 4220001013818 ３次元測定機の導入による検査精度・品質・生産性の向上 通常

1202 R117080018 中部 石川県 株式会社種工匠土田 2220001014594 もなか製造技術を応用した食べれるスプーンの開発事業 通常

1203 R117080020 中部 石川県 株式会社オートメ技研 6220002010358 ＣＡＥと３Ｄプリンタの併用による設計業務の多様化と精緻化 通常

1204 R117080021 中部 石川県 有限会社目川工業 6220002005886 下水道取付管の更生作業工程の効率化により生産性向上を実現 新特別
一般社団法人城西コンサルタ
ントグループ

1205 R117080022 中部 石川県 株式会社松﨑鐵工 6220001010937
溶接ロボット導入による橋梁用金具生産性向上及び高齢者雇用継
続

新特別

1206 R117080024 中部 石川県 株式会社旭ウエルテック 5220001008965
自動車・半導体向け省力化ロボット装置部品の鉄製材料生産システ
ム開発

新特別
公益財団法人石川県産業創
出支援機構

1207 R117080026 中部 石川県 株式会社高松鉄工 1220001012153
Ｒ曲線加工技術の向上による軌陸両用車の足回り部品の高精度生
産

新特別 林　恭輔

1208 R117080030 中部 石川県 ホクショー株式会社 7220001006059
製造・営業部門間の製品仕様情報のスピード連携を実現する情報シ
ステム基盤の構築

通常
公益財団法人石川県産業創
出支援機構

1209 R117080033 中部 石川県 箔一産業株式会社 3220001005270 断切金箔用「箔打紙」の自動塗布装置の開発・事業化 通常
株式会社ジエック経営コンサ
ルタント

1210 R117080034 中部 石川県 株式会社金太 4220001002283
最新高速切断機導入で、強みを活かした生産性向上による海外加工
の国内取組み

新特別

1211 R117080037 中部 石川県 株式会社明石合銅 5220001008932
油圧ピストンポンプ用バイメタルシューの仕上・検査工程自動化によ
る市場競争力向上

新特別
公益財団法人石川県産業創
出支援機構

1212 R117080038 中部 石川県 有限会社西岡自動車鈑金塗装 3220002014774 多機能レッカー装置導入とエーミング内製化による事業基盤強化 通常
公益財団法人石川県産業創
出支援機構

1213 R117080039 中部 石川県 株式会社りんく 6220001020416
ＬＩＮＥに顧客管理×サブスク機能を付加して小規模事業者・店舗を支
援する事業

新特別
株式会社ジエック経営コンサ
ルタント

1214 R117080041 中部 石川県 小原鉄工株式会社 3220001015609
ワイヤ放電加工による寸法調整の高度化を図り、高付加価値製品の
受注を実現

通常
株式会社ジエック経営コンサ
ルタント

1215 R117080042 中部 石川県 カーリングサポート株式会社 5220001020391 自動運転の普及を見据えた設備導入で整備作業を完全内製化へ 通常

1216 R117080043 中部 石川県 金沢機工株式会社 1220001002039 ピッキング自動棚の企画・立案により業務改善のサービスを実施 新特別 小倉　裕樹

1217 R117080044 中部 石川県 株式会社中島鎔断 6220001012801 新型プレスブレーキの導入による高難度曲げ加工の技術確立 通常
公益財団法人石川県産業創
出支援機構

1218 R117080047 中部 石川県 森本精管株式会社 6220001016728 高精度試験機の導入による品質の見える化を実現 通常
株式会社ジエック経営コンサ
ルタント

1219 R117080049 中部 石川県 株式会社タロダ 2220001017283
ストレッチ素材糸に関するデジタル技術を用いた糸巻加工体制の構
築

通常 税理士法人中山会計

1220 R117080050 中部 石川県 株式会社石川金剛 6220001000921 環境データの評価・解析を省力化するネットワークシステムの開発 通常

1221 R118080002 近畿 福井県 株式会社雅設備工業 1210001017491 配管工事業界の生産性に革新を起こすマーキング治具の開発 通常

1222 R118080003 近畿 福井県 株式会社美浜商事 8210001010928
リモートワーク専門家具ブランドの確立と商品開発力大強化による
ニッチ市場への進出計画

新特別 株式会社ダイワマネジメント

1223 R118080005 近畿 福井県 株式会社鮮魚丸松 8210001016867 新たな事業構造への挑戦（カニポーション加工） 通常

1224 R118080006 近畿 福井県 株式会社エーリンクサービス 8210001013781 中小製造業の受注生産品ネット通販のプラットフォーム構築 新特別

1225 R118080008 近畿 福井県 ジャスト精工 半導体製造装置向けの検査体制刷新による生産プロセス革新 新特別 株式会社フラッグシップ経営

1226 R118080009 近畿 福井県 長谷川精工 研磨工程の自動化・高効率化による工場全体の生産性向上 通常
株式会社ジエック経営コンサ
ルタント

1227 R118080010 近畿 福井県 株式会社大津屋 3210001000636
ふるさと納税の関係書類発送業務（印刷、封入封緘）の生産性向上
及びサービス体制の強化

通常

1228 R118080011 近畿 福井県 ウエサカニット 高生産型新型編機の導入による、高密度ハイストレッチリブの開発 通常

1229 R118080012 近畿 福井県 光衛商事株式会社 7210001013790 デジタル技術を活用し、循環型社会に貢献する小規模宅地整地事業 通常 株式会社福井銀行

1230 R118080013 近畿 福井県 株式会社鯖江第一ホテル 3210001012879 ＩＴ化による福井県内初のブルーカラー特化型スマートホテル実現 新特別

1231 R118080014 近畿 福井県 有限会社エナテック 8210002009011
拡大する半導体製造に対応した多品種小ロットの高精度丸加工の実
現

通常 福井県商工会連合会

1232 R118080016 近畿 福井県 有限会社ダイヤ食品 2210002011724 漬物の増産体制の構築及び社内不良率低減の実現 新特別 株式会社福井銀行

1233 R118080017 近畿 福井県 株式会社吉田機工 8210001004450 高機能３次元ＣＡＤ／ＣＡＭシステムによる無人稼働ＩＴ工場の実現 新特別 福井県商工会連合会

1234 R118080018 近畿 福井県 ニホン・ドレン株式会社 5210001002639 自社オリジナル製品の生産効率を高める専用工作機械の開発 新特別 近山　寿博

1235 R118080020 近畿 福井県 武珈琲ラボ 万能濃縮珈琲の製造販売で提案する新しいコーヒーの楽しみ方 通常

1236 R118080021 近畿 福井県 松文産業株式会社 5210001010113 引き通し工程刷新による生産性向上、新素材分野の市場開拓 通常 株式会社福井銀行

1237 R118080022 近畿 福井県 有限会社竹内印刷 3210002007853 可変サービスを伴う高付加価値贈り物箱作製 新特別 福井県商工会連合会

1238 R118080024 近畿 福井県 株式会社ニユーニツト 7210001012314
５００色以上の糸在庫を保有する強みを発揮するために、在庫管理
の自動化を図る

通常
株式会社ジエック経営コンサ
ルタント

1239 R118080026 近畿 福井県 福井パッケージ株式会社 5210001007407
最新鋭の管理システムの導入による非生産的な作業・管理体制から
の脱却

通常 株式会社フラッグシップ経営

1240 R118080027 近畿 福井県 若狭木材流通センター協同組合 9210005006491
県産材の付加価値向上に向けた原木直販体制構築に向けた設備導
入

通常 福井県商工会連合会

1241 R118080028 近畿 福井県 カワイ株式会社 2210001014249 箸の柄付け工程の生産性向上、複雑なデザインの実現とコスト削減 通常 小松﨑　哲史

1242 R118080029 近畿 福井県 株式会社フジ・デンタルラボ 9210001013533 最新型ミリング機導入による夜間稼働やリモートワーク環境の構築 新特別 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

1243 R118080030 近畿 福井県 高島屋株式会社 8210002003971 急速冷凍技術の導入による新商品開発と新分野への参入 通常 株式会社福邦銀行

1244 R118080032 近畿 福井県 株式会社イワタグループ 3210002007977 既存宅配の物流システムを高度化し食品チルド宅配事業を展開 通常 株式会社福邦銀行

1245 R118080034 近畿 福井県 有限会社田中商会 1210002013820
新車種対応・納期短縮で次世代自動車業界に向けた整備体制の構
築

通常 小浜商工会議所

1246 R118080036 近畿 福井県 有限会社耕雲商事 6210002010920
最新重機の活用による原発由来の金属資材スクラップの高付加価値
製品化計画

新特別 株式会社福邦銀行

1247 R118080041 近畿 福井県 山口商店株式会社 1210001013342
業界最広幅対応の屋根板金製造ラインの構築による屋根リフォーム
需要の獲得

新特別 鯖江商工会議所

1248 R118080043 近畿 福井県 有限会社牧田金型製作所 9210002011932
次世代自動車の軽量化に貢献する高難度金属成形用金型の量産事
業

通常 株式会社福井銀行

1249 R118080048 近畿 福井県 株式会社西洋菓子倶楽部 5210001010377
高付加価値チョコレート商品専用・量産化対応設備導入による生産
体制構築と販路開拓

通常 株式会社福井銀行

1250 R118080050 近畿 福井県 有限会社津田自動車 7210002013831 板金加工工程の内製化を通じて挑む高付加価値化と販路拡大 通常 大串　智之
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1251 R118080051 近畿 福井県 ＴＨＲＥＥ　ＷＩＮ合同会社 2210003000908 梱包ラインの自働化と検品システム導入による生産能力と品質向上 通常
合同会社Ｇｒｏｗ　ｕｐ　Ｃｏｍｐａ
ｎｙ

1252 R118080052 近畿 福井県 株式会社端野メディカル 1210001004746 高効率な洗浄・乾燥ラインの構築による介護用レンタル事業の拡大 通常 株式会社北陸銀行

1253 R119080002 関東 山梨県 有限会社田尻工業 7090002012202
ロボットによる自動組み立てシステムに対応した高精度な部品の製
造を行う

通常 立野　靖人

1254 R119080006 関東 山梨県 宇佐美畳店
老舗畳店が品質向上と生産能力倍増により笛吹市Ｎｏ．１を目指す計
画

通常 石村飛鷹

1255 R119080008 関東 山梨県 有限会社雨宮製作所 7090002013464 多品種小ロット生産に優れたカム加工製品を開発し納期を超短縮化 新特別 株式会社やまと経営

1256 R119080012 関東 山梨県 山梨大瀬工業株式会社 5090001008244
需要が拡大する物流市場をターゲットとした、トラック用サブタンク製
造事業の強化

新特別 株式会社ゼロプラス

1257 R119080014 関東 山梨県 村松畳店 薄畳による和モダン空間の提案での新規顧客拡大 新特別 株式会社シャイン総研

1258 R119080015 関東 山梨県 有限会社晶栄薬品 7090002013687
ウィズコロナ・ポストコロナ時代に向けた薬剤師による在宅訪問サー
ビス事業

新特別
税理士法人髙柳総合会計事
務所

1259 R119080017 関東 山梨県 若宮デンタルクリニック 再根管治療、矯正治療の生産性向上で目指す事業規模の急拡大 通常

1260 R119080018 関東 山梨県 株式会社松本工業 5090001010167
減収が想定されるコロナ過においても高収益を確保できる生産体制
の確立

通常 株式会社山梨中央銀行

1261 R119080019 関東 山梨県 有限会社渡辺技研 2090002012925
加工精度（公差）±５μの超精密部品加工に対応した生産体制の確
立

通常 株式会社山梨中央銀行

1262 R119080020 関東 山梨県 東伸工業有限会社 3090002009714 ボトルネックを解消し一社依存体制からの脱却を実現する設備導入 新特別 森藤　啓治郎

1263 R119080021 関東 山梨県 株式会社ユニセン 5090001002420
乾燥効率に優れた設備導入による生産性の向上と病院リネン事業の
販路拡大を通じた経営力強化

通常

1264 R119080022 関東 山梨県 株式会社加藤織物工場 4090001015753 複動式レピア織機によるネクタイ用クレスト柄生地の内製化 通常 株式会社山梨中央銀行

1265 R119080024 関東 山梨県 山下総業株式会社 4090001010234
河口湖温泉組合初となるデジタル活用スマートホテル化による革新
事業

通常

1266 R119080025 関東 山梨県 三洋精密工業株式会社 2010701003975 手術用医療器具の生産能力向上事業 通常 東京シティ信用金庫

1267 R119080027 関東 山梨県 有限会社イトウ特殊工業 8090002005543
最先端ＩＣＴ設備を活用した人手不足解消と法面工事の安全な施工体
制の確立によるポストコロナに対応するビジネスモデルへの転換

新特別 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1268 R119080030 関東 山梨県 株式会社エスティ設計 1090001009329
ＵＡＶ導入による３Ｄ測量への参入および低感染リスク型ビジネスの
構築

新特別 株式会社山梨中央銀行

1269 R119080031 関東 山梨県 アスフィール株式会社 3090001001928 クラスＴシャツの革新的受発注サービス開発と教育的価値の提供 新特別

1270 R119080032 関東 山梨県 花岡産業株式会社 5010001026352 最新鋭３次元パイプベンダー導入による市場開拓及び雇用確保 通常 大木　善弘

1271 R119080036 関東 山梨県 甲府貴宝株式会社 8090001000636 ジュエリー原型の製作技術の高度化を目指す、老舗企業の設備改革 通常 五十嵐　由和

1272 R119080038 関東 山梨県 ＧｒｅｅｎＴ株式会社 4013201003411
廃菌床バイオマス燃焼を利用した小型熱電併給シイタケ栽培ハウス
の開発

通常

1273 R120080001 関東 長野県 株式会社スワコー 7010101008926 自動搬送装置導入による低コスト国内生産の実現 新特別 株式会社八十二銀行

1274 R120080002 関東 長野県 株式会社野中製作所 2100001006570
医療機器の供給体制見直しへの対応を目指す金属部品生産体制の
革新計画

新特別 株式会社八十二銀行

1275 R120080005 関東 長野県 有限会社今村左官所 2100002035767 バケットクラッシャー導入による建設現場の生産性向上と収益力強化 通常 内山　拓己

1276 R120080006 関東 長野県 ユー歯科 ＣＡＤ／ＣＡＭ導入によるポストコロナ対策と新規治療体制の実現 新特別 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1277 R120080008 関東 長野県 有限会社富心工業 5100002003449
長野県の自然災害増加に対応する住宅屋根等における特殊鋼板の
高精度化・生産性向上計画

新特別 長野信用金庫

1278 R120080010 関東 長野県 株式会社桔梗精機 2100001023252
需要の高まるＦＰＤ検査装置部品の対人接触を減じた生産プロセス
開発

新特別 今井　祐司

1279 R120080013 関東 長野県 うえまつ歯科 短期間かつ高度なワンストップ治療でコロナ禍からＶ字回復 新特別 迫田　毅

1280 R120080014 関東 長野県 有限会社ホリス 6100002018248 最新設備導入による生産性向上と受注体制の再構築 通常 税理士法人成迫会計事務所

1281 R120080016 関東 長野県 株式会社　ランドマーク 6100001031739
トータルステーションの新規導入による測量作業の生産性向上、敷
地調査事業の受注拡大

新特別

1282 R120080017 関東 長野県 諏訪金属株式会社 9100001018403
顧客ニーズが高い革新的な短納期サービスを実現し、差別化と地場
製造業の競争力強化に寄与する。

通常 株式会社八十二銀行

1283 R120080019 関東 長野県 有限会社協和工業所 9100002011943
グローバルニッチ分野への進出を可能にする高精度量産体制の構
築

通常 株式会社八十二銀行

1284 R120080020 関東 長野県 田中スチール工業株式会社 6100001013530 高品質化とリードタイム短縮を両立する製品開発体制の強化 新特別

1285 R120080022 関東 長野県 小林歯科医院 歯科ＣＴの高度診断による収益向上と地域休日診療の医療体制強化 通常 税理士法人成迫会計事務所

1286 R120080025 関東 長野県 有限会社エムケー 8100002019418
悪性腫瘍に罹患するペットに向けた、地域で一番の検査と手術体制
の構築

通常 株式会社八十二銀行

1287 R120080026 関東 長野県 有限会社トップスチール 6100002031548
曲げ工程の完全内製化と生産性向上による半導体・医療分野需要
の獲得

新特別

1288 R120080027 関東 長野県 洗馬精密工業株式会社 1100001016232 最新型横型マシニングセンタの導入による効率的生産体制の構築 通常 松本信用金庫

1289 R120080028 関東 長野県 伸商機工株式会社 6100001005552 レーザー切断工程の自動化による半導体用ロボット部品の量産対応 新特別 株式会社ゼロプラス

1290 R120080029 関東 長野県 浅間エンジニアリング株式会社 3100001008335
三次元測定機で高い品質保証を行い高精度の自動省力機を受注す
る

通常 株式会社八十二銀行

1291 R120080031 関東 長野県 松澤工業 最新ワイヤ放電加工機導入と加工ノウハウ標準化による生産性向上 新特別 株式会社やまと経営

1292 R120080033 関東 長野県 株式会社ワークスベル 4010901013384 最新式のマシニングセンタを用いた生産性向上、及び内製化計画 通常
ＴＭ人事労務コンサルティング
株式会社

1293 R120080035 関東 長野県 有限会社志賀野シーケンス 5100002035558 大型・複雑形状製品の検査体制強化と製品トレーサビリティの強化 通常

1294 R120080036 関東 長野県 吉池鉄工株式会社 7100001003687
大規模建築「安全性の礎」となる鉄骨生産性の向上を実現するクレー
ン導入

通常 長野県信用組合

1295 R120080037 関東 長野県 株式会社日星化工 3100001019695 精密機器分野向け内部部品の高精度測定による品質向上 新特別 株式会社フラッグシップ経営

1296 R120080038 関東 長野県 株式会社タカギセイコー 3100001012089
精密ＣＮＣ旋盤の導入による加工精度向上と自動化による生産性向
上

通常 株式会社八十二銀行

1297 R120080039 関東 長野県 株式会社カザマ 4100001011577
ワイヤ放電加工強化による金型の新規受注確保と高付加価値化事
業

通常 長野県信用組合

1298 R120080040 関東 長野県 有限会社ピエール 2100002014622 製菓装置の導入を起点とする洋菓子工房内の製造能力の高度化 通常 株式会社長野銀行

1299 R120080042 関東 長野県 電算印刷株式会社 2100001013633
ジャスト・イン・タイム生産による製品マニュアル印刷の取引拡大およ
び新商品開発

通常

1300 R120080043 関東 長野県 株式会社伊藤製作所 1100001031223 医療ロボット用超高硬度ベアリングの非対面生産プロセス構築事業 新特別

26 / 56



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

1301 R120080044 関東 長野県 有限会社ティアンドケイ 2100002030207 半導体製造装置向け超精密部品の新規事業化 通常

1302 R120080045 関東 長野県 ネオ製薬工業株式会社 3011001018168 試験検査能力向上による新市場の獲得 通常 松本商工会議所

1303 R120080046 関東 長野県 協和光学工業株式会社 1021001015554 新分野である医療向け内視鏡レンズモジュールの試作開発 通常

1304 R120080048 関東 長野県 イケダ自動車 鈑金塗装の大幅な納期短縮と能力向上による事業の拡大 通常 長野県商工会連合会

1305 R120080050 関東 長野県 小池歯科医院
治療主体から予防主体へ、歯科医療のシフトチェンジで地域に寄り
添った歯医者さんへ

新特別

1306 R120080051 関東 長野県 徳竹林業株式会社 7100001032273
専用アタッチメントとＦＲＤを併用した、生産性と安全性の高い間伐に
よる素材生産サービスの開始

通常 株式会社ＩＳＴコンサルティング

1307 R120080055 関東 長野県 株式会社石原産業 7100001009536 超短パルスレーザー加工による光ファイバセンサーの開発 通常 上田商工会議所

1308 R120080056 関東 長野県 株式会社萩野鉄筋加工センター 9100001024161
リニア中央新幹線等の大規模構造物に係る、高強度鉄筋提供体制
の構築

通常 株式会社八十二銀行

1309 R120080059 関東 長野県 丸一木材工業株式会社 8100001017851
全自動送材車用歩出機導入による信州木曽檜・椹ブランドの木製家
具・食器等の開発

通常

1310 R120080061 関東 長野県 株式会社ツカタ 1100001019152 油分洗浄工程におけるロボット化と工場全体最適による収益性向上 新特別

1311 R120080062 関東 長野県 みんなで株式会社 8100001032677
ビール醸造設備導入による飲食業から新事業のマイクロブルワリー
開設

通常 春原　眞一

1312 R120080063 関東 長野県 株式会社立田屋 3100001023937
菓子包装機導入による包装工程の効率化および安定生産体制の構
築

通常 松本信用金庫

1313 R120080064 関東 長野県 光和創芸株式会社 2011001110017 拡大する英国菓子市場に対応する生産性向上と新商品開発 通常

1314 R120080065 関東 長野県 宮後工業株式会社 5100001011551 新型設備と技術力結集による高精度・低コスト量産ライン構築事業 新特別 長野県信用組合

1315 R120080067 関東 長野県 第一化工株式会社 9100001009988
コロナ禍に関連する製品の増産要請に応えるための設備導入及び
治具開発

通常 美斉津　晃

1316 R120080068 関東 長野県 株式会社光変換光合成促進農法 8100001020491 朝鮮人参の完全無農薬短期促進栽培システムの開発 通常 岡谷商工会議所

1317 R120080070 関東 長野県 株式会社マイクロジェット 7100001016160
インクジェットヘッド洗浄システム導入による廃棄ヘッド再生サービス
の提供

新特別

1318 R120080076 関東 長野県 株式会社イナック 3100001021131 バイオディーゼル燃料品質向上を目的とした減圧蒸留装置導入 通常 株式会社八十二銀行

1319 R120080078 関東 長野県 株式会社ファスコナガノ 3100001010860 精密板金加工業のＤＸ化による生産性向上 通常 松永　敏明

1320 R120080081 関東 長野県 エムケーカシヤマ株式会社 8100001008009
多機能摩擦試験機導入によるロボット用高機能産業摩擦部品の開
発

通常
一般社団法人佐久産業支援
センター

1321 R120080084 関東 長野県 ももい歯科クリニック 高精度な光学式３Ｄスキャナの導入による高品質な歯科診療の実現 新特別

1322 R120080085 関東 長野県 株式会社健祥 2100001030034 同じＣＡＤ、ＣＡМを用いた複数生産機械の運用による生産効率化 通常 下諏訪商工会議所

1323 R120080087 関東 長野県 アカネ工業株式会社 4100001009563
低周波振動切削技術開発と設備導入による、大幅な工程短縮と品質
向上

通常 上田信用金庫

1324 R120080088 関東 長野県 鈴木プレス工業株式会社 9100001021266 サーボプレスによる板鍛造技術の確立 通常 株式会社八十二銀行

1325 R120080090 関東 長野県 株式会社よしとも 8100001024484
機械化による小麦品質向上と製粉加工事業への参入による収益拡
大

通常

1326 R121080001 中部 岐阜県 株式会社アクトクリエイティブトラスト 5200001006418
省人化・事故防止に役立つ「ロボットによる屋根上の防水塗装工事体
制の構築」

新特別 岐阜信用金庫

1327 R121080002 中部 岐阜県 株式会社岐阜製砥 1200001023094
多孔質セラミックス製造における短納期化による生産能力拡大と高
精度加工の実現

新特別
ひまわり経営サポート株式会
社

1328 R121080003 中部 岐阜県 株式会社恵那テクニカ 1200001024290
三次元測定機導入による現地調査・設計・検査業務の効率化と売上
高向上

新特別

1329 R121080006 中部 岐阜県 株式会社スカイランド 6010401060660 セルフシステムの導入による業務の効率化とサービス力の向上 通常

1330 R121080008 中部 岐阜県 株式会社シンエイ 2200002011592 加工ノウハウのデジタル化で生産効率を向上する生産体制の構築 新特別
公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

1331 R121080011 中部 岐阜県 アラカワアクセス株式会社 1200001024679 チップソー研磨の工程集約による、納期短縮と加工数増大 通常

1332 R121080012 中部 岐阜県 ばんばシート株式会社 6200001025078 最新鋭ウェルダーの導入によるメッシュ生地溶着の高度化事業 新特別

1333 R121080017 中部 岐阜県 臼田鉄工 製造ラインで使用される大型部品の加工および三次元加工の実現 新特別

1334 R121080018 中部 岐阜県 株式会社金山チップセンター 6200001025994 樹皮チップの新たな需要開発による工場のゼロエミッション化 通常 関信用金庫

1335 R121080020 中部 岐阜県 株式会社ＤＢ 9200001009573 ドローンレーザースキャナー導入による河川測量の高度化 新特別 浮島　達雄

1336 R121080021 中部 岐阜県 山村砕石株式会社 3200001016245 ＩＣＴ重機の導入による安全な職場環境の構築と生産性の向上 新特別

1337 R121080022 中部 岐阜県 株式会社上杉木材店 6200001000485
矯正用高周波加熱装置による無垢一枚板製品の新たな生産方式の
確立

通常

1338 R121080023 中部 岐阜県 ファミリー歯科
高精度情報を院内外で活用する歯科医療ＤＸによる新たな歯科サー
ビスの地域展開

新特別 岐阜信用金庫

1339 R121080025 中部 岐阜県 株式会社カトーメテック 4200001020114 ＩＴ技術導入と重筋作業対策で人に優しいラインづくり 新特別
公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

1340 R121080026 中部 岐阜県 株式会社モード長良 4200001006162 ワンストップ対応可能な柔軟・機動的な革新的生産体制の構築 通常

1341 R121080028 中部 岐阜県 井貝株式会社 2200001010736
自動車・半導体の需要増に寄与する工作機械用部品等の高精度化・
生産性向上計画

新特別 岐阜信用金庫

1342 R121080029 中部 岐阜県 有限会社深尾鉄工所 7200002008147
町工場の生産性向上による工場自動化市場等への挑戦と地域への
貢献。

新特別
株式会社市岡経営支援事務
所

1343 R121080031 中部 岐阜県 有限会社サトウ工業 3200002018711
工作機械部品の製造工程における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

1344 R121080032 中部 岐阜県 有限会社伊藤工機製作所 2200002012285
高精度ＮＣ旋盤加工技術の習得による複雑加工部品生産体制の確
立

新特別 株式会社十六銀行

1345 R121080034 中部 岐阜県 株式会社印刷の栄文社 2200001000324
地域密着型の持続可能な印刷会社を目指し製造プロセスのＤＸ化を
確立

通常 岐阜県商工会連合会

1346 R121080035 中部 岐阜県 有限会社野口鈑金製作所 2200002011080 架台製作にかかる新たな加工技術の確立 通常 岐阜県商工会連合会

1347 R121080036 中部 岐阜県 株式会社宇野商会 1200001006223 研磨ロボットシステムの導入による不良率を低減した研磨の実現 通常 株式会社大垣共立銀行

1348 R121080037 中部 岐阜県 清水自動車鈑金
短納期・高品質を可能にする高機能スポット溶接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

1349 R121080038 中部 岐阜県 ケイナンクリーン株式会社 4200001023950
廃食用油を原料としたバイオディーゼル燃料の製品化に向けた生産
体制の高度化

新特別 岐阜信用金庫

1350 R121080039 中部 岐阜県 加納内科リウマチ科糖尿病内科クリニック
院内業務効率化による高度リウマチ医療提供と患者満足度向上事
業

通常 大垣西濃信用金庫
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1351 R121080040 中部 岐阜県 ギホク株式会社 9200001006554 ＩＣＴ施工に対応した新たな測量システムの導入による生産性向上 新特別 岐阜県商工会連合会

1352 R121080041 中部 岐阜県 ＫＡＹＳ株式会社 1200001036641 ＲＰＦ製造ラインの金属部品の短納期化を図りＳＤＧＳに貢献する 新特別
株式会社市岡経営支援事務
所

1353 R121080044 中部 岐阜県 パティスリーニコ 設備導入による生産性向上とＥＣサイト構築による拡販 通常
公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

1354 R121080045 中部 岐阜県 株式会社タイメック 2200001019307
建築金物の需要増への対応と、近接作業解消を両立させるための、
曲げ工程の生産性向上

通常 岐阜信用金庫

1355 R121080046 中部 岐阜県 有限会社岐阜化学工業 2200002001172 射出・検査業務高度化による品質・コスト・納期面での競争力向上 通常
北辰コンサルティング株式会
社

1356 R121080048 中部 岐阜県 はるこま歯科医院 地域初のＯｎｅ　Ｖｉｓｉｔ　Ｔｒｅａｔｍｅｎｔの実現 新特別

1357 R121080050 中部 岐阜県 株式会社日吉ハイランド 4180001040081
ゴルフカートナビと携帯情報端末活用による、新しいゴルフサービス
の実現

新特別

1358 R121080052 中部 岐阜県 有限会社リサイクル・クリーン神原 8200002015794 工事の効率化・コスト削減を実現するＲｅｕｓｅ（再利用）設備の導入 通常 岐阜県商工会連合会

1359 R121080054 中部 岐阜県 高橋デンタルクリニック
「歯を抜かない根管治療」の成功率劇的向上と治療システムの抜本
的転換

新特別

1360 R121080055 中部 岐阜県 株式会社オガワファブスペース 3200001018175 幌シートの素材変化に対応した新たな溶着工程の確立事業 新特別

1361 R121080059 中部 岐阜県 株式会社オーソ・ブレインズ 2200001013994
人とロボットが協働することによって実現する、歯科技工の働き方改
革

新特別

1362 R121080060 中部 岐阜県 株式会社Ｅワークス 3200001026962
平面研削盤導入による溶鉱炉用耐火煉瓦等のメンテナンス事業進
出

新特別 小倉　裕樹

1363 R121080061 中部 岐阜県 合同会社水都 7200003003114
石膏模型のデジタルデータ化による保管スペース解消と３Ｄプリン
ターによるタイムリーな模型提供を実現する新サービスの開発

通常

1364 R121080062 中部 岐阜県 光峰窯　水口製陶所 家のみで多様な高さとデザインが求められる猪口の成型技術高度化 通常

1365 R121080063 中部 岐阜県 株式会社ガレージアウトストラーダ 9200001008708
鈑金塗装工程の内製化と最新型・環境対応型塗装技術導入により生
産性を高め、新サービスである自動車フルレストア事業に挑む

通常 株式会社大垣共立銀行

1366 R121080064 中部 岐阜県 花みずき歯科クリニック
高精度セラミック治療と予防歯科の安定医療提供を可能とするデータ
活用歯科運用の確立

新特別 株式会社十六銀行

1367 R121080066 中部 岐阜県 時計宝石メガネのハラ
視る力をアップ！トレーニングクラブ立ち上げで起こす街のメガネ屋
のイノベーション！

通常 中津川商工会議所

1368 R121080067 中部 岐阜県 ユタカ測量事務所 ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎに対応する３Ｄ化に向けた測量技術等の向上 新特別 岐阜県商工会連合会

1369 R121080070 中部 岐阜県 株式会社エフ・アイ・ティ 3200001009315 ３Ｄプリンタ導入による自社ブランド品の開発体制強化 新特別 廣瀬　陽介

1370 R121080071 中部 岐阜県 有限会社桂川建工 4200002027208
お米の生産工程をより効率的に。最新農業機械等を導入した新たな
稲作スタイル確立事業。

通常 阪本　英久

1371 R121080075 中部 岐阜県 株式会社ライクスタカギ 8200001017998
オリジナルコンテナケーサー装置を導入し、各豆腐製品の販売拡大
事業

通常

1372 R121080077 中部 岐阜県 有限会社ストーンジー 4200002019642
材料調達の安定化に資する樹脂製止水部品の早期量産化体制の構
築

通常

1373 R121080081 中部 岐阜県 フィフティセブン株式会社 1180001076392
経営管理・顧客管理システム導入によるヘアサロンの事務作業効率
化

通常 株式会社みらい経営

1374 R121080084 中部 岐阜県 株式会社ヒラタ 5200001019510 ＩＴ技術を活用したＥＶ車部品の製造モデルライン構築 通常
公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

1375 R121080085 中部 岐阜県 さくら明宝工房株式会社 8200001028558 テイクアウト用ジェラート商品の開発および販売拡大 通常

1376 R121080086 中部 岐阜県 ふくた歯科クリニック 最先端技術を応用したソケットリフト法によるインプラント治療 新特別

1377 R121080088 中部 岐阜県 株式会社北栄建設 6200001026522
位置決め補助機能付きコンクリート除去装置の導入に伴う生産性向
上と新規顧客の開拓

通常

1378 R121080092 中部 岐阜県 株式会社Ｂ’Ｓメタル工業 4200001028891 当社の技術力を活用した建築板金から躯体板金工事への進出 通常 東野　礼

1379 R121080094 中部 岐阜県 かがやき歯科クリニック 歯へのダメージを極限まで抑えた革新的根管治療の実現 新特別

1380 R121080095 中部 岐阜県 アイデント株式会社 9200001031957
歯科技工物の製造過程の自動化と物理接触の生じないの受注生産
体制の確立

新特別

1381 R121080096 中部 岐阜県 川島 売上拡大の起爆剤となる新商品クレームグラッセの開発 通常 岐阜商工会議所

1382 R121080097 中部 岐阜県 株式会社曽我商店 4200001025889 成形機の導入で非接触型の生産体制を構築し稼働率を平準化する 通常
ＭＭＰＣコンサルタンツ株式会
社

1383 R122080001 関東 静岡県 株式会社イワマワークス 7080101008184 持続可能社会の実現に向けた高効率自動車リサイクルプロセス構築 新特別 株式会社横浜銀行

1384 R122080003 関東 静岡県 株式会社トータルマシン工業 4080401012343
次世代溶接技術ファイバーレーザ溶接機導入による工程削減と薄物
対応

通常 浜松磐田信用金庫

1385 R122080005 関東 静岡県 株式会社サワイリエンジニアリング 1080401015398
平面度・平行度・直角度における組立時の高度化による５軸加工機、
大型機の新業種への新規開拓

通常 しずおか焼津信用金庫

1386 R122080007 関東 静岡県 株式会社ブルーリンク 8080401012141 次世代型販売管理システムの導入によるペーパーレス化対応 通常 浜松磐田信用金庫

1387 R122080009 関東 静岡県 まんまる犬猫病院 ペットの「がん」早期発見検査体制の構築による飼い主満足度向上 通常 しずおか焼津信用金庫

1388 R122080012 関東 静岡県 株式会社丸一工業 1080401010787
複雑形状品の超短納期化要請に対応する鍛圧プレス金型の新しい
設計体制の構築

通常 浜松磐田信用金庫

1389 R122080017 関東 静岡県 株式会社ハゴロモコーポレーション 5080101009291
ＳＤＧｓの取組みとして環境面に配慮した紙折箱製品の低コスト・安定
供給体制の構築

新特別 富士信用金庫

1390 R122080018 関東 静岡県 有限会社鈴木組 1080002010237
５トンクレーン新規導入と大型溶接構造物の積極的受注による収益
改善

通常 株式会社静岡中央銀行

1391 R122080019 関東 静岡県 有限会社菅沼製作所 8080402009657
架台を中心とした溶接板金案件増加に対する多数工程の集約化に
よる生産効率向上計画

通常 シェアビジョン株式会社

1392 R122080020 関東 静岡県 株式会社ヤマ鋲螺 1080401016041 バイクパーツ用チタン製特殊ボルトの開発と提供体制構築 通常

1393 R122080023 関東 静岡県 高田眼科
地域初となるＡＩ搭載の超広角光干渉断層計の導入で患者ニーズに
応える

新特別

1394 R122080026 関東 静岡県 松本印刷株式会社 2080001014064
生産性向上及び付加価値向上によるＵＶインクジェットプリンタ事業
拡大計画

新特別 株式会社静岡銀行

1395 R122080027 関東 静岡県 株式会社イシダテック 4080001014649 デモ用ロボットシステム導入による自動化プロセス提案力拡充 新特別

1396 R122080028 関東 静岡県 貴志歯科医院 高齢者に対するデジタル診療の強化による地域医療への貢献 新特別 浜松磐田信用金庫

1397 R122080029 関東 静岡県 株式会社大胡田屋 7080101003986
ウィズコロナ時代における独創的Ｎｏ．１洋菓子のブランド化と非対面
型事業の推進

新特別
株式会社さがみはら産業創造
センター

1398 R122080030 関東 静岡県 有限会社新井塗装店 6080102013259
ドクターシュリンクを使用した新工法による歩道橋・高架橋塗装工事
の展開

通常 富士信用金庫

1399 R122080031 関東 静岡県 ＤＥＥＲ　ＢＡＳＥ　ｉｚｕ　しかまる Ｘ線検査機導入で安心安全のペット用ジビエ商品を提供し売上拡大 通常 静岡県商工会連合会

1400 R122080032 関東 静岡県 株式会社ティー・エス・ピー 6080001003542 自社開発した専用治具による不連続曲面のスクリーン印刷の実現 新特別 しずおか焼津信用金庫
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1401 R122080033 関東 静岡県 大村醤油株式会社 8080001013928
小ロットに対応！自動化による生産能力の増強及び作業時間の大幅
な短縮

新特別 島田掛川信用金庫

1402 R122080034 関東 静岡県 株式会社アースグリーンファーム 4080001012859 枝豆の収獲・選別機械化による生産性向上 通常 焼津商工会議所

1403 R122080035 関東 静岡県 株式会社静岡県セイブ自動車学校 8080401006440 対人接触減少システム導入で安全・安心な教習所サービスの実現 新特別 村越　誠也

1404 R122080038 関東 静岡県 株式会社赤堀商店 5080401014982
茶成分の数値化によるお茶の品質管理体制の構築及び新商品の開
発

新特別 株式会社静岡銀行

1405 R122080039 関東 静岡県 有限会社ツカサ技研 4080402005057
切削屑回収システムにおける短納期・高耐久性実現のための高度化
事業

新特別 浜松磐田信用金庫

1406 R122080040 関東 静岡県 株式会社飯田技研 7080401016085 検査用治具の製造及び品質管理方法の変更による超高精度化 通常 浜松磐田信用金庫

1407 R122080044 関東 静岡県 有限会社浜名湖ファーム 9080402009433
孵化工程における生産体制の見直しとブランド力強化による新たな
販路開拓

通常 清水　進矢

1408 R122080049 関東 静岡県 株式会社松永特殊溶接 2080001018206 金型の深いリブや複雑な形状への自社の新規溶接補修技術の確立 通常

1409 R122080051 関東 静岡県 株式会社水谷商店 1080002014163 大井川流域の土砂を活用した砂利の製造工程の生産性向上 新特別 静岡県商工会連合会

1410 R122080052 関東 静岡県 有限会社日坂第一製茶工場 7080402017594 海外需要に対応した高級粉末茶原料「ＭＡＴＣＨＡ」製造計画 新特別 島田掛川信用金庫

1411 R122080053 関東 静岡県 株式会社ホテイフーズコーポレーション 3080001010252 茶殻リサイクルによる持続可能なビジネスモデルの実現 通常 株式会社静岡銀行

1412 R122080054 関東 静岡県 株式会社ディーズ・プロジェクト 3080101002505
最新型塗装ブース導入による愛車向け革新的塗装サービス提供す
る

新特別 中川　博

1413 R122080056 関東 静岡県 有限会社国晃 7080402002976 ファイバーレーザー加工機による制御盤ボックス製造対応力の強化 通常 浜松商工会議所

1414 R122080059 関東 静岡県 株式会社ＳＨＡＰＥＳ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｌａｂ 2080101021340
歯科技工における補綴物等製作の「完全内製化」と「即日納入体制」
の実現

通常 株式会社静岡銀行

1415 R122080060 関東 静岡県 株式会社堀内板金 5080001023863 新・雨仕舞い工法とオリジナル加工の外壁による付加価値の向上 新特別 島田掛川信用金庫

1416 R122080061 関東 静岡県 株式会社共栄設機 9080101008414 レーザー加工による精度の高い屈曲工法の開発と販売 通常 富士信用金庫

1417 R122080062 関東 静岡県 有限会社共和製作所 9080402002479
平行２軸型旋盤の活用による高精度・短納期実現のための高度化事
業

新特別 浜松磐田信用金庫

1418 R122080064 関東 静岡県 有限会社高橋製作所 3080002003692
高精度化する産業用ロボットの生産性向上及び品質安定化に向けた
当社独自の品質管理体制の構築

通常 株式会社エコ・ブレーンズ

1419 R122080065 関東 静岡県 東京ベロー精機株式会社 3011801010159
半導体需要に対応する業界初の大口径ベローズ溶接組立技術の確
立

通常 株式会社静岡銀行

1420 R122080066 関東 静岡県 ビップ株式会社 7080401017406 ボトルネック工程の改善による細物異形鉄筋小物加工の生産性向上 通常 浜松磐田信用金庫

1421 R122080067 関東 静岡県 有限会社恭藤 2080102021942 高齢者に「筋肉の運動」を提供するＡＩ搭載トレーニングマシン導入 新特別 株式会社静岡中央銀行

1422 R122080069 関東 静岡県 わかば歯科クリニック
レーザー治療による身体への負担が少ない歯科治療の提供と口腔
内スキャナーによる生産性向上

通常 株式会社静岡銀行

1423 R122080074 関東 静岡県 株式会社リッジテック 7080102017382 循環式エコクリーンブラスト工法による橋梁の長寿命化塗装の受注 通常 富士宮信用金庫

1424 R122080075 関東 静岡県 有限会社東海ガーデン 3080402020222 ラジコン式草刈機による急斜面での草刈の作業効率と安全性の向上 通常 静岡県商工会連合会

1425 R122080077 関東 静岡県 山本鉄工 バルブガイド製造技術の標準化による安定供給体制の確立 通常 浜松磐田信用金庫

1426 R122080078 関東 静岡県 協和化成株式会社 3080001001219 難材加工を実現するスチロールカッター導入による生産性の向上 新特別 静清信用金庫

1427 R122080079 関東 静岡県 ふかざわ歯科
Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｄｅｎｔｉｓｔｒｙ環境の展開による高精細かつ短期間の治療の実
現

新特別 島田掛川信用金庫

1428 R122080080 関東 静岡県 株式会社ヤシマ 5080101006859 ハンディＳＳＣによるスタンド業務の能率化と安全性強化 通常 三島信用金庫

1429 R122080081 関東 静岡県 マルマ農産有限会社 7080402019194
川下業者の要求に応える、多品種の荒茶の最適な製造と納入の実
現

通常 島田掛川信用金庫

1430 R122080082 関東 静岡県 株式会社静玉屋 5080001002017 自動玉貼機の導入による生産合理化と営業及び開発体制刷新 通常 大川　鉄太郎

1431 R122080083 関東 静岡県 有限会社志太興産 3080002016546 良質骨材の供給量ＵＰに向けた、生産体制の改善 通常 しずおか焼津信用金庫

1432 R122080086 関東 静岡県 株式会社仕出しおがわ 5080102015636 高齢者向け手作り冷凍弁当開発による「食を通じた社会貢献」事業 新特別 富士信用金庫

1433 R122080087 関東 静岡県 株式会社イシモク 4080101012585 高周波フラッシュ接着機導入による生産性向上と売上増加 通常 株式会社静岡中央銀行

1434 R122080088 関東 静岡県 株式会社橋本梱包 8080101009306 物流のＤＸ化に対応する梱包体制の確立 新特別 富士信用金庫

1435 R122080090 関東 静岡県 伊藤テクニカルフーズ株式会社 3080001014674 高タンパク質含有エキス製品の品質向上とその販路新規開拓 通常 株式会社清水銀行

1436 R122080091 関東 静岡県 株式会社藁科組 5080101011933 ＩＣＴ重機の導入で短工期・省力化した新サービス事業・商圏拡大 通常 富士宮信用金庫

1437 R122080092 関東 静岡県 有限会社石井育種場 2080002000451 品質・糖度の高い「新規ケール品種」の生産・販売体制の構築 通常 静清信用金庫

1438 R122080093 関東 静岡県 有限会社オレンジデンタルラボラトリー 7080002017375 ３Ｄプリンターによる高精度な歯科補綴物の製作体制の構築 通常 島田掛川信用金庫

1439 R122080097 関東 静岡県 株式会社フォトスタイル 6080101019447 アルバム制作の内製化による利益率のアップと雇用の創出 通常 株式会社イワサキ経営

1440 R122080100 関東 静岡県 株式会社ナカヤマ 6080401015492 中食需要を狙った冷凍うどん製品の企画開発・生産販売体制構築 通常 掛川商工会議所

1441 R122080104 関東 静岡県 橋本エンジニアリング株式会社 7080401011326 軽量・高性能車いす向け部品の開発と製造環境構築 通常

1442 R122080106 関東 静岡県 有限会社丁子屋 2080002003875
丸子宿の新名物！！むかご餡を活用した新商品開発と量産体制の
構築

通常 しずおか焼津信用金庫

1443 R122080107 関東 静岡県 企業組合エシカルリビング 7080405007386 エシカルエーモンマーケット 通常

1444 R122080108 関東 静岡県 株式会社静岡スチール 4080401021765 高耐久な施工を実現する鉄筋の高精度な加工体制の構築 通常 島田掛川信用金庫

1445 R122080110 関東 静岡県 ミハラ水産株式会社 4080001016125
焼津さかなセンターブランドを全面的に打ち出した移動販売・インター
ネット販売による販路拡大

通常 しずおか焼津信用金庫

1446 R122080111 関東 静岡県 株式会社ゼプロチュービング 9080101005808 海外サプライチェーンへのリスクヘッジと社内生産性向上 通常

1447 R122080112 関東 静岡県 天白精機株式会社 8080401016159
最新鋭の測定機および彫刻機の導入による生産性・作業効率の向
上

新特別 株式会社フラッグシップ経営

1448 R122080113 関東 静岡県 株式会社海泉水産 5080401001155
地場水産物の高品質加工技術を応用した新たな生活様式に対応し
た新商品製造体制の確立

新特別 株式会社清水銀行

1449 R122080114 関東 静岡県 くわはら矯正歯科医院 口腔機能に着目し、呼吸路を３次元的に把握する矯正治療の実現 新特別 株式会社静岡銀行

1450 R122080116 関東 静岡県 株式会社甲斐工業 2080001007836 プラスチックダンボール加工による社内一貫体制の強化 通常 静清信用金庫
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1451 R122080118 関東 静岡県 ＧＡＲＣＩＡＢＲＥＷＩＮＧ株式会社 7080001023639 クラフトビールによる母国ペルーと静岡の魅力発信 新特別 株式会社静岡銀行

1452 R122080120 関東 静岡県 株式会社中央製茶 5080001003378 成分分析に基づくお茶の品質向上と新たなサービス提供の実現 新特別 株式会社静岡銀行

1453 R122080123 関東 静岡県 ヤブタ塗料株式会社 5021001033271 多軸・多関節型塗装ロボットの導入によるライン塗装の完全自動化 新特別 伊藤　智史

1454 R122080126 関東 静岡県 本郷歯科クリニック
デジタル化による補綴物治療の高度化・迅速化と身体的負担の少な
い予防歯科サービスの提供

通常
株式会社エム・コンサルティン
グセンター

1455 R122080128 関東 静岡県 たしろ歯科医院 デジタル技術を活用した超高齢社会における訪問診療の開始 通常 島田掛川信用金庫

1456 R122080130 関東 静岡県 旭産業株式会社 2080101008065
協働ロボットシステム導入による労働環境の改善と生産性向上の両
立

通常 三島信用金庫

1457 R122080132 関東 静岡県 鈴木紙器有限会社 8080102014206
新設備導入で顧客ニーズに対応＆通信販売市場に進出し販路拡
大！

通常 株式会社清水銀行

1458 R122080133 関東 静岡県 青空製パン株式会社 5080401015139
１日分の必要カロリーの摂れる　賞味期限１０年の長期保存クッキー
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

1459 R122080137 関東 静岡県 大同産業株式会社 8080001013151 Ａ／Ｔ　ＥＣＵ用コネクタの金属端子における品質向上への取組み 通常 島田掛川信用金庫

1460 R122080138 関東 静岡県 株式会社大瑛 6080001024225
地球環境・騒音対策に配慮したミニショベル特別仕様の導入により、
更に進化を遂げる現場作業と技術力

通常

1461 R122080139 関東 静岡県 株式会社オー・ルージュ 8080001011460 車両の点検を自社完結する設備導入を通じた、労働生産性の向上 通常 株式会社静岡銀行

1462 R122080143 関東 静岡県 米澤製作株式会社 1080402009754 小ロット生産と量産体制の両立による半導体部品製造体制の構築 通常 静岡県商工会連合会

1463 R122080144 関東 静岡県 有限会社富士産業 9080402019886
特許を応用した新しいフラッシュ戸の開発とクラウド生産管理システ
ムによる業務改善

新特別
株式会社オオサワ・ビジネス・
コンサルティング

1464 R122080146 関東 静岡県 株式会社芹澤工業 6080101005810 ＯＥＭ産業機械製造における付加価値向上と製造効率向上の両立 通常 三島信用金庫

1465 R122080149 関東 静岡県 株式会社村松精密 4080401006304
当社独自技術を活用した高精度、短納期化を実現した独自加工技術
の確立

通常 浜松磐田信用金庫

1466 R122080150 関東 静岡県 株式会社オリオン工具製作所 1080401001134 チップソーリサイクルシステムの構築 通常

1467 R122080151 関東 静岡県 株式会社テイ・エヌ・ケエ 8080001014975 生産プロセスの革新によるクリーンエンジンに対応するノズル製造 通常 静清信用金庫

1468 R122080152 関東 静岡県 株式会社ストラウト 5080101022138 地下浸透海水の冷却装置導入によるサーモン陸上養殖の高効率化 通常 株式会社静岡銀行

1469 R122080154 関東 静岡県 株式会社江洋自販 9080001001436
最新型洗車機導入による「地域最速・最高品質」車検サービスの実
現

通常 静清信用金庫

1470 R122080155 関東 静岡県 エデュケーショナル・デザイン株式会社 3080001018849 ブラウザ完結版サブスク型プログラミング教育システムの開発 新特別

1471 R122080156 関東 静岡県 有限会社岡本熔接 9080402009929 熟練職人による高張力ハイテン鋼板等の溶接の自動化への取組み 通常 静岡県商工会連合会

1472 R122080157 関東 静岡県 株式会社ナカハラ 2080101004865 山林に放置された大径木から国産２×４材を生産する方式の開発 通常

1473 R122080159 関東 静岡県 株式会社エターナルアース 2080001011846 １００％天然素材にこだわった塗り壁材の生産体制の確立 通常 株式会社静岡銀行

1474 R122080160 関東 静岡県 武田育苗株式会社 6080401022506 農業６次化、早生樹の炭化・健康食品事業化計画 通常

1475 R122080162 関東 静岡県 有限会社山本鉄工所 6080402008611 ＥＶ使用のための精密なアルミビレットの製造 新特別
株式会社コムラッドファーム
ジャパン

1476 R123080002 中部 愛知県 株式会社アイテック 4180001090085 ＮＣルーター導入により加工精度と作業効率を向上させ売上を拡大 通常 株式会社愛知銀行

1477 R123080004 中部 愛知県 株式会社リードライフ 2180001127806 生体情報センサーを活用した独居高齢者見守システムの開発 通常 株式会社アイリンク

1478 R123080005 中部 愛知県 ウッド・アート・スタジオ株式会社 9180301003915 売上Ｖ字回復及び契約率向上に向けた非対面提案型ＨＰの構築 新特別

1479 R123080007 中部 愛知県 株式会社富士ワールド 3180301019207
リハビリ施設や高齢者介護施設で補助の負担を軽減するｅ－Ｃｈａｉｒ
（介護支援用椅子）の開発

通常 豊田信用金庫

1480 R123080008 中部 愛知県 有限会社早川製作所 9180302009226
ニッケル水素バッテリー製造ライン等に向けた大型で高精度な樹脂
部品加工の実現

新特別

1481 R123080009 中部 愛知県 有限会社大府プラスチック工業 7180002084653
環境に優しいバイオプラスチックを使用した複合機向けトナーケース
の自動製造工程の構築

新特別 立野　靖人

1482 R123080011 中部 愛知県 株式会社サカベ製作所 6180001069318
電動車の時代を見据え、専用機部品加工の自動化・内製化で短納
期・高品質を実現

新特別 碧海信用金庫

1483 R123080013 中部 愛知県 株式会社サンダイ塗装 8180001025566
中部リニアカー設備へのリンフリー塗装下地処理技術と焼き付け塗
装技術の開発

通常 佐原　啓泰

1484 R123080014 中部 愛知県 有限会社名鏡 2180002019572 新生産体制構築による完全内製化の実現及び競争力強化事業 通常

1485 R123080015 中部 愛知県 有限会社天白製作所 6180002021839 ＡＧＶ（自動搬送機）向け部品の高精度切断技術の開発 通常 佐原　啓泰

1486 R123080018 中部 愛知県 三嶺工業有限会社 4180002015990
新型ＮＣ複合旋盤導入による、高機能ギヤを加工する生産体制の構
築

通常

1487 R123080021 中部 愛知県 世界印刷販売有限会社 5180002009744
一人ひとりのお客さまの要望に応える布製素材におけるバリアブル
印刷の実現

新特別

1488 R123080023 中部 愛知県 ココノエフーズ株式会社 3180301017417 自動充填機等の導入による小瓶アイテム強化と製造環境改善事業 新特別

1489 R123080024 中部 愛知県 本田工業株式会社 4180001022757
最新型ウレタンシール貼付け機導入による高精度・生産性向上と新
規市場開拓

通常
公益財団法人中部科学技術
センター

1490 R123080025 中部 愛知県 株式会社ケンズファクトリー 4180001061499 密を避ける移動手段に貢献するバイク用パーツの生産体制強化 通常

1491 R123080027 中部 愛知県 株式会社岩田鉄工所 3180001069634 都心再開発やリニア開業に向けた部品納品の短納期対応 新特別 岡崎信用金庫

1492 R123080028 中部 愛知県 サハシ特殊鋼株式会社 4180001006512
大口径鋼材対応切断機の導入で切断加工の内製化及び大口径鋼
材需要への対応

通常

1493 R123080029 中部 愛知県 有限会社ＳＡＴサービス 4180002062950
光学系三次元測定機導入による自動車部品用金型の品質向上と短
納期化

新特別

1494 R123080030 中部 愛知県 ダブルエース株式会社 5180003016608
夢を追いかける大学生を支援。ＷＥＢマーケティングに特化したｅラー
ニング・案件紹介システムの開発

新特別 稲山哲智

1495 R123080031 中部 愛知県 澤歯科
先端技術導入によるインプラント治療改革及び新型コロナ感染リスク
の低減

新特別 若杉　拓弥

1496 R123080032 中部 愛知県 有限会社山口水道工業 9180002082259
ＧＰＳ連動大型クレーン付バックホー導入による大規模上水道工事の
受注実現

通常 江南商工会議所

1497 R123080033 中部 愛知県 株式会社データブレーン 5180301008348 ＡＩを活用した利用者のリピート率向上を促進するシステムの開発 通常
株式会社市岡経営支援事務
所

1498 R123080034 中部 愛知県 サロンドヴィズ 施術の専門性と安全性を組み込んだセルフエステ機器の開発事業 新特別
株式会社アクセルパートナー
ズ

1499 R123080035 中部 愛知県 有限会社サンデンタルサプライ 3180002030966 歯科技工における鋳造工程の効率化と高品質化 通常

1500 R123080036 中部 愛知県 有限会社柴田製作所 5180002085389 新たなる挑戦！新素材における切削加工プロセスを確立させる。 通常
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1501 R123080037 中部 愛知県 株式会社イングカワモト 1180001034094 ＢｔｏＣ市場向けポリッシュ用ネイルシートの開発 通常

1502 R123080040 中部 愛知県 ＡＣＥ株式会社 7180001108751
外科用Ｘ線装置導入で画像下治療を実現する動物医療の高度化事
業

新特別 安達　隆久

1503 R123080042 中部 愛知県 有限会社コタカゴム工業所 2180002027674 新設備導入と技術を融合しウィズコロナに対応する生産体制の構築 新特別

1504 R123080045 中部 愛知県 ねむりや オーダーメイド寝具のＡＩ導入で対人接触低減と効率化で販路拡大 新特別 西尾信用金庫

1505 R123080047 中部 愛知県 株式会社丸福繊維 9180301022634 ミシンなどの縫製設備導入により、アパレル商材の自社開発に挑戦 通常 岡崎信用金庫

1506 R123080048 中部 愛知県 有限会社コンディトライベーレン 1180302022021
窒素置換技術と最新テクノロジーによる焼菓子の量産化とＥＣへの対
応

通常 浮島　達雄

1507 R123080049 中部 愛知県 株式会社成瀬エンジニアリング 3180001045370
価格競争に打ち勝ち、技術伝承と生産性の向上を達成する量産体制
の確立

通常 いちい信用金庫

1508 R123080050 中部 愛知県 東海アルミナ磁器工業株式会社 3180001074535
最新プレス機と自社原料製造ノウハウの融合による自動車用ヒュー
ズ管部品増産計画

新特別 瀬戸信用金庫

1509 R123080051 中部 愛知県 塩田化成株式会社 2180001085871 塗装ロボットの導入による低感染リスク対策と生産性向上計画 新特別 神谷　隆生

1510 R123080054 中部 愛知県 株式会社加藤鉄工所 3180001102270 大型部品の自社製造により製品ラインナップ拡大し拡販を実現 新特別
株式会社市岡経営支援事務
所

1511 R123080059 中部 愛知県 株式会社Ｋ．Ｒ．Ｎ． 1180001125026 足場建設工事の顧客満足・生産性向上による事業拡大の取組み 新特別
株式会社市岡経営支援事務
所

1512 R123080060 中部 愛知県 有限会社和田精機 4180002091883 業界最高水準の検査体制構築による電気自動車部品製造への対応 新特別 株式会社フラッグシップ経営

1513 R123080061 中部 愛知県 有限会社井上製作所 4180302017902 カスタマイズしたばね製造機導入による、新たな生産体制の構築 通常 西尾信用金庫

1514 R123080065 中部 愛知県 キタノ鉄工所 電動モーターシャフトの切削加工でノー検品と低コスト化を実現する 通常 有限会社竹内総合研究所

1515 R123080066 中部 愛知県 株式会社アイデアプラス 6180001108331
完全非接触のデザイン制作環境を構築し制作時間を１／１０に短
縮！

新特別 株式会社愛知銀行

1516 R123080067 中部 愛知県 株式会社エイビス 4180001024869 自動裁断機の導入により生産効率を改善し、事業拡大を目指す。 新特別 秋田　秀美

1517 R123080068 中部 愛知県 株式会社牧野製作所 4180301033306 ３軸加工機の導入により、取引先の多品種小ロット需要に応える。 通常 蒲郡信用金庫

1518 R123080069 中部 愛知県 ナチュラルデンタルクリニック
歯科用ＣＴ導入による治療の高度化及び効率化による革新的サービ
スの提供の実現

通常 株式会社静岡銀行

1519 R123080072 中部 愛知県 さかい歯科 歯科用ＣＴ導入による治療の内製化と健康寿命の延伸を目指して！ 新特別 株式会社東京経営サポーター

1520 R123080074 中部 愛知県 新日本建設株式会社 6180001107390
住宅の品質保証に寄与する試験工程の内製化、地盤改良の品質向
上

通常 東濃信用金庫

1521 R123080075 中部 愛知県 株式会社Ａ＆Ｎ 6180001088202
業界最高水準の検査精度と全数検査を実現し、検査工程省人化を
実現

新特別

1522 R123080076 中部 愛知県 土井工業所
当社の高い技術力を平準化し高品質な量産品を製造、新市場のシェ
アを獲得する

通常 愛知県商工会連合会

1523 R123080077 中部 愛知県 鍛冶作工場 切削工程の加工精度向上による自動車市場への進出 通常 株式会社ゼロプラス

1524 R123080079 中部 愛知県 大和モールド有限会社 4180302015658
フルモールド法での測定検査を業界最高水準の精度で実施し、生産
性・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

1525 R123080080 中部 愛知県 株式会社豊化工工業所 3180301002220
高性能押出機によるＥＶ化に向けたプラスチック需要への対応と新素
材への挑戦

通常 碧海信用金庫

1526 R123080081 中部 愛知県 有限会社ワタナベ製作所 1180002059982
工程削減＆並行作業で給湯器部品不足解消に寄り添う精密加工革
新

新特別 岡崎信用金庫

1527 R123080082 中部 愛知県 鈴豊精鋼株式会社 2180001022049
内燃系部品の減少を先読みしたＥＶ系部品用の材料加工技術の確
立

通常 株式会社名古屋銀行

1528 R123080083 中部 愛知県 有限会社森金工業所 1180302020297 ＣＮＣ旋盤導入による治具製作の生産性向上及び新規顧客の開拓 通常

1529 R123080085 中部 愛知県 錦工業株式会社 1180001000996
自動車用プラスチックファスナーの増産および新規案件対応に向け
た生産体制の構築

新特別 株式会社十六銀行

1530 R123080087 中部 愛知県 広商ＮＥＸＵＳ株式会社 9180001009213 半導体等電子部品産業向け精密製品販売事業の拡大 通常

1531 R123080089 中部 愛知県 クラチ機械株式会社 8180001006351
三次元測定機導入による海外製大型プレス金型修正工程の生産性
向上

通常

1532 R123080091 中部 愛知県 株式会社鬼丸 8180001096269 ３次元測定機とＮＣ加工機による樹脂加工部品の加工効率向上 通常

1533 R123080093 中部 愛知県 有限会社伊藤合金鋳造所 8180002040283
防災・減災対策。ため池整備の要“ため池栓”の高品質・短納期実現
事業。

通常 尾西信用金庫

1534 R123080094 中部 愛知県 株式会社ＵＮＩＣＯ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ 4190002018893
ｅラーニングシステムの導入による非対面教育制度の確立と公平性
の高い人事評価の実現

通常 稲山哲智

1535 R123080095 中部 愛知県 有限会社ミドリ化成工業所 4180302019015 最新の射出成形機導入による保護帽欠肉低減による生産性向上 通常 西尾信用金庫

1536 R123080098 中部 愛知県 西尾化工株式会社 8180301022701 非石油系プラスチック素材を使用した園芸用資材の試作開発 通常

1537 R123080099 中部 愛知県 岡田工業株式会社 7180301015103 コッター加工の省人化・自動化による生産性向上と多能工化の推進 新特別 株式会社フラッグシップ経営

1538 R123080100 中部 愛知県 株式会社ヨシノ印刷 8180301002240 多様なロット・納期に対応する複合的和洋紙印刷物製造体制の構築 通常
株式会社市岡経営支援事務
所

1539 R123080101 中部 愛知県 東洋ライト工業株式会社 4180301006377
ＩｏＴとスマートセンサを活用した三密回避のための満空情報システム
の開発と製造

新特別

1540 R123080102 中部 愛知県 有限会社岩瀬印刷 3180302026243 短納期・小ロット、注文も簡単な店頭ＰＯＰ特化印刷サービス 通常
株式会社市岡経営支援事務
所

1541 R123080103 中部 愛知県 有限会社三双機工 8180002006334
内径加工の熟練工依存脱却でＥＶ化に向けた小型製品量産体制構
築

新特別 株式会社愛知銀行

1542 R123080105 中部 愛知県 株式会社Ｊ．ａｃｅ 3180001136863 建設現場のＩＣＴ施工に対応する３次元測量サービスの展開 新特別 株式会社プロシード

1543 R123080107 中部 愛知県 大森電機株式会社 9180001000221 ＴＶアンテナブースターの電波漏れ低減に向けた金型の試作開発 通常 株式会社名古屋銀行

1544 R123080108 中部 愛知県 株式会社神和工業所 4180301014058
高精度旋盤技術導入による切削加工部門の強化で地域オンリーワ
ンの確立

新特別 碧海信用金庫

1545 R123080114 中部 愛知県 株式会社向陽工業 8180001095485 ワークの粗加工と寸法測定の自動化によるリードタイムの短縮 通常

1546 R123080115 中部 愛知県 有限会社田中鉄工所 2180302008424 小型部品に対応したＣＮＣ旋盤加工機導入による生産性の向上 通常 豊橋信用金庫

1547 R123080116 中部 愛知県 株式会社日本ビデオシステム 6180001096584
放送用映像機器製作の曲げ加工工程の内製化による短納期化・量
産体制構築

新特別 株式会社ゼロプラス

1548 R123080117 中部 愛知県 株式会社Ｍｏｕｎｔ＆Ｓｅｅ 6180001054955 ＲＦＩＤタグを活用したセルフレジ導入に革新的決済サービスの提供 新特別

1549 R123080118 中部 愛知県 株式会社ＭＲＩ 8180001133633 難易度の高いネコの心臓疾患への先端医療サービスの確立 新特別

1550 R123080119 中部 愛知県 株式会社大日本ビジネスフォーム 4180001019927
自社ＷＥＢ通販サイト構築による新たな販路開拓と既存顧客への新
規提案

通常
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1551 R123080120 中部 愛知県 有限会社新晃製作所 8180002040977 高速マシニングセンタ導入による難易度の高い加工体制の革新 通常

1552 R123080121 中部 愛知県 ナカク千代田３丁目歯科クリニック
３Ｄ解析技術を活用したスウェーデン型予防歯科プログラムへの取組
み

新特別 株式会社東京経営サポーター

1553 R123080124 中部 愛知県 名古屋駅前デンタルオフィス 独自の歯髄残存選定方法を取り入れた新しい歯髄保存療法の開発 新特別 アイアンドアイ株式会社

1554 R123080127 中部 愛知県 有限会社春日井金属塗装所 3180002065517
塗装ロボット導入により生産性・品質の向上とコスト削減を図り、アフ
ターコロナを勝ち抜く

新特別

1555 R123080128 中部 愛知県 河合歯科クリニック
歯根破折の早期発見及び、自分の歯を活かす移植手術とインプラン
ト手術の融合

新特別 有限会社竹内総合研究所

1556 R123080129 中部 愛知県 有限会社祖父江鉄工所 1180002040513
精密工作機械の導入で高品質・短納期化の実現と競争力を強化す
る

通常 中日信用金庫

1557 R123080130 中部 愛知県 エバイス株式会社 6180001060697 業界初の池越えアクティビティ等が楽しめる体験型コース開発事業 通常 豊川信用金庫

1558 R123080132 中部 愛知県 株式会社サカキ 2180001105571
砥石用アルミ台金の加工における手加工工程の自動化を目指した新
工程の開発

通常 西尾信用金庫

1559 R123080134 中部 愛知県 有限会社壽々木工作所 9180002074677
高精度ＮＣ旋盤導入による生産ライン向け部品製造ノウハウを活かし
た先端刃物製品の新規開発

通常

1560 R123080135 中部 愛知県 有限会社元祖鯱もなか本店 2180002030331
伝統と革新！老舗和菓子会社が挑む生産プロセス改革と新商品開
発

新特別

1561 R123080137 中部 愛知県 聖栄ファインモールド
最新の放電加工機導入による自動車ギア試作部品の生産体制の強
化

新特別

1562 R123080139 中部 愛知県 三洲電線株式会社 6180301015260 レーザー顕微鏡導入による表面粗さを保証した銀メッキ銅線の提供 新特別
株式会社市岡経営支援事務
所

1563 R123080141 中部 愛知県 有限会社新実金型製作所 9180002026273
三次元加工が必要な電装部品等のプラスチック成形金型加工の実
現

新特別

1564 R123080142 中部 愛知県 株式会社加藤工業 8180001068235
高性能ＣＮＣベンダー導入による加工精度・生産性向上と需要増へ
の対応

通常 碧海信用金庫

1565 R123080143 中部 愛知県 有限会社都工業 2180302017326
コロナウイルス滅菌装置製造における高精度リベット生産方式の実
現

通常

1566 R123080144 中部 愛知県 有限会社白川工業所 2180002006463
ボトルネック工程への最新鋭機導入によりコロナ・災害対策ビジネス
に新規参入

新特別 株式会社名古屋銀行

1567 R123080145 中部 愛知県 岩田工機株式会社 8180001034393 業界初となる立体形状ワークの自動バリ取り機の試作開発 新特別 株式会社十六銀行

1568 R123080146 中部 愛知県 株式会社ウイッシュ 4180001077859
発達障害をもつ未来ある子どもたちのため、業界初の事業所を評価
できるシステム・ｅラーニングシステムを開発

新特別 稲山哲智

1569 R123080147 中部 愛知県 有限会社大宮工芸 1180002042716 レーザー加工機導入による生産プロセスの改善 新特別 小倉　裕樹

1570 R123080148 中部 愛知県 グリーンデンタル夫馬
院内で補綴治療を即日完了できるフローを確立し、高齢者も安心して
通える歯科へ

新特別 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1571 R123080149 中部 愛知県 株式会社エス・プロジェクト 8180002082912 高速デジタルカッター導入による革新的な生産プロセスの確立 通常 時田和之

1572 R123080150 中部 愛知県 久野家具デザイン工房
高度な職人技術の伝承によるオーダーメイド木製家具の安定供給体
制の実現

新特別 株式会社十六銀行

1573 R123080151 中部 愛知県 有限会社Ｋ・Ｔ・Ｐ 5180002059780 クローラークレーンの活用による据付工程の短縮化 新特別 株式会社名古屋銀行

1574 R123080152 中部 愛知県 有限会社創ｉｎｇ 9180302008327 デジタル・自動機の導入による先進・高付加価値製品の製造 新特別

1575 R123080153 中部 愛知県 日南精機株式会社 8180001074712 生産管理システムの統合及びホームページとの連携 新特別

1576 R123080154 中部 愛知県 Ｌｅａｓｉｎｇ　ｐｌａｎｎｅｒ株式会社 4180001090408 非対面による見積もり、商談が行える「クラウド工務店」の開発 新特別 稲山哲智

1577 R123080156 中部 愛知県 株式会社菱源畳店 9180003000905 縁なし畳製作の効率化で内製化。利益率向上・売上拡大！ 通常 鷲尾　裕二

1578 R123080158 中部 愛知県 大野歯科医院
最新の歯科治療および歯科技工設備導入による感染リスク低減、治
療期間短縮の実現

通常
株式会社ＫＳビジネスコンサ
ルティング

1579 R123080159 中部 愛知県 有限会社協同プラスチツク 4180002009431
最新ルーターマシンで可能となったＬＥＤネオンサインの製作をおこな
う	

通常 株式会社イストワール

1580 R123080162 中部 愛知県 有限会社柴田興業 6180302020805
改良土事業の強化と生産性向上を実現する油圧式ふるい機の導入
計画

通常 税理士法人スマッシュ経営

1581 R123080164 中部 愛知県 株式会社テックワン 7180001057164
加工設備導入により透明樹脂パーツ需要に対応する生産体制の構
築

通常
株式会社市岡経営支援事務
所

1582 R123080165 中部 愛知県 エスシー技建株式会社 7180001131720 狭小・高さ制限のある道路での重機を用いない新たな工法開発 新特別 株式会社名古屋銀行

1583 R123080166 中部 愛知県 名鮮丸正株式会社 9180001052411 魚卸売業界のＤＸ化を牽引する受注システム導入による生産性向上 通常

1584 R123080167 中部 愛知県 杉本歯科クリニック
デジタル技術を活用した高精度、高い利便性をもった補綴物治療の
開発

新特別

1585 R123080168 中部 愛知県 豊三工業株式会社 7180301018808 新たな増産要請への対応に向けた溶接工程の自動化で生産性向上 新特別 株式会社名古屋銀行

1586 R123080171 中部 愛知県 株式会社アイランド・ブレイン 4180001054379
独自アルゴリズムと障碍者活用による「フォーム自動送信ツール」で
生まれる生産性向上

新特別 株式会社名古屋銀行

1587 R123080174 中部 愛知県 株式会社大幸 7180001045004 シール・ラベルの可変印刷における品質向上・新規市場開拓 通常

1588 R123080175 中部 愛知県 株式会社フォルツァ 2180001112626 地元名産“真菜”を使った長久手餃子の開発と低感染リスク販売！ 通常
株式会社シザコンサルティン
グ

1589 R123080177 中部 愛知県 タイヨー化学工業株式会社 8180301007719
最新カッティングマシン導入で、生産性向上・硬質樹脂加工を受託、
新事業展開を狙う

通常 株式会社イストワール

1590 R123080179 中部 愛知県 株式会社大樹 4180001118092 東洋医学×スポーツ科学で地域活性化するランニング特化ジム開発 新特別

1591 R123080180 中部 愛知県 三本木歯科矯正歯科 ＣＴ導入により、咬合正常化を通して体調改善を支える矯正歯科へ 通常 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

1592 R123080181 中部 愛知県 有限会社シンセイ印刷 2180002080062
多言語ユニバーサルデザインを取り入れた印刷物の生産方式の導
入

通常 尾西信用金庫

1593 R123080183 中部 愛知県 大須賀鉄工株式会社 5180001021634
半導体製造装置に使用する高精度工作機械用鋳造部品の生産性向
上

新特別 岡崎信用金庫

1594 R123080186 中部 愛知県 有限会社高井技鈑 3180302001766 協働ロボットの小型化に対応するための円筒切削の高度化事業 通常 岡崎商工会議所

1595 R123080187 中部 愛知県 株式会社ケー・シップ 1180301013483
急速冷凍機導入によるラーメン・ジンギスカンの冷凍食品開発とその
流通網開発・販売

通常

1596 R123080188 中部 愛知県 吉澤工業株式会社 7180001005800
最新型ＮＣボーリングマシン導入をきっかけとした新製品開発と経営
革新

通常

1597 R123080189 中部 愛知県 ＫＵＲＯＦＵＮＥ株式会社 8180001131265 在日外国人の生活支援サービスのプラットフォームアプリ開発 通常 名古屋商工会議所

1598 R123080190 中部 愛知県 有限会社ノンナカコーレ 2180002089070 パンの製造小売りによる新規ビジネスモデルの構築 新特別

1599 R123080191 中部 愛知県 株式会社東円鈑工所 4180001081480 クリーンカット工法の導入による工作機械部品の生産高度化 新特別 株式会社ゼロプラス

1600 R123080192 中部 愛知県 澤田工機
生産性向上を目指すセンタースルークーラント方式導入と一気通貫
生産体制の構築

通常 蒲郡信用金庫
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1601 R123080193 中部 愛知県 榊原畳店
事前予約システム×新設備の導入によって効率的な生産体制の構
築

新特別 株式会社シャイン総研

1602 R123080195 中部 愛知県 株式会社Ｍｉｌｋｙｍｏｃｏ 9180301034407
オーダーケーキの工程における生産性の向上と安定供給体制の構
築

通常 株式会社フラッグシップ経営

1603 R123080196 中部 愛知県 竹内製作所
鉄道車両用の銅製部品生産技術の獲得による、新たな事業の柱の
育成

新特別 瀬戸信用金庫

1604 R123080197 中部 愛知県 サン・シールド株式会社 2180301016238 ＤＸによる推進工事の高度化を通じた生産性向上と省人化の実現 新特別 碧海信用金庫

1605 R123080198 中部 愛知県 有限会社ケイアンドアール 3180002077124 ５軸加工技術を習得し、自立支援ロボット市場への進出計画 新特別 神谷　隆生

1606 R123080199 中部 愛知県 みつまる自動車株式会社 2180001092067
ＥＶ、アルミボディ整備の対応によって、テスラの認定を取得し新時代
自動車の整備へ進出する

新特別

1607 R123080202 中部 愛知県 明和鉃工株式会社 5180001098029 他社が真似できない職人技術の継承と事業継続のための設備投資 新特別
MASTコンサルティング株式会
社

1608 R123080204 中部 愛知県 株式会社光洋工芸社 8180001023520
ＣＡＤ／ＣＡＭ搭載大型ＮＣルーターによる生産性改革とテレワークの
推進

通常 株式会社名古屋銀行

1609 R123080205 中部 愛知県 株式会社鬼頭塗料 4180001098260 塗料の小ロット生産体制の構築による新たな事業領域の確立 新特別 株式会社大垣共立銀行

1610 R123080206 中部 愛知県 エイワン美工 デジタル印刷で内製化し取引先ニーズの高いＳＤＧｓ達成支援事業 通常 名古屋商工会議所

1611 R123080210 中部 愛知県 平成フーズ株式会社 5180001143767
３Ｄ冷凍機導入による超高品質冷凍食品の開発および通販市場開
拓

通常

1612 R123080211 中部 愛知県 株式会社飯田鉄筋鋼業 3200001035542
２０２５年問題に向けた鉄筋加工のデジタル技術導入による生産性向
上					

新特別 若杉　拓弥

1613 R123080212 中部 愛知県 株式会社ライノテック 6180001130590
観光業界のプロモーション支援を行うことができるＩｎｓｔａｇｒａｍを活用
した国内初のシステムを開発

新特別 稲山哲智

1614 R123080213 中部 愛知県 有限会社戸高工業所 4180002088351 製造設備修理で派生する部品の内製化でワンストップサービス開始 通常 愛知県商工会連合会

1615 R123080215 中部 愛知県 株式会社リープス 1180001133425
強靭なサプライチェーンと販路を確立！自動化設備部品の内製化事
業

通常 株式会社十六銀行

1616 R123080216 中部 愛知県 岡崎南　上地眼科クリニック
最新の超広角眼底カメラを活用した糖尿病網膜症早期発見率の飛
躍的向上

新特別

1617 R123080217 中部 愛知県 株式会社キヨタフーズ 7180001094059
コロナ禍の新しい生活様式に向けた「プチぜいたく」商品を製造販
売！

新特別 株式会社ぐんぐん

1618 R123080218 中部 愛知県 がくデンタルクリニック
歯科診断・診療技術の高度化による治療効果の向上と感染リスクの
低減

新特別

1619 R123080220 中部 愛知県 株式会社河正 6180301008842 ＣＮＣ旋盤の導入によるシャフト・ギア加工プロセスの革新 通常

1620 R123080221 中部 愛知県 あおい歯科医院 最新型のＸ線ＣＴ診断装置導入による新サービス提供 新特別 小倉　裕樹

1621 R123080223 中部 愛知県 かとう歯科クリニック ポストコロナに対応した患者・地域密着型の半個室歯科治療の実現 新特別

1622 R123080224 中部 愛知県 今村歯科医院
口腔周囲組織の３次元情報活用による歯科診療の高度化及び高精
度矯正治療の新規提供

新特別 西尾信用金庫

1623 R123080225 中部 愛知県 横井鉄工所 中型サイズの旋盤加工における生産体制確立 新特別 小倉　裕樹

1624 R123080227 中部 愛知県 株式会社本草閣薬局 8180001055893 漢方専門の電子カルテ開発による業務効率化と新商品開発 通常

1625 R123080229 中部 愛知県 とみたデンタルクリニック デジタル化による医療サービスの効率化を実現 新特別 小倉　裕樹

1626 R123080235 中部 愛知県 やまだ歯科
地域医療機関との連携による歯周病・糖尿病の包括的診療体制構
築

新特別
株式会社リアルコンテンツジャ
パン

1627 R123080237 中部 愛知県 株式会社ＨＰＣ 1180301031015 重度腫瘍疾患ペットに対する先端手術体制の確立 通常

1628 R123080238 中部 愛知県 有限会社西尾自動車鈑金塗装 3180302026367
最新の密閉型塗装ブース導入による大型自動車塗装工程の生産性
向上

通常 西尾信用金庫

1629 R123080239 中部 愛知県 山旺理研株式会社 2180001025489
品質と生産性の向上がされ、環境負荷が低減された自動メッキ装置
の導入

通常

1630 R123080240 中部 愛知県 有限会社エムシーケー 6180002013324
高精度、短納期を目指した金型用部品の開発及び新規事業への展
開

新特別 小倉　裕樹

1631 R123080241 中部 愛知県 株式会社ケーツー 8180001054961
金型生産のリードタイム短縮・コスト低減のため、切削・磨き工程の工
数削減を実現する新工法の開発

通常

1632 R123080242 中部 愛知県 株式会社石川屋 3180001091547
精肉の消費期限長期化と食品ロスの削減に寄与する食品トレイ革新
事業

通常 坪井　亮

1633 R123080243 中部 愛知県 株式会社ミヤデラ断熱 7010701018267
ＡｒｔｉｏｓＣＡＤ・新世代マルチカッティングマシンの導入によるグラス
ウールダクトの効率的生産

通常 高野　敬太朗

1634 R123080244 中部 愛知県 株式会社富田商店 1180001022413 切身定貫スライサー導入による、生産効率改善と拡販活動 通常 株式会社愛知銀行

1635 R123080245 中部 愛知県 ドレンマスター製造株式会社 3180001094905 高度深絞りプレス加工技術の品質保証体制の構築 新特別 座間　裕史

1636 R123080246 中部 愛知県 株式会社Ｎ．Ｅ 4180001139205 介護人材向けの求人・面接支援システムの開発 新特別

1637 R123080248 中部 愛知県 株式会社成田製作所 3180001010795 三次元構造物の測定方法改善による競争力強化と新製品開発事業 通常

1638 R123080250 中部 愛知県 有限会社下岡商会 2180002020365 業歴７０年の複写技術によるアナログデータのデジタル化サービス 新特別 岡崎信用金庫

1639 R123080251 中部 愛知県 株式会社タツタ地水工業所 2180001068141 小型回転振動掘削機導入による狭小地での電気防食工事対応 新特別 株式会社名古屋銀行

1640 R123080252 中部 愛知県 株式会社ダイワエクセル 3180001004517 電気めっき加工の生産プロセスにおける検査工程の自動化・省人化 通常

1641 R123080253 中部 愛知県 山中精工株式会社 8180001029047 最新型マシニングセンタ導入による高効率化・高精度化の推進 新特別 小倉　裕樹

1642 R123080254 中部 愛知県 株式会社名古屋生活クラブ 5180001056515 有機野菜等の受発注およびコミュニケーションシステムの導入 新特別

1643 R123080255 中部 愛知県 かみや建材 油圧ショベルを活用した廃棄物混じり土の再利用強化 通常

1644 R123080259 中部 愛知県 株式会社ホンダテクノス 1180001124011
食品生産設備用部品の生産性向上・高精度化を図り売上拡大に挑
戦

新特別
ひまわり経営サポート株式会
社

1645 R123080260 中部 愛知県 有限会社東海鋼機 3180002069526 溶接ロボット導入による鉄骨の大幅な生産性向上による経営力強化 新特別 岐阜信用金庫

1646 R123080261 中部 愛知県 有限会社山田鉄工所 6180002075050 最新型のＣＮＣ旋盤導入による細物加工の体制強化 新特別 小倉　裕樹

1647 R123080262 中部 愛知県 東豊工業株式会社 7180301018758 樹脂接着式ホイールバランスウェイトの開発と量産 通常

1648 R123080266 中部 愛知県 株式会社コッテ 4180001136053 より一般需要が高い開発中の１２号鉢皿の完成と、量産体制の構築 通常

1649 R123080269 中部 愛知県 株式会社エム・ティーデリバリー 1180001056584
リング付卓上カレンダーの一貫生産構築による生産プロセス改革事
業

通常 名古屋商工会議所

1650 R123080272 中部 愛知県 株式会社原田工業 2180301016023 設備導入によるリードタイムの大幅削減計画 通常 豊田信用金庫
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1651 R123080273 中部 愛知県 研精化工株式会社 3180001082620 ロボドリル導入によるデジタル化の推進 新特別 小倉　裕樹

1652 R123080274 中部 愛知県 株式会社田川鉄工所 3180001085920 新ＣＮＣ旋盤機導入による生産性向上で顧客ニーズの短納期化実現 通常 加藤一男

1653 R123080277 中部 愛知県 有限会社高丸食品 5180002084894 健康食品としての納豆品質の向上要求に応える生産プロセスの改善 通常 西尾信用金庫

1654 R123080278 中部 愛知県 株式会社兼安 9180301022980
自動海苔選別機導入による、寿司ハンドロール用海苔の開発と生産
体制の構築

新特別 愛知県商工会連合会

1655 R123080279 中部 愛知県 有限会社こころ 1180002008188
歯科訪問にも活かせる保険適用の白い歯・ＣＡＤ／ＣＡＭ冠製作の生
産性向上と短納期化

新特別 和田　純子

1656 R123080280 中部 愛知県 有限会社ダーシェンカ 8180302004104 パン製造のジャストインタイム化による密・欠品回避とフードロス解消 通常 岡崎商工会議所

1657 R123080281 中部 愛知県 岡村鉄工株式会社 5180001019091 自動車向けフランジ加工技術の高度化事業 新特別

1658 R123080282 中部 愛知県 株式会社トミーインダストリー 4180001089978 美観・強度が要求される医療機器用薄板溶接技術の高度化 通常 株式会社愛知銀行

1659 R123080283 中部 愛知県 株式会社Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｒ 3180001125973 ＡＩコンテンツ配信型＆保険証券一元管理システムの開発 新特別

1660 R123080285 中部 愛知県 奥村歯科医院
オールラウンドな先進機器の同時導入による高精度・高満足度治療
の効率的提供

新特別

1661 R123080286 中部 愛知県 株式会社パモウナ 5180001023003 ＶＲで壁面モジュール収納の販促と低感染ビジネスへの転換を実現 新特別

1662 R123080288 中部 愛知県 アマノ歯科 ＮＩＲＩ撮影による矯正治療における虫歯リスクの低減 新特別 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1663 R123080289 中部 愛知県 株式会社毎日商会 4180301001428 廃棄物からペットボトルを自動選別する革新的な選別ラインの導入 通常 株式会社ピースマネジメント

1664 R123080290 中部 愛知県 株式会社テリア 1180001070957 ペットに対する県内屈指の整形外科を確立させるプロジェクト 新特別

1665 R123080294 中部 愛知県 株式会社首藤鉄工所 4180001092544 ＣＡＤ／ＣＡＭと最新設備導入による新たな生産体制の構築 通常

1666 R123080295 中部 愛知県 株式会社ミワテック 1180301022831
非接触式三次元測定機の導入による測定技術高度化と大型製品対
応

新特別 西尾商工会議所

1667 R123080296 中部 愛知県 東洋理工株式会社 1180301013137
外観欠陥を定量化する位相シフト撮像技術を利用しためっき外観検
査の高度化

通常 西尾信用金庫

1668 R123080297 中部 愛知県 カムエンジニアリング株式会社 9180301003948
総合管理システム導入によるアナログ作業の撤廃とデータの集計と
分析の実現

通常
株式会社ジエック経営コンサ
ルタント

1669 R123080298 中部 愛知県 近藤歯科医院
ＣＡＤ／ＣＡＭ設備と補綴治療の掛け合わせによる高品質・短期間・
低価格の治療の実現

新特別
株式会社リアルコンテンツジャ
パン

1670 R123080299 中部 愛知県 近藤工業株式会社 4180301018249 ホロ照明外観検査ロボットシステム導入による生産性向上等の実現 新特別
公益財団法人中部科学技術
センター

1671 R123080301 中部 愛知県 江沢事務器株式会社 4180001011693 不良率低減、生産性向上に向けた印刷システムの開発・導入 新特別
MASTコンサルティング株式会
社

1672 R123080302 中部 愛知県 株式会社サクラアルカス 1180001014518 革新的な展示会システム開発で希望に沿ったオンライン展示会を 新特別

1673 R123080305 中部 愛知県 株式会社藤田商店 9180001139480 手作りべっこう飴の生産性・精度向上による売上拡大とノウハウ伝承 新特別

1674 R123080308 中部 愛知県 株式会社ＴＲＩＮＩＴＹ　ＰＡＲＴＮＥＲＳ 4180001110644 予測型見守りシステムを活用した介護現場におけるＤＸ推進の取組 新特別
MASTコンサルティング株式会
社

1675 R123080310 中部 愛知県 マインテックジャパン株式会社 9180001116983
設備バランスの最適化を図り、顧客ニーズへの対応と自社製品の収
益性改善を図る

通常
株式会社ジエック経営コンサ
ルタント

1676 R123080311 中部 愛知県 株式会社山一 1180001104021 目利き力を最大限に活かす自動化した古紙選別ラインの構築 通常 コタケ経営合同会社

1677 R123080314 中部 愛知県 株式会社杉本技研 2180001082893 社内技術力と横型フライス盤を活かした大型丸物部品の生産性向上 新特別 小倉　裕樹

1678 R123080316 中部 愛知県 有限会社エヌ・ユー・エス 6180002044716 イヤフォン型バイタルセンサー活用による社会問題の解決 通常

1679 R123080317 中部 愛知県 株式会社ＡＲＡＳＨＩ 4180001114629 対人接触を減じる全自動製麺製造装置導入による生産能力拡大 通常 おうけい税理士法人

1680 R123080318 中部 愛知県 ＴＥＡ　ＬＯＵＮＧＥ　Ｌｉｌｙ 女性活躍を美容から！短施術時間で高機能なＬＥＤ脱毛機の導入 通常

1681 R123080319 中部 愛知県 光基工業株式会社 3180001028061
コロナ禍におけるロボットによる自動化技術を活用した自動車サプラ
イチェーン強化対応事業

通常

1682 R123080320 中部 愛知県 シンプルアクツ株式会社 6180301026150
高性能デジタル製版機及び自動回転台の導入によるシルク印刷の
高度化計画

通常
合同会社ＫＤＳコンサルティン
グ

1683 R123080321 中部 愛知県 株式会社アンカー 2180301004408 測量業務のＤＸ化による生産性と付加価値向上の実現 新特別 浮島　達雄

1684 R123080322 中部 愛知県 株式会社スタートハウス 1180001128854 物件データと顧客データの連携による不動産業務のＤＸ推進 新特別

1685 R123080323 中部 愛知県 おおのぎこどもファミリー歯科
３Ｄ撮影による過剰歯等の早期発見と正確な位置の特定が可能なＣ
Ｔの導入

新特別 グロースリンク税理士法人

1686 R123080332 中部 愛知県 稲山工業 特殊鋼等の加工品に対する生産体制の改善 新特別 小倉　裕樹

1687 R123080333 中部 愛知県 株式会社やまこう 2180001127772
レーザー加工と植物性天然塗料で装飾する「モダン神棚」の製造直
販

通常 奥田　まり

1688 R123080340 中部 愛知県 ばんの歯科 セファロ撮影による摂食嚥下障害等に対応する取組 通常 小倉　裕樹

1689 R123080343 中部 愛知県 合同会社ＯｐｔＴｅｃｈ 9180303004878
３種類の照射角の照明を一体化した超高輝度外観検査用ハイブリッ
ド照明の開発

通常

1690 R124080002 中部 三重県 西塗装工業株式会社 6190001012466 最新の粉体塗装装置を導入して新分野の販路を開拓する取り組み 通常
一般社団法人東海経営支援
センター

1691 R124080003 中部 三重県 株式会社千種機械製作所 6190001015535 最先端マシニングセンタ導入による複雑形状部品や治具の効率製造 新特別

1692 R124080004 中部 三重県 有限会社東海ボディーショップ 6190002007606 自動車補修用水性塗料の乾燥革命による生産性と品質の向上 通常

1693 R124080005 中部 三重県 エムアイ
ハンマナイフモア導入による除草作業の生産プロセスの改善と生産
性向上

通常 浮島　達雄

1694 R124080006 中部 三重県 株式会社岡田商事 2190001021826
鉄などの金属スクラップの提供体制強化による生産性向上及び販売
増強計画

通常 株式会社百五銀行

1695 R124080007 中部 三重県 Ｎｅｔ　Ｓｙｓｔｅｍ株式会社 4190001021709
新型ＣＮＣフライス盤の導入と工場レイアウトの改善による生産性向
上

通常 株式会社ミッドランド経営

1696 R124080008 中部 三重県 株式会社ＷＡＧＹＵ　ＪＡＰＡＮ 8180001099874 和牛の貿易に特化したオリジナル受発注管理システムの開発 新特別 浮島　達雄

1697 R124080009 中部 三重県 泰成工業株式会社 4190001012971 プレス金型製造における高精度とコストダウンへの競争力強化事業 通常

1698 R124080010 中部 三重県 伊藤精機株式会社 6190001004835 ワイヤ放電加工機の導入による難加工材料等の加工技術の確立 通常

1699 R124080013 中部 三重県 株式会社ＴＨＥＯ 4180001133554 飲食店事業者へ業態転換を促すアフターコロナモデル店舗構築事業 新特別

1700 R124080015 中部 三重県 三昌物産株式会社 7190001014998 包装品質の向上による真空パックのノントレー包装鶏肉商品開発 通常
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1701 R124080016 中部 三重県 有限会社太陽精密 6190002017885
ＣＮＣ立形複合研削盤の導入による丸物研削加工の生産性向上事
業

通常 桑名三重信用金庫

1702 R124080020 中部 三重県 株式会社ルナ 9190001019830 ＣＴ導入による手術前診断の精度向上と外科治療体制の高度化事業 新特別 安達　隆久

1703 R124080022 中部 三重県 中野マシーンプラセス株式会社 8190001008578
荒加工・プログラムの大幅な時間短縮を実現し高効率な加工技術の
確立による売上向上

通常

1704 R124080023 中部 三重県 株式会社福岡醤油店 3190001008847
海外での新市場を獲得するための醤油２次加工製品の開発と生産
体制の整備

通常 北伊勢上野信用金庫

1705 R124080025 中部 三重県 北川動物病院株式会社 1190001021604 小動物等のミクロ病変を発見して命を支える撮影検査のスマート化 通常 菅原　由一

1706 R124080027 中部 三重県 有限会社浦尾金型製作所 7190002001797 新装置導入による金型の生産効率向上及び感染リスク低減。 新特別

1707 R124080030 中部 三重県 サカエゴム株式会社 4190001014877 低硬度ゴム生成技術の高度化による小ロット生産体制の確立 通常

1708 R124080031 中部 三重県 株式会社松山 4122001006571 コロナ禍による空調部品等の需要拡大に対応した増産体制の構築 通常
堀江コンサルティングオフィス
株式会社

1709 R124080033 中部 三重県 株式会社ハンエイ 6190001005809
土木作業のＩＣＴ化による作業環境・効率の向上と地域のＩＣＴ化への
貢献

通常 鷲尾　裕二

1710 R124080034 中部 三重県 有限会社はたき 3190002011610
新たな生産体制の構築で顧客ニーズに応じたオリジナルブレンド米
を提供

通常 株式会社百五銀行

1711 R124080035 中部 三重県 有限会社伊セ工機 5190002017481 生産性向上と労働環境の改善のための塗装工程の見直し 通常 株式会社大垣共立銀行

1712 R124080038 中部 三重県 有限会社辻井スポーツ 4190002014109 名入れなどオプション業務の内製化による差別化・低接触化事業 新特別 松阪商工会議所

1713 R124080039 中部 三重県 ひみつビール合同会社 5190003003737 小型缶充填機による作業効率化と専門店販売型モデルからの脱却 通常

1714 R124080040 中部 三重県 やまなかデンタルクリニック
ＤＸ技術を活用し「補綴物治療・矯正歯科治療」のさらなる高度化に取
組む

新特別

1715 R124080044 中部 三重県 きたざわ農園
白ねぎのブランド化に向けた最新設備の導入。生産精度・栽培効率
の向上と規模拡大効果の最大化

通常
公益財団法人三重県産業支
援センター

1716 R124080045 中部 三重県 株式会社伊勢志摩真珠 4190001007336 パールキャッチャーを乗せた販売車 通常

1717 R124080047 中部 三重県 株式会社マサキ 1190001021711
機械導入による解体工事現場の効率的な業務遂行と事業範囲・規
模の拡大

通常 名張商工会議所

1718 R124080048 中部 三重県 福島工業 電子分解炉を用いた産業処理システムづくり 通常

1719 R124080049 中部 三重県 有限会社ヤマモトレーシング 3190002013202
メーカーが供給困難な旧型二輪車の補給部品の再生産事業への取
組み

通常

1720 R124080054 中部 三重県 寿恵広 急速冷凍設備導入により製造効率の向上および新製品開発 通常
公益財団法人三重県産業支
援センター

1721 R124080055 中部 三重県 くらし専科株式会社 3190001021370 医療、福祉事業者向けＤＸ人材育成の革新的な仕組みづくりへ挑戦 通常 株式会社ミッドランド経営

1722 R124080057 中部 三重県 有限会社市川プレス 8190002019244 生産性向上による自動販売機向け釣銭機部品の新規受注獲得 新特別 株式会社ゼロプラス

1723 R124080060 中部 三重県 株式会社セイオー技研 8190001009056 最新ＣＮＣ旋盤導入による省人化、生産性向上、加工事業強化 通常

1724 R124080062 中部 三重県 株式会社キダグート 6190001017374
障害者グループホームの断熱材需要に対応するためＥＰＳ成形機導
入による製造工程の改善

通常 三重県商工会連合会

1725 R124080066 中部 三重県 鈴鹿エンヂニヤリング株式会社 2190001015225 製造プロセスの生産性向上事業 通常

1726 R124080068 中部 三重県 有限会社スズキプレス工業所 8190002004717
最新のプレス機を導入し、生産ラインの整備．強化と生産性向上の
実現

通常

1727 R124080073 中部 三重県 株式会社タイシン 9190001022859 手壊し解体からの脱却。ＩＣＴを活用したデジタル解体への挑戦 新特別 株式会社三十三銀行

1728 R124080075 中部 三重県 ミルク有限会社 5190002007160 テイクアウト・ネット販売に適した看板商品の製造体制強化 通常

1729 R125080002 近畿 滋賀県 有限会社高田モータース 5160002009655
長年の熟練した技と勘をデジタル技術で初心者ハーレーライダーを
取込む新戦略

通常
ウィズ経営コンサルティング株
式会社

1730 R125080003 近畿 滋賀県 びわこ自工有限会社 8160002007664
地元密着の鈑金塗装業者が修理から車検・整備まで一貫対応体制
を構築

新特別 株式会社滋賀銀行

1731 R125080004 近畿 滋賀県 株式会社ＰＲＯ－ＳＥＥＤ 5160001009185 ミニチュア工場を独自改造したＩｏＴショールームの実現事業 通常 滋賀中央信用金庫

1732 R125080005 近畿 滋賀県 株式会社レイマック 4160001015944 複合加工機の導入によるダイレクトドーム照明の高精度化 通常

1733 R125080007 近畿 滋賀県 株式会社エイコー桐生 1190001009780 最新技術を活用している導光板切削加工技術の高度化計画 新特別 株式会社エフアンドエム

1734 R125080009 近畿 滋賀県 有限会社オプトセラミックス 8130002021874 非対面サービス用空中ディスプレイの生産性向上 新特別

1735 R125080011 近畿 滋賀県 株式会社トキワ商会 1130001011263 ポストコロナに向けて高精度アルミ加工分野への進出 新特別

1736 R125080012 近畿 滋賀県 Ｒｕｓｔｏ株式会社 1160001021210 インドネシア伝統発酵食材「テンペ」の製造工程全面改良 通常 滋賀県商工会連合会

1737 R125080013 近畿 滋賀県 株式会社タムケン 3160001018171
土木工事の短工期と省人化、安全性を改善させる革新的ＩＣＴ施工事
業の実現

通常
ウィズ経営コンサルティング株
式会社

1738 R125080016 近畿 滋賀県 株式会社ミナテック 9160001007887
溶接設備の開発による自動車部品試作事業の新規展開とシステム
開発高度化計画

新特別 株式会社滋賀銀行

1739 R125080017 近畿 滋賀県 ＣＯＦＦＥＥ　ＷＯＲＫＳ　ＰＬＵＳ 保存性の高いコーヒー豆の開発とこれに対応した生産体制の整備 新特別 滋賀県商工会連合会

1740 R125080018 近畿 滋賀県 島本微生物工業株式会社 5160001005119
産学連携による有機農業における有用微生物の特定および土壌改
良材の開発計画

新特別 シェアビジョン株式会社

1741 R125080019 近畿 滋賀県 昭和電機滋賀株式会社 6160002011775 脱炭素を実現する電気式モーターの量産体制構築 新特別 株式会社ゼロプラス

1742 R125080020 近畿 滋賀県 株式会社創味 7140001035041 セミオート計量装置導入による三密回避と生産能力向上の両立 新特別

1743 R125080021 近畿 滋賀県 エルアイビーリゾート株式会社 5120001142361
受発注管理の可視化・効率化を行うオンライン型クラウドシステムの
構築事業

新特別

1744 R125080022 近畿 滋賀県 株式会社旭金属工業所 4140001047411 最新の炭化水素系洗浄機導入による洗浄工程効率化 通常

1745 R125080023 近畿 滋賀県 株式会社ＷｏｒｌｄＬｉｎｋ　Ｐｒｏｔｅｃｈ 3160001020631 来年のドローン新規制を見据えて産業用途の保守点検・修理を強化 通常

1746 R125080024 近畿 滋賀県 株式会社サンキ 2160001014295
空中から空間全体をスキャン！革新的な測量と事前防災業務の提
供

新特別 吉元秀樹

1747 R125080025 近畿 滋賀県 株式会社谷宗 3160001023147 コンバートＥＶの量産に向けたプロトタイプ車両の開発・製作 通常

1748 R125080026 近畿 滋賀県 みなみ動物病院株式会社 4160001018658 県内のエキゾチックアニマルを守る、高度医療体系の構築 通常

1749 R125080027 近畿 滋賀県 協和技研有限会社 8160002007912 弊社の新たなビジネスモデルとなる、特殊皮膜部品の加工に挑戦 通常

1750 R125080029 近畿 滋賀県 株式会社バイオセラー 1160001020550
糞尿処理機にＩｏＴ機能を搭載することで保守業務の効率化と温室効
果ガスの削減効果の見える化

新特別 草津商工会議所

35 / 56



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

1751 R125080030 近畿 滋賀県 山岡精機株式会社 8160001007764 自動組み立て装置の導入による不良流出防止と生産性向上 新特別

1752 R125080034 近畿 滋賀県 株式会社種新 9160001004942 製造工程の自動化で安全性・生産性向上の構築および新商品開発 通常 滋賀県商工会連合会

1753 R125080037 近畿 滋賀県 有限会社橋本燃料 4160002011455
純度９９．９％高純度バイオディーゼル燃料の製造装置導入による事
業拡大計画

通常

1754 R125080038 近畿 滋賀県 北近江リゾート株式会社 5160001022592
【湖北発】一流中華シェフプロデュースの地域活性化キッチンカー事
業

通常

1755 R125080040 近畿 滋賀県 有限会社とも栄菓舗 6160002011412 若年層の和菓子離れに歯止めをかけるとともに非常食市場に参入！ 新特別 滋賀県商工会連合会

1756 R125080043 近畿 滋賀県 株式会社金の鍵 9160001009140 オフグリッド型自販機の開発と災害時支援システムの実装 通常

1757 R126080004 近畿 京都府 株式会社ウイズ 8130001035462 夜間運転時の見え方と眩しさを改善する眼鏡の拡販事業 通常 ウインク株式会社

1758 R126080006 近畿 京都府 有限会社エッセン 9130002034165 「パン画像識別システム　ベーカリースキャン」導入に関する計画 新特別

1759 R126080008 近畿 京都府 中村精鈑 半導体製造装置向け板金部品の高品質化と生産合理化事業 新特別 京都中央信用金庫

1760 R126080010 近畿 京都府 株式会社ＴＯＷＡ 6130001051940 新たな接着方法の開発によるサイディング出隅の生産合理化事業 新特別

1761 R126080012 近畿 京都府 株式会社おがわ建設 4130001063954
国産木材を製材し調達の安定化をはかるとともに「本物の木造住宅」
を顧客に提供する

新特別 株式会社南都銀行

1762 R126080013 近畿 京都府 シンエーテクノ 三次元測定器導入による高精度・複雑形状品の受注拡大 通常 京都府商工会連合会

1763 R126080014 近畿 京都府 三光有限会社 6130002010920 水わさびの自動制御測定装置による革新的な生産システムの開発 通常 中川　正茂

1764 R126080016 近畿 京都府 有限会社伸永 5130002022685 最新ＣＮＣ旋盤の導入による旋削加工精度および生産性向上計画 通常

1765 R126080017 近畿 京都府 宮崎木材工業株式会社 6130001001994
「和」空間の内装工事に係る造作物の職人依存脱却を視野に入れた
生産性向上計画

新特別 株式会社滋賀銀行

1766 R126080018 近畿 京都府 ストラテジーデザイン株式会社 8130001067852 「飲食店向け食材保管庫の区分賃貸と仕入管理代行」の新事業構築 新特別 上田　誠

1767 R126080019 近畿 京都府 株式会社京味食品 7130001048762 包餡機による生産効率向上と凍結機を活用した販売チャネルの拡大 通常 京都府商工会連合会

1768 R126080020 近畿 京都府 株式会社清泉園本店 1130001037911 オンライン参拝リモート祈祷用授与品に最適な小容量宇治茶の提供 新特別 京都府商工会連合会

1769 R126080023 近畿 京都府 有限会社飯田製作所 4130002033246
短尺特殊ねじの自動選別装置導入による原価低減と短納期化の実
現

通常 京都北都信用金庫

1770 R126080025 近畿 京都府 株式会社京都マテリアルズ 2130001048775 ＡＩを活用した超硬合金精密金型の生産プロセス改善と生産性向上 通常

1771 R126080026 近畿 京都府 みずわ工業株式会社 1130001001966
「高周波ウェルダーを導入して、ロールスノコの耐久性を高める改良
を行い拡販する取組」

通常

1772 R126080028 近畿 京都府 太秦　山本タタミ店 裁断・縫着の設備導入による特殊加工畳の開発と生産効率の向上 通常 株式会社シャイン総研

1773 R126080032 近畿 京都府 有限会社協伸金型工業 6130002027147 独自金型設計製造技術を困難な「車載コネクタ部品金型」等に展開 新特別

1774 R126080034 近畿 京都府 株式会社アライバル 3130001063055 ＶＲ技術を活用した物件内覧サービス「タメシダテＶＲ」の提供 新特別 藤原　和重

1775 R126080036 近畿 京都府 新和自動車株式会社 3130001014776
整備工場レイアウト見直しと軽整備工場増設と設備導入によるプロセ
ス改善

通常 森山敦史

1776 R126080037 近畿 京都府 株式会社朱常 3130001017597 ＩＴを活用した青果物卸売業の高度な情報管理及び効率化 新特別

1777 R126080038 近畿 京都府 森本歯科クリニック Ｘ線撮影デジタル化による顎関節・咬合の病態・形態診断力の向上 新特別
有限会社サステイナブル・デ
ザイン

1778 R126080040 近畿 京都府 株式会社山下工業 8130001056649
自動バンドソーマシン導入による製造プロセスの効率化及び品質向
上

通常 京都税理士法人

1779 R126080041 近畿 京都府 株式会社インバウンドプラス 8130001061062
新システムの開発・導⼊による管理施設の稼働率向上と新たな収益
基盤の構築

新特別
株式会社ＮＫＫソリューション
ズ

1780 R126080042 近畿 京都府 門真金型製作所 ＥＶ化の進展に備えたプレス金型生産体制の構築計画 通常

1781 R126080043 近畿 京都府 ｅｍｏｌ株式会社 5010501043871 メンタルヘルスアプリの従業員利用の改善と促進するシステム開発 通常

1782 R126080047 近畿 京都府 株式会社野村染工 8130001001613 インクジェットプリンタ導入によるポリエステルの染め加工体制の構築 新特別 株式会社ゼロプラス

1783 R126080048 近畿 京都府 株式会社永井製作所 5130001048533 産業機械向け特殊形状筐体製造に向けた板金加工体制の構築 新特別

1784 R126080049 近畿 京都府 有限会社英進社 7130002000251 本紙校正用プリンター導入による校正の効率化と復刻印刷事業強化 新特別

1785 R126080050 近畿 京都府 おうちでコーヒーるるる コーヒー豆販売拡大の為に焙煎機を導入 新特別

1786 R126080051 近畿 京都府 株式会社弘伸 6130001030060 染色工程の高品質化及び持続可能な生産体制の構築 新特別 京都中央信用金庫

1787 R126080052 近畿 京都府 エヌピーエス物流株式会社 8130001000318 独自配車支援システム開発・導入による「働き方改革」の実現 通常 京都信用金庫

1788 R126080053 近畿 京都府 株式会社Ｊ・Ｐ・Ｆ 7130001029333
高性能立形マシニングセンタ導入による硬性大型ブロック状加工の
実現

通常 服部　真和

1789 R126080054 近畿 京都府 株式会社日の出テント 7130001007116
「高周波ウェルダーを導入して、環境に配慮した間仕切りカーテンを
製造・拡販する取組」

通常

1790 R126080055 近畿 京都府 株式会社吉田製作所 1130001011998
ＶＥＲＩＣＵＴとＦｏｒｍ　Ｃｏｎｔｒｏｌによる生産プロセスの革新的改善と非
接触ビジネスの推進

新特別 檜垣　典仁

1791 R126080056 近畿 京都府 有限会社タカラプラスチック 3130002014255 新生産ラインの構築による生産性向上と小型製品の販路・受注拡大 通常 長岡京税理士法人

1792 R126080057 近畿 京都府 吉田工業株式会社 4130001058418 事業承継のための工程改善計画 通常 京都信用金庫

1793 R126080058 近畿 京都府 小阪金属工業株式会社 1130001043389
切削加工技術の更なる高度化・効率化による短納期・高品質製品提
供を実現

新特別

1794 R126080059 近畿 京都府 株式会社山中精工所 2130001022986
精密研削盤導入による半導体検査装置向けベースプレートの高精度
研削技術確立及び生産性向上計画

通常

1795 R126080060 近畿 京都府 南田真一土地家屋調査士事務所 郊外大規模敷地における短工期高精度測量境界確定技術の高度化 通常

1796 R126080061 近畿 京都府 木津化成工業株式会社 6130001037015
生産キャパシティー向上と環境に配慮した新製品開発のための設備
導入事業

通常

1797 R126080062 近畿 京都府 鳥本製畳株式会社 2160001005170 新たな機能性縁なし畳の製造体制構築による非住宅市場開拓事業 通常

1798 R126080063 近畿 京都府 丸惣測量株式会社 1130001001933
ＵＡＶ搭載型　３Ｄ　レーザー測量システムの導入による顧客満足度
の向上

通常 駒田　裕次郎

1799 R126080067 近畿 京都府 Ｖｉｓｔａｇｅ合同会社 4120003010204 コロナ時代に打ち勝つビデオブックによる販売促進と価値の提供 新特別

1800 R126080068 近畿 京都府 株式会社あず動物病院 4130001039748 革新的治療法の提供によって地域の中核を担う二次診療施設へ 新特別
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1801 R126080069 近畿 京都府 井田測量設計株式会社 9130001012345
新設備導入による３次元測量×流量測定技術で独自サービスの展
開

通常
アクセルコンサルティング株式
会社

1802 R126080070 近畿 京都府 株式会社Ｎｅｗｒｏ 4130001068078 ＡＩ活用の「聞く・話す」を含めた４技能習得の英語ＥｄＴｅｃｈサービス					 新特別 若杉　拓弥

1803 R126080071 近畿 京都府 有限会社東洋精機製作所 1130002016930
医薬用打錠機部品等の安定供給の実現と合理的生産システムの構
築

通常 株式会社京都銀行

1804 R126080072 近畿 京都府 株式会社銀閣寺大西 6130001006283
アートロックフリーザーによるワンフローズン熟成肉の開発及びギフト
展開

通常 株式会社シャイン総研

1805 R126080073 近畿 京都府 株式会社サビア 1130001029710 三次元データの保存・表示・配信できるクラウドシステムの開発 通常 京都信用金庫

1806 R126080074 近畿 京都府 ＲＨＰ合同会社 1130003007144
地域獣医療における低負担外科手術供給が不足している現状を打
破する事業

新特別

1807 R126080075 近畿 京都府 株式会社傳來工房 1130001011222 メーカー直販Ｅコマースによる情報発信とＷＥＢ市場新規開拓 通常 京都商工会議所

1808 R126080077 近畿 京都府 株式会社天下一品 8130001006876 非接触レジ導入による安心・安全なラーメンチェーン店展開の挑戦 新特別

1809 R126080078 近畿 京都府 株式会社関西空調 5130001002283 環境を重視したフロンガス再生処理で業界初のフロンガス販売方式 通常

1810 R126080079 近畿 京都府 株式会社プラ・オール 3130001011492 新型設備導入による半導体製造装置部品の生産体制の確立 通常

1811 R126080080 近畿 京都府 タカオテック 次世代ロボットの開発を支える高精度・複雑部品製造用設備の導入 通常

1812 R126080081 近畿 京都府 ホワイト舎 最新型機の導入による作業効率と顧客満足度アップ 通常 京都中央信用金庫

1813 R126080083 近畿 京都府 株式会社美和 5130001002003
高機能インクジェットプリンター導入による反物染色加工の生産性お
よび品質向上

新特別 株式会社ゼロプラス

1814 R126080085 近畿 京都府 フラミンゴフーズ株式会社 1130001060327 革新的な水冷式冷蔵庫の導入で高単価商品の販路拡大を図る事業 通常

1815 R126080086 近畿 京都府 河長メタルプレシジョン株式会社 6130001067202
プレス工程の高精密、自動化による新規電子部品の生産体制の構
築

新特別 アドバンスト・エム株式会社

1816 R126080087 近畿 京都府 株式会社大洋ロジスティックパートナー 6130001011077
日本茶包装加工の多ロット対応実現で伝統産業の世界的発展に貢
献

新特別 京都信用金庫

1817 R126080088 近畿 京都府 株式会社緑屋 1130001048124 非対面ビジネス体制の構築による仕入業務の効率化 新特別 安井　雅弘

1818 R126080090 近畿 京都府 株式会社スポーツアクト 9130001024828
オンデマンドマーキングシステムの内製化によるサービス提供の拡
大とリードタイムの短縮及び非対面販売の開始

通常

1819 R126080091 近畿 京都府 株式会社ヤマモト 8130001035917 卵内ワクチン接種機の開発 通常 京都中央税理士法人

1820 R126080092 近畿 京都府 株式会社山寅組 6130001042741 測量機器のＩＴ化による技術高度化と、建設現場生産性の向上 新特別

1821 R126080095 近畿 京都府 株式会社ＨＡＣＡＲＵＳ 4130003003669 ＨＡＣＡＲＵＳ　Ｃｈｅｃｋ　Ｒｏｂｏ　Ｃ試作開発 通常 柗井　大治

1822 R126080096 近畿 京都府 城陽メタル株式会社 4130001037909 バリ取り工程のＤＸ化に対応したアルミ金型鋳造の生産体制の構築 新特別 アドバンスト・エム株式会社

1823 R126080097 近畿 京都府 株式会社寺本テント 6130001011218
最新鋭ウェルダーの導入による難加工シート製品の高品質・高効率
生産体制の確立

新特別

1824 R126080098 近畿 京都府 株式会社ミヤケ 8130001061624
新基準エアコンガスへの対応による外注費の削減と競争優位性の向
上

通常

1825 R126080099 近畿 京都府 モノモノ
４軸加工機導入による、半導体製造装置用部品の高精度・時短加工
の実現

通常

1826 R126080103 近畿 京都府 株式会社ＫＡＣ 3130001061059
ペットの一般診療から最先端がん治療、救急医療までを一括提供す
る総合動物クリニックの設立

通常 Ａ－Ｔｒｕｓｔ税理士法人

1827 R126080104 近畿 京都府 株式会社フロッツカーネル 4130001061074
妊産婦が知りたい出産情報ウェブツールの開発及び助産師活用事
業

通常

1828 R126080106 近畿 京都府 株式会社エヴァンスプロ 8130001055171 生産性向上による商圏の拡大・審美性の高い補綴物への対応 新特別 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1829 R126080110 近畿 京都府 株式会社クロスメディカル 1130001033596 生体特性を有するマルチソフトマテリアルを用いた臓器モデル開発 通常

1830 R126080112 近畿 京都府 株式会社プラチナファーマ 6120001188354 １遺伝子から対応可能な低価格遺伝子検査サービスの確立 通常 今泉　皓嗣

1831 R126080113 近畿 京都府 株式会社林製作所 9130001037466 コア加工業者の生産性向上を図る低価格自動コアカッター機の開発 通常

1832 R127080002 近畿 大阪府 ヤマゲン製菓株式会社 4120101025839 包餡機（火星人）の導入による対人接触機会の削減と生産体制強化 通常 松原商工会議所

1833 R127080003 近畿 大阪府 株式会社高橋平線製作所 8122001019231 ブラシの薄型化を実現するための溝付き平線の製造 通常 横山　昌司

1834 R127080007 近畿 大阪府 ｔ－ＦＬＡＴ
複雑形状の木材精密切断技術の獲得によるオーダー家具・什器の
低コスト化・生産性向上計画

通常 大阪シティ信用金庫

1835 R127080008 近畿 大阪府 キタオ電子工業株式会社 8120101033656
次世代型微細コンデンサ等に対応した基板実装検査技術の高度化
計画

通常 株式会社関西みらい銀行

1836 R127080011 近畿 大阪府 杉本工作所株式会社 9122001016228 新型塗装ロボット導入によるノウハウ承継と量産体制確立 通常

1837 R127080013 近畿 大阪府 山菊製作所 超高精度精密刃物（シャーナイフ）の高効率大量生産体制の確立 通常

1838 R127080014 近畿 大阪府 株式会社シンワテック 7120001231922 ＣＮＣ旋盤自動化計画 通常

1839 R127080015 近畿 大阪府 協栄金属工業株式会社 4122001018278 自動車用特殊工具等の高精度化及び安定供給体制の確立 新特別 大阪シティ信用金庫

1840 R127080016 近畿 大阪府 有限会社フクベ化成 2122002014716 事業引き継ぎに伴う全電動式プラスチック成形機の導入 通常

1841 R127080018 近畿 大阪府 株式会社ミツワ製作所 4120101006995
医療従事者の業務負担軽減の為、最新の工作機械及び測定機の導
入により排液パック廃棄用キャップの製造を行う。

新特別 立野　靖人

1842 R127080019 近畿 大阪府 有限会社サードパーティー 6120002059182 自動封入装置 通常

1843 R127080024 近畿 大阪府 株式会社新家製作所 7120101061815 複雑形状・高精度化する自転車樹脂部品の精密バリ取り体制の構築 新特別 株式会社紀陽銀行

1844 R127080025 近畿 大阪府 株式会社クマノテック 6120001224126
Ｙ軸機能付ＣＮＣ自動旋盤の導入によるポンプ部品の量産体制の構
築

新特別

1845 R127080026 近畿 大阪府 株式会社アルゴプレイス 4120001197365 ＡＩによる顧客管理マッチングシステム構築事業 新特別

1846 R127080027 近畿 大阪府 株式会社和田金属 2120001048594 ＣＮＣ旋盤と自動材料供給装置にて大幅生産性向上と事業拡大計画 新特別
ひまわり経営サポート株式会
社

1847 R127080029 近畿 大阪府 有限会社森川製作所 1120002012212
最新のプレスブレーキによりボルトネックの解消と２名作業を１名にす
る

新特別

1848 R127080031 近畿 大阪府 株式会社丸紀印刷 9120001182973 フレキソ印刷による糊殺し加工を施した部分糊ラベルの製造 通常

1849 R127080032 近畿 大阪府 株式会社真山 3120101048015
狭小地の小規模ビルなど高難易度の解体工事特化による競争力強
化

通常

1850 R127080033 近畿 大阪府 スーパー工業株式会社 9120901009532 製造ライン検査工程の自動化による革新的な生産性の向上 新特別
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1851 R127080034 近畿 大阪府 株式会社唯鉃工 9122001022589 自動バリ取り機導入による生産現場の効率・環境の改善事業 通常 横山　昌司

1852 R127080035 近畿 大阪府 株式会社ウィズアース 7140001066953
遠隔操作システムでの革新的排水処理設備管理保守サービスの開
発

新特別 大澤　悠

1853 R127080036 近畿 大阪府 東福鍛工株式会社 5120001050218 最先端の切断機導入による宇宙事業向け自由鍛造部品の提供 新特別 株式会社ゼロプラス

1854 R127080037 近畿 大阪府 株式会社タツタ 6122001012997
最新測定機器の導入により、フリクションボールペンの性能向上を可
能とするインク用スプリングの製造を行う

通常 立野　靖人

1855 R127080038 近畿 大阪府 林測量技術コンサルタント株式会社 5120901013505 大阪発！ＧＮＳＳとＵＡＶを活用した非接触型・測量工程の革新 新特別

1856 R127080039 近畿 大阪府 ボルテックス株式会社 1120001188490 手作業の自動化と感染防止を両立させる生産性向上事業 通常 中谷　浩一

1857 R127080040 近畿 大阪府 エネックス
廃棄予定の動物の被毛を再利用した高分子天然由来ケラチンを配
合することにより、毛髪の再生を可能とするアンチエイジングシャン

新特別 立野　靖人

1858 R127080043 近畿 大阪府 オイゴ工業株式会社 6122001016148 溶接ロボット導入による建築用鉄骨の生産性向上と金属溶接工育成 新特別

1859 R127080044 近畿 大阪府 有限会社プロテクノ堺 6120102012000
精密軸受研削を可能にするサブミクロン振れ精度を達成した超硬治
具の開発

通常

1860 R127080046 近畿 大阪府 株式会社平和製作所 7120901001904
横中ぐり盤加工における加工方法改善による生産性及び競争力の
向上を図る。

通常 株式会社愛媛銀行

1861 R127080047 近畿 大阪府 有限会社大輝製作所 6122002014225 同時５軸制御加工で精密複合金属加工部品の無人加工技術の開発 通常

1862 R127080049 近畿 大阪府 株式会社坂本工業 8122001032993
両端自動加工機の導入によるボトルネック工程の解消と増産体制の
構築

通常

1863 R127080050 近畿 大阪府 株式会社ＪＦ鶴見花き 2120001002221 オンライン取引を助長する一貫システムの形成 通常

1864 R127080052 近畿 大阪府 吉光鋼管株式会社 5120001071809
両端加工自動機で遠隔操作と精密金属部品の高精度化と生産性向
上

新特別

1865 R127080054 近畿 大阪府 株式会社プラスオン 3120001233096
中小・小規模建設業者でも低価格で活用できる業務効率化システム
の開発

新特別 稲山哲智

1866 R127080055 近畿 大阪府 アイワ鋼管株式会社 4120101051141 ＮＣ長尺加工機の導入によるＦＡ用部品の生産体制構築 通常 株式会社ゼロプラス

1867 R127080057 近畿 大阪府 株式会社エンシュウ 7120101009401
「板厚仕分け段取り」「切断」「開先加工」を１工程に集約自動化し高
度化・生産性向上

新特別
ひまわり経営サポート株式会
社

1868 R127080058 近畿 大阪府 株式会社野々口商店 6120001004073
布切断の多品種短納期対応力強化で国産高品質高級品の発展に
貢献

新特別

1869 R127080060 近畿 大阪府 株式会社福助アルミニウム鋳造所 9122001007004
防爆関連部品製造における大型製造対応ならびに一貫生産体制の
強化

通常 大阪シティ信用金庫

1870 R127080061 近畿 大阪府 株式会社岸上製作所 8120901027519 複雑パーツの生産リードタイム短縮による増産対応 通常

1871 R127080062 近畿 大阪府 えのき歯科クリニック 歯を失わないための再発防止治療と短期集中治療の高度化事業 新特別
株式会社中央ビジネスグルー
プ

1872 R127080063 近畿 大阪府 有限会社三樹製作所 4120002012168 プレス加工における高付加価値化・提案型加工体制構築 通常 尾中税理士法人

1873 R127080064 近畿 大阪府 株式会社テックエデュケイションカンパニー 1122001026424
ＩＴ企業が開発する無料のプログラミング教材ツールとＩＴ企業の求人・
案件紹介ツール

新特別 合同会社G&N

1874 R127080065 近畿 大阪府 阪本機工株式会社 4120101004470
ステンレスパイプ加工ラインの構築と付加価値向上によるさらなる受
注獲得

通常 株式会社紀陽銀行

1875 R127080067 近畿 大阪府 藤栄化工株式会社 5122001004789
パン袋の内製化による量産体制の確立とビジネスモデルの抜本的な
転換

通常
有限会社グリーン経営サービ
ス

1876 R127080068 近畿 大阪府 松岡金属株式会社 2122001032850 溶接ロボットを導入した対人接触を減じた生産ラインの確立 新特別 近山　寿博

1877 R127080069 近畿 大阪府 末広塗装株式会社 3122001003917 対候性の高い厚塗り塗装を行う塗料微粒子化塗装体制構築 通常 尾中税理士法人

1878 R127080070 近畿 大阪府 株式会社冨士屋本店 5120001088662 事業継続力強化計画 新特別 大阪商工会議所

1879 R127080071 近畿 大阪府 株式会社オー・ピー・ジ 6120001009378 ＢＤワッシャーの完全内製化による国内サプライチェーンの強化 新特別 株式会社京都銀行

1880 R127080073 近畿 大阪府 阿部金属工業株式会社 4122001015036 新型プレスブレーキ導入による品質・生産性向上の取組 新特別

1881 R127080074 近畿 大阪府 渡辺布帛工業株式会社 5120001025871
全自動機導入による生産性向上と省人化による対人接触減少の実
現

新特別

1882 R127080075 近畿 大阪府 奥村印刷株式会社 6120001004932
リーズナブルな価格で顧客要望を実現する特殊加工付加価値印刷
サービス

通常 株式会社ＧＩＭＳ

1883 R127080076 近畿 大阪府 株式会社ベリーデコ 8120101046815 ペットと人の両方が食べられるオーガニックピザＥＣの展開 新特別

1884 R127080077 近畿 大阪府 上間製作所 立形ＮＣフライス盤導入で切り出し工具の精度と生産性を高める取組 新特別
ひまわり経営サポート株式会
社

1885 R127080078 近畿 大阪府 株式会社ユーワテック 2120001179828 焙煎機部品の高精度・高効率生産体制の構築による売上拡大計画 通常

1886 R127080079 近畿 大阪府 株式会社ダイエ 2120001005661
最新レーザー加工機導入による納品ケース生産体制の刷新と成長
市場への進出計画

新特別 株式会社福井銀行

1887 R127080080 近畿 大阪府 株式会社ケアメリア 4120101055712 新サービス開発：プロ伴奏で高齢者が歌うネットステージモデル 通常 大阪府商工会連合会

1888 R127080081 近畿 大阪府 株式会社２４ＭＥＤＩＣＡＬ 8120001233694 調剤工程の効率化による機会損失の防止と感染リスク低減事業 通常 棈木　光司

1889 R127080082 近畿 大阪府 のだ歯科クリニック 通院日数３分の１を実現する対人接触減の矯正治療モデルの導入 通常 芦田　恒志

1890 R127080085 近畿 大阪府 株式会社平山組 3120101037546 最新油圧ショベル導入による狭小地建築物の解体能力増強計画 新特別 株式会社紀陽銀行

1891 R127080086 近畿 大阪府 株式会社砂田製作所 6122001015439 最新ＣＮＣ旋盤導入による生産工程の刷新と送風機部品増産計画 新特別 株式会社エフアンドエム

1892 R127080087 近畿 大阪府 株式会社栢本工業 9120101057456 配管加工の自動化による生産性向上＆密回避による感染予防対策 新特別 平　了輔

1893 R127080089 近畿 大阪府 小野産業 巣ごもり、キャンプ需要の拡大によるＤＩＹ部品等の生産性向上計画 新特別 シェアビジョン株式会社

1894 R127080091 近畿 大阪府 株式会社サン・ロワ 2120001023523
生徒による情報発信で学校価値の多様性を広める広報システム開
発

通常
一般財団法人 南都経済研究
所

1895 R127080092 近畿 大阪府 株式会社アルファ 8120001011638 研磨サンダー機による作業効率と製品の品質向上 通常 大阪シティ信用金庫

1896 R127080093 近畿 大阪府 株式会社ＫＤＴ 4150001017289
精密小経路穴加工品のバリ取りと内面研磨の一貫加工による生産
性向上

通常 大阪シティ信用金庫

1897 R127080094 近畿 大阪府 株式会社アツプルハウス 9120001009128
自由に作れるケーキパーツの冷凍販売と本格的スイーツの自販機販
売

通常
マネーコンシェルジュ税理士
法人

1898 R127080095 近畿 大阪府 株式会社上田鉄工所 1122001022836
難削材の切削加工技術とロボットの融合による複数面加工のオート
メーション化

通常 大阪シティ信用金庫

1899 R127080096 近畿 大阪府 報国エンジニアリング株式会社 1120901025578
新開発打設角度可変型杭打機導入による宅地耐震化技術の事業展
開

通常

1900 R127080098 近畿 大阪府 みつばち農園 養蜂家による自動給餌システム導入の生産性向上計画 新特別 山本　文則
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1901 R127080099 近畿 大阪府 ホシミ工業
三次元測定機導入による試作品開発の高精度化及び生産性向上計
画

通常

1902 R127080105 近畿 大阪府 ダイワテント株式会社 3120901042992
「高周波ウェルダー等を導入して、機能性シートで高品質な間仕切り
カーテンを製造する取組」

通常

1903 R127080107 近畿 大阪府 原田テント商会 ウェルダー加工機及び工業用ミシンによるテント製造の生産性向上 通常

1904 R127080108 近畿 大阪府 株式会社原紙工 1120101032978
自社での加工精度および生産性を高め、試作品や新たな製品の製
造を手掛ける

新特別 株式会社フラッグシップ経営

1905 R127080110 近畿 大阪府 岡本食料株式会社 2120001149161 全国のご当地焼きそば製造開発を通じた販路拡大事業 通常

1906 R127080112 近畿 大阪府 有限会社山光機械 4120002011137 鋳物加工で培ったノウハウを活かした難削材加工生産体制の確立 通常

1907 R127080113 近畿 大阪府 バンズエンジニアリング株式会社 9120001189894 ロボットと自社技術を活用した多品種小量無人稼働生産体制の確立 通常 髙野　淨

1908 R127080114 近畿 大阪府 新大阪塩ビ工業有限会社 9120902006529
国内半導体工場向け薬液供給装置・洗浄装置等樹脂製品の製造事
業展開

通常

1909 R127080115 近畿 大阪府 株式会社山上製作所 4122001021307
ステンレス製部品用金型の対応力強化による高精度・高効率な生産
体制構築

通常

1910 R127080116 近畿 大阪府 有限会社東和金属工業所 5122002003410 マシニングセンタ導入による高精度部品の生産性向上と新分野展開 新特別

1911 R127080118 近畿 大阪府 株式会社三栄製作所 5120001131158
小型部品への高精度精密加工体制の確立と生産プロセス革新によ
る生産性の向上

通常 山本　高久

1912 R127080119 近畿 大阪府 住吉化成
ガス抜きの徹底化による再生材対応とエンプラ製品製造技術開発基
盤構築の取り組み

通常

1913 R127080123 近畿 大阪府 有限会社箸中化成 9120002025545
防災研究用アクリル製大型実験装置の受注拡大及び対コロナ職場
環境の構築

新特別

1914 R127080124 近畿 大阪府 植一精工株式会社 4122001000731 最新ＣＮＣ旋盤の導入による免震装置部品の生産性向上への取組 新特別

1915 R127080125 近畿 大阪府 トキワアート印刷株式会社 1120001024464 クラウド型生産管理システム導入による社内外の情報の見える化 通常 横山　昌司

1916 R127080126 近畿 大阪府 株式会社ＹアンドＭオンリーフーズ 4140001067302 ｗｉｔｈコロナに対応の体制構築で売上と利益の確保・拡大を図る 新特別

1917 R127080127 近畿 大阪府 有限会社豊北製作所 4120002080685
「ワイヤー放電加工機を導入して、高精度の絞り加工用金型を短納
期で製造する取組」

通常

1918 R127080128 近畿 大阪府 第一鋼業株式会社 2120001003789 高精度工業用刃物及び、機械部品加工の品質保証体制の強化 通常

1919 R127080130 近畿 大阪府 株式会社クリエイト 6120002065073 ３Ｄ自動見積もりシステム導入による完成品イメージの視覚化の実現 新特別 大阪シティ信用金庫

1920 R127080132 近畿 大阪府 株式会社ＨＣＩ 1120101039255 ３Ｄ技術のフル活用によるロボットシステム設計・製造のＤＸ実現 新特別 株式会社ゼロプラス

1921 R127080134 近畿 大阪府 有限会社石塚 2120102020683 眼科・整形外科領域に対する高い専門性を持つ動物病院へと進化 新特別

1922 R127080137 近畿 大阪府 長尾歯科医院 患者様の美と健康を立体画像と丁寧な診療で歯から支える！ 通常

1923 R127080139 近畿 大阪府 澤眼科医院
最先端のダイオードレーザー検眼鏡を用いた失明率の高い緑内障の
早期発見・治療体制の構築

新特別

1924 R127080140 近畿 大阪府 株式会社内藤設計 1120001135170 ３次元測量技術及びドローンによる設計技術提供サービスの構築 通常

1925 R127080142 近畿 大阪府 株式会社ＳＦＦ 6120001188081 店舗間連動の発注作業、在庫管理　ＩＴ　化による付加価値の向上 新特別

1926 R127080143 近畿 大阪府 株式会社安成板金工作所 8122001020354
レーザー溶接機を導入し、ステンレス加工の実現による新規事業展
開

通常

1927 R127080144 近畿 大阪府 関西興産株式会社 7120901029111
廃木材専用破砕機の導入による廃木材の商品化で収益を拡大させ
る

通常

1928 R127080145 近畿 大阪府 株式会社星光 5120001023958 駅ホームの転落を自動検知するＡＩシステムの開発 新特別

1929 R127080147 近畿 大阪府 堀江彫刻
ＮＣフライス彫刻機導入による型押し金型製造の高能率化、高精細
金型分野への事業展開と事業拡大

通常

1930 R127080148 近畿 大阪府 南森町たむら歯科 若者の将来を見据えた次世代型矯正治療「ＩＮＳＩＧＮＩＡ」 新特別

1931 R127080151 近畿 大阪府 有限会社上地発條製作所 8120002076746 複雑形状のバネ生産効率を高め受注増加に対応し利益増加を図る 通常 北おおさか信用金庫

1932 R127080152 近畿 大阪府 有限会社三愛 8120002068495 ショーケース等新規アクリル製品の看板製品との一括受注体制確立 通常 北おおさか信用金庫

1933 R127080153 近畿 大阪府 株式会社大阪歯切工場 1120001031964 小型超精密歯車量産体制構築によるＥＶ市場への新規参入 通常

1934 R127080154 近畿 大阪府 有限会社伸和製作所 8120102012361 革新的ポリゴン加工技術による大型フランジボルトの生産性向上 通常

1935 R127080157 近畿 大阪府 株式会社光永鋳造所 8120001049595 納期短縮に向けた後工程設備の能力向上 通常

1936 R127080159 近畿 大阪府 日伸工業株式会社 7122001005760
最新型油圧プレス機導入で高効率化・高品質化を図り、環境型給湯
器（エコキュート）の生産を従来の２倍にする

通常

1937 R127080161 近畿 大阪府 有限会社庵月堂 2120002033570 自然食材と和菓子の技法でつくる新しいお菓子の開発と販売 通常 豊中商工会議所

1938 R127080162 近畿 大阪府 株式会社吉金畳商店 7122001007914 最新ロボット導入による畳の生産効率・利益率・技術継続の強化 通常

1939 R127080165 近畿 大阪府 株式会社大阪フード 2120001004614
急速冷凍システム導入による調理の属人性を解決したＦＣ本部事業
の展開

通常 株式会社りそな銀行

1940 R127080168 近畿 大阪府 小林歯科医院
根管治療後の歯冠補綴の強度・精度向上による健康寿命延伸への
取り組み

新特別
株式会社中央ビジネスグルー
プ

1941 R127080170 近畿 大阪府 Ｔ．Ｈ．Ｔｗｏｒｌｄｔｅｃ 形彫放電加工機の導入による大型精密金型の社内製造体制構築 新特別

1942 R127080171 近畿 大阪府 こばやし歯科 高性能３次元ＣＴ導入による治療の質及び信頼性の向上 新特別 株式会社uluコンサルタンツ

1943 R127080172 近畿 大阪府 株式会社フューチャーストーン 9120901001860 現場作業のない大型人工大理石家具製造の実現 通常
株式会社シザコンサルティン
グ

1944 R127080173 近畿 大阪府 株式会社ノナカプリント 8120001117922
変化する市場ニーズに対応した生産体制構築による競争力強化事
業

新特別

1945 R127080174 近畿 大阪府 らーめんやまふじ Ｗｉｔｈコロナ　ラーメンスープ工房から“ｓｏｕｐメーカー”への業態転換 通常

1946 R127080175 近畿 大阪府 株式会社榎田製作所 8120101001332 生産性及び洗浄品質向上を図るための洗浄機更新 通常 株式会社経営ソフトリサーチ

1947 R127080176 近畿 大阪府 岸産業株式会社 6120001037809 工法転換による高付加価値化の実現 新特別 松下　隆信

1948 R127080177 近畿 大阪府 サカモト歯科医院 歯科用ＣＴで生産性向上・機会損失抑制に加え高齢者の利便性向上 通常

1949 R127080178 近畿 大阪府 株式会社Ｌａｕｌｅ’ａ 6120101030291 個人の健康増進をアシストするヘルスケアシステムの構築 新特別

1950 R127080179 近畿 大阪府 南海金属株式会社 5120101005047 最新鋭溶接ロボット設備導⼊による品質向上と⽣産能⼒強化計画 新特別 島本　昌一
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1951 R127080181 近畿 大阪府 株式会社さつき 8120001027485 独自仕様のプレスコンテナ導入による廃プラスチックの高精度分別 通常

1952 R127080183 近畿 大阪府 加藤鋼材株式会社 1120001076927 加工精度・加工スピード向上による医療等新分野への特殊鋼供給 通常

1953 R127080185 近畿 大阪府 三和電子機器株式会社 4122001012454 電子基板の業界最高水準の検査体制の刷新と生産性の向上 新特別

1954 R127080186 近畿 大阪府 株式会社Ｒ＆Ｍ 7122001028225 最新の３Ｄ形状測定機・３Ｄプリンタ導入による高精度シボ加工 新特別 株式会社フラッグシップ経営

1955 R127080187 近畿 大阪府 泉州大和株式会社 8120101050180
コロナ関連情報等の迅速な伝達に向けたワンストップサービス体制
構築

通常

1956 R127080189 近畿 大阪府 株式会社ＰＭチェリッシュ 4120001240645 ３Ｄ急速冷凍機の導入による新事業への挑戦とブランド力向上 通常

1957 R127080190 近畿 大阪府 大新製作所
高性能ＣＮＣ旋盤の導入による半導体製造装置部品の大型化・高精
度化

新特別

1958 R127080191 近畿 大阪府 ヤマヒロ金属 ファイバーレーザ溶接機導入による大幅な生産性の向上 新特別 松下　隆信

1959 R127080193 近畿 大阪府 八田クラフト株式会社 4120101053121
精密研削盤導入による特殊素材の高精度研削技術確立及び部品の
安定供給体制構築

通常 荒井　裕貴

1960 R127080194 近畿 大阪府 尾口歯科クリニック 感染予防と患者の負担軽減に資する短期間インプラント治療の展開 新特別

1961 R127080197 近畿 大阪府 アイファクトリー株式会社 4122001032394
社員に優しい職場でアニメ業界を驚愕させる高品質な商品提供への
取り組み

新特別

1962 R127080198 近畿 大阪府 株式会社Ｂｅｓｏ 3120001223535
税理士事務所特化型ソフトウェアＺｏｏｏＵを活用した税理士業務の効
率化

新特別 株式会社紀陽銀行

1963 R127080199 近畿 大阪府 やまもと科クリニック
ＣＴと口腔内スキャナーの導入による感染症対策と安心・迅速・正確
な歯周病治療の実現

通常

1964 R127080200 近畿 大阪府 ヰゲタ鋼管工業株式会社 2120001027078
デジタル探傷器の内面検査機能による熱交換器鋼管の直取引先開
拓

通常 合同会社照参会

1965 R127080201 近畿 大阪府 株式会社松岡工芸 3120001018828
粗取り⼯程の効率化によるコロナウィルス拡散防⽌パーテーションの
増産計画

新特別

1966 R127080202 近畿 大阪府 株式会社デンタル・プレッジ 3120001204857 従来の常識に捉われない１０年先を見据えた義歯の新製法の開発 新特別 アイアンドアイ株式会社

1967 R127080203 近畿 大阪府 コーキ封筒株式会社 1120001020109 パソナライズニーズに対応した生産体制を構築するための事業 新特別

1968 R127080204 近畿 大阪府 株式会社ウエノ 1120101043975 化学成分無配合のオーガニックタオルで業界内のＳＤＧｓ浸透促進 新特別
株式会社中央ビジネスグルー
プ

1969 R127080205 近畿 大阪府 有限会社中野鉄工所 6120002041000
精密平面研削盤導入による順送金型の製作における新規参入の実
現

新特別

1970 R127080206 近畿 大阪府 株式会社星光工業 2120001119057
建機用部品の多品種・短納期対応するための生産能力向上と加工
生産体制の確立

通常

1971 R127080208 近畿 大阪府 株式会社ホクトーシステム 8120001127888 デジタル印刷への対応と一貫生産体制の構築 新特別 アドバンスト・エム株式会社

1972 R127080210 近畿 大阪府 有限会社龍間精工 4122002011372 電子部品加工用の高精密金型の高効率生産体制の確立 通常

1973 R127080212 近畿 大阪府 日之出ゴムローラー株式会社 7120001234644 汎用タイプＣＮＣ旋盤の導入によるゴムローラーの高効率生産 新特別

1974 R127080214 近畿 大阪府 合同会社大和 4120003014634
収益力強化に向けた単品・難加工の効率化と大型部品の内製化計
画

新特別

1975 R127080215 近畿 大阪府 株式会社金川鉄工所 6120101022339 レーザー切断機による内製化の推進とインフラ整備事業への展開 通常

1976 R127080217 近畿 大阪府 株式会社大泉研磨所 8120102002973
先端設備による労働生産性の向上及び自転車分野での国際競争力
の強化

通常 税理士法人ユーマス会計

1977 R127080219 近畿 大阪府 有限会社バルナバス 6120002078843
コロナ禍に対応した当社独自の包括的獣医療連携体制構築への挑
戦

新特別

1978 R127080220 近畿 大阪府 株式会社デンタル・ベア 8120101051823 歯科医院との提携による訪問診療に対応した生産体制の構築 新特別 アイアンドアイ株式会社

1979 R127080222 近畿 大阪府 株式会社緑永 7140001100118 ＵＶプリンタ導入による革新的商品開発と中ロット受注体制確立 新特別
堀江コンサルティングオフィス
株式会社

1980 R127080227 近畿 大阪府 セイブプロセス株式会社 9122001015460 設備導入により生産能力を向上し、高圧ホース増産要請へ対応する 通常

1981 R127080228 近畿 大阪府 セルフアライアンス株式会社 1120001183368 メディア不要のデジタルフォトフレーム及び共有アプリの開発 通常

1982 R127080229 近畿 大阪府 光洋商事株式会社 8122001002492 ドローン×赤外線カメラによる建物外壁調査の高効率化・高精度化 新特別 花岡　貴志

1983 R127080234 近畿 大阪府 ケーエム化学株式会社 3122001018378 バイオペット製品製造に向けた技術開発のための基盤構築 新特別

1984 R127080238 近畿 大阪府 龍鳳食品株式会社 6120001072079 最新の急速３Ｄ冷凍機等導入による冷凍中華麺の製造プロセス革新 通常 株式会社フラッグシップ経営

1985 R127080239 近畿 大阪府 有限会社クラーフツ灘マン 9120902018227
彫刻・加工技術を活かしたオンリーワンのアクリル加工品の開発・販
売事業

通常
株式会社Ｎ総合会計コンサル
ティング

1986 R127080240 近畿 大阪府 株式会社ＴＯＣみのお 6120901038055
インプラント手術に特化したオンラインライブオペ及び手術キットの提
供

新特別 株式会社ＲＡＩＺＩＮ

1987 R127080241 近畿 大阪府 堀江コンサルティングオフィス株式会社 4120001224904 Ｗｅｂ戦略策定サービスのパッケージ化と中小企業への展開 通常

1988 R127080245 近畿 大阪府 ナルックス株式会社 2120001052522 インライ評価機開発による光コネクタレンズ自動生産ライン構築 新特別

1989 R127080246 近畿 大阪府 株式会社高橋刺繍工房 6120901043063 刺繍加工をＩＴ化することにより生産プロセスを改善し生産性を向上 通常

1990 R127080247 近畿 大阪府 株式会社美修精密製作所 9120001156548 工場の無人稼働化を目指す為のロボドリル導入 通常

1991 R127080248 近畿 大阪府 株式会社アングル 3120001231439
従来の磁気製品が持っている常識を覆す新型ゴム磁石を使用した磁
気治療器具の企画・開発・製造事業

通常

1992 R127080249 近畿 大阪府 Ｇｒｉｎ合同会社 6120903002521
全国の歯科医院からのＷＥＢでの歯科技工物受注および実習サービ
ス実施体制の構築

通常 株式会社ＲＡＩＺＩＮ

1993 R127080251 近畿 大阪府 株式会社ＤＥＮＴＡＬ　ＤＥＳＩＧＮ　ＡＲＴ 4120101062907 デジタル対応設備活用による歯冠修復物の製作技術の高度化 新特別

1994 R127080252 近畿 大阪府 パティスリーせんざん 急速冷凍設備の導入による新製品の開発と新たな販売方法の確立 新特別
株式会社Ｎ総合会計コンサル
ティング

1995 R127080254 近畿 大阪府 株式会社井上自動車 3120101052826
水性塗装ブースと新冷媒ガスリサイクル機の導入により、環境と生産
性に配慮した商用車整備事業者への挑戦

通常 株式会社りそな銀行

1996 R127080255 近畿 大阪府 株式会社リレーション 2120101049988
非対面非接触でショールームを案内し、成約までの商談を全て電子
化する。

新特別

1997 R127080256 近畿 大阪府 にしわきデンタルクリニック 歯を残すための迅速で高性能・高品質な最先端治療の確立 新特別

1998 R127080257 近畿 大阪府 株式会社ジオシステム 9120001044141 風車点検ドローンによる安全かつ詳細な点検サービスの実現 通常 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

1999 R127080258 近畿 大阪府 石鳶機設株式会社 4122001016959
カニクレーンの導入で実現する大幅な工期短縮とワンストップソ
リューション提案

通常

2000 R127080259 近畿 大阪府 株式会社ファロス 6120101022776 お灸製造を内製化することで新製品を開発、新規市場を狙う 通常 株式会社イストワール
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2001 R127080260 近畿 大阪府 株式会社５１ 1120001238790 業務用厨房設備を導入し、商品生産工程のプロセス改革 通常

2002 R127080261 近畿 大阪府 株式会社大道 2120901036351 基礎工事分野でのＩｏＴ・ＩＣＴ化・システム建材を活用した効率化計画 通常

2003 R127080267 近畿 大阪府 株式会社大阪精機 3122001008387
宇宙服用織機、紙貨幣勘定機用部品増産に向けた高効率・高付加
価値化事業計画

新特別

2004 R127080269 近畿 大阪府 タニ工業株式会社 9120101004169 タニブランドが提供する耐摩耗性に優れたプレスコンテナの販売 通常

2005 R127080270 近畿 大阪府 フォーカス株式会社 8120901038697 半自動ＡＩ配車システムによる中小一般貨物事業者のＤＸ推進事業 通常
株式会社中央ビジネスグルー
プ

2006 R127080271 近畿 大阪府 株式会社水山製作所 9120001165747 ウッドショック後の建築部材の需要に応えるよう生産性を向上する 通常 大阪信用金庫

2007 R127080272 近畿 大阪府 土地家屋調査士法人共生ライズアクロス 7430005005151 ＧＮＳＳ機器・自動測量機器導入による地図整備事業への参 通常

2008 R127080273 近畿 大阪府 株式会社動力 4180301017333 プラスチックごみ削減と循環型社会を実現する油化装置の開発事業 通常 株式会社ピースマネジメント

2009 R127080274 近畿 大阪府 株式会社ＤＨＬ 2122001028386 竹柄、紙柄の歯ブラシ開発による廃棄プラ対策で環境貢献 通常 裏野　榮士

2010 R127080275 近畿 大阪府 有限会社木本ケンマ 3120102027901 高性能ＣＮＣ旋盤の導入による生産効率性の向上と若手育成計画 新特別

2011 R127080276 近畿 大阪府 辰巳環境開発株式会社 2120001157684
圧縮ベーラー機導入により廃棄物処理業務の効率化を図り、処理能
力の増強し、売上増加を図る

通常

2012 R127080277 近畿 大阪府 株式会社サンキ工業 4120101020889 高精細配管の生産性向上により、日本のモノづくりに貢献する 新特別

2013 R127080278 近畿 大阪府 ワイツー株式会社 4120001193942 革製品の生産工程に新たな装置を導入して生産性を向上する計画 新特別

2014 R127080279 近畿 大阪府 株式会社ＳＵＮＳ 8120001232903
自費ジルコニアに特化した歯科技工所としてのデジタル化・生産性向
上

新特別
有限会社サステイナブル・デ
ザイン

2015 R127080281 近畿 大阪府 あい歯科牧野院
ＣＴとスキャナ連携による治療サービスの高度化および感染リスク低
減の非対面化を実現

新特別

2016 R127080283 近畿 大阪府 株式会社ライゼスト 1122001027620 人流分析データを活用したＢｔｏＢ不動産プラットフォームの構築 通常 株式会社ＣＦサポート

2017 R127080284 近畿 大阪府 株式会社Ｌｉｚ 3120001227890 印刷内製化による「増産対応」と「納期短縮」の両立プロジェクト 新特別

2018 R127080286 近畿 大阪府 有限会社エクサ 7120902000285
最新３Ｄプリンター導入によるスキルレスで高品質造形物の生産工
程確立

新特別

2019 R127080288 近畿 大阪府 株式会社Ｊ－ＡＲＭ 9120001131451 再生医療の産業化に向けた血液由来幹細胞培養キットの開発 通常

2020 R127080290 近畿 大阪府 株式会社リ・コート 3120901016179
公共工事の受注拡大に向けた入札書類のオートメ―ション化と業務
管理システムの導入

通常

2021 R127080293 近畿 大阪府 株式会社河上 4122001013857 船舶部品製造の生産性向上に寄与する技術革新 通常 森　翔太

2022 R127080294 近畿 大阪府 株式会社青木紙工所 5120001059713
高品質・小サイズの折り加工と、自動化による工場内対人接触減へ
の取り組み

通常 原　一矢

2023 R127080295 近畿 大阪府 有限会社小林プレナー鉄工所 8122002001956 マシニングセンタ導入による金属切削の多面加工の製造効率の向上 通常

2024 R127080298 近畿 大阪府 あさい動物病院 疾病の早期診断・構築治療のための犬猫検診システムの構築 通常

2025 R127080300 近畿 大阪府 株式会社楠本部品 1122001033684 生産工程の高度化による小ロット・短納期への対応 通常 宮崎　誠

2026 R127080304 近畿 大阪府 株式会社Ｓａｌｅｓ　Ｎａｖｉ 7120001236814 ＡＩコーチが商談の最適解を指南する営業標準化システムの開発 通常

2027 R127080305 近畿 大阪府 奥野製作所 強靭素材の高精度プレスと自動搬送で高付加価値化と量産化を図る 通常
一般財団法人 南都経済研究
所

2028 R127080306 近畿 大阪府 光陽電線株式会社 5120101002201 無人連続伸線機の導入による伸線工程と寸法公差の向上計画 新特別

2029 R127080308 近畿 大阪府 株式会社エヌスポーツ 3120001146372 ベンディングマシンの導入による曲げ加工工程の生産プロセス改善 新特別 大阪信用金庫

2030 R127080309 近畿 大阪府 株式会社アズワーク製作所 2120001055954 業界を革新したフォークリフトアタッチメントの国内生産化 通常 税理士法人カオス

2031 R127080312 近畿 大阪府 株式会社一心堂 9120001014292
コロナ禍による小ロット、短納期ニーズに対応するための生産体制強
化計画

通常

2032 R127080313 近畿 大阪府 株式会社共栄 4120001020048
３Ｄスキャナ型三次元測定機の導入による提案力強化とニッチ戦略
強化の取組

通常

2033 R127080315 近畿 大阪府 有限会社トーヨド 2120002025436 メッシュシェードの溶着技術高度化による売上拡大計画 通常

2034 R127080319 近畿 大阪府 ＮＥＸＳＥＥ株式会社 6120101059422 オリジナルグッズの小ロット短納期要望対応による競争力強化事業 新特別

2035 R127080322 近畿 大阪府 株式会社山長 6120001102892 ポストコロナに向けた生産プロセス革新計画 新特別

2036 R127080323 近畿 大阪府 あゆみ歯科ゆうこ堺診療所 患者様獲得と商圏拡大に資する歯科診療感染症防止強化事業 新特別

2037 R127080327 近畿 大阪府 株式会社キンキ 3120101001709 図面製本の自動化による生産能力向上と非対面ビジネスの推進 新特別 株式会社ゼロプラス

2038 R127080328 近畿 大阪府 イケブチ歯科
ウィズコロナ・ポストコロナで通用する、質・量ともに地域トップの歯科
医療体制の構築

新特別

2039 R127080329 近畿 大阪府 シティコンピュータ株式会社 6170001001487 高性能スキャナー導入によるオーダーメイド型サービスの提供 通常

2040 R127080330 近畿 大阪府 下野精密株式会社 1120901000993
高精度プロファイル研磨による超硬合金の高精度金型部品の性能向
上化

通常 株式会社京都銀行

2041 R127080331 近畿 大阪府 株式会社イルアス 4120101055043
高精度加工が求められる大型長尺捕虫機が製造可能な生産体制構
築

通常 株式会社ピースマネジメント

2042 R127080334 近畿 大阪府 石井歯科医院
測定機器等の導入による、町の歯科医院からかみ合わせの専門医
院への転換

新特別

2043 R127080335 近畿 大阪府 おおなか歯科クリニック
歯科用ＣＴ導入による矯正・補綴の地域ニーズ対応と感染リスクの低
減

新特別

2044 R127080336 近畿 大阪府 写測エンジニアリング株式会社 3120001023704
ＵＡＶ搭載型レーザ計測システム導入によるコスト削減および市場競
争力強化による受注拡大

新特別 駒田　裕次郎

2045 R127080339 近畿 大阪府 株式会社鳥井 9140001050286 工場集約と大手メーカー向け量産ライン設置による生産性向上事業 通常 尼崎商工会議所

2046 R127080341 近畿 大阪府 木谷電器株式会社 9120001153074 ４０ｔのプレス機を６０ｔ精密高速プレスに変更 通常 北大阪商工会議所

2047 R127080343 近畿 大阪府 スタジオメグ株式会社 3120001189842
ＩｏＴ／　ＡＩ技術を導入した、非対面型建機レンタルシステムの開発・
展開事業

通常

2048 R127080344 近畿 大阪府 株式会社西研デバイズ 7120001121132 酸素マイクロバブルによる、水産陸上養殖における生産性向上 通常

2049 R127080345 近畿 大阪府 江口歯科医院
有病者のリスクを最小化するインプラント・ブリッジ合体治療モデルの
確立

新特別
一般社団法人城西コンサルタ
ントグループ

2050 R127080346 近畿 大阪府 株式会社的場製作所 6120001070537 最新型ＮＣルータによる生産革新と営業基盤拡大計画 新特別
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2051 R127080352 近畿 大阪府 竹利タオル有限会社 7120102021883
ふわふわガーゼの織柄仕立てタオルを起点に新規市場の開拓を進
める事業

通常

2052 R127080353 近畿 大阪府 フジ建機リース株式会社 1120101008581
世界に一台の特殊高所作業車導入による狭路等工事競争力強化事
業

通常 石原　憲

2053 R127080354 近畿 大阪府 ダイワ金属株式会社 3122001021398 マシニングセンタ導入による生産性向上計画と新分野展開 新特別

2054 R127080355 近畿 大阪府 株式会社Ｇ－Ｃｏｍｐａｎｙ 3120001206119 オリジナルグッズ内製化とＥＣサイト活用による売上相乗効果計画 新特別

2055 R127080356 近畿 大阪府 株式会社三田金属工業 4120001137437
半導体製造装置向け部品等の生産能力増強対応の最新鋭設備導
入

通常

2056 R127080357 近畿 大阪府 株式会社ＰＰＦパートナーズ 3120001192227 店内・施設内の会話に適したビデオ通話アプリの開発および提供 新特別

2057 R127080358 近畿 大阪府 湘南丸八エステック株式会社 4021001054343 養殖場向け高効率酸素分散装置用撹拌体の試作開発 通常

2058 R127080359 近畿 大阪府 株式会社青木松風庵 8120101040537
ようかん自動充填シール機導入による製造プロセス改善と新商品開
発

新特別

2059 R127080360 近畿 大阪府 株式会社ＴＲＥＣＯＮ 6012301011116
業界初。建設中小下請専門工事業者向け生産管理システムの安価
なＳａａＳサービス

新特別 長谷川　浩之

2060 R127080361 近畿 大阪府 有限会社プラス 5120002055546
新たな裁断機の導入による顧客満足度の高い看板の制作・ＥＣサイ
トの構築と新規顧客開拓

新特別 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

2061 R127080362 近畿 大阪府 山下食糧株式会社 2120001013904
機能別米の生産力強化と胚芽米、分づき米の小口包装の出荷への
取り組み

新特別

2062 R127080363 近畿 大阪府 株式会社マルヒデ 5120001083259 トップシール機導入による高付加価値カット野菜商品の開発 通常 有村　知里

2063 R127080365 近畿 大阪府 株式会社大西畳店 4120001151165
自動高速生産体制の構築による薄畳・縁無・変形畳のオーダーメイド
需要への対応

新特別

2064 R127080366 近畿 大阪府 株式会社粉室金属工業所 3122001022925 ダイカスト鋳造の高度化によるニッチ戦略強化と新分野開拓の取組 通常 株式会社日本修身経営

2065 R127080368 近畿 大阪府 株式会社ＷＡＫＡＴＳＵ 5120101047650 新グルービング方式による消火配管の安全性向上 通常

2066 R127080370 近畿 大阪府 山崎ユニオン株式会社 2120901010166
樹脂シート材での多品種少・中量品への高生産性、高品質化による
受注拡大

通常 大阪府商工会連合会

2067 R127080372 近畿 大阪府 デルタスティール株式会社 4120101004867 「高性能ＣＮＣ旋盤」の導入による高生産性・高精度機械加工の実現 通常 福田芳昭

2068 R127080374 近畿 大阪府 ｍｉｈｏ歯科医院 １日で完結できる高精度補綴物治療の実現と対人接触を減じる対応 新特別 森田　昇

2069 R127080376 近畿 大阪府 株式会社アートローグ 5120001207024 マーケットプレイスとレンタル事業によるアート市場の活性化 新特別

2070 R127080378 近畿 大阪府 株式会社ヤマガタグラビヤ 6122001020389 既存システムのＤＸ化！ＮＥＷニーズに対応したサービスの提供 通常

2071 R127080382 近畿 大阪府 株式会社モトックス 2122001007324 情報資産を最大活用する為のクラウド情報保管・発信システム開発 通常

2072 R127080385 近畿 大阪府 株式会社ノベルワークス 8120001190374 テレワークの諸課題を解決する「Ｖｉｒｂｏ（ヴィーボ）」の開発事業 通常

2073 R127080390 近畿 大阪府 株式会社走れメロス 6120001225000 製菓業界向け樹脂製の型でシリコン成型事業で販路開拓を図る 通常

2074 R127080393 近畿 大阪府 武田コロイドテクノ・コンサルティング株式会社 3120901015453 高濃度懸濁液の分析受託システムの開発と対応設備の拡充 通常 税理士法人カオス

2075 R127080396 近畿 大阪府 玄米屋の玄さん
新設備での労働環境改善と生産性の向上を軸にした職人作業による
商品増産計画

通常

2076 R127080398 近畿 大阪府 ホルトプラン合同会社 3140003010979 高耐久コート処理の自動化による、高耐久性電子機器の低コスト化 通常

2077 R127080401 近畿 大阪府 株式会社坂本建装社 5120101044598 最新プログラミングソフト導入による建具の自動加工 通常 古田　倫子

2078 R127080404 近畿 大阪府 アプリル株式会社 8120001163082
ンライン学習教材を音声認識技術を用いて素早く作成するアプリの
開発

新特別

2079 R127080406 近畿 大阪府 辻産業有限会社 6120002015672
成約までの商談を全て電子化し非対面非接触で内覧が行えるシステ
ムの導入

通常

2080 R127080407 近畿 大阪府 有限会社梅ヶ枝製麺所 3120002000900
独自の製麺技術の活用による新商品開発と対人接触機会減少の取
組

通常 渡邊　良享

2081 R127080409 近畿 大阪府 トモエ・エンジニアリング株式会社 3120001029437 ＨＰＬＣ用カラムの生産プロセス改善と製品小型化 通常

2082 R128080002 近畿 兵庫県 谷池瓦産業 伝統とデザイン性・景観材としての小型シノギ桟瓦の開発販売計画 通常 兵庫県商工会連合会

2083 R128080003 近畿 兵庫県 バシン・ホールディングス株式会社 5140001034111 印刷機導入によるパッケージデザイン改良により一般客へ販路拡大 新特別 花岡　貴志

2084 R128080005 近畿 兵庫県 株式会社シンアート 4140001113031 抗老化作用を有する物質の低コストを実現する新規生産法の開発 通常

2085 R128080006 近畿 兵庫県 株式会社藤本工作所 5140001003982 生産方式の改善による鉄道車両用機器部品等の生産性向上計画 通常 みそら税理士法人

2086 R128080007 近畿 兵庫県 株式会社ハリミ製作所 8140001113341
最新のＣＮＣ自動旋盤と画像寸法測定機の導入により、次世代の半
導体製造装置向け部品の製造を行う

通常 立野　靖人

2087 R128080009 近畿 兵庫県 ベルヴィ株式会社 5140001063614 ネット販売活用による完全非接触ギフトショップの構築 通常

2088 R128080011 近畿 兵庫県 ユーシステム株式会社 2140001079068 塗装の生産性を向上させることによる更なる高付加価値化の実現 新特別 松下　隆信

2089 R128080014 近畿 兵庫県 島谷製作所
目立加工品の量産体制実現で一社依存脱却と海外市場取り込み計
画

通常 兵庫県信用組合

2090 R128080015 近畿 兵庫県 アズマ鉄工株式会社 4140001038930 大型鉄骨の受注増に取り組む一次加工ラインの生産効率向上計画 新特別 中玉利　寛

2091 R128080017 近畿 兵庫県 有限会社マツオ技研工業 5140002062937 シャワーチェア等入浴介護用品の伸縮骨組生産用金型の増産対応 新特別
ひまわり経営サポート株式会
社

2092 R128080018 近畿 兵庫県 扇コンサルタンツ株式会社 8140001001166
ＢＩＭ／ＣＩＭ原則化及び自然災害・インフラ老朽化への対応に伴う３
次元測量体制の構築

新特別 尼崎信用金庫

2093 R128080019 近畿 兵庫県 旧居留地測量株式会社 4140001098009 ワンマンで測量できる機器の導入による生産性の向上 通常

2094 R128080020 近畿 兵庫県 伊丹ファクトリー株式会社 3140001106143 スチールドア製造における展開図作成自動化による生産性向上 通常

2095 R128080021 近畿 兵庫県 株式会社大室明治也 3140001018256
老舗の職人技と独製プレス機の融合による高付加価値サービスの実
現

通常 末信　公平

2096 R128080022 近畿 兵庫県 株式会社兵庫塗装工業所 6140001037922 中研ぎ・磨き工程を短縮するオリジナル塗装ブースの開発 通常

2097 R128080024 近畿 兵庫県 玉田精工株式会社 8140001076332
立形マシニングセンタで遠隔操作と小型建機部品の高精度と生産性
向上

新特別
ひまわり経営サポート株式会
社

2098 R128080025 近畿 兵庫県 有限会社角野屋デンタル堂 8140002068898
歯科用ＣＡＤ・３Ｄプリンター・加工機を用いた顧客ニーズと需要増加
への対応による受注拡大

新特別 花岡　貴志

2099 R128080026 近畿 兵庫県 棚田精機
鉄道の車輪軸部品等の生産における加工工程の生産性及び機能向
上

通常 株式会社ゼロプラス

2100 R128080027 近畿 兵庫県 株式会社東播電機工事商会 8140001118836
電気設計専用ＣＡＤソフトウェア導入で制御盤の自社一貫生産体制
構築

通常 兵庫県信用組合
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2101 R128080028 近畿 兵庫県 有限会社フジイ研磨 4140002061254 ロボットシステムによる段取り替え自動化で２４時間稼働体制の確立 通常 兵庫県信用組合

2102 R128080029 近畿 兵庫県 前川建材株式会社 4140001041323 設備導入による利益改善と取引先の課題を解決する新たな取り組み 通常 兵庫県商工会連合会

2103 R128080030 近畿 兵庫県 株式会社クラカンパニー 4140001089239 顧客のよりよい健康のための新機器導入 通常

2104 R128080031 近畿 兵庫県 清瀬目立所
三木市伝統産業「鋸」のカーブ目立加工の量産化と海外市場進出計
画

通常 兵庫県信用組合

2105 R128080032 近畿 兵庫県 おかもと歯科医院 神経の位置を立体的に撮影可能とするＣＴの導入計画 通常 湯浅　達志

2106 R128080033 近畿 兵庫県 竹田登記測量事務所 ワンマン測量機器導入による測量業務の生産性の向上 通常

2107 R128080038 近畿 兵庫県 有限会社こやま園 7140002034835
生産効率の向上により更なる高品質な食の提供と当社ブランド価値
の強化

通常 兵庫県商工会連合会

2108 R128080045 近畿 兵庫県 株式会社藤尾木工 6140001063588
建築デザインの多様化に応える大型フラッシュパネル製作の合理化
計画

新特別

2109 R128080046 近畿 兵庫県 尾道工業株式会社 7140001004558 １品１様製品の製造能力の増強 通常 松下　隆信

2110 R128080047 近畿 兵庫県 マジェステ株式会社 7140001116782 中小企業・支援事業者向け事業作成支援サービスの開発 新特別

2111 R128080055 近畿 兵庫県 有限会社神崎設備 5140002041809
高精度パイプ加工機の導入による医薬品業界向け配管事業への進
出

新特別 株式会社ゼロプラス

2112 R128080056 近畿 兵庫県 株式会社富士スタヂオ 8140001084871 最新プリンターを導入しプリント技術強化による完成品の即納化 新特別 花岡　貴志

2113 R128080057 近畿 兵庫県 株式会社八嶋組 7140001085342
電波状況が悪い山間部における、最新ＩＣＴを用いたため池整備工事
の効率化

通常 淡路信用金庫

2114 R128080058 近畿 兵庫県 株式会社豊真 7120001058325 硬質発泡スチロール加工技術の高度化と短納期、低価格化の実現 通常 荒木　栄邦

2115 R128080061 近畿 兵庫県 ニューボーンフォト・アート株式会社 4180001138512 複数システムをシームレスに連携する最新型ＣＲＭシステムの構築 通常

2116 R128080062 近畿 兵庫県 ＹＡＭＡＱ株式会社 6140001066095 ドローン活用によるゴルフ場管理事業のサービス向上と新事業展開 通常 姫路商工会議所

2117 R128080063 近畿 兵庫県 うのたたみ工房
畳床裁断・縫着技術の高度化と混流ラインの構築、新規顧客開拓に
挑戦

新特別 株式会社シャイン総研

2118 R128080065 近畿 兵庫県 尼神運輸株式会社 8140001072034
７０台を超えるトラックの積載効率や稼働率を見える化し、付加価値と
生産性向上を実現

新特別 株式会社フラッグシップ経営

2119 R128080068 近畿 兵庫県 弥生木工 高性能ボーリングマシン導入による生産能力向上で企業成長の実現 新特別

2120 R128080070 近畿 兵庫県 富士金属工業株式会社 4140001005294 鉄骨専用設計システム導入によるデータ連携型ビジネスモデル構築 新特別 株式会社ゼロプラス

2121 R128080071 近畿 兵庫県 仲地鉄工所 中空薄肉切削品の大型化、高精度化のためのＣＮＣ旋盤の導入 新特別

2122 R128080072 近畿 兵庫県 株式会社ＨＩテクノ 1140001053668 ＴＩＧ自動溶接機導入による丸ダクト溶接工程の生産性と品質向上 通常
アルタス・パートナーズ合同会
社

2123 R128080073 近畿 兵庫県 株式会社サボテン 4140001036323
巣ごもり需要をターゲットとしたＦＡ化によるガーデニング・園芸用ハ
サミの量産体制構築

通常 株式会社ゼロプラス

2124 R128080076 近畿 兵庫県 三重鉄工株式会社 3120901025790 曲げ加工の生産能力を向上させる設備投資 新特別 松下　隆信

2125 R128080078 近畿 兵庫県 株式会社コンサルタント関西 8140001058826 最新型測量機器による製鉄所の点検と三次元測量の一貫サービス 新特別 株式会社クリエイション

2126 R128080079 近畿 兵庫県 株式会社東光バネ工業社 8140001050147
コロナ禍後のインフラ需要を支えるバネの生産数拡大および高精度・
低価格の実現

通常 尼崎信用金庫

2127 R128080080 近畿 兵庫県 株式会社日新機械製作所 1140001075729 ＣＮＣ旋盤の導入による釣竿装飾部品の新たな生産工程の開発 通常 兵庫県商工会連合会

2128 R128080081 近畿 兵庫県 登鉄工株式会社 9140001085720 バリ取り工程の自動化による物流自動システム市場への進出 新特別 株式会社ゼロプラス

2129 R128080082 近畿 兵庫県 株式会社伸興製作所 9140002004613
手作業依存のバリ取り工程を自動化し、生産能力向上と製品安定供
給を実現する

新特別 株式会社ゼロプラス

2130 R128080085 近畿 兵庫県 島育ち青果
玉ねぎ自動皮むき機導入による生産性向上の為の生産体制改善計
画

通常

2131 R128080086 近畿 兵庫県 株式会社和工業 8140001099226
食品衛生・医薬品開発に資するサニタリー配管等の生産性・品質向
上計画

新特別 株式会社みなと銀行

2132 R128080092 近畿 兵庫県 アサヒ軽金属工業株式会社 5120001073490 高精度なＮＣ旋盤の導入及び自動化・ＩｏＴ化による生産性向上 通常

2133 R128080093 近畿 兵庫県 共和産業株式会社 2140001022787 半導体露光装置部品の品質向上と増産に向けた検査体制の刷新 通常 株式会社フラッグシップ経営

2134 R128080095 近畿 兵庫県 株式会社平野工業 6140001040835 大型設備導入によりなめし技術を獲得し、Ｖ字回復を達成する 通常

2135 R128080097 近畿 兵庫県 有限会社鹿島製作所 4140002048037
水素ガスタービン用難加工性金属部品を形彫放電加工機で生産性
向上

新特別
ひまわり経営サポート株式会
社

2136 R128080102 近畿 兵庫県 大西精版印刷株式会社 3140001076097 加西市観光事業におけるオリジナルグッズ完全受注体制の構築事業 通常 兵庫県信用組合

2137 R128080103 近畿 兵庫県 株式会社康正 9140001086363 レーザー溶接を導入し製缶加工・設備工事の効率化と内製化を図る 通常 北おおさか信用金庫

2138 R128080104 近畿 兵庫県 株式会社六甲工芸社 6140001070832 プラスチック容器検品におけるＡＩカメラ導入による品質向上事業 通常

2139 R128080106 近畿 兵庫県 あかお歯科医院
口腔内スキャナー導入で治療期間が短くかつ正確な矯正治療の提
供

通常
株式会社中央ビジネスグルー
プ

2140 R128080107 近畿 兵庫県 株式会社上田鉄工所 6140001004484
ワイヤ放電加工による新工法の開発および加工部分拡大による受
注増大計画

新特別 シェアビジョン株式会社

2141 R128080110 近畿 兵庫県 マヤ工業株式会社 6140001002538 ＮＣフライス盤導入によるセーバーソーブレード増産と高品質化 新特別
ひまわり経営サポート株式会
社

2142 R128080111 近畿 兵庫県 株式会社パワフルコム 2140001114741
ポスティング準備と管理業務のＤＸ推進によるポスティング事業の超
効率化！

新特別

2143 R128080112 近畿 兵庫県 キンキサイン株式会社 2140001063410
全自動ペットボトル測定装置の導入によるペットボトル検査工程の精
度・生産性の向上

新特別 株式会社ゼロプラス

2144 R128080113 近畿 兵庫県 正垣木材株式会社 1140001046531 異物混入木くずを活用するリサイクル（再資源化）モデルの確立 通常 兵庫県商工会連合会

2145 R128080115 近畿 兵庫県 株式会社籔下鉄工所 3140001042248
ＣＮＣ　旋盤の導入と新生産体制の構築による熟練工依存からの脱
却

通常

2146 R128080116 近畿 兵庫県 株式会社重伸 7120001141956
専用カスタマーサポートアプリ開発による業務効率の改善と商圏拡
大

新特別
株式会社シザコンサルティン
グ

2147 R128080117 近畿 兵庫県 有限会社山口金属 8140002051375 品質改善と新分野開拓に取り組むための高精度プレス機の導入 通常 大串　智之

2148 R128080119 近畿 兵庫県 おち歯科クリニック
地域唯一のデジタル歯科技工機器の複合による最先端歯科医療提
供体制の実現

新特別 株式会社フロウシンク

2149 R128080120 近畿 兵庫県 株式会社ビエント 8140001056755
後方小旋回バックホー（チルト式フォーククロー・スーパークラムバ
ケット）の購入による再生エネルギーの増産並びに環境改善

通常

2150 R128080121 近畿 兵庫県 西山水産
廃棄していた雑魚を使った商品開発と既存商品の生産性向上の両
立

通常 兵庫県商工会連合会
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2151 R128080124 近畿 兵庫県 株式会社ＳＯＫＥＮ 8140001115131 不整地専用フォークリフトによる工事への対応力強化 新特別

2152 R128080125 近畿 兵庫県 プラスワン株式会社 2140001079852 ロボットとの協業による「警備＆清掃複合サービス」 新特別 株式会社但馬銀行

2153 R128080126 近畿 兵庫県 トーメイ工業株式会社 2140001044583
画像検査装置導入による精度・生産性の向上と新規需要獲得の計
画

新特別

2154 R128080127 近畿 兵庫県 株式会社コラスケイト 4140001116785
基幹システム構築による新たな清掃管理業務／人材マッチングの導
入

新特別

2155 R128080128 近畿 兵庫県 アーバンクリエイト株式会社 4140001085964 ドローンやＧＮＳＳ測量機による３次元測量の効率化 新特別 淡陽信用組合

2156 R128080129 近畿 兵庫県 イーグロース株式会社 5140001073299 ３Ｄ医療画像深層学習支援基盤「Ｇｒｏｗｔｈ　ＭＥ」 通常

2157 R128080131 近畿 兵庫県 ロザイ工業株式会社 4120001048519 ＡＩ画像認識とロボットによる耐火レンガ自動選別検査システム 新特別 姫路商工会議所

2158 R128080132 近畿 兵庫県 株式会社ＶｉＡ 7140001087405 介護いらずの社会へ！歩行特化の新リハビリサービスの開発・展開 新特別

2159 R128080133 近畿 兵庫県 はやし歯科医院
「早い！・やすい！・うまい！」ハイコストパフォーマンスな補綴治療の
実現

新特別

2160 R128080134 近畿 兵庫県 株式会社ウッディタウン動物病院 1140001108959
院内で診察・検査・治療・術後管理が完結する、革新的な外科治療体
制の実現

新特別

2161 R128080135 近畿 兵庫県 木下歯科 「睡眠時無呼吸症の予防から完治まで精緻な一貫治療」を実現 新特別
一般社団法人城西コンサルタ
ントグループ

2162 R128080136 近畿 兵庫県 丸福化成株式会社 8140001063297 革製品製造における品質・生産性の向上、および革新的商品開発 通常 兵庫県商工会連合会

2163 R128080137 近畿 兵庫県 六甲駅前歯科
ポストコロナに向けたクリーンで安心・安全な歯科治療提供体制の整
備

通常

2164 R128080138 近畿 兵庫県 木村林業株式会社 5140001113443 林業機械導入による高効率化・低コスト化と自立経営を目指す計画 新特別

2165 R128080139 近畿 兵庫県 株式会社松永建設工業 9140001109066 新型コロナウイルスに対応した除菌・抗菌サービスの高度化 新特別
堀江コンサルティングオフィス
株式会社

2166 R128080140 近畿 兵庫県 山脇歯科医院
当院の高い技術力と最先端機器の融合による透明マウスピース矯
正治療への取組

新特別

2167 R128080141 近畿 兵庫県 チームしんすけ農場 食品ロス低減で地域活性化！農家による農家カフェ事業への挑戦！ 通常 姫路商工会議所

2168 R128080142 近畿 兵庫県 株式会社豊浦浚渫 1140001069598
拡張性の高い管内検査システム導入による超大口径管渠更生工事
への対応

通常

2169 R128080146 近畿 兵庫県 サカモトメタル株式会社 2140001077352
高ガウス選別機の導入による銅精製の生産性向上とリサイクル領域
の拡大

通常 兵庫県商工会連合会

2170 R128080148 近畿 兵庫県 株式会社林兼合金鋳工所 7140001050833 建設機械部品の製造工程省人化による生産性向上 通常

2171 R128080149 近畿 兵庫県 豊金精機有限会社 7140002057233
複数箇所に一括して微細加工する小物用設備を導入し受注拡大す
る

通常

2172 R128080153 近畿 兵庫県 有限会社清水建材 8140002068865
最新ホイルローダー導入による「ため池盛土材」の生産プロセスの改
善

通常 淡陽信用組合

2173 R128080155 近畿 兵庫県 有限会社カワトク 7140002007155
「強力吸引車」及び「高圧洗浄車」に係る修理事業で、付加価値向上
に挑戦事業

通常 兵庫県商工会連合会

2174 R128080157 近畿 兵庫県 有限会社西本 3140002050002 染色革の最新ストレッチ・乾燥装置導入による皮革製造工程の改革 通常 姫路商工会議所

2175 R128080158 近畿 兵庫県 株式会社Ｂｉｔ　ｐｅｅｐｓ 5140001114945
高度ＩＣＴ技術の活用による消防設備点検などの生産性向上のため
のシステム開発

通常

2176 R128080159 近畿 兵庫県 兵庫ファイン工業株式会社 4140001076419
アフターコロナを見据えた新たな設備導入による分業体制の強化と
生産力向上計画

新特別

2177 R128080161 近畿 兵庫県 イデア株式会社 4140001045514 非接触レーザークリーニングの新サービス実現 新特別

2178 R128080162 近畿 兵庫県 株式会社はるひな 4140001091450
物理的な対人接触を減じながら、二次診療施設として地域の中核動
物病院になるための取り組み

新特別

2179 R128080163 近畿 兵庫県 株式会社アムデック 1140001063304
５軸制御マシニングセンタ導入による精度向上及びリードタイムの短
縮

通常 但陽信用金庫

2180 R128080164 近畿 兵庫県 松田機工 熟練の技術と新設備を活用した刃物研磨 通常

2181 R128080168 近畿 兵庫県 株式会社朝日コンサル 3140001076576 測量業務のデジタル化による生産性向上と災害復旧への貢献事業 新特別

2182 R128080171 近畿 兵庫県 株式会社貝藤商会 2140001058220
スキルレス落丁機を導入し品質向上、若手も採用して地域貢献を行
う取組

通常

2183 R128080173 近畿 兵庫県 西北テラス歯科 最先端のマウスピース矯正治療によるデジタル転換と感染防止対策 新特別

2184 R128080174 近畿 兵庫県 日英産業株式会社 4140001106893 ＣＡＤ／ＣＡＭ導入によるＩＴかと町工場との連携による生産性の向上 通常

2185 R128080175 近畿 兵庫県 株式会社橋本パッケ 8140001028432
貼箱自動システムでスピードアップと省力化、デザイン入稿を同時に
実現！

通常 株式会社阿波銀行

2186 R128080178 近畿 兵庫県 さかな屋魚八
最新の冷蔵設備と調理設備を搭載した移動販売車による鮮魚の巡
回販売

新特別 正木　博夫

2187 R128080179 近畿 兵庫県 株式会社イマナカ 5140001075312 コロナ禍におけるワンオペシステムの構築とｉ－Ｃｏｎの推進 新特別 兵庫県商工会連合会

2188 R128080180 近畿 兵庫県 しのはら歯科医院 診断から「完治」を実現する訪問診療＆院内一貫治療体制の構築 新特別 アイアンドアイ株式会社

2189 R128080183 近畿 兵庫県 ファミリーセンター歯科 ３Ｄ光学スキャナを用いた「予防検診」プラン開発と技工の効率化 通常

2190 R128080184 近畿 兵庫県 株式会社アズプラス 7140001077199
ハイブリッドプリンター導入によるパッケージ印刷のオンデマンド技術
構築

通常

2191 R128080185 近畿 兵庫県 株式会社小林モータース 8140001039297
地域貢献企業として独自革新車検整備工程構築の為の機器導入計
画

通常 兵庫県商工会連合会

2192 R128080200 近畿 兵庫県 株式会社ルアナライフコーポレーション 3140001121002 いちじく農家が作る希少な日本産いちじくスイーツの開発 通常 石黒　健太

2193 R128080202 近畿 兵庫県 中谷機工株式会社 9140001050402
経営資源（ヒト・モノ・情報）の付加価値最大化を実現する社内ＤＸ推
進事業

新特別
株式会社中央ビジネスグルー
プ

2194 R128080204 近畿 兵庫県 株式会社ＰＡＬ 4120001106061 最先端ＡＩ技術を活用した「荷下ろしロボット」導入 通常

2195 R128080205 近畿 兵庫県 朝来食品 閉鎖循環式陸上養殖システムを用いたトラフグの養殖・販売 通常

2196 R128080207 近畿 兵庫県 株式会社ミハラ 4140001085816 淡路瓦の弱点克服と更なる高品質化に向けた『黒陶』の開発 通常 兵庫県商工会連合会

2197 R128080208 近畿 兵庫県 レゴット
高齢化のバリアフリーニーズに応える、オーダーメイド手すり付き踏
み台の製造

新特別 株式会社ダイワマネジメント

2198 R128080210 近畿 兵庫県 岩製パン有限会社 5140002047541
姫路市内全中学校の完全学校給食化に対応したパン生産体制を構
築する

通常 姫路商工会議所

2199 R128080211 近畿 兵庫県 株式会社ＺＩＰＡＮＧＵ－８ 9140002023357 長期間保存可能なシフォンケーキ製造技術確立による全国展開 新特別
株式会社コムラッドファーム
ジャパン

2200 R128080212 近畿 兵庫県 株式会社グランツリー 5140001033162 業界初！Ｂ２Ｂの受注〜出荷一元管理ＤＸシステムの開発・展開 通常
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2201 R129080002 近畿 奈良県 株式会社エイコー測量設計事務所 5150001012446
３Ｄレーザースキャナーと３Ｄ点群処理システムの導入による、画期
的な作業効率アップの実現

通常
関西経営コンサルタント事業
協同組合

2202 R129080004 近畿 奈良県 池島鐵工所株式会社 1150001018059 高難度曲げ加工の量産化事業 通常 松下　隆信

2203 R129080005 近畿 奈良県 ムード商事株式会社 4150001013528
環境にやさしい農業用フイルムの需要拡大に伴う高精度、短納期穴
あけフイルム生産体制の構築

新特別 株式会社紀陽銀行

2204 R129080006 近畿 奈良県 坂本化学工業株式会社 2150001012787
自動ニッパー付きの射出成形機等の導入による生産プロセス改善
で、生産性向上と品質向上を実現する

新特別 株式会社南都銀行

2205 R129080007 近畿 奈良県 株式会社井上工作所 1150001012375
脱炭素化業務強化に向けてマシニングセンタを導入し生産性を高め
る

通常
一般財団法人 南都経済研究
所

2206 R129080008 近畿 奈良県 シャミー株式会社 9150001005850
画期的な有害物質を使用しない天然ゴム発泡アウトソールを靴底に
使用した靴の製品化

通常
特定非営利活動法人アタッ
ク・メイト奈良

2207 R129080009 近畿 奈良県 サンディスト株式会社 2150001013059 大規模浸水対策に不可欠な河川横断測量の革新的な生産性向上 新特別 株式会社ＦｏｒＹｏｕ

2208 R129080010 近畿 奈良県 南和ラス工業株式会社 4150001015565 環境住宅市場に向けた「メタルラス」材の自動製造ライン構築事業 通常

2209 R129080012 近畿 奈良県 株式会社ヨシケイライブリー 7150001011371 特注センサー導入で手作業工程での材料入れ忘れゼロ体制を構築 通常 株式会社uluコンサルタンツ

2210 R129080013 近畿 奈良県 株式会社メタルマネージ 1150001014553 先端装置導入による生産力及び生産性を向上する事業計画 通常

2211 R129080014 近畿 奈良県 ＡＵＴＯＷＯＲＫＳ北也 水性塗料対応の塗装乾燥ブース導入による内製化と作業環境改善 通常 奈良県商工会連合会

2212 R129080015 近畿 奈良県 株式会社楓工務店 9150001007681
３Ｄ建築ＣＡＤと気密測定器を導入しニーズ対応と生産性向上を図る
計画

通常 山本　文則

2213 R129080016 近畿 奈良県 株式会社西本電器製作所 4150001001838
光通信部品の高精度化及び競争力強化を目的とした精密自動機の
導入

通常
一般財団法人 南都経済研究
所

2214 R129080017 近畿 奈良県 地域情報ネットワーク株式会社 2150001001385 ポスティングＥＣサイト運営とチラシセット作業体制変革の事業 通常

2215 R129080019 近畿 奈良県 輪生株式会社 4150001008362 タイヤとホイール分離作業の生産性向上と循環型社会への貢献 通常
一般財団法人 南都経済研究
所

2216 R129080020 近畿 奈良県 株式会社斑鳩 4150001006886 「本当に欲しいサイズのスチール家具」をオーダーメイドします！ 通常

2217 R129080021 近畿 奈良県 日本電子精機株式会社 8150001013219
労働安全衛生に注力した時代に則した段ボール刷版製版工程の構
築

新特別 奈良中央信用金庫

2218 R129080023 近畿 奈良県 株式会社関西発條製作所 1150001004777 株式会社関西発條製作所 通常

2219 R129080024 近畿 奈良県 大東興産株式会社 1150001001205
ＧＰＳナビシステム・最新カート導入によるポストコロナの新規ゴルフ
需要対応

通常 若杉　拓弥

2220 R129080026 近畿 奈良県 立石カーサービス
先進安全自動車に対応する整備機器と最新の自動車検査機器の導
入による作業効率化と新規顧客の獲得

通常 奈良県商工会連合会

2221 R129080028 近畿 奈良県 株式会社山村組 2122001016044 鉄筋加工機導入による多能工化および生産性向上計画 通常

2222 R129080032 近畿 奈良県 ダイワ産業株式会社 4150001010657
新商品ＨＵＩの生産性と安全と品質の向上の実現を図る専用機の導
入

通常 株式会社南都銀行

2223 R129080035 近畿 奈良県 有限会社協信製作所 8150002009570
高精度大型ＮＣルータ導入による樹脂部品加工の全自動化及び生
産体制強化計画

通常 荒井　裕貴

2224 R129080037 近畿 奈良県 株式会社瀧川寺社建築 1150001009405
関西初、寺社建築の革新的な３Ｄ計測技術の発展と設計プロセス改
善

通常

2225 R129080038 近畿 奈良県 まつした歯科クリニック マイクロスコープを活用した歯牙再植・歯牙接着という革新的治療法 通常

2226 R129080039 近畿 奈良県 福仲工業所
最新射出成形機と取出ロボット導入による日用プラスチック製品の生
産体制刷新計画

新特別 株式会社南都銀行

2227 R129080046 近畿 奈良県 株式会社堀内果実園 3150001018429
新開発の看板商品をＥＣ販売で通年販売し、感染拡大時でも売上確
保

新特別

2228 R129080048 近畿 奈良県 西内酒造
業界初！貴醸酒の無濾過生原酒・超長期熟成酒の開発と量産ブラン
ド化

通常 水上　和之

2229 R129080049 近畿 奈良県 株式会社柏木モールド 7150001014614 真空成形機の導入及び、成形機のＩｏＴ化による新生産工程の構築 通常

2230 R129080051 近畿 奈良県 株式会社大和精密製作所 7150001013764
生産効率化と新分野参入を目的とした最新マシニングセンタ導入計
画

通常

2231 R130080004 近畿 和歌山県 株式会社白浜試錐 5170001009069
地質コンサルの知識と技術を活用した、新しい井戸掘削施工法の確
立

通常

2232 R130080005 近畿 和歌山県 株式会社谷地自動車 7170001012244 ＡＳＶ普及に伴う高精度鈑金修理体制の構築 新特別 株式会社紀陽銀行

2233 R130080008 近畿 和歌山県 大洋化学株式会社 2170001010095
廃校利用（旧比井小学校）による地域振興・資源有効活用・雇用促進
を目標とした日本初の屋内型ワサビ生産事業

通常

2234 R130080009 近畿 和歌山県 千寿精工
メッキ装置等の需要拡大に伴う旋盤加工技術の高度化による短納期
化計画

新特別 きのくに信用金庫

2235 R130080010 近畿 和歌山県 前田歯科医院
コロナの影響を打開する、ガイデッドサージェリー導入を通じたインプ
ラント治療の革新

新特別 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

2236 R130080013 近畿 和歌山県 有限会社西出水産 4170002002874 灰干し加工の特性を生かした取扱魚種多様化への加工方法転換 通常 速水　愼一郎

2237 R130080014 近畿 和歌山県 雅建設株式会社 1170001015079 最新重機ショベルの活用による解体工程刷新と事業領域拡大計画 新特別 近畿産業信用組合

2238 R130080016 近畿 和歌山県 株式会社伊藤農園 1170001007638 高品質な残渣を有効活用できるエッセンシャルオイル製造計画 新特別 株式会社エフアンドエム

2239 R130080017 近畿 和歌山県 有限会社ケイズ・ビィ 8170002010130
水溶性塗料への対応能力獲得による自動車鈑金塗装事業の刷新計
画

新特別 株式会社紀陽銀行

2240 R130080020 近畿 和歌山県 株式会社内芝ファーム 2170001015391
光センサー糖度計付自動選別機導入による業務効率化と生産性向
上

新特別 株式会社フラッグシップ経営

2241 R130080022 近畿 和歌山県 株式会社カネト 3170001012818 クラウドシステムを活用した宅食事業と利用者支援包括網の構築 通常 和歌山県商工会連合会

2242 R130080023 近畿 和歌山県 奥畑公康 セントラルキッチン化によるサービス力向上と販路拡大の実現 新特別
株式会社ジャストコンサルティ
ング

2243 R130080024 近畿 和歌山県
ＴＲＩＮＩＴＹ　ＣＥＲＡＭＩＣ　ＤＥＮＴＡＬ　ＬＡＢＯＲ
ＡＴＯＲＹ

デジタル技術等の導入による歯科技工物の製作プロセスの改善及び
感染リスクの低減

新特別

2244 R130080025 近畿 和歌山県 滝口建具 新型コロナウィルス感染症の蔓延予防に対応した売上拡大計画 新特別

2245 R130080026 近畿 和歌山県 株式会社西沢インダストリー 3170001008353 ロボット活用による海苔用ボトルキャップ自動生産ラインの開発 通常

2246 R130080030 近畿 和歌山県 にし歯科クリニック 感染リスクを抑えた院内環境と高度な予防歯科診療サービスの提供 通常
ひまわり経営サポート株式会
社

2247 R130080033 近畿 和歌山県 富士香料化工株式会社 1120001016115 製品開発力のさらなる向上とスピード化、品質管理の強化 通常 中野　郁三

2248 R130080034 近畿 和歌山県 大岩自動車株式会社 4170001013237 最新錆取り設備導入による生産性と品質の向上事業 通常 熊野　雅樹

2249 R130080035 近畿 和歌山県 株式会社山一屋 9170001005816 高精度切断加工機の新規購入により作業効率化を図る 通常 海南商工会議所

2250 R130080036 近畿 和歌山県 田倉漆芸株式会社 8170001005742
伝統産業「紀州漆器」蒔絵職人の高齢化対策と生産性向上、及び持
続対策

通常
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2251 R130080041 近畿 和歌山県 なかにし歯科医院
最新設備の導入による、高齢者の感染リスクを最小限にした歯科治
療の実現

通常 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

2252 R131080001 中国 鳥取県 有限会社井上製作所 6270002004413
最新の検査機器の導入により、次世代の自動運転自動車のパワー
ステアリング用部品の製造を行う

新特別 立野　靖人

2253 R131080002 中国 鳥取県 株式会社松田安鐵工 2270001007552 紙工機生産の需要増に対するＦＣＤ鋳造製品の生産能力向上計画 通常
公益財団法人鳥取県産業振
興機構

2254 R131080003 中国 鳥取県 アイエム電子株式会社 4270001000002 ３Ｄ測定による測定時間等の効率化・作業者によるばらつき改善 通常

2255 R131080006 中国 鳥取県 株式会社金子工業 7270001007762
型枠工事業における大幅な生産性向上・品質向上及びコスト削減事
業

新特別 株式会社　Gサポート

2256 R131080008 中国 鳥取県 株式会社カワバタ印刷 4270001003756
高画質デジタルラベル印刷機導入によるさかなと鬼太郎のまちの６
次化支援事業

新特別

2257 R131080009 中国 鳥取県 あすなろ手芸店
ＵＶプリンター導入による色付き国産木製品の生産性向上と顧客
ニーズへの対応

通常 鳥取県商工会連合会

2258 R132080001 中国 島根県 有限会社クボタ牛乳 4280002008241 スタンドパウチヨーグルト充填機導入による生産性の向上と収益改善 通常 日本海信用金庫

2259 R132080003 中国 島根県 馬潟工業有限会社 3280002002170 クリーンエネルギー産業への新規参入を目指す量産体制の構築 通常
公益財団法人　しまね産業振
興財団

2260 R132080005 中国 島根県 株式会社コウダイ 5280002004628 特殊鋼加工及びクランクジク工程集約における高度化 通常 島根県商工会連合会

2261 R132080006 中国 島根県 有限会社三上建設 8280002009649 ３次元測量サービス提供による受注拡大とＩＣＴによる生産性向上 通常 島根県商工会連合会

2262 R133080002 中国 岡山県 株式会社アートコミュニケーション 1260001021464
ウィズコロナ時代の修学旅行需要増に対応する備前焼体験事業の
生産性向上

通常
岡山県経営コンサルタント事
業協同組合

2263 R133080011 中国 岡山県 有限会社タカト 5260002019396 冷凍自動販売機導入による、新しい販売方法の構築 新特別

2264 R133080013 中国 岡山県 株式会社山祐 9260001024971 ロングリーチグラップル導入による革新的素材生産体制の確立 新特別 岡山県商工会連合会

2265 R133080014 中国 岡山県 株式会社オカジュウ 3260001012800 革新的ＩＣＴ施工アウトソーシングサービスの創出 通常 株式会社アルマ経営研究所

2266 R133080015 中国 岡山県 開発精機株式会社 6260001019628
放電加工機導入による新たな加工プロセスの確立。加工の多様化と
生産性向上。

新特別
ひまわり経営サポート株式会
社

2267 R133080017 中国 岡山県 山陽精機株式会社 5260001022723 オンラインによる「発送前」「受入時」同時検査体制構築事業 新特別

2268 R133080018 中国 岡山県 ヒカリコンクリート株式会社 4260001007709
空気輸送システムの導入による生産性向上と高性能コンクリートの
供給

通常

2269 R133080019 中国 岡山県 倉敷デジタルＣＡＤ／ＣＡＭセンター 金属加工の高度精密加工の実現化とデジタル化推進事業 新特別

2270 R133080024 中国 岡山県 富士鋼業株式会社 8260001007300
共同開発したカバー溶接装置の導入による、農機向けカバーの量産
体制構築

新特別 株式会社ゼロプラス

2271 R133080025 中国 岡山県 株式会社オーエスケー 4120001009363
プラスチック日用品の高品質大量生産に資する移動式フィルム平面
自動転写機及び箱詰めシステムの導入

通常

2272 R133080026 中国 岡山県 株式会社山成工業 4260001016924 円筒形部品の対応力強化により利益率向上計画 通常 株式会社アルマ経営研究所

2273 R133080027 中国 岡山県 株式会社アクア美保 2260001017619
下水道管内点検・調査用のＴＶカメラシステムに関する革新的技術
（遠隔操作システム）の導入

通常 笠岡商工会議所

2274 R133080030 中国 岡山県 株式会社アリモト 4260001019530
中子（なかご）底面穴開け装置の導入による白華（はっか）現象の防
止

通常 津山信用金庫

2275 R133080032 中国 岡山県 御津電子株式会社 8260001006442 安全機器セーフティライトカーテン部品の革新的生産方法の確立 通常

2276 R133080033 中国 岡山県 小林産業株式会社 6260001018778 製造工程自動化による食品を引き立たせる味付海苔の新商品開発 通常 玉島信用金庫

2277 R133080036 中国 岡山県 にこデンタルクリニック 最先端歯科医療提供体制の構築 通常 坂林　弘文

2278 R133080037 中国 岡山県 喜多建設株式会社 7260001022779 ＩＣＴを活用した耕作放棄地改良事業等のための生産体制の構築 通常 岡山県商工会連合会

2279 R133080038 中国 岡山県 エクセルパック・カバヤ株式会社 6260001003301
医療品向けパッケージの製造工程における、ラインバランスの最適
化

新特別 株式会社ゼロプラス

2280 R133080039 中国 岡山県 有限会社アイ薬局 5260002023423 ドラッグステーション導入によるかかりつけ薬局体制の確立 新特別

2281 R133080042 中国 岡山県 株式会社ヨシナガファインテック 7260001022052 歯切り加工技術の高度化による付加価値額向上の実現 通常 株式会社中国銀行

2282 R133080044 中国 岡山県 花田食品株式会社 7260001014470 日本初。グルテンフリーひねり揚げ開発による商品の高付加価値化 通常 玉島信用金庫

2283 R133080048 中国 岡山県 株式会社テオリ 7260001014058 竹集成材増産に向けた生産性向上事業 新特別 岡山県商工会連合会

2284 R133080050 中国 岡山県 春日木工株式会社 3260001001786 オリジナルブランド立ち上げによるフルオーダー造作家具の増産 通常 岡山県商工会連合会

2285 R133080052 中国 岡山県 有限会社近藤鉄工所 4260002032763 １マイクロメータ誤差の高精度「ボルト」製造で舶用部品市場開拓 通常
岡山県経営コンサルタント事
業協同組合

2286 R133080056 中国 岡山県 有限会社山陽地研 8260002018247 岩盤ボーリングによる山間部のボーリング井戸ニーズへの対応 新特別 水島信用金庫

2287 R133080057 中国 岡山県 田口歯科クリニック 根管治療を中心とする歯科医療水準の向上と治療の短期化 新特別

2288 R133080058 中国 岡山県 江口歯科国富診療所
ＩＴ利活用による歯科治療の高度化とインプラント治療のワンストップ
サービスの実現

通常

2289 R133080059 中国 岡山県 かたやま矯正歯科クリニック
安全性を最重視したハイブリット治療法によるスピード矯正治療の確
立

新特別 株式会社トマト銀行

2290 R133080061 中国 岡山県 ティ・エムケンセツ株式会社 4240001047434
水害が多い中国地方にてドローン等測量設備の導入により、ＩＣＴ測
量体制の構築をはかる。

新特別 株式会社香川銀行

2291 R133080062 中国 岡山県 株式会社ＮＨＡＨ 3260001033557 検査・手術・手術後管理の徹底による革新的獣医療サービスの提供 通常

2292 R133080066 中国 岡山県 有限会社光タクシー 9260002027445 地域の生活サービス維持・向上のための給油の省力化・非対面化 新特別 岡山県商工会連合会

2293 R133080068 中国 岡山県 株式会社ＭＧＨ 1260001002646 革新的可動式荷台トラックの共同開発および事業化 通常

2294 R133080069 中国 岡山県 株式会社野口ロードワーク 2260001024391 超速乾性コンクリート調合設備の導入による生産性向上 通常
岡山県経営コンサルタント事
業協同組合

2295 R133080072 中国 岡山県 株式会社桑木 1260001013214 自動溶接機導入で脱炭素に目指す地域に向けた高品質配管の提供 通常 玉島信用金庫

2296 R133080073 中国 岡山県 ゆかり整骨院 対面接客を減らし業務を大幅に効率化する包括管理システムの導入 通常

2297 R133080075 中国 岡山県 株式会社ナショナルフーズ 2260001014277
最新の配膳ロボットの導入による業務の効率化と非接触型店舗の形
成

新特別 株式会社アルマ経営研究所

2298 R133080076 中国 岡山県 東備工業株式会社 7260001004694 古い機械部品を再現提供して地域の伝統的ものづくりをサポート 通常

2299 R133080081 中国 岡山県 有限会社鈴木建具店 3260002023755
老舗建具店の技で造る「デザイン行灯モクモデル」の開発とネット通
販

新特別

2300 R133080082 中国 岡山県 株式会社ウエハラ 6260001019561
ステンレスキャップ・ブッシュの高精度・高効率加工に向けた製造環
境整備事業

通常
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2301 R133080083 中国 岡山県 しばさき歯科医院 診療・治療サービスの可視化を図り顧客満足度向上を目指す 新特別

2302 R133080085 中国 岡山県 正道歯科医院 高齢化地域に根差したリーディングデンタルクリニックの構築 通常

2303 R133080086 中国 岡山県 株式会社富田 3260001017097
裁断ＣＡＤ／ＣＡＭシステム構築による生産性向上と環境変化への対
応

通常 児島商工会議所

2304 R133080088 中国 岡山県 株式会社オガワ 7260001018397 顧客ニーズが高まる栗石の供給体制構築による新規顧客獲得事業 通常 笠岡商工会議所

2305 R133080091 中国 岡山県 株式会社長谷井商店 2260001005359 フレイル予防対応食品としての魚肉練製品の開発 通常 株式会社中国銀行

2306 R133080092 中国 岡山県 有限会社山内製作所 1180002024961
当社初めてとなる金属加工内製化を実現し、金属製検査治具の新開
発方式を確立する

通常

2307 R133080095 中国 岡山県 ＤＴＨウェルネス株式会社 8260001027728 動物病院の眼科診療分野における１．５次化への取組 通常 税理士法人久遠

2308 R133080097 中国 岡山県 株式会社アイテムワン 6260001032184 ＤＰＦマフラー（（５）で詳細説明）のリサイクル品の製造・販売事業 通常

2309 R133080098 中国 岡山県 合同会社Ｄ，Ｆａｃｔｏｒｙ． 9260003002323
ＣＡＤ／ＣＡＭシステム及び真空加圧鋳造機の導入による生産性向
上

通常 税理士法人久遠

2310 R133080099 中国 岡山県 備前グリーンエネルギー株式会社 3260001021891 既存建築物ＺＥＢ支援サービスの効率化による事業拡大計画 通常

2311 R133080100 中国 岡山県 有限会社ルクス 1260002024557
機能性・耐久性の高いパーソナライズなアウトドア商品の製造・販売
開始

通常 株式会社アルマ経営研究所

2312 R134080001 中国 広島県 株式会社エムトレーディング 6240001040222
ヘルスケア、メディカル給食市場獲得を目指すための、やわらか食肉
の新事業展開

通常

2313 R134080003 中国 広島県 三共産業株式会社 5240001026924
次世代の精算システムに使用される「ＥＴＣＸ」のＣＰＵヒートシンクの
製造プロセスにおける測定精度の向上

新特別 立野　靖人

2314 R134080004 中国 広島県 有限会社日伸精機 7240002051143
３ＤＣＡＤ・ＣＡＭと微細加工マシニングセンター等の導入によるダイカ
スト金型の生産性向上

新特別

2315 R134080006 中国 広島県 株式会社オノウエプラスチック 8240001021963
視認性が向上するディスプレイ部品等に対応する新たな加工方法に
よる生産効率向上計画

新特別 シェアビジョン株式会社

2316 R134080008 中国 広島県 株式会社ルパラディー 7240001027557
洋菓子の製造ラインを自動化し、生産プロセス向上及び対人接触を
減じる計画

通常 岡本　樹幸

2317 R134080009 中国 広島県 ナバラ水産 人的工数を極限まで削減する一気通貫の牡蠣製造ライン構築事業 通常 北野　孝志

2318 R134080010 中国 広島県 早間金属有限会社 7240002042381
アプセッターとロボット導入によるシャックルの不良率低減、短納期化
及び大量生産体制の確立

新特別 株式会社広島銀行

2319 R134080011 中国 広島県 宏成工業株式会社 2240001041001 ＣＮＣ複合旋盤導入による短納期化と低コスト化の実現 新特別

2320 R134080012 中国 広島県 福軸商工株式会社 7240001025024
ＮＣフライス盤を導入し、外注費削減と部品加工による利益拡大を目
指す

通常

2321 R134080014 中国 広島県 株式会社チウスイ 3240001006853 チウスイ 通常

2322 R134080015 中国 広島県 株式会社石井木工芸 9240001054129 新規市場へ参入するため高付加価値家具の試作開発と生産性向上 通常 安原正治

2323 R134080016 中国 広島県 株式会社ワールド・アルマイト 2240001023560
アルマイト処理設備の強化による生産性の改善及び環境負荷の低
減

通常 広島信用金庫

2324 R134080018 中国 広島県 株式会社ダイフク工業 5240001033929
高速高精度大型ＭＣ導入による半導体製造装置製品等の一括受注
の強化

通常

2325 R134080019 中国 広島県 株式会社神籬林産 5240001057548 最新油圧ショベルとプロッセッサー導入による生産性向上計画 通常 株式会社中国銀行

2326 R134080020 中国 広島県 株式会社河本製作所 8240001047521
取引先ニーズに高度に対応できる生産体制構築のため先端ＣＮＣ旋
盤導入

通常 中村　清悟

2327 R134080021 中国 広島県 株式会社大上工作所 8240001036714
高精度マシニングセンターの導入による精密ガスタービン部品の製
造

新特別 株式会社　Gサポート

2328 R134080022 中国 広島県 有限会社巴屋 8240002035442
呉市発の老舗アイスモナカの中国地方展開に向けた包装工程改善
による増産計画

新特別 シェアビジョン株式会社

2329 R134080024 中国 広島県 松浦本店
焼き菓子製造工程全体における生産能力と安全性の向上による売り
上げ増加取り組み

通常

2330 R134080025 中国 広島県 株式会社リョウセイ 1240001032570
最新の画像寸法測定機の導入により、ウエハ洗浄時に使用する位置
決め部品用樹脂ベアリングの製造を行う

新特別 立野　靖人

2331 R134080026 中国 広島県 株式会社クリエイション 2240001018734
最新プリンターを導入し印刷から裁断までの自動化による、効率的な
多品種少量生産体制

新特別 花岡　貴志

2332 R134080027 中国 広島県 株式会社アニマルサポート 2240001052337
ペットの高齢化、コロナ禍における変化に対応した新サービス提供と
治療品質向上事業

新特別 シェアビジョン株式会社

2333 R134080028 中国 広島県 剛実鋼材株式会社 7240001030544
窒素ガスを利用した新たなレーザ加工方式の導入によるステンレス
への対応と受注拡大事業

新特別 シェアビジョン株式会社

2334 R134080029 中国 広島県 株式会社サンテック 6240001044818 次世代型油圧ショベル導入による施工効率の向上、請負体制の強化 通常 広島県商工会連合会

2335 R134080030 中国 広島県 有限会社小森カッティングセンター 5240002045510
産地外の高付加価値需要と衣服用途以外の需要開拓のための自動
裁断機導入

新特別 広島県商工会連合会

2336 R134080032 中国 広島県 株式会社ニッセイ不動産 4240001023484 ドローン導入によるオンライン内覧展開による顧客満足度向上事業 新特別

2337 R134080033 中国 広島県 有限会社双葉 7240002029809 作業効率向上による林地残材を活用した新たな販路拡大事業 通常 広島県商工会連合会

2338 R134080034 中国 広島県 かなわ水産株式会社 8240001015750
急速冷凍導入による牡蠣の鮮度維持技術の高度化、通販への本格
参入

通常 株式会社シャイン総研

2339 R134080035 中国 広島県 寺岡製畳
コンピュータ式全自動平刺機の導入で効率化する事により営業時間
を増やし増益する事業

通常 株式会社アルマ経営研究所

2340 R134080036 中国 広島県 株式会社ケン・リース 7240001003153 価値の見える化・ブランド力強化による顧客満足度・売上向上事業 新特別

2341 R134080037 中国 広島県 有限会社サガタ製作所 4240002040727
ＭＣ導入による生産プロセス革新で強みを強化し成長市場製品の売
上拡大

通常 中村　清悟

2342 R134080038 中国 広島県 広洋工業株式会社 5240001036320 金型自動交換機付き曲げ加工機導入による生産性向上 新特別 松下　隆信

2343 R134080040 中国 広島県 パンフルート
洋菓子の製造・包装工程の生産性向上によるオリジナル商品の販売
拡大

通常 株式会社　Gサポート

2344 R134080041 中国 広島県 株式会社ザム 3240001004279 作製・複製・修理に対応する義歯のデジタル生産体制の構築 新特別 アイアンドアイ株式会社

2345 R134080042 中国 広島県 有限会社石﨑動物病院 7240002032135 迅速で正確な未病の早期発見による正確な動物治療確立事業 通常 呉商工会議所

2346 R134080043 中国 広島県 三和印刷株式会社 9240001027968 新型ＣＴＰの導入による環境負荷の軽減 新特別 加藤　一当四

2347 R134080045 中国 広島県 株式会社グローバルロード 1240001048162
難聴リスクに考慮した日本初のパッシブノイズキャンセリング（ＰＮＣ）
※１を用いた、日本発の耳栓ブランド確立と売上向上事業

通常 広島県商工会連合会

2348 R134080046 中国 広島県 有限会社グリーンファーム沖美 5240002035825 広島初ＩＯＴ連動型ＬＥＤ導入によるトマトの品質・生産性向上 新特別 広島県商工会連合会

2349 R134080047 中国 広島県 トスミック株式会社 9240001031490 ベンディングマシンを導入し増産要望に対応できる体制の構築計画 新特別

2350 R134080048 中国 広島県 ワウハウス株式会社 2240001033031 基幹システムのデジタル化促進による業務効率向上化 新特別
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2351 R134080049 中国 広島県 桑本建材株式会社 5240001023921 コンクリートガラリサイクル事業への進出による競争力強化 通常 株式会社　Gサポート

2352 R134080050 中国 広島県 株式会社川瀬工具店 3240001034169 全自動研削用ラップ盤導入による木工用超硬再研磨工程内製化 新特別

2353 R134080051 中国 広島県 株式会社クレシア 2240001050828
陸上や自転車に特化した成果志向型の訓練課程の開設と競技選手
の養成

通常 東広島商工会議所

2354 R134080052 中国 広島県 唐川木材工業株式会社 7240001034165
ＰＵＲ系接着剤への転換を行い、抗菌ラッピングシート等の加工を実
現

通常 株式会社アルマ経営研究所

2355 R134080053 中国 広島県 日の丸交通株式会社 8240001014686 クラウド分散型のカーナビ連動タクシー配車システムの開発 新特別

2356 R134080057 中国 広島県 佐藤鉄工有限会社 6240002046846 早期の旋盤熟練技術継承と難削材加工を伴う新分野への挑戦事業 通常

2357 R134080060 中国 広島県 有限会社木場工業所 8240002035252
最新マシニングセンタの導入により生産性の向上による既存部品の
リードタイム短縮と半導体事業への参入

通常

2358 R134080061 中国 広島県 岡田歯科医院
ＣＡＤＣＡＭ導入による快適性向上と地域連携を活かした地域医療水
準の引き上げ

通常

2359 R134080062 中国 広島県 株式会社ＫＯＳＡＫＡ 5240001050494
真空、急速冷凍の自社運用による提供商品の安全性、利益率の向
上

通常 広島商工会議所

2360 R134080063 中国 広島県 株式会社グラシャス 3240001025374 食品製造工程の大幅な生産性向上・品質向上による生産拡大事業 新特別 株式会社　Gサポート

2361 R134080064 中国 広島県 株式会社エース 1240001055621
対人接触を低減した受注方法、環境負荷も低減するサービス提供事
業

通常 秋井　正宏

2362 R134080065 中国 広島県 中本工業有限会社 9240002029237 配管分岐部一体成形工法を確立し新エネルギー分野への進出事業 新特別

2363 R134080066 中国 広島県 有限会社大広鉄工所 8240002032332
新規小型高精度の加工の取組みと一社依存からの脱却による受注
拡大

通常
公益財団法人くれ産業振興セ
ンター

2364 R134080067 中国 広島県 株式会社タカハシ工務店 9240001031730
ＤＸ化促進と生活様式の変化に寄与する半導体製造装置部品製造プ
ロセスの革新

通常 坪井　亮

2365 R134080068 中国 広島県 十日市歯科クリニック
最新鋭の歯科技工機械導入による歯科医院の中での補綴物製造に
よる感染症リスクの低減

新特別 野竿　健悟

2366 R134080069 中国 広島県 フォーオーソ 革新的なデジタル歯科技工技術による低感染非接触体制システム 通常
公益財団法人ひろしま産業振
興機構

2367 R134080071 中国 広島県 ようきペットクリニック
ラパロと最新画像検査装置を組み合わせた動物向け低侵襲手術の
実施

通常

2368 R134080074 中国 広島県 株式会社岩本商店 3240001025507 最先端設備導入による生産性の向上と海外市場への参入 通常 広島県商工会連合会

2369 R134080075 中国 広島県 ＭＳコンサルタント株式会社 8240001051440 ドローンや３Ｄスキャナによる測量リモートセンシングで業務効率化 新特別
株式会社フィールドマネジメン
ト

2370 R134080078 中国 広島県 有限会社栄山建設 5240002049726
芸南地区初の設備導入による河川補修工事の元受け受注獲得及び
利益率向上

通常 広島県商工会連合会

2371 R134080080 中国 広島県 有限会社マルエス紙工 2240002043129
デザイン性あるデジタル印刷を施した合紙製品による新製品開発と
販路拡大

通常 角谷　雅子

2372 R134080082 中国 広島県 有限会社瀬戸鉄工 3240002035018
海鮮煎餅の通販需要に対応した設備導入による生産性向上および
量産体制確立

通常 広島県商工会連合会

2373 R135080002 中国 山口県 松本唯明税理士事務所
対人接触を減じたＡＩ－ＯＣＲ技術を活用した記帳代行サービス提供
体制の構築

新特別

2374 R135080003 中国 山口県 株式会社豊浦環境管理センター 5250002011684 脱着ボデーシステムの活用による地域下水インフラ強化への貢献 通常

2375 R135080004 中国 山口県 スリーウエスト商会株式会社 2250001004989 ３Ｗキッチンカー導入によるベーカリー新事業開拓、拡販の実現 通常 株式会社西京銀行

2376 R135080005 中国 山口県 株式会社中野工業 8250001006047 革新的手法による穿破機用配管の生産性向上 通常

2377 R135080007 中国 山口県 合同会社エックスエル 2250003002652 実業務に従事する作業者が考える橋梁点検補助システム開発・販売 通常 はら経営株式会社

2378 R135080009 中国 山口県 株式会社リクチコンサルタント 4250001000854
先端設備導入による測量方法革新で生産性向上、売上増加や働き
方改革実現

新特別 中村　清悟

2379 R135080010 中国 山口県 株式会社トム・フクダ 5250001001496
視聴覚に不便する交通弱者の元に専門家が訪問してサポートする事
業

通常 ウインク株式会社

2380 R135080011 中国 山口県 株式会社カワテツ 8250001000883 重量ワーク無人化自動運転システムの導入による問題点の解決 通常

2381 R135080014 中国 山口県 株式会社西進 3250001004385 「みちしおの貝汁」ブランドを活かした冷凍食品で事業大転換 新特別 山陽商工会議所

2382 R135080018 中国 山口県 有限会社大深商店 9250002014080
最新３Ｄフリーザー導入を契機とした、ポストコロナに対応したビジネ
スの展開

新特別 株式会社山口銀行

2383 R135080019 中国 山口県 株式会社山口技術コンサルタンツ 6250001018275
革新的な３次元測量システムの導入による生産性及び技術力の向
上

通常 株式会社西京銀行

2384 R135080021 中国 山口県 株式会社カワグチ 2250002012776 穴明け工程へのＮＣ加工機導入で精度向上と加工クレームの防止 通常
特定非営利活動法人ＡＴＡＣ
ひろしま

2385 R135080022 中国 山口県 デグチ工業株式会社 2250001005954 ＩＴに対応した加工機の導入とＩＴを活用した営業活動で売上拡大 通常 市竹　敦

2386 R135080023 中国 山口県 株式会社ダッシュ 7250001008564 ソーシャルディスタンスに特化したフィットネスクラブの運営 新特別

2387 R135080026 中国 山口県 株式会社山口県中央花市場 7250001007979 出荷者・購入者のニーズに対応する非対面型生花販売体制の構築 新特別 西中国信用金庫

2388 R135080027 中国 山口県 株式会社藤麻水産 2250001012546
柳井魚市場における鮮魚管理方法の高度化による生産性向上及び
商品の高付加価値化

通常 株式会社西京銀行

2389 R135080032 中国 山口県 周南マリコム株式会社 5250001008921
高齢者の生活を支える緊急通報業務を持続、拡充させるコールセン
ターのリモート化

新特別

2390 R135080033 中国 山口県 株式会社花谷工業 5250001008310
ウィズコロナに適した医療用「ゴミ箱くん」の新製品開発と新市場の開
拓

新特別 長門商工会議所

2391 R135080034 中国 山口県 雄善
食堂と魚屋の経験・技術を活かしたレトルト食品事業への事業再構
築

新特別

2392 R135080035 中国 山口県 株式会社上村土木興業 8250001012210
デジタル技術を活用した進捗管理の見える化、施工運搬管理の効率
化事業

通常 秋井　正宏

2393 R135080036 中国 山口県 株式会社サン精機 1250001008025
多能工化・標準化を軸とした生産体制を確立するための複合加工機
の導入

通常

2394 R135080037 中国 山口県 株式会社ソウヅ 6250001016766
白内障手術機器導入による山口県唯一の高度な動物眼科医療の提
供

通常 株式会社西京銀行

2395 R135080038 中国 山口県 株式会社ファミー動物病院 1250001002886
県内初の２次診療レベルの癌治療が可能である民間２次診療施設
への進化

新特別

2396 R135080039 中国 山口県 アゴラキッチン
３Ｄフリーザー導入による韓国風巻き寿司「冷凍キンパ」のオンライン
市場参入

通常 株式会社西京銀行

2397 R135080041 中国 山口県 有限会社エルアンドダブル 4250002007601 多管熱交換器の製造効率を高める自動拡管装置の開発と拡販 通常

2398 R135080043 中国 山口県 株式会社晃成 5250001015224 アスファルト施工工事の超効率化による効率的短納期対応の実現 通常 株式会社西京銀行

2399 R135080045 中国 山口県 株式会社クローズ 2280001007865 ポストコロナ時代のニーズに即した小ロット短納期対応力強化事業 通常 溝田　修司

2400 R135080046 中国 山口県 株式会社多々良造園 2250001000369
ロボット芝刈機導入による芝刈り作業の自動化を通じた生産性向上
及び売上拡大

通常 小林　昭康
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2401 R135080047 中国 山口県 株式会社アイプラント 8250001016161
医薬プラント用の高精度配管ユニットシステムのワンストップ製作体
制の構築

通常

2402 R135080049 中国 山口県 帝建工業株式会社 9250002016201 第２工場設置による高品質・高効率な生産体制の確立 通常 株式会社西京銀行

2403 R136080003 四国 徳島県 株式会社アネックス 8480001004440 キャンピングカー製造工程でのボトルネック解消による生産性向上 新特別 株式会社四国銀行

2404 R136080004 四国 徳島県 株式会社早川製作所 9480001010891 画像寸法測定器の導入による半導体製造装置向け部品の製造 通常 立野　靖人

2405 R136080006 四国 徳島県 東條商事株式会社 2480001003555
産業廃棄物の分別工程の効率化による受け入れ能力拡大および精
度向上による埋立率の削減を構築する

新特別 株式会社阿波銀行

2406 R136080007 四国 徳島県 株式会社グリーンベース 2480001011517 林業運搬用ドローン導入による、苗木植付事業への新規参入 新特別
株式会社アクセルパートナー
ズ

2407 R136080010 四国 徳島県 喜多機械産業株式会社 4480001000492 ＡＩ顧客提案支援ソフトの開発・導入による競争力強化 通常

2408 R136080013 四国 徳島県 有限会社濱喜久 5480002006570 老舗和食店が挑む通販サイト用商品製造販売 新特別 税理士法人アクシス

2409 R136080014 四国 徳島県 有限会社原組 7480002014951 マシンガイダンスを活用したＩＴＣ化による測量・施工業務効率化 新特別

2410 R136080015 四国 徳島県 株式会社ヒロ・コーポレーション 7480001007130 徳島県産食材を利用した輸出用冷凍惣菜の製造自動化設備の導入 通常

2411 R136080017 四国 徳島県 ダイトー工業株式会社 6480001000961
自動車産業のカーボンオフセットに向けた取り組みに貢献する当社
製品付加価値向上事業

通常

2412 R136080018 四国 徳島県 株式会社ＡＶＡＤ 2480001010824 ３Ｄプリンター＆スキャナー導入による高品質化で新市場へ参入 新特別
株式会社アクセルパートナー
ズ

2413 R136080021 四国 徳島県 株式会社吉田敏治商店 1480001005214 １００年の伝統技術を活かした、鳴門ワカメの新商品開発。 通常 佐藤　剛

2414 R136080023 四国 徳島県 イツモスマイル株式会社 9480001004010 表情解析技術を用いたコミュニケーション補助システムの開発 通常

2415 R137080001 四国 香川県 株式会社光工作所 2470001008729
ハンディファイバレーザ溶接機導入による半導体製造装置分野への
進出

新特別
株式会社ＪＡＰＡＮ　Ｂｒａｎｄ　Ｈ
ＡＬ

2416 R137080003 四国 香川県 株式会社タイヤハウスタキ 9470001009084
四国地方で数少ない大型重機のタイヤ交換ニーズに応えるための設
備投資

新特別 株式会社伊予銀行

2417 R137080006 四国 香川県 株式会社八光水産 4470001018081
香川県の中心的な養殖魚であるハマチの人工種苗を安定的に供給
する事業

通常

2418 R137080007 四国 香川県 大同ゴム株式会社 4470001007365 独自開発ゴムチューブ「送り出し装置」による生産性の飛躍的向上 通常

2419 R137080009 四国 香川県 株式会社姫生水産 6470001010714 特殊フライヤー導入による、巣ごもり需要商品の生産性向上事業 新特別 株式会社百十四銀行

2420 R137080010 四国 香川県 伸和重量建設株式会社 7470001005440
地盤基礎工事に新工法を導入し、周辺環境への配慮と効率的な施
工

通常 榎並　忠樹

2421 R137080012 四国 香川県 株式会社日建商会 9470001003260
経年劣化した橋梁の維持補修工事に新工法を導入し長寿命化を実
現

新特別

2422 R137080016 四国 香川県 クリア・ライン株式会社 7470001016058
オリジナルサイディング加工機の開発による働きやすい職場環境づく
り

通常 愛媛信用金庫

2423 R137080017 四国 香川県 葵工業株式会社 6010001036474
鋼管開先加工・溶接工程の機械化で生産性を向上させ新分野に進
出

通常

2424 R137080018 四国 香川県 株式会社中央テント 4470001002779 材料ロス削減及び生産性向上による多様な顧客ニーズへの対応 通常 高松信用金庫

2425 R137080023 四国 香川県 有限会社高畠鉄工所 8480002010578 少人数事業体制での革新的手法による油圧部品の生産性向上 通常

2426 R137080025 四国 香川県 株式会社鋼和 4470001014519 新型折曲機の導⼊により新たに産業⽤機械部品の製造を展開する 新特別 株式会社アルマ経営研究所

2427 R137080026 四国 香川県 多聞工業有限会社 9470002017664 大型部品加工の生産プロセスを一新したＱＣＤ・生産性向上計画 新特別

2428 R137080028 四国 香川県 株式会社マックス 6470001011357 工業、林業分野で働く人を支える産業用手袋の生産革新 通常 高松信用金庫

2429 R137080029 四国 香川県 大塩水産株式会社 1470001014117 既存および新規設備の組合せによる取扱商品・顧客層の拡充 新特別

2430 R137080032 四国 香川県 中村歯科医院 総合診断睡眠時無呼吸症候群マウスピース治療サービスの確立 新特別 株式会社アルマ経営研究所

2431 R137080033 四国 香川県 福弥蒲鉾株式会社 3470001010056 キッチンカーで低感染リスク型持ち帰り・配達飲食サービス業へ挑戦 通常 観音寺信用金庫

2432 R137080034 四国 香川県 辻村建設株式会社 7470001008071
バイオマス発電等の廃棄物を原材料とし、高付加価値再生処理した
「特殊再生砂」の製造計画

通常 株式会社香川銀行

2433 R137080035 四国 香川県 アイディオ株式会社 6300001009707 家庭用スマートテレビによるコミュニケーションサービスの開発 通常

2434 R137080036 四国 香川県 アルテ工業株式会社 4470001006284 断熱材加工の高精度化と生産性向上による製品生産の実現 通常

2435 R137080038 四国 香川県 株式会社鏡原工機製作所 7470001001035
製造工程集約と作業効率改善を行い受注拡大と取引先の新規開拓
計画

通常 高松信用金庫

2436 R137080039 四国 香川県 げんき歯科・矯正歯科 診断・治療・修復処置まで一貫した高品質な虫歯治療の提供 通常

2437 R137080041 四国 香川県 株式会社松尾木工所 8470001013657 ウッドショックに備えた組子細工を中心とした加工技術の高度化事業 通常 清水　謙伍

2438 R137080042 四国 香川県 株式会社古川鐵工所 7470001017667 同時５軸加工対応ソフト導入による同時５軸加工技術の構築 通常

2439 R137080044 四国 香川県 株式会社セカンドブレイン 4470001012514 置き畳・床暖房用超薄畳新規展開による地域一番店化計画 通常

2440 R137080045 四国 香川県 合同会社マルトクプロセス 1470003001047
「フルオートＢＯＸメイキングマシン」の導入による商品発送の短期化
計画

通常

2441 R137080047 四国 香川県 株式会社クラウド 5470001012562 建物解体事業者による「サーキュラーエコノミー」型事業への転換 通常 高松信用金庫

2442 R137080049 四国 香川県 有限会社エム・ケー 9470002001445 キャスティングおよびタッチパネル導入による作業工程のＩＴ化 通常 高松信用金庫

2443 R137080050 四国 香川県 株式会社白峯工業 7470001017452
花崗岩を埋蔵している自社保有の山からの花崗土の産出による新規
事業への参入

通常 株式会社香川銀行

2444 R137080053 四国 香川県 有限会社まこと事務機 5470002000434
三次元測量における、対応可能現場の拡大を目的としたＩＣＴ関連機
器の導入

通常

2445 R137080054 四国 香川県 株式会社チェリーコンサルタント 2470001002756 測量から施工、検査まで画期的に生産性を高めるＩＣＴ施工の導入 通常 折原　麻衣子

2446 R138080001 四国 愛媛県 株式会社ＳＥＩＫＡ 1500001013651
糖度自動測定機能付選果機導入による物流プロセスの高付加価値
化

通常

2447 R138080002 四国 愛媛県 株式会社瀬戸内 9500001012951
３Ｄレーザースキャナーの導入による測量業務の省人化と生産性向
上

新特別

2448 R138080003 四国 愛媛県 株式会社安藤鉄工所 9500001015046
海外メーカーとの競争に打ち勝つクレーン部品等の高精度化及び安
定供給体制の構築

新特別 株式会社香川銀行

2449 R138080005 四国 愛媛県 有限会社アカシファーマシー 8500002023940
分包作業の自動化による患者の待ち時間短縮とコロナ感染リスクを
低減した調剤体制の構築

新特別 株式会社四国銀行

2450 R138080006 四国 愛媛県 株式会社滝田工業 7500001010098
配管等の生産体制革新による衛生紙等製造など地域産業への貢献
計画

新特別 株式会社香川銀行
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2451 R138080011 四国 愛媛県 株式会社塩坂建設 8500001007085 ＩＣＴ設備導入による生産性向上と働き方改革 新特別

2452 R138080012 四国 愛媛県 株式会社ＣＯＬＯＲ　ＫＮＯＴ 6500001023563 工場内でのリペア作業業務を拡大するため機械設備導入 通常

2453 R138080014 四国 愛媛県 株式会社光昌エンジ 6500001016220
大物サイズ加工の内製化と高精度化による納期短縮と売上拡大計
画

新特別 長岡　弘晃

2454 R138080015 四国 愛媛県 愛媛日化サービス株式会社 4500001000812 浄化槽保守点検業務のＩＴ活用による効率化と他事業との連携強化 通常

2455 R138080016 四国 愛媛県 株式会社大倉商店 9500001001054
製材業者や小物製造にも対応した帯鋸の革新的な生産体制構築事
業

新特別 清水　謙伍

2456 R138080017 四国 愛媛県 株式会社渡辺建設 7500001012573 ＩＣＴ施工体制構築による施工品質の向上と短工期化実現計画 新特別 株式会社愛媛銀行

2457 R138080018 四国 愛媛県 有限会社高山時計店 3500002004268 眼軸のずれが検眼できる自動検眼システムの導入 通常

2458 R138080020 四国 愛媛県 株式会社大栄測量設計 3500001000103
３Ｄレーザー測量器による高精度・高生産性の実現とコロナ対策の両
立

新特別

2459 R138080021 四国 愛媛県 寺尾製紙株式会社 8500001014718
小ロット対応型最新型自動包装機導入による、書道半紙袋詰め作業
工程の改善及び非対面取引の拡充

新特別 川之江信用金庫

2460 R138080023 四国 愛媛県 株式会社三和精工 4500001010654 難削材加工における高付加価値化事業 通常
株式会社西条産業情報支援
センター

2461 R138080025 四国 愛媛県 株式会社小野鐵工所 4500001009705
巻取ドラム内面の突合せ溶接を自動化することでＱＣＤを向上させ、
競争力の向上を図る。

通常

2462 R138080026 四国 愛媛県 矢野造船株式会社 7500001012466 革新的手法による船舶建造の高効率化事業 通常

2463 R138080028 四国 愛媛県 有限会社窪田陳列 2500002002421 四国初！パネル商材の生産性向上及びサブスクリプション事業化 通常

2464 R138080029 四国 愛媛県 毛利木型製作所
最新型３軸制御マシニングセンタ導入による生産性・品質向上と感染
症リスクの低減

新特別 川之江信用金庫

2465 R138080031 四国 愛媛県 高津紙器株式会社 9500001014634 小口紙管専用ライン生産力の大幅強化 新特別 株式会社中国銀行

2466 R138080033 四国 愛媛県 サヨリ商店街株式会社 6500001009926
裁断工程自動化による生産能力拡大と需要が拡大する新分野へ参
入

新特別

2467 R138080034 四国 愛媛県 秋山板金工業
高性能折り曲げ機導入によるステンレス加工への進出と工数削減の
実施

通常 株式会社伊予銀行

2468 R138080037 四国 愛媛県 ワールドパック株式会社 8500001012564 データドリブンとＤｘを推進するための新システム導入 通常 株式会社愛媛銀行

2469 R138080038 四国 愛媛県 有限会社大野畳店 1500002001721 薄畳・縁なし畳の短納期化を実現するための生産性向上事業 新特別

2470 R138080040 四国 愛媛県 あゆみファーム株式会社 2500001016389
愛媛発！青葱生産・加工一貫体制確立による品質向上及び低価格・
短納期の実現

通常 川之江信用金庫

2471 R138080041 四国 愛媛県 株式会社四国ＰＣサポート 7500001018298 地域密着型、基幹システム－クラウドサービスの新設 通常 観音寺信用金庫

2472 R138080042 四国 愛媛県 信道工業有限会社 1500002014211 最新のＣＮＣ旋盤の導入による生産性向上と新たな市場開拓 通常 株式会社伊予銀行

2473 R138080044 四国 愛媛県 松田包装株式会社 1500001007760 農薬散布支援を中心としたドローン事業の展開による売上拡大 新特別

2474 R138080045 四国 愛媛県 株式会社ゆうぼく 3500002012386 販路拡大に伴う加工品製造の品質向上及び増産体制の構築 通常

2475 R138080048 四国 愛媛県 有限会社矢野意匠紋工所 7500002019295
アパレル市場への本格的参入と生産性向上のための最新式刺繡機
の導入

新特別

2476 R138080053 四国 愛媛県 株式会社北風鮮魚 9500001004965
鱧の三枚下ろし機導入による生産性向上と新商品開発での売上拡
大

通常 株式会社伊予銀行

2477 R138080055 四国 愛媛県 大三島果汁工業株式会社 2500001012883 省エネ自動化システムによる瀬戸内産レモン果汁トップシェア獲得 新特別

2478 R139080001 四国 高知県 中谷畳製作所 新畳製造機械を導入し、これまでにない安心・安全な畳製品を提供 通常 高知県商工会連合会

2479 R139080004 四国 高知県 西岡養鰻 ウナギ加工品製造販売事業への展開（養鰻業からの６次産業化） 通常 高知県商工会連合会

2480 R139080005 四国 高知県 有限会社龍馬の里 2490002012364 高効率化による製造時間短縮で新商品開発に努め業績伸長を図る 通常 高知県商工会連合会

2481 R139080006 四国 高知県 株式会社平山 8490001006295
木材使用量を減らした新構造フラッシュパネルの接着技術高度化事
業

新特別

2482 R139080007 四国 高知県 株式会社サクセスファクトリージャパン 4490001009269 高知県産のＢ級、Ｃ級野菜を使った総菜の全国販売 通常 高知商工会議所

2483 R139080008 四国 高知県 合同会社高知カンパーニュブルワリー 9490003001153 ネットで直販特化！顧客関係構築を目的としたビール醸造設備導入 通常 高知県商工会連合会

2484 R139080009 四国 高知県 山下産業株式会社 1490001002094 ＩＣＴを活用したローコスト工事 新特別 高知商工会議所

2485 R139080014 四国 高知県 有限会社山信土木 5490002012452 自動化・機械化による労働生産性向上 通常 株式会社高知銀行

2486 R140080003 九州 福岡県 池上商店
多様化したデザインの家具・建具に対応可能な最適幅の木口テープ
の製造

通常 大川信用金庫

2487 R140080004 九州 福岡県 ワタリ印刷 自動断裁機導入による高効率生産体制の構築と小ロット対応 通常 福岡県商工会連合会

2488 R140080005 九州 福岡県 株式会社うなぎの江口商店 2290001054485
急速冷凍技術の導入により焼き立てそのままのウナギかば焼きの提
供

通常 西田　吉博

2489 R140080006 九州 福岡県 ヨクト株式会社 1290001076794
ＩｏＴデバイスと連動しＡＩ技術で最適なトレーニングのアドバイスを提
供する支援アプリ開発

新特別 株式会社フロウシンク

2490 R140080007 九州 福岡県 有限会社新井組 6290802023131
頻発する豪雨や土石流災害に備える治山事業等のＩＣＴ土工の推進
による生産性向上計画

新特別 株式会社エフアンドエム

2491 R140080008 九州 福岡県 ムーヴアクション株式会社 8010702010973
人生１００年時代、鍼灸接骨院から科学的メソッドを取り入れたスポー
ツラボの取り組み

通常 伊藤　文彦

2492 R140080009 九州 福岡県 株式会社カネシマ 5290001038163
異物除去・生産性向上と食品ロスの削減及び対人接触の減少のた
め✕線検査機の導入

新特別

2493 R140080010 九州 福岡県 立花鉄工建設株式会社 7290001047666 大型の柱、梁製作によるシステム建築事業への参入 通常

2494 R140080012 九州 福岡県 有限会社水上製作所 3290002040252 半導体装置部品加工への進出からの業績向上取組 通常

2495 R140080015 九州 福岡県 株式会社ユーウッド 9290002050262
健康サポート薬局として対人業務を強化するための調剤及び監査体
制の構築

新特別 株式会社エフアンドエム

2496 R140080016 九州 福岡県 株式会社ソウジウオ 5290001093010 コンクリート構造物打音検査診断システムの開発 通常 福岡ひびき信用金庫

2497 R140080017 九州 福岡県 石橋建具製作所 節をデザイン的に活かした木製の建具ならびに現場材の開発 通常 大川信用金庫

2498 R140080018 九州 福岡県 浅川歯科医院
先端設備の導入による感染症対策の強化および歯牙移植治療の拡
大

通常 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

2499 R140080019 九州 福岡県 ６６産業株式会社 2290001051417 高品質な畜舎用敷料チップの製造体制確立と破砕工程の効率化 通常 福岡県商工会連合会

2500 R140080020 九州 福岡県 株式会社ゴク・デン 8290001013130
超精密部品製造の検査工程における生産性向上による競争力の強
化

通常
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2501 R140080021 九州 福岡県 株式会社Ｅ－ＳＹＳＴＥＭ 2290001023259
ラジコンボートによるダム湖底測量等の精度・生産性向上による優位
性構築と災害対応の迅速化

新特別 株式会社フロウシンク

2502 R140080025 九州 福岡県 有限会社嘉麻建具産業 5290002045365 伝統技術を活かした古民家リノベーションで地域活性化を図る！ 新特別

2503 R140080028 九州 福岡県 株式会社バンオートボディ 7290001087613
「水性塗装＋除電」への変革と生産性向上によるワンストップサービ
スの確立

通常 福岡県商工会連合会

2504 R140080032 九州 福岡県 ＣＡデンタルクリニック
院内技工所拡充による治療時間／期間短縮・診療の高度化・コロナ
感染リスク排除

通常 株式会社フロウシンク

2505 R140080033 九州 福岡県 まつき歯科医院 補綴物内製化による歯髄再生治療の成功率向上とポストコロナ対応 新特別 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

2506 R140080035 九州 福岡県 株式会社ＰＮシステムズ 9290001078032
最新型精密抜き加工機導入による新製品を活用した新規開拓と競争
力強化。

新特別

2507 R140080039 九州 福岡県 フィールドアップＩＴＮ．株式会社 9290801026256 管理・配信を一体化させたリモート葬祭システム等の提供体制構築 新特別 株式会社エフアンドエム

2508 R140080040 九州 福岡県 有限会社お菓子のリーフ 5290802001146 製造工程を省力化し、個包装商品を充実させ通販で販路拡大 通常

2509 R140080042 九州 福岡県 株式会社奥平 4290001052719 高加工精度のアルミ金物の内製化により高品質で短納期を実現する 新特別 岩佐　修二

2510 R140080045 九州 福岡県 大津山自動車 車検指定工場と地域の先進自動車整備工場へのステップアップ事業 通常 中田　眞二

2511 R140080047 九州 福岡県 博多こおり歯科
最新のデジタル技工設備を用いた地域歯科医療への貢献と生産性
の拡大

通常 株式会社フロウシンク

2512 R140080052 九州 福岡県 株式会社渡辺 7290001051924
ＥＲＰシステム導入による生産性向上と営業支援事業による販路開
拓

通常 福岡県商工会連合会

2513 R140080053 九州 福岡県 太陽グラビア有限会社 9290002016098
最新型校正設備導入による顧客ニーズに対応した高効率生産体制
の構築

通常

2514 R140080054 九州 福岡県 株式会社アイワークス 5290001072773
ＤＸ化の強化により品質向上・納期短縮を実現し、提案型技術営業で
収益を向上

通常

2515 R140080055 九州 福岡県 株式会社ＮＫトラスト 5290003003727 Ｉｏｔ・ＡＩ技術を利用した住宅居住者のリアルタイム安否確認システム 通常

2516 R140080056 九州 福岡県 有限会社共栄歯研 3290002004653 先端ミリングマシンによるチタン歯冠の新製造方式確立及び事業化 通常

2517 R140080057 九州 福岡県 株式会社クリデン 5290801023166 ケーブル敷設工事の品質向上を実現するための工法の確立 通常 福岡県商工会連合会

2518 R140080059 九州 福岡県 株式会社喰道楽 5290001035581 最新ポーションカッター導入による生産規模拡大と低コスト化 新特別
合同会社スマイル・サポート・
コンサルト

2519 R140080061 九州 福岡県 土地家屋調査士法人みくりや事務所 4290005014839
最新式３Ｄ測量機器導入による“用地測量”の高精度化と生産性向
上計画

新特別

2520 R140080063 九州 福岡県 株式会社フリーダムデザインオフィス 8290801024509 測量工程の高度化・人員体制強化による事業基盤の確立 通常

2521 R140080066 九州 福岡県 株式会社オーエヌグループ 7290801012084 新規開発自然土舗装材によるビジネスモデルの変革 通常

2522 R140080068 九州 福岡県 株式会社アクティブ・エイジ 5290801008539
紙媒体のカーデックス業務をＩｏＴ化する電子カーデックスシステムの
開発

通常

2523 R140080069 九州 福岡県 いつき歯科医院 ＣＴの導入によるインプラント治療の内製化と治療プロセスの改善 通常 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

2524 R140080070 九州 福岡県 有限会社クリエート中央 1290002018597 「断熱マット製造機械」の導入計画 通常

2525 R140080072 九州 福岡県 株式会社ヤノテック 4290801004340 可動式レーザー洗浄機導入による生産性向上への挑戦 通常
税理士法人山田アンドパート
ナーズ

2526 R140080073 九州 福岡県 有限会社二ノ宮建設 5290002052089 地域№１ゼネコンへ！　ＩＣＴ護岸工事の元請受注体制構築 新特別

2527 R140080074 九州 福岡県 株式会社石原パッキング工業 3260001008039 感染リスクを低減し、樹脂加工の生産性と技術力の向上を図る 通常 株式会社アルマ経営研究所

2528 R140080076 九州 福岡県 株式会社アサモク 3290001043909 木材素材生産、加工、流通の６次産業化による経営改善計画 通常

2529 R140080078 九州 福岡県 株式会社オートマイズ・ラボ 6290001088736
既設のバルブや水門の自動開閉・遠隔操作を実現する自動化機器
の開発

新特別

2530 R140080080 九州 福岡県 スタージャパン株式会社 5290801016368 ボトルネック工程の自働化によるキムチの生産量増加と販路拡大 新特別

2531 R140080081 九州 福岡県 共栄精機株式会社 4290801012129
３Ｄ形状認識と掴み形状調整機構を有するハンドを持つランダムピッ
キングハンドリング装置の開発

通常

2532 R140080082 九州 福岡県 幸田畳店
住環境の変化に伴うヘリなし・薄畳の需要に応える創業１００年目の
イノベーション

通常 坪井　亮

2533 R140080084 九州 福岡県 株式会社マサエイ水産加工 7290001083059 アカモクのパウチ充填商品の開発と障がい者作業の品質向上 通常 福岡県商工会連合会

2534 R140080087 九州 福岡県 九州総合建設株式会社 3290801012146
水中ドローン等最新機器の導入による港湾土木事業の効率化及びＩ
ＣＴ化

通常 髙村　英子

2535 R140080092 九州 福岡県 株式会社フクネツ 6290001038567 高精度平面研削盤導入による生産性向上及び生産方式改善 通常

2536 R140080093 九州 福岡県 株式会社ケイ・スタイル 4290001054517
車検・整備対応のラインナップ拡充で実現する、地域唯一のフルライ
ン整備工場

新特別 株式会社フロウシンク

2537 R140080096 九州 福岡県 株式会社ハダ工芸社 7290001004766 ＹｏｕＴｕｂｅ等の動画配信向け「総合企画・セット制作サービス」の展開 新特別 経営ビューイング株式会社

2538 R140080097 九州 福岡県 坂本自動車株式会社 7290801012662 旧車レストア事業への本格参入及び「サビ発生を防ぐ工法」の確立 通常

2539 R140080099 九州 福岡県 株式会社ワイケイズ 2290001082635
３Ｄレーザスキャン機能搭載の測量機導入による生産性向上とＩＣＴ
化

通常 髙村　英子

2540 R140080100 九州 福岡県 株式会社宝石修飾工房波多ゑ 8290001068257 ３Ｄプリンターとレーザー彫刻機を使った遺骨ジュエリーの開発 通常

2541 R140080102 九州 福岡県 Ｔ＆Ｎ食品株式会社 3290001043149 急速凍結機導入による食品ロス貢献と新規・既存業務の立上げ拡大 新特別

2542 R140080104 九州 福岡県 株式会社ＳｏＺｏ 7290001093041 セルフ美容エステ新サービスとオンライン教育訓練システムの導入 新特別

2543 R140080105 九州 福岡県 ＢｅＨＡＳ株式会社 6330001018969 ボウリングが生きがいとなる環境を提供し地域ＱＯＬを底上げする 新特別
株式会社中央ビジネスグルー
プ

2544 R140080106 九州 福岡県 ＨＩＫＥＮ株式会社 6290001071312 スケジュール管理および予約システムの導入による生産性の向上 通常 税理士法人リライブ

2545 R140080107 九州 福岡県 小畠畳店
ＣＯ２削減とＣＮ促進のダブル効果「１級技能士とデジタル人材が手掛
ける高耐久性畳の生産性向上」

通常 坪井　亮

2546 R140080108 九州 福岡県 株式会社ハーツクリエイティブ 3290001035212
ビッグデータ活用につながる着物事業者向け顧客情報管理・受注管
理システム開発

通常 株式会社フォーバル

2547 R140080110 九州 福岡県 株式会社シンセイウッド 8290801010079 「一生のたからもの」！ＳＤＧｓ型無垢材知育玩具の開発 新特別

2548 R140080111 九州 福岡県 谷口康子歯科医院
歯科医院のマイナスイメージを払拭する安全で患者様負担の少ない
高精度治療の実現

新特別 株式会社フロウシンク

2549 R140080113 九州 福岡県 ライト工業株式会社 5290801019049 特殊作業車向けメンテナンスの２４時間サービスの提供 通常

2550 R140080114 九州 福岡県 みそらぼ 乾燥野菜等を使用した味噌加工品の生産体制の構築 通常 福岡県商工会連合会
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2551 R140080115 九州 福岡県 有限会社村井製作所 3290802006386 ファイバーレーザ加工機の導入による生産性向上及び新分野展開 通常 株式会社北九州銀行

2552 R140080116 九州 福岡県 関屋蒲鉾株式会社 9290001052953 最新型ブレンダー及び特許技術冷凍機導入による新規事業 通常

2553 R140080117 九州 福岡県 株式会社高須工業 4290801020429
配管設置工事用部品製作における溶接工程の自動化および新工法
導入による生産能力向上

新特別

2554 R140080118 九州 福岡県 株式会社三信エンジニアリング 9290801011704 機械器具設置業の強みを生かした総合工事サービス業への進化 通常

2555 R140080119 九州 福岡県 本多綜合印刷株式会社 6290001002259 九州初、フルオートメーションデジタル　カッティングマシンの導入 通常 高野　敬太朗

2556 R140080120 九州 福岡県 株式会社まる 8290001022973 輸入食品供給の速さと量と質を改革する保管庫完全冷蔵庫化事業 通常

2557 R140080121 九州 福岡県 株式会社グローバルリテーリングス 6290801027447 流通プラットフォーム構築及びＥＤＩ導入による業務効率化 通常 北九州商工会議所

2558 R140080122 九州 福岡県 株式会社小野ユニフォーム 6290801000494
最新刺しゅう機導入による加工工程の生産性向上とＥＣサイト構築に
よる非接触販売の拡充

新特別 髙村　英子

2559 R140080123 九州 福岡県 荒木組
最新高速除草機導入による筑後川保全事業の大規模除草作業の生
産性向上

通常 中田　眞二

2560 R140080124 九州 福岡県 株式会社ランハンシャ 4290001064557 ＣＧ制作のトラッキング高精度化によるバーチャル撮影の実現 新特別 安武　美歩

2561 R140080126 九州 福岡県 有限会社江口かまぼこ 8290002054751
新商品！無添加プロテインバーの製造を目的とした製造体制の改善
および生産性の向上

通常 福岡県商工会連合会

2562 R140080130 九州 福岡県 今本工業株式会社 1290801009631
ポストコロナを見据え生産体制を刷新して臨む中高層建物分野の開
拓

新特別 大串　智之

2563 R140080131 九州 福岡県 石川エンジニアリング有限会社 2290002007590
３Ｄスキャナの導入により鉄道専用変電所設備測量の高度化を図り
交通インフラの安定稼働に貢献

新特別

2564 R140080134 九州 福岡県 株式会社リバティ 5290001085148
家主と高齢者を守る事故物件化未然防止賃貸物件提供システム開
発

通常 綾香　博明

2565 R140080136 九州 福岡県 有限会社マルコ木工 6290002053978 キッチン収納の新たな可能性！伸長式カウンターボードの開発 新特別

2566 R140080137 九州 福岡県 山道歯科医院 自然でよく噛めるセラミッククラウンの内製化と感染対策 新特別

2567 R140080138 九州 福岡県 松岡製作所株式会社 7290001045736 ＰＣＲ検査用「検体採取テストカートリッジ」組立ラインの構築 通常 飯塚商工会議所

2568 R140080139 九州 福岡県 株式会社インターネット・イノベーション 3290001072230 子供から高齢者の行方不明の早期発見システムの再開発 新特別

2569 R140080140 九州 福岡県 株式会社あらい 9290001036287 古賀市プロジェクト「地域に届け隊」 通常 福岡県商工会連合会

2570 R140080143 九州 福岡県 株式会社国土不動産 6290002055181
畳事業部を新設し、空き家リフォームで空き家の再生に挑戦。魅力あ
る街づくりに貢献！

新特別 株式会社シャイン総研

2571 R140080144 九州 福岡県 フジメン株式会社 8290001016414 社内テント・シート加工場設置 通常

2572 R140080149 九州 福岡県 就職エージェント九州株式会社 9290001061590 Ｅ－ラーニング機能付き地域密着型スカウトポータルの開発・事業化 新特別

2573 R140080151 九州 福岡県 株式会社ＮＫＢ 7290801006631 建設業者向け経営事項審査電子申請システムの開発 新特別 橋本　東

2574 R140080152 九州 福岡県 ケンタロウ歯科 インプラント治療の高精度デジタル活用によるＤＸ化の取り組み 通常

2575 R140080155 九州 福岡県 株式会社ＭＫバイオ 6290001079792 有機物を効率的に分解する新規微生物製剤の量産化技術の開発 通常

2576 R140080156 九州 福岡県 株式会社サンエー 9290001007577
デジタル共同販売による品切れ・在庫ロス削減、新規顧客層への展
開

新特別 株式会社シャイン総研

2577 R140080158 九州 福岡県 株式会社ＪＵＳＴ．ＷＩＬＬ 3290001030881
新型コンクリート強度リアルタイム測定システム開発による革新的ＩＣ
Ｔサービス提供

通常

2578 R140080159 九州 福岡県 サン精工有限会社 3290802016856 高度な金属加工技術の習得による産業用ロボット業界への事業展開 通常

2579 R140080160 九州 福岡県 有限会社奥永歯科技工所 1290002036145
歯科用３Ｄスキャナーとミリングマシン導入による補綴物製作の生産
性向上

新特別 和田　純子

2580 R140080161 九州 福岡県 株式会社Ｋｉｗｉ 9290001094764 いつでも　学べる！聞ける！医療機器の使い方動画教育サービス 新特別

2581 R140080162 九州 福岡県 株式会社ユニティクス 2290001042259 ＩｏＴ、ＡＩ、当社特許技術を利用した「スマート生産システム」の開発 通常

2582 R141080001 九州 佐賀県 株式会社益正グループ 5290001020492 国産米バンズを新製造し、お米バーガー専門店を展開する 新特別

2583 R141080002 九州 佐賀県 森鉄工株式会社 2300001004991 処理能力を強化した金属切粉圧縮機の開発 新特別 鹿島商工会議所

2584 R141080004 九州 佐賀県 株式会社中商開発 2290001065177
生コン残痕と廃コンクリート大型片からの再生砕石需要増への対応
強化計画

新特別 株式会社筑邦銀行

2585 R141080007 九州 佐賀県 株式会社原鉄工所 9300002001189 全自動ＣＮＣ旋盤機導入による生産性向上と受注拡大 通常 税理士法人中川会計

2586 R141080009 九州 佐賀県 光栄菊酒造株式会社 4150001013858
「瓶詰め工程」の高度化によるフレッシュローテーションの強化と感染
症対策

新特別 株式会社佐賀銀行

2587 R141080011 九州 佐賀県 小松酒造株式会社 8300001007592
麹文化を広げたい！佐賀県産ならではの高付加価値甘酒の開発事
業

新特別

2588 R141080012 九州 佐賀県 株式会社香蘭社 6300001005730 陶磁器製造用の出力機導入と新分野商品開発事業 通常 有田商工会議所

2589 R141080014 九州 佐賀県 有限会社天山環境開発工業 7300002004474
バイオディーゼル燃料による地域カーボンニュートラルリサイクル構
築事業

通常 佐賀県商工会連合会

2590 R141080015 九州 佐賀県 有限会社佐賀ダンボール商会 8300002008391
製作工程を一部自動化する機械を導入し増産、「折り畳み式」貼箱製
作への参入

通常 株式会社イストワール

2591 R141080019 九州 佐賀県 株式会社エリカ健康道場 2300001007961 液体充填機導入による酵素食品新商品の自社製造販売体制の構築 通常
一般社団法人佐賀県中小企
業診断協会

2592 R141080022 九州 佐賀県 泰和興産株式会社 2300001005759
ＩＣＴ重機導入により課題を解決、地域インフラ工事への積極的な参
入

新特別 税理士法人ウィズラン

2593 R141080024 九州 佐賀県 株式会社ワイズ 8300001009093 より道路を安全に　カラー溶融釜導入によるライン工事の生産性向上 通常
一般社団法人佐賀県中小企
業診断協会

2594 R141080026 九州 佐賀県 有限会社中尾木工所 6300002010556 コロナ対応とお客様満足度向上のための生産プロセスの改善 新特別 田中　誠

2595 R141080027 九州 佐賀県 ゆめさき動物病院
国内初の導入となるヘモスフィアを活用し、日本最高峰の心臓病専
門動物病院へ

新特別

2596 R141080028 九州 佐賀県 株式会社大久保鉄筋工業 6300001003965
アフターコロナに向けて取り組む販路拡大と収益性向上のための金
属加工工程の刷新

新特別 大串　智之

2597 R141080030 九州 佐賀県 株式会社オフィス・タカハシ 8300001006925 新方式によるオリジナルジグソーパズルの製造と新商品の開発 通常

2598 R141080032 九州 佐賀県 いきや食品株式会社 9300001010876
最新包装機でボトルネック解消　加熱ハンバーグ加え直接販売へ展
開

新特別 唐津商工会議所

2599 R141080033 九州 佐賀県 株式会社蒲原興産所 7300001005688
函生産の負担軽減と時短　通販活況で増加する需要取り込み労働
環境向上

新特別 株式会社佐賀銀行

2600 R142080002 九州 長崎県 ブライダルグッズポケット 当社開発のＷＥＢアプリと連携した効率的な生産システムの開発 通常 大村商工会議所
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2601 R142080006 九州 長崎県 株式会社ＬＡＢＯ’Ｃ 6310001015035 長崎県内初「歯列矯正用マウスピース」オーダーメイド新事業展開 通常 長崎県商工会連合会

2602 R142080007 九州 長崎県 橋本デンタルラボ 島内唯一ハイブリッドレジン歯の加工体制整備による市場開拓事業 通常 長崎県商工会連合会

2603 R142080009 九州 長崎県 有限会社対馬開発コンサルタント 4310002020102
音深ソフト、音響測深機及びＧＮＳＳ導入による測量業務の生産性向
上と受注拡大

通常 株式会社フロウシンク

2604 R142080010 九州 長崎県 有限会社田中鮮魚卸 2310002016564 最新魚体処理機導入による工程改善・生産性向上 通常 長崎県商工会連合会

2605 R142080012 九州 長崎県 株式会社ライジングワイズ 1310001014594
レーザーケレン導入による付加価値向上・工期短縮・環境負荷軽減
の取組

通常

2606 R142080013 九州 長崎県 吉田食品手延工場 増産体制整備による手延原麺増産と自社ブランド拡大事業 通常 長崎県商工会連合会

2607 R142080016 九州 長崎県 スマイル歯科 設備導入による１次医療機関の機能拡張と治療プロセス改善 通常 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

2608 R142080017 九州 長崎県 松本製菓舗
地域資源活用型新商品開発によるコロナ禍後に向けた経営改善事
業

通常 長崎県商工会連合会

2609 R142080018 九州 長崎県 金崎靴修理屋
健康に資するオーダー靴の製造と製造工程の革新による生産性向
上

通常 増田　考邦

2610 R142080020 九州 長崎県 有限会社一瀬タタミ 2310002016993
伝統の職人技と最新鋭設備の融合による「縁無し畳」の製造プロセス
改善

通常 坪井　亮

2611 R142080022 九州 長崎県 有限会社日本産業印刷 4310002004204
製造設備を持たない同業者の要望に応える事で販売ネットワークの
強化と販路拡大を行う事業

通常

2612 R142080023 九州 長崎県 有限会社松尾鉄工所 2310002016589 鉄骨柱のコラムと仕口の溶接を自動化し高品質な製品作りへの実現 通常 長崎県商工会連合会

2613 R142080027 九州 長崎県 株式会社ミクリヤ畜産 6310001017007 県内唯一の民間「凍結精液」生産会社としての生産性向上事業 新特別 長崎県商工会連合会

2614 R142080029 九州 長崎県 下田牛乳餅本舗 当店の逸品を全国へ。生産性向上による売上・雇用拡大への挑戦！ 通常 島原商工会議所

2615 R142080030 九州 長崎県 相川工務店株式会社 1310001010073 伝統構法の家づくりで培った職人育成実績活用型新事業展開 通常 長崎県商工会連合会

2616 R142080031 九州 長崎県 有限会社ニュー長崎オートサービス 9310002008233
先進安全自動車受入・環境配慮型整備工場展開による優位性発揮
事業

通常 長崎県商工会連合会

2617 R142080032 九州 長崎県 有限会社デンタルワークスシステム・Ｕ 9310002008869 革新的レンタルデジタル歯科技工所開設による補綴物短納期化事業 通常 永田　吉朗

2618 R142080033 九州 長崎県 有限会社後田木工所 9310002016244 先端センサ技術・自動制御の３軸ルータで棺桶新規製作と感染対策 通常
株式会社コムラッドファーム
ジャパン

2619 R142080035 九州 長崎県 株式会社サンチュウ 5310001009616 ２４ヶ月間品質保持可能な除菌ワイパー（世界初）の製造 通常

2620 R142080037 九州 長崎県 中村鮮魚店 コロナ禍の巣籠需要でヒットした調理済み食材宅配市場拡大事業 通常 長崎県商工会連合会

2621 R142080039 九州 長崎県 有限会社太平洋興業 1310002002953
小型解体専用重機導入による作業の機械化及び解体現場の見える
化

新特別

2622 R142080041 九州 長崎県 有限会社喜多石油 4310002018195 ペットと一緒に入れる酸素カプセルサービスの提供 通常 長崎県商工会連合会

2623 R142080042 九州 長崎県 株式会社燦セラ 3310001016713 光触媒フィルターの量産化に向けた製造体制の強化 通常 税理士法人ウィズラン

2624 R142080045 九州 長崎県 株式会社すはだみらい研究所 5310001010292 国内エステサロン限定ハラルコスメの製造開発と自社販売の確立 通常 長崎商工会議所

2625 R142080047 九州 長崎県 株式会社オートピア 2310001006203 ＩｏＴを活用した検査ライン導入による次世代型車検センターの開設 通常

2626 R143080002 九州 熊本県 Ｒｅｆｉｎｅ 特定整備制度とＳＤＧｓに対応した設備導入による売上回復事業 通常 税理士法人ユース会計社

2627 R143080003 九州 熊本県 有園義肢株式会社 3330001013485 非接触型スキャナを用いた装具用人体モデル作製システムの構築 新特別

2628 R143080004 九州 熊本県 株式会社フランドール 5330001004144 回転寿しで人気の高いケーキのバリエーション増加計画 新特別 株式会社エフアンドエム

2629 R143080006 九州 熊本県 有限会社協栄工業 2330002016100 高性能粉砕機導入による廃プラスチック再生業の効率化と事業拡大 通常

2630 R143080009 九州 熊本県 有限会社ＹＧＫ 8330002015617
技術革新が顕著な半導体製造業界のニーズ対応体制構築と商品開
発

通常 吉野　恵子

2631 R143080011 九州 熊本県 高松砕石株式会社 7290001053912
ドラムロットスクリーンを用いた砕石業における端材（切込）の再資源
化

通常

2632 R143080012 九州 熊本県 ネットワーク大津株式会社 4330001009854
肉用牛混合飼料（ＴＭＲ）のＱＲコードによる在庫管理及び生産管理
システムの導入

通常

2633 R143080015 九州 熊本県 株式会社尾上建設 8330001010940 山間部の小規模工事の生産性向上と物理的な対人接触の低減 新特別

2634 R143080019 九州 熊本県 有限会社えびます 4330002028143 食べやすさ、利便性を高めた新たなサービスによる直接販売の拡大 通常 熊本県商工会連合会

2635 R143080020 九州 熊本県 不二高圧コンクリート株式会社 8330001004050
次世代コンクリート混和材『スーパーハイブリッド』専用サイロ導入に
よる新分野への参入

通常

2636 R143080021 九州 熊本県 ＷｏｏｄＳｕｒｆ薪心合同会社 9330003007281
最新油圧ショベル導入による薪生産体制の刷新と高品質新製品の
生産計画

新特別 天草信用金庫

2637 R143080023 九州 熊本県 株式会社エム・ティ・エル 5330001014283 オーダーメイド機能性飼料製造の増産ラインの構築・整備 通常

2638 R143080024 九州 熊本県 川辺畳店
縁なし薄畳の製造ラインを構築、洋風住宅に住む高齢者のおうち時
間を快適に。

新特別 株式会社シャイン総研

2639 R143080028 九州 熊本県 株式会社ダイケン 2330001009427
中綴じ機の検査システム、自動搬送の活用による品質改善、生産力
向上計画

通常

2640 R143080029 九州 熊本県 合資会社徳永 5330003003697
段ボール生産設備導入で生産性の向上と高収益商品の開発を目指
す。

通常 水俣商工会議所

2641 R143080030 九州 熊本県 株式会社なかがわ 8330001025732 国産バニラビーンズを熊本県戸馳島の新たな特産品へ 通常

2642 R143080031 九州 熊本県 熊本モルダー加工事業協同組合 1330005001034
最新鋭モルダー導入による大型構造用製材加工の高精度化・効率
化

通常 前之園　博一

2643 R143080032 九州 熊本県 株式会社まるふく 5330001006693 生産性向上で、当社の技術力を活かし、時代に合った新商品を開発 通常

2644 R143080034 九州 熊本県 株式会社アート・ライン 5330001000085 最新印刷設備導入により、看板等印刷の新サービス提供を実現 通常

2645 R143080036 九州 熊本県 株式会社ＰＬＥＡＳＵＲＥ 9330001018165 広告運用ツールの開発による生産性の向上 通常

2646 R143080038 九州 熊本県 有限会社ケイピーシー 9330002018115 町工場で射出成型機と連携するＩｏＴ・画像検査・ロボットの導入！ 通常

2647 R143080042 九州 熊本県 アイ・エヌ・ジー株式会社 1330003006349 「草なしくん」の製造内製化と品質向上による、競争優位性の強化 通常

2648 R143080044 九州 熊本県 株式会社川口登建設 6330001012988 ＩＣＴ施工体制の構築による土木工事の工程刷新と生産性向上計画 新特別 株式会社エフアンドエム

2649 R143080045 九州 熊本県 有限会社お菓子のあさい 7330002001782 生産性向上で、経験と技術を活かして時代に合った新商品を開発 新特別

2650 R143080046 九州 熊本県 市原農園 経営力向上のためのサービスの創出と生産設備導入事業 通常
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2651 R143080047 九州 熊本県 株式会社前田技建工業 3330001004303
手作業で製造していたシンクウォールを機械化により製造期間大幅
短縮実現

通常

2652 R143080048 九州 熊本県 株式会社三ツ川ブロック工業 6330002021220 九州初！画期的なフライアッシュ混合化粧ブロックの開発 通常

2653 R143080052 九州 熊本県 株式会社展花 1330001027693 花束加工の機械化による、鮮度保持と加工能力の向上を図り差別化 通常

2654 R143080053 九州 熊本県 江藤建設有限会社 3330002022790
生産性向上による売上増大のためのＵＡＶ搭載型３次元レーザー測
量システムの導入

新特別 駒田　裕次郎

2655 R143080054 九州 熊本県 合資会社パン物語 8330003004577 「栄養機能食品米糠パン」の技術転用新製造法による冷凍通信販売 通常
公益財団法人くまもと産業支
援財団

2656 R143080055 九州 熊本県 ハイコムポスティング株式会社 2330001001961 複合型丁合機導入計画 通常
税理士法人さくら優和パート
ナーズ

2657 R143080056 九州 熊本県 井上工業株式会社 2330001000360
新型コロナ後を見据えた卸売り分野の強化、製品製造プロセスの革
新

新特別 大串　智之

2658 R144080003 九州 大分県 大分乾物有限会社 9320002016078 新たな需要に対応する、乾椎茸の粉末加工品の事業展開 通常
公益財団法人大分県産業創
造機構

2659 R144080006 九州 大分県 有限会社せれくと 9320002003877 弊社独自の高機能水きりワイパーの、試作開発及び販路拡大 通常
公益財団法人大分県産業創
造機構

2660 R144080007 九州 大分県 トーエイ商工有限会社 2320002004700 ＦＲＰ製品の更なる高品質、短納期等を目指し経営向上を図る。 通常

2661 R144080008 九州 大分県 日田木材協同組合 9320005007090 最新式ログ・ローダー導入による生産性の向上 通常

2662 R144080009 九州 大分県 愛頼工業株式会社 8320001015734
多発する豪雨災害時の生活復旧のための緊急土木事業の取組と差
別化

通常 久多良木　清隆

2663 R144080010 九州 大分県 ３Ｒｉｎｇ株式会社 2320001012737
高性能ＡＨＰ技術の活用！非対面アプリ開発によるジュエリー拡販事
業

通常

2664 R144080012 九州 大分県 有限会社臨床補綴研究所 9320002010329
難切削歯科技工物の内製体制確立と開放特許技術活用による新展
開

新特別 株式会社フロウシンク

2665 R144080015 九州 大分県 平成建設株式会社 3320001008528
ＩＣＴ技術と安全設備等の融合による舗装工事の高品質化と生産性向
上

通常

2666 R144080016 九州 大分県 企業組合すずかけ 5320005009405 設備導入によるアイス販売強化と土産品開発による外部販路の獲得 通常 大分県商工会連合会

2667 R144080018 九州 大分県 有限会社測量企画センター 9320002019171
３Ｄドローンレーザー導入による社会インフラの予防保全に積極的に
取り組み国土強靱化に貢献する

新特別

2668 R144080019 九州 大分県 中津造林有限会社 8320002014322 効率的な素材生産のための高性能林業機械プロセッサの導入 通常

2669 R144080020 九州 大分県 有限会社カネサダ横尾木工所 9320002019097 杉板と異素材による商品『虹彩杉』の不燃化による特許取得計画 通常 日田商工会議所

2670 R144080021 九州 大分県 有限会社ＫＭミート 4320002003840 食肉パック商品生産増強のための設備投資 通常

2671 R144080022 九州 大分県 有限会社桜木製材所 3320002018815
ウッドショックをチャンスに！ボトルネック工程解消の為の自動搬送装
置導入

通常 日田商工会議所

2672 R144080023 九州 大分県 大分プラント工業株式会社 4320001008881
最新ショットブラスト導入での外注内製化による感染リスク対策及び
新分野展開での受注拡大

新特別

2673 R144080024 九州 大分県 エム・イーシステム株式会社 7320001008342
最新ＣＮＣ旋盤導入での外注内製化による利益確保及び感染リスク
対策と生産性向上による販路拡大

新特別

2674 R144080026 九州 大分県 大関食品株式会社 1320001007622 冷凍エビフライ製造におけるエビの重量選別とパン粉付の最速化。 通常

2675 R144080027 九州 大分県 株式会社平田製作所 8320001008309
最新マシニングセンタとソフトウェア導入による半導体製造装置部品
の生産体制刷新計画

新特別 株式会社エフアンドエム

2676 R144080028 九州 大分県 有限会社佐藤建設 6320002014852 損益分岐点改善と機械化での作業者の働き方改革と事業拡大 通常 久多良木　清隆

2677 R144080029 九州 大分県 株式会社ユーテック 4320001011068 高精度が要求される高級車向け塗装設備の導入による生産性向上 新特別

2678 R144080030 九州 大分県 株式会社キキメック 1320001011228 自働車部品における電動化されても必要な重要保安部品への挑戦 通常

2679 R144080032 九州 大分県 株式会社パワテク 8320001018398 半導体製造装置部品受注拡販に向けた樹脂加工機の導入 通常

2680 R144080034 九州 大分県 日豊製袋工業株式会社 6320001010910 次世代フレキシブルコンテナバック製造に向けた生産体制の強化 通常
公益財団法人大分県産業創
造機構

2681 R144080035 九州 大分県 株式会社臼杵造船所 6320201000034 デジタルツール導入による、品質向上と技の伝承を図る 通常 株式会社大分銀行

2682 R144080037 九州 大分県 有限会社夢野菜おおざいファーム 1320002007118 コロナを乗り越えるため設備改修と販路開拓で経営の安定化を図る 新特別
公益財団法人大分県産業創
造機構

2683 R144080039 九州 大分県 有限会社庚申和裁研究所 9320002011351 オンライン受注導入による国際化と設備導入による需要増加対応 通常 矢野　俊樹

2684 R144080042 九州 大分県 井上第二歯科医院
３次元デジタル検査装置による地域未導入高度インプラント治療の
開始

新特別

2685 R144080043 九州 大分県 株式会社トランスネットワーク 3320001004502 深夜３時までの伝票処理からの解放と通販出荷代行業務の拡充 通常

2686 R144080044 九州 大分県 藤居酒造株式会社 4320201000424
外国人のし好に合わせた大吟醸酒を世界へ！専用設備導入による
生産性の向上

通常 大分県商工会連合会

2687 R144080047 九州 大分県 株式会社フナイ 7320001002428 再生資源のインゴット化による生産効率の向上及び収益化 通常

2688 R144080048 九州 大分県 有限会社八幡車輛 5320002006966 自動車鈑金塗装における水性塗料の乾燥革命 通常

2689 R144080049 九州 大分県 株式会社成美 3320001015268 缶詰製造を新たな収益の柱にするための設備導入計画 通常 大分県商工会連合会

2690 R144080050 九州 大分県 株式会社東正路建設 3320001011052 ＩＣＴ建機を活用した労働力減少への備えと生産性の向上 新特別

2691 R144080052 九州 大分県 祐貴や 『ばぁばぁのかしわめし』を県外に販路拡大するための整備事業 通常
公益財団法人大分県産業創
造機構

2692 R145080005 九州 宮崎県 株式会社牛谷自動車 3350001009003 高性能小型レッカー装置の導入によるポストコロナ経営への対応 新特別 宮崎県商工会連合会

2693 R145080006 九州 宮崎県 株式会社佐藤技研 1350001006175
新たな工法（乾式吹付工法）による、作業工程の効率化と収益率向
上計画

通常 宮崎県商工会連合会

2694 R145080007 九州 宮崎県 株式会社南日本環境センター 9350001007050 公共下水道管更生工事市場に新たなビジネスモデルを確立 新特別
一般社団法人城西コンサルタ
ントグループ

2695 R145080008 九州 宮崎県 株式会社小野林業 5350001016410
高性能林業機械による生産能力向上と共に環境保全対策化を行う
計画

通常 延岡信用金庫

2696 R145080009 九州 宮崎県 有限会社成松工務店 9350002005482
鉄骨生産における切断及び溶接工程の抜本的改善による増産体制
の構築

新特別 株式会社ゼロプラス

2697 R145080010 九州 宮崎県 株式会社正洋 6350001007029
高精度半導体樹脂製バルブの製造自動化によるグローバルニッチ
生産体制の構築

新特別 株式会社フロウシンク

2698 R145080011 九州 宮崎県 エステサロン　ブランピュール
男性脱毛に適した機器導入と業務改善で生産性向上及び感染リスク
を下げる事業

新特別 延岡信用金庫

2699 R145080015 九州 宮崎県 西日本環境技研株式会社 8350001010014 最先端分析装置の導入による生産性・品質向上及び新分野展開 通常 小林商工会議所

2700 R145080017 九州 宮崎県 有限会社やすかた畳ふすま店 1350002018822
襖表張機、襖框乾燥機導入による、生産性の向上及び雇用拡大、顧
客確保

通常
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2701 R145080019 九州 宮崎県 株式会社志勢工業 5350001017243
広口径版の吹付機械導入による法面吹付工程の内製化及び生産性
向上

通常

2702 R145080020 九州 宮崎県 株式会社安藤商事 3350001012700 産業用ドローンによるレーザー測量と自動操縦による農薬散布 通常 長井　寿郎

2703 R145080021 九州 宮崎県 石田トーヨー住器株式会社 3350001000135 リフォーム相談・見積受付および建築資材販売Ｗｅｂサイトの構築 新特別

2704 R145080023 九州 宮崎県 土持歯科クリニック
最新型デジタルスキャナー導入で矯正治療の多様化とオンライン診
療開始

新特別

2705 R145080024 九州 宮崎県 株式会社フジヤホールディングス 8350001006111 中綴じ工程における生産性向上と地域の実状を踏まえた販路の開拓 通常

2706 R145080025 九州 宮崎県 田島歯科クリニック デンタルマイクロスコープ導入による日常診療のシステム化 通常

2707 R145080026 九州 宮崎県 Ｋ・Ｐクリエイションズ株式会社 8350001000634 地方農家・地方食品メーカーのダイレクトメールサービス事業 通常

2708 R145080029 九州 宮崎県 四倉歯科医院
物理的対人接触を減じたインプラント治療の効率化及び非対面化事
業

通常
株式会社リアルコンテンツジャ
パン

2709 R145080031 九州 宮崎県 株式会社フジキン 9350001008247 板材切断工程の高精度化を目的としたメカ式シャーリングの導入 通常

2710 R145080032 九州 宮崎県 株式会社ＦＲＥＥＰＯＷＥＲ 2350001011554 新商品の開発及び海外への量産販売するための検査体制強化 新特別 株式会社宮崎銀行

2711 R146080001 九州 鹿児島県 株式会社友栄工業 3340001021677
溶接を必要としない高品位配管用工法による作業環境改善と施工時
間の大幅短縮による事業拡大計画

通常

2712 R146080002 九州 鹿児島県 西山製茶 新型蒸機導入による均一で高品質な荒茶の製造 通常 鹿児島県商工会連合会

2713 R146080003 九州 鹿児島県 株式会社天登ジャパンエイジング 4340001023689 生食用熟成鰻で鹿児島県の新たな特産品を目指す地域活性化事業 通常 末信　公平

2714 R146080005 九州 鹿児島県 キャドテックジャパン株式会社 2340001007223 ＣＲ８０００導入による設計効率・品質の向上と販路開拓 通常

2715 R146080006 九州 鹿児島県 株式会社コーユー技工 8340001011979
最新のマシニングセンター導入により生産能力増強とＱＣＤ向上を実
現する。

通常 パートナー経営株式会社

2716 R146080008 九州 鹿児島県 建設情報コンサルタンツ株式会社 3340001008492 非対面型３次元クラウドモデリングによる山岳部測量の高度化事業 新特別

2717 R146080009 九州 鹿児島県 株式会社ＫＩＮＥＮＢＩ 7340001016756
おしゃれなドリップバックと平袋で、濃さと味わいを提案するドリップ
コーヒー包装機の導入

通常

2718 R146080010 九州 鹿児島県 合同会社ブルーナンコーヒー 2340003001380 鹿児島発！テトラ型コーヒーバッグのネット販売等による収益事業化 新特別 中筋　一郎

2719 R146080016 九州 鹿児島県 有限会社ショウナンエンジニアリング 1340002028203
ファイバーレーザー溶接加工導入による専門性の排除及び生産性向
上の実現

通常 鹿児島県商工会連合会

2720 R146080017 九州 鹿児島県 有限会社前田土木技術 1340002015424
コストおよび納期の大幅な改善のためのレーザースキャナー搭載型
ＵＡＶの導入

新特別 駒田　裕次郎

2721 R146080019 九州 鹿児島県 ＩＫテクニカル
豊富な経験とノウハウで試作から量産までをトータルサポートし、お
客様のものづくりを支えるプロセス確立

通常

2722 R146080020 九州 鹿児島県 有限会社ふくどめ小牧場 3340002026304 自動燻製庫の導入による希少豚燻製品の生産性向上と売上拡大 通常

2723 R146080023 九州 鹿児島県 有限会社トクモチ 6340002015989
かかりつけ動物病院でありながら高度医療を提供し、地域における
二次診療施設としての役割を担う

通常

2724 R146080025 九州 鹿児島県 有限会社たけ茶園 1340002024648 色彩選別機導入による荒茶の品質・生産性向上・歩留まりロス削減 新特別

2725 R146080026 九州 鹿児島県 株式会社ＤＣＯハイグロス 1340001022165
歯科技工の革新的技術を取り入れた完全デジタルデンチャー製作へ
の実現

通常

2726 R146080028 九州 鹿児島県 株式会社鹿児島ミリングセンター 2340001011134
最新鋭歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による九州初のオールオン４製作事
業

新特別
株式会社リアルコンテンツジャ
パン

2727 R146080030 九州 鹿児島県 株式会社テクノクロス九州 2340001007215
九州初「微細精密加工機」導入による超精密加工機用の搬送部品の
超高品質化・生産性の向上の実現

通常 角　幸憲

2728 R146080033 九州 鹿児島県 株式会社中島測量設計 5340001007550 ３Ｄレーザードローン導入による生産性・品質向上及び新市場開拓 新特別

2729 R146080034 九州 鹿児島県 有限会社大平不動産 8340002002168
低侵襲医療のさらなる進化により、ペットの高齢化に適した新世代の
動物病院の構築

通常

2730 R146080035 九州 鹿児島県 株式会社純栄心 5340001021840
ペット高齢化に伴う病気を早期発見し内臓系再生医療アンチエイジン
グシステムの構築

通常 角　幸憲

2731 R146080037 九州 鹿児島県 薩南製糖株式会社 5340001012591 生産ラインの自動化による生産性向上および製造環境改善の実現 通常 株式会社彦奈

2732 R146080040 九州 鹿児島県 上釜デンタルラボラトリー
地域初！ＡＩ自動設計を導入したデジタル製法による総入れ歯製作へ
の挑戦

通常

2733 R146080044 九州 鹿児島県 株式会社ムトウ 7340001011096
３Ｄスキャナーを用いたＩＣＴ施工の実施及び測量業務受託サービス
の提供

通常

2734 R146080045 九州 鹿児島県 有限会社井手青果 1340002023328 もとぐされ病蔓延防止の事業化及び品質管理プロセスの革新 通常 小屋敷　順子

2735 R147080001 沖縄 沖縄県 株式会社ア・グッド・ダイナー 7011101009939 お客様のニーズに合わせたコーヒー豆販売の革新的サービスの開発 新特別 昭和信用金庫

2736 R147080003 沖縄 沖縄県 株式会社ＯＣＥＡＮ　ＴＲＩＢＥ 9010902022388 空気ボンベ用ガスセルフ供給サービス導入による付加価値向上 新特別 大坪　要

2737 R147080004 沖縄 沖縄県 みそのこ食品 機械化による製造工程の簡素化で、生産力向上と販路の拡大 通常

2738 R147080005 沖縄 沖縄県 有限会社三洋ネオン 2360002011759
ＮＣルーターとレーザー加工機を組み合わせる革新的加工方法の開
発

通常

2739 R147080009 沖縄 沖縄県 ともよせ歯科医院 ＤＸの推進による治療プロセスの改善と沖縄県の虫歯治療の改善 新特別 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

2740 R147080011 沖縄 沖縄県 有限会社末松モービル 6360002019559 環境に優しい板金塗装と溶接作業の効率化 通常

2741 R147080012 沖縄 沖縄県 株式会社Ｃｏｔｅ　Ｄｏｒ 8360001018477 王道の高級クラシックワインを専用機器を導入してのセルフサービス 新特別 株式会社琉球銀行

2742 R147080013 沖縄 沖縄県 株式会社しにやすグループ 4360001026517
最新解凍装置導入および行程改善による精肉提供の生産性向上と
販路・売上拡大計画

通常 OneWorld税理士法人

2743 R147080014 沖縄 沖縄県 第一食糧株式会社 2360001007196
事業環境の変化や社会変化を捉えた生産体制を整えると共に循環
型事業づくり

通常

2744 R147080015 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

2745 R147080016 沖縄 沖縄県 農業生産法人株式会社東物産 7360001016779 ブランド確立による新たな販売戦略及び利益率のアップ 通常 沖縄県商工会連合会

2746 R147080019 沖縄 沖縄県 株式会社与那覇食品 5360001006773
生麺ラインの労働力軽減に伴う生産性の向上、安心安全な商品づく
り／事務作業の軽減と連携の強化

通常 株式会社琉球銀行

2747 R147080020 沖縄 沖縄県 株式会社高安工務店 9360001006051
鉄筋切断工程等の自動化を通じた競争力強化と卸売りニーズへの
対応

新特別 大串　智之

2748 R147080021 沖縄 沖縄県 株式会社那覇王冠 1360001012008
生産現場のロボット化・デジタル化によるＤＸ推進と設備販売事業の
推進

新特別 株式会社琉球銀行

2749 R147080023 沖縄 沖縄県 タバ水道 建築年数の長い住宅家主向け新サービスの開発と接触機会の減少 通常 安里　匡平

2750 R147080024 沖縄 沖縄県 沖縄自動車整備協業組合 1360005002087 自動車 通常
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2751 R147080025 沖縄 沖縄県 株式会社比謝川タクシー 6360003003966 新機械の導入による配車サービスの高度化、新プランの導入 通常 株式会社シャイン総研

2752 R147080027 沖縄 沖縄県 ドラゴンフード株式会社 9220001019513
受注・製造・売上データの見える化・データ活用、印字機能付き包装
機導入によるバナナケーキ製造ラインの生産性向上

通常

2753 R147080030 沖縄 沖縄県 株式会社中部鋼材 9360001007339
レーザー加工機の導入により高度な鋼材加工を内製化し顧客満足度
の向上を図る

通常 株式会社琉球銀行
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