
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９次締切

採択案件一覧　一般型（2,223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 R101090001 北海道 北海道 野村興産株式会社 8010001054020
ＧＣ／ＭＳ導入により成分特定プロセスを改善することで生産性を向
上する

通常

2 R101090003 北海道 北海道 株式会社喜井ファーム 2430001048002 高性能レトルト殺菌機導入による生産性向上、高品質商品製造事業 通常 空知信用金庫

3 R101090006 北海道 北海道 株式会社誉食品 7440001002151
本物の味を守る！数の子松前漬等の半自動ラインによる生産性向
上

新特別 北村　耕司

4 R101090007 北海道 北海道 株式会社國分青果 8460301004720
生産者、販売者、消費者の架け橋を目指す！玉葱選果能力向上事
業

通常 北海道商工会連合会

5 R101090008 北海道 北海道 新道東まつざわ歯科
感染症対策バッチリ！　ＣＴ内製化による安心・便利な矯正歯科治療
実現

新特別 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

6 R101090009 北海道 北海道 株式会社フォース 6450001007010
上川管内初！ＩＣＴブルドーザ導入による工事作業の自動化と労働環
境の改善

通常 北見信用金庫

7 R101090010 北海道 北海道 株式会社紅乃花や 7430001015567 花束製造ラインに係る「自動スリービングマシン」の導入について 通常

8 R101090011 北海道 北海道 高橋ファーム 立ち植え式長芋プランター導入による営農効率化、生産性の向上 通常 帯広信用金庫

9 R101090012 北海道 北海道 中山　賢一 歯内療法や歯周病治療の予後改善とインプラント治療の合併症予防 新特別

10 R101090014 北海道 北海道 株式会社北海道スクリーン製作所 9430001042634
最新鋭の三次元測定機とＣＡＤ／ＣＡＭソフト導入による品質保証体
制の強化

新特別 株式会社フラッグシップ経営

11 R101090015 北海道 北海道 株式会社高田精密板金工業 4440001005289
最新メカ式シャーリング導入によるｘ線検査装置筐体の生産体制刷
新計画

新特別 株式会社みちのく銀行

12 R101090017 北海道 北海道 寺町農場 最新肥料散布機導入による作業効率化・環境負荷軽減・生産性向上 通常 帯広信用金庫

13 R101090019 北海道 北海道 木村自動車工業株式会社 8430001051999
自動車業界の課題を横断解決するＤＰＦ洗浄による環境負荷改善と
エーミング機器導入による先進整備事業

通常
株式会社　北海道共創パート
ナーズ

14 R101090021 北海道 北海道 有限会社エーワン 6430002002838
環境配慮型の水性塗装ブース導入による作業効率化と付加価値向
上

通常
有限会社ビジネスサポート北
海道

15 R101090022 北海道 北海道 株式会社アルファビジネス 4430001001124 最新モノクロ印刷機導入による生産性向上と短納期化の実現 新特別 北村　耕司

16 R101090023 北海道 北海道 有限会社ローパイン牧場 5460102006407 ストーンクラッシャー導入による牧場経営効率化 通常 帯広信用金庫

17 R101090024 北海道 北海道 Ｐｅｅｋａｂｏｏ ジェラート製造ライン導入によるビジネスモデルの転換・再構築 通常 髙田　雅文

18 R101090026 北海道 北海道 株式会社オー・エヌ・オー 1460001003616 新機械導入による加工技術の高度化と生産管理体制の構築 通常 網走信用金庫

19 R101090027 北海道 北海道 ナガイ機械工業株式会社 3430001012072 大型ＮＣ旋盤導入による大型製品の⽣産性向上および受注拡大 新特別

20 R101090028 北海道 北海道 株式会社牧家 3430001057910 革新的双腕ロボットアーム導入による生産性向上計画 通常 株式会社北海道銀行

21 R101090030 北海道 北海道 株式会社エジソンブレイン 3440001005554
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

22 R101090031 北海道 北海道 めむろワイナリー株式会社 4460101006516 シードル製造開始に向けた設備導入による顧客層拡大 通常 帯広信用金庫

23 R101090035 北海道 北海道 アグテック
鉄板切断業務の内製化に伴う納期短縮によるＣＳ向上及び新規雇用
創造

通常 北見信用金庫

24 R101090036 北海道 北海道 谷口農場
農薬散布機導入による作業効率化と生産性向上及び環境面への配
慮

通常 帯広信用金庫

25 R101090037 北海道 北海道 株式会社大東エンタープライズ 9430001058655
ハンバーグ製造ラインの効率化を通じた自社チェーン以外への販路
強化事業

新特別
株式会社　北海道共創パート
ナーズ

26 R101090038 北海道 北海道 株式会社成和 1430001008725
小型形鋼穴あけ切断複合機の導入による鉄骨部材製造工程の生産
性向上

通常 山崎記敬

27 R101090040 北海道 北海道 三千櫻酒造株式会社 1200001023920 蒸米放冷作業の効率化 通常

28 R101090042 北海道 北海道 北一きのこ　白戸農園 ヒートポンプ導入による消費者が好む新たなひらたけ作りへの取組 通常

29 R101090043 北海道 北海道 株式会社Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｒｏｐ 2450001011676 冷凍施設導入によるクリスピーバウムクーヘンの増産と新商品開発 通常

30 R101090046 北海道 北海道 有限会社よいところ 3430002029215 セルフオーダーシステム及びクラウド型ＰＯＳレジシステムの導入 新特別 （該当なし）

31 R101090048 北海道 北海道 小野畳店 和とアイヌ文化・伝統の融合による薄型畳や畳雑貨の新商品開発 通常 釧路信用金庫

32 R101090049 北海道 北海道 松浦　司 十勝ブランドの発展を支える「丁寧」がベースのスマート農業転換 通常 帯広信用金庫

33 R101090050 北海道 北海道 佐藤朋康 移動式穀物乾燥機の導入による生産性向上 通常 帯広信用金庫

34 R101090053 北海道 北海道 服部農場 最新高性能ポテトハーベスタ導入による「ＪＡＳ認証馬鈴薯」増産計画 通常

35 R101090055 北海道 北海道 按田農場
石灰散布機導入による作物の品質・生産性向上および離農地の受
入体制構築

通常 帯広信用金庫

36 R101090056 北海道 北海道 永田製飴株式会社 4460301000748 ご当地ソフトキャンディ製造を通じた地域貢献と付加価値向上 通常 北見信用金庫

37 R101090057 北海道 北海道 有限会社サンライズ 3460102006383 個別型自動哺乳ロボットによる省力化と生産性向上 通常 帯広信用金庫

38 R101090059 北海道 北海道 株式会社北一タカハシ建設 5430001031500 宮大工の伝統継承と革新を呼び込む３Ｄ自動切削機導入事業 通常

39 R101090060 北海道 北海道 合同会社旅する木 2430003003459 美しい木の車椅子の製造販売計画 通常 株式会社北海道銀行

40 R101090061 北海道 北海道 株式会社エルム 8430001038360 表紙製作と合紙製本工程の改善によるフォトブック生産性向上事業 通常 北村　耕司

41 R101090062 北海道 北海道 株式会社ドゥテック 7460101000425 ＩＣＴ建機導入による生産性の向上が、永続的な地域の発展に貢献。 通常 帯広信用金庫

42 R101090063 北海道 北海道 桑原冷熱株式会社 9460301000347
当社の使命を実現！３Ｄプリンターによる顧客の多様なニーズの対
応

通常 北見信用金庫

43 R101090066 北海道 北海道 株式会社丸友ホッカイゴム 7430001023487 最新型のコンベアベルト加硫機導入による加硫工程の生産性向上 通常 株式会社北海道銀行

44 R101090070 北海道 北海道 株式会社釧路鉄筋工業所 2460001000488
生産性向上と女性・外国人労働者の活躍を両立する鉄筋加工設備
導入事業

通常 北見信用金庫

45 R101090071 北海道 北海道 株式会社旭広尾エンジニア 5460102006877
３次元測量への対応を実現するレーザースキャナーを活用した測量
体制の確立

通常 帯広信用金庫

46 R101090072 北海道 北海道 神谷農産株式会社 9460101005521 ジャガイモ供給不足に対する十勝産ジャガイモの生産力強化計画 通常 帯広信用金庫

47 R101090074 北海道 北海道 株式会社ニッショウ 5430001048577 道産材比率向上のためのモルダー導入 通常 株式会社北海道銀行

48 R101090077 北海道 北海道 ｏｆｆｉｃｅ　ｓｅＡｓＯｗ 地方クリエーターの味方！リモートにも対応する〈レンタル工房〉 新特別 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ

49 R101090079 北海道 北海道 加藤歯科 地域初！欠損補綴治療における革新的歯科モデル事業 新特別 野竿　健悟

50 R101090082 北海道 北海道 十勝ＣＷ牧場株式会社 6460101006415
酷暑でも快適に！ドライミスト導入による牛舎内環境改善による生産
性向上

通常 帯広信用金庫
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51 R101090086 北海道 北海道 株式会社Ａｓｒｉｓｅｓ 8430001077862 ボトルネック工程解消によるアイスクリーム増産体制の構築 通常

52 R101090089 北海道 北海道 アップル歯科 最新設備の導入による歯科治療の高度化と対人接触の減少 新特別 野竿　健悟

53 R101090090 北海道 北海道 北村林業株式会社 3460101003324
造林作業機械化に伴う生産性向上および林業従事者の労働環境改
善

通常 帯広信用金庫

54 R101090092 北海道 北海道 株式会社ディ・エス・ジー 3460301003644 次世代ドローンと解析ソフトを活用したスマート農業サービス開発 通常 北海道商工会連合会

55 R101090095 北海道 北海道 株式会社ライブアス 3430001079921
現況測量から施工サポートまでをシームレスに請け負う測量サービ
ス

通常 株式会社北洋銀行

56 R101090096 北海道 北海道 株式会社タカフジ 1430001010037
長尺曲げ加工技術の確立による樋門施設向けアルミ製ユニット製品
の生産能力増強

通常 牛腸　真司

57 R101090097 北海道 北海道 株式会社紋別砕石舗道 5450001009577
新型スクリーン導入で再生アスファルト合材増産、オホーツクのイン
フラを守る！

通常 北見信用金庫

58 R101090098 北海道 北海道 瀬古牧場 機械導入による生産プロセス改善で地域資源を活かした収益最大化 通常

59 R101090099 北海道 北海道 株式会社帯広有機 8460101004193
環境へ配慮した肥料製造による労働環境の改善と循環型農業の推
進強化

通常

60 R101090100 北海道 北海道 北海道フード株式会社 3430001041113 新規設備導入による生産ラインの機械化と新規販路の拡大事業！ 新特別 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ

61 R101090102 北海道 北海道 有限会社トヨニシファーム 7460102002255 自社新ブランド「帯広牛」の６次化に向けた加工品製造機械導入 通常 帯広信用金庫

62 R101090103 北海道 北海道 ＡＳＴＲＡ合同会社 8430003010409
「冷凍ピッツァ開発」によるテイクアウト、通信販売など非対面販売の
推進

新特別 室蘭信用金庫

63 R101090104 北海道 北海道 株式会社恵千フーズ 2430001049388 設備導入による⻘果の１．５次加工で付加価値創出と事業拡大！ 新特別 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ

64 R101090105 北海道 北海道 札幌太平デンタルオフィス
口腔内スキャナ導入による歯科治療効率化とポストコロナに対応す
る歯科治療の確立

新特別 野竿　健悟

65 R101090107 北海道 北海道 ｃａｆｅ　ｍｉｌｌｅ　ｆｅｕｉｌｌｅ 日本最大の酪農地帯のブランド化！冷凍設備改善で生産性向上 通常 北海道商工会連合会

66 R101090108 北海道 北海道 株式会社ゲート 2180001108483 非対面広報戦略　ＶＲコマースプロジェクト 新特別 小笠原　一郎

67 R101090110 北海道 北海道 さっぽろデンタルオフィスパートナーズ
最新治療設備を導入と強みを活かした広域からの患者様受入の実
現

新特別

68 R101090113 北海道 北海道 有限会社菊池水産 4460102006812 多魚種対応フィレマシン導入 通常 帯広信用金庫

69 R101090114 北海道 北海道 野澤工業株式会社 4430001073650 ＩＣＴ施工に対応した土木・災害復旧工事プロセス高度化事業 新特別 株式会社北陸銀行

70 R101090115 北海道 北海道 株式会社Ｈａｒａｐｅｃｏ 9430001067540
コロナ禍における弁当事業及び社員食堂事業の業務効率化につい
て

新特別 小黒　耕太郎

71 R101090116 北海道 北海道 株式会社サテライト・ブリッジ 4430001047092 ３次元測量によるレーザスキャナを活用したデータ取得・構築 通常

72 R101090119 北海道 北海道 株式会社有沢精肉店 9460102000174 最新型冷凍庫導入に伴う業務効率化及び生産性向上 新特別 帯広信用金庫

73 R101090122 北海道 北海道 株式会社オフィス・エスエムジー 8430001061750 空撮・潜水ドローン及び無線ＬＡＮラジコンボートを測量業に活用 新特別

74 R101090123 北海道 北海道 北海道プリオン株式会社 4430001038983
住宅宿泊管理事業に特化したオーダーメイドチェックインシステムの
開発

新特別

75 R101090124 北海道 北海道 有限会社アニスト 3430002038372
そば事業の生産プロセス改善による生産性向上と小売事業への進
出

新特別

76 R101090125 北海道 北海道 有限会社あおやま 7430002060645 冷凍自販機での食肉２４時間販売。眠らない食肉小売の新たな取組 新特別 株式会社吉岡経営センター

77 R101090129 北海道 北海道 株式会社マルキン金一水産 5460401001208
サンマに変わる主力事業の生産体制の構築と先代から継承した技術
の革新

通常 株式会社ラコンテ

78 R101090131 北海道 北海道 有限会社黒川薬局 8430002051429 高性能分包機導入による調剤業務の飛躍的な生産性向上事業 通常 空知信用金庫

79 R101090133 北海道 北海道 栗建機工株式会社 1460101000488 ＩＣＴ対応重機導入により、建設業界のＩＣＴ化へ対応する 通常 帯広信用金庫

80 R101090135 北海道 北海道 ロジスティクスワールド株式会社 3430001033143 ＩＴ活用による作業効率と労働環境改善の取組による利益の向上。 通常

81 R101090138 北海道 北海道 右腕カンパニー株式会社 8430001072946
余市ワイン・地域食材テロワール体験×ＩＴ活用サウナ付民泊施設の
滞在型観光事業

通常 株式会社北洋銀行

82 R101090139 北海道 北海道 株式会社イムラ 7430001047560 製麺作業における飛躍的な生産性向上並びに高品質商品製造事業 通常 空知信用金庫

83 R102090001 東北 青森県 株式会社ＡＫＩ建築設計 9420001009758
弘前市初の人工衛星及び最先端受信機活用による「革新的な３次元
設計事業」の展開

新特別

84 R102090002 東北 青森県 愛心堂 移動式ペット火葬設備導入による新サービスの開発及び事業拡大 通常 むつ商工会議所

85 R102090003 東北 青森県 さとうデンタルクリニック 高齢者の歯科治療離れを回避するポストコロナ時代の治療体制整備 通常

86 R102090007 東北 青森県 有限会社ジークフリート 8420002001401 低糖質スイーツ新商品の開発による新規顧客層への販路拡大 通常

87 R102090010 東北 青森県 有限会社若本測量 4420002010034 ＩＣＴ施工との連動に向けた３Ｄスキャナー導入事業 通常 青森県商工会連合会

88 R102090011 東北 青森県 有限会社黒石観光ホテル 5420002015536 老舗旅館が挑む！温泉設備導入によるＣＳ＆ＥＳ向上プロジェクト 通常 株式会社ＡＢＣオフィス

89 R102090013 東北 青森県 株式会社青海商事 4420001016379
液体式急速冷凍機を導入し、青森産の鮮魚を活かした冷凍寿司の開
発

通常 株式会社リアリゼイション

90 R102090014 東北 青森県 有限会社東日本環境保全工業 9420002013981 下水・排水の管路更生フルラインサービス提供体制の確立 新特別
一般社団法人城西コンサルタ
ントグループ

91 R102090016 東北 青森県 有限会社ヨシモトミート 9420002010434
冷凍肉スライサー導入により生産性を向上させ安心安全なお肉を学
校給食や地域住民に提供する事業

通常 青い森信用金庫

92 R102090017 東北 青森県 株式会社竜飛精工 1012402003033
ワイヤ放電加工機導入による加工精度の向上と金型一貫生産シス
テムの構築

通常

93 R103090001 東北 岩手県 有限会社佐藤自動車 7400002009851
強みを活かした雪に強い当社独自の塗装サービス提供による販路開
拓

通常 岩手県商工会連合会

94 R103090002 東北 岩手県 株式会社与作 5400001015167 高性能木材破砕機導入によるチップ製造販売事業 通常 岩手県商工会連合会

95 R103090003 東北 岩手県 株式会社マルシン 5400001004319 移動式無人見積・診断システムによる販路開拓 新特別 岩手県商工会連合会

96 R103090004 東北 岩手県 昆　デンタルクリニック
最新機器導入と呼吸器科医との連携により地域医療体制強化を実
現

新特別

97 R103090006 東北 岩手県 株式会社エヌティーコンサルタント 6400001000333 グリーンレーザー導入による作業効率向上と災害対応トップ企業へ 通常 株式会社北日本銀行

98 R103090007 東北 岩手県 グラスファームマンゾー 多様な顧客ニーズに対応できるガラス製品生産体制のマルチ化 通常 岩手県商工会連合会

99 R103090008 東北 岩手県 有限会社藤工 6400002004705 ポータブル蛍光Ｘ線分析装置導入によるＲＰＦ生産プロセスの改善 通常

100 R103090009 東北 岩手県 アツデン株式会社 4012401012156
小型回路基板開発と試作品開発による生産性向上とコロナ対策の強
化

新特別
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101 R103090011 東北 岩手県 有限会社哲学堂 5400002002164 ＩＴ人材向けスキルシートのアプリケーション開発 新特別

102 R103090013 東北 岩手県 株式会社おおのミルク工房 4400002013352 ２ライン・６分岐自動洗浄工程による生産効率の向上及び売上拡大 通常 岩手県商工会連合会

103 R103090014 東北 岩手県 ロッツ株式会社 9402701000535 スマホアプリ「りもっと」によるリモート・リハビリ事業の構築 新特別 岩手県商工会連合会

104 R103090015 東北 岩手県 株式会社プラザ企画 8400601000276
急速冷凍で生産性向上、地元食材を活用した弁当事業で地域活性
化に貢献

新特別 株式会社シャイン総研

105 R103090016 東北 岩手県 株式会社丸ノ内工芸 2011601006416 サーキュラーエコノミーを実現する連携型再生樹脂加工体制の構築 通常 青山　裕之

106 R103090017 東北 岩手県 ニッコー・ファインメック株式会社 8400501000541 小型家電リサイクル工程における省人化処理ラインの新設 新特別

107 R103090020 東北 岩手県 丸友しまか有限会社 1400002010823
強みの商品開発力×機会の高品質冷凍設備で新商品新市場への
進出

通常
公益財団法人いわて産業振
興センター

108 R103090021 東北 岩手県 株式会社東洋技研 9400001005395 精密加工・高精度溶接と細径パイプ加工融合による生産性向上確立 通常
一般社団法人ビジネスサポー
ト花巻

109 R103090024 東北 岩手県 有限会社清水川養鱒場 4400002007627
チョウザメの人工孵化からキャビア生産販売まで、一貫生産・販売体
制の確立

通常 岩手県商工会連合会

110 R104090002 東北 宮城県 株式会社スタートゲート 2370001046219 会員管理システムと顔認証技術の融合でフィットネスジムのＩＴ化 通常

111 R104090004 東北 宮城県 杉山水産株式会社 7370302001355
漁網の洗浄作業効率軽減による労働環境の改善及び活き餌の生産
性向上計画

新特別 株式会社七十七銀行

112 R104090005 東北 宮城県 株式会社仙台マエダ 9370801000129 曲げ工程の集中強化による大型製品増産体制の構築 新特別 株式会社ゼロプラス

113 R104090006 東北 宮城県 株式会社人来田興産 6370001002127 先進運転システム車への対応を早期に確立し差別化を図る！ 通常 株式会社東邦銀行

114 R104090007 東北 宮城県 株式会社リセルバー 2370001017871 省スペース化を実現した高性能汚泥脱水ユニットの開発 通常

115 R104090010 東北 宮城県 株式会社大沼製菓 4370301000303
需要拡大が見込まれる冷凍和菓子の通信販売等に対応する生産・
開発体制強化計画

新特別 株式会社七十七銀行

116 R104090012 東北 宮城県 共栄電資株式会社 8011101005466 プリント配線板表面加工の高度化による品質レベル・生産性の向上 通常
北辰コンサルティング株式会
社

117 R104090013 東北 宮城県 株式会社ダストボックス 1410001011912
補綴構造設計士の技術とデジタル技工でデンチャー製作モデルの確
立

新特別

118 R104090016 東北 宮城県 株式会社にきどうぶつ病院 5370001042867
がん治療において「発見」から「完治」までをワンストップで演出する、
次世代型動物病院へ

新特別 株式会社ＨｉｇｈＡｄｏｐｔｉｏｎ

119 R104090018 東北 宮城県 虹の丘デンタルクリニック 今後の超高齢化社会にも対応した革新的な機能矯正の実現 新特別

120 R104090019 東北 宮城県 三和工業株式会社 1370201002261
恒久型電子機器輸送・据付用治具製作のための研磨・塗装技術革
新事業

通常
株式会社ABKビジネスパート
ナーズ

121 R104090021 東北 宮城県 株式会社サトウ自動車 9370001044810 車検業務プロセスの改善、ＡＤＡＳ車両の修理作業の高精度化 通常 株式会社七十七銀行

122 R104090023 東北 宮城県 株式会社どんぐり 6370001042718 ＩＴおよびセルフを活用したコロナ時代の非接触ＩＴ整骨院の展開 新特別
公益財団法人みやぎ産業振
興機構

123 R104090025 東北 宮城県 株式会社村田工務所 9370201000472 建設ＩＣＴ活用による生産性向上と技術継承、労働環境改善の実現 通常 古川商工会議所

124 R104090026 東北 宮城県 有限会社今野製作所 3370102001674 耕作放棄地において菌床しいたけ栽培コンテナ施設設置事業 通常

125 R105090003 東北 秋田県 東海林刺しゅう
待てない生活者へ　印刷加工内製化によるタオルの超短納期・極小
ロット生産

新特別
株式会社ビジネスリノベーショ
ン

126 R105090004 東北 秋田県 合資会社釈迦内の車屋さん 4410003001306 電気自動車普及を見越した車検の内製化による短納期化への挑戦 通常 株式会社アークス

127 R105090005 東北 秋田県 中央鋼建株式会社 8370001005565
高効率の３枚はプレスブレーキを秋田工場に導入し、生産性を大幅
に向上させる

通常 田中　宏司

128 R105090006 東北 秋田県 Ｔａｋａｍｉｔｕ株式会社 1410001008256 飛行制御２周波ＩＭＵやクラウド活用による測量非対面ＩＴ化事業 新特別

129 R105090007 東北 秋田県 有限会社トップギア 5410002013953
最新ドローンとクレーン装置を活用した大規模事故における生産性
向上への挑戦

通常 株式会社アークス

130 R105090009 東北 秋田県 有限会社セラヴィ 6410002005165 菓子作り工程の革新化による生産性向上と商品開発力の強化 通常 株式会社秋田銀行

131 R105090013 東北 秋田県 Ｋｉｖａｎａ株式会社 4410001011884 ウィズコロナ時代の非対面型顧客提案ツールの導入 新特別

132 R105090014 東北 秋田県 株式会社ファイブ・テック 4030001031046 ３Ｄ形状樹脂パーツへの印字方式の効率化及び付加価値提供 通常 株式会社武蔵野銀行

133 R105090015 東北 秋田県 佐々喜興業株式会社 6410002001718 型鋼材切断加工ラインの革新化による速度及び精度の飛躍的向上 通常 株式会社秋田銀行

134 R105090017 東北 秋田県 株式会社杢 4410001012858
地元素材の付加価値を高める新ジャンルのお酒“ハードサイダー”醸
造事業

通常 株式会社秋田銀行

135 R105090018 東北 秋田県 千歳盛酒造株式会社 1410001006565
仕込時の自動温度管理と低温保存による輸出用高付加価値酒の生
産

通常 株式会社秋田銀行

136 R105090019 東北 秋田県 株式会社すずまん 4410001011736
腹腔鏡手術システム導入による予防医療と診断的治療の高度化展
開

新特別 米倉　徹

137 R105090021 東北 秋田県 有限会社伊藤漬物本舗 8410002008117
自社商品の伝統食「漬物」と「燻す」の技術を新たな企画で東京展開
を実現する。

通常 株式会社秋田銀行

138 R106090002 東北 山形県 株式会社辰勇 8390001008401 カーエアコン整備方法の革新と認証工場取得による生産性向上 通常 山形県商工会連合会

139 R106090003 東北 山形県 株式会社大風印刷 9390001000308
印刷色のコントロールを数値で押さえる「印刷物の工業製品化」の実
現

通常

140 R106090004 東北 山形県 三晃精密工具株式会社 8020001066279 ＣＮＣ工具研削盤導入による刃溝研削加工の自動化 通常

141 R106090006 東北 山形県 株式会社ワコー 9390001012170
自動３軸ドリルマシン導入による建設鉄骨製造の生産性向上、高精
度化とＳＤＧｓ対応

通常 株式会社山形銀行

142 R106090009 東北 山形県 有路精機 生産性の向上を図り半導体関連の部品製造に取り組む 新特別 株式会社フラッグシップ経営

143 R106090010 東北 山形県 有限会社マエダ 7390002011727 両頭側面フライス盤導入による新生産方式の導入と売上拡大 通常 株式会社山形銀行

144 R106090011 東北 山形県 株式会社出羽紙器製作所 3011401004362
段ボール業界初の検査機導入で生産性向上及び高収益製品へシフ
ト

新特別 株式会社匠コンサルティング

145 R106090012 東北 山形県 東北シルク株式会社 7390001004244
ＵＶ硬化インクプリンタ導入で印刷自動化と環境問題に関心の高い企
業からの受注拡大

通常 株式会社荘内銀行

146 R106090016 東北 山形県 斎藤製麩所 「麩のスイーツ」の内製化とオリジナル商品開発による販路拡大 通常 株式会社山形銀行

147 R106090018 東北 山形県 有限会社スガイ 9390002003251
再生可能エネルギー風力発電部品の高品質高性能高効率化の製造
実現

通常

148 R106090019 東北 山形県 中村電機工業株式会社山形工場 9390001008623 輸入依存していた高精度アルミヒートシンク加工品の製造技術確立 新特別
株式会社市岡経営支援事務
所

149 R106090025 東北 山形県 株式会社わだ電気設備事務所 4390001002382
ドローンと搭載するカメラを用い業務の安全性・効率性を高め、且つ
新たな業務に進出する。

通常 株式会社山形銀行

150 R106090027 東北 山形県 ムラタ畳店
高熱伝導率のアルミ素材を活用した、洋風住宅と親和性の高い畳の
製販に挑戦

通常 株式会社シャイン総研

3 / 45



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

151 R106090029 東北 山形県 株式会社シェ・ミオ 9390001015495 洋菓子屋が挑む地域課題を解決するための野菜ジェラートの開発 通常

152 R106090030 東北 山形県 株式会社アール 6390001016109
最新型アングルバーチカルカッター導入で椅子等のウレタン加工の
効率化による売上拡大

通常 株式会社荘内銀行

153 R106090031 東北 山形県 白谷ボデー株式会社 4390001013462 鈑金塗装・特定整備に一貫対応する大型車特定整備センターの設立 通常

154 R106090032 東北 山形県 株式会社たたみの小池 2390001008191
畳の心地よさを届けたい！「やわらか快適畳」で快適なおうち時間を
提供

通常 株式会社シャイン総研

155 R107090001 東北 福島県 有限会社宗像畳店 6380002006951 高品質化、生産性向上、オーダー畳対応力向上と事業継承の実施 通常
福島商工会議所 中小企業相
談所

156 R107090002 東北 福島県 株式会社興林 6010501003701 レーザースキャナー付きドローンを活用した革新的測量導入計画 通常

157 R107090003 東北 福島県 株式会社奈良屋 5380001019187 新型そば製粉機導入による原料そば粉の品質向上及び安定化事業 通常

158 R107090004 東北 福島県 有限会社橋本板金工業所 3380002011533 高性能最新切断機導入による高速化・高精度化で目指す地域トップ 通常 福島県商工会連合会

159 R107090006 東北 福島県 株式会社なごみ 5380002015862 最先端３次元スキャナーの導入によるＩＣＴ化と街づくりへの貢献 通常 滝田　薫

160 R107090007 東北 福島県 株式会社鶴我 7380001018352 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 通常

161 R107090008 東北 福島県 有限会社田﨑デンタルラボラトリー 7380002032393
歯科用３Ｄプリンター導入による生産性向上や歯科技工士の確保の
実現

通常 山田　盛史

162 R107090010 東北 福島県 松﨑畳店 最新鋭の畳製造機器導入での薄畳製造による新規顧客開拓 通常 野竿　健悟

163 R107090011 東北 福島県 ファミリー歯科クリニック
歯科用ＣＴ導入による難治性根管治療等の高度化とＣＡＤ／ＣＡＭ冠
製作の効率化

新特別

164 R107090012 東北 福島県 阿部歯科医院 ＣＴ等導入で顧客ニーズに応える治療範囲拡大と感染症対策を推進 新特別

165 R107090014 東北 福島県 太田材木店 ウッドショックに対応するためのコスト削減及び販路拡大計画 通常 福島県商工会連合会

166 R107090015 東北 福島県 株式会社ミツヤ 5380001020500 ＩＣＴバックホウ導入による無電柱化工事対応と作業環境改善 通常 福島県商工会連合会

167 R107090016 東北 福島県 株式会社小沢鉄工所 8380001018839
ノンスカラップ工法への自社対応による橋梁鉄骨・鉄骨耐震補強事
業の展開

新特別 経営ビューイング株式会社

168 R107090017 東北 福島県 株式会社郡山鉄工所 2380001005215 溶接ロボット導入による超高品質・短納期製造への対応 新特別 郡山商工会議所

169 R107090019 東北 福島県 ニイダ麵販株式会社 7380001006092 冷凍焼き鳥の生産一貫体制の構築と新市場の開拓 新特別 滝田　薫

170 R107090020 東北 福島県 福島中央どうぶつクリニック 県内未稼働のＣＴ装置の導入による地域動物医療の発展向上 通常 新城　太規

171 R107090030 東北 福島県 アイネット株式会社 9380001018251 クラウドを利用した多拠点間の顧客管理と災害時の事業継続の実現 通常 有限会社クレメンティア

172 R107090031 東北 福島県 有限会社かねいし工業 2380002023042
精度・生産数向上による刃物の長寿命化および短納期確立への取
組

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

173 R107090032 東北 福島県 有限会社宮古プラスチック 3380002034229
小ロット多品種生産を実現する射出成形機の導入と生産性向上の実
現

新特別 有限会社クレメンティア

174 R107090035 東北 福島県 株式会社北伸 2380001011601
最新のＩＴ技術を導入したプラスチック部品製造現場のＤＸにより、生
産性向上と商圏拡大を実現！

通常 菅野　浩司

175 R108090001 関東 茨城県 三友測量設計株式会社 1050001009118
人工衛星及び最先端レーザー技術による革新的な地域開発事業の
構築

新特別

176 R108090002 関東 茨城県 高木歯科医院
多様な顧客ニーズに対応できる医院体制・感染対策の強化を目的と
したＣＡＤ／ＣＡＭ導入

新特別 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

177 R108090006 関東 茨城県 株式会社ニッセー技研 2030001064576
新型放電加工機導入と製造プロセス改善による精密順送金型の品
質向上と生産性向上

通常 有限会社三井経営研究所

178 R108090009 関東 茨城県 富士化学工業株式会社 8040001018229 自動計量設備の刷新による生産性向上と顧客の利便性向上の取組 通常 合同会社バリューアップ

179 R108090011 関東 茨城県 株式会社ヤマナカ 6050001032701 ボトルネック工程の生産性向上による倉庫・建機需要増への対応 通常 株式会社ゼロプラス

180 R108090012 関東 茨城県 株式会社亞利乃 1050001031303
整骨院知見で挑むコロナ対応革新的デジタル難治性要介護者自律
歩行事業

新特別

181 R108090013 関東 茨城県 タキタデンタルクリニック
設備導入による「感染対策を伴った治療サービスの構築」と「根管治
療の高度化」

新特別 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

182 R108090014 関東 茨城県
合同会社ベストランドフードクリエイトパート
ナーズ

9050003001809 配膳・清掃ロボットを活用した飲食店運営業務のサービス品質向上 新特別

183 R108090016 関東 茨城県 取手アルフォン動物病院 他院では見られない、無麻酔歯科レントゲンの取組み 通常

184 R108090017 関東 茨城県 株式会社山口ｆａｒｍ 9050001043860 ＩｏＴ活用によるレンコンのスマート栽培で効率・品質向上と遠隔作業 新特別

185 R108090020 関東 茨城県 かわしま歯科医院
歯科金属アレルギー治療への早期対応により患者の不安・不快を直
ちに取り除く

新特別

186 R108090023 関東 茨城県 大川友一 有機肥料を使用した革新的生産方法によるブランドねぎの開発 通常 芦田　恒志

187 R108090026 関東 茨城県 株式会社サンエイテック 5050001005113 マジックカット専用スリッター導入による労働生産性向上と販路拡大 通常
株式会社ひたちなかテクノセ
ンター

188 R108090027 関東 茨城県 三ケ尻工業株式会社 3010401028504 板金加工工程の一部統合による生産性および品質のさらなる向上 新特別 株式会社ゼロプラス

189 R108090028 関東 茨城県 株式会社オオキ 7050001032774
空気圧機器向け部品の多工程生産短縮に向けた設備導入と加工技
術の確立

通常

190 R108090030 関東 茨城県 有限会社大友製作所 7010502001991 新型ロータリーアクチェータの複雑形状加工の実現と製造環境改善 新特別

191 R108090031 関東 茨城県 有限会社小谷野製作所 1050002043710 トレーラーハウス架台の新規事業へ向けた大型溶接ロボットの導入 新特別 茨城県信用組合

192 R108090032 関東 茨城県 株式会社そう 3050001039807 茨城県初　非接触型・２４時間営業のゴルフ練習場 通常 小林　淳

193 R108090033 関東 茨城県 有限会社茨城電機工業 3050002037537 加工精度、品質の安定化及びリードタイム削減による効率化 通常 茨城県商工会連合会

194 R108090034 関東 茨城県 株式会社百代テクノクリーン 6050001046016 新システム導入によるコロナ感染防止力強化と業務提案力の向上 新特別
一般社団法人城西コンサルタ
ントグループ

195 R108090035 関東 茨城県 株式会社羽生工務店 1050001021568
ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ（建設生産性革命）への対応および人材育成の仕
組みの確立

通常

196 R108090036 関東 茨城県 株式会社フクダ 1050001026575
線材加工機ストリップ設備導入による、高効率線材材加工プロセス
の構築

通常

197 R108090038 関東 茨城県 株式会社ＯＲＩＧＩＮＡＬＺ 1050001049386
環境保全と高品質な塗装を効率的に行う水性塗料自動車塗装サー
ビス

通常

198 R108090039 関東 茨城県 有限会社ビーエヌスポーツ 6050002017949
塗装技術向上による自社オリジナル自動車パーツの革新的生産プロ
セス構築事業

新特別

199 R108090041 関東 茨城県 株式会社大久保 4050001000577 ＮＣボーリングマシン導入によるサプライチェーン最適化への取組 通常 鯉沼　和久

200 R108090042 関東 茨城県 株式会社小名屋 8050001007189 水産加工品の国内加工ニーズ拡大対応のための生産体制刷新計画 新特別 株式会社常陽銀行
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201 R108090043 関東 茨城県 株式会社化研 6050001000658 アスベスト分析技術の獲得による健康被害の防止 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

202 R108090045 関東 茨城県 有限会社こうじや 8050002009226 弁当総菜の冷凍パック販売による食品廃棄ロスの削減と利益向上 通常

203 R108090046 関東 茨城県 有限会社蓑田製作所 8040002091778
高精度な加工技術の確立を契機とする新規受注の獲得と生産性の
向上

通常

204 R108090047 関東 茨城県 有限会社古関製作所 8050002042020
デスクロータリー１軸ＮＣ付油圧プレス導入による、建築用４ｍ材加工
体制確立

通常

205 R108090050 関東 茨城県 有限会社尾見製作所 7050002043069
特殊ＮＣ旋盤導入と独自改善による長尺シャフトの生産性向上と売
上拡大

通常

206 R108090051 関東 茨城県 嶋田畳店
もう転んでも怖くない、快適で安心安全な住環境を自ら提案できる畳
店へ

新特別 株式会社シャイン総研

207 R108090052 関東 茨城県 東京王冠株式会社 3010601005253 ワックス塗布の電気乾燥炉化による生産性向上＆「美術缶」の強化 通常 株式会社ＧＩＭＳ

208 R108090053 関東 茨城県 有限会社結城測量設計 1050002045079 最新型ドローンを利用した測量システムの構築で生産性・売上向上 新特別 西尾　忍

209 R108090054 関東 茨城県 株式会社ハーベストジャパン 4050001011814 抜き工程及び溶接工程への設備導入による高効率化と感染対策 新特別

210 R108090055 関東 茨城県 株式会社伊藤鋳造鉄工所 3050001004843 Ｍｇワイヤー法導入による黒鉛球状化プロセスの工程能力向上 通常 株式会社常陽銀行

211 R108090056 関東 茨城県 栗山工業株式会社 2050001010207 ３次元測量の活用による中小規模建設工事における生産性向上 通常 茨城県商工会連合会

212 R108090057 関東 茨城県 ゴンドラ工業株式会社 1010001043772
スナップボタン品質向上でのメディカル・ヘルスケア分野による受注
拡大

通常

213 R108090058 関東 茨城県 株式会社横谷紙器製作所 8010801012409 接着工程の革新による長尺ダンボールの生産性および品質向上 通常 株式会社知好楽ネットワーク

214 R108090059 関東 茨城県 東洋発條工業株式会社 5011801003251 熱処理工程の改善により競争力強化を目指す 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

215 R108090060 関東 茨城県 株式会社ＷＡＭＳ 6050001030317
「いばらきＨＡＣＣＰ」取得による高度殺菌体制と「蒸留水」製造環境の
改善による生産性向上の確立

新特別
株式会社ケーエーマネジメン
トオフィス

216 R108090061 関東 茨城県 有限会社イチカワ企画 2050002010940 ケガ＆フレイルトータルケアの高気圧ボックス・低酸素ルーム導入 新特別 土浦商工会議所

217 R108090063 関東 茨城県 瑞井精工株式会社 9050001026584 次世代精密金型ストローク用　高機能ローラーの開発 通常

218 R109090002 関東 栃木県 株式会社アミノ 6060001008015
大手洋菓子メーカーとの連携による新味覚フレーバーのザラメせん
べいの商品開発と量産体制の確立

通常 株式会社足利銀行

219 R109090004 関東 栃木県 株式会社ＪＰクレスト 7060001028482 安心安全、プラットフォームを活用した非対面での資金調達支援 新特別

220 R109090005 関東 栃木県 有限会社黒田プラスチック工業所 7060002036006
時代に適合した非接触型製品の導入に貢献する透明樹脂パネルの
品質向上

新特別 竹野谷　周久

221 R109090008 関東 栃木県 株式会社大宝工業 6020002073152
高精度樹脂計量技術等を活用したＮゲージ製品等の品質向上と生
産拡大

通常 竹野谷　周久

222 R109090009 関東 栃木県 株式会社アルティ 5060001028492 コンピューターミシン導入による自働化と販路開拓による売上向上 通常
株式会社ＵＩ志援コンサルティ
ング

223 R109090011 関東 栃木県 みき・さくら歯科 設備導入による感染リスク低減と新規患者への訴求力向上 新特別 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

224 R109090012 関東 栃木県 株式会社膳 1060001023497 製麺と調理の工程革新で独自性に富むラーメン提供プロセスの確立 新特別 株式会社足利銀行

225 R109090013 関東 栃木県 有限会社浦澤製作所 5060002027898
車載用鉛蓄電池の品質及び生産性向上に寄与する革新的金型の試
作開発

通常 足利小山信用金庫

226 R109090014 関東 栃木県 有限会社丸岩鉄筋工業 7060002011256
ＥＣ向け物流倉庫ニーズに対応した鉄筋切断の自動化による効率
化・省力化の推進

新特別 若杉　拓弥

227 R109090015 関東 栃木県 株式会社みのり 3060001012093
店舗業務支援システム導入による業務改善、そして「攻め」の営業体
制確立へ

通常 株式会社足利銀行

228 R109090020 関東 栃木県 有限会社日光パック 5060002007009 多様な素材への箔押し技術確立による新商品展開・提案力強化 通常

229 R109090021 関東 栃木県 黒澤製麵所 オリジナルうどんと小麦粉の輪。製粉機導入で品質・生産性向上 通常

230 R109090023 関東 栃木県 有限会社佐々忠給食センター 7060002017261 最新機器導入による生産性向上で、高付加価値メニュー開発を実現 新特別 株式会社筑波銀行

231 R109090026 関東 栃木県 株式会社日東製作所 4060001016564 ロボット部品の多品種生産体制構築及び非対面加工の実現 通常

232 R109090027 関東 栃木県 日章機械株式会社 3013301009573 移動型の協同ロボットシステムの開発 通常
税理士法人仲田パートナーズ
会計

233 R109090028 関東 栃木県 株式会社八興 9060001003673 高精度ＩＭＵ操縦技術習得による非対面型測量の高度化事業 新特別

234 R109090029 関東 栃木県 有限会社佐藤精機 2060002013959 ４軸対応マシニングセンタ導入での利益率向上と新分野進出 通常

235 R109090030 関東 栃木県 サンリード株式会社 1060001019652
資源循環型社会の実現に向けたアテリアルリサイクル製品の製造販
売

通常

236 R109090031 関東 栃木県 株式会社チーズ工房那須の森 1060001026483 日本のチーズ文化を育て、豊かな食の体験を作るＳＤＧｓな取組 通常 石田　信行

237 R109090033 関東 栃木県 あおやぎオーラルクリニック 最新鋭の設備と最新の技術でつくる患者様中心システム 新特別

238 R109090034 関東 栃木県 手塚建材
木質チップ堆肥製造への参入で　第２の売上構築と収益性向上を図
る

通常 齊藤　祐一

239 R109090036 関東 栃木県 有限会社アイ・ケー・イー 8060002000514 最新のＮＣ旋盤の導入によるステンレス切削加工革命 通常

240 R109090037 関東 栃木県 有限会社池田屋商店 2060002013711
印字機能付自動包装機導入による感染リスク低下及び製造工程改
善

新特別 スズカ税理士法人

241 R109090038 関東 栃木県 株式会社ＧＯＯＤＮＥＷＳ 5060001033220
那須に新しい街「ＧＯＯＤ　ＮＥＷＳ」をつくり循環型の体験観光をはじ
める

新特別 合同会社うしお事務所

242 R109090039 関東 栃木県 有限会社藤田製作所 3060002007852
生産性向上のための小径刃物を活用した高回転切削加工技術の確
立

通常

243 R109090041 関東 栃木県 株式会社トーカイ・エム 7060001003171
医療・化粧・日用品向け、チューブキャップ（ヒンジキャップ）の量産化
の実現

通常 株式会社群馬銀行

244 R109090042 関東 栃木県 やす・かずＣｈａｒｍ歯科 食事指導システムの構築で全身の健康をサポートできる歯科医院へ 新特別

245 R110090002 関東 群馬県 有限会社岸木工 4070002026140 注文家具製造の小規模事業者が取り組む継続的な革新事業 通常 群馬県商工会連合会

246 R110090003 関東 群馬県 有限会社上田製作所 7070002028175 ファイバーレーザ加工の自動化による交通インフラ事業への転換 新特別 株式会社ゼロプラス

247 R110090004 関東 群馬県 株式会社タナカ精機 1070001011807
大径寸法に対応した最新のＣＮＣ自動旋盤の導入により、コロナに対
応するエアコン向け電磁膨張弁部品の製造を行う。

通常 立野　靖人

248 R110090005 関東 群馬県 株式会社吾妻浄化槽管理センター 2070002036166 最新高圧洗浄車ユニット導入による排水管清掃の生産性向上計画 新特別 株式会社東和銀行

249 R110090006 関東 群馬県 株式会社ジャングルデリバリー 9070001033785
環境配慮型オリーブ事業実現に向けた、生産性を向上させる改良型
搾油機の導入

通常 館林商工会議所

250 R110090007 関東 群馬県 株式会社興洋 6070001001200
芯材成形の少量多品種加工化と繁忙期の増産対応により生産性の
向上を図る

新特別 群馬県商工会連合会
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251 R110090008 関東 群馬県 内外機工有限会社 8070002011262
ネットワーク対応ベンダーの導入による半導体製造ライン部品の生
産体制構築

新特別 株式会社東和銀行

252 R110090010 関東 群馬県 有限会社関口ダイカスト工業所 6070002021156 ダイカストの不良削減と生産効率向上を両立する生産システム構築 通常

253 R110090011 関東 群馬県 有限会社平岡プラスチック 4070002011720 当社オリジナルのゼロ圧成形による新生産方式へのチャレンジ 通常 竹野谷　周久

254 R110090012 関東 群馬県 加藤金属工業株式会社 8070001011676
高級筆記用具の複雑立体造形加工を実現する２次加工と検査の強
化

通常 株式会社エフアンドエム

255 R110090013 関東 群馬県 株式会社ＶｅｒＷｉｎ 8070001036203 車の見えない不安を数値化により解消する車内快適クリーン事業 通常

256 R110090014 関東 群馬県 井田印刷工業株式会社 9070001000298 環境配慮型製品の生産体制整備と、短納期・小ロットへの対応 新特別

257 R110090017 関東 群馬県 かのうや 地域初。巣ごもり消費対応の商品開発、新規設備導入による量産化 新特別 群馬県商工会連合会

258 R110090018 関東 群馬県 Ｓｗｅｅｔ　Ｂａｕｍ株式会社 5070001035075 オーダーメイドのバームクーヘンＯＥＭ浸透作戦 通常

259 R110090019 関東 群馬県 日邦工業株式会社 4010801009433
三次元測定機の技術向上による半導体製造装置大型ワーク受注拡
大

通常 けいあい税理士法人

260 R110090020 関東 群馬県 株式会社寺島製材所 1070001017804 ６軸プレーナー＆モルダー導入による内装材加工プロセスの高度化 通常
ぐんぎんコンサルティング株
式会社

261 R110090021 関東 群馬県 有限会社有美 3070002025077 綿用インクジェットを数種の繊維に染着させる類の無い転写開発 通常

262 R110090022 関東 群馬県 有限会社藤本アニマルクリニック 8070002011832
獣医眼科での高精度検査機と４Ｋ手術顕微鏡で極小病変手術を実
現

新特別

263 R110090023 関東 群馬県 エム・エフ
高機能化・低負荷環境下で不良発生ゼロによる生産性向上への取
組

通常 群馬県商工会連合会

264 R110090024 関東 群馬県 株式会社Ｋ・テクノ 3070001029830
配管スペースの省スペース化を可能とする真空バタフライバルブ向
けフランジの製造

新特別 立野　靖人

265 R110090025 関東 群馬県 株式会社ＡＮ 1070001035186
歯科技工所の開設、技工物の提供による歯科医療の質向上への貢
献

新特別

266 R110090028 関東 群馬県 株式会社荻野商店 6070001012016 こんにゃく粉の多用途化に対応する低コンタミ・多形態製品の開発 通常 しののめ信用金庫

267 R110090031 関東 群馬県 有限会社荻原製作所 5070002021058
内製化による短納期化と精度の向上につながる生産性向上技術の
確立

通常 群馬県商工会連合会

268 R110090032 関東 群馬県 株式会社小林自動車ボデー 9070001006923 トラックロードサービス導入によるサービス拡大・向上計画 通常 小川秀樹

269 R110090034 関東 群馬県 日本農芸株式会社 3070001032322 自動包装機導入による省力化と限界生産数の向上及び販路開拓 通常 税理士法人タックス総研

270 R110090035 関東 群馬県 株式会社浦和製作所 9030001000863 高速・微細加工工法の確立と超精密部品の事業化への取り組み 通常

271 R110090038 関東 群馬県 たじま歯科クリニック ＣＴ・３Ｄプリンターを活用した睡眠時無呼吸症候群用ＯＡの製作 通常
株式会社リアルコンテンツジャ
パン

272 R110090039 関東 群馬県 小森谷精工株式会社 4070001018238 顧客からの要望に応える超精密金型加工の実現よる売上拡大事業 通常 群馬県商工会連合会

273 R110090042 関東 群馬県 有限会社秋山疊工店 4070002025811 畳の生産能力の強化と抗ウイルス処理を実現 新特別 株式会社アルマ経営研究所

274 R110090044 関東 群馬県 タカシ製作所株式会社 1070001035995
最新ＣＮＣ旋盤導入に伴う新生産システム移行によるウォーターバル
ブの製作

通常 ペンデル税理士法人

275 R110090045 関東 群馬県 株式会社永井自動車 4070001021233
増加するＡＳＶ車に向けた、安心安全高精度なカメラ・センサー補正
サービスの確立

通常

276 R110090050 関東 群馬県 株式会社東広 8070001013581 高品質冷凍技術導入による販路の拡張と内製化の促進 通常

277 R110090051 関東 群馬県 株式会社ハートテック 7070001037425 自動車整備業務のリモート型顧客対応システムによるデジタル化 通常 株式会社東和銀行

278 R111090005 関東 埼玉県 有限会社宮内鉄工 6030002107512
難削材フランジと高精度スプリング製造による売上高増加と生産性
向上を目的としたＣＮＣ旋盤導入

新特別

279 R111090009 関東 埼玉県 株式会社キタムラ 5030001090702 軽量鉄構造向け新型耐力壁の開発 通常

280 R111090010 関東 埼玉県 株式会社野尻光機 3030001129931
測定の高度化で生産性の向上と水力発電用難加工部品の量産を実
現

新特別

281 R111090012 関東 埼玉県 株式会社鶴田フーズ 7030001086450
「ヤサイな仲間たちファーム」からの深谷ブランド野菜のマーケット拡
大と電解水野菜の認知度向上

通常 株式会社足利銀行

282 R111090016 関東 埼玉県 富士鋼工業株式会社 6030001076915 高精度曲げ加工によるユニット屋根材工法の確立 通常

283 R111090017 関東 埼玉県 千代田鋳造株式会社 6030001057386 ＥＶ車載アルミ部品受注を目指し、アルミ鋳造品生産プロセスの改善 新特別

284 R111090020 関東 埼玉県 株式会社Ｃａｒｂｏｎ 8030001128524 インタラクティブ多視点映像の試作品及び映像配信システムの開発 通常
ネオフライトクリエイションズ株
式会社

285 R111090021 関東 埼玉県 有限会社服部製作所 2011802017328
物理的な対人接触を減じる特殊素材の複雑・高精度な連続加工技術
の確立

通常

286 R111090023 関東 埼玉県 株式会社坂田測量設計事務所 7030001031299 需要高まる３次元測量対応と災害時の測量体制強化の確立 新特別 株式会社常陽銀行

287 R111090024 関東 埼玉県 株式会社エミール 3030001044395 所沢農産物を使用したテリーヌショコラの商品化とハイブランド化 通常 所沢商工会議所

288 R111090027 関東 埼玉県 協立ダイカスト株式会社 3011401001715 ダイカスト製造の独自技術と最新設備導入による品質・生産性向上 通常
一般社団法人城西コンサルタ
ントグループ

289 R111090033 関東 埼玉県 有限会社橋本製作所 4030002010973
水素燃料電池輸送機等（ＦＣＶ）用動力伝達機構部品の精度向上事
業

新特別
ひまわり経営サポート株式会
社

290 R111090034 関東 埼玉県 彩の森動物病院株式会社 5030001105988 町の動物病院が実現する大学病院並みの画像診断〜周術期 通常 伊藤　洋介

291 R111090035 関東 埼玉県 株式会社アキテック 5030001035780
ＯＡ機器や建機その他の生産設備並びに木造高層ビルを支える細物
長尺六角ボルトの生産体制の構築

新特別 株式会社エフアンドエム

292 R111090036 関東 埼玉県 株式会社ディーオーエス 5030001039831 急成長中のレンタカー業界に特化した車検工場及びサービスの新設 通常

293 R111090037 関東 埼玉県 株式会社日さく 6030001009800 集水井、特殊土木工事生産性向上のためのレーザースキャナ導入 新特別

294 R111090038 関東 埼玉県 株式会社建林松鶴堂 2010501007771 新製法の漢方薬品開発販売及び製造工程の改善による収益力強化 通常 株式会社武蔵野銀行

295 R111090042 関東 埼玉県 株式会社関東カーボンエンジニアリング 7030001072418 ＣＳＲＰヒーター鏡面加工技術で、半導体高純度ＳＩ製造に寄与する 通常 株式会社東和銀行

296 R111090043 関東 埼玉県 クローバー歯科クリニック ＣＴ・スキャナ導入による院内完結型根管治療の実現 新特別 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

297 R111090045 関東 埼玉県 清水歯科医院
ＣＴ設備導入による感染リスクを最小限に留めた利便性の高い治療
プロセスの構築

新特別 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

298 R111090047 関東 埼玉県 竹島精密工業株式会社 2030002104579
半導体装置用のトレーの製造工程に於けるガス抜き技術の高度化
及び品質向上のための最新鋭設備導入

新特別

299 R111090048 関東 埼玉県 お弁当や福すけ 食品乾燥技術による子供たちの栄養摂取と地元農家の活性化計画 通常

300 R111090051 関東 埼玉県 株式会社辻井製作所 4030001076074 持続可能な高品位鋳物の安定供給 通常
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301 R111090052 関東 埼玉県 田仲トラステック株式会社 8030001129803 革新的加工技術の開発による小型精密部品の生産性向上 通常

302 R111090053 関東 埼玉県 ベストプランナー合同会社 8030003002058 紙媒体を気軽にデータ化！デジタルコンテンツ『よみとる』の構築 新特別 さいたま商工会議所

303 R111090054 関東 埼玉県 株式会社カンテツ 1030001014425
アクリル水槽のリサイクル事業に進出！端材まで活かす生産体制構
築

通常

304 R111090055 関東 埼玉県 有限会社篠崎製作所 2030002024397
精密汎用旋盤の導入による食品製造設備の開発力強化と生産性向
上

通常

305 R111090056 関東 埼玉県 大木歯科医院 事業承継を検討した新たな治療体制の確立 新特別

306 R111090059 関東 埼玉県 喜よし 炭焼きの香りと味を再現する新商品の開発とお取り寄せ販売の開始 新特別 長沼　フミ子

307 R111090061 関東 埼玉県 松井鐵筋工業株式会社 3030001007922
橋脚等の耐震強化に対応する高強度太径鉄筋加工における高精度
化・生産性向上計画

新特別 埼玉縣信用金庫

308 R111090062 関東 埼玉県 株式会社ヤマツジ 3011001068048 人協働ロボットを活用した、全自動カップシーラー装置の開発 新特別 株式会社ゼロプラス

309 R111090063 関東 埼玉県 株式会社ベアサイン 2030002059591
新規プリンター導入・生産性改善による、アップセル、新規獲得の実
現

新特別

310 R111090064 関東 埼玉県 有限会社巴商工 2030002074368 鋼板加工をネットワーク上でのデータ活用の実施を進化させる事業 通常 株式会社埼玉りそな銀行

311 R111090065 関東 埼玉県 株式会社フジダン 3011801011504
薄物資材梱包物の小ロット製造に対応した短納期生産体制構築事
業

新特別

312 R111090067 関東 埼玉県 株式会社ユウキ鉄筋 1040001041880
ポストコロナにおける急増する住宅ニーズ対応に向けた鉄筋加工の
省力化・効率化の推進					

新特別 若杉　拓弥

313 R111090068 関東 埼玉県 コスモプリンツ株式会社 9030001086829
活きた販促活動により地域活性を実現させるクロスメディア対応とア
プリ開発事業

新特別

314 R111090069 関東 埼玉県 株式会社ダイドーバッグス 1010501027515 新規プリンタ導入による、オーダーメイド柄の革製カバン製造 通常
株式会社アクセルパートナー
ズ

315 R111090070 関東 埼玉県 株式会社アイデンタル・ラボ 3030001102269 矯正治療の精度を高める矯正プレート開発ならびに販路開拓事業 新特別 アイアンドアイ株式会社

316 R111090072 関東 埼玉県 有限会社広積空調工業 5030002098868 アングルフランジ内製化のため多様な部材に対応する溶接工程開発 通常
アルタス・パートナーズ合同会
社

317 R111090073 関東 埼玉県 株式会社三郷工具 9030001040793 培ってきた技術ノウハウ活かす新鋭円筒研削盤を導入し生産性向上 通常 市木　圭介

318 R111090074 関東 埼玉県 株式会社杉栄 7030001004395 対人接触を減じるインターネットによる冷凍麺の通信販売 新特別 さいたま商工会議所

319 R111090075 関東 埼玉県 株式会社ベイプランニング 6030001018999 試験装置導入で安価な法定点検を実現させ非常時の人命を守る！ 通常 山崎コンサル株式会社

320 R111090076 関東 埼玉県 有限会社三矢デザイン 8030002022619
自動塗装ロボットの導入による不良率の改善と塗装製品の高付加価
値化

通常 株式会社群馬銀行

321 R111090077 関東 埼玉県 株式会社ＡＴ　Ｗｏｒｌｄ 1040001107888
低感染リスク型ビジネスモデルに対応した⻭科技⼯物および歯科関
連情報共有網の構築

新特別
株式会社リアルコンテンツジャ
パン

322 R111090078 関東 埼玉県 丸平工機株式会社 1030001079939 高性能ＮＣ旋盤導入による高品質で効率的な加工増産体制の確立 新特別

323 R111090079 関東 埼玉県 飯塚歯科医院
嚥下治療研究体制の革新と高度なインプラント治療の実現による超
高齢化にも対応した体制の構築

新特別

324 R111090080 関東 埼玉県 フェニックス歯科クリニック
歯科へのＤＸ導入による「地域の子育て世帯に優しい総合歯科医院」
へ

新特別
一般社団法人城西コンサルタ
ントグループ

325 R111090081 関東 埼玉県 ロータリー株式会社 1030001035751 最新の設備導入による原価低減、顧客満足度向上、新規受注促進 通常 草加商工会議所

326 R111090082 関東 埼玉県 有限会社野口鉄筋 2030002117069 ＳＢ固定柱脚工法溶接の対応強化による事業拡大 通常 株式会社エイチ・エーエル

327 R111090083 関東 埼玉県 株式会社北武 5030001018810
安心・安全な建築の実現に向けたデジタル技術活用による人材不足
や災害復旧への対応

新特別 若杉　拓弥

328 R111090084 関東 埼玉県 株式会社新和製作所 1030001056995 面板工程の刷新で、ディスプレイ型ＰＯＰの新たなニーズに対応！ 新特別 西川貴人

329 R111090086 関東 埼玉県 株式会社鈴木法衣店 1010501006452 クラウドシステム開発＋ＲＦＩＤ導入によるＣＳ・ＥＳの改善 通常 株式会社武蔵野銀行

330 R111090088 関東 埼玉県 株式会社ＬＡ 1030001134339 エキゾチックアニマルの関節疾患手術を実現 通常

331 R111090089 関東 埼玉県 有限会社早野 8030002051246 法人向卸と冷凍商品の需要に対応するための増産体制の構築 新特別 石川　和比古

332 R111090091 関東 埼玉県 有限会社有木製作所 1030002050865 独自ジグを駆使した対人接触を減じた大型機構部品の生産性向上 新特別

333 R111090092 関東 埼玉県 パン工房ＴＯＡ
高設栽培システムによるイチゴ生産性の向上とあらたな農園サービ
スの提供

通常 大沢　誠一

334 R111090093 関東 埼玉県 株式会社ＷｉｓＨ　Ｌａｂ 1030001144619 運動支援システム「ＡＩトレーナー　ＴＲＩ－ＤＯ」の開発 通常

335 R111090094 関東 埼玉県 株式会社シバ・エム・イー 1030001036089 複雑形状の加工技術を活かした宇宙分野の強化 通常 ペンデル税理士法人

336 R111090095 関東 埼玉県 有限会社ＮＥＷＳ 6030002019237
創業半世紀の新聞販売店が挑戦する新たな折込広告ビジネスモデ
ル

新特別

337 R111090098 関東 埼玉県 有限会社川本製作所 1030002085647
５軸加工機の能力を最大限に引出すプロセスの構築で新分野に挑
戦

通常 青木信用金庫

338 R111090099 関東 埼玉県 株式会社シラコ 9030001017965
ＮＣ旋盤と新型投影機の設備導入で医療と電気自動車部品生産計
画

通常 ペンデル税理士法人

339 R111090100 関東 埼玉県 株式会社スリーディーデザイン 4010801016165
自動車パーツ製造に係る、マスター・金型および新商品の自社体制
確立

通常 響き税理士法人

340 R111090102 関東 埼玉県 株式会社横溝ピストンリング製作所 3030001077734 大型ピストンリング製造の自動化、高付加価値化 通常

341 R111090103 関東 埼玉県 首都圏コンクリート株式会社 6030001035094 コンクリートの多様化高強度化に対応する製造プロセス改善と開発 通常 税理士法人スガイ会計

342 R111090105 関東 埼玉県 株式会社アグレクション 3030001104018 非対面型ＢｔｏＢ仕入販売ソーシャル・マーケットプレイス開設事業 新特別

343 R111090106 関東 埼玉県 新井歯科医院
術前工程を含めた完全内製化による手が届きやすいインプラント治
療の提供

通常

344 R111090108 関東 埼玉県 有限会社安孫子製作所 4030002115657 新型検査測定器の導入で実現するはじめての自社製品開発 通常 飯田　保夫

345 R111090109 関東 埼玉県 株式会社高鉄興業 9030001100928 鉄筋加工作業の効率化と加工販売業への進出による事業拡大 通常 株式会社武蔵野銀行

346 R111090110 関東 埼玉県 合同会社ジーヘルプ 8030003017493 最先端の介護ロボット専門のＡＩ機能搭載ｅ－Ｌｅａｒｎｉｎｇシステム開発 新特別 株式会社キクチカラ

347 R111090111 関東 埼玉県 あさみ製茶株式会社 7030001026745 ＣＣＤカメラを用いた色彩選別機導入による製茶工程の生産性向上 通常 株式会社エイチ・エーエル

348 R111090112 関東 埼玉県 さえぐさ歯科クリニック 身体的・精神的バリアフリー歯科の実現 通常

349 R111090113 関東 埼玉県 株式会社いるま茶業 8030001111959 生葉受入れコンテナ大型化・高速化による劣化低減と生産性向上 通常 株式会社エイチ・エーエル

350 R111090114 関東 埼玉県 株式会社三永商社 5011101068796
自動仕分けシステム導入により人手に頼っている商品仕分けと出荷
準備作業から脱却

通常 谷　進二
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351 R111090115 関東 埼玉県 株式会社マスダ 8030001007876 加工品質の安定化・生産性向上による技術伝承および信頼性向上 新特別 株式会社やまと経営

352 R111090116 関東 埼玉県 日本森林総研株式会社 9030001136880 ＩＣＴ技術の活用による林業経営の生産性向上システムの開発と展開 新特別

353 R111090117 関東 埼玉県 株式会社光英科学研究所 5030001047322 乳酸菌発酵調味液の開発・販売と「おなか元気のまち・和光」事業 通常 埼玉県商工会連合会

354 R111090118 関東 埼玉県 有限会社広福機工 3030002045500 医療機器向け精密金型製造事業への進出 通常

355 R111090120 関東 埼玉県 株式会社アクトデンタルスタジオ 4030001104132 時代を先取りした在宅診療に対応する社内一貫生産体制の構築 新特別 アイアンドアイ株式会社

356 R111090121 関東 埼玉県 株式会社関東技術開発 3030001060599 超音波複合振動接合装置部品の生産プロセス改善 通常

357 R111090124 関東 埼玉県 株式会社オオタニ 7030001042321
最新パネルソー導入による生産体制強化、「空間演出企業」への進
化

新特別 株式会社シャイン総研

358 R111090126 関東 埼玉県 光洋精機株式会社 5011501001489 高性能な自動切断機による、ＩｏＴ、無人化生産体制の構築 通常 株式会社武蔵野銀行

359 R111090127 関東 埼玉県 及川産業株式会社 9030001040711 騒音分析器・測定器の生産に必要な高精度金型製造の取組 通常

360 R111090128 関東 埼玉県 有限会社渡辺建材 5030002114757
多様な色・硬度に対応したプレ混錬屋根下地材の生産と小容量化の
実現

新特別 埼玉県商工会連合会

361 R111090129 関東 埼玉県 秩父測量設計株式会社 9030001090830
最新３Ｄレーザースキャナー等を導入し、非対面型測量のサービスプ
ロセスを構築する

新特別 株式会社足利銀行

362 R111090131 関東 埼玉県 ライブストック・アグリテクノ株式会社 4030001135359 畜産牛における実効性の高い分娩兆候検知ソリューションの開発 通常 青山　裕之

363 R112090004 関東 千葉県 諸隈歯科医院
感染リスクを軽減するデジタル技術を活用した予防診療とう蝕・歯周
病治療の高度化

通常

364 R112090006 関東 千葉県 株式会社紀伊乃国屋 1040001074476 新たな旅行ニーズに応える地域食材を使ったデザート商品の提供 通常

365 R112090008 関東 千葉県 市民エネルギーちば株式会社 3040003006376 世界初！ソーラーシェアリング専用一列セルシステムの実証事業 通常

366 R112090012 関東 千葉県 白光工業所 井水の軟水化とクラウド遠隔稼働管理による洗濯工程の生産性向上 新特別 株式会社やまと経営

367 R112090013 関東 千葉県 株式会社日本クロス圧延 7040001059389 無方向性金属組織スパッタリングターゲット材の生産技術の開発 通常 髙屋敷秀輝

368 R112090015 関東 千葉県 株式会社飯塚製工 9040001090648
エルボ切粉解消と正面背面同時加工の実現によるφ２５ｍｍ品での
新分野進出

通常

369 R112090016 関東 千葉県 株式会社シーネットコネクトサービス 8040001095177 ＡＳＥＡＮ　Ｎｏ．１を目指す廉価版ＷＭＳ『Ａｋａｇｉ』の開発 通常

370 R112090018 関東 千葉県 株式会社ミヤウチ 4040002039830 新装置導入による産業廃棄物処分業への新規参入 通常

371 R112090019 関東 千葉県 株式会社ＰＬＡＳＡＶＥ 1040001106758 廃プラの再資源化で循環型経済へ～再生樹脂ペレット製造の高度化 通常 株式会社千葉興業銀行

372 R112090021 関東 千葉県 ＲＥＷＺ株式会社 7040001105390
ＡＩ議事録自動作成機能を導入した会議標準化システム「会議ファシ
るくん」の開発

通常 大輪駿文

373 R112090022 関東 千葉県 にじ運転代行 最新型多機能ドローン導入による農林業向けサービスの新開発 新特別 安達　隆久

374 R112090023 関東 千葉県 有限会社片桐商店 5040002002845
溶解工程を革新した高精度アルミニウムベースメタル増産体制の構
築

新特別 千葉信用金庫

375 R112090025 関東 千葉県 株式会社京都えんゆう 2130001054443 日本初！ペットの皮膚専門の遠隔生検ラボの構築 新特別 株式会社京都銀行

376 R112090026 関東 千葉県 株式会社崑崙印刷 1040001002486
労働環境の改善と高付加価値製本による内製化増で売上向上を目
指す

通常

377 R112090027 関東 千葉県 株式会社南美舎 3040001074697
道の駅発！スーパー地域資源くじらの高機能メニューが日本の食生
活を救う

通常

378 R112090028 関東 千葉県 株式会社アジアブリッジパートナーズ 8040001111751 就労外国人・留学生向け　多言語・情報・研修プラットフォームの開発 通常
ＴＭ人事労務コンサルティング
株式会社

379 R112090029 関東 千葉県 有限会社キズクリ設計事務所 5040002028898 画像寸法測定機の導入による測定精度の向上とリードタイムの短縮 通常

380 R112090030 関東 千葉県 株式会社ゆたか畳 1040001075929 自動裁断・縫着の設備導入による生産性効率の向上及び売上拡大 通常 野竿　健悟

381 R112090031 関東 千葉県 有限会社ノダ工機 7040002097454
特殊形状加工を可能とするＮＣ旋盤機導入と加工自動化によるコロ
ナ対策

新特別

382 R112090032 関東 千葉県 三和商事株式会社 4040001028413 産官連携で進める新たな「見守りシステム」の開発 通常

383 R112090033 関東 千葉県 木の子交通株式会社 4040001103645 ハイヤー運行管理システムで対人接触を減じ業務を効率化する取組 新特別
一般社団法人千葉県中小企
業診断士協会

384 R112090034 関東 千葉県 有限会社雄和製作所 7040002058019
新型ＮＣ旋盤導入による生産プロセス改善で円筒状の金属加工分野
に本格進出

通常
株式会社エスエムイーパート
ナーズ

385 R112090035 関東 千葉県 マイデンタル．クリニック 矯正的挺出を伴う歯冠修復治療の性能向上・治療期間短縮を実現 新特別

386 R112090037 関東 千葉県 清水谷動物病院
獣医療業界の構図からの脱却並びに地域密着型のオールラウンドな
医療機関という新たな医院モデルへの昇華

新特別

387 R112090039 関東 千葉県 株式会社谷津どうぶつ病院 5040001034518 顧客ニーズに応える高度な手術を町のかかりつけ医で安全に提供 新特別

388 R112090041 関東 千葉県 有限会社西川塗装店 9040002008839 ＩＴ活用で労働生産性を向上！独自工事台帳システムリニューアル 通常 株式会社京葉銀行

389 R112090042 関東 千葉県 株式会社セキュアオンライン 3040001113249 セキュリティエンジニア人材と中小企業のマッチングサイト制作 通常

390 R112090043 関東 千葉県 有限会社朱華 8040002016058
コロナ対応の介護モデルを確立する、機能訓練型デイサービスの革
新

新特別

391 R112090044 関東 千葉県 有限会社松山商事 1040002057901 配膳ロボットを活用した感染に配慮した店づくりで集客 新特別 千葉県商工会連合会

392 R112090047 関東 千葉県 は組デンタルサービス株式会社 1040001018425
ＣＡＤＣＡＭチタン冠への早期対応＆歯科技工士のリモートワーク実
現

新特別 東京東信用金庫

393 R112090049 関東 千葉県 株式会社集賛舎 8040001101629
クラウド活用型非接触受注形態構築による顧客満足及び受注力向
上

新特別 株式会社千葉銀行

394 R112090050 関東 千葉県 Ｇｒｅｅｎ　Ｒｏｏｍ株式会社 2040001104315 天然木によるオリジナルモジュール規格エクステリア製品の開発 通常

395 R112090051 関東 千葉県 株式会社柏メディカル 6040001065446 長尺加工能力の獲得による医療業界向けステンレスワゴン事業拡大 新特別 株式会社ゼロプラス

396 R112090054 関東 千葉県 株式会社Ｄ－ＳＴＲＯＮＧ 4040001090677 インフルエンサーマーケティングの新たなプラットフォームの構築 通常

397 R112090055 関東 千葉県 株式会社オーパーツ・メイソン 9240001042117
床施工用金具の金型製作で、下請型から金具の販売事業への転換
を実現

通常

398 R112090056 関東 千葉県 有限会社更科自動車工業 6040002005104 中古車点検の品質向上と効率化を実現する清掃環境の構築 通常
株式会社ＮｅｗBeginningsＪａｐ
ａｎ

399 R112090057 関東 千葉県 まつお歯科クリニック
日本トップレベルの障害者歯科治療の提供と患者層の高齢化への対
応による診療効率の向上

新特別

400 R112090060 関東 千葉県 有限会社小川荘 5040002079413 伝統的製塩の承継、これを用いた革新的製塩事業 通常
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401 R112090063 関東 千葉県 タカハシ薬局合同会社 2040003014628 自動錠剤供給装置の導入による地域医療への更なる貢献 通常

402 R112090064 関東 千葉県 株式会社倉持鉄工 6040001095765 部品加工の内製化による社内一貫生産体制の確立と短納期の実現 通常

403 R112090065 関東 千葉県 株式会社ＲＷＹ１２ 9040001099656
コロナ感染リスクを低減しつつ、腫瘍性疾患・循環器疾患の早期検査
体制を構築

新特別 株式会社ＨｉｇｈＡｄｏｐｔｉｏｎ

404 R112090067 関東 千葉県 有限会社白井獣医学研究所 2040002060887
「多様な疾患への対応力×複数ペットへの適応性」を両立した、希少
な病院のポジショニングを確立へ挑む事業

新特別 株式会社ＨｉｇｈＡｄｏｐｔｉｏｎ

405 R112090072 関東 千葉県 株式会社トップ・クラフト 4040001085826
オンライン完結型の非対面外国人技能実習生日誌作成システム構
築

新特別
シーアンドエイチコンサルティ
ング合同会社

406 R112090074 関東 千葉県 おおたかの森歯科クリニック
歯の被せ物の内製化による装着までの時間短縮と根管治療の高精
度化・見える化

新特別 和田　純子

407 R112090075 関東 千葉県 株式会社新行内自動車 8040001109052
新たな車社会に対応した指定工場への成長に向けた生産性向上計
画

通常 尾﨑　素之

408 R112090077 関東 千葉県 山田電器工業株式会社 3040001037150 金属３Ｄプリンター導入によるＯＤＭ商品の新技術開発の取組み 通常 株式会社千葉銀行

409 R112090078 関東 千葉県 株式会社吉田記念 4040001060325
熟練工のすり合わせ技術のデータ化による技術伝承、加工機導入の
取組み

通常

410 R112090080 関東 千葉県 根本測量株式会社 7040001075171 最新式トータルステーションの導入による生産性の高い測量の実現 通常 千葉県商工会連合会

411 R112090082 関東 千葉県 菊川工業株式会社 6010601010416
高機能ハンディファイバーレーザ溶接技術による金属製内外装製品
の高機能化

通常

412 R112090083 関東 千葉県 株式会社たけやま 1040001058388 農作物残渣の再利用をおこない農業全体の生産性の向上を図る 通常

413 R112090085 関東 千葉県 ふかや矯正歯科 歯根吸収等を考慮した精度の高い矯正シミュレーションの実現 新特別 アイアンドアイ株式会社

414 R112090086 関東 千葉県 合資会社羽生惣吾商店 1040003003680
卸業から小売業態への変革のためのＤＸ活用・専用アプリ開発による
顧客接点創出事業

新特別

415 R112090088 関東 千葉県 有限会社アンビル自動車工業所 6040002044135 セキュア鍵箱と無償クラウドによる車両引渡しの非対面・時間外化 通常

416 R112090091 関東 千葉県 株式会社Ｒａｄｉａｔｅ 2370001024785 ３Ｄレーザースキャナを導入した短納期立体図面制作事業 通常
一般社団法人千葉県中小企
業診断士協会

417 R112090092 関東 千葉県 有限会社あさひ商会 3040002077121
歯科ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による歯科医院との便益共有と働き
方改革

新特別

418 R112090094 関東 千葉県 フレッシュ食品株式会社 9040001045750 機械導入による従業員に優しい労働環境の構築と生産性の向上 通常
公益財団法人千葉県産業振
興センター

419 R112090097 関東 千葉県 シンフォニティ株式会社 2040001120642 バーチャルプロダクション技術を活用したオンラインイベントの実現 新特別

420 R112090098 関東 千葉県 有限会社ファミリー動物病院 8040002009904 千葉県全域の癌治療を担う日本屈指の二次診療施設への進化 新特別 株式会社ＨｉｇｈＡｄｏｐｔｉｏｎ

421 R112090099 関東 千葉県 昭和工業株式会社 1040001028151 コア溶接工程の自動化による生産高効率化及び溶接技術の平準化 通常 牛腸　真司

422 R113090003 関東 東京都 岡高志行政書士事務所
外国人顧客とのオンライン相談を円滑に進めるＡＩによる申請書作成
サイトの開発

新特別

423 R113090005 関東 東京都 株式会社中柴製作所 4013101003899 精密板金加工のＤＸ化推進による段取り時間の削減、生産性向上 通常

424 R113090007 関東 東京都 ＵＰＦセキュリティー株式会社 8010001177382 Ｐマーク取得運用の生産性向上！業界初オートメーションシステム 新特別
株式会社ＮｅｗBeginningsＪａｐ
ａｎ

425 R113090008 関東 東京都 株式会社近藤解体興業 1011801024383 革新性のあるアタッチメントの所有による優位性の獲得 通常 補助金活用支援会合同会社

426 R113090009 関東 東京都 稲元マーク株式会社 9010601000918
測定技術のデジタル化で生産性の向上と自動車内装部品等の高精
度化を実現

新特別

427 R113090011 関東 東京都 有限会社イースタンエンタープライズ 7013302016607 海外におけるオンライン指導員育成システム 新特別

428 R113090012 関東 東京都 みどり合同会社 9011103007600 ＶＲ空間を利用したアート作品の展示・販売システム開発 通常

429 R113090014 関東 東京都 株式会社ヨコヤマ 7010901012549 端材を活用した木工雑貨の企画・製造・販売 新特別

430 R113090015 関東 東京都 株式会社ネクスト２１ 6010001094316 最新鋭の３Ｄプリンターによる革新的な骨充填材（人工骨）の開発 通常 東京商工会議所

431 R113090016 関東 東京都 石田歯科医院 最新鋭ＣＴ導入による高精度な根管治療とコロナ対策の両立 新特別 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

432 R113090018 関東 東京都 ＭｏＭｏ歯科 精密画像診断がもたらす先進的歯科治療と医科との連携 新特別
株式会社リアルコンテンツジャ
パン

433 R113090020 関東 東京都 株式会社延喜 7010601055063 外国人向け有料紹介サイトのＡＩ導入ＤＸ化とＥＣサイト構築 新特別 東京東信用金庫

434 R113090021 関東 東京都 名古谷歯科
歯科用ＣＴ導入による対応可能な症例幅の拡大、それに伴う感染リス
ク減少

通常 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

435 R113090022 関東 東京都 横澤歯科医院
ＴＲＩＯＳ４導入によって実現する治療満足度の向上と治療効率化によ
る付加価値向上

通常

436 R113090023 関東 東京都 新生調査測量株式会社 6012701010568
乗客の安全を確保するホームドア普及促進に寄与する３次元測量体
制構築による生産性向上計画

新特別 多摩信用金庫

437 R113090024 関東 東京都 株式会社グランドツー 6180001069854
在宅ワークに特化したチャット連携型次世代タスク管理ツール「ＴＡＳ
－ＣＨＡ」

通常 小林　孝至

438 R113090025 関東 東京都 ａｃｒｏｓｓ　ＴＩＭＥ株式会社 2010001187197 待機児童問題を解決！「インターネット保育所」開設プロジェクト 通常

439 R113090026 関東 東京都 株式会社タイガーツール 5340001010793
形彫放電加工機導入による高精度加工と生産性向上を通じた新事
業への取り組み

新特別

440 R113090028 関東 東京都 有限会社港メツキ工業所 1011802007577 部分メッキ事業の本格展開に不可欠な社内検査設備の導入 新特別 興産信用金庫

441 R113090030 関東 東京都 株式会社ｍｅｒｉｏ 9010001121323
先端設備ＣＡＤ／ＣＡＭシステムの導入によるデジタルラボの構築及
び技術提供事業

新特別 藤原　和重

442 R113090032 関東 東京都 株式会社ＣＲＢ 1010701025161 営業管理・改善に特化した中小企業向けＳａａＳ型システムの開発 通常

443 R113090033 関東 東京都 デンタルオフィス新宿
セレックシステム導入による、迅速かつ正確なインプラント治療の提
供

新特別
株式会社中央ライズアクロス
ソリューション

444 R113090034 関東 東京都 ＤａＢＬ株式会社 2120901041797 新ビジネスモデル「ＣｔｏＣ商品シェアリング事業」の立ち上げ 新特別

445 R113090035 関東 東京都 井上歯科医院 即日完結型歯科治療「ワンデイトリートメント」の実現に向けた事業 新特別
株式会社リアルコンテンツジャ
パン

446 R113090036 関東 東京都 株式会社ウェルド 1010101000459 新技術導入によるレールガス圧接溶接の高品質及び生産性向上 通常

447 R113090038 関東 東京都 清和工業株式会社 9012401012647 ビル・マンション等の排水ピット清掃事業への新規展開計画 新特別 多摩信用金庫

448 R113090039 関東 東京都 株式会社スリーウェーブ 1010001074173
非対面で賃貸オフィスを探せる！物件検索システムのリニューアル
開発事業

新特別

449 R113090040 関東 東京都 株式会社アイルビーザワン 2011001106056 ＡＩを活用した英語発音矯正学習クラウドプラットフォームの開発 新特別

450 R113090041 関東 東京都 富士精器株式会社 6013201006858
高精度な次世代ロボットや半導体製造装置部品の量産加工体制の
構築

新特別
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451 R113090042 関東 東京都 むすび株式会社 7011001104947
採用ブランディングメソッドとテキストマイニングを活用したＤＸ採用戦
略支援アプリケーション（採用ＡＴＳ）の開発・提供

新特別 さわやか信用金庫

452 R113090043 関東 東京都 株式会社三輝 7010801004316 農業用アスピレーターの市場化に向けた課題解決 通常 長谷川　聖一

453 R113090044 関東 東京都 株式会社ＨＯＧＵＧＵテクノロジーズ 5120001217865
店舗所属セラピストの出張マッサージを可能とする店舗向け管理シス
テムの開発事業

新特別 藤原　和重

454 R113090046 関東 東京都 株式会社フロントライン 6010001100809 非接触レジ（ＲＦＩＤ）導入による新サービスの提供と業務効率化 新特別

455 R113090047 関東 東京都 有限会社Ｙ．Ｔ．Ｓ 6012702013933 中華料理店の本格豚まん製造販売事業 通常 東京都商工会連合会

456 R113090048 関東 東京都 株式会社ＲＣＩエージェンシー 9010001167787
ＩＴ求人と人材のマッチングプラットフォーム「ＲＣＩ－ａ　Ｐｌａｔｆｏｒｍ」の新
規開発

新特別

457 R113090049 関東 東京都 株式会社経営人事パートナーズ 3011001110775 心理学をもとに人材を分析！オンライン人事管理ＳａａＳの開発事業 新特別

458 R113090050 関東 東京都 セラフィック株式会社 7010401016026 ナイチンゲール「看護覚え書」に基づく商品ＥＣショッピングサイト 新特別

459 R113090052 関東 東京都 株式会社ｉＥＣ 4012401033409 ハーネス製造による川上工程への進出とハーネス販売事業の開始 通常

460 R113090053 関東 東京都 株式会社アイ・アンド・アール・システム 9010901021250
世界のデザイナー、製造メーカーとオンラインでつながる、デジタルセ
ミナー配信とオンライン制作プラットフォームサービスの開発

新特別 伊藤　文彦

461 R113090054 関東 東京都 株式会社イコープリント 9012301000198 テレワークを支援する製本図面等の高品質データ化事業への参入 通常 安達　延行

462 R113090055 関東 東京都 池袋まるやま矯正歯科
ＣＴ設備活用による、ワンストップでの高品質・短期間な矯正治療の
実現

新特別 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

463 R113090056 関東 東京都 株式会社エーアイ設計工房 6013102005744 測量業務にＩＣＴ、ＩｏＴを利活用することで強靭な国土づくりを目指す 新特別 安達　隆久

464 R113090059 関東 東京都 Ｆ＆Ａ株式会社 7120101022321 紙製品の製造体制刷新による生産性の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

465 R113090061 関東 東京都 テクノウェーブ株式会社 9012701007660 革新的なハイブリッド型外観検査システムプラットフォームの開発 通常

466 R113090062 関東 東京都 ボウザーアーツオルソリー デジタル設備投資による小規模歯科技工所の生き残りモデル化計画 通常 大谷　仁

467 R113090064 関東 東京都 株式会社エンタイズコーポレーション 9011101077224 立体駐車場を活用した軽車両型収納コンテナユニットの開発 通常

468 R113090065 関東 東京都 株式会社島田 8013101004398 ３Ｄ化による災害防除工事や自然災害対応等のＩＣＴ体制の構築 新特別 安達　隆久

469 R113090067 関東 東京都 株式会社Ｌｅｘｉ 5011001124063
ポストコロナにおけるＶＲを活用した非対面型・物件紹介提供サービ
スの事業領域の拡大					

新特別 若杉　拓弥

470 R113090068 関東 東京都 株式会社Ｂｂ　Ｗｏｏｄ　Ｓｈｉｚｕｏｋａ 7080101017722
新規設備導入による不燃木材加工技術の高精度化、高効率化と雇
用促進

通常 株式会社静岡銀行

471 R113090069 関東 東京都 株式会社ハヤシ配送サービス 6010601010093 ＡＩ判定Ｘ線検査機の導入による流通加工業務の生産性向上 通常

472 R113090070 関東 東京都 株式会社ＤＩＬＬＡＣＴ 8010701041508 紙の名刺はもう古い！動画付きデジタル名刺サービスの提供 新特別 伊藤　央

473 R113090071 関東 東京都 矢島歯科医院 高齢者と子供への歯科ニーズ対応及び感染リスク低減への取組 新特別

474 R113090072 関東 東京都 三浦製本所 便箋くるみ機導入による精度が高く効率の良い天糊製本工程の開発 通常
アルタス・パートナーズ合同会
社

475 R113090073 関東 東京都 Ｆａｂｅｅｅ株式会社 1010401087411
顧客データを最大化！小売・メーカー向けマーケティングシステムの
開発事業

新特別

476 R113090075 関東 東京都 株式会社ぱんぷきんラボ 3012701016361 通信制高校に必要なｅラーニングプラットフォーム構築事業 通常
株式会社アクセルパートナー
ズ

477 R113090076 関東 東京都 東中野矯正歯科
最新機器導入による矯正治療の精度向上・地域医療貢献への持続
化

新特別
株式会社リアルコンテンツジャ
パン

478 R113090077 関東 東京都 株式会社フローラル・ジャパン 1010801010583 お客様の発注環境改善、当社の生産性向上のためのシステムづくり 新特別 興産信用金庫

479 R113090079 関東 東京都 株式会社ＥＶＩＳＩＯＮ 3011101089423 バーチャル・リアリティ（ＶＲ）を駆使した舞台映像の実現 通常 西村伸郎

480 R113090080 関東 東京都 栢森歯科医院
歯科用ＣＴの導入による院内完結型治療体制の確立及び感染リスク
低減

新特別 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

481 R113090081 関東 東京都 株式会社ＫＴＹ 5011001109964 ｗｅｂアプリ導入によるフェイシャルエステのセルフケア事業進出 通常
一般社団法人城西コンサルタ
ントグループ

482 R113090082 関東 東京都 有限会社さくら動物病院 1011302003936 診療データのクラウド化とオンライン診療体制構築 新特別

483 R113090083 関東 東京都 三鷹グリーン歯科
院内完結のセレック治療でサービス品質強化及び対人接触機会削
減

新特別

484 R113090084 関東 東京都 ダフトクラフト株式会社 8010601053504 サブスクリプション型ＶＲリモート研修サービスの開発 新特別

485 R113090085 関東 東京都 株式会社上田嘉一朗商店 6010001037720 小規模小売店向け非接触バックヤード業務支援サービス 新特別

486 R113090087 関東 東京都 デジタルデザインスタジオ株式会社 2010701015822 遠隔地通信対応ＭＲ（ミックスド・リアリティ）評価システム 新特別 諸我　時夫

487 R113090089 関東 東京都 有限会社藤螺子製作所 2010702007133
宇宙ビッグデータ活用を支える宇宙産業向け締結部品製造技術の確
立

新特別
株式会社コムラッドファーム
ジャパン

488 R113090090 関東 東京都 株式会社Ｅｉｇｈｔ　Ｌａｂ 6010001206424 一貫した従業員の心身の不調を改善するヘルスケアＰＦの開発事業 新特別 合同会社G&N

489 R113090092 関東 東京都 株式会社ロイドワークスギャラリー 6010001103745
安心・安全で効率的な、革新的な美術品オークション（交換会）システ
ムの開発

新特別 伊藤　文彦

490 R113090094 関東 東京都 有限会社原田精工所 9010802011796
高難易度曲げ加工による、半導体装置部品加工における生産性の
向上

通常

491 R113090095 関東 東京都 内山工業株式会社 1010101007462 精密なプラスチック製品試作開発強化と密回避生産プロセスの構築 新特別

492 R113090098 関東 東京都 アークプラニング株式会社 8010001214284
医療提供ＤＸプラットフォームの開発と、サービスコミュニティーの構
築

通常

493 R113090099 関東 東京都 株式会社オモロー 7011101082143
Ｉｎｓｔａｇｒａｍ活用Ｗｅｂスクールのアプリ化によるコロナ対策・生産性
向上

新特別

494 R113090100 関東 東京都 株式会社ジェイ・サーモセンサー 4011101065860
カスタム温度センサー開発の強みを活かした、非接触、多拠点温度
検知サービスの開発と展開

新特別 伊藤　文彦

495 R113090101 関東 東京都 なごみ歯科 マイクロスコープ／レーザー等の導入による歯科診療品質の向上 新特別

496 R113090103 関東 東京都 ダイナフロー株式会社 2010701005641 ＣＯ２削減に寄与するエア駆動型ポンプのリボーンサービス開発 通常

497 R113090105 関東 東京都 株式会社Ｅｎｉｇｏｌ 9010001194071
顧客と企業をオンラインで繋げる、ＳＮＳに特化したＣＲＭ・ＭＡツール
の提供

新特別

498 R113090106 関東 東京都 キートス歯科医院
ＣＲコーティング技術を活用した安心・安全な１日完結型高精度虫歯
治療の提供

新特別

499 R113090107 関東 東京都 山下歯科医院 歯科用ＣＴと手術顕微鏡による口腔外科の先進的診療技術の確立 新特別

500 R113090108 関東 東京都 株式会社センシズ 8013401005625 ＩｏＴに対応した電池式小型水位・圧力センサの開発 新特別

10 / 45



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

501 R113090111 関東 東京都 ＡＶＲ　Ｊａｐａｎ株式会社 1370001040528 映像製作用の高精度スタジオの実現によるＶＲ／ＡＲ技術の提供 新特別

502 R113090112 関東 東京都 Ｉｎｏｕｅ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｃｌｉｎｉｃ
最先端歯科医療の並行施術を通じた患者満足度大幅向上と事業拡
大

新特別

503 R113090114 関東 東京都 株式会社ＧＳ 9011801032544 先端チューンナップ技術力強化と革新的生産性向上による事業拡大 通常
一般社団法人城西コンサルタ
ントグループ

504 R113090116 関東 東京都 株式会社Ｍｉｎｅｄ 5011001135283
子ども向けオンライン教育における「ＡＩを用いた最適コンテンツマッチ
ングシステム」

新特別 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

505 R113090117 関東 東京都
Ｊａｐａｎ　Ｃｕｌｔｕｒｅ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ株式会
社

3010501044905 「Ｗａｂｕｎｋａ」の利便性向上に向けた支援システムの構築 新特別 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

506 R113090118 関東 東京都 有限会社古谷精機 3011702010233 難削材の高性能加工で医療や自動車部品の製造に新規参入 通常 株式会社やまと経営

507 R113090119 関東 東京都 株式会社Ｓａｎｕ 7010501044901
ポストコロナ対応のトータルコーディネートアプリ【ＳＡＮＵ　２ｎｄ　Ｈｏ
ｍｅ】の開発

通常

508 R113090120 関東 東京都 合同会社だいち 1010903004491 セルフ診断とＥＣサイトでチャクラグラスの非接触販売の実施 新特別 石川　和比古

509 R113090121 関東 東京都 有限会社アベル 1013302000772 チタン冠対応可能なＣＡＤＣＡＭ機導入による地域歯科への貢献 通常 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

510 R113090122 関東 東京都 本柳歯科 小児患者の予防矯正・咬合育成治療体制の構築 新特別

511 R113090123 関東 東京都 株式会社カメラのタカギ 1011801007025 最新オンデマンド転写プリンターによる写真グッズの生産と販売 通常

512 R113090125 関東 東京都 はせべ歯科
ＤＸ化で安心・安全な高品質治療を実現し、運営改善、円滑な事業承
継を目指す。

通常

513 R113090126 関東 東京都 Ａｓｃｅｎｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ株式会社 4010401141248 ＡＩマッチング機能を搭載した研修管理システム構築による効率化 新特別 北村　亮太

514 R113090129 関東 東京都 シェアリ株式会社 4021001052405
効率的で安心して依頼できる軽貨物事業者特化マッチングシステム
の開発

通常 東京中央経営株式会社

515 R113090130 関東 東京都 株式会社トライキッツ 9010801008562 マテリアルリサイクルを活用したサーキュラーエコノミー事業 通常

516 R113090131 関東 東京都 ぷらかい株式会社 7011601006122 三軸制御ＮＣルーター導入による労働生産性向上および受注拡大 新特別
一般社団法人城西コンサルタ
ントグループ

517 R113090132 関東 東京都 株式会社第一モール 6011801014090 屋外装飾の社内一貫生産体制の確立および、直販の拡大 通常

518 R113090133 関東 東京都 水橋研二 冷凍自動販売機による商品販売の新しいビジネスモデルの構築 新特別

519 R113090134 関東 東京都 Ｗｉｎｏｏ株式会社 8013201015642 業務効率化を目的とした非対面型業務管理システムの開発 新特別

520 R113090135 関東 東京都 創作株式会社 3011201012318 ビズシム 通常

521 R113090136 関東 東京都 株式会社原柴建築測量 2010801009889
産業用ドローンの高精度位置情報を用いた新たな空中写真測量導
入

新特別 長井　寿郎

522 R113090137 関東 東京都 株式会社ＳＰＡＣＥ　ＲＥＳＯＲＴ 9011101087801 グランピング・バケーションハウス向け遠隔運営管理システム 新特別 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

523 R113090138 関東 東京都 株式会社ライズ 9011802011092
ボール盤・メタルソー兼用ＮＣ位置決め装置導入による、中ロット品生
産への参入

通常

524 R113090139 関東 東京都 株式会社キーマン 5122001001456 旧耐震ビル専門のマッチングサイト構築による古ビルの再生推進 新特別
堀江コンサルティングオフィス
株式会社

525 R113090140 関東 東京都 有限会社折原精密鈑金 6013102005810 最新バリ取り機導入による生産性向上と感染リスク減少への取組 新特別 西武信用金庫

526 R113090141 関東 東京都 株式会社凡美社 5120101032454 多彩な店舗演出を実現する紙器サンプル内製加工技術の高度化 新特別

527 R113090142 関東 東京都 株式会社ＵＮＩＴＥＤ　ＤＩＮＩＮＧ 9180001134250 独自デリバリー受注ポータルサイトの構築 新特別 伊藤　央

528 R113090144 関東 東京都 株式会社Ｔｈｉｎｇｓ 1010001221329 クラウド型開発プラットフォーム開発による、製造業の業務ＤＸ化 通常

529 R113090145 関東 東京都 株式会社イフネット 7012401002781 人材と組織の活性化を支援！新たなＡＩ活用法によるシフト管理 通常

530 R113090146 関東 東京都 有限会社真明 9010602002599 業界初「クリーン製本」にチャレンジし新領域への事業拡大を図る 通常

531 R113090147 関東 東京都 株式会社ＥＡＲＬＹ　ＷＩＮＧ 5010401089123 声優グッズの内製化とオンライン販売体制の確立 新特別 近山　寿博

532 R113090148 関東 東京都 株式会社アドップ・コンテキスト 4010001210023
住居消耗品販売における業務効率化を実現する、販売システムの開
発

通常

533 R113090151 関東 東京都 アグリゲート株式会社 4011001102714
監視カメラ・サーモ、顔認証（ＡＩ）を搭載したアクセスポイント（Ｗｉ－Ｆ
ｉ）の新製品開発

通常

534 R113090154 関東 東京都 ウィシード株式会社 3011001145193 海外商品を共同輸入できるＥＣサービスの開発 新特別

535 R113090158 関東 東京都 在宅経理株式会社 1011401022754 在宅経理人材に特化したウェブ完結型人材紹介システムの構築 通常 笠岡　恒介

536 R113090159 関東 東京都 有限会社遠藤木工所 1013102007555 木工加工デザイン高度化対応事業 通常

537 R113090160 関東 東京都 株式会社八光 9011501013720 非接触型販促什器の生産性向上事業 新特別 朝日信用金庫

538 R113090162 関東 東京都 立川デンタルラボラトリー
デジタル化した社内完結型の歯科技工による、労働生産性向上の実
現

新特別

539 R113090164 関東 東京都 ニアデリ株式会社 3010401163111
近距離限定で店舗手数料と配達時間を大幅削減、新たなフードデリ
バリーサービスの提供

新特別 藤原　和重

540 R113090165 関東 東京都 合同会社Ｋｉｋｕ塾 3011103008934 ヘルスケア業界向け営業トークスクリプト自動作成システムの開発 新特別 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

541 R113090166 関東 東京都 エグゼモーション株式会社 3011101096741 キャラクターモーションを破綻なく自動生成する新システム構築 新特別 尾亦　周平

542 R113090167 関東 東京都 株式会社ワイ・エス・ケイ 8010801025518 革新的加工技術の開発による超精密部品の生産性向上 通常

543 R113090172 関東 東京都 株式会社吉吾 5011501018558 セントラルキッチン冷凍商品化と通販・自販機販売での経営安定化 新特別

544 R113090174 関東 東京都 國澤麦酒株式会社 8010401159914 新橋初のクラフトビール醸造所の革新的事業 新特別

545 R113090175 関東 東京都 上北沢みどりの歯科医院 ＣＴ付パノラマレントゲン導入による歯髄細胞バンクサービスの提供 通常 野竿　健悟

546 R113090176 関東 東京都 株式会社上野の森 1010501038801 精密検査を導入し、日本の循環器診療の中核病院に。 新特別

547 R113090177 関東 東京都 株式会社超音波機器システム 6012801020855 超音波プラスチックハンディ溶着機の製品及び製造技術の開発 通常

548 R113090178 関東 東京都 株式会社森製綿所 9010601006824 デジタル化による工程管理および業務効率化、サービス向上計画 新特別 江東信用組合

549 R113090179 関東 東京都 かがみ歯科医院 ＣＴ・マイクロスコープ導入による低感染リスク型矯正治療体制構築 新特別 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

550 R113090180 関東 東京都 株式会社クリスタルデント 7010901003523
ＣＡＤ／ＣＡＭ機器の導入によるポストコロナに対応した補綴物の効
率的な生産

新特別 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ
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551 R113090181 関東 東京都
株式会社ブーランジェリーエリックカイザー
ジャポン

4010401073020 人手に頼るパン個包装を自動化で蜜を避け生産性・品質向上実現！ 新特別

552 R113090182 関東 東京都 株式会社ＸＣＯＧ 8010901043774
ＡＩによる興味関心分析を活用したマーケティングツールの新サービ
ス展開

新特別
OneWorldコンサルティング株
式会社

553 R113090183 関東 東京都 グリッドマーク株式会社 6010001087410 スマートフォンによる微細ドットコード読み取りアプリケーションの開発 通常

554 R113090185 関東 東京都 株式会社ｂｅｔｗｅｅｎ　ｔｈｅ　ａｒｔｓ 6011003008032 世界初のリアルアートのＮＦＴマーケットプレイスの開発 新特別 補助金活用支援会合同会社

555 R113090187 関東 東京都 株式会社新正堂 7010401013097
新規顧客層に対応した商品開発と生産自動化による増産体制の構
築

新特別
堀江コンサルティングオフィス
株式会社

556 R113090188 関東 東京都 株式会社ＩＴＰイメージングプロダクツ 6130001057855 ３Ｄプリンターを活用した新たな営業ツールの事業化 通常

557 R113090189 関東 東京都 鈴木歯科医院
顎関節症の抜本的治療の品質向上・治療期間短縮により患者ＱＯＬ
を向上

新特別

558 R113090193 関東 東京都 株式会社アズマ 1011401007417 半導体製造装置向け精密部品のサプライチェーン強靭化事業 通常

559 R113090194 関東 東京都 スフィアネット株式会社 7010001090933
外国人エンジニアにおける労働環境の改善を目的とした「Ａｐｅｒｐｏｒｔ」
「Ｅｘｐｅｒｐｏｒｔ」の展開

新特別 合同会社G&N

560 R113090196 関東 東京都 ＫＵアンドアソシエイツ株式会社 1010001118731 高級素材をカジュアル洋品にリメイクする、低炭素下のＢ２Ｂ事業 通常 岸川　勇生

561 R113090197 関東 東京都 株式会社ＭＥＧＵＲＵ 8010001204401 スマホを活用した海外個人旅行客向けＥＣサイトによる売上拡大 新特別 経営創研株式会社

562 R113090198 関東 東京都 有限会社カシワミルボーラ 3010802020043 加工方法を変革し、高品質低コスト化による生産体制の確立 通常

563 R113090199 関東 東京都 東栄新薬株式会社 6012401016733 免疫・炎症を調整するアガリクス含有サプリメントの開発と販売 通常 東京都商工会連合会

564 R113090200 関東 東京都 株式会社ななふく 3011001138899 オンラインビジネス実現！一括査定サービス「一発査定クラベル」 新特別

565 R113090201 関東 東京都 株式会社ツクレル 7021001054373 ＡＩ、ＩｏＴの学習サービス拡充を通じた高度ＩＴ人材不足への対応					 通常 若杉　拓弥

566 R113090202 関東 東京都 株式会社ＮＬＮテクノロジー 1011101086430
ＡＰＩ×新規自社管理システムの開発導入による延長保証事業の拡
大

通常
株式会社アクセルパートナー
ズ

567 R113090203 関東 東京都 株式会社進興堂 5010001018754 機械制御技術活用による印刷プロセスの高度化事業 新特別 文化産業信用組合

568 R113090204 関東 東京都 ＲＯＬＥ リラックス×自然美。ワンランク上の贅沢美容室へ 通常

569 R113090207 関東 東京都 有限会社齋藤製作所 7010802005791 高性能マシニングセンター導入による高品質切削加工の生産性向上 新特別

570 R113090211 関東 東京都 合同会社ｍｏｇｕｐｅｔ 3012803001542
犬の気管虚脱と猫の尿管閉塞に対応したステント治療を提供でき
る、地域初の１次診療施設への昇華

新特別 株式会社ＨｉｇｈＡｄｏｐｔｉｏｎ

571 R113090213 関東 東京都 株式会社探究学舎 6010001095660 コロナ禍におけるオンライン型授業への業務提供プロセス転換 新特別 北村　亮太

572 R113090214 関東 東京都 岩本精機株式会社 3010601009254 ＮＣ加工で生産性の向上をはかり大型金属部品の量産体制を構築 新特別

573 R113090215 関東 東京都 有限会社山崎精工 2011802008079 小径・複雑設計の家庭用ロングノズルの開発と生産効率の向上 通常 安田　裕美

574 R113090217 関東 東京都 有限会社勝股製本 6010602010175
高品質折丁からの高品質中綴じ冊子製造による生産性向上及び医
療福祉への貢献計画

新特別

575 R113090220 関東 東京都 株式会社エイム 3013101003462 メンテナンス事業におけるブラスト工程の自動化 通常 塚越　祐之

576 R113090221 関東 東京都 株式会社ＲＥＳ 1012701014598
内視鏡の導入による配管検査業務における感染リスクの低減と生産
性の向上

新特別 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

577 R113090222 関東 東京都 有限会社山岡製作所 4013102006901
市場拡大が進む半導体製造装置向け小型精密ユニット部品の事業
化

通常

578 R113090223 関東 東京都 富士産業株式会社 1011801020688
ＬＰガス利用者に「検針票＋払込票」と一枚綴りで「広告」と届ける広
告事業

通常 西村　公志

579 R113090224 関東 東京都 株式会社東日 6011001015518 東郷記念館の味を全国へ！缶詰事業に進出 新特別 内海　飛鳥

580 R113090225 関東 東京都 土地家屋調査士法人井口工務所 9011805002873 若手と女性で起こす、仮想空間活用による市街地測量の現場革命！ 通常

581 R113090226 関東 東京都 株式会社フォーシスアンドカンパニー 2011001044074 非対面・ＷＥＢ完結型「メモリアル動画作成サービス」システムの構築 通常
株式会社ジャストコンサルティ
ング

582 R113090229 関東 東京都 神谷町駅前歯科 ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による、患者様満足を追求した治療の推進 通常

583 R113090230 関東 東京都 株式会社小島機械製作所 1011801001531 水平加工を可能にして工程・納期の短縮と安全性・生産性を向上 通常

584 R113090231 関東 東京都 クローバー歯科 安価で高品質なセラミック補綴治療の提供による予防歯科の強化 新特別

585 R113090233 関東 東京都 合同会社ＴＨＥ　ＫＥＩＲＹＵ　ＣＯＭＰＡＮＹ 5011103006003 滝ユニットの開発により「都市空間に瀑布を再現」します。 通常 西　秀幸

586 R113090234 関東 東京都 本駒込歯科室 患者の負担軽減・安全性向上を実現する高度歯周病治療法の開発 新特別 アイアンドアイ株式会社

587 R113090235 関東 東京都 網代動物病院 二次診療機関への転院を不要にする高度な画像診断の実現 新特別

588 R113090236 関東 東京都 株式会社トイビト 4010001183376
リカレント教育促進に貢献する学問特化型ＳＮＳの有料版システム開
発

新特別 ゼノンクリエイツ株式会社

589 R113090237 関東 東京都 有限会社丸二 3010602020284 パッケージの効率的な生産体制の構築 通常

590 R113090239 関東 東京都 株式会社永井建装 3010901008724
新型パネルソー導入で木材加工技術を高度化、デザイン建具市場に
参入！

新特別 株式会社シャイン総研

591 R113090240 関東 東京都 有限会社不二鈑金 9011202005199 先進安全自動車を含めた自動車のトータルサポート 新特別

592 R113090242 関東 東京都 株式会社釜人鉢の木 2011301001709 老舗和菓子店が挑む洋菓子製造販売と菓子製造ボトルネック解消 通常 西武信用金庫

593 R113090244 関東 東京都 ｇｒｅｅｎｒｏｏｍ株式会社 4011001091585
腹腔鏡手術を新たに実施することによる低侵襲外科医療サービスの
実現

新特別 株式会社ＨｉｇｈＡｄｏｐｔｉｏｎ

594 R113090246 関東 東京都 株式会社Ａｖｅｔｔ 4010001154253
検査体制の抜本的な変革による、１次診療機関の枠を超えた医療提
供と飼い主負担の削減

新特別 株式会社ＨｉｇｈＡｄｏｐｔｉｏｎ

595 R113090247 関東 東京都 株式会社エー・スター・クォンタム 5010401139563 量子技術の高速計算による航空機の整備計画最適化システム開発 通常
株式会社コムラッドファーム
ジャパン

596 R113090248 関東 東京都 株式会社インテッド 9011001119126 障害福祉サービスの受入れ状況共有・事業所プロモーションサイト 通常

597 R113090250 関東 東京都 株式会社メディカルマスターズ 2010001194061
大学医局当直管理システム導入により顧客満足度向上とコロナ渦で
の業務効率を改善

新特別
OneWorldコンサルティング株
式会社

598 R113090253 関東 東京都 株式会社ダイバーシーズ 6010501042088 ゲーマー向け音声ＳＮＳサービス「Ｍａｇｎｅｌｅ」の開発・運営 新特別 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

599 R113090254 関東 東京都 ＲａｄＰｌｕｓ株式会社 3011301026457 革新的なアニメ進行管理及びマッチングシステムの構築 新特別 株式会社コンサラート

600 R113090255 関東 東京都 株式会社マクロスジャパン 9010001057690 検診画像の施設間連携に対応したゲートウェイシステムの開発 新特別

12 / 45



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

601 R113090256 関東 東京都 ｚｅｒｏｋａｒａ株式会社 4012801019817 クラウド型ＩＣＴ予約システムを利用したゴルフコースレッスン事業 新特別

602 R113090257 関東 東京都 株式会社ｗｅｍ 4010801031478
整形外科治療においてＬＣＰシステムと呼ばれる革新的な新治療法
の確立による再手術根絶への挑戦

新特別 株式会社ＨｉｇｈＡｄｏｐｔｉｏｎ

603 R113090260 関東 東京都 株式会社ココニココ 4011401020152
二次診療レベルの高度画像診断による呼吸器疾患者の転院防止の
取組

新特別

604 R113090261 関東 東京都 ワンデーサージクリニック新橋 腹腔鏡技術を活用し　医院では希な日帰り鼠径ヘルニア手術を展開 新特別
株式会社ビジネスリノベーショ
ン

605 R113090262 関東 東京都 Ｑｕｉｘｏｔｉｃｃ株式会社 8010401153850 理化学業界初　研究者とのマッチングサービスによる生産性向上 新特別
株式会社ビジネスリノベーショ
ン

606 R113090263 関東 東京都 株式会社ゼスタス 9010001101440 サイト売買専用マッチングプラットフォームの開発 新特別

607 R113090264 関東 東京都 長嶋デンタルオフィス ⻭科治療におけるＤＸと当院技術を融合した新たな治療体制の確立 新特別

608 R113090266 関東 東京都 トクティー株式会社 4010401140332 外国人特定技能人材向けビザ在留申請オンラインシステム構築 新特別 森　滋昭

609 R113090270 関東 東京都 オールイズウェル 健康ピザの製造と通信販売により非対面型販売を実現する 通常 石川　和比古

610 R113090273 関東 東京都 株式会社谷田部銘板製作所 4011401006440
基準穴あけ機の高度化とスマートシャーリングを用いた金属銘板作
成プロセスの改善

通常

611 R113090274 関東 東京都 合同会社ＮｏＣｏｄｅＣａｍｐ 3012403004350 ノーコード開発のラーニング＆コンサルティングサービスの開発					 新特別 若杉　拓弥

612 R113090275 関東 東京都 株式会社セラピア 3010601058094 うつ病を予防するアプリｍｉｓｓｉｏｎの開発 通常

613 R113090276 関東 東京都 平瀬歯科クリニック
最新デジタル機材を用いたマイクロスコープ付き個別集中治療室で
の小児根管治療の実現

新特別

614 R113090277 関東 東京都 Ｅｃｌａｔ株式会社 3010401092145 歯科技工物作成プロセスにおける効率化および対人接触の低減 新特別

615 R113090280 関東 東京都 株式会社Ｃｏｕｎｔｅｌ 2011301026771 子育て中のママ・パパに向けた、双方向性相談アプリの作成 新特別
公益財団法人東京都中小企
業振興公社

616 R113090281 関東 東京都 株式会社布屋本店 3010001053927 世界標準のワイン味覚を修得するリカレント支援事業 通常

617 R113090282 関東 東京都 有限会社ケイエスレーザ加工 8012402020088 自社ブランドのテーブルウェア製品の販売増に対応する設備投資 通常 西武信用金庫

618 R113090283 関東 東京都 スクエアワン土地家屋調査士事務所 ドローンを用いた測量業務のＤＸ化 通常 スクエアワン株式会社

619 R113090286 関東 東京都 ａｒｃａｍｉ株式会社 6120001214416 「キャンセル対応型順番待ち・予約システム」の開発 新特別

620 R113090287 関東 東京都 三進工業株式会社 3010601003034
ワイヤーカット放電機導入により製造時間を７５％以上減少させ顧客
要求を満足させる

通常

621 R113090289 関東 東京都 有限会社スギハラ 1013102006235 ＡＩ／ＩｏＴを活用した大型モーターコア加工の生産向上 新特別 西武信用金庫

622 R113090291 関東 東京都 株式会社Ｂｉｚｕａｌ 8010601055450 バーチャルインターンプラットフォームによる非対面型就活の確立 新特別 林　恭輔

623 R113090292 関東 東京都 マコト歯科医院
最新型マイクロスコープと医院の現設備を利用した多様な歯科医療
の展開と治療の効率化

通常

624 R113090293 関東 東京都 株式会社コミチ 4011001121284
当社の技術を生かした「漫画雑誌をＷＥＢで読めるコミチプラス」の開
発

新特別

625 R113090294 関東 東京都 ＥＴＣマネジメントサービス株式会社 1010401138049
ＥＴＣ技術を応用した「ＥＴＣパーキング」のゲート式駐車場への拡大
計画

通常 東京商工会議所

626 R113090295 関東 東京都 野中歯科医院 セデーション＋インプラント治療強化体制の構築 新特別

627 R113090296 関東 東京都 小池歯科医院 セレックを生かした開院３３年目の治療フロー改革と訪問診療開始 新特別

628 R113090299 関東 東京都 都建材工業株式会社 4012401001670
都市型防災製品の普及を目的とした多品種対応生産システムの構
築

新特別

629 R113090300 関東 東京都 プルミエ歯科・矯正歯科
一般歯科と矯正歯科の連携治療と３次元ＣＴの組み合わせによる、
新しい歯科医療から生涯健康を実現するプロトタイプ型事業

新特別
株式会社リアルコンテンツジャ
パン

630 R113090301 関東 東京都 やすらぎの森歯科クリニック メタルフリーを低コストで実現させ、地域住民のＱＯＬ向上に貢献する 新特別
株式会社リアルコンテンツジャ
パン

631 R113090303 関東 東京都 未病ケアソリューションズ株式会社 4011101094447
新型生体情報測定センサの開発及び測定データ解析ソフトの一部開
発

通常

632 R113090304 関東 東京都 株式会社ｂｇｍｎｏｗ 8010003030507 ＡＩ作曲システムの構築による、クリエイター向け新サービスの開始 通常

633 R113090305 関東 東京都 株式会社アシストクリップ 1030001083271 防炎段ボール什器の開発と超大型テンションファブリックの内製化 新特別

634 R113090306 関東 東京都 三田理化メディカル株式会社 6010001162725 入院期間が短くなる、肩鍵盤断裂術後のシャワー浴用器具の開発 新特別
株式会社コムラッドファーム
ジャパン

635 R113090307 関東 東京都 株式会社ルトワ 5010401149315
中小企業ＩＴ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

通常

636 R113090312 関東 東京都 株式会社ヤモリ 5011001131084
管理会社の日々の業務に対しＤＸ化を用いた業務効率化を図る「管
理会社のヤモリ」の開発

通常 合同会社G&N

637 R113090313 関東 東京都 ５００ｋｉｔｃｈｅｎｓ株式会社 1010001215025
ポストコロナを見据えライブ配信機能付きテイクアウト・自社配達サー
ビスアプリで飲食店をサポートする

新特別

638 R113090314 関東 東京都 知日株式会社 9011101068735
ポストコロナにおけるオンライン授業拡大による外国人学生支援のＩＣ
Ｔ化

新特別 若杉　拓弥

639 R113090315 関東 東京都 株式会社ＬＩＶＡＬＵＥ 6011001143715 企業のキャッシュフローを改善するＤＸサービスの構築 新特別

640 R113090316 関東 東京都 有限会社アシストコガ 8010602031112 化粧品業界の新商品展開に貢献！展示什器の短納期化プロジェクト 通常

641 R113090317 関東 東京都 東京住宅サービス株式会社 8012401011534 物理的な対人接触機会を減じるシステム構築で生産プロセス改善 新特別

642 R113090320 関東 東京都 株式会社ＣＲＥＡＴＥ 5010601052698 犬猫の家族化と高齢化に対応した革新的なデイケアサービスの開発 通常

643 R113090322 関東 東京都 株式会社スタジオインターフィールド 6010401046429 最新音声編集設備の導入による生産性向上 通常
税理士法人　金子綜合会計
事務所

644 R113090323 関東 東京都 有限会社青梅精工 2013102005780 ダブルアール処理が必要なスイッチレーバーのワンパス加工の実現 新特別 西武信用金庫

645 R113090326 関東 東京都 オーナーズ株式会社 2010401161306 仲介ではない、クライアント専属のＭ＆Ａエージェントサービス 新特別 若杉　拓弥

646 R113090327 関東 東京都 株式会社ＨＵＭＡＮ　ＨＡＮＤＳ 3010001211798 整体のオンライン教育サービス 通常 熊野　一成

647 R113090328 関東 東京都 株式会社Ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ　Ｗｏｒｋｓ 9010001171129 レーザー３Ｄ成型機導入による等身大フィギュア製作の生産性向上 新特別
株式会社アルファコンサル
ティング

648 R113090329 関東 東京都 有限会社大川製作所 5013102001777 曲げ工程の内製化による半導体製造用チラー事業の強化 新特別 株式会社ゼロプラス

649 R113090330 関東 東京都 株式会社ＳＳＬ 5180001137827
声優Ｖチューバー養成のＡＩ機能搭載ｅ－Ｌｅａｒｎｉｎｇシステム開発によ
るデジタル教育革命

新特別 株式会社キクチカラ

650 R113090333 関東 東京都 フレンズ株式会社 8010001220332 日本企業のＤＸ推進へ寄与する、開発ＡＩチャットボット機能の開発 新特別
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651 R113090334 関東 東京都 株式会社ｎｅｗｓｐａｐｅｒ 5010601060107 コロナによる各種規制に影響されない強いクラフトビール製造 通常

652 R113090335 関東 東京都 ｎｉｃｅ　ａｎｄ　ｓｌｏｗ合同会社 3011103011401
健康管理用「非対面パーソナルレコメンデーションシステム」の構築と
実装

新特別

653 R113090336 関東 東京都 玉川食品株式会社 5011501002859
麺類製造の技術力・企画力を活かし、評価される市場拡大への経営
革新

通常

654 R113090337 関東 東京都 津江歯科医院
レーザー光線を用いた新しい診査方法によるカリエスの早期発見早
期対処の実現および根管治療の精度向上

通常

655 R113090338 関東 東京都 株式会社シティクリーン 1011301020057
現場が多く直行直帰の事業者にピッタリの業務管理ソフト「らくらく社
長」の開発

新特別

656 R113090339 関東 東京都 株式会社ファイヴツゥジャパン 8010001055803
ＳＤＧｓに即した紙フォルダ製造の自動化による革新的ＷＥＢサービ
スの展開

新特別

657 R113090340 関東 東京都 株式会社レティクル 8013301035986 応援メッセージが贈れる復興支援サイト・防災食サイトの構築 新特別 株式会社イクルスマネジメント

658 R113090343 関東 東京都 株式会社コルテ 6012701014552 サプライチェーン維持と技術継承を担う難削材部品加工技術の確立 新特別 山地　真吾

659 R113090344 関東 東京都 長澤孝浩
定期検診から高度治療まで患者様の口腔内の環境を包括的にサ
ポートする歯科医院体制の構築

新特別

660 R113090346 関東 東京都 株式会社Ｍ＆Ｍ 4010401130861 自社発毛製品開発でサロン事業から製造販売業へシフト 新特別 株式会社アキュリオ

661 R113090347 関東 東京都 株式会社ブラザーフッド・アンド・カンパニー 2010001169204
家具・家電調達・設置の効率化、タイムリーな連携を実現する新サー
ビス

通常 株式会社イクルスマネジメント

662 R113090348 関東 東京都 有限会社藤正自販 9012302007300 商用車でも日常使いが出来る収納式寝台車の製作 通常

663 R113090350 関東 東京都 株式会社高梁特殊印刷 5011401010615 バリアブル印刷ラベルの全数検査体制確立による受注の拡大 通常

664 R113090353 関東 東京都 ホリ歯科 分野別歯科医師による最先端チーム医療 新特別 野竿　健悟

665 R113090354 関東 東京都 株式会社スパロー 5180001140509 原型師の育成のための、３Ｄプリンタ出力センターの構築 新特別 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

666 R113090355 関東 東京都 有限会社メディア・アート・リーグ 3010902023953 世界最高クラス「デジタルシルクロードミュージアム」ＥＣサイト事業 新特別 東京商工会議所

667 R113090356 関東 東京都 エミウム株式会社 4011101093192
オンデマンド・デジタル歯科技工＆業務効率化サービス「Ｅｍｉｕｍ　Ｄ
ｅｎｔａｌ　Ｌａｂ」

新特別 合同会社G&N

668 R113090357 関東 東京都 株式会社ＧＥＮＢＡ　ＢＯＸＸ 8011101087967 建設業の「現場」で働く職人のための施工・原価管理サービス 通常 ９９．９株式会社

669 R113090358 関東 東京都 株式会社扶桑 8011801004263 クリエイター向けセミオーダーカスタマイズシールサービスの開発 通常 株式会社阿波銀行

670 R113090361 関東 東京都 株式会社夢現舎 8010101008330 自社主力アプリ製品リニューアル開発事業 通常

671 R113090363 関東 東京都 株式会社アウム 5011301000138 バナジウム・ゲルマニウムの溶出可能な「据置型浄水器の開発」 新特別

672 R113090365 関東 東京都 株式会社Ｕｎｄｅｓｋ 2012701016049
テレワークでの生産性を向上させるバーチャルオフィスサービスの提
供

新特別 行政書士法人INQ

673 R113090366 関東 東京都 イーアールシーピー 検診データを取り込み活用するＰＨＲサービスシステムの構築 新特別
アルタス・パートナーズ合同会
社

674 R113090367 関東 東京都 株式会社めどしる 8010901049739 医師向け音声による副作用データ等薬情報簡易取得サービス 新特別

675 R113090368 関東 東京都 株式会社福祉工房アイ・ディ・エス 5013401002278 国会図書館・公文書館等の蔵書・資料の電子化サービス事業 通常

676 R113090369 関東 東京都 原宿デンタルオフィス 最新鋭歯科用ＣＴ導入による包括的歯科治療の提供体制強化事業 通常
株式会社リアルコンテンツジャ
パン

677 R113090370 関東 東京都 株式会社Ｙｕｉｍｅｄｉ 9010401156828 医療データクレンジングソフトウェアの開発 通常

678 R113090371 関東 東京都 株式会社ファンプロジェクト 2010401121879 刻印加工機導入による生産性向上と、新規顧客層への事業展開 通常

679 R113090372 関東 東京都 ミラーフィット株式会社 2011001135055 スマートミラーを使ったオンラインフィットネス向けアプリ開発 新特別 田中　宏明

680 R113090373 関東 東京都 株式会社Ｎｉｃｏ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ 9011001060552 男性ニーズの多様化に合わせ顔美容を軸とした新サービス開発 通常

681 R113090374 関東 東京都 株式会社ｇｅｌｕｋ 9010901044350 理学・作業療法士を目指す在学生の動画学習プラットフォーム事業 通常

682 R113090375 関東 東京都 ＣＲＥＦＩＬ株式会社 5011001126027 スポーツビジネスプラットフォーム「スポハビ」構築 通常

683 R113090376 関東 東京都 株式会社旭コミュニケーションズ 3011601025019 ファンによる漫画のグッズ・アニメ化応援サイト事業 通常

684 R113090377 関東 東京都 株式会社ＪＯＭＯ 8011001119647 清掃業務の予約管理業務を自動化するためのシステム開発 通常

685 R113090378 関東 東京都 株式会社霧下そば本家 4010601010450 顧客ニーズに対応した最上級そば粉の提供 通常 東京東信用金庫

686 R113090379 関東 東京都 ユナイテッドアニメーション合同会社 1011003012617 中小アニメ制作会社のボランタリーチェーン会員システム構築事業 通常

687 R113090380 関東 東京都 合同会社ロケッツ 1120003008580 リアルタイムレンダリングによるバーチャルスタジオサービス 新特別

688 R113090381 関東 東京都 セントラル工芸株式会社 4011801016106
ウィズコロナに対応　新しい生活様式に沿った内装備品・注文家具の
開発・販売

新特別 株式会社シャイン総研

689 R113090382 関東 東京都 柳塗装工業株式会社 3012801003706 大型新規案件受注と工場排水清浄精度向上実現の取り組み 通常 西武信用金庫

690 R113090383 関東 東京都 株式会社クロノス 7011001070628
日本の農産物を野生鳥獣被害から守る革新的な撃退機器の開発事
業

通常

691 R113090384 関東 東京都 株式会社ミクシス 7011101091508
ライバー間マッチングサービスの開発による、ライバー育成とマネタイ
ズ可能な新市場開拓事業

新特別 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

692 R113090385 関東 東京都 株式会社Ｏｐｅｎｉｎｇ　Ｌｉｎｅ 9010001182919
ブロックチェーン技術を利用したＩｏＴデータ連携プラットフォームの開
発

通常

693 R113090387 関東 東京都 たかの台みかみ歯科 デジタル医療機器導入による高度な矯正歯科治療サービスの提供 通常

694 R113090389 関東 東京都 日本工芸株式会社 1011101079095 企業等の周年記念ニーズに特化した伝統工芸品ＥＣサイトの構築 新特別

695 R113090392 関東 東京都 門前仲町歯科・矯正歯科 最新ＩｏＴ設備導入による非接触型インプラント・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

696 R113090396 関東 東京都 株式会社ケイエム製作所 3011801001331 半導体製造装置の精密加工部品測定の高度化および生産性向上 通常

697 R113090400 関東 東京都 株式会社ＡＴＴＩＶＩＴＡ 8011001123442 厳選された弁護士による法務アドバイスコンテンツ販売市場の創出 新特別 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

698 R113090401 関東 東京都 株式会社ＶＡＴＡ 4010901046376 ヒト幹細胞培養上清液配合歯磨き剤及びオンラインサービスの開発 新特別

699 R113090404 関東 東京都 ぽぽろクリーニング 乾燥機導入によるクリーニング品質の向上と環境負荷の低減 通常

700 R113090409 関東 東京都 リーズンホワイ株式会社 8010401094698
計画・無痛分娩を行いたい妊産婦向けの、医療機関紹介システム開
発事業

新特別 合同会社G&N
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701 R113090412 関東 東京都 北園ゆり歯科クリニック
女性の咬み合わせと歯周病に寄り添うための低感染リスク型歯科治
療

通常
株式会社中央ライズアクロス
ソリューション

702 R113090414 関東 東京都 株式会社Ｄｅｃｏｒａｔｉｏｎ　Ｆｏｏｄｓ 7010901043684
コロナ禍のニーズに必要とされるスマホとＢｅａｃｏｎを活用した食フェ
ス・テーマパーク会場内向け専用オーダーシステム

通常

703 R113090416 関東 東京都 巴工芸株式会社 8010001005601 デジタル印刷機導入によるワンソースマルチユースサービスの開発 新特別 ペンデル税理士法人

704 R113090417 関東 東京都 株式会社Ｔｓｕｎａｇｕ．ＡＩ 8040001099640 “デザインを理解するＡＩ”によるサイト構築自動化システムの開発 通常

705 R113090418 関東 東京都 同釜エージェンシー合同会社 2010503006301
メタバース空間でのライブハウス構築による空間的制限のない音楽
体験の創造事業

新特別 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

706 R113090419 関東 東京都 うちうみ歯科クリニック
歯周病に対するレーザー治療とエムドゲイン再生療法のハイブリッド
治療体制

新特別
株式会社中央ライズアクロス
ソリューション

707 R113090420 関東 東京都 西池袋ＴＫデンタルクリニック 補綴治療および根管治療の低感染リスク型治療体制の実現 新特別
株式会社中央ライズアクロス
ソリューション

708 R113090422 関東 東京都 デンタルアクト デジタル技工術と拘りアナログ技を掛算し歯科業界ニーズに応える 新特別

709 R113090423 関東 東京都 株式会社ＢＲＡＩＮ　ＭＡＧＩＣ 1011101076068
３Ｄクリエイターの作業効率化を実現！革新的左手デバイス新規開
発

通常 株式会社東京経営サポーター

710 R113090424 関東 東京都 株式会社パタンナー 8010701040724 データ分析パターンの共有管理サービス「Ｐｔｔｒｎｅｒ」の新機能開発 新特別

711 R113090425 関東 東京都 株式会社ｉｍｍｕｅ 9011001140321 株式会社ｉｍｍｕｅ 通常

712 R113090427 関東 東京都 有限会社中村 5430002012540
ワイン倉庫および配送、非接触型提供、会員制ワイン定期お届け
サービス事業

新特別

713 R113090430 関東 東京都 株式会社ウィッシュボーンズ 3011001100883 刺繍難易度が高いサステイナブル素材への刺繍加工技術の確立 通常

714 R113090431 関東 東京都 オーグメンテッドコミュニケーションズ株式会社 5070001035364 電力波形の遠隔ＡＩ解析による生活様態分析付きケアマネシステム 新特別

715 R113090434 関東 東京都 株式会社ＥＳＴＥＲＡＳ 8011101079782 ＡＩを活用した売却価格予測機能の構築による革新的サービス提供 新特別 北村　亮太

716 R113090436 関東 東京都 株式会社ギャツビー 9011101076597
悩み・ストレスを気軽に相談できる電話カウンセリングシステムとカウ
ンセラー専用の求人システム

新特別 合同会社G&N

717 R113090438 関東 東京都 株式会社Ｖｅｒｂ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ 1010501027837
自社ブランドＵ－ＤＯＴのがＥＣ上でのカスタムシステムの導入と生産
管理システムの導入

新特別

718 R113090439 関東 東京都 株式会社幸洋コーポレーション 5010001027714 免震立地移転事業 通常 藤永　滋

719 R113090441 関東 東京都 株式会社グリーンブラザーズ・ジャパン 6010001223964
　測定計測の導入による原材料品質管理開発方法の確立と革新的
なサービスの提供

通常

720 R113090442 関東 東京都 株式会社ＷＥ　ＵＰ 7010701040873 業務ガイド・マニュアル自動作成ツール『ＷＥ　ＵＰ』の開発 通常 行政書士法人INQ

721 R113090443 関東 東京都 株式会社ＧＯ 8010101011623 日本初のソフトテニスオンラインスクール事業 新特別

722 R113090444 関東 東京都 株式会社エネット 4010001223000 ”ｅドル”の活躍で実現するｅスポーツのファン獲得と市場拡大 通常 越沼　康明

723 R113090445 関東 東京都 株式会社フライト 7010901045029
英会話事業のＤＸ推進を目的とした英文自動添削システムの開発事
業

新特別 JOBU合同会社

724 R113090447 関東 東京都 株式会社ヘッジホッグコンサルティング 3010401155422 ハイクラス層に特化した人材紹介採用管理システムの開発及び運用 新特別 城南信用金庫

725 R113090448 関東 東京都 株式会社三洋製作所 8013101005594 マシンキー製造工程のボトルネック解消のための設備改善と標準化 通常
一般社団法人多摩西部コン
サルタント協会

726 R113090450 関東 東京都 株式会社ＳＴＡＮＤＳ 5010001194661
Ｗｅｂサービスをわかりやすい体験へ変革するクラウドサービスの新
規開発および事業転換

新特別

727 R113090451 関東 東京都 社会保険労務士法人プラットワークス 6010005030564 Ｐｌａｔｔａｌｋｓを活用した非対面式資産運用カウンセリング 新特別 東京商工会議所

728 R113090454 関東 東京都 株式会社１９００ｆｉｌｍ 1011601023494 ポッドキャストを用いたオーディオコンテンツのプラットフォーム事業 新特別 有限会社クレメンティア

729 R113090455 関東 東京都 株式会社ＳＭＩＬＥ　ＣＲＥＡＴＥ　ＧＲＯＵＰ 9010001138417 アプリを作成し混雑状況を把握・支払いはキャッシュレス対応 新特別

730 R113090457 関東 東京都 株式会社展示会ブース装飾 1011701008783 看板制作の機械化による人と密着しない作業環境づくり 新特別

731 R113090459 関東 東京都 株式会社サエグサ 9010601011989 無垢の真鍮材を用いたステーショナリー製品の開発事業 通常

732 R113090460 関東 東京都 株式会社カナリー 6010001213503 コロナ禍を打破する貿易特化オンラインマッチングシステムの開発 新特別

733 R113090462 関東 東京都 有限会社マクシスプランニング 8010402026717 小中規模オフィス用　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ５．１　ビーコンシステムの開発 通常

734 R113090463 関東 東京都 コペルニクス株式会社 6011701021187 野球界をＤＸするアプリ開発 新特別

735 R113090464 関東 東京都 株式会社ＬＯＡＤ＆ＲＯＡＤ 4010001189729
組み込みソフトウェアを用いたＩｏＴティーポット「ｔｅｐｌｏティーポット２」の
操作性および安定性向上

通常

736 R113090465 関東 東京都 株式会社Ｎｅｔｆｏｒｃｅ 2011701013650
柔軟性高いＥＣ専用ＤＢシステム導入による脱属人化と業務効率の
向上

通常

737 R113090466 関東 東京都 渋谷新南口歯科 高精度・広範囲撮影ＣＴによる診療の効率化・感染予防 新特別 カワイ税理士法人

738 R113090467 関東 東京都 ＳＴＡＲＭＺ株式会社 8011401022748 編物のオーダーメイド製品の開発により、新たな顧客獲得を目指す。 新特別

739 R113090469 関東 東京都 株式会社ＦＲＯＭ　ＪＡＰＡＮ 2010601030038 効率的な入庫検品プロセスの開発による生産性向上計画 通常

740 R113090471 関東 東京都 テラボックス株式会社 7020001115400 ＡＩとＩｏＴ技術による非接触・自動の水道スマート検針・システム 新特別
Ｍ＆Ｆコンサルティング株式会
社

741 R113090474 関東 東京都 株式会社ＸＡＩ 5011001138014 ＡＩの学習と運用を支援する画像データ可視化サービスの開発 通常

742 R113090475 関東 東京都 株式会社ＮｏＳＨＡＰＥ 6011003005558 がん検診受診率を向上させるＬＩＮＥを活用した受診勧奨システム 新特別

743 R113090476 関東 東京都 株式会社ロイヤリティバンク 3010001215279
秘密分散管理技術を用いたＮＦＴデジタルコンテンツの制作・販売支
援事業

通常

744 R113090477 関東 東京都 株式会社袖縁 4010001207837 大規模施設における障害者支援サービス 通常

745 R113090480 関東 東京都 株式会社ＬＩＦＥ　ＰＥＰＰＥＲ 6010001159762 海外への営業活動を支援するＢ２Ｂ向け多言語カタログ管理ツール 新特別

746 R113090481 関東 東京都 恵比寿新橋いかわ歯科医院 スリープスプリントと歯列矯正による根本的なＳＡＳ治療実現 新特別
株式会社リアルコンテンツジャ
パン

747 R113090485 関東 東京都 柴崎歯科医院 最新型ＣＴの導入による治療期間短縮と感染防御 新特別

748 R113090487 関東 東京都 株式会社イヤホンガイド 3010001035017 機動性の高いＬＥＤ字幕機の開発による生産性向上 通常

749 R113090488 関東 東京都 ミニイク株式会社 6013301045748 ペット医療を進化させるＭＲ（複合現実）事業 通常

750 R113090490 関東 東京都 ｆｌｅｕｒｎａｉｌ プライベートエステサロンへの事業展開による業績拡大 通常
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751 R113090491 関東 東京都 株式会社翔エンジニアリング 9010401137150 マイクロ波送電用受電デバイスの開発事業 通常

752 R113090492 関東 東京都 株式会社ＳＩＮＡＣ 6010901044832 オリジナルコスメブランド立ち上げ支援ツールの開発 新特別 兒玉　洋貴

753 R113090494 関東 東京都 アベントゥーライフ株式会社 4010901042672 只の電動自転車ではないＩＯＴ搭載「コネクティッドバイク」 新特別

754 R113090495 関東 東京都 株式会社メルクリウスコーポレーション 5011101041852
オリジナルオンデマンドプリントサービス事業立ち上げによる商圏拡
大

新特別

755 R113090496 関東 東京都 株式会社ＷＡＬＰＡＳＳ 3010701041355 スポーツで必要な栄養価を摂取出来るフ－ドデリバリ－サ－ビス 新特別

756 R113090497 関東 東京都 株式会社Ｇ－Ｆｏｒｃｅ　Ｊａｐａｎ 2040001053495
生薬処方用電子カルテの開発並びに漢方診療所や薬局への販売事
業

通常

757 R113090498 関東 東京都 サン・ビーム株式会社 5011101036175 目指せオンリーワン。ステッキ専門店が印刷機導入で新事業に挑む 新特別

758 R113090500 関東 東京都 株式会社シクミヤ 4011001126399
起業家の意思決定を支援する資本政策データベースサービスの開
発

新特別

759 R113090501 関東 東京都 東京語学学校株式会社 2011801029621 オンライン日本語学習（クラウドスクール） 新特別

760 R113090502 関東 東京都 株式会社Ｔａｎｄｅｍｓ 4010901038910 個人書店サービスＬＩＢＥＳ開発・運営事業計画 通常

761 R113090503 関東 東京都 ｈａｐｐｙ　ｈｏｕｒ合同会社 4011103011400
ＡＩの言語解析機能を用いた『自動書籍企画抽出・執筆補助システ
ム』」の構築

新特別

762 R113090504 関東 東京都 弁護士法人Ｇａｌａｘｙ 8011005008540 革新的な包括デジタル遺言サービス（エターナルサポート） 通常

763 R113090505 関東 東京都 留学安心信託株式会社 6011101081963 留学費用自動分割支払送金システム 通常 昭和信用金庫

764 R113090506 関東 東京都 エルゴラボ 医療機関での検査画像を患者がオンラインで閲覧できるサービス 新特別

765 R113090507 関東 東京都 株式会社Ｖａｌｕｅ 4010001139824 脱炭素ポータルサイトの導入 新特別 駒田　裕次郎

766 R113090512 関東 東京都 株式会社シアン 4010001189175 出張型ＶＲヘルスケアサービスによる高齢者の認知症改善 通常

767 R113090513 関東 東京都 株式会社サンフェイス 4011201013439
ファブリックスキャナー導入によるファッションデザイン提供の改善、Ｅ
Ｃサイト向けの新規提案の開拓

通常

768 R114090003 関東 神奈川県 有限会社及川精工 9020002032989 ウイルス撲滅型自動券売機の開発 新特別

769 R114090005 関東 神奈川県 吉川裕 ＩｏＴ活用による予約・決済・スマートロックシステムでスペース利用 新特別

770 R114090007 関東 神奈川県 株式会社Ｊｕｌｙｄｅｘ 1021001066795 配信用の「革新的ＡＩ歌唱音楽動画」制作事業 通常

771 R114090009 関東 神奈川県 関戸歯科医院
最新歯科用ＣＴ導入による、山奥地の高齢者のための包括的地域医
療の実現

新特別 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

772 R114090013 関東 神奈川県 株式会社ジャムズカスタムメイド 2021001070490 新たに相良刺繍とレーザー彫刻を手掛けて事業を発展させる 新特別 協同組合さいたま総合研究所

773 R114090014 関東 神奈川県 スピック株式会社 2021001071290 廃プラリサイクル促進、高品質バイオコンポジット加工技術の開発 通常

774 R114090017 関東 神奈川県 株式会社ＮＩＣＯＡＲＣ 4021001069713 接骨院にて、美・健康の新サービスの展開 通常 西武信用金庫

775 R114090018 関東 神奈川県 葉山観光開発株式会社 1021001041807
最先端レーザー機器×人工衛星を活用した「革新的な三次元現況測
量体制」の開発

新特別

776 R114090019 関東 神奈川県 株式会社オリガ動物病院 3020001090944 高付加価値の小動物用１．５次医療の実現に向けて 通常

777 R114090020 関東 神奈川県 株式会社双和精機 2021001043876 最新ＣＮＣ旋盤導入による‘難削材加工技術’の更なる高度化 通常

778 R114090021 関東 神奈川県 株式会社マーケット・イノベーション 9011101054198
システム発注者とフリーランスのＩＴ系エンジニアを繋げるオンライン
マッチングサービス

新特別
公益財団法人神奈川産業振
興センター

779 R114090023 関東 神奈川県 石川歯科医院 最新ＣＴ装置および画像解析装置を使い治療精度をあげる。 通常
公益財団法人神奈川産業振
興センター

780 R114090024 関東 神奈川県 合同会社ストーンウォールシステムズ 6020003014642 ひよこのオスメス鑑別ＡＩサービスの開発 通常

781 R114090025 関東 神奈川県 株式会社ティ・ディ・プラント 7021001034904
安全・安心・確実な作業で労働安全衛生を確保しより質の高いサービ
スの提供

新特別 株式会社やまと経営

782 R114090026 関東 神奈川県 ヨシト電気株式会社 2021001002361 ＤＩＰ工程のはんだ付けにおけるオートメーション化を図る。 通常
ＴＭ人事労務コンサルティング
株式会社

783 R114090027 関東 神奈川県 株式会社日豊 7020001068276 川崎市災害対策（大規模盛土地盤変動監視装置構築） 新特別

784 R114090028 関東 神奈川県 株式会社ティーディー 9020001103980 節電装置を遠隔で監視および管理するシステムの開発 新特別 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

785 R114090029 関東 神奈川県 有限会社野州精機 4020002091040 最新型ＣＮＣ精密自動旋盤の導入による、偏心加工の生産性向上 通常 川崎信用金庫

786 R114090030 関東 神奈川県 株式会社ＳＯＸＡＩ 3010401158433
高精度な健康管理を可能とするスマートリングの量産化体制の構築
及びグローバル展開

新特別 若杉　拓弥

787 R114090031 関東 神奈川県 株式会社ぜん 4020001123380 ＩＴ導入による遺品回収業務のＤＸ体制の構築とイノベーション 新特別 安達　隆久

788 R114090032 関東 神奈川県 清美工営株式会社 9020001027230
下水道管路維持管理の為、将来性ある管路カメラ調査事業への進出
でワンストップソリューションを提供。

通常 向井　敏明

789 R114090033 関東 神奈川県 株式会社コスモデンタルラボラトリー 9020001033897 デジタル工程導入による「義歯のＳＤＧｓ」活動への取り組み 新特別 アイアンドアイ株式会社

790 R114090034 関東 神奈川県 株式会社カンキョーワークス 8020001025895
計量データ集計システム導入による業務効率ＵＰと女性活躍の場の
提供

新特別 経営創研株式会社

791 R114090036 関東 神奈川県 株式会社大実製作所 3021001028868 日本の主要産業半導体製造装置を支える「駆動軸」生産性の向上 通常 株式会社東京経営サポーター

792 R114090037 関東 神奈川県 有限会社伊藤精機製作所 3021002013992 半導体製造装置向け高密度真空チャンバーの製造技術確立 新特別
株式会社コムラッドファーム
ジャパン

793 R114090038 関東 神奈川県 株式会社ベルテックス 4021001047611
機械器具等重量物の搬入・設置時の安全・効率化に寄与する画期的
な支柱の提供体制の構築

新特別 さがみ信用金庫

794 R114090039 関東 神奈川県 株式会社シュヴァルベル 3012701014241 画像処理とロボットを活用した自動外観官能検査システムの開発 新特別

795 R114090040 関東 神奈川県 株式会社桜精機 9021001012338
高精密・中量金属加工の実現によるアクチュエータ製造装置市場へ
の参入

通常
イマジネーション・ヴィレッジ株
式会社

796 R114090042 関東 神奈川県 株式会社ホワイト急便ヨコハマ 3020002040056
仕上げ工程刷新により集配や特殊クリーニングを強化し、地域需要
を丸抱え

新特別 株式会社匠コンサルティング

797 R114090043 関東 神奈川県 よしだ歯科医院
静脈麻酔を併用する口腔外科専門医院への事業拡大による地域貢
献

通常

798 R114090049 関東 神奈川県 あさひな
最新型冷凍機の導入による冷凍天然蒲鉾製造とオンライン受発注シ
ステムの開発により日本全国・海外へ販路を拡大する。

通常 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

799 R114090050 関東 神奈川県 合資会社あいざわ 3020003000876 洗濯品受託にＡＩ搭載Ｘ線異物検査装置を導入した生産性向上事業 通常 市木　圭介

800 R114090051 関東 神奈川県 株式会社ＳＫ　ＬＯＧＩＣＯ 8021001059339 配送業務システム 通常
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801 R114090052 関東 神奈川県 室伏歯科医院
完全な静脈内鎮静法の実施と患者様にとっての見える化により、⻭
科治療における「恐怖心や不安感」を取り除く治療の提供

新特別

802 R114090053 関東 神奈川県 小島おとなこども歯科
外来診療に新たに訪問診療を加え、患者の生涯、歯科医療サービス
の提供を実現する

通常

803 R114090055 関東 神奈川県 株式会社Ｊａｐａｎ　Ｇｏｏｄ　Ｔｉｒｅ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ 2021001053660 中古タイヤ利活用促進のための作業プロセスの革新的改善 通常

804 R114090056 関東 神奈川県 土方歯科医院 革新的な歯科用ＣＴにより実現する根管治療の強化と歯の健康診断 新特別
アルタス・パートナーズ合同会
社

805 R114090058 関東 神奈川県 有限会社アダチ製作所 7020002005410
半導体製造業界からの増産要請応えつつ、より高度で付加価値の高
い加工技術を強化するための設備投資

通常

806 R114090060 関東 神奈川県 株式会社田村工機 2020001066540 革新的な無変換サンプルカット技術の開発による生産性向上の実現 新特別
朝日ビジネスサービス株式会
社

807 R114090061 関東 神奈川県 株式会社エコーパーツ 6020001019560
最新レーザ溶接による高品質溶接加工の実現で、部品の水密性を
向上

通常

808 R114090062 関東 神奈川県 トーショウ精工株式会社 6020001066719 高性能マシンビジョン用レンズ向け精密シムの製造技術獲得 新特別
株式会社コムラッドファーム
ジャパン

809 R114090063 関東 神奈川県 株式会社セカンドインターナショナル 5020001121391 ポストコロナに対応するオンラインのリサイクル国際卸売市場の構築 通常 税理士法人小林会計事務所

810 R114090065 関東 神奈川県 有限会社サイトウ金型 2020002033721 極細ワイヤーによるＥＶ車向けコネクタ金型部品加工技術の構築 通常

811 R114090066 関東 神奈川県 情報印刷株式会社 9020001069413 販促・発送のＤＸ化による『受注業』から『販促支援業』への転換 通常

812 R114090067 関東 神奈川県 有限会社吾妻堂 2021002017565
少子化で縮小する給食パン製造請負事業から自社製パン製造販売
への展開

通常 前田　由美子

813 R114090068 関東 神奈川県 佐竹歯科医院
地域高齢者への訪問診療拡大と多様化する患者ニーズへの対応強
化

新特別 株式会社匠コンサルティング

814 R114090070 関東 神奈川県 ＲＥＤＡＳ株式会社 1011101039859 小ロットでの個包装プロテイン製造事業 通常 東京商工会議所

815 R114090071 関東 神奈川県 合同会社ＯＲＧＡＮＩＣＤＥＳＩＧＮ　ｄｅｎｔａｌａｒｔ 2020003010579 インプラントの問題点を解決するアバットメントキャップの開発 新特別 アイアンドアイ株式会社

816 R114090072 関東 神奈川県 有限会社関戸製作所 8021002029885 手に負えなかった医療・油圧系精密部品の試作・量産案件受注事業 通常

817 R114090073 関東 神奈川県 株式会社長城企画 3020001100868 自動切削機の導入による生産効率ＵＰと顧客満足度向上． 新特別 レンタルＥＣ株式会社

818 R114090074 関東 神奈川県 ＴｈｅＣＸＯ株式会社 1021001071993 ＡＩによる資金調達サポートシステム「ＴｈｅＣＦＯ．ａｉ」の開発事業 新特別 合同会社G&N

819 R114090076 関東 神奈川県 株式会社ラージフィールド 3021001044510 セルフチェックイン・精算システム、オートロックシステムを導入 新特別

820 R114090077 関東 神奈川県 株式会社うさぎスイーツ 1020001051873
最新の自動団子製造機導入による新商品の開発及びコスト削減と売
上拡大

通常 西山　優一郎

821 R114090078 関東 神奈川県 斉藤デンタルクリニック インプラント治療を中心とした低感染リスク歯科治療の実現 新特別

822 R114090080 関東 神奈川県 株式会社末徳 9021001046922 最新分析計導入による金属リサイクルの効率化・高度化の実現 新特別 株式会社東京経営サポーター

823 R114090083 関東 神奈川県 有限会社赤城屋 8020002082507 チップソー自動研磨機による作業効率の向上と営業力強化 通常 川崎信用金庫

824 R114090085 関東 神奈川県 サンケン工業株式会社 7020001020328 鉄道産業の需要増加に向けた鉄道車両部品の製造能力強化 新特別

825 R114090086 関東 神奈川県 スマイレアデンタルクリニック
最先端スキャナー・レーザー導入によるワンストップの根管・補綴治
療の提供

新特別

826 R114090087 関東 神奈川県 有限会社廣沢鉄工建設 9021002004144
型鋼加工機導入による高効率型鋼加工体制確立と、エレベーター昇
降路事業参入

通常

827 R114090088 関東 神奈川県 アルマック株式会社 8021001011233 強みであるロボットシステムの事業展開を目指した設備生産力強化 通常

828 R114090089 関東 神奈川県 ジェイディーエス株式会社 1021001019852 「究極のオーダーメイド・デンチャー」のデジタル生産工程の構築 新特別 アイアンドアイ株式会社

829 R114090090 関東 神奈川県 株式会社ホワイトデンタルラボ鎌倉 5021001065934
訪問歯科診療を全国へ！歯科技工所主導のデジタル化支援サービ
ス

新特別 株式会社東京経営サポーター

830 R114090091 関東 神奈川県 株式会社湘南技研 6021001000898 インサート成形の生産プロセスの改善による品質向上と新製品開発 通常

831 R114090092 関東 神奈川県 株式会社ダイヤコーポレーション 5021001049219
金属建材の工程革新で収益基盤の構築とコロナ社会への対応を両
立

新特別

832 R114090097 関東 神奈川県 株式会社オルトロス 6021001073556 非接触型調剤薬局を実現する「じぶん薬局」の展開 通常 株式会社東京経営サポーター

833 R114090099 関東 神奈川県 株式会社バイオメッドコア 2020001054999 粉末化リポソームを活用した付加価値食品素材事業の確立 通常

834 R114090100 関東 神奈川県 有限会社黄河 1020002011736 労働生産性向上によりコストを削減した「革新的な水餃子」の製造 新特別 税理士法人あおば

835 R114090101 関東 神奈川県 合名会社川本屋商店 3020003000141
スライサー及びピロー包装機導入による低感染・半自動型洋菓子加
工

新特別

836 R114090102 関東 神奈川県 株式会社日政自動車整備工場 8020001021300 自動車整備用リフト等導入による自動車点検の高度化・低リスク化 新特別 北村　亮太

837 R114090103 関東 神奈川県 グローキーアップ株式会社 3010401132553 ＩｏＴ自動販売機を活用したふるさと納税事業の発展 通常 中栄信用金庫

838 R114090106 関東 神奈川県 ノブデンタルクリニック 再生医療とインプラント治療を融合した新しい治療サービスの提供 新特別
株式会社中央ライズアクロス
ソリューション

839 R114090107 関東 神奈川県 株式会社ティー・アンド・ワイ・スズキ 7021001020136 ＩＴを活用した学生服のリモート採寸による安全性確保と効率向上 新特別 株式会社コンサラート

840 R114090108 関東 神奈川県 茅ヶ崎デンタルケア沢田歯科 ポジショニングとミラーテクニックを駆使した樋状根の治療法開発 新特別 アイアンドアイ株式会社

841 R114090109 関東 神奈川県 ＲＹＡＮ　ＲＯＢＯＴＩＣＳ　ＳＹＳＴＥＭＳ株式会社 2020001131187
自動運転社会を実現する安価で高精度なダイナミックマップに資する
シート型レンズの試作開発

新特別 若杉　拓弥

842 R114090110 関東 神奈川県 アスヨシ歯科医院 院内設備のデジタル化によるコロナウイルス感染対策強化 新特別

843 R114090112 関東 神奈川県 アーケ株式会社 4011001100503 最先端技術による驚きの映像でクライミング中継の世界一企業へ 新特別 株式会社匠コンサルティング

844 R114090114 関東 神奈川県 株式会社カマン 6021001071493 リユース容器シェアリングサービスＭｅｇｌｏｏ（メグルー） 通常 鎌倉商工会議所

845 R114090116 関東 神奈川県 株式会社藤井動物病院 3020001030495
区内屈指の検査体制を確立し、院内貫徹の医療水準の飛躍と区の
検査機関の両立を実現する事業

新特別 株式会社ＨｉｇｈＡｄｏｐｔｉｏｎ

846 R114090117 関東 神奈川県 川内歯科医院
口腔内スキャナーと大型総合病院とのデータ連携を活用した地域密
着型インプラント治療

新特別

847 R114090119 関東 神奈川県 有限会社和光カッティングセンター 6020002079587
最新ルーター加工機を導入し、多様な素材の加工を迅速に顧客ニー
ズに応えていく体制構築

通常

848 R114090120 関東 神奈川県 有限会社湘南義肢研究所 9021002064865 デジタル技術を駆使した最新インソール理論と生産方式の導入 新特別 かながわ信用金庫

849 R114090122 関東 神奈川県 株式会社ささき 1021001040404
眼鏡・補聴器（モノ）を売る店から　『見えごこち』・『聴こえごこち』（幸
せな生活）を売る店に

通常 かながわ信用金庫

850 R114090123 関東 神奈川県 有限会社ゆたか畳 7020002072558 裁断・縫着製造技術を高度化、縁なし畳で『魅せる和室』を提案 新特別 株式会社シャイン総研
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851 R114090124 関東 神奈川県 株式会社ＫＯＮＯＫＡ 9010901048079 低糖質×完全栄養食スイーツの開発と通信販売での全国展開 新特別 前田　庄一

852 R114090125 関東 神奈川県 小池歯科医院 ホログラムを用いたＭＲによる睡眠時無呼吸症候群治療の対応事業 通常
株式会社リアルコンテンツジャ
パン

853 R114090128 関東 神奈川県 有限会社小西畳店 1021002020140 革新的な“人にやさしい薄畳”の開発と製造工程の効率化 通常 横山　泰夫

854 R114090129 関東 神奈川県 株式会社コノラボ 1021001074955 オンラインメンターに資する研究スキルのコンサルシステムの構築 新特別

855 R114090131 関東 神奈川県 株式会社ＢＥＡＲ’Ｓ　ＰＡＮＴＲＹ 4020001139369 日持ちグルメ（冷凍パン等）の自販機（パントリー）事業 新特別

856 R114090132 関東 神奈川県 広和株式会社 6020001011311 新しい加工技術に対応した最新型ＣＮＣ旋盤と表面粗さ測定器導入 通常 城南信用金庫

857 R114090135 関東 神奈川県 丘の上歯科クリニック ＣＴ導入による歯根破折患者への迅速な対応とコロナ感染リスク削減 新特別 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

858 R114090136 関東 神奈川県 白川歯科医院 最新機器導入による治療内製化および短期間治療の強化 新特別
アルタス・パートナーズ合同会
社

859 R114090138 関東 神奈川県 株式会社イクスフロー 1020001137383 血中抗体価を３０分間で定量できる「その場」検査システムの確立 通常
公益財団法人川崎市産業振
興財団

860 R114090139 関東 神奈川県 株式会社みなとまち 7020001128385 訪問看護記録クラウドシステムの開発 新特別

861 R114090140 関東 神奈川県 株式会社マルカ 6020001043577
高品質リサイクル材供給による高付加価値産廃中間処理業への転
換

通常 井上　真伯

862 R114090141 関東 神奈川県 有限会社クリアーデンタルセラミック 1021002039643 コロナルリーケージを防止する高精度メタルコアの開発事業 通常 アイアンドアイ株式会社

863 R114090142 関東 神奈川県 株式会社イリドロジー研究所 9020001143382 非接触で心身の健康状態を分析する革新的オンラインシステム構築 通常 株式会社ＩＰＪ

864 R114090149 関東 神奈川県 有限会社ピクセラ工房 4021002055679 新規設備導入による新規大型商品の製造及びそれによる販路拡大 通常 さがみ信用金庫

865 R114090150 関東 神奈川県 株式会社Ｕｔｉｌｉｔｙ 4020001122713 ＤＩＹユーザ向け日曜大工ビジネス化多機能クラウドサービス構築 新特別

866 R114090151 関東 神奈川県 グリーン・アース・テクノロジー株式会社 2010401096147 微酸性次亜塩素酸水のルート配送サービスの開始 通常 高橋　利忠

867 R114090153 関東 神奈川県 スターホーム株式会社 8021001040612 災害時にも対応可能な郊外型非対面ワーケーションサービス 新特別 岩下　文

868 R114090154 関東 神奈川県 有限会社カワバタアニマルコーポレーション 5021002063697
当院の誇る横須賀市最高の専門性をさらに引き上げて横須賀市の
獣医療を救う事業

新特別 株式会社ＨｉｇｈＡｄｏｐｔｉｏｎ

869 R114090155 関東 神奈川県 株式会社カモメ・コーポレーション 7021001046362 ３ＤプリンターによるオーダーメイドＩｏＴ機器製造事業 通常

870 R114090159 関東 神奈川県 有限会社平成企画設計 7180302023352 個人向け動画制作チーム多機能マッチング型サービス構築 新特別

871 R114090161 関東 神奈川県 もてき歯科医院
高度な治療サービス提供と一貫生産体制による顧客満足度向上計
画

通常

872 R114090162 関東 神奈川県 株式会社Ｌｉｖｅｌｙ 6021001071089 ライブコミュニケーションサービスの拡販用パッケージ開発 新特別 伊藤　智史

873 R114090163 関東 神奈川県 アンソフト・スピリット株式会社 7020001131042 ＡＩと高速サンプリング機能による半導体温度計測システムの開発 通常

874 R114090164 関東 神奈川県 株式会社アーバンデンタル 3021001035501 ブラキシズム症候群に対応する咬耗症保護キャップの開発事業 通常 アイアンドアイ株式会社

875 R114090166 関東 神奈川県 株式会社ｗｅｌｔｒｅａｓｕｒｅ 9020001098024
非接触型セルフサービス体制構築による顧客満足度と生産性の向
上

新特別

876 R115090002 関東 新潟県 株式会社ミヤコヤ 4110001021286 最新検査機器の導入による技術力の向上と顧客満足度の拡大 新特別

877 R115090004 関東 新潟県 オギハラ工業株式会社 7110001018899
農業機械等の増台ニーズに応えるべく熟練工任せの溶接工程を自
動化・省人化計画

新特別 シェアビジョン株式会社

878 R115090006 関東 新潟県 有限会社藤沢木工所 9110002028978 高周波フラッシュ接着機導入による接着工程の生産性向上事業 通常 長岡信用金庫

879 R115090008 関東 新潟県 株式会社ビルダーカンパニー 4110001031310
自動折曲機の導入による「改修工事のワンストップサービス」実現と
顧客価値提供

通常 つばさ税理士法人

880 R115090009 関東 新潟県 株式会社大島組 9110001018880
３次元データを利用した土木・建築現場のＩＣＴ全面活用による生産性
向上

新特別 株式会社PQM総合研究所

881 R115090011 関東 新潟県 新潟東港運輸株式会社 2110001007840 物流のＤＸ化を視野に入れたドローン事業への参入と実証実験推進 新特別 齊藤　祐一

882 R115090012 関東 新潟県 有限会社新潟大成 7110002025754 金型メンテナンス・追加工業務への進出による一貫加工体制の強化 通常

883 R115090016 関東 新潟県 新発田鍛工株式会社 6110001012639
アフターコロナ新時代における革新的手法による鍛造製品生産基盤
強化事業

通常

884 R115090017 関東 新潟県 株式会社和佐美 2110001027426 包丁業界の新ニーズに対応する生産効率化と商品開発力向上事業 通常 三条商工会議所

885 R115090023 関東 新潟県 株式会社ミツヒデ 6110001011888
新型バンドソーを導入し、切断加工費の削減により生産性の向上を
図る。

通常

886 R115090024 関東 新潟県 石月紙工株式会社 8110001014848
平盤打抜機導入によるオーダーメイド設計段ボールに特化した受注
体制の構築

通常 株式会社第四北越銀行

887 R115090025 関東 新潟県 有限会社青山製作所 9110002018979
電気自動車部品に要求される短納期に対するための高精度の金型
製作のシステム構築

新特別 株式会社やまと経営

888 R115090026 関東 新潟県 株式会社高梨鐵工所 2110001022807
加工能力及び加工精度の向上による新規加工材に対応した量産体
制の構築

新特別

889 R115090027 関東 新潟県 有限会社野村企画 8110002028756
日本食ブームで海外の需要が高まる日本酒の和紙ラベルシール製
作体制の強化

新特別 長岡信用金庫

890 R115090031 関東 新潟県 株式会社今議商店 1110001022865
精米業務における包装作業の効率化と、少量パックギフト商材の多
角化

通常

891 R115090034 関東 新潟県 関整骨院 分散型施術ブースによる安心・安全な施術システムの構築 新特別 長岡信用金庫

892 R115090036 関東 新潟県 つるい歯科クリニック 新型ＣＴと口腔内スキャナーによる加齢歯科医療の高度化 新特別

893 R115090038 関東 新潟県 有限会社呉服のくしだ 2110002008053 国内初！セミオーダーリングの仮想試着ＥＣサイトによる経営革新 新特別 小山　直久

894 R115090040 関東 新潟県 田邊歯科医院
拡大視野による支台歯形成の印象と補綴物作製のデジタル化による
高性能補綴治療の実現により、地域のお年寄りのＱＯＬ向上に貢献

新特別

895 R115090041 関東 新潟県 Ｔｎ　Ｊｉｇ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ マシニングセンタ導入による作業能率向上を実現する治具製造事業 通常 三条信用金庫

896 R115090044 関東 新潟県 天領盃酒造株式会社 9110001027808 製麴工程の品質向上による新商品開発および販路拡大 通常

897 R115090045 関東 新潟県 パティスリーアンジュ 折角ご来店のお客様に生ケーキ品切れを少なくする生産体制の確立 通常 市木　圭介

898 R115090046 関東 新潟県 有限会社日承テクニカル 6110002018016 有限会社日承テクニカル 通常 関根　朝秋

899 R115090048 関東 新潟県 有限会社四季園 3110002009604
革新的で使いやすい口腔ケア用新型多機能スムーサーの量産技術
確立

通常
パートナーズプロジェクト税理
士法人

900 R115090049 関東 新潟県 有限会社野島刺繍 1110002018144 刺繍入りプリントＴシャツ事業によるＤ２Ｃビジネスへの転換 新特別 つばさ税理士法人
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901 R115090050 関東 新潟県 株式会社ＫＡＭＩＯＬ 7110001022075 ＩＯＴ×高性能自動断裁機による断裁プロセス自動化事業 新特別

902 R115090053 関東 新潟県 妻有ビール株式会社 7110001032116 設備増強によるオーダーメイド醸造と天然酵母ビールの商品開発 通常 株式会社第四北越銀行

903 R115090054 関東 新潟県 有限会社大竹商店 4110002001361 持続可能な鋳造原料の供給体制強化 通常

904 R115090055 関東 新潟県 有限会社坂上製作所 2110002002725 ローダー付きＮＣ旋盤導入により作業自動化 通常

905 R115090056 関東 新潟県 須佐自動車鈑金 下請けからの脱却、特殊塗装へ対応した革新的な塗装ラインの構築 新特別 三条信用金庫

906 R115090057 関東 新潟県 株式会社シンドー 8110001015870
生産スケジューラによる自動化設備の生産プロセス革新と収益拡大
の実現

通常 株式会社第四北越銀行

907 R115090059 関東 新潟県 トップライト工業株式会社 3110001012781
新設備導入による自社新製品ならびに顧客との共同開発、既存製品
のリードタイム削減と外注費削減

通常

908 R115090061 関東 新潟県 藤原歯科診療所 １００％早期発見を目指し患者様の負担軽減と治療領域を拡大する 通常

909 R115090062 関東 新潟県 株式会社ひまわり食品 2110001025132 リキッド式急速凍結機導入による冷凍米飯製品の開発 通常

910 R115090063 関東 新潟県 株式会社めんつう 7110001011466
”壁を超える”製造人員の多能化の推進と生産性向上への取り組み
強化

通常

911 R116090001 中部 富山県 株式会社クリヤマ 8230001011536
コロナ脱却・顕在化ニーズ獲得に向けた自社成形技術の高度化によ
る成形トライ事業

通常

912 R116090002 中部 富山県 吉田登記測量事務所
三次元測量による現況測量の生産性向上とＩＣＴ化サービス体制の構
築

新特別 富山信用金庫

913 R116090004 中部 富山県 和風温泉元湯叶 「温泉用全自動ろ過機」導入による浴室清掃業務の省人化と効率化 新特別

914 R116090005 中部 富山県 渡辺木工所 最新ＮＣルータ導入による生産性の向上とデザイン建具家具の提供 通常 中山　誠司

915 R116090010 中部 富山県 マキノ歯科医院 最先端口腔スキャナー等を用いた高精度・高効率の咬耗症治療 新特別 税理士法人中山会計

916 R116090011 中部 富山県 フジマーク株式会社 9230001002716
世界で認められたラベル印刷・特殊印刷をデジタル化対応で提
供！！

新特別 株式会社東京経営サポーター

917 R116090013 中部 富山県 かね七株式会社 2230001000602 鰹パック内袋検査の自動化によりラインの省人化および増産を実現 通常

918 R116090014 中部 富山県 株式会社富山県義肢製作所 2230001005782 最新切削加工機等の導入による体にフィットしたコルセットの製作 通常 株式会社北陸銀行

919 R116090015 中部 富山県 株式会社アヤト 3230001008925
クイック対応が可能な高効率生産体制を構築し、ＰＰ封筒を主とする
ネット通販型印刷業の事業拡大

通常

920 R116090017 中部 富山県 三晶技研株式会社 6230001007800
ワイヤー放電加工工程の超高精度化によるプレス金型事業への進
出

通常 株式会社富山銀行

921 R116090018 中部 富山県 株式会社中元 4230002009806
ガラス繊維配合ナイロン樹脂素材に対応した安定射出成形環境の構
築

通常 富山県信用組合

922 R116090021 中部 富山県 株式会社藤林鉄筋 5230001011687 先組工法の生産性向上を実現する鉄筋の自動切断・溶接の導入 通常 株式会社北陸銀行

923 R116090022 中部 富山県 株式会社ＭＡＲＢＬＥ 3230001018073
住居解体時・空き家等の隠れ資産を買取する新たなビジネスモデル
の開発

新特別
株式会社ジエック経営コンサ
ルタント

924 R116090024 中部 富山県 株式会社栄 5230001012966 アルミ建材メーカー向け「取扱説明書」の印刷製本能力の増強事業 通常
株式会社ジエック経営コンサ
ルタント

925 R116090026 中部 富山県 株式会社柳田製作所 6230001003337
取引先からの生産増強要請に応える生産方式の導入および高精度
ネジ切り技術の確立事業

通常
株式会社ジエック経営コンサ
ルタント

926 R116090027 中部 富山県 株式会社ダイショウ 5230001006340 セルフオーダーシステムの導入による効率化と顧客満足度の向上 新特別
株式会社ジエック経営コンサ
ルタント

927 R116090028 中部 富山県 ワタヤテクノトラスト株式会社 7230001003682 大型車輛特化のデジタルオートボディプリンタ―導入で生産性向上 新特別 税理士法人中山会計

928 R116090029 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

929 R116090030 中部 富山県 株式会社フェンダー 7230001017831 医薬品製造工場の金属フレーム・パイプ設備の生産性向上 通常 富山信用金庫

930 R116090032 中部 富山県 有限会社タカハシ印刷 9230002005858 デジタル印刷技術の高度化による高付加価値生産体制の構築事業 新特別 富山信用金庫

931 R116090033 中部 富山県 株式会社ＡＴＯＪＩ 5230001017817
新工法の導入により塗膜剝離工程の品質および作業効率の大幅改
善と新分野展開を実現

通常
株式会社ジエック経営コンサ
ルタント

932 R116090035 中部 富山県 株式会社匠屋 6230001016132
オリジナルプリン生産工程における作業標準化による大量生産体制
の構築

新特別 氷見伏木信用金庫

933 R116090036 中部 富山県 合同会社よつや動物病院 6230003000951
地域における高度医療需要を最大限受け止めることができる動物病
院への進化

新特別 株式会社ＨｉｇｈＡｄｏｐｔｉｏｎ

934 R116090037 中部 富山県 有限会社ユニ・デンタル 4230002003809
海外・県外大手技工所との競合に勝ち抜くための歯科技工プロセス
の高度化

新特別 株式会社富山第一銀行

935 R116090038 中部 富山県 株式会社辻建築板金 5230001016991
工場メンテナンス分野への進出に向けた生産性向上と感染症対策の
両立

新特別 にいかわ信用金庫

936 R116090039 中部 富山県 株式会社東京ブレッド 6360001019353
ロングライフパンの付加価値向上に向けた新製品開発と低コスト生
産ラインの構築

新特別 にいかわ信用金庫

937 R117090001 中部 石川県 株式会社清水金属 2220001009157 窒素発生装置導入による効率的窒素供給体制の整備 通常

938 R117090002 中部 石川県 株式会社ホテルゆのくに 7220001013385
ポストコロナ下における個人旅行に対応したシステム化と自動化によ
るサービス向上

新特別
公益財団法人石川県産業創
出支援機構

939 R117090003 中部 石川県 粟倉歯科医院
低接触、高精密な歯科治療により地域住民の残存歯の低下を止め、
口腔環境と歯科ＱＯＬの向上に貢献する

通常
公益財団法人石川県産業創
出支援機構

940 R117090005 中部 石川県 テックワン株式会社 7220001012817 環境配慮型捺染技術の構築 通常

941 R117090007 中部 石川県 株式会社柴舟小出 8220001003336 新商品となる生姜すり蜜サブレ「ＳＨＩＢＡＦＵＮＥ」の製造販売 新特別 増江　大介

942 R117090008 中部 石川県 株式会社共和キカイ 3220001017480 ＭＲ・ＤＸ活用による生産性向上・技能承継・働き方改革実現事業 通常

943 R117090012 中部 石川県 株式会社加賀守岡屋 7220001014094 「焼きいなり」の量産化技術の確立と家庭用・冷凍食品市場への展開 通常
公益財団法人石川県産業創
出支援機構

944 R117090013 中部 石川県 株式会社不二ゴム工業 4220001018049 ゴムライク３Ｄプリンターで、ゴム部品試作メーカーの地位を強化 通常
株式会社ＢＡＵＭ　ＭＡＮＡＧＥ
ＭＥＮＴ

945 R117090015 中部 石川県 株式会社誠農者 7230001012171 新たな設備投資よる生産性向上と品質向上の実現 通常

946 R117090018 中部 石川県 有限会社ミツワ開発 6220002011918
アスベスト分析部門創設による効率化差別化・周辺同業者への調査
分析サービスの展開

通常 税理士法人畠経営グループ

947 R117090019 中部 石川県 有限会社山本商店 9220002006114 金属スクラップの付加価値を高めサプライチェーンに貢献 通常

948 R117090021 中部 石川県 株式会社コードリック 8220001022294 最新ＡＩによる最適生育環境自動学習型スマート農業システム 新特別

949 R117090022 中部 石川県 株式会社兼六鈑金塗装工場 4220001002630
サポカーおよび自動運転車の完全整備に向けたデジタル活用型整
備への転換

通常 株式会社北國銀行

950 R117090023 中部 石川県 有限会社北陸プレカット 7220002012840
小規模住宅、高機能性住宅ニーズ対応の次世代住宅パネル量産事
業

通常 藤井　雅英
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951 R117090024 中部 石川県 ユニベール株式会社 4220001007357 デジタル化から持続可能な取り組みとカメレオン戦法で市場へ挑む 通常

952 R117090026 中部 石川県 有限会社神谷ルーフ 2220002014668
能登で拡大する解体需要に対応した解体工程の省力化・効率化事
業

通常

953 R117090027 中部 石川県 羽二重豆腐株式会社 6220001005375 リアルタイムデータ共有の仕組み構築による生産管理業務の効率化 通常

954 R117090028 中部 石川県 ウーブンナック株式会社 2220001000082 生産プロセスの改善による社会問題解決型織ネーム商品の量産化 通常 石川県商工会連合会

955 R117090031 中部 石川県 四十沢木材工芸
高審美性・高機能性オリジナルブランドホームウェア低コスト生産ライ
ンの構築

新特別 株式会社北陸銀行

956 R118090003 近畿 福井県 株式会社佐々木セルロイド工業所 4210001012911 リモート完結型カスタマイズフレーム製造販売 新特別 鯖江商工会議所

957 R118090004 近畿 福井県 株式会社モンスター 4210001012044 デジタル技術を駆使したカスタマイズ商品の生産体制構築 新特別

958 R118090005 近畿 福井県 有限会社マーベル 8210002013418 ５軸マシニングセンタ導入による高難度製品の無人生産の実現 新特別

959 R118090006 近畿 福井県 ジェイ・エス株式会社 4210001001716 ＩｏＴ遠隔監視装置による捺染機のメンテナンス性向上と高精度化 新特別

960 R118090009 近畿 福井県 株式会社ジャロック 9210001001562 多軸ロボット研磨作業装置の導入 通常 株式会社福井銀行

961 R118090010 近畿 福井県 柿原鉄工所
金属加工の超精密化による次世代産業への進出と未来への技術継
承

通常 株式会社福邦銀行

962 R118090011 近畿 福井県 白木興業株式会社 2210001010041 最新鋭ＷＪＬ織機の導入による生産性向上、産業資材分野の開拓 新特別 株式会社福井銀行

963 R118090012 近畿 福井県 株式会社寺下機型製作所 4210001002094
小型高周波炉設備導入による業界最短納期「鋳物・試作品」請負体
制の構築

新特別

964 R118090013 近畿 福井県 株式会社たまがわ 8210001007247 ドライ・ウェットクリーニングの品質アップと時間短縮事業 通常

965 R118090014 近畿 福井県 株式会社山中商事 9210001012361 コンクリート全自動圧縮試験機導入による品質・生産効率改善事業 通常 大澤　義人

966 R118090015 近畿 福井県 株式会社ダイツネ水産 4210002014279
福井県産乾燥ナマコの品質向上によるブランド価値向上及び生産性
向上計画

新特別 株式会社福井銀行

967 R118090016 近畿 福井県 株式会社福井クリーン・システム 9210001007163
大型破砕分別システム導入による産業廃棄物の大量・高速・減容化
処理体制の構築

通常

968 R118090019 近畿 福井県 有限会社三成工業 2210002001452
直接受注拡大のための生産性向上と下請受注との両立体制構築事
業

通常 福井県商工会連合会

969 R118090021 近畿 福井県 有限会社井上菓匠 2210002013654
量産化設備導入による個食ニーズ対応の通販・卸向け商品専用の
生産ライン構築

新特別 小浜商工会議所

970 R118090022 近畿 福井県 株式会社シンカイ 5210001004569
業界初の神経学的リハビリロボット導入による脳梗塞後遺症改善プ
ログラム提供

新特別 福井商工会議所

971 R118090028 近畿 福井県 株式会社ＴＯＭＩ－ＴＥＸ 8210001009499 繊維製品検査作業の省人化を実現する自動検査装置の開発 通常

972 R118090029 近畿 福井県 森歯科医院
先端デジタル機器導入による新たな治療方法提供と治療期間の短
縮

通常 吉村　征浩

973 R118090030 近畿 福井県 株式会社高見商事 2210002002178 高速高精度スリッターマシン導入による高強度紙管製造体制の構築 新特別 加藤　永俊

974 R118090031 近畿 福井県 有限会社川端工業 4210002000865 コンクリート圧送業の配送プロセス改革：車両の運行管理のＤＸ化 新特別

975 R118090032 近畿 福井県 すがや歯科クリニック 最新治療で可能になる感染リスク低減と新しい矯正治療法の実現 通常 株式会社ＧＫコンサルティング

976 R118090033 近畿 福井県 株式会社八木熊 4210001004207 炭素繊維のハイブリッド成形の高品位外観のための技術開発 通常
公益財団法人ふくい産業支援
センター

977 R118090034 近畿 福井県 株式会社小形ニット 5210001013603 高品質・短納期を実現する多頭式刺繍機の導入による市場開拓 通常 株式会社ＧＫコンサルティング

978 R118090035 近畿 福井県 株式会社ベスト工房 9210001009894 純国産シルクパウダーの一貫生産体制構築による化粧品質の向上 通常 大野商工会議所

979 R118090036 近畿 福井県 有限会社片山工業所 9210002000935 最新鋭ベンディングマシンによる高精度化及び半導体市場への進出 通常 株式会社ＧＫコンサルティング

980 R118090037 近畿 福井県 有限会社田中眼鏡 2210002013126 眼鏡枠製造の洗浄工程の品質向上と生産性向上による受注拡大 通常 税理士法人上坂会計

981 R118090040 近畿 福井県 株式会社三興 9210001012923
最新刷版出力システムによる利益率向上と地球環境と労働環境の
改善

通常 株式会社ＧＫコンサルティング

982 R118090041 近畿 福井県 株式会社インフェルドオプチカ 6210001013528 工程自動化を通じた生産能力３０％向上とサプライチェーンの維持 通常 株式会社福邦銀行

983 R119090001 関東 山梨県 有限会社中込寝具 9090002002218 スリープテックを取り入れた布団の仕立て直しビジネスの展開 通常 株式会社山梨中央銀行

984 R119090003 関東 山梨県 有限会社タマホ製作所 2090002014954
半導体分野を中心とした高精度切削加工の生産体制を確立し受注
拡大を図る

通常

985 R119090004 関東 山梨県 若月デンタルクリニック 診療圏の高齢化に伴う歯科医院が取り組む診療品質向上事業 通常 山梨県商工会連合会

986 R119090007 関東 山梨県 有限会社未来空調 4090002003930
デジタル撮影システムを導入し、建物の品質検査サービス市場を開
拓

通常 菅野　浩司

987 R119090008 関東 山梨県 有限会社アマノオートサービス 1090002009906
塗膜評価システムと水性塗装装置による生産性向上と新規需要開
拓

通常 山梨県商工会連合会

988 R119090009 関東 山梨県 株式会社シントー化学 5010001005307 球体フリーズドライ装置の導入による革新的な原料生産技術の確立 通常

989 R119090010 関東 山梨県 株式会社Ｃａｖｅ　ａｎ 9090001016904 ぶどう本来の味を引き出す小規模・抗酸化設備によるワイン醸造 通常 山梨県商工会連合会

990 R119090012 関東 山梨県 株式会社立沢化成 8090001006071
カッティングプロッター導入により地域特性とニーズを活かした製品の
生産

新特別

991 R119090014 関東 山梨県 小林ニットウエア株式会社 6090001004837 ＣＡＭ裁断機・マーク作成機導入による特注品生産サービスの確立 通常 山梨県商工会連合会

992 R119090016 関東 山梨県 株式会社ＫＹ 1010901023766 ペットの癌治療に光明をもたらす最先端治療体制の構築 新特別
アルタス・パートナーズ合同会
社

993 R119090017 関東 山梨県 山梨高宝株式会社 1090001003372 風力発電用蓄電池筐体の高品質かつ効率的な生産体制の構築 新特別 株式会社ゼロプラス

994 R119090018 関東 山梨県 飯島製材所 トリプルソーを導入し製材の歩留まり、生産性の飛躍向上を図る 通常

995 R119090020 関東 山梨県 有限会社國伸運輸 2090002007306
山梨県初！！トラックへのプリント加工による斬新的な宣伝媒体の確
立。

新特別 税理士法人あおば

996 R119090023 関東 山梨県 株式会社ちぼり甲府 5090001005142 ポストコロナのライフスタイルに合わせた小ロット品の生産拡大					 新特別 若杉　拓弥

997 R119090024 関東 山梨県 有限会社塚原製作所 6090002007483
高硬度材等の高精度加工および生産性向上に対応した生産体制構
築

通常 株式会社山梨中央銀行

998 R119090026 関東 山梨県 小池鉄筋工業株式会社 1090001013074 ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ推進による収益力向上と付加価値額の増額 通常

999 R119090029 関東 山梨県 くぼた歯科クリニック 先進ＣＴで市内で唯一シュアスマイルと高精度根管治療を提供する 新特別

1000 R119090030 関東 山梨県 エレクター株式会社 2013201018469 通販・ＥＣ向け「バラ出荷」対応段ボール製造装置導入事業 通常
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1001 R119090031 関東 山梨県 株式会社吉田機械サービス 6090001010265 高精密ＣＮＣ工具研削盤導入による、超硬精密工具新製品の開発 通常
辻・本郷ビジネスコンサルティ
ング株式会社

1002 R119090032 関東 山梨県 株式会社ホースブリッジ 3090001014533
競走馬休養牧場事業における効果的育成プロセス実現による付加
価値向上と効率化

新特別 山地　真吾

1003 R119090033 関東 山梨県 株式会社秋山製作所 7013101000852 電動アシスト自転車対応駐輪機部品の新規製造 新特別
株式会社コムラッドファーム
ジャパン

1004 R120090007 関東 長野県 株式会社コムズ 6100001023249 最先端の基板外観検査機による生産性向上の体制構築と高品質化 新特別 飯田信用金庫

1005 R120090009 関東 長野県 中島産業株式会社 1100001008246 調理の生産性向上と材料の有効活用による新メニュー・新製品開発 通常 長野県商工会連合会

1006 R120090010 関東 長野県 森食品工業株式会社 2100001006257 プレザーブ１０㎏ライン更新による生産性向上の実現 通常

1007 R120090011 関東 長野県 倉田歯科医院
審美性の高い非金属補綴物を最短１日で作製～装着可能なプロセ
スへ

新特別 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1008 R120090012 関東 長野県 三島建設株式会社 2100001028747 機械導入で、より高度な防災・災害復旧工事一式請負体制の確立 通常 長野県商工会連合会

1009 R120090013 関東 長野県 有限会社松岡屋醸造場 7100002037338
未利用資源（醤油かす・竹粉・おから）を活用した畜産飼料による地
域畜産業のブランド化

通常 有限会社竹内総合研究所

1010 R120090014 関東 長野県 有限会社エアフォルク 8100002032271
円筒研磨加工の高精度自動化による非対面型生産プロセスへの革
新

新特別
ＨＴＭコンサルティンググルー
プ株式会社

1011 R120090015 関東 長野県 株式会社湊工機 7100001031408 工作機械メンテナンス事業の対応力・提案力向上 通常 内山　拓己

1012 R120090017 関東 長野県 株式会社小宮山製菓 2100001015126 最新式ウエハースカッター導入による効率的生産体制の構築 通常 松本信用金庫

1013 R120090018 関東 長野県 有限会社宮坂鉄工所 6100002016400 生産プロセス改善による強い生産体制の確立 新特別

1014 R120090019 関東 長野県 黒田整地開発株式会社 8100001000873 クラウド分散処理とドローン導入による砂防測量の非対面化事業 新特別

1015 R120090020 関東 長野県 株式会社アシエ 7100001020047 湿式両頭フライス盤導入による難加工材の新規切削プロセスの開発 通常

1016 R120090021 関東 長野県 関口製作所株式会社 1100002008518 精密眼科医療機器部品の生産性向上に向けたプロセス革新 新特別 株式会社フラッグシップ経営

1017 R120090023 関東 長野県 伊那金属工業株式会社 5100001020593 アルマイト処理の多種変量生産への対応強化による新規分野拡大 通常
公益財団法人上伊那産業振
興会

1018 R120090025 関東 長野県 有限会社長野工作 1100002034919 段差面の加工精度向上による合理化及び新規顧客の獲得 通常

1019 R120090027 関東 長野県 株式会社カズケン 4100001007039 最新装置導入によるＩＣＴ施工化で生産性向上と働き方改革を実現 新特別

1020 R120090028 関東 長野県 株式会社井出板金 1100001010961
板金工事用部材の生産体制刷新と職人雇用の長期化による技能承
継促進計画

新特別 長野県信用組合

1021 R120090029 関東 長野県 有限会社イトウプリント 7100002024591 金属加工精度を上げることで更なる微細領域への挑戦する 通常
ＴＭ人事労務コンサルティング
株式会社

1022 R120090030 関東 長野県 有限会社平林精機 2100002028787
難削材の高精度加工を活かし、φ２０～φ２５チューブフィッティング
部品の安定供給体制構築

通常 長野県信用組合

1023 R120090033 関東 長野県 合同会社南信州米俵保存会 4100003004224 専用機導入によるしめ縄の量産体制確立と売上拡大 通常 奥原　清

1024 R120090034 関東 長野県 有限会社信濃住宅設備 6100002030013
デジタル技術導入による水道施設施工の革新的効率化と技術者育
成

通常 株式会社長野銀行

1025 R120090035 関東 長野県 宮下カーランド株式会社 4100001006412 最新車検システム導入による整備の可視化と顧客満足度向上 通常 渡邉　学

1026 R120090036 関東 長野県 有限会社野中製作所 2100002037037 老朽化した加工機から最新鋭機の導入による生産性の大幅向上 通常 飯田信用金庫

1027 R120090037 関東 長野県 株式会社岡沢石材 6100001003928 小型次世代油圧バックホー導入による生産性向上事業 通常 株式会社長野銀行

1028 R120090040 関東 長野県 六太郎製作所 複雑形状部品の量産に向けた高精度切削加工技術の高度化事業 通常 上田信用金庫

1029 R120090041 関東 長野県 松田建設株式会社 8100001021589 最新型ごみ除去機の導入による砕石プラント生産プロセスの改善 通常 税理士法人未来経営

1030 R120090042 関東 長野県 株式会社エイワ機工 9100001018205 溶接支援協働ロボット導入による高品質な自動化溶接技術の開発 新特別 高田　尚悟

1031 R120090044 関東 長野県 日本精機工業株式会社 2100001018558 繊維設備業界への新規参入に伴う設備導入 通常 株式会社八十二銀行

1032 R120090045 関東 長野県 株式会社三和セイデン 5100001022012 ソフビに静電植毛を施した小型軽量キャラクター商品の商品化 通常

1033 R120090046 関東 長野県 力石化工株式会社 4100001011511 生産性向上と人・環境への負荷を軽減する高機能ライン構築事業 新特別 長野県信用組合

1034 R120090047 関東 長野県 甘利樹脂工業株式会社 6100001009479
半導体リードフレーム用ハードケース製造ラインの効率化及び省エネ
化

通常 アアル株式会社

1035 R120090049 関東 長野県 有限会社小澤治工具製作所 6100002035136 新型ＮＣ旋盤及び画像寸法測定器の導入 通常 株式会社八十二銀行

1036 R120090051 関東 長野県 安保塗装株式会社 1100001012677
剥離剤使用工程における健康被害の根絶及び高品質施工提供の取
組

通常 株式会社八十二銀行

1037 R120090052 関東 長野県 株式会社テクノマップ長野 8100001005971 ＩＣＴ工事のｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎを構築する 通常
辻・本郷ビジネスコンサルティ
ング株式会社

1038 R120090053 関東 長野県 有限会社日本インテック 3011602022460
顧客ニーズに対応したワンストップ体制の構築と成長分野での受注
拡大

新特別

1039 R120090055 関東 長野県 小布施牧場株式会社 7100001030095 自社産ジャージー牛乳と旬の果実で至高のソフトクリームを開発 通常 長野県商工会連合会

1040 R120090057 関東 長野県 有限会社ポルカ 9100002037278 焼き菓子の製造における新しい生産方式の導入と販路の拡大 通常
ＴＭ人事労務コンサルティング
株式会社

1041 R120090059 関東 長野県 株式会社あおい 7230001005919
製造ラインの高効率化×多種製品対応で「和モダンリフォーム」を提
案

通常 株式会社シャイン総研

1042 R120090060 関東 長野県 ハイテック
最新ＮＣ機の導入と改善により原価低減８０％と日程を１／１０に短縮
する。

通常

1043 R120090061 関東 長野県 フジ精工株式会社 2100001033598 加工難度の高い「難削材」を用いた高精度の複雑形状部品を製造 通常 株式会社ＩＳＴコンサルティング

1044 R120090063 関東 長野県 株式会社ＭＡＩＳＯＮ　ＤＥ　ＦＡＲＭ 2100001034968 塩尻発ワインパミスリサイクルによる二次加工品事業 通常

1045 R120090064 関東 長野県 ニチノウ食品株式会社 7100001021565
直火焙煎の強みを活かした製造プロセスの構築と有機ＪＡＳ原料の
商品化

新特別

1046 R120090065 関東 長野県 赤羽工業有限会社 8100002019038 木材を出荷形態で梱包在庫し、納期短縮の為の自動結束機導入 通常
公益財団法人長野県中小企
業振興センター

1047 R120090067 関東 長野県 株式会社イトウテック 9100001018931
３密を抑制した新たな生産体制の構築と新規顧客・新製品の需要獲
得

新特別

1048 R120090068 関東 長野県 大雪溪酒造株式会社 2100001017295 コロナ禍での市場ニーズに合う高付加価値商品製造システムの構築 通常

1049 R120090070 関東 長野県 八千穂ブリューイングカンパニー株式会社 3100001034901 酒類事業の経験と知識をフル活用したブランドビール開発に挑戦 通常 株式会社シャイン総研

1050 R120090071 関東 長野県 株式会社佐々木工業 6100001007251 切断工程の高品質化実現による、計測機器業界への事業展開 新特別 株式会社ゼロプラス
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1051 R120090073 関東 長野県 株式会社ハイプラスト 5100001024470
環境にやさしく、高精度な構造が特徴の次世代型木製ルアーの製造
販売

新特別 経営ビューイング株式会社

1052 R120090074 関東 長野県 有限会社高原のパンやさん 7100002011994 ネットＳＮＳ宣伝親和性の高い新規パン開発の為の設備導入 通常

1053 R120090076 関東 長野県 株式会社イイダアックス 9100001023007 ＩＴ、ＩｏＴ利活用、大手企業と共同開発、デジタル技術で商品化 通常 株式会社八十二銀行

1054 R120090078 関東 長野県 株式会社リーフどうぶつ病院 3100001029975
院内完結型の動物病院を目指して検査から術後回復までのプロセス
を一新するプロジェクト

新特別 株式会社ＨｉｇｈＡｄｏｐｔｉｏｎ

1055 R120090079 関東 長野県 株式会社興進製作所 8100001021507 革新的加工技術による大型レンズ筐体の生産性向上 通常

1056 R120090080 関東 長野県 株式会社徳武製作所 7100001011574 研究開発の蓄積による自社製品の量産化事業 通常 長野県信用組合

1057 R120090081 関東 長野県 株式会社ナチュラルフーズ軽井沢 6100001034345 軽井沢スイーツ新ブランド「パルフェ・バターサンド」の製造販売 通常

1058 R120090084 関東 長野県 有限会社ＫＩＮＧ　ＳＷＩＮＧ 8100002025779 冷凍食品製造設備導入による生産性向上とネット通販への参入 新特別 中田　麻奈美

1059 R120090086 関東 長野県 小池　仁 事業継承を機に包装機を導入し生産性と利益の向上を図る 新特別
公益財団法人長野県中小企
業振興センター

1060 R120090090 関東 長野県 東洋精機工業株式会社 5100001019157 高剛性・高精度最新型マシニングセンタ導入による生産性向上 通常 株式会社八十二銀行

1061 R120090092 関東 長野県 横沢商会 帽子の生産性向上並びに蓄光プリントサービスの新規提供への挑戦 通常 株式会社八十二銀行

1062 R120090094 関東 長野県 田中開発有限会社 6100002016821 高所作業車導入による伐採作業の生産性及び顧客サービスの向上 通常 長野県信用組合

1063 R121090002 中部 岐阜県 河合のこ
段取り集約による加工キャパシティーの増大と特殊形状チップソーの
加工技術確立

通常

1064 R121090003 中部 岐阜県 佐久間薬品有限会社 5200002001954
調剤業務の効率化及び正確性の向上による、在宅医療対応及び地
域の高齢者に寄り添ったサービスの提供

通常 前田　吉彦

1065 R121090004 中部 岐阜県 株式会社村井 7180001122166 ターボチャージャーの生産自動化のための基礎加工技術検証事業 新特別 碧海信用金庫

1066 R121090005 中部 岐阜県 株式会社渡辺組 4200001014462 テレビカメラシステム導入による調査業務への進出 通常 岐阜県商工会連合会

1067 R121090006 中部 岐阜県 株式会社モック 6120002080469
多様な顧客ニーズに対応するために特殊部品内製化と生産性向上
を図る革新的設備導入計画

新特別

1068 R121090008 中部 岐阜県 株式会社大紘コンサルタント 6200001017934
ポストコロナに対応した高性能ＩＭＵ搭載ドローンによる測量高度化事
業

新特別

1069 R121090009 中部 岐阜県 さくらまち接骨院
小中高生のサッカー選手に特化した全く新しい診療プログラムの提
供

新特別

1070 R121090011 中部 岐阜県 株式会社新田製作所 6200001023503
プレス金型の精緻化により、低価格かつ高性能なガス衣類乾燥機の
製造を目指す

新特別 立野　靖人

1071 R121090012 中部 岐阜県 ＶＴＥＣＨジャパン株式会社 7180001128923
ミキシング工程の数値制御と製造能力向上による国産ベトナムハム
の安定生産体制の構築

新特別 株式会社名古屋銀行

1072 R121090015 中部 岐阜県 船戸治工
ワイヤー放電加工専門業者としてのニッチ市場確立とビジネスモデ
ルの構築

新特別 岐阜信用金庫

1073 R121090016 中部 岐阜県 株式会社ネクスマイル 9120001144949 大バル水槽によるエビ陸上養殖の歩留の向上と業務効率の改善 新特別 （該当なし）

1074 R121090017 中部 岐阜県 本荘歯科医院 Ｘ線ＣＴの導入による診断精度向上と先進インプラント治療の提供 通常 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

1075 R121090018 中部 岐阜県 長良エンタープライズ株式会社 5200001003902 匠の技工とデジタル技工の融合！デジタル歯科技工 新特別

1076 R121090019 中部 岐阜県 セイワ化成株式会社 9200001014805 新型ロータリー塗装ライン導入による感染症対策と生産性の向上 新特別
公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

1077 R121090022 中部 岐阜県 株式会社部田 8200001003767
高圧絶縁樹脂シートの高品質・高効率生産体制の構築と売上拡大計
画

通常

1078 R121090023 中部 岐阜県 神戸ニツト株式会社 4200001010882 特殊ジャカード丸編機での高付加価値機能ファッション素材の開発 通常

1079 R121090025 中部 岐阜県 芙蓉工業株式会社 9200001011463
全自動端子圧着機の導入による、ワイヤーハーネスの生産性と品質
精度の向上

通常 岐阜県商工会連合会

1080 R121090026 中部 岐阜県 株式会社共栄鉄筋 7200001008296
高精度・短納期ニーズ対応に向けた、鉄筋加工自動化による生産性
向上

通常 若杉　拓弥

1081 R121090027 中部 岐阜県 株式会社プレシジョンワタナベ 3200001018704 自動検査装置受注拡大に向けた生産性向上プロセスの確立 通常

1082 R121090029 中部 岐阜県 有限会社丸幸鈑金 9200002015728
自動運転時代に対応したデジタル活用型修理への転換により飛躍的
な生産性向上に挑む

通常 大垣西濃信用金庫

1083 R121090031 中部 岐阜県 ゴトーホーセー ものづくりマイスターが取り組む高品質ジェンダーレス学生服の実現 通常 関信用金庫

1084 R121090032 中部 岐阜県 山本商店
ポストコロナに向けた無垢材の魅力を活かす内装デザイン・リフォー
ム事業の展開

新特別

1085 R121090033 中部 岐阜県 有限会社飯尾工業所 8200002000276 最先端ベンダーを用いた機械部品の生産量と品質向上 新特別 株式会社ゼロプラス

1086 R121090036 中部 岐阜県 株式会社ラルス 6120902002159 廃石膏ボードの循環型リサイクル実現に向けた製造技術の確立 通常
公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

1087 R121090037 中部 岐阜県 株式会社トウチュウ 2200001023457
ＥＶ車等の需要増加に伴う切削対応ニーズに応えるための精度向上
＆短納期対応事業

新特別 シェアビジョン株式会社

1088 R121090038 中部 岐阜県 シーシーエス株式会社 3200001011782
ＣＮＣルーター工程確立による長尺樹脂部品の圧倒的な生産性向上
の実現

新特別 岐阜信用金庫

1089 R121090040 中部 岐阜県 伸広精機 半導体分野の受注機会をとらえ、大型加工設備導入で生産性を向上 通常

1090 R121090041 中部 岐阜県 日研株式会社 4200001020898
地場産業（陶磁器セラミック顔料製造）から半導体を含む電子部材等
の機能性材料生産への転換

通常 東濃信用金庫

1091 R121090044 中部 岐阜県 丸勘商事株式会社 8200001017024 事業承継に向けた中古車販売事業の収益力強化と生産性向上 新特別
株式会社市岡経営支援事務
所

1092 R121090045 中部 岐阜県 領下動物病院
高齢の犬・猫の救急疾患に対応可能な、地地域密着型かつ高度医
療を兼ね備えた”１．５次診療所”の誕生

新特別 株式会社ＨｉｇｈＡｄｏｐｔｉｏｎ

1093 R121090046 中部 岐阜県 株式会社洗心 5200001036266 無臭高級クリーニングと超短時間クリーニングサービスの提供 通常 恵那商工会議所

1094 R121090047 中部 岐阜県 株式会社プラスエー 2200001029966 新技術で歯科技工業界の課題を解決する新加工サービスの確立 通常

1095 R121090048 中部 岐阜県 株式会社山田プラスチック 7200001026579 アフターコロナに向けた新素材対応のための製造技術の刷新 通常 関信用金庫

1096 R121090049 中部 岐阜県 株式会社セキテック 9200001019754
シール材のプレス成型時に廃材部分の再利用を可能とするゴムプレ
ス成型機の製造

新特別 立野　靖人

1097 R121090050 中部 岐阜県 古川製材株式会社 2200001026261 二世帯住宅に特化したバーチャル展示場システムの導入計画 通常

1098 R121090051 中部 岐阜県 株式会社トイファクトリー 5200001018628
ＲｏｏｔｓｔｏｃｋクラウドＥＲＰシステム導入によるキャンピングカー製造
のＤＸ化

新特別 株式会社プロシード

1099 R121090053 中部 岐阜県 株式会社零 1200001035619
健康志向の「揚げない揚げ物」テイクアウト商品開発による飛騨牛を
守る街づくり事業

新特別

1100 R121090054 中部 岐阜県 御代櫻醸造株式会社 2200001017293 ＩＴ品温管理システム導入による新清酒商品開発と売上拡大 新特別
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1101 R121090055 中部 岐阜県 渡辺歯科
画像診断の精度向上、患者様の歯科治療の理解度向上、コロナ対
策への取り組み

新特別 和田　純子

1102 R121090056 中部 岐阜県 株式会社スズキオート 2200001034124
大型レッカー設備と車両整備技術力を活かした画期的な新サービス
の開発

通常 水野　輝彦

1103 R121090057 中部 岐阜県 グリーンハンズ 天然歯の咬み心地を追求した顎骨に優しいインプラント開発事業 新特別 アイアンドアイ株式会社

1104 R121090059 中部 岐阜県 有限会社北村や 9200002008764 オーダーラインシステム導入によるテイクアウト・デリバリー強化 新特別 廣瀬　陽介

1105 R121090060 中部 岐阜県 ドルフィン株式会社 1200001003773 屋外サウナシステムの開発と新会員獲得手法の創出 新特別 株式会社十六銀行

1106 R121090062 中部 岐阜県 株式会社ダイワ 9200001007908
静電塗装用治具の余剰塗料剥離技術の高度化による生産性向上事
業

通常 東濃信用金庫

1107 R121090064 中部 岐阜県 株式会社ＧＡＷ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 5200001020170 ＣＡＭ活用特殊発泡パネルの内製化による生産性と飛躍的向上 通常

1108 R121090065 中部 岐阜県 明成プラス株式会社 5180001091124 最新電動射出成形機導入による樹脂製品の生産体制の強化 新特別

1109 R121090066 中部 岐阜県 株式会社ＡＲＴ　ＲＥＰＡＩＲ 4200001031391 アライメントに取り組み生産性向上と電子制御装置整備体制の構築 通常 岐阜県商工会連合会

1110 R121090069 中部 岐阜県 株式会社ヒデ板金 9200001032856 建築板金における加工技術の高度化による生産性向上事業 新特別 岐阜県商工会連合会

1111 R121090071 中部 岐阜県 有限会社濃州堂 8180002056346 伝統産業の職人技術のデジタル化による技術伝承と生産性向上 通常
株式会社ジエック経営コンサ
ルタント

1112 R121090075 中部 岐阜県 海津工業株式会社 1200001015372 多数個同時切断機の導入による生産性の向上と加工体制の強化 通常 株式会社共立コンサルタント

1113 R122090002 関東 静岡県 花の舞酒造株式会社 2080401010282 特別な小仕込みによる高級酒の製造設備の構築 通常

1114 R122090004 関東 静岡県 株式会社Ｂｒａｉｎｓ 6040001056627 ＣＡＤ／ＣＡＭを活用した歯科技工物製作の効率化、高性能化 通常 土田　卓也

1115 R122090005 関東 静岡県 株式会社静岡ウエノ 4080001013097 薄物緩衝材の加工による新たな事業領域の拡大 通常 株式会社静岡銀行

1116 R122090008 関東 静岡県 株式会社イワン 1080401000598 測色・色出し工程の高度化による超短納期染色加工体制の構築 通常 浜松磐田信用金庫

1117 R122090009 関東 静岡県 株式会社三幸製作所 7080401001871 スポット溶接の非破壊検査装置導入による生産性向上とコスト削減 通常

1118 R122090010 関東 静岡県 中村屋歯科医院 地域住民に対する歯科治療の高度化によるオーラルフレイルの予防 通常 株式会社静岡銀行

1119 R122090012 関東 静岡県 株式会社丸瀧井口工業 3080401005141 零細建設業の労働環境を整えるための現場工程改善施策 通常 税理士法人TARGA

1120 R122090013 関東 静岡県 わたなべ歯科クリニック 患者の行動変容を促すカウンセリングサポートの提供 通常 株式会社静岡銀行

1121 R122090014 関東 静岡県 泉地歯科クリニック 先進歯科矯正治療工程のデジタル化ＣＧ化による近隣地域への普及 通常 島田掛川信用金庫

1122 R122090015 関東 静岡県 石川プレス工業株式会社 8080001000372
高性能放電加工機導入による生産工程改善・高精密加工短納期の
実現

新特別 原野　郁巳

1123 R122090016 関東 静岡県 佐次本木工 組子細工製作の段取り替え効率化・加工精度向上による新分野展開 通常 島田掛川信用金庫

1124 R122090018 関東 静岡県 堀江歯科医院 地域唯一口腔がん撲滅及びウィズコロナ体制への取組み 新特別 株式会社静岡銀行

1125 R122090019 関東 静岡県 株式会社平井鉄工所 2080401010786
クリンチングナットへの袋溶接加工工程を自動化した量産体制の確
立

通常 静岡県商工会連合会

1126 R122090020 関東 静岡県 株式会社ティーディーピー 4080001019838
子供向けワークショップ用のオリジナルワーク商材製作のための内
製化

新特別 しずおか焼津信用金庫

1127 R122090021 関東 静岡県 有限会社鈴木クラフト工業 3080002002926
大型木製特注家具製造を可能とする、一枚板の高精度加工による長
尺・幅広部材の試作開発

通常 しずおか焼津信用金庫

1128 R122090022 関東 静岡県 三鈴建設株式会社 6080101014704 ３次元設計データを活用したＩＣＴの全面的な活用（ＩＣＴ土工） 新特別 鈴木　尚剛

1129 R122090025 関東 静岡県 株式会社サン自動車 8080401015152 地域の安全な車社会を実現する車検ライン敷設事業の展開 通常 島田掛川信用金庫

1130 R122090026 関東 静岡県 株式会社精研 9080401016141
高精度部品製作技術を活用したＥＶ用モーター関連部品分野への取
組み

通常 浜松磐田信用金庫

1131 R122090027 関東 静岡県 かまや水産 急速冷凍設備導入による生産性向上と新商品の開発・販売 通常 静岡県商工会連合会

1132 R122090028 関東 静岡県 なかがわ歯科医院 最新型ＣＴ導入による歯科治療の高度化 新特別 株式会社静岡銀行

1133 R122090029 関東 静岡県 株式会社川坂モータース 6080401011285 次世代自動車へ対応した新たな整備技術の確立 通常 浜松磐田信用金庫

1134 R122090030 関東 静岡県 ライオン歯科中田クリニック
非接触を実現する最新ＤＸＤデータを用いた高性能・高精度な補綴物
の提供

新特別 静清信用金庫

1135 R122090031 関東 静岡県 松永宗幸 乗用茶園管理機導入による世界農業遺産「茶草場農法」の継承 通常 掛川商工会議所

1136 R122090032 関東 静岡県 カネキ燃料有限会社 5080002013525 高性能微粉砕機導入による木粉製造工程の生産性向上 通常 島田掛川信用金庫

1137 R122090033 関東 静岡県 はせがわ歯科 デンタル診療の高度化と革新的サービス提供による地域貢献 新特別 株式会社静岡銀行

1138 R122090036 関東 静岡県 株式会社ちば鉄工所 1080001010824
国家強靱化のためのインフラ整備需要増加に伴うトンネル整備関連
製品製造にかかる生産性向上

新特別 しずおか焼津信用金庫

1139 R122090039 関東 静岡県 伊豆技研工業株式会社 3080101005342
次世代自動車産業の電子デバイス需要増に対応した生産体制の高
度化と非接触対応

新特別 株式会社清水銀行

1140 R122090040 関東 静岡県 株式会社丸一工研 2080001009130 ＥＶ用モーター部品の切削加工をターゲットとした装置の部品試作 通常

1141 R122090042 関東 静岡県 株式会社日弘商会 8080101002418
建設鋼材の自社製品加工体制の強化を通じた建築鋼材のオーダー
メイド対応体制の構築

新特別 株式会社清水銀行

1142 R122090044 関東 静岡県 有限会社杉山プラスチック工業 3080002002901
感染症予防のためのパーティション製品需要に対応した新製品量産
体制の確立

新特別 株式会社清水銀行

1143 R122090045 関東 静岡県 有限会社フルマキ 7080002013309
地域特産の練り製品の高付加価値化を目指した新たな生産体制の
確立による工程自動化事業

通常 株式会社清水銀行

1144 R122090046 関東 静岡県 株式会社杉山製作所 1080401024713 バスバーの加工工程の集約による生産効率向上事業 新特別 シェアビジョン株式会社

1145 R122090048 関東 静岡県 有限会社弥生製作所 8080102003745 マシニングセンタと最新切削液によるシール面加工技術の高度化 通常

1146 R122090049 関東 静岡県 有限会社ソフト・ワ井メカ 7080402020185
内径テーパー加工技術を高度化し、自動二輪業界からの需要に応え
る

新特別 株式会社静岡銀行

1147 R122090050 関東 静岡県 株式会社英宝 8080101016995 高額トレーディングカードの保証制度による新たなサービスの創出 通常 補助金活用支援会合同会社

1148 R122090057 関東 静岡県 株式会社ＲＩＣＨ　ＦＬＡＴ 1080401022403 セントラルキッチン化による地産地消のチーズ製造とＯＥＭの対応 通常 浜松商工会議所

1149 R122090059 関東 静岡県 中村建設株式会社 1080401003733 ｉ－ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎの推進による建設現場の生産性向上 新特別

1150 R122090060 関東 静岡県 有限会社秋山製作所 8080102009296
最新電動サーボ射出成形機の導入による高品質・生産性向上の実
現

通常 株式会社清水銀行
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1151 R122090061 関東 静岡県 株式会社橋本プラントサービス 5080101016338
産業用配管ユニットの需要拡大と品質向上に対応した溶接工程の自
動化

新特別 株式会社清水銀行

1152 R122090062 関東 静岡県 有限会社キョウワクリエーティブ 4080002017477 ショットブラストを活用した木材のうづくり加工の高度化 通常

1153 R122090063 関東 静岡県 有限会社マックカット 4080402007490 機械導入による生産性向上と環境負荷軽減 通常 株式会社静岡銀行

1154 R122090064 関東 静岡県 小澤塗料工業株式会社 2080001000923
自動車の安全性向上に寄与する塗装工程のロボット化推進による高
品質化・生産性向上計画

新特別 株式会社エフアンドエム

1155 R122090066 関東 静岡県 日匠ペイントテクノロジー株式会社 1010001155618
塗料メーカーによるショールームを活用した新たな訴求・販売方式の
導入

新特別 株式会社静岡銀行

1156 R122090067 関東 静岡県 有限会社大久保板金工業 7080002014835 塩害に強い耐酸被覆鋼板の成型加工の内製化による生産性向上 通常

1157 R122090068 関東 静岡県 大場パーツ製作所
２輪車部品生産の金型治具部品のアルミ軽量化により客先での段取
替作業を効率化

新特別
株式会社市岡経営支援事務
所

1158 R122090069 関東 静岡県 大石精機株式会社 9080001015469
難削材の加工時に発生するびびりや熱膨張を考慮した高精度な加
工体制の構築

通常 島田掛川信用金庫

1159 R122090070 関東 静岡県 株式会社タイヤセンター静岡 8080001024017
防災先進県”ふじのくに”静岡県における大型建設重機の出張タイヤ
サービス事業の実現

通常 しずおか焼津信用金庫

1160 R122090071 関東 静岡県 株式会社プラシンクス 5080001010052 天然木材の見た目や質感を再現した新たな人工木材の開発・展開 通常 株式会社清水銀行

1161 R122090072 関東 静岡県 デンタルステーション　ハル歯科医院 審美の強みを活かした「働く女性のための矯正歯科治療」の実施 新特別 浜松磐田信用金庫

1162 R122090073 関東 静岡県 株式会社カクヤマ 4080001014723 即席麺用乾燥かまぼこの高品質化と新製品開発への対応 通常

1163 R122090075 関東 静岡県 株式会社マルシン技研工業所 2080401011545 溶接工程の高度化によるホームドア関連製品の量産体制の構築 通常 株式会社静岡銀行

1164 R122090076 関東 静岡県 株式会社山関園製茶 4080001013493 川根茶の最高級茶の生産性向上と品質の統一化 新特別 静岡県商工会連合会

1165 R122090078 関東 静岡県 有限会社ソネパイプ 6080402018882 大規模設備用の配管溶接方法の確立 通常 株式会社静岡銀行

1166 R122090080 関東 静岡県 香山道路株式会社 2080401011264
最新ＩＣＴ建機を活用した住宅建設地向け土地改良工事の新規事業
開発計画

通常 株式会社エフアンドエム

1167 R122090081 関東 静岡県 株式会社村松製作所 9080401005391 当社独自の液体ホーニング設備導入による省人化・効率化の実現 新特別
株式会社市岡経営支援事務
所

1168 R122090082 関東 静岡県 株式会社岩崎米穀 2080101005335 米農業参入による原価低減と、機械化による米飯の生産性向上事業 新特別 三島商工会議所

1169 R122090083 関東 静岡県 有限会社松葉屋 3080102007478
健康志向層の需要に応える誰もが食べやすい糖質８０％オフのパン
の開発

通常 三島信用金庫

1170 R122090087 関東 静岡県 有限会社又平商店 4080002016306 玄米を活用した革新的な新商品開発と非対面ビジネスの強化 通常 しずおか焼津信用金庫

1171 R122090088 関東 静岡県 有限会社小川木工所 3080002001259 植物由来の接着剤を使用した低アレルギー家具の製造効率化 新特別 静清信用金庫

1172 R122090090 関東 静岡県 有限会社岡田製本加工所 7080002001222
最新型カレンダー製本機導入による生産性向上及び加工能力の拡
大

通常

1173 R122090091 関東 静岡県 武村勲鋳造有限会社 5080002015975 ショットブラストの導入による半導体製造機械部品等の製造力強化 新特別 株式会社静岡銀行

1174 R122090093 関東 静岡県 有限会社清風園 6080402017884 燃料転換による省エネ・脱炭素の実現と荒茶品質の安定化 通常 島田掛川信用金庫

1175 R122090094 関東 静岡県 南島歯科医院
歯科治療のデジタル化推進により地域を牽引する診療体制を確立す
る

通常 株式会社静岡銀行

1176 R122090095 関東 静岡県 株式会社伊藤工業 3080101016166
新たな生活様式をデザインする機能フレーム「ＫＡＫＩＮＥ」個人ユー
ザー向けモデルの開発

通常

1177 R122090096 関東 静岡県 有限会社スズキ精機 6080002015925
ディーゼルからガスへの船舶エンジン部品の転換に伴う生産体制の
高度化

新特別 しずおか焼津信用金庫

1178 R122090098 関東 静岡県 株式会社とらや 1080001008793 新たな商品の提供方法による買い物弱者がいない街づくりの実現 新特別 株式会社静岡銀行

1179 R122090102 関東 静岡県 駿河デンタルオフィス 治療メンテナンスの徹底と無痛治療への挑戦 通常

1180 R122090105 関東 静岡県 株式会社ｈｕｇ　ｃｏｆｆｅｅ　ｃｏｍｐａｎｙ 8080001021402
大型コーヒー豆焙煎機の導入による生産性向上と新商品・新サービ
ス開発体制強化

通常 静清信用金庫

1181 R122090106 関東 静岡県 有限会社野原商事 9080102002853
ＰＥＴボトルリサイクル事業の高度化と国内循環のためのベール化へ
の転換

通常 協同組合さいたま総合研究所

1182 R122090107 関東 静岡県 有限会社青木測量設計事務所 3080102013179 ３Ｄレーザースキャナ導入による高精度な３次元測量と生産性向上 新特別 富士信用金庫

1183 R122090109 関東 静岡県 めぐろ歯科
スキャナーの導入による歯科デジタル化のリーディングクリニックへ
の変革

新特別 株式会社静岡銀行

1184 R122090111 関東 静岡県 株式会社ヤマセイ 8080401016225
カット野菜の需要増に対応する生産効率向上設備の導入と新販路の
開拓

通常 静岡県商工会連合会

1185 R122090112 関東 静岡県 有限会社中谷商店 6080002017830 マグロの加工残渣を利用したペット用飼料製造への新事業展開 新特別 しずおか焼津信用金庫

1186 R122090114 関東 静岡県 葉っピイ向島園株式会社 5080001017295 煮出し不要の三年番茶ほうじ茶の開発とスタンドパウチ製品化 通常 島田掛川信用金庫

1187 R122090115 関東 静岡県 株式会社日本総食 1080001013694
鮮やかな深い赤みの見た目、まろやかな味を実現する鰻の蒲焼のた
れの製造及び生産体制確立

通常 株式会社静岡銀行

1188 R122090116 関東 静岡県 立宿望月畳店
手縫技術とⅮＸの融合による、生産性＆畳業界のＱＣＤレベル向上
計画

通常 坪井　亮

1189 R122090117 関東 静岡県 株式会社九十九工業 8080401003215 袋ナットのＥＶ用インバーター部品への新規用途展開 新特別 株式会社静岡銀行

1190 R122090118 関東 静岡県 石田缶詰株式会社 8080001014653 ２倍濃縮技術を活用し環境に配慮したソロキャンプ用鍋つゆの開発 新特別 島田掛川信用金庫

1191 R122090119 関東 静岡県 有限会社うなぎの井口 9080402014771
うなぎの頭の魚醤を使った糖質制限・減塩ウナギのかば焼きの開発
とオートメーション化による生産効率化の実現

新特別
株式会社オオサワ・ビジネス・
コンサルティング

1192 R122090120 関東 静岡県 有限会社大庭鉄工所 6080402020541 旋盤加工おける工程の内製化による生産性の向上 新特別 小倉　裕樹

1193 R122090121 関東 静岡県 丸善製茶株式会社 9080001004959
商品情報の詳細を登録可能なシステム構築と製造工程の省力化を
通じた付加価値の向上

通常 株式会社静岡銀行

1194 R122090122 関東 静岡県 池田畳店 アウトドアで使用できる薄畳の開発・販売 通常 静岡県商工会連合会

1195 R122090123 関東 静岡県 株式会社ナガイ製作所 3080101006002 電動車の効率化・軽量化を実現するチューブ用治具の製造技術確立 新特別
株式会社コムラッドファーム
ジャパン

1196 R122090124 関東 静岡県 有限会社五十鈴刃物工業 7080002000496
熟練職人の刃物研磨技術・ノウハウを継承するための標準化への取
組み

通常 静清信用金庫

1197 R122090125 関東 静岡県 株式会社ワショウ精機 1080101009964 自動車産業に向けた３次元ＣＡＤ／ＣＡＭによる生産プロセス改善 通常 小倉　裕樹

1198 R122090126 関東 静岡県 株式会社三光ダイカスト工業所 7080101005603 高性能マシニングセンタ導入による自動化と生産性の向上 新特別 株式会社静岡銀行

1199 R122090127 関東 静岡県 有限会社環 2080002017000
生産性向上と環境改善のために「ミスト拡散防止」の自動塗装システ
ムを導入する計画

新特別

1200 R122090129 関東 静岡県 株式会社ダイテックジャパン 2080101007422
複雑形状軸を用いる軸付きゴム砥石の少ロット、短納期、低コスト且
つ安定した内製技術の確立

通常 三島信用金庫
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1201 R122090130 関東 静岡県 ナカノ歯科医院
ＣＡＤ／ＣＡＭとファーネス導入による高性能な補綴物作製の内製化
と感染リスクの低減

新特別 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1202 R122090131 関東 静岡県 英君酒造株式会社 3080001011861 新たな品質劣化防止技術を活用した日本酒の海外向け商品の開発 通常

1203 R122090132 関東 静岡県 株式会社あがた造作所 2080001013909 ライトアングルサンダー導入による高精度加工の実現 通常 島田掛川信用金庫

1204 R122090133 関東 静岡県 有限会社深沢米店 7080002011072 小分けニーズに対応した商品開発とチャート図を活用した販路開拓 通常 静岡県商工会連合会

1205 R122090137 関東 静岡県 つぼい歯科医院
より安心安全な院内環境の構築と診療の効率化による受入患者の
獲得

新特別 株式会社ゼロプラス

1206 R122090138 関東 静岡県 折原歯科医院 新設備導入による高度な根管治療の提供 通常 株式会社静岡銀行

1207 R122090139 関東 静岡県 中村醬油株式会社 6080001014028 食品ロスの削減につながる個包装製品の柔軟な生産体制の構築 新特別 島田掛川信用金庫

1208 R122090141 関東 静岡県 日本ＤＭＣ株式会社 1080101018214
可搬型ＬｉＤＡＲを用いた三次元技術の生産性向上と図面の３Ｄ・ＤＸ
化の展開

通常 沼津信用金庫

1209 R122090144 関東 静岡県 有限会社稲森鉄工所 7080002015577 旋盤・フライスの複合加工実現による生産性および加工精度の向上 通常 静清信用金庫

1210 R122090145 関東 静岡県 株式会社カナサシテクノサービス 3080001010079
地域に求められる『防災強化型マンション』としてのリザーブタンク機
能を有した飲料貯水給水管の新開発

通常 しずおか焼津信用金庫

1211 R122090147 関東 静岡県 有限会社小出鉄工所 3080402020131 金属加工部品の量産プレス加工をＮＣ切削加工で量産受注する 通常

1212 R122090149 関東 静岡県 株式会社三友機械製作所 9080001014859 溶接ダメージ補修工程の不要なスポット溶接機の開発 通常

1213 R122090150 関東 静岡県 株式会社ベルクス 6080401015088 ジグザグ機能付きレベラーフィーダーの導入 通常

1214 R122090151 関東 静岡県 福田製パン株式会社 4080403002540 低糖質・減塩パンの開発・販売による販路開拓 通常 静岡県商工会連合会

1215 R122090152 関東 静岡県 ＡＬＣ リラクゼーション業種向け「ＥＣ×オンラインサポート」システム 新特別

1216 R122090153 関東 静岡県 アイノベックス株式会社 7080101004976 市場の拡大に向けたＦＡ機器と高性能フィルターの導入 通常

1217 R123090004 中部 愛知県 リキデンタルオフィス 最新設備導入による補綴治療の効率化で地域医療への貢献 通常 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1218 R123090005 中部 愛知県 有限会社山榮産業 1180002074305 新規大型粉砕機導入による業務効率化と顧客対応力の強化 通常

1219 R123090006 中部 愛知県 有限会社岩井工営 8180302000375 レーザー加工機による納骨壇と仏具への一品物刻印技術の開発 通常 佐原　啓泰

1220 R123090008 中部 愛知県 有限会社アズマスチール 9180302011545 大型加工物の自動曲げ加工を特徴とする金属加工技術の導入 通常

1221 R123090009 中部 愛知県 有限会社セイジョウ機械 6180302016134 大型ドラムポーター製造の内製化による革新的な生産体制の構築 通常

1222 R123090011 中部 愛知県 株式会社田中工作所 4180001037895
脱炭素時代対応型の水素燃焼給湯器部品の深絞りプレス技術の開
発

通常 佐原　啓泰

1223 R123090012 中部 愛知県 株式会社間瀬工業 8180001102266 複合加工機導入によりミクロンオーダーの高精度加工を実現 新特別
公益財団法人中部科学技術
センター

1224 R123090015 中部 愛知県 株式会社飯田製作所 4180001096727 コロナ感染対策機構付き書類受渡装置の開発 新特別

1225 R123090016 中部 愛知県 株式会社三葵コーポレーション 1180301000820
環境配慮型ＰＥＴ樹脂製「化粧品コンパクト」の新商品開発と生産体
制の構築

通常 岡崎商工会議所

1226 R123090018 中部 愛知県 株式会社Ｋエンジニアリング 2180301033943
新型駆動ユニット製造に貢献する自動車部品輸送用台車のステンレ
ス化対応技術の開発計画

通常

1227 R123090019 中部 愛知県 株式会社メイワテック 4180001132317
ＥＶ用部品を高速加工する製造工程用の超高速自動搬送装置の試
作

通常

1228 R123090020 中部 愛知県 有限会社大丸鉄工所 2180302015610 トランスミッション部品製造における革新的な検査プロセスの構築 新特別

1229 R123090021 中部 愛知県 有限会社指立建工 6180302020004 多様化する資材に合わせた伝統工芸品の試作開発と生産性向上 通常 碧南商工会議所

1230 R123090023 中部 愛知県 有限会社ヤマロク食品 6180302016043 冷凍うどん製造工程の自動化による品質と生産性向上 通常 蒲郡商工会議所

1231 R123090025 中部 愛知県 かすもり・おしむら歯科
地域初！歯科における金属アレルギー治療の高精度化及び早期完
治に向けた革新的サービスの構築

新特別 株式会社静岡銀行

1232 R123090027 中部 愛知県 わくら歯科クリニック
３Ｄ光学スキャナーデータを活用した治療工程の革新的改革及び感
染症対策の取れた地域密着型医療の提供

新特別 株式会社静岡銀行

1233 R123090029 中部 愛知県 株式会社中部鍛造所 3180001014887
世界的に電動化が進む自動車部品の一部自動化した製造体制の構
築

新特別 株式会社愛知銀行

1234 R123090030 中部 愛知県 マルテツフーズ株式会社 9180001095971 コインランドリーを有効活用した非対面型の洗濯代行サービス 新特別

1235 R123090031 中部 愛知県 有限会社指梅木工 1180002090095 伝統工芸「組子」の承継と高難度化を両立させるホゾ加工技術革新 新特別 愛知県商工会連合会

1236 R123090032 中部 愛知県 ダイハツ豊橋株式会社 6180301006094 ＥＶ／ＨＶに対するエーミング整備サービスの開発 通常 豊橋信用金庫

1237 R123090035 中部 愛知県 有限会社双葉実業 8180302009516 熟練工と新規設備の融合による生産性向上及び販路拡大 通常 豊橋商工会議所

1238 R123090037 中部 愛知県 クーラエステティックデンタルセンター インプラントオーバーデンチャー部材の即時製造プロセスの構築 通常 有限会社竹内総合研究所

1239 R123090039 中部 愛知県 有限会社光製作所 2180002074477
ロボット付高精度ＣＮＣ旋盤と高度な刃物研ぎ技術による精密ねじ製
造の自動稼動への挑戦

通常

1240 R123090040 中部 愛知県 平川工業株式会社 1180301029190 キッチンカーの出店と誘致を実現するアプリケーションの開発 通常 稲山哲智

1241 R123090041 中部 愛知県 エバー株式会社 5180001093129
最新プレス間搬送ロボットと自社コア技術の融合による高効率なプレ
スラインの構築

通常

1242 R123090042 中部 愛知県 有限会社帝建 7180002079117 安全で効率的な管更生工事及び合併浄化槽の設置工事体制の構築 通常

1243 R123090043 中部 愛知県 株式会社ハマデザイン 8180001140670 ＥＶのバッテリー部品製造における検査・自動搬送設備の高度化 新特別

1244 R123090044 中部 愛知県 有限会社一宮製作所 8180302012800
洗浄品質向上と作業の自動化・省力化を実現する高度洗浄ラインの
構築

通常 （該当なし）

1245 R123090045 中部 愛知県 株式会社アオイ 9180301002669 工程統合による多品種小ロット生産体制の高度化 新特別 岡崎信用金庫

1246 R123090047 中部 愛知県 株式会社フレーバー 7180001104478 地域に開かれた介護施設を目指すためのＩＣＴ化への先駆的取組み 新特別 株式会社東京経営サポーター

1247 R123090048 中部 愛知県 株式会社エヌイーティ 7180001102770 ３Ｄプリンタを活用した非接触センサースイッチの筐体部内製化事業 新特別

1248 R123090050 中部 愛知県 株式会社隆祥房 2180001023105 新餃子皮ラインの導入による生産性アップと高品質の両立 新特別

1249 R123090051 中部 愛知県 有限会社ミナミ 9180002081335
舗装工の職人不足を解消！レーザースキャナー導入による生産プロ
セスの改善

通常 浮島　達雄

1250 R123090052 中部 愛知県 サーベイ・コンサルティング・ジャパン
３次元測量機器の導入により生産プロセスを改善し、盛土管理の高
度化と生産性向上

新特別 浮島　達雄
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1251 R123090053 中部 愛知県 株式会社司機械 8180301015374
マシニングセンタで生産余力の創出を実現！主業務全体のリードタイ
ム短縮計画

通常 岡崎信用金庫

1252 R123090054 中部 愛知県 コスモテック株式会社 4180001066779
大型マシニング加工機導入により、大型金型の加工工程の完全内製
化及び生産性の向上を実現する

新特別 豊田信用金庫

1253 R123090056 中部 愛知県 株式会社プリアートコーポレーション 9180001088827 読み間違いを防止する水や破れに強い対候性建築図面の開発 通常
株式会社市岡経営支援事務
所

1254 R123090057 中部 愛知県 株式会社ＴＰＳ 7180001145968
ＮＣルータの導入による塩ビ樹脂製品の生産プロセスの改善と付加
価値の向上

新特別 浮島　達雄

1255 R123090059 中部 愛知県 新海株式会社 2180001092315
布おむつの個別レンタルサービス事業の実現に向けた、知多木綿織
の布おむつの生産拡大

通常 有限会社竹内総合研究所

1256 R123090060 中部 愛知県 株式会社クリオ 2180001128366 新たな空間デザインを実現する特殊素材立体造形技術の高度化 新特別

1257 R123090061 中部 愛知県 有限会社ニシオカベースボール企画 3180002057316 （有）ニシオカベースボール企画 通常

1258 R123090063 中部 愛知県 有限会社名古屋技研工業 4180002020586
自動車等の製造コスト低減に寄与する長寿命チップソーの再研磨に
おける生産性向上計画

新特別 株式会社名古屋銀行

1259 R123090066 中部 愛知県 株式会社明豊工業 2180001146665
管工事のための溶接技術不要な資材を製造販売する事業への新展
開

通常 檜垣　昌幸

1260 R123090067 中部 愛知県 鵜飼鉄工所有限会社 4180002022797
デジタル自動切断機導入による生産体制の変革及びサプライチェー
ン国内回帰への対応			

新特別 若杉　拓弥

1261 R123090068 中部 愛知県 有限会社鈴木建具店 5180302011334
矯正用高周波加熱装置導入による木材を最大限に活かしたものづく
りと新規事業への展開

通常 豊橋信用金庫

1262 R123090069 中部 愛知県 株式会社中京建設 2180001006803 地域インフラ基盤に資する造成工事の革新的な非対面プロセス構築 新特別

1263 R123090070 中部 愛知県 川本歯科医院 プライバシーと感染制御を両立した診察室での精密治療の開発 新特別
株式会社市岡経営支援事務
所

1264 R123090072 中部 愛知県 有限会社大一紙工 3180002040214 カップ容器の常識を変える！「ＳＤＧｓ環境対応製品の研究開発」 通常

1265 R123090075 中部 愛知県 にのみや歯科医院
地域最速！「地域密着型歯科診療所」として院内完結型インプラント
治療に向けた革新的取組み

通常 株式会社静岡銀行

1266 R123090077 中部 愛知県 クロスポイント合同会社 9180003018245 他社に先駆けた 通常 松井　洋治

1267 R123090078 中部 愛知県 たかはた歯科
歯周病対策と成人病予防との関連に着目した健康診断への対応と
感染症対策の徹底

新特別 有限会社竹内総合研究所

1268 R123090079 中部 愛知県 大巧工業株式会社 1180003014549 ビル内ダクトにおける熱絶縁工事用板金作業の生産性向上 通常

1269 R123090080 中部 愛知県 株式会社ユーリア 3180001145591
日本初自宅で完結する栄養過不足大規模尿検査の実用化アプリ構
築

新特別

1270 R123090082 中部 愛知県 鉄研 最新横型マシニングセンタ導入によるひずみ低減による生産性向上 通常 碧海信用金庫

1271 R123090083 中部 愛知県 有限会社寿塗装工業所 3180002068981 塗装工程の改善による生産性向上及び労働環境に対する取組 通常 太田　直樹

1272 R123090084 中部 愛知県 株式会社ジーエスコンサルティング 5180001136713 採用率向上を実現、中小企業向け求人システムの新サービス提供 新特別
株式会社アクセルパートナー
ズ

1273 R123090085 中部 愛知県 株式会社扶桑技研 8180001081254
バッテリー等ＥＶ関連部品の製造物流を支える高精度緩衝材樹脂の
切削加工工程の刷新

通常 株式会社名古屋銀行

1274 R123090086 中部 愛知県 光洋スプリング工業株式会社 6180301009849
「高速・無段変速コイリングプロセス」の確立によるＰＨＶ向けバルブ
スプリング等の生産

通常 豊橋信用金庫

1275 R123090087 中部 愛知県 太栄コンサルタンツ株式会社 9180001037602 インフラ維持管理における３次元測量機の導入とＢＩＭ／ＣＩＭの実現 新特別 浮島　達雄

1276 R123090088 中部 愛知県 株式会社秋葉鉄筋工業 6180301004916 接合技術の高度化による現場作業の改善及び生産性向上事業 通常 豊橋信用金庫

1277 R123090089 中部 愛知県 有限会社サン・ステックス 9180002040200 ラベル印刷品質管理体制の改善による効率化・不良流出ゼロ化計画 新特別

1278 R123090090 中部 愛知県 有限会社ワイズ 9180302026733
日本製化粧品の容器の製造に資する高衛生製品の射出成形技術の
開発事業

新特別

1279 R123090093 中部 愛知県 有限会社東海電材工業 5180002053949
特注設備導入による再生エネ向け製品の展開および生産性・安全性
の向上

通常

1280 R123090094 中部 愛知県 株式会社瑞穂機工 1180001011143 半導体不足の影響により増産が求められるブースターの生産高度化 通常 株式会社ピースマネジメント

1281 R123090096 中部 愛知県 株式会社ＮＡＮＯＲＵＳ 1180301033408 世界初の神経細胞ネットワーク機能精密解析装置の試作機開発 通常 岡崎商工会議所

1282 R123090097 中部 愛知県 旭コンテナ工業株式会社 7180001098233
精密部品の洗浄を独自スキームで省エネ化する微粒子除去技術革
新

新特別

1283 R123090099 中部 愛知県 ＦＵＮ－ＣＲＥＡＴＥ株式会社 6180301023767 高性能加工機により生産性の高いアクリル商品の製造ライン確立 新特別
OneWorldコンサルティング株
式会社

1284 R123090100 中部 愛知県 株式会社スペース設計エンジニアリング 8180001126604 革新的な３次元日影図・眺望図の作成による販路・売上拡大 新特別

1285 R123090101 中部 愛知県 有限会社神谷石油店 8180302013022 ３Ｄスキャナーを導入し、旧車の整備用部品の復刻生産に挑戦する 新特別 岡崎信用金庫

1286 R123090104 中部 愛知県 株式会社ディーピーエス 9180301024812 トリミングサロンによる訪問預かり動物リハビリセンターの展開 通常 平家　勉

1287 R123090105 中部 愛知県 株式会社ユイナス 7180301031554 測定方法変更によるＦＡ装置改造・改良の効率化及びテレワーク化 新特別

1288 R123090106 中部 愛知県 Ｓｐａｃｅ　Ｔｒａｎｓｉｔ株式会社 9010001221437 宇宙旅行のための空気液化ロケットエンジン（技術検証）の開発 通常

1289 R123090108 中部 愛知県 株式会社新創電子 1180001140900
最新の恒温恒湿槽を用いた電子デバイス製品評価工程の生産性向
上

通常
北辰コンサルティング株式会
社

1290 R123090109 中部 愛知県 オカザキ製パン株式会社 1180301000341
米飯炊飯業務のコロナ対策と新たな米飯事業の展開による地域貢
献

新特別 岡崎商工会議所

1291 R123090110 中部 愛知県 天長食品工業株式会社 8180001085949 最新ピロー包装機の導入による包装工程の刷新と袋麺増産計画 新特別 株式会社名古屋銀行

1292 R123090112 中部 愛知県 東方株式会社 7180001139375
全自動製造機導入による餃子生産能力向上及び非対面販売網の拡
大

新特別

1293 R123090113 中部 愛知県 有限会社杉本ライト 1180302004416
成型機の導入と新製造方法による自動車用部品の生産性および品
質精度向上

新特別 岡崎信用金庫

1294 R123090114 中部 愛知県 深田電機工業株式会社 1180301019118 ステンレスのバリ取り工程の高度化及び持続可能な生産体制の確立 新特別 豊田信用金庫

1295 R123090115 中部 愛知県 有限会社山本精密 3180302014181
ＣＮＣ円筒研削盤導入による手作業工程の改善及び生産性向上事
業

通常 豊橋信用金庫

1296 R123090116 中部 愛知県 株式会社メディ．ケア 4180001041410 除菌ニーズ社会に寄与する「減菌化福祉用具」の生産効率向上計画 通常 坪井　亮

1297 R123090117 中部 愛知県 有限会社フジックス 7180002054573 自動車部品の変動するニーズに対応する生産と開発力の構築 通常

1298 R123090118 中部 愛知県 稲熊プレス工業株式会社 2180001014095 ＥＶ市場の基幹部品供給網を支える独自金型開発とプレス加工革新 新特別
株式会社市岡経営支援事務
所

1299 R123090119 中部 愛知県 有限会社高松工業所 9180302016874 新市場（ロボット市場）の参入に向けて高品質を保証した製品の提供 通常 碧海信用金庫

1300 R123090120 中部 愛知県 名古屋化学工業株式会社 4180001067133
乾式合成皮革の品質安定化、短納期化、作業環境改善および製造
原価の低減の実現

通常
株式会社ＫＳビジネスコンサ
ルティング
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1301 R123090121 中部 愛知県 株式会社オグリ技研 9180301016594
検査機導入検証ラボのサービス提供における自動画像検査機の開
発

新特別 西尾信用金庫

1302 R123090122 中部 愛知県 有限会社三島木工所 2180002014879 立体加工を実現する３Ｄスキャニングコッピングマシンの導入 通常 安島　進市郎

1303 R123090123 中部 愛知県 株式会社橘アルミニューム製作所 9180001099816 バリ取り工程におけるロボット導入による自動化体制の構築 通常 株式会社名古屋銀行

1304 R123090124 中部 愛知県 東海合金工業株式会社 6180001079102 オイルホール付き切削工具用超硬素材の穴明け作業の生産性向上 通常 瀬戸商工会議所

1305 R123090127 中部 愛知県 株式会社山田工業所 6180001067040
曲げ工程の品質・生産性向上による米国向け給湯器部品の受注獲
得

通常 瀬戸信用金庫

1306 R123090130 中部 愛知県 にしぼり歯科クリニック サービスの多様化に適応するためにデジタル化機器導入 新特別 小倉　裕樹

1307 R123090132 中部 愛知県 株式会社名古屋刃型 6180001083335 最新レーザ加工機で挑む少量多品種の高精度刃型の量産加工体制 通常 株式会社名古屋銀行

1308 R123090133 中部 愛知県 株式会社イナック 4180301000297 金属製品における切削加工工程の内製化による生産性の向上 新特別 小倉　裕樹

1309 R123090135 中部 愛知県 株式会社中西機械 8180301010128 働き方改革に即した設置が求められるロボットシステム生産高度化 新特別
MASTコンサルティング株式会
社

1310 R123090136 中部 愛知県 株式会社グレートキャンバス 4180001082594
「自動裁断機を導入して、高品質なテント保冷倉庫を短納期で提供す
る取組」

通常

1311 R123090137 中部 愛知県 株式会社グラードメディカルサービス 4180301009025 ＣＡＤ／ＣＡＭシステムの既成概念打破による高精度化と高効率化 通常 住田　貴司

1312 R123090139 中部 愛知県 たなか歯科クリニック
医療の質向上と医療従事者の感染機会低減の両立を目指す設備導
入

新特別 西村　みどり

1313 R123090140 中部 愛知県 株式会社エコ・テクノロジー 3180001062580 高効率発電できるトラック用車載風力発電機の開発 通常 塩津　友輝

1314 R123090141 中部 愛知県 株式会社フジイ金型 9180001087647
切削加工工程の高精度・短納期化によるＥＶ部品金型製造技術の高
度化

新特別 岐阜信用金庫

1315 R123090142 中部 愛知県 デンタルハウス・オクル－ジョン 最先端ミリングマシンの導入による、低負荷ワークフローの構築 通常 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

1316 R123090143 中部 愛知県 合資会社細田精機 7180003010369 建機産業向けの新たな生産ライン構築 通常 小倉　裕樹

1317 R123090146 中部 愛知県 福井紙業株式会社 2180301010190 結束工程高度化による製品精度の向上と競争力の強化を図る 通常

1318 R123090149 中部 愛知県 株式会社マルワ 1180001024335
バナナペーパー事業の専用断裁機導入による品質・生産効率の向
上

新特別 株式会社名古屋銀行

1319 R123090152 中部 愛知県 株式会社エム・シー・イー 5180001014134
もう少し大きいサイズ、精度の良い加工という顧客要求を満たす体制
の構築

通常

1320 R123090155 中部 愛知県 株式会社ＮＢＣ 3180001138034
ドローンを活用した農薬等の散布と太陽光発電システムの点検サー
ビスの展開

通常 渡邊　祥二

1321 R123090159 中部 愛知県 からだ工房 整体マッサージサロンによる男性向けセルフエステ・セルフ脱毛 通常

1322 R123090161 中部 愛知県 株式会社ＩＳＯＭＵＲＡ 4180302014635 マシニングセンタ導入による生産プロセスの改善及び内製化の実現 通常

1323 R123090162 中部 愛知県 株式会社ユニバーサル・リソーセス 1180001122304 全自動植物廃油再生装置で環境負荷とコロナ感染リスクを抑える 新特別

1324 R123090164 中部 愛知県 板津ゴム株式会社 8180001080693 高品質成型ゴム生産プロセスの構築 通常

1325 R123090165 中部 愛知県 合同会社テラスクリエイト 8180003015747 免疫力ｕｐ！＋十割蕎麦の販売と新鮮素材の豪華弁当の提供 通常

1326 R123090167 中部 愛知県 名古屋カーボン印刷株式会社 7180001017696 製造工程短縮のよる短納期・小ロット化と顧客対応力強化 通常

1327 R123090168 中部 愛知県 アルファメタル株式会社 1180001059950 アルミドロスリサイクル製品「ベースメタル」の生産性向上事業 通常 岐阜信用金庫

1328 R123090170 中部 愛知県 有限会社ＨＰＣ 9180002052757 重度の腫瘍疾患ペットの全てを受け入れられる先端獣医療の開発 通常

1329 R123090171 中部 愛知県 株式会社ホーワ 7180301007059 旋盤工程の高度化による特殊シリンダーメーカーの競争力強化 新特別
MASTコンサルティング株式会
社

1330 R123090172 中部 愛知県 株式会社ナガイスポーツ 1180001076252
球速１７０ｋｍ／ｈ＆変化球に対応する実戦的バッティングセンター
サービスの展開

通常 株式会社プロシード

1331 R123090173 中部 愛知県 平田工業株式会社 8180001079182 骨材のトレーサビリティの高度化による持続可能な社会への貢献 通常 瀬戸商工会議所

1332 R123090174 中部 愛知県 富士工機株式会社 2180001084386 後戻りのない生産のためのシミュレーションソフト導入事業 通常

1333 R123090175 中部 愛知県 笹倉製作所
ＣＮＣ自動旋盤導入で実現する、加工径サイズの対応幅拡大および
リードタイム短縮による生産性向上計画

新特別 シェアビジョン株式会社

1334 R123090176 中部 愛知県 尾北環境分析株式会社 5180001087618 微生物を活用したマイクロプラスチック減容手法の開発 通常

1335 R123090177 中部 愛知県 株式会社ベストハウス 3180001002900 ＡＩ搭載の床洗浄ロボット導入による省力化と対人接触の減少化 新特別
公益財団法人　名古屋産業
振興公社

1336 R123090178 中部 愛知県 有限会社愛知環境センター 8180002074620 廃棄プラスチックから作る環境に優しいフラフ燃料の生産性向上 新特別 岐阜信用金庫

1337 R123090179 中部 愛知県 株式会社ミカワエンジニアリング 4180301011377 ネットワーク化した新基幹システム構築による生産性向上の実現 通常 蒲郡信用金庫

1338 R123090180 中部 愛知県 株式会社東海鉄工所 4180001006933 食品機械市場に向けたＮＣ旋盤の効率化稼働 新特別 小倉　裕樹

1339 R123090182 中部 愛知県 中部鋼材株式会社 4180001006826 スリッターラインにおける生産性向上の取組 新特別 小倉　裕樹

1340 R123090183 中部 愛知県 株式会社光マーク 7180001094802
高性能マーキングシステム導入による新商品開発と生産性向上（販
路拡大と挑戦）

新特別 愛知県商工会連合会

1341 R123090184 中部 愛知県 株式会社グラムスキー 2180001147440 感染症専門薬局の感染リスク低減と業務効率化とプライバシー確保 新特別

1342 R123090185 中部 愛知県 株式会社双和工業所 6180001065028 金属加工への参入によるワンストップ体制の構築、販路拡大戦略 通常 座間　裕史

1343 R123090187 中部 愛知県 株式会社名古屋装飾家具 8180001074654
小規模店舗向け、トータルコーディネートができるセミオーダー家具
のネット販売事業

新特別

1344 R123090188 中部 愛知県 有限会社笠原製作所 8180302013006 新型ＮＣ旋盤を用いた先端技術改良による新たな仕上げ工法の開発 通常 豊橋信用金庫

1345 R123090189 中部 愛知県 ＭＣデンタルクリニック
最新設備導入による「無痛治療」及び「根幹治療の再発率低減」を実
現

新特別 株式会社静岡銀行

1346 R123090190 中部 愛知県 株式会社田中農園 9180301024705 大葉生産へのＩｏＴ機器導入による生産性改善事業 通常

1347 R123090192 中部 愛知県 有限会社山中組 1180302003153 鉄道から道路土木への工事分野拡大と実現可能に導く補助事業 通常 株式会社名古屋銀行

1348 R123090193 中部 愛知県 アンデス
アーモンドプードルの生成と生産性向上による焼菓子ギフト商品の高
度化、量産化事業

新特別 浮島　達雄

1349 R123090194 中部 愛知県 株式会社池田ダンボール工業所 5180301009734
輪菊用ダンボールケースの受注増にあわせた生産自動化で売上向
上

通常 株式会社名古屋銀行

1350 R123090195 中部 愛知県 いまきた歯科医院 近隣歯科医院との差別化を図るためのＣＡＤ／ＣＡＭの導入 新特別 グロースリンク税理士法人
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1351 R123090197 中部 愛知県 三敬株式会社 1180301011017
三河木綿の繊細な裁断方法を機械化し良質な木綿製品生産を効率
化

新特別 岡崎信用金庫

1352 R123090198 中部 愛知県 株式会社サンダイ 7180001074168
半導体製造装置製造の高精度・短納期・安定供給を目的とした製造
体制の強化

通常

1353 R123090199 中部 愛知県 株式会社ジーアイシー 8180001131067 ＳＮＳと連携するクラウド型集客・店舗管理のシステム構築 通常 株式会社シェアードバリュー

1354 R123090200 中部 愛知県 河建株式会社 5180001125352 出隅サイディング加工機の導入による新規受注開拓と新事業展開 新特別

1355 R123090203 中部 愛知県 有限会社ＴＮＥ 4180002041962
可搬式点溶接用ガンへ適応する整形部品の試作開発及び検証環境
の構築

通常 （該当なし）

1356 R123090204 中部 愛知県 有限会社丸山製作所 1180002014855
ＣＮＣ旋盤導入によるボルト加工サイズ拡充と受注ロス低減による生
産性向上

新特別 小倉　裕樹

1357 R123090207 中部 愛知県 有限会社シーシーアイ 1180002034663 建設工事の墨出し工程デジタル化・自動化による配管工事受注拡大 新特別 株式会社名古屋銀行

1358 R123090208 中部 愛知県 石黒畳店 「洋室向け薄型置き畳」の生産ラインの構築 新特別 株式会社プロシード

1359 R123090209 中部 愛知県 コロナ美術印刷株式会社 8180001012143 検品工程自動化による広色域印刷物の短納期・低コスト生産の実現 通常
株式会社市岡経営支援事務
所

1360 R123090210 中部 愛知県 有限会社イー・エス 7200002000277
高齢ペットに対する早期診断・早期介入の実現による合併症リスクへ
の対応

新特別 株式会社ＨｉｇｈＡｄｏｐｔｉｏｎ

1361 R123090211 中部 愛知県 有限会社ミナミクリーニング店 8180002067442
地球環境にやさしい水洗いクリーニングの技術確立を通して、「脱ドラ
イクリーニング」を目指す

通常

1362 R123090213 中部 愛知県 小嶋工業株式会社 5180301002318
抄造工法を用いてリサイクルカーボンを使った大型手持ち工具の開
発

通常 西尾信用金庫

1363 R123090218 中部 愛知県 株式会社アイチ金属 7180001009743
研磨プロセスの革新による窯業系大型建築パネルへの均一な金属
塗膜形成の効率的な生産加工システムの確立

通常 尾西信用金庫

1364 R123090220 中部 愛知県 野々山歯科医院 障がい者診療におけるサービスの拡充 通常 小倉　裕樹

1365 R123090221 中部 愛知県 松岡歯科
高機能装置導入による患者負担軽減及び、サービス向上への取組
み

通常

1366 R123090223 中部 愛知県 大額株式会社 7190001004512 生産工程の機械化による感染リスクの低減と生産性の向上 新特別 税理士法人ベストパートナー

1367 R123090224 中部 愛知県 株式会社メヴァエル 8180001070050 レーダー式弾道測定器の導入による、開発力の向上と性能の可視化 通常

1368 R123090226 中部 愛知県 福玉米粒麥株式会社 6180001087641 麦茶の味覚数値化による商品開発プロセスの再構築及び市場拡大 新特別 森　知樹

1369 R123090228 中部 愛知県 中陽電機株式会社 6180001038256 ハーネス加工の機械化による生産性向上と市場開拓 新特別

1370 R123090230 中部 愛知県 株式会社平成動物病院 6480001004806
放射線治療という革新的なアプローチの確立により全てのペットを腫
瘍性疾患から救う

新特別 株式会社ＨｉｇｈＡｄｏｐｔｉｏｎ

1371 R123090231 中部 愛知県 小高精密株式会社 3180001051055 円筒研削盤工程の効率化を図り、光学部品の売上獲得を実現 新特別 小倉　裕樹

1372 R123090232 中部 愛知県 株式会社ＮＳＫ 9180001070322 販売代理店ポータルサイトによる効率性と取引先シナジーの最大化 通常

1373 R123090233 中部 愛知県 株式会社シー・アール・エム 1180001051643
アール・ブリュットを取り入れたエシカル＆サステナブルな飲料パッ
ケージ製造計画

通常

1374 R123090234 中部 愛知県 関戸工業株式会社 9180001087886 低炭素施工による住宅基礎工事事業の立ち上げ 新特別
株式会社コムラッドファーム
ジャパン

1375 R123090237 中部 愛知県 株式会社ＭＩＲＡＩ　ＨＯＭＥ 2180001119423
リフォームのデジタルトランスフォーメーションを進めるクラウド施工管
理システム導入

新特別
株式会社市岡経営支援事務
所

1376 R123090239 中部 愛知県 株式会社鬼頭 4180001116022
旋盤とマシニングの複合加工工程を複合加工機導入により工程削減
する

通常 水野　正勝

1377 R123090240 中部 愛知県 株式会社繁昌 2180001080039
ブランド肉を使用した焼肉弁当のテイクアウト・デリバリー販売による
食品ロス推進事業

通常 稲山哲智

1378 R123090242 中部 愛知県 刈谷ステーション歯科
補綴物製作の内製化と光学スキャナーによる非接触歯科治療の確
立

新特別

1379 R123090244 中部 愛知県 鈴木工業株式会社 2180001098130 熱間製造による次世代自動車向け新製品の開発 新特別 小倉　裕樹

1380 R123090245 中部 愛知県 合名会社三久自動車 6180303001399
６ｔトラックまでに対応した検査体制構築による“中増”民間車検サー
ビスの開発

通常 豊橋信用金庫

1381 R123090246 中部 愛知県 セントロ・ククルカン株式会社 4180001089367 キッチンスタジオと盛場による「見て楽しめる」新食事サービス 通常

1382 R123090247 中部 愛知県 株式会社ヨコヤマ 7180001146041 ＮＣルーターの導入によるデザイン化された特注家具加工の高度化 通常 水野　正勝

1383 R123090250 中部 愛知県 株式会社ハンズコーポレーション 2180001053531 ＡＩ技術を活用の革新的姿勢診断ツール開発による新サービス展開 新特別

1384 R123090253 中部 愛知県 株式会社タスクールＰｌｕｓ 5180001115849
会社査定システムを活用した、生産性の向上と非接触を両立した社
内ＤＸの推進

新特別

1385 R123090257 中部 愛知県 株式会社カンダ住建 9180001098537
ＡＣサーボ定規付きパネルソーの導入による特注家具加工の生産性
向上

通常 水野　正勝

1386 R123090260 中部 愛知県 株式会社柴田工業 4180001107558 産業用ドローン導入による非接触太陽光発電メンテナンス効率化 新特別

1387 R123090261 中部 愛知県 株式会社ジースヌーズ 3180001138471
社員の自律的キャリア形成・コラボレーションを支援する国内初タレン
トマーケットプレイスの開発

新特別 名古屋商工会議所

1388 R123090263 中部 愛知県 株式会社ミライベクトル 3180001120636 立体文字看板の内製化により、収益性改善と納期短縮を実現 通常

1389 R124090003 中部 三重県 有限会社廣瀬鉄工所 5190002021681 １品１様メンテの高精度短納期化でＥＶ用アルミ再生設備等支援 新特別

1390 R124090004 中部 三重県 株式会社中尾製作所 7190001000767 測定機器の導入によるコスト削減、品質・信頼性向上と市場拡大 通常

1391 R124090005 中部 三重県 桑名米商株式会社 1190005007772
最新式パッカーの導入による顧客ニーズを満たすための少量袋への
対応

新特別 時田和之

1392 R124090006 中部 三重県 株式会社鳥文 3190001024299
非対面非接触の冷凍自販機導入による売上増大とＦＣシステムの構
築

通常

1393 R124090009 中部 三重県 株式会社ＴＳＵＭＵＧＩ舎 5190001027936 竹を活用した低コスト高品質イチジク生産および製菓の開発・販売 通常

1394 R124090014 中部 三重県 斎宮ペットクリニック
既存の体制を変革し、現代に求められる高度治療と地域に根差した
医療をハイブリッドに提供可能な医院への変貌

新特別

1395 R124090015 中部 三重県 いのうえ歯科医院
Ｗｉｎ－Ｗｉｎ－Ｗｉｎ（トリプルＷｉｎ）を実現する新たな治療サービス提
供プロセスの構築

通常

1396 R124090018 中部 三重県 株式会社モアレリゾート 4190001008185
宿泊オペレーションのＤＸ化と「Ｎｏ　ｓｈｏｗ」ゼロに寄与するサービス
の構築

新特別 JOBU合同会社

1397 R124090020 中部 三重県 株式会社イナガキ 7190001014346 最新の溶接ロボット用いた自動化による新たな溶接工程の構築 通常
北辰コンサルティング株式会
社

1398 R124090021 中部 三重県 大平畳製造所
最新設備の導入で多様化する畳ニーズへの対応と生産性向上を図
る

通常 亀山商工会議所

1399 R124090023 中部 三重県 吉田鋼業株式会社 7122001007930 ビルドＨ鋼用の矯正機導入による生産能力の向上 通常 株式会社ゼロプラス

1400 R124090024 中部 三重県 キクカワエンタープライズ株式会社 8190001006573 製材設備の生産工程における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
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1401 R124090027 中部 三重県 イマル精機 自動化設備製作メーカーを救う単品製作と量産品の協働構造の構築 通常 伊勢商工会議所

1402 R124090028 中部 三重県 たんぽぽ動物病院 一連のがん治療水準向上による革新的医療体制の構築 新特別 株式会社ＨｉｇｈＡｄｏｐｔｉｏｎ

1403 R124090029 中部 三重県 株式会社モアレサービス 7190001023768 スモールリネンサプライシステム導入による新規業務拡大 通常 株式会社リョケン

1404 R124090033 中部 三重県 有限会社伸和工業所 3190002020594 多能工集団への躍進。梁加工大量生産化に向けた社内体制の革新 新特別 株式会社ミッドランド経営

1405 R124090034 中部 三重県 野町歯科医院
最新・最先端機器×院長の人柄による地域患者とのさらなる信頼度
向上

新特別 鷲尾　裕二

1406 R124090035 中部 三重県 株式会社Ｋコーポレーション 1190001025316
老舗和牛料亭が地元食材の創作ハンバーガーＥＣ直売で売上拡
大！

新特別

1407 R124090038 中部 三重県 株式会社和田製作所 3190001026477
コロナ禍による自動車関連受注の急減に対して新素材製品開発で建
築資材分野に参入

通常 津商工会議所

1408 R124090039 中部 三重県 有限会社小河鉄工所 1190002006091 簡易ＮＣ旋盤導入による生産性の向上と業務内容の拡大 通常

1409 R124090041 中部 三重県 三昌鶏卵株式会社 1190001014995 量販店向け鶏卵のトレーサビリティシステムの構築 新特別 四日市商工会議所

1410 R124090043 中部 三重県 なかの材木株式会社 6190001009982 生産能力を上げるための機械導入 通常

1411 R124090044 中部 三重県 株式会社カーフレンドタナカ 9190001005797 次世代自動車対応の自動車整備工場への転換 通常 税理士法人決断サポート

1412 R124090046 中部 三重県 株式会社ダイシン 8190001017208
ファインバブル発生装置「製品安全性設計・検査技術システム」導入
による品質向上

通常

1413 R124090047 中部 三重県 株式会社辻プロテック工業 3190001006149 生産工程の自動化による生産効率向上と新市場への進出 通常 税理士法人決断サポート

1414 R124090048 中部 三重県 ユナイト三重株式会社 3190001011545
乱切り機導入によるカット野菜の生産性向上と労働環境改善（コロナ
感染予防）

通常

1415 R124090051 中部 三重県 ミノダ自動車工業株式会社 3190001010596
車検用テスター等を導入し大型車の車検内製化と生産性向上による
事業拡大

通常

1416 R124090052 中部 三重県 近藤家具 機械導入により、オリジナル家具開発・製作時間短縮・職人育成 通常 鈴鹿商工会議所

1417 R124090055 中部 三重県 株式会社セイワ工業 4190002018514
形鋼加工機導入による生産性向上および内製化による低コスト化の
実現

通常

1418 R125090001 近畿 滋賀県 株式会社ＫＯＳＥＩ 2160001012233 チップソー研磨技術革新による、研磨加工の高付加価値化 通常

1419 R125090005 近畿 滋賀県 みなみ歯科 最新設備を導入することでよりインクルーシブな地域医療への貢献 通常 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1420 R125090006 近畿 滋賀県 Ｇｅｏ－Ｄｅｓｉｇｎ一級建築士事務所株式会社 8160001003565
大規模ＰＪの設計積算業務効率を改善する設計業務支援システム開
発

新特別
アルタス・パートナーズ合同会
社

1421 R125090007 近畿 滋賀県 株式会社オートクラフト 9160001005858
ＡＳＶの安全性を担保するホイールアライメント調整実現による付加
価値・生産性向上計画

新特別 株式会社京都銀行

1422 R125090008 近畿 滋賀県 株式会社キャリア・トゥエンティー・ワン 8160001007426 新商品展開と生産性・働き方の改革を推進する専用機材導入事業 通常 長浜商工会議所

1423 R125090009 近畿 滋賀県 有限会社コスモテック 3160002010961 新型マシニングセンタ導入を通じた国内需要への対応事業 通常 滋賀県商工会連合会

1424 R125090010 近畿 滋賀県 ＷＥＦ技術開発株式会社 3160001019649 活性酸素を利用したＣＯＤ、汚泥削減低コスト排水処理装置の開発 通常 小林　洋之

1425 R125090014 近畿 滋賀県 株式会社ＳＡＫＡＩ　ＭＥＴＡＬ 9130001054338
循環型社会の構築ニーズに対応する金属スクラップ製品生産体制刷
新計画

新特別 京都中央信用金庫

1426 R125090016 近畿 滋賀県 土地家屋調査士タカハシ事務所 競争力強化のための高度測量技術導入による短工期高精度化事業 通常 滋賀県商工会連合会

1427 R125090018 近畿 滋賀県 ＩＮＦＩＮＩＴＹ株式会社 3160001019368 派遣事業とのシナジー効果を生むデジタルサイネージ事業の開始 通常

1428 R125090020 近畿 滋賀県 合同会社パルテール 3160003001398 心臓病対応力を専門獣医療施設水準までレベルアップさせる事業 新特別 株式会社ＨｉｇｈＡｄｏｐｔｉｏｎ

1429 R125090022 近畿 滋賀県 ＤＥＬＩ＆Ｃａｆｅ一汁三菜 工房新設による増産と省人化及びＳＥＯ対策等による販路開拓 新特別

1430 R125090024 近畿 滋賀県 株式会社新興 9160001014553
ＩＣＴ技術活用の施工システム導入による生産性・品質・安全性の向
上

新特別 西村　剛史

1431 R125090025 近畿 滋賀県 長浜浪漫ビール株式会社 7160001006882 オール長浜市産原料を活用した、高鮮度なクラフトビール缶の販売 新特別

1432 R125090027 近畿 滋賀県 株式会社ＫＯＨＤＥＮ 6160001016577 「ＡＩ搭載型アルコール測定＆サーモカメラ＆勤怠システム」の開発 通常

1433 R125090028 近畿 滋賀県 日本アドバンストアグリ株式会社 1160001007523 ナチュラル着色のチョコレート製造 通常
税理士法人経営ステーション
京都

1434 R125090029 近畿 滋賀県 有限会社本郷工業 4160002001687
スマート農業を推進！自動温室露地栽培を効率化する複合環境制
御システムの展開

新特別 株式会社ダイワマネジメント

1435 R126090001 近畿 京都府 ＡＣ　Ｂｉｏｄｅ株式会社 1130003003944 亜鉛空気二次電池の研究開発 通常

1436 R126090003 近畿 京都府 株式会社伸興工作所 6130001033451
自動車軽量化やＥＶ用モーターの性能向上に寄与する試験片及び試
験機器部品の生産性向上計画

新特別 株式会社京都銀行

1437 R126090006 近畿 京都府 歯科よしおか
最先端レーザー治療等による再治療ほぼゼロの無菌虫歯治療法確
立

新特別 税理士法人中山会計

1438 R126090008 近畿 京都府 株式会社立木製作所 3130001008423 高性能立形マシニングセンタ導入による半導体製造装置用部品製造 新特別
ひまわり経営サポート株式会
社

1439 R126090009 近畿 京都府 浅田園本店 急成長を続ける紅茶市場の新規開拓に向けた生産体制刷新計画 新特別 株式会社京都銀行

1440 R126090010 近畿 京都府 ＳＹＣ株式会社 3130001045631 ＮＣ設備導入で部品の増産を実現し半導体供給網の安定に貢献 通常 京都信用金庫

1441 R126090011 近畿 京都府 西村畳店
主流になりつつあるヘリなし畳の裁断工程機械化による受注増大計
画

新特別 株式会社京都銀行

1442 R126090012 近畿 京都府 株式会社ティーアンドピー 7130001024367
偽造防止印刷や環境対応力の高い特殊紙に対応した高付加価値刷
版の製造

新特別

1443 R126090014 近畿 京都府 エンゼル工業株式会社 4130001014008
太陽光関連ケーブル及び産業機器用ハーネスの長尺化等に応じた
生産体制増強

新特別 京都中央信用金庫

1444 R126090015 近畿 京都府 有限会社西村萬仏堂 8130002007626 全自動加工機の導入による販売拡大と収益性向上への取り組み 新特別

1445 R126090016 近畿 京都府 西田染工株式会社 5130001011383 熟練の染色技術と調液工程自動化の融合による生産能力の向上 新特別
株式会社ＮＫＫソリューション
ズ

1446 R126090018 近畿 京都府 有限会社林孝太郎造酢 9130002002799 時代のニーズに応える小袋酢の商品開発と労働生産性向上の実現 通常 公益財団法人京都産業21

1447 R126090020 近畿 京都府 有限会社コテラ企画 2130002028652 マイクロデザイン技術による抗菌加工商品券印刷の製造開発 通常 京都信用金庫

1448 R126090022 近畿 京都府 ハジメコーポレーション株式会社 3130001063591 リサイクル事業で循環型社会に寄与！ 通常 西河　豊

1449 R126090024 近畿 京都府 テレコムワークス株式会社 3130001013043 ＩｏＴ・映像認識ドローン導入によるインフラ保守の非対面化事業 新特別

1450 R126090026 近畿 京都府 大榮工業株式会社 7150001004994 サプライチェーン上の地位確立に向けたボトルネック工程改善計画 新特別
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1451 R126090027 近畿 京都府 株式会社京都調帯 2130001012161 ＣＮＣ旋盤を導入しリチウムイオン電池の生産設備部品市場に参入 新特別 株式会社ゼロプラス

1452 R126090028 近畿 京都府 有限会社木崎製作所 7130002028862 板金加工機の完全ネットワーク化による少量多品種生産性の向上 通常 京都北都信用金庫

1453 R126090029 近畿 京都府 日本フットケアサービス株式会社 5130001026646 受注のデジタル化によるコロナ対応と製販一貫での高効率化の実現 新特別

1454 R126090030 近畿 京都府 株式会社京都動物高度医療センター 8130001042541 検査精度向上により利用価値の高い神経病専門二次診療施設へ 新特別 株式会社ＨｉｇｈＡｄｏｐｔｉｏｎ

1455 R126090031 近畿 京都府 有限会社中央パック 8130002025990 オーダーメイド品・小ロット品の生産対応力強化事業 通常 ＩＦＰ株式会社

1456 R126090033 近畿 京都府 有限会社みのべ 4130002024971 生産工程のボトルネック解消と高精度化、増産要請に応える計画 通常 京都府商工会連合会

1457 R126090034 近畿 京都府 株式会社ライフモールド 7130001033244
高意匠部品製造における仕上げ工程の自動化による生産性向上計
画

新特別 株式会社京都銀行

1458 R126090035 近畿 京都府 梅原事務所 コロナ禍においての新しい測量への挑戦 通常

1459 R126090038 近畿 京都府 Ｃ＆Ｈ株式会社 2011001129206 国内ＣＢＤ事業者をターゲットとしたＣＢＤ検査サービス 通常 古高　崇幸

1460 R126090039 近畿 京都府 有限会社イシダ製作所 6130002010474 ＣＡＤ／ＣＡＭとファイバーレーザー溶接機活用の新展開 通常 西河　豊

1461 R126090040 近畿 京都府 株式会社太暘物産 8130001014953 ポストコロナ社会対応型の重要作業工程の自動化体制の実現計画 新特別

1462 R126090041 近畿 京都府 高屋歯科医院
歯周病治療のフロー改善による治療精度の向上とコロナ時代への対
応

新特別 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1463 R126090042 近畿 京都府 たかはし歯科医院 高精度な治療体制の構築で再治療の低減に寄与する 新特別 株式会社京都銀行

1464 R126090043 近畿 京都府 畳屋辰蔵　杉本畳店 開拓！海外市場。畳の輸出で、畳産業と畳文化の発展を目指す。 通常 公益財団法人京都産業21

1465 R126090045 近畿 京都府 株式会社Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ 1130001065268 セントラルキッチン機能により飲食店営業と通販を拡大する計画 通常

1466 R126090046 近畿 京都府 株式会社スカイコンテンツ 7130001058027 ゴルフ場等の緑の維持にドローンで貢献～新市場開拓とＳＤＧ‘Ｓ 通常

1467 R126090051 近畿 京都府 青山商事株式会社 5130001005807 研究者専用ＡＩチャットによる顧客対応のＤＸ化と商圏拡大の実現 新特別

1468 R126090052 近畿 京都府 有限会社畳工房ヨシオカ 6130002032329
ポストコロナを安心快適に。暖房付き薄置き畳「心温」で新しいぬくも
り和空間を提供。

通常 株式会社シャイン総研

1469 R126090054 近畿 京都府 ファーマーズ都季 １年間を通して単価が下がらない葱の重量化とブランドネギの開発 通常 石黒　健太

1470 R126090055 近畿 京都府 アンドロジック
フードロス解消と健康に寄与する大麦パン開発および業界初無人レ
ジと仮想リアル店舗導入による安心安全の店作り

通常 株式会社ダイワマネジメント

1471 R126090056 近畿 京都府 有限会社真美製作所 9130002027409
新型ブレーキ導入での高効率化と高精度化による新分野製品の開
拓

通常 京都中央信用金庫

1472 R126090057 近畿 京都府 株式会社京都ファーム彩 4130001058203 製造工程の衛生基準向上による多様なカット野菜商品を展開 通常 京都北都信用金庫

1473 R126090058 近畿 京都府 南部歯科医院
マウスピース型矯正装置分野を強化し、市場の審美ニーズ拡大に対
応する

通常 税理士法人FIA

1474 R126090060 近畿 京都府 有限会社美山興業 3130002028528 多種多様なパイプ製品の加工→自動生産体制の構築 通常

1475 R126090062 近畿 京都府 株式会社Ｒｅｄｅｆｉｎｅ　Ａｒｔｓ 8130001067695 動画作成ソフトウェア 通常

1476 R126090063 近畿 京都府 株式会社中村藤吉本店 4130001032884 多言語対応・製販一体型ＥＣサイトプラットフォームシステムの構築 新特別

1477 R126090064 近畿 京都府 株式会社イクスフォレストセラピューティクス 5130001066881 独自ＲＮＡ解析システム・ＦＯＲＥＳＴの全自動化およびクラウド化 新特別 土江田　雅史

1478 R126090065 近畿 京都府 Ｓｓｔｙｌｅ株式会社 7130001067242 建設足場資材レンタルサービス　スマートフォンアプリの開発 通常 米　亨和

1479 R126090067 近畿 京都府 福知山興業株式会社 6130001041297 生産性と品質向上を目的としたＮＣフライス加工機と治具導入 通常 京都北都信用金庫

1480 R126090068 近畿 京都府 長崎工業株式会社 4130001043551
新普通旋盤（ＶＥＲＳＥＣ－ｎｅｏ）の導入による生産力の向上と加工技
術の継承

通常

1481 R126090069 近畿 京都府 京都三条大橋歯科診療所 デジタル機器による歯科診療の遠隔教育支援システムの開発 通常

1482 R126090070 近畿 京都府 株式会社宿力 6130001053631 ホテル・旅館のＷＥＢ集客支援とマーケティングのＤＸ化 新特別

1483 R126090071 近畿 京都府 株式会社ぎばさん 5130001059175
障害者の働きやすい農作業環境を整備、耕作困難地の発生を防
止！

通常

1484 R126090073 近畿 京都府 有限会社キタガキ 8130002024423
製材機の購入による生産性向上とスケボー業界への新事業展開計
画

通常 京都信用金庫

1485 R126090074 近畿 京都府 有限会社マルキ精機 2120002075101
ＣＮＣフライス盤の導入により、デジタル化による技術継承と基礎技
術力向上

通常 京都中央信用金庫

1486 R126090075 近畿 京都府 ＨＡＲＫ 受発注情報を顧客と共有し、作業効率を上げて増収増益を図る 新特別

1487 R127090003 近畿 大阪府 片岡商店株式会社 8120001101950 クラウド型販売管理システム導入による非対面ビジネスモデル構築 新特別 株式会社徳島大正銀行

1488 R127090005 近畿 大阪府 平和金属工業株式会社 8120001013543 ３Ｄプリンタの導入による事業拡大 通常 大阪商工会議所

1489 R127090006 近畿 大阪府 不二商物流株式会社 2122001012349 個別印刷に対応したオリジナル卓上カレンダーの商品化 通常

1490 R127090009 近畿 大阪府 藤原歯科医院
ＣＴ設備導入による、歯周病を中心とする治療の水準向上と感染リス
ク低減

通常 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

1491 R127090013 近畿 大阪府 大木電鍍工業株式会社 2120001011899
建設車両部品の低コストと高品質を実現する新たな亜鉛めっきプロ
セスの量産開発

通常

1492 R127090016 近畿 大阪府 株式会社八咲 1120001202929 専門特化型マッチングサービスの開発で商圏拡大と新規事業を実現 新特別

1493 R127090017 近畿 大阪府 株式会社花村製作所 5122001022196 革新的手法による油圧機構部品の生産性向上事業 通常

1494 R127090018 近畿 大阪府 有限会社ツバメ製作所 8120002011579
ＮＣ工作機導入による自動化と職人技術を要する高精度加工の受注
拡大

通常 株式会社RAD

1495 R127090019 近畿 大阪府 三恵ハイプレシジョン株式会社 8120001127772
マシニングセンタとロボットの併用による付加価値額向上と多能工の
養成

通常
税理士法人合同経営会計事
務所

1496 R127090021 近畿 大阪府 大阪圧搾コルク株式会社 8120001059520
寸法検査の効率化により半導体製造関連分野の増産体制を構築す
る

新特別

1497 R127090023 近畿 大阪府 株式会社菜’Ｓ 8120101040891 冷凍自動販売機によるＰＢ肉総菜の非対面販売システムの構築 新特別 泉佐野商工会議所

1498 R127090025 近畿 大阪府 株式会社ヰゲタ 1120001113812 省スペース、低価格、マルチ対応飲料ディスペンサーの開発計画 通常 升谷道教

1499 R127090026 近畿 大阪府 小笹鉄筋株式会社 2120901000778
鉄筋の切断及び自動加工設備導入による生産性向上で需要拡大に
対応

通常

1500 R127090027 近畿 大阪府 太平洋貿易株式会社 3120001056613
自動認識技術を利用して作業効率改善と委託事業の事業拡大を図
る

通常 西　義雄
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1501 R127090028 近畿 大阪府 株式会社クリエイターズカフェ 5120001127742 顧客によるサイト変更、広告効果確認を可能にするサービス提供 新特別 合同会社繁盛マネジメント舎

1502 R127090032 近畿 大阪府 アミューズメント経営サポート株式会社 2120001109669
顧客満足度を分析できる「ＡＩ顧客表情分析システム」を導入したコン
サルティングサービス事業

通常

1503 R127090033 近畿 大阪府 信和工業所
高精度鋼球等を使った産業機械の短納期ニーズに対応する新生産
方式導入事業

新特別 シェアビジョン株式会社

1504 R127090036 近畿 大阪府 株式会社谷端紙器製作所 3122001004849
全自動ボックスメイキングマシン導入による段ボール製品製造の効
率化

新特別 株式会社フラッグシップ経営

1505 R127090039 近畿 大阪府 株式会社富田工作所 3120901009777
最新ＣＮＣ旋盤の導入による高機能フィルム製造装置部品の増産体
制構築

新特別

1506 R127090040 近畿 大阪府 サン化成工業株式会社 9120101044132
セメント２次製品の高性能化を可能とする細径ポリプロピレン短繊維
の開発

新特別 立野　靖人

1507 R127090042 近畿 大阪府 山本製作所 工業用特殊バルブの旋盤加工の生産性向上 新特別

1508 R127090044 近畿 大阪府 有限会社ユーアイ産業 1120902009308 省エネに貢献するスマートメーター部品加工の生産性向上計画 新特別 尼崎信用金庫

1509 R127090045 近畿 大阪府 株式会社青葉商会 8120101041056
製品の高度化を可能とする、高真空環境作成用ドライ真空ポンプ向
けベアリングケースの製造

新特別 立野　靖人

1510 R127090047 近畿 大阪府 金剛金属有限会社 4120102001756
ＳＤＧｓの達成に寄与する洋上風力発電設備等向け大型座金の開発
及び生産体制の構築

新特別 株式会社池田泉州銀行

1511 R127090048 近畿 大阪府 株式会社大輝製作所 5120901023685
大型サイズに対応したボールバルブ部品の内製化による競争力向
上計画

新特別 シェアビジョン株式会社

1512 R127090049 近畿 大阪府 有限会社作新機工 5120102013049 革新的手法による精密長尺シャフトの事業化進出事業 通常

1513 R127090050 近畿 大阪府 株式会社西壱金属 7120001050307 鋼板の２次加工拡大による売上増加計画 通常 尼崎信用金庫

1514 R127090051 近畿 大阪府 株式会社アッシュ 3122001021464
新しい遮蔽計算及び図面作成自動化プロジェクト及び業界初のパー
ス・ＶＲ自動作成ソフト開発販売事業

新特別 税理士法人良知

1515 R127090052 近畿 大阪府 株式会社ハマダ合金 6120901025284
製造するシートベルトリトラクターギヤの精緻化により、最新のＩｏＴ技
術を活用したシートベルトにも対応可能な高付加価値商品の

新特別 立野　靖人

1516 R127090054 近畿 大阪府 富士製作所 強みを活かした高精度・量産対応が可能な新規加工体制の構築 通常

1517 R127090055 近畿 大阪府 株式会社スリー・エイチ・エスヒロタ 6120001029707
カーボンニュートラルに貢献する環境規制対応最新船舶エンジン部
品の生産向上

通常

1518 R127090056 近畿 大阪府 株式会社トーホーエイド 2122001014510 オフィス家具の生産プロセス革新による生産性向上と短納期対応 新特別

1519 R127090057 近畿 大阪府 株式会社榎谷建材工業 4120101044533
解体工事に伴うコンクリート廃棄物の自社処理体制構築による受注
能力強化計画

新特別 株式会社紀陽銀行

1520 R127090059 近畿 大阪府 株式会社タカモト製作所 5120001162401 アフターコロナにおける難削材系精密部品の生産性向上事業 通常

1521 R127090060 近畿 大阪府 株式会社共栄 8120001124927 ＣＮＣ自動旋盤の導入による産業用ロボット部品の量産化 新特別

1522 R127090061 近畿 大阪府 昭和電機伊賀株式会社大阪工場 7122001015611 塗装工程の内製化による高温熱風ファンの一括提供体制の構築 新特別 株式会社ゼロプラス

1523 R127090062 近畿 大阪府 新装サッシ工業株式会社 1120901006883 高性能プレスブレーキ導入による特定防火設備の生産体制の確立 通常

1524 R127090063 近畿 大阪府 株式会社月虎金属 8120001084493 受注システムの導入により、業務を効率化し事業拡大を行う計画 新特別

1525 R127090065 近畿 大阪府 アークテクニカ株式会社 3122001031579 半自動横穴あけ機の共同開発と製造販売による受注拡大事業 新特別 大阪信用金庫

1526 R127090066 近畿 大阪府 広光印刷株式会社 1122001020906 中綴じ工程刷新による製品付加価値の向上と原価低減 通常

1527 R127090067 近畿 大阪府 マリヤ画材株式会社 2120001016279 新世代マルチカッティングマシンの導入 通常 高野　敬太朗

1528 R127090070 近畿 大阪府 株式会社吉崎屋 2150001022373 独自製法のパイ菓子商品の製造能力拡大による販売強化事業 通常

1529 R127090071 近畿 大阪府 株式会社クレイス 5120001187316
人材派遣専用勤怠システムの開発による同業者へのサブスクサービ
スの提供

新特別
株式会社ジエック経営コンサ
ルタント

1530 R127090072 近畿 大阪府 大二金属
切削フライス一貫加工体制構築による生産性向上と成長市場向け事
業強化計画

新特別 大阪シティ信用金庫

1531 R127090073 近畿 大阪府 株式会社ジョイントプロダクツ 7122001025635
三次元座標測定機導入による金属加工コンサルティング一貫体制の
確立

通常

1532 R127090074 近畿 大阪府 株式会社雨風 5120101000452 カシューナッツを原料に糀発酵チーズの開発 通常

1533 R127090075 近畿 大阪府 岡本工芸 表現豊かなデザイン看板を自社一貫製作で新規顧客獲得 通常
マネーコンシェルジュ税理士
法人

1534 R127090076 近畿 大阪府 合同会社ＳＯＬ　ＣＯＭＯＤＡ 1122003001053 『多種ブランド対応』脱コイン・リモートランドリーへの進化 新特別

1535 R127090077 近畿 大阪府 株式会社ココウェル 2120001108464
ココナッツを使用した無添加でエシカルなアイスクリームの開発とフィ
リピンの貧困支援計画

新特別 株式会社京都銀行

1536 R127090078 近畿 大阪府 徳光紙業株式会社 3120001021022 バライ工程の省力化・効率化 通常 高野　敬太朗

1537 R127090080 近畿 大阪府 株式会社カレン 3120001032416 パズル充填機導入による、新製品展開と生産性向上 通常

1538 R127090081 近畿 大阪府 株式会社足立板金ビルド 7120901022545 高性能動力折曲機導入による生産性向上と品質向上 通常 杉本　友彦

1539 R127090085 近畿 大阪府 株式会社ＥＸ－Ｆｕｓｉｏｎ 2120001239251 レーザー標的ターゲットの高精度連続供給の実現 通常

1540 R127090086 近畿 大阪府 株式会社もか動物病院 8120101062853 もか動物病院最新機器導入計画 通常

1541 R127090089 近畿 大阪府 株式会社キンバト 5120001017241 自動充填機導入による生産性向上及び新型コロナ感染防止計画 通常

1542 R127090090 近畿 大阪府 三洋紙器株式会社 5120001007647
オリジナルパッケージの希望納期を確保する小ロット生産効率化計
画

新特別 一般社団法人ヒューリットＭＦ

1543 R127090091 近畿 大阪府 谷本ネジ工業株式会社 2120001017962 セムスネジの試作に係る生産体制確立を通じた新規受注獲得計画 通常 大阪シティ信用金庫

1544 R127090092 近畿 大阪府 鈴木義肢装具株式会社 8122001018893 自動設備の導入による足底装具（インソール）の事業革新 新特別

1545 R127090093 近畿 大阪府 株式会社日比製作所 5120001212503
自動ワーク搬送システムの導入による高精度配管継手の高効率生
産

新特別

1546 R127090094 近畿 大阪府 大兼印刷株式会社 4120001024123
リモート営業で最適化された販促物をスピーディーに提供して顧客満
足度向上

新特別 株式会社ＧＩＭＳ

1547 R127090095 近畿 大阪府 株式会社ＨＩＲＯ－ＥＮＧ 5120101024451 顧客データを自社管理し銘板製作の付加価値を格段に高める取組 新特別 大阪信用金庫

1548 R127090096 近畿 大阪府 岡村印刷工業株式会社 8150001010356
デジタル色校正システム構築による生産性の改善、労働環境の改
善、環境負荷の軽減

通常

1549 R127090097 近畿 大阪府 株式会社嵯峨の竹 2122001027776 焼菓子業界初のペットフード総合栄養食の開発と製造工程の確立 通常

1550 R127090098 近畿 大阪府 株式会社ベアコーポレーション 5122001026206 ＵＶプリンターと業務用刺繍ミシンの導入による新商品の開発 通常 守口門真商工会議所
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1551 R127090099 近畿 大阪府 小池鉄工株式会社 9120001012230 製丸ソリューションの早期提供に向けた大型部品加工の自動化計画 新特別 一般社団法人ヒューリットＭＦ

1552 R127090100 近畿 大阪府 カザマブラザー株式会社 7120101054744 ＣＮＣ旋盤導入による金属加工部品サイズ向上と生産プロセス改善 通常

1553 R127090101 近畿 大阪府 株式会社日本アブラン 2122001030912 グリス充填機及び撹拌機導入によるグリスの小分け充填加工計画 新特別

1554 R127090102 近畿 大阪府 株式会社ＳＥＶＥＮ　ＴＷＯ　ＧＯＬＤ 2120001227256 クラウド型の賃貸・売買管理システム 新特別

1555 R127090104 近畿 大阪府 株式会社寿機化 3122001002308 自動研削盤導入による大型部品内製化と高品質、多品種・短納期化 新特別

1556 R127090105 近畿 大阪府 有限会社イハラ工業 3120002010635
高性能旋盤の導入による半導体関連製品製造に向けた加工体制刷
新

新特別 株式会社フラッグシップ経営

1557 R127090106 近畿 大阪府 株式会社有田工業 6122001015034 自動穴あけ加工技術の確立 通常 穴田　喜代嗣

1558 R127090107 近畿 大阪府 株式会社ブライト 8120101056888 建機の導入による作業効率・生産性の向上と解体工事への進出 新特別

1559 R127090108 近畿 大阪府 あらい歯科医院 下顎の動きを加味した長期的に安心な矯正治療の提供 通常
株式会社中央ビジネスグルー
プ

1560 R127090112 近畿 大阪府 フジテック株式会社 6122001006256 最新ヘッダー装置増設による建築用ねじの生産性向上と競争力強化 通常

1561 R127090113 近畿 大阪府 泰成金属株式会社 4120001195385 革新的手法による工具生産性向上事業 通常

1562 R127090114 近畿 大阪府 株式会社ダイネット 7120001108170
レーザ顕微鏡導入の高精度測定による高付加価値レーザ事業の実
現

通常

1563 R127090115 近畿 大阪府 株式会社第二鋳造所 7120001164775
鋳型の混錬ムラを無くすことによる生産能力の向上と高品質化製造
体制の構築

通常 株式会社エフアンドエム

1564 R127090117 近畿 大阪府 エフジェイ真空株式会社 5120101055554 環境に配慮した樹脂成型品へのレーザーマーキング事業への参入 通常 大阪シティ信用金庫

1565 R127090118 近畿 大阪府 株式会社渚技研 9122001035384
さらなる薄板の接合を実現する溶接加工技術確立とリードタイム短縮
による生産性向上

通常 八尾商工会議所

1566 R127090119 近畿 大阪府 有限会社森プラスチック工業 7122002014950 最新型射出成形機の導入によるウィズコロナの成長市場への進出 通常

1567 R127090121 近畿 大阪府 株式会社ＣＭＳ 8120001173718 本格的韓国料理の外販事業展開に向けた製造能力向上への取組 通常 岩﨑　良子

1568 R127090122 近畿 大阪府 株式会社アラック 9140001084540 工程自動化によりチャッキングずれ防止で生産性と加工精度を向上 新特別

1569 R127090123 近畿 大阪府 有限会社きくすい 6120002043120
新たな設備投資で事業継続・成長を目指す老舗和菓子製造業の取
組

通常 岩﨑　良子

1570 R127090124 近畿 大阪府 株式会社アスク 3120001195758 杭打ち事業における⾞載型ミキシングプラントを活⽤した⽣産改善 通常
ＳＢＣパートナーズ税理士法
人

1571 R127090125 近畿 大阪府 勝プレス工業株式会社 2120001054502
高性能送り装置導入による高強度部品加工能力獲得と作業効率向
上

新特別

1572 R127090126 近畿 大阪府 有限会社聖テック 5120002064968
専用複合加工機の開発による生産性向上を通じた水素エネルギー
業界への参入事業

新特別

1573 R127090128 近畿 大阪府 株式会社橋本テント商会 6122001005943
ハイブリッド高周波ウェルダーの導入によるテント生地溶着の生産性
向上

通常

1574 R127090130 近畿 大阪府 天徳工芸株式会社 4120001157815
匠の技と機械の融合！高デザイン店舗什器の短納期生産体制の構
築

通常 酒井　敏行

1575 R127090131 近畿 大阪府 田中木型工作所 切削機及び３Ｄプリンタの導入による品質・生産性向上の取組 新特別

1576 R127090132 近畿 大阪府 大和公業株式会社 1122001034360
バイク・エンジンオイル用のノズル不足を解消する全電動式ブロー成
形機の導入

通常

1577 R127090134 近畿 大阪府 有限会社山田製作所 1120002012220
ＣＮＣ汎用円筒研削盤の導入により半導体・ロボット関連分野へ進出
する事業計画

通常

1578 R127090135 近畿 大阪府 小西化成工業株式会社 3122001002324 高精密２色射出成形加工品増産を実現する製造プロセス革新 新特別 株式会社フラッグシップ経営

1579 R127090136 近畿 大阪府 株式会社メガクラフト・ジャパン 5120001114212 金属製品加工事業への参入とＱＣＤ（品質・価格・納期）の強化。 新特別 一般社団法人ヒューリットＭＦ

1580 R127090137 近畿 大阪府 株式会社新川製作所 1120101002865 塗装ロボットで、塗りムラや塗装漏れを無くし生産性を高める。 通常

1581 R127090139 近畿 大阪府 Ｙｏｕｓｅｉ株式会社 5120001187175 大型・高速対応印刷機導入による、アクリル製品の生産体制強化 通常

1582 R127090141 近畿 大阪府 株式会社アンドウ鋼業 1120101030692 最新シャーリング機の導入による生産性向上とコロナリスク低減 新特別

1583 R127090144 近畿 大阪府 株式会社勝田製作所 9120001014557 バーチカルプルブース導入によるボトルネック解消計画 通常 大阪シティ信用金庫

1584 R127090148 近畿 大阪府 株式会社美作研磨工作所 3122001007232 全自動研削盤の導入による量産可能な高精度樹脂研磨技術の確立 通常 上田　吉昭

1585 R127090152 近畿 大阪府 有限会社栄和産業 2120902017730
ＮＣ裁断機システムの導入により生産性向上と新製品開発を行い、
新市場開拓を図る

新特別
株式会社Ｎ総合会計コンサル
ティング

1586 R127090154 近畿 大阪府 共同ゴム株式会社 6120001078167 ホース大量カット業務の自動化による業務効率化と高品質化 通常

1587 R127090155 近畿 大阪府 株式会社タカギエンジニアリング 1122001004529
最新のレーザマシン導入による生産性向上と加工難材の切断加工
への挑戦

新特別

1588 R127090156 近畿 大阪府 株式会社浅野工業 7120101063885 主筋自動曲装置導入による大型鉄筋工事への対応 通常

1589 R127090157 近畿 大阪府 株式会社美想空間 7140001080822 家具注文サイト構築による家具一括コーディネートサービスの実現 新特別
堀江コンサルティングオフィス
株式会社

1590 R127090159 近畿 大阪府 氏井歯科矯正歯科
インプラントにおける最大の敵「インプラント周囲炎」の発症率０％へ
の戦い

新特別 株式会社ＨｉｇｈＡｄｏｐｔｉｏｎ

1591 R127090160 近畿 大阪府 株式会社ひまわりぷりんと 7120101005904 コロナ関連情報等を早期発信する地域行政サービスへの貢献事業 通常

1592 R127090161 近畿 大阪府 有限会社中村鉄工所 4120002062122
新設備導入による供給力増強と自社技術を活かした小型歯車内製
化計画

新特別 北おおさか信用金庫

1593 R127090162 近畿 大阪府 株式会社東條工業所 5120001003919
最先端レーザー溶接技術導入による生産体制の抜本的再編と多能
工化の推進

通常 岩﨑　良子

1594 R127090163 近畿 大阪府 三幸プロダクツ株式会社 3122001001400 缶バッジ安全ピン取付自動化による生産性の向上と人手不足の解消 新特別

1595 R127090164 近畿 大阪府 有限会社Ｋテック 7120002062813
納期対応強化での案件取込みと物理的対人接触低減のための内製
化

通常

1596 R127090166 近畿 大阪府 美原技研株式会社 5120101007217
大型ＣＮＣ旋盤導入による試作部品の加工精度向上及び生産体制
強化計画

通常 荒井　裕貴

1597 R127090167 近畿 大阪府 株式会社ユーアイ製本 5120001165370
ポストコロナ対応と独自の製本技術を組み合わせた高付加価値サー
ビスによる競争力強化事業

新特別

1598 R127090168 近畿 大阪府 坂本土木株式会社 4120001001865 破砕プラントを用いた工事の掘削土に含まれる土中石の再資源化 通常

1599 R127090169 近畿 大阪府 有限会社ニューテック工業 8120002072852 顧客ニーズに対応するための業務プロセスの一貫化事業 新特別 横山　昌司

1600 R127090171 近畿 大阪府 歯科すやま 診断精度の向上により「やり直し治療」におけるマーケットリーダーへ 新特別
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1601 R127090172 近畿 大阪府 日本タイロツド工業株式会社 3120001030139 国土強靭化に貢献するタイロッド関連製品の生産性向上 通常

1602 R127090174 近畿 大阪府 有限会社ツクダ製作所 9120102003203 サーボプレスを用いた開閉器部品の革新的な新規コスト削減提案 新特別

1603 R127090175 近畿 大阪府 有限会社岸上獣医科病院 1120002002980
新たなる細胞治療システムと高度な整形外科診療体制を整えた動物
病院へ

新特別 株式会社ＨｉｇｈＡｄｏｐｔｉｏｎ

1604 R127090176 近畿 大阪府 株式会社トップツール 5120101005311 最新ＣＮＣ工具研削盤導入による生産効率の改善 通常

1605 R127090177 近畿 大阪府 株式会社イマジン 3130001024230 複数の高画質プリンタ導入による高付加価値サイン製品の拡販計画 新特別

1606 R127090178 近畿 大阪府 株式会社ヤマカツ 1120001048050 吊具のオーダーメイド加工を内製化し付加価値及び生産性向上 新特別

1607 R127090179 近畿 大阪府 Ｎ・Ｄ・Ｓ
ミリングマシンの稼働時間改善による生産性向上と新製品製造技術
開発基盤の構築

新特別

1608 R127090180 近畿 大阪府 Ｓｈｉｓｙｕｏｓｈｉｂｏｒｉ．ｃｏｍ株式会社 3120901037836 刺繍おしぼりの受注効率化・生産性向上で顧客増・売上増を図る 通常 北おおさか信用金庫

1609 R127090181 近畿 大阪府 株式会社Ａｘｉｓ 6120001199624 最先端基幹システムの導入による業務効率改善・管理データ一元化 通常 サポート行政書士法人

1610 R127090182 近畿 大阪府 株式会社トゥユー 7120901000039 デジタル化・自動化を推進し冊子印刷の短納期・低コストを実現 新特別

1611 R127090183 近畿 大阪府 株式会社クラフト 9120001005192
最新３Ｄプリンタ及びＵＶプリンタ導入による高品質かつ独自のサイ
ン・看板製作計画

新特別 大阪シティ信用金庫

1612 R127090184 近畿 大阪府 せきめ歯科クリニック かみ合わせの適正化を中心とした新たな患者層の獲得 通常 税理士法人FIA

1613 R127090185 近畿 大阪府 サンティ
「耐久性の高いアルミウイング車用センターシートをキット化して販売
する取組」

通常

1614 R127090186 近畿 大阪府 テリヤキ株式会社 7010401108822 今までにない厳選された美食店の検索予約一体型サービスの構築 通常 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

1615 R127090187 近畿 大阪府 ラウレア　デンタル　スタジオ ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による歯科技工の生産性向上計画 新特別

1616 R127090188 近畿 大阪府 株式会社優志建設 3120101063963
一気通貫した宅地造成工事のコストダウンと工期短縮を通じた競争
力強化

通常

1617 R127090189 近畿 大阪府 朝倉歯科医院 ＣＡＤ／ＣＡＭ設備で院内技工プロセスの削減と患者ニーズへの対応 新特別 松本　浩幸

1618 R127090191 近畿 大阪府 堺スクリュー 半導体用ガスフィルター部品増産計画 通常 升谷道教

1619 R127090192 近畿 大阪府 有限会社京阪動物病院 8120002079674
ウィズコロナ時代に最適な独自の２院体制による効率的かつ高品質
な診療所の誕生

新特別 株式会社ＨｉｇｈＡｄｏｐｔｉｏｎ

1620 R127090196 近畿 大阪府 岡田歯科医院
感染症対策の転換と患者の負担が少ない精密迅速な治療の両立の
実現

新特別

1621 R127090200 近畿 大阪府 有限会社ＫＡＺＵＫＥＮ 5120902016812
ＫＡＺＵＫＥＮブランドのアメリカンガレージ内製化で、デザイン・利便性
向上

新特別

1622 R127090201 近畿 大阪府 株式会社三星製作所 9120101002643 廃液処理の内製化によりＣＯ２排出量削減と企業ＳＤＧｓへの挑戦 通常 堺商工会議所

1623 R127090204 近畿 大阪府 株式会社播彦 6122001006636 生産工程の全自動化による生産性向上及びＯＥＭ事業の強化 新特別
株式会社ジャストコンサルティ
ング

1624 R127090207 近畿 大阪府 津田食品工業株式会社 6120001052386 コロナ禍でも人気のこんにゃくの増産と新商品の開発の体制を確立 通常 座間　裕史

1625 R127090208 近畿 大阪府 Ｋａｌａ　Ｃｒａｆｔ
ＥＣサイトを活用した付加価値差別化商品の提供を通じてニーズに応
える

新特別

1626 R127090209 近畿 大阪府 河村株式会社 8220001001967 紙・フィルム類加工の生産プロセスの改善と新規商品販売の実現 新特別

1627 R127090213 近畿 大阪府 有限会社大信印刷所 2120002009819 伝票印刷の生産プロセス改善と環境対応印刷による受注拡大事業 新特別

1628 R127090214 近畿 大阪府 Ｃｒａｎｅｂｉｏ株式会社 5010001217273 場所を選ばずに測定可能な感染症検査法の開発 通常

1629 R127090215 近畿 大阪府 株式会社新世プリント 8120001158438 専用印刷システムより、複数同時印刷対応で販路拡大をめざす 通常

1630 R127090216 近畿 大阪府 ＬＥＴＳ　ＯＮＥ株式会社 5120001033164 打錠工程のボトルネック解消による増産体制の構築 通常

1631 R127090217 近畿 大阪府 株式会社加貫ローラ製作所 7120001017140 ロボットアーム仕上げ装置導入による無人自動加工ライン構築 通常 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

1632 R127090218 近畿 大阪府 有限会社朝日エステートリサーチ 1120002053685 『自動不動産時価評価システム』の構築 通常 コンフロント税理士法人

1633 R127090219 近畿 大阪府 大阪ラバテック株式会社 1120001022170 自動化と環境改善による高品質フッ素ゴム製品の生産体制の確立 新特別 アドバンスト・エム株式会社

1634 R127090221 近畿 大阪府 株式会社コレット 3120101048691
低糖質ケーキの新製造ライン構築による、生産性向上と通信販売の
拡大

新特別 景山　洋介

1635 R127090222 近畿 大阪府 株式会社ムカイ 1120001029950 プレス加工からの工法転換を可能とする設備投資 新特別 松下　隆信

1636 R127090223 近畿 大阪府 株式会社ナバテック 1150001015246 半自動洗浄システムの開発によるポンプメンテナンス事業の加速 通常

1637 R127090227 近畿 大阪府 株式会社ＮＥＸＵＳ　ＭＥＡＴ 3120001170199
拡大する惣菜市場のニーズに対し、精肉の専門性の強みを活かした
食肉加工品製造ラインの構築

新特別 尼崎信用金庫

1638 R127090228 近畿 大阪府 株式会社ＩＶＣ 8120101052474
多方面からペットを支える県内屈指のポストコロナ型民間がん治療
施設への進化

通常 株式会社ＨｉｇｈＡｄｏｐｔｉｏｎ

1639 R127090231 近畿 大阪府 株式会社しょうわ 3120001117068
大好きな【キャラクター（ヒーロー）やスポーツ選手】から【子どもたち】
へ手紙が届くサービスの開発

通常

1640 R127090232 近畿 大阪府 株式会社ハニー動物病院 9120101060658 １．５次診療施設という新たな診療形態の構築 通常 株式会社ＨｉｇｈＡｄｏｐｔｉｏｎ

1641 R127090233 近畿 大阪府 株式会社谷口製作所 3120001156090 高性能平面研削盤を導入することにより研磨工程を内製化する計画 新特別

1642 R127090234 近畿 大阪府 大興建設株式会社 5122001019119 地域インフラ維持管理のためのカメラ調査車導入計画 通常

1643 R127090235 近畿 大阪府 有限会社コーワ機械 4120102001748
低温輸送車向け高精度部品による、受注の安定と高付加価値化事
業

新特別

1644 R127090236 近畿 大阪府 株式会社リモートアシスト 6120901039012 医療従事者のための低価格５Ｇ対応ウェアラブルカメラ開発 新特別 グッドエフェクト税理士法人

1645 R127090239 近畿 大阪府 株式会社ＬｉｖｅＡｉｒ 4020001113373 オンライン研修申込システム構築による受講生管理業務の効率化 新特別

1646 R127090240 近畿 大阪府 有限会社アイディング 6120002065313 ３ＤＣＡＤ導入、遠隔でイメージ共有し効率化と新商品開発 新特別

1647 R127090247 近畿 大阪府 株式会社タイガーゴム 2122001003827
樹脂製の弁を活用した小型ポンプの開発により日本製ゴム風船の存
続を図る

新特別 株式会社日本修身経営

1648 R127090248 近畿 大阪府 有限会社利休蔵 4140002001094
生産性向上により新製品開発の迅速化を行うことで売上・利益向上
を狙う

通常

1649 R127090249 近畿 大阪府 株式会社ワサビ 8160001015131
粗大ごみ回収の仕組みを活用したリユース促進プラットフォームの構
築

通常

1650 R127090251 近畿 大阪府 山内商事株式会社 5120001013901 ３Ｄ測量機器導入によるコロナ対応新業務プロセス構築と売上向上 新特別 林　修一
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1651 R127090253 近畿 大阪府 株式会社レイ・クリエーション 2120001092312
情報共有システムにより高度な在宅医療を実現する新サービスの開
発

新特別 冨川　和將

1652 R127090255 近畿 大阪府 有限会社上手工作所 8122002001072 顧客ニーズに対応した素材を生かしたデザイン看板事業の拡大 通常 株式会社池田泉州銀行

1653 R127090256 近畿 大阪府 ＧＥＮＩＡＬ株式会社 4120901036622
お客様自らバルーンのアレンジメントができるシミュレーターの開発・
導入

新特別 有限会社クレメンティア

1654 R127090258 近畿 大阪府 株式会社金剛特殊釘製作所 9120101033639
製釘に必要な金型保守の内製化に取組み生産性向上を実現する計
画

通常 株式会社共立コンサルタント

1655 R127090259 近畿 大阪府 立葉印刷株式会社 6120001187810 モノカラーによるモノクロ印刷の革新化 新特別

1656 R127090261 近畿 大阪府 株式会社ＫＴＳ 1120001051500 獣害対策におけるＡＩ／ＩｏＴを用いたカプサイシン遠隔噴霧装置 通常

1657 R127090262 近畿 大阪府 小渕歯科医院 最新歯科用ＣＴの導入による地域初の歯周組織再生療法の提供 新特別 藤原　和重

1658 R127090263 近畿 大阪府 株式会社モモディズジャパン 4120001201317
コロナ禍の需要に応える短納期・自社内生産によるノベルティグッズ
の展開

通常 有限会社クレメンティア

1659 R127090266 近畿 大阪府 株式会社トータルワークス 6120101030036 営業事務や工事管理業務を電子化して品質向上と増収増益を図る 新特別

1660 R127090268 近畿 大阪府 株式会社エヌ・パック 5122001028367 ユーザーと調和が取れた付加価値の高い新パッケージ創造する事業 新特別 株式会社りそな銀行

1661 R127090269 近畿 大阪府 株式会社ＮＡＢ 5120101024708
硝酸ガスを使用しない金属３Ｄプリンタ造形後の熱処理システムの構
築

通常 岨中　良太

1662 R127090270 近畿 大阪府 株式会社フクエイ 6120901018973
木材加工機による生産性向上と職人の技術が融合した家具製造計
画

通常

1663 R127090272 近畿 大阪府 株式会社Ｓｕｇａｒ　ＬＡＢ 4120001230687
差別化ケーキ製造に向けた設備・受注管理システムの導入と生産性
向上

新特別

1664 R127090273 近畿 大阪府 菱和精工株式会社 7120101030043 鏡板の完全内製を実現して自社独自の販路開拓に着手 通常

1665 R127090274 近畿 大阪府 株式会社大平化学 5120001208682
医療業界に貢献する、複合素材を用いた注射シミュレータ支持台枠
の素材開発

新特別 株式会社ダイワマネジメント

1666 R127090276 近畿 大阪府 ダイワペーパーネクスト株式会社 6122001029158 廃棄紙を活用した環境に優しい植物栽培培地の開発及び製造販売 通常 株式会社池田泉州銀行

1667 R127090277 近畿 大阪府 株式会社橋本鉄工所 6120001156518 ＣＮＣ旋盤のオートメーションによるプロセス・イノベーション 通常

1668 R127090278 近畿 大阪府 井上工業株式会社 1120101051235
ラジアルボール盤の導入による短納期メンテナンス対応と定年がな
い会社の実現

通常

1669 R127090283 近畿 大阪府 Ｄｏｏｒｓ 要支援児童・不登校児童のための学習塾 新特別

1670 R127090284 近畿 大阪府 株式会社リタム 8120001072028
計画名：最先端ゴルフ測定器の導入による非対面・少人数ゴルフレッ
スン事業

新特別 株式会社フォーバル

1671 R127090286 近畿 大阪府 株式会社チャレンジファイブ 8120001045396 ネット袋の独自溶着技術の進化による品質向上と生産体制強化計画 新特別 株式会社エフアンドエム

1672 R127090288 近畿 大阪府 株式会社大阪ファスニング 4120001011501 ＡＬＣ用塩害対策あと施工アンカーボルトの開発 通常

1673 R127090289 近畿 大阪府 ファニー株式会社 6120001219349 革新的な技術で、完璧な美しさと最高品質の家具作りを実現する 新特別 曽我部　聡

1674 R127090291 近畿 大阪府 株式会社関西超音波サービス 8120101028664 小型超音波検査機器の導入による新事業分野の開拓 新特別

1675 R127090292 近畿 大阪府 株式会社オリエンタルベーカリー西大阪販売 4120001030393 ポストコロナにおけるＩｏＴ自動販売機で非接触小売販売の開始 通常

1676 R127090296 近畿 大阪府 株式会社足立鉄工所 3122001000377 ＳＤＧｓに基づくプラ原料低減と商品製造効率化による受注増計画 通常

1677 R128090002 近畿 兵庫県 株式会社ニツピ機械 4140001076402 平面研削盤を導入し、革漉き技術でプラスチックの薄肉化を目指す 通常

1678 R128090004 近畿 兵庫県 株式会社森下建設 8140001085449 ＩＣＴ建機導入による、ため池改修工事による休耕期間短縮の取組 通常

1679 R128090007 近畿 兵庫県 大開産業株式会社 4140001076749 通信インフラを支えるハンドホール製品の大型化への対応事業 通常 兵庫県信用組合

1680 R128090008 近畿 兵庫県 甲南設計工業株式会社 8140001078304 既存製品を新分野に展開するためのデモ機開発計画 新特別 尼崎信用金庫

1681 R128090009 近畿 兵庫県 有限会社エフディーエム 5140002052962 最新鋭ワイヤ放電加工機導入により金型製造技術の向上に挑戦 通常 但陽信用金庫

1682 R128090010 近畿 兵庫県 株式会社フジテクニカル 3140001116448 大型油圧機器等の製造工程用大型治具製作の効率化 通常 姫路商工会議所

1683 R128090011 近畿 兵庫県 株式会社和田溶接工業 6140001044662
短納期体制を増強させる最新鋭切断加工機・最新鋭曲げ加工機の
導入

新特別 松下　隆信

1684 R128090012 近畿 兵庫県 有限会社エーシン産業 6140002004203 高性能ＣＮＣ旋盤導入による自動車用カスタムパーツの生産性向上 新特別
ひまわり経営サポート株式会
社

1685 R128090013 近畿 兵庫県 益栄精密工作所
高性能大型ＣＮＣ旋盤で遠隔操作と広幅珪素鋼板用長尺シャフトの
加工

新特別

1686 R128090014 近畿 兵庫県 興栄樹脂工業株式会社 6140001016018
治具製作独自技術を生かした生産ラインの生産性向上及び治具等
販売計画

新特別 淡路信用金庫

1687 R128090016 近畿 兵庫県 株式会社六港通商 2140001047140 高品質インソール生産体制の強化と地場産業振興への貢献計画 新特別 兵庫信用金庫

1688 R128090017 近畿 兵庫県 株式会社アーチ 5140001023675
ＣＡＤ／ＣＡＭ２．０：デジタル歯科技工サービスの高度化戦略による
売上規模拡大

新特別
有限会社サステイナブル・デ
ザイン

1689 R128090018 近畿 兵庫県 株式会社アメニティー・カンパニー 9140001085489
３次元設計データを活用したＩＣＴ建機の導入・ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎの推
進

新特別

1690 R128090022 近畿 兵庫県 きむ矯正歯科医院 着脱可能なワイヤー矯正装置の試作開発 新特別

1691 R128090023 近畿 兵庫県 株式会社大地 4140001085106 単独測量・在宅設計による、対人接触低減・公共測量への本格参入 新特別

1692 R128090024 近畿 兵庫県 山田商店
大型プレハブ冷蔵庫導入による高品質なむき玉葱の生産能力の向
上

通常 兵庫県商工会連合会

1693 R128090025 近畿 兵庫県 株式会社リバティテック 3140001105252 最新５軸複合加工機導入と生産プロセス革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

1694 R128090027 近畿 兵庫県 株式会社ヤマイチ 3140001077888 先端設備導入による足場・塗装工事のワンストップ受注体制の構築 新特別 兵庫県商工会連合会

1695 R128090029 近畿 兵庫県 共生印刷株式会社 6140001048481 生産性とデザイン力向上によるタグ新商品の短納期生産体制確立 通常 森　克已

1696 R128090030 近畿 兵庫県 潤和工業有限会社 7140002004680
研磨加工工程の自動化による高精度化と対人接触を減じるシステム
を導入した生産体制の確立

通常

1697 R128090033 近畿 兵庫県 株式会社上組機設 3140001088547
高精度の自動溶接機と切断機を導入し、生産性の向上および対人接
触を減じる

新特別 株式会社フラッグシップ経営

1698 R128090037 近畿 兵庫県 株式会社フォーティーン 8140001102708 転写フルカラーの新たな生産手法による機能性と審美性の追求 新特別 兵庫県商工会連合会

1699 R128090038 近畿 兵庫県 ラッキー工芸株式会社 4140001062286 カットシートの自動カット機導入による看板製造の革新的効率化 通常 正木　博夫

1700 R128090039 近畿 兵庫県 株式会社テラオエフ 5140001050109 自社での生産性を高め同業他社には真似できない生産体制の構築 新特別 株式会社フラッグシップ経営

34 / 45



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

1701 R128090040 近畿 兵庫県 福栄鋼産株式会社 8140001051046 大型コンベヤにも対応する高耐久ホイールの製造と短納期の実現 通常

1702 R128090041 近畿 兵庫県 株式会社テック宝角 9140001060153 高精度治具の短納期提供実現で我が国の技術革新に貢献 新特別 株式会社uluコンサルタンツ

1703 R128090044 近畿 兵庫県 タズミ歯科クリニック 最新型３次元ＣＴ導入による、患者負担の少ないインプラント治療 通常 泉　正道

1704 R128090046 近畿 兵庫県 ブレンディックス株式会社 1140001075175 アルコール代替消毒・除菌剤の商品化による労働生産性の向上 通常

1705 R128090047 近畿 兵庫県 株式会社ｃａｎａｄｅ　ｃｒａｆｔ 6140001113541
　Ｃ２Ｃ時代の新たな個人消費を生み出すレーザーカット委託加工事
業の確立

通常

1706 R128090048 近畿 兵庫県 株式会社ハチツボ 3140001095361
地場産業の活性化につなげる靴等の糊引加工における革新的生産
体制の構築

新特別 兵庫信用金庫

1707 R128090049 近畿 兵庫県 インプレス工業株式会社 5140001099807 ステンレス製のタンクローリー操作室（楕円形状）の開発 通常 長谷川　政二

1708 R128090052 近畿 兵庫県 株式会社Ｇｒｏｗ 2140001095255
データ解析力とプロの指導力を活用した最先端ラウンドレッスンサー
ビス

通常
株式会社シザコンサルティン
グ

1709 R128090054 近畿 兵庫県 株式会社久語板金工業 2140001104718
高性能動力折曲機導入による板金加工品の製造内製化と品質向上
とコストダウン

通常

1710 R128090056 近畿 兵庫県 よねやま歯科医院 通院・治療時間減と効率化を実現する革新的矯正治療の実現 新特別 芦田　恒志

1711 R128090058 近畿 兵庫県 有限会社守食品店 8140002009258
搾り機及びボイラー導入による豆腐製造工程の高度化と新規顧客開
拓

通常

1712 R128090065 近畿 兵庫県 御蔭金属株式会社 8140001092973 金属スクラップ回収業から金属製品製造業に参入し事業拡大を図る 通常

1713 R128090066 近畿 兵庫県 森村測量設計株式会社 3140001070587
高精度レーザースキャナーの導入による、測量のＩＣＴ化と生産性アッ
プ

新特別 尼崎信用金庫

1714 R128090067 近畿 兵庫県 株式会社総合グリーン 8140001075474 ＩＣＴ施工の完全自社体制構築による作業効率化と生産性向上 通常 庄司　茂

1715 R128090068 近畿 兵庫県 株式会社グリーンペットクリニック 8140001095191 高寿命化がすすむ動物たちの命を守る取り組み 通常

1716 R128090071 近畿 兵庫県 和楽株式会社 8140001057316 最適メニューを自動提案するセルフトレーニングマシンの導入 通常

1717 R128090072 近畿 兵庫県 株式会社キャンバスワークス 9140001079292 「環境に配慮した高品質なマグネットカーテンを製造・販売する取組」 通常

1718 R128090073 近畿 兵庫県 株式会社斉藤工務店 4140001085873 ＩＣＴ建設機械の導入による河川の土砂撤去工事の低感染化・省人化 新特別

1719 R128090074 近畿 兵庫県 株式会社森のわ 8140001102922
森林整備体制の工程改善及び山林所有者への新提案による課題解
決

通常 兵庫県商工会連合会

1720 R128090075 近畿 兵庫県 さくら歯科医院
先端設備口腔内スキャナ導入による早期小児矯正並びにマウスピー
ス矯正の提供

新特別 藤原　和重

1721 R128090077 近畿 兵庫県 有限会社ウチノ 4140002058804 内野家ＳＤＧｓ　常温食サブスクリプション寄付販売事業 通常 株式会社わかば経営会計

1722 R128090079 近畿 兵庫県 有限会社戎屋菓子店 5140002061534 オリジナル似顔絵付きケーキの生産性向上と全国への販路拡大 通常 兵庫県商工会連合会

1723 R128090080 近畿 兵庫県 株式会社エンジェルメイド 3140001095394 非対面コーディネートを可能とする家事代行マッチングサービス 新特別

1724 R128090083 近畿 兵庫県 株式会社まほほい 9140001120618
新設備導入により、低侵襲医療、１．５次診療の実現により地域の動
物医療の発展

新特別
株式会社Ｎ総合会計コンサル
ティング

1725 R128090084 近畿 兵庫県 株式会社ＭＯＲＩＴＡ 9140001115238 全体工程の短縮及び省人化の実現 新特別 兵庫県商工会連合会

1726 R128090085 近畿 兵庫県 株式会社柳田鉄工所 2140001038049
最新鋭曲げ加工機と従前の加工技術を組み合わせることにより実現
する工法転換

新特別 松下　隆信

1727 R128090087 近畿 兵庫県 株式会社Ｊ－ＭＥＴＡＬ 6140001124316 脱炭素社会に向けて再生資源の効率的な供給に挑戦 新特別 西兵庫信用金庫

1728 R128090088 近畿 兵庫県 株式会社垂水オアシスＡＨ 4140001047089 最先端機器の導入による革新的獣医療の提供を目指す 新特別 株式会社ＨｉｇｈＡｄｏｐｔｉｏｎ

1729 R128090091 近畿 兵庫県 株式会社今中環境 7140001099937 選別機を導入した土砂の再資源化の推進 通常 兵庫県商工会連合会

1730 R128090093 近畿 兵庫県 株式会社ヒロノクラフト 4140001115762 デジタルデータと３Ｄプリンタ活用による表札のデザイン性向上 通常 姫路商工会議所

1731 R128090095 近畿 兵庫県 山田工業株式会社 1140001051754 施工管理業務のＤＸ化による生産性向上の実現 新特別

1732 R128090097 近畿 兵庫県 株式会社ケイシップ 9140001118364 「乾式転写」新技術を活用した名入れグッズのプリント事業 通常

1733 R128090100 近畿 兵庫県 株式会社ＡＵＴＯ　ＲＥＰＡＩＲ　ＫＯＢＥ 5140001033848 最新計測器導入による生産性向上と精度可視化の実現 通常

1734 R128090101 近畿 兵庫県 株式会社西山畳商会 8140001104398 最新設備導入による高付加価値商品の生産性向上および販路拡大 通常 兵庫県商工会連合会

1735 R128090102 近畿 兵庫県 株式会社コーチングファ一ムジャパン 1120001131244 中堅社員向けのビジネスゲームプラットフォーム構築 新特別
アルタス・パートナーズ合同会
社

1736 R128090103 近畿 兵庫県 株式会社ヤスヒラ 7140001062028 ＦＡシステム部門強化によるＥＶ車載電池市場の受注拡大 新特別 株式会社ゼロプラス

1737 R128090107 近畿 兵庫県 株式会社浜田屋本店 2140001084852
脱観光業を目指し顧客の要望にフレキシブルに対応できる生産性向
上

通常 淡路信用金庫

1738 R128090109 近畿 兵庫県 竹田鉄工株式会社 4140001049820 鋼管溶接ロボット導入による生産性向上と働き方改革の両立 通常

1739 R128090110 近畿 兵庫県 有限会社ジーエステクニカ 8140002044800 インコネル製キーパーツの高精度研磨プロジェクト 新特別

1740 R128090111 近畿 兵庫県 株式会社甲斐精密 5140001115778 新装置導入によるボトルネック工程の大幅改善と新技術の獲得計画 新特別

1741 R128090112 近畿 兵庫県 秀和有限会社 4140002063630 曲げ加工機導入と協力会社との連携による増産体制の構築 新特別 松下　隆信

1742 R128090113 近畿 兵庫県 株式会社ＳＥＰ神戸 4140001037239 ＣＮＣ旋盤導入による高精度樹脂加工製品の生産性向上の実現 通常 福井寛之

1743 R128090117 近畿 兵庫県 株式会社テツヤ・ジャパン 5140001030399 セルフデザインオーダーシステム導入による自社ブランド事業の構築 新特別 日新信用金庫

1744 R128090118 近畿 兵庫県 株式会社健康マルシェ 9140001106311
自動充填キャッパーの導入による生産性向上と付加価値向上の取
組

通常 株式会社池田泉州銀行

1745 R128090119 近畿 兵庫県 竹内鉄工株式会社 4140001075643 ロボット・ＩＣＴ技術を活用した新規顧客対応の為の生産性向上計画 通常 株式会社商工組合中央金庫

1746 R128090120 近畿 兵庫県 光海株式会社 7140001039298 自動海苔選別機導入による生産性向上計画 通常

1747 R128090121 近畿 兵庫県 有限会社Ａｃｔｙ　Ｆｏｒｅｓｔ 1140002053667 二次診療施設に頼らない新たな動物病院のモデルを構築 新特別 株式会社ＨｉｇｈＡｄｏｐｔｉｏｎ

1748 R128090122 近畿 兵庫県 株式会社今井ファーム 7140001109068 淡路島の青果を使った健康志向スイーツの開発および販売 通常 兵庫県商工会連合会

1749 R128090124 近畿 兵庫県 株式会社兵庫分析センター 6140001061170 高感度装置導入によるＰＣＢ含有塗膜分析の内製化と生産性向上 通常 庄司　茂

1750 R128090126 近畿 兵庫県 株式会社デミック 8140001052291 宅配管理におけるクラウドシステムの導入 新特別 田中　寿夫

35 / 45



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 R128090128 近畿 兵庫県 株式会社Ｇｏｔｏｓｃｈｏｏｌ 1140001119163 児童発達支援業界と利用者双方に貢献する革新的システム開発 新特別

1752 R128090129 近畿 兵庫県 ＡＮＯＴＨＥＲ　ＣＵＰ
「煎りたて」自家焙煎珈琲豆のネットショップ販売による、ポストコロナ
に対応する新たな事業軸の創出

新特別

1753 R128090131 近畿 兵庫県 株式会社ＷｉｎＤｕｃｅ 1140001123322
オンライン学習塾の運営プロセス改善で顧客満足度向上、集客力Ｕ
Ｐ

新特別

1754 R128090134 近畿 兵庫県 株式会社ＯＭＯＲＯＺＡ 9140001119511 新規メニュー開発により、新市場開拓および店舗ブランド増強事業 通常 姫路信用金庫

1755 R128090135 近畿 兵庫県 株式会社ＴＲＩ 4140001100038 ワンマン測量とドローン測量による業務効率化および新規事業開拓 通常

1756 R128090136 近畿 兵庫県 富博産業株式会社 1140001035220
明石→全国へ！環境配慮型用紙を用いＳＤＧｓを印刷物から取り組
む事業

通常

1757 R128090137 近畿 兵庫県 柴プラスチック株式会社 7140001049223 プラスチック成型加工のワンストップサービス提供体制構築 新特別 宮崎　和宣

1758 R128090140 近畿 兵庫県 株式会社阪神メタリックス 2140001016657 加工精度向上・工程の自動化による生産性向上と感染症対策 新特別

1759 R128090141 近畿 兵庫県 株式会社Ｃ．ＲＡＦＴ 2140001121572 デザインの優位性を活かしたオリジナルファニチャーの製造・販売 通常 アドバンスト・エム株式会社

1760 R128090142 近畿 兵庫県 株式会社エネテクディライト 2140001098588 高精度ドローンと機械学習によるＤＸによって発電設備の危機予測 新特別

1761 R128090145 近畿 兵庫県 株式会社ムサシ 5140001043673 倉庫管理システム導入による業務プロセスの変更で精度と効率向上 通常

1762 R128090147 近畿 兵庫県 日研産業株式会社 3120001010685 高精度外科手術×免疫治療の次世代がん治療体制を構築 新特別 株式会社ＨｉｇｈＡｄｏｐｔｉｏｎ

1763 R128090152 近畿 兵庫県 ｉＣＯＭ技研株式会社 9140001077172
遠隔ティーチング、モニタリング対応溶接協働ロボットシステム導入
計画

新特別

1764 R128090153 近畿 兵庫県 ペタビット株式会社 6140001020861
ライブ配信ショッピングアプリ作成プラットフォーム「ＳＨＯＷＢＵＹ」の
開発

新特別
株式会社ジャストコンサルティ
ング

1765 R128090154 近畿 兵庫県 株式会社ディープランニング 5140001101951
ＵＡＶ　等の３次元計測技術を活用してのデジタルデータ運用による
作業効率の向上

通常 藤井敦

1766 R129090002 近畿 奈良県 株式会社ロジック 8150001017806 日本製を謳える世界初の高性能性なコーヒーミルを開発・販売 通常

1767 R129090004 近畿 奈良県 株式会社岡田ビニール 9150001009109
高周波ウェルダー機導入による床材製作の短納期化と高精度化を実
現

通常 大和信用金庫

1768 R129090005 近畿 奈良県 株式会社ウエダ 3150001012407 製造プロセス革新による小ロット・多品種段ボール箱の生産効率化 新特別 株式会社フラッグシップ経営

1769 R129090006 近畿 奈良県 赤土産業
エンジニアリングプラスチック性基盤カバーの試作開発を通じた脱１０
０円均一領域からの脱却

新特別 株式会社ダイワマネジメント

1770 R129090008 近畿 奈良県 株式会社新高和 9150001017730 リサイクルマシンメンテナンスのトータルプラットフォームの構築 通常

1771 R129090009 近畿 奈良県 サンワシート工業
コボレーンシートの高品質化と生産性向上を実現する新たな製作工
程の確立

新特別

1772 R129090010 近畿 奈良県 株式会社堀山自動車工業所 9150001009521 大型車から軽自動車まで顧客ニーズに応える検査ライン体制の確立 通常 株式会社南都銀行

1773 R129090012 近畿 奈良県 株式会社共栄 1122001017142 最先端設備導入による金属製梯子の短納期製造、生産能力拡大 通常

1774 R129090013 近畿 奈良県 株式会社ホーテック 8150001016361 顧客要求に応えるため防音直貼り無垢フローリングの生産工程改革 通常
特定非営利活動法人アタッ
ク・メイト奈良

1775 R129090014 近畿 奈良県 有限会社エヌアールマジック 5150002010003
自動溶接機導入・精密検査機器導入による関西トップクラスの技術
力の量産化体制構築

新特別 奈良県商工会連合会

1776 R129090017 近畿 奈良県 株式会社今西商店 1120001060823 乾式ナゲットプラント導入による、銅線選別技術向上 新特別 大阪信用金庫

1777 R129090018 近畿 奈良県 株式会社ユーエイ 5122001008237
キャスター部品の生産プロセス改善による、高効率な自動化生産体
制の構築

通常

1778 R129090019 近畿 奈良県 笹岡印刷株式会社 8150001012773
ロボットと特殊打抜き機導入による３Ｋ解消と短納期高品質ニーズ対
応への取組み

新特別

1779 R129090021 近畿 奈良県 株式会社刻守 8150001024091 クランプ整備機導入による仮設足場業界の課題解決と販路開拓事業 通常 奈良県商工会連合会

1780 R129090022 近畿 奈良県 水谷歯科 ウィズコロナ時代に院内の安全性を高める感染対策の最新設備導入 新特別

1781 R129090023 近畿 奈良県 吉田製材株式会社 6150001009615 高性能研磨機の導入による国産不燃木材等の新製造ラインの構築 通常 税理士法人縁

1782 R129090024 近畿 奈良県 株式会社ＨＩＲＯＭＡＳＡ 9150001024693 ＡＩ技術を活用したねぎの全自動栽培による高効率栽培計画 新特別

1783 R129090026 近畿 奈良県 シキシマキカイ
農業用ドローンを活用した茶や梅に対応した革新的・農薬防除システ
ムの確立

通常 奈良県商工会連合会

1784 R129090029 近畿 奈良県 タイヤホイルショップＭＡＸ 高性能電源供給装置の導入によるタイヤ整備出張サービスの革新 通常 奈良県商工会連合会

1785 R129090030 近畿 奈良県 倉本酒造株式会社 5150001005383 日本発！日本酒版ベルモットの本格開発と新生産販売体制構築 通常 水上　和之

1786 R129090031 近畿 奈良県 ハシダ技研工業株式会社 2120001021304 ガスタービン用重要部品の大型化や形状適合率向上、増産を実現 通常
ひまわり経営サポート株式会
社

1787 R129090037 近畿 奈良県 東山化工有限会社 5150002005440
高速サイドウェルド自動製袋機導入による賞味期限長期化実現及び
市場ニーズ獲得

通常 奈良県商工会連合会

1788 R129090039 近畿 奈良県 株式会社辰巳組 4150001016101 災害被害を最小限に抑える地域を守る仕組みづくり 通常

1789 R129090040 近畿 奈良県 株式会社農園いち八 5150001024540 小麦の製粉機材を導入することで販路拡大と利益率の向上化を狙う 通常

1790 R130090002 近畿 和歌山県 株式会社橘化成工業 6170001008722 検品梱包工程の自動化による生産性の向上及び二次加工の充実 通常

1791 R130090006 近畿 和歌山県 オーテック株式会社 9170001014998 切断と溶接技術の高度化に挑戦！医薬品分野への顧客拡大計画 通常
株式会社アクセルパートナー
ズ

1792 R130090007 近畿 和歌山県 アドネット株式会社 5170001000127
最新ＵＶインクプリンターとレーザー加工機導入による看板生産体制
刷新計画

新特別 株式会社紀陽銀行

1793 R130090010 近畿 和歌山県 有限会社京和機工 1170002001251
アフターコロナにおいて市場拡大の進む搬送装置の高付加価値化事
業

通常

1794 R130090011 近畿 和歌山県 株式会社卯八組 8170002008190
開先加工の自動化と内製化による鋼構造物工事の一括対応体制の
確立

新特別 きのくに信用金庫

1795 R130090012 近畿 和歌山県 株式会社木村商店 9170001005130
廃飲料容器の高精度選別と再資源化高生産量を実現する新工程展
開

通常 協同組合さいたま総合研究所

1796 R130090014 近畿 和歌山県 扶桑鍍金株式会社 2170001002852 硬質クロムめっき加工の均一電着性を高める取り組み 通常

1797 R130090016 近畿 和歌山県 株式会社宮路製材所 4170001010515
紀州材の生産体制刷新による増産と米国市場への新規事業展開計
画

新特別 きのくに信用金庫

1798 R130090018 近畿 和歌山県 株式会社甚政 5170001001653 鮮魚の製造加工能力及び販売力を強化し新規顧客開拓を進める。 通常

1799 R130090019 近畿 和歌山県 城山鉄工所 ＮＣフライス導入によるリバースエンジニアリング業務の拡大 通常

1800 R130090020 近畿 和歌山県 有限会社きのくに動物病院 8170002010907 ペットの運動器障害に対する最新検査・治療法の提供体制の構築 通常 株式会社ＨｉｇｈＡｄｏｐｔｉｏｎ
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1801 R130090021 近畿 和歌山県 株式会社サンメイト 5120001155792
高まる保護者ニーズと保育士負担の軽減を両立する服育導入の促
進事業

通常

1802 R130090022 近畿 和歌山県 株式会社野上建設 5170001005976 最新式３Ｄレーザー測量計で土木工事を効率化し災害復興にも貢献 新特別

1803 R130090023 近畿 和歌山県 昇日貿易株式会社 9120101055947
設備導入による廃棄物分別能力と精度向上による再生材の付加価
値向上

通常 株式会社紀陽銀行

1804 R131090003 中国 鳥取県 有限会社源内鉄工所 3270002009464 仕口溶接の自動化による、高品質な大型鉄骨の安定供給の実現 新特別 株式会社ゼロプラス

1805 R131090004 中国 鳥取県 丸榮日産株式会社 7140001035504 最先端の生産管理システムの開発による生産性向上計画 通常 サポート行政書士法人

1806 R131090006 中国 鳥取県 ジャパントータルテクノロジー 次世代極小部品に対応した基板実装の高度化と生産性向上の実現 通常 鳥取県商工会連合会

1807 R131090007 中国 鳥取県 株式会社マルツ 2270002007948
スキンパック包装機と急速冷凍機の導入によるフードロス削減とオン
ライン事業拡大

通常 株式会社島根銀行

1808 R131090008 中国 鳥取県 株式会社山陰カラーズ 4270001007674 自社で調色した塗料を使った「特殊塗装」の施工の本格展開 新特別 セブンセンス税理士法人

1809 R132090002 中国 島根県 清和鉄工株式会社 4280001003425 ＮＣフライス盤の導入による生産性、自社製品の競争力の向上 通常

1810 R132090003 中国 島根県 合同会社夢ファーム口羽 9280003000829 米の大容量出荷体制の確立 通常

1811 R132090004 中国 島根県 株式会社石原建築 9280002007486
伝統建築に精通した宮大工が製造する神社仏閣向け建具の製造事
業

通常 大田商工会議所

1812 R132090005 中国 島根県 株式会社益田原木市場 8280001005161 木質バイオマスチップの生産体制強化による地域木材産業の活性化 通常
公益財団法人　しまね産業振
興財団

1813 R132090006 中国 島根県 ヤクモ家具製作所株式会社 5280001002780
最新自動研磨装置導入による市場ニーズへの対応と生産性向上計
画

通常 島根県商工会連合会

1814 R132090008 中国 島根県 山陰設備工業株式会社 6280001003175
ウィズコロナ対応！自動化によるアングルフランジ生産体制の大革
新と外販の事業化

新特別 長谷川　浩之

1815 R132090010 中国 島根県 株式会社山光 2280001005596
生産性向上と熟練技能伝承を目的としたロボットアームによるネジ加
工の供給排出自動化

通常
公益財団法人　しまね産業振
興財団

1816 R133090001 中国 岡山県 有限会社協和金属工業所 3260002031700 ＮＣ曲加工機導入によるＱＣＤ改善と生産性向上 通常

1817 R133090005 中国 岡山県 ベーシック印刷株式会社 7260001009339 模倣品対策として箔押しラベルで取引メーカーのブランドを守る。 通常

1818 R133090006 中国 岡山県 株式会社コスモエスティ 2021001025197
納品の効率化・利便性を高める抗ウイルス綿製造の革新的工程改
善

通常 永井　俊二

1819 R133090008 中国 岡山県 有限会社山内組 5260002032358
コンクリート等廃材中間処理事業等進出による地域での存在価値向
上

通常 岡山県商工会連合会

1820 R133090009 中国 岡山県 田村製麵有限会社 8260002028790
ゆでライン専用化による　食の安心安全、働き方改革、売上高の３拍
子向上

新特別 株式会社鳥取銀行

1821 R133090011 中国 岡山県 小椋製作所
生産性向上と女性若手人材の活用で超硬製品等の増産依頼に応え
る

新特別 津山信用金庫

1822 R133090015 中国 岡山県 有限会社日英商事 1260002007512 ＮＣルーター導入による加工品の生産性向上で永続的発展を目指す 通常 株式会社アルマ経営研究所

1823 R133090017 中国 岡山県 サトウオートサービス 次世代型自動車の非接触型車検サービス「１０歩以内車検」の創設 新特別 岡山県商工会連合会

1824 R133090018 中国 岡山県 株式会社荒井農産 4260001034125 可変施肥一貫体系による再現性のある農業生産の確立 通常

1825 R133090022 中国 岡山県 村上　安男 産業用無人ヘリコプターによるスマート農業支援サービスの展開 新特別

1826 R133090023 中国 岡山県 ロア・ハウジング株式会社 4260001007130 油圧ショベル導入による場所打ち杭工法の革新的プロセス改善 新特別

1827 R133090024 中国 岡山県 新見観光株式会社 7260001019197 焼肉店が斜軸ニーダーを導入して「たれ」の量産と小売拡大 通常

1828 R133090025 中国 岡山県 株式会社ジスクリエーション 5180001054832 オーダーメイドと多種少量・短納期強化のための革新的生産体制 通常

1829 R133090026 中国 岡山県 有限会社モリワキ商事 1260002031529 飼料用油脂製造における請負サービスの展開による生産性向上 通常 岡山県商工会連合会

1830 R133090027 中国 岡山県 大阪電具株式会社 2140001081288
手作業工程の機械化で生産性向上、最新試験機を導入し新製品開
発促進

通常

1831 R133090028 中国 岡山県 池田製麺所
新型製麺設備導入による生産性向上と手延製法を活かす新商品開
発

通常 岡山県商工会連合会

1832 R133090030 中国 岡山県 株式会社モーツアルト 3260001006637 新型包装機導入による生産性向上によるスピーディな商品提供 通常 おかやま信用金庫

1833 R133090032 中国 岡山県 株式会社マルケイ工業 4260001020991 狭小地舗装対応による民間舗装工事受注獲得活動 新特別 岡山県商工会連合会

1834 R133090033 中国 岡山県 モリノオト
木工用ＣＮＣルーターの設備導入による工程内製化と試作品の新商
品化

通常 岡山県商工会連合会

1835 R133090039 中国 岡山県 株式会社大興電業 4260001013863 板金事業若手育成、事業拡大 通常
公益財団法人岡山県産業振
興財団

1836 R133090044 中国 岡山県 藤原建築 高精度小型ＮＣ旋盤による、大工の精密加工技術の標準化と量産化 新特別

1837 R133090046 中国 岡山県 ＡＫＡＳＥ株式会社 7260001018026 環境配慮型集成材の生産体制を実現 新特別 株式会社アルマ経営研究所

1838 R133090048 中国 岡山県 大田車体工業株式会社 2260001016959
水島コンビナートの生産を支える特殊車両の整備から修理・車検まで
のワンストップサービス確立

通常 水島信用金庫

1839 R133090050 中国 岡山県 株式会社児島繊協 7260005003354 選別プロセス改善による解体系廃棄物の積極的受入でＳＤＧｓ推進 新特別 株式会社香川銀行

1840 R133090051 中国 岡山県 奥野歯科医院 Ｘ線ＣＴ診断装置等導入による革新的スピード根尖病巣治療の提供 通常

1841 R133090052 中国 岡山県 藤井畳店 ポストコロナの新しい畳需要に応える高効率自動框縫機の導入 通常 笠岡商工会議所

1842 R133090054 中国 岡山県 株式会社千紀 5260001030643 有機質肥料のペレット化の工程を機械化し、海外進出を促進する 通常
岡山県経営コンサルタント事
業協同組合

1843 R133090055 中国 岡山県 一井工業株式会社 9260001000493 高精度プレス成形のデジタルシミュレーションを活用した金型製作 通常 株式会社伊予銀行

1844 R133090056 中国 岡山県 有限会社シモダ企画 7260002011104 腫瘍性疾患・循環器疾患の治癒率を向上させる高度医療の提供 新特別 株式会社ＨｉｇｈＡｄｏｐｔｉｏｎ

1845 R133090060 中国 岡山県 加藤建具店 新たにキャンピングカーの内装事業を展開 通常 株式会社アルマ経営研究所

1846 R133090063 中国 岡山県 船橋歯科医院 スーパーエナメルを簡単オフできる治療体制の確立による売上拡大 新特別 岩﨑　良子

1847 R133090064 中国 岡山県 有限会社仲井畳工業 2260002029027
バリアフリー薄畳開発による新規顧客拡大と、薄畳製造技術の高精
度化

通常 株式会社シャイン総研

1848 R133090065 中国 岡山県 青木工業株式会社 5260001019109 自社開発の高性能ゴムの活用と工程安定化による新規受注確保 新特別 新見商工会議所

1849 R133090066 中国 岡山県 いわゐ荷札印刷株式会社 1260001000575 マグロ冷凍保管荷札の自動化による生産性の向上 通常

1850 R133090067 中国 岡山県 株式会社山脇山月堂 8260001006797 自動化による短納期実現と高品質な和洋菓子製造体制の構築 通常
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1851 R133090068 中国 岡山県 有限会社岡山県農商 8260002001681 冷却水・電解水を使用した新鮮で安全・美味なカットねぎの製造 通常

1852 R133090070 中国 岡山県 クロキ株式会社 3260001018211 テンション技術によるリネンデニムのブランドの理想の風合の創出 通常

1853 R133090071 中国 岡山県 林電化工業株式会社 9260001011350
スウェーデンスチール社製耐摩耗鋼板ＨＡＲＤＯＸ６００の精密加工設
備の生産能力向上

通常

1854 R133090072 中国 岡山県 有限会社岡崎車輛 7260002017092 検査ライン効率化による取引先から期待される整備受注余力の拡大 通常 おかやま信用金庫

1855 R134090003 中国 広島県 株式会社エンヴィジョン 5240001019300 特殊自動加工機導入によりビリヤードタップの品質を再定義する。 通常

1856 R134090005 中国 広島県 株式会社東亜ミシン針工業 1240001007432 画期的な血管縫合針等製造のための高性能顕微鏡の導入 通常

1857 R134090007 中国 広島県 有限会社みずほ塗装 8240002029601
アライメント装置による鈑金塗装からＡＳＶ，自動運転車整備への転
換

通常

1858 R134090008 中国 広島県 株式会社神田 7240001039131
板金加工の生産体制確立、一括受注による低コスト・短納期化によ
る競争力向上

通常 株式会社広島銀行

1859 R134090009 中国 広島県 株式会社にしき堂 4240001008320
低糖質もみじ饅頭の開発による糖尿病患者並びに健康志向の新規
顧客層への展開

新特別 株式会社もみじ銀行

1860 R134090010 中国 広島県 ユーワ精機合同会社 4240003004111 最新ＣＡＤの導入による設計・製図工程の効率化で取引先拡大 通常

1861 R134090012 中国 広島県 有限会社プチ 2240002014583 パン生地分割と成型の機械化による生産性向上 通常 広島商工会議所

1862 R134090013 中国 広島県 株式会社エーシーエヌ 3240001021332
先進自動車への対応強化と顧客拡大を図る自動車点検促進サービ
ス

通常

1863 R134090014 中国 広島県 宇都宮パック工業株式会社 3240001025531
自動倉庫管理システムの導入による在庫管理の最適化・効率化およ
び製品トレーサビリティの実現

新特別 シェアビジョン株式会社

1864 R134090015 中国 広島県 大博鋼業株式会社 2120001038901
建機業界向け高精度みがき棒鋼の量産体制構築による事業領域拡
大

新特別 株式会社ゼロプラス

1865 R134090016 中国 広島県 有限会社昭和精機 1240002031035
中型船舶部品の需要増加に対応した旋盤工程の効率化及び対応力
強化計画

新特別 シェアビジョン株式会社

1866 R134090017 中国 広島県 株式会社豊原刃物 9240001034329
高精度加工技術と測定技術の向上による受注拡大と売上増大の実
現

通常

1867 R134090018 中国 広島県 有限会社北川工作所 5240002038638 機械加工体制の構築による内製化の実現と売上及び利益向上 通常

1868 R134090019 中国 広島県 有限会社ビホク 4240002031817
ろう付け技術を活かしたアルミ製窓枠等のマシニング加工技術向上
による一貫生産対応強化

新特別 シェアビジョン株式会社

1869 R134090023 中国 広島県 株式会社渡辺電機製作所 9240001032621 レーザー加工機導入により他社にはない一貫生産体制を実現 通常

1870 R134090025 中国 広島県 佐藤農機鋳造株式会社 9240001030708 ＩＴ活用プレス導入で図面のペーパーレスと生産性向上を実現する 通常

1871 R134090028 中国 広島県 ファクシス株式会社 7240001025214
自動丸鋸切断機の導入による半導体製造装置用フレームの生産性
向上

通常 広島県商工会連合会

1872 R134090029 中国 広島県 株式会社ＴＥＳ 1240001026457 アスベスト調査時間短縮事業を展開するための最新設備の導入 通常 広島県商工会連合会

1873 R134090030 中国 広島県 株式会社キャスリンク 2240001040779 コロナ時代のニーズに対応する調理自動販売機の開発販売 新特別

1874 R134090031 中国 広島県 株式会社ＷＩＳ 5240001042178
検品作業の精確性と効率性を高め、不良率を低減させ生産性向上を
図る

新特別 株式会社アルマ経営研究所

1875 R134090032 中国 広島県 イースト歯科クリニック
補綴治療のスペシャリストによる最新鋭の歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭを用
いた即日かつ高品質な治療の提供

新特別

1876 R134090033 中国 広島県 株式会社ＴＡＮＡＢＥ　ＦＡＲＭ 9240001052990 最新の農耕設備導入により、有機農業の生産性向上、省力化を実現 通常
株式会社アクセルパートナー
ズ

1877 R134090034 中国 広島県 鳴滝工業有限会社 6240002051094
多品種短納期生産と計画量産のジレンマ解消による内部競争力の
強化

通常 株式会社広島銀行

1878 R134090036 中国 広島県 イメージファーム株式会社 2240001016399
懐かしさに新しい感性価値を融合したヘルシーなお団子の生産体制
構築

通常
公益財団法人くれ産業振興セ
ンター

1879 R134090037 中国 広島県 紙屋町歯科医院
歯科技工士の労働環境の改善と日本トップクラスの審美治療の提供
を同時に達成するための５軸加工の歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭの導入

新特別

1880 R134090039 中国 広島県 有限会社賀茂畳材 4240002029134
畳ニーズの変容と新築増の追い風に、高性能高機能機械の導入で
乗れ

通常 東広島商工会議所

1881 R134090041 中国 広島県 広島疊材株式会社 5240001009474 最新設備導入による生産性向上及び新たな生産体制の確立 通常

1882 R134090043 中国 広島県 よしたか歯科医院
身体の機能向上が「見える化」できるＸ線ＣＴ診断装置による矯正歯
科への対応

通常 株式会社だいのう

1883 R134090046 中国 広島県 ジンジャーダイヤモンド 生姜シロップ製造の自動効率化・非接触強化と非接触販売システム 新特別 福山商工会議所

1884 R134090047 中国 広島県 有限会社浜本工業 8240002012730 設備導入による穴タップ加工の精度向上と半導体需要の取り込み 通常 広島県商工会連合会

1885 R134090049 中国 広島県 株式会社小丸製作所 7240002046795
表面精密処理工法を確立し増加する半導体・医療分野への進出事
業

新特別

1886 R134090050 中国 広島県 株式会社サンヨー 2240001025945
新たに塗装設備を導入し加工～仕上げまで一貫生産体制を構築し
生産性を向上する

通常
ひまわり経営サポート株式会
社

1887 R134090051 中国 広島県 ＫＵＲＥ犬猫クリニック 診療のかつてない効率化と安心安全の患畜ファースト医療の両立 新特別 株式会社ＨｉｇｈＡｄｏｐｔｉｏｎ

1888 R134090052 中国 広島県 株式会社弐会ホールディングス 3240001017421
セントラルキッチンで製造する独自性の高い健康的でおいしい弁当
の提供

新特別 川上　正人

1889 R134090053 中国 広島県 有限会社ユタカ彫工社 7240002017549 中型レーザー加工機の導入による高速・高精度彫刻体制の確立 通常 税理士法人　安部事務所

1890 R134090062 中国 広島県 有限会社久保工房 5240002004986
ＥＣを用いた建設機械への社名等マーキングサービスの受注拡大事
業

通常 株式会社　Gサポート

1891 R134090063 中国 広島県 有限会社ばくだん屋 4240002022816 新設備導入による新商品の開発、技術と生産向上 通常

1892 R134090065 中国 広島県 平本産業株式会社 2240001022620
金属パイプ加工工程の生産性向上及び技術の高度化による新分野
拡大事業

通常 株式会社　Gサポート

1893 R134090070 中国 広島県 株式会社大野鋼材 3240001001763 鉄筋加工の自動化促進による戸建て住宅基礎工事受注拡大計画 通常 株式会社　Gサポート

1894 R134090071 中国 広島県 藤輝建設株式会社 9240001031937 大型鉄筋の曲げ加工能力の獲得による大規模工事の受注拡大事業 新特別 株式会社　Gサポート

1895 R134090072 中国 広島県 株式会社ヨシモリ建設 1240001050705 作業効率と作業の安全性向上のための設備投資 通常

1896 R134090073 中国 広島県 株式会社アースフード 5240001020778
コロナ禍における事業継続のための非対面化業務プロセス及びＤＸ
化推進事業

新特別

1897 R134090076 中国 広島県 株式会社菊貞 3240001002539 新基幹システムの構築による分断された既存システムの統合とＤＸ 通常

1898 R135090004 中国 山口県 株式会社楽喜 3250001004666 各地観光地や地域特有のＶＲ映像の制作と販売 新特別

1899 R135090005 中国 山口県 株式会社藤村組 7250001011782 ＩＣＴによる測量・データ活用で対人接触減と生産性向上をめざす 新特別 株式会社経営情報センター

1900 R135090006 中国 山口県 むねまさ歯科クリニック
強みの歯周病分野等の治療品質向上、生産性向上や感染症対策を
実現

新特別 中村　清悟
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1901 R135090010 中国 山口県 株式会社ジュニア 9250001005626 全部再資源化に取り組み新規顧客獲得、売上拡大 通常 株式会社西京銀行

1902 R135090012 中国 山口県 ファーストテクノ株式会社 3250001010994 ウッドショックを乗り越える！伐採の生産性を高め原木販売に進出 新特別 中田　哲也

1903 R135090015 中国 山口県 原プラント工業株式会社 6250001010892 大型バンドソー導入による高性能大型配管モジュールの製作 通常

1904 R135090016 中国 山口県 株式会社フェアリーＳ．ガーデン 8250001014941 ペット高齢化フード需要に対応した生産能力と生産性の向上 通常

1905 R135090017 中国 山口県 株式会社ＦＶＣ 6250001016840
確かな技術と豊富な人員が可能にする、がん特化型院内完結治療
プロセスの追求

新特別 株式会社ＨｉｇｈＡｄｏｐｔｉｏｎ

1906 R135090020 中国 山口県 株式会社岩新工業 5250001013987 建設ＤＸの新たな取組による災害復旧と中規模工事への対応力強化 通常 東山口信用金庫

1907 R135090021 中国 山口県 清水浩二事務所 レーザースキャナーの導入による生産性向上と新たな顧客層の開拓 通常 市竹　敦

1908 R135090022 中国 山口県 合同会社ＨＡＲＵＴＡＳ 8250003001681 ＤＸ活用による住宅設備視覚的フルオーダーシステムの開発 新特別

1909 R135090023 中国 山口県 なかむら畳店
金賞受賞の職人技術を量産へ「工程自動化による高品質・低価格・
短納期の畳製造」

通常 坪井　亮

1910 R135090024 中国 山口県 有限会社石野畳店 5250002000150 圧着技術の導入で『超極薄畳カーペット」の開発・販売に挑戦！ 新特別 株式会社シャイン総研

1911 R135090025 中国 山口県 吉井畳店 高齢者世帯向けオーダーメイド衝撃緩衝畳の開発による売上拡大 通常 山口県中小企業団体中央会

1912 R135090026 中国 山口県 村重石油株式会社 6250001002279
配達プラットフォームシステム開発・導入による燃料配達業務の改善
及び効率化

通常

1913 R135090027 中国 山口県 株式会社ｔｈｅ　ＨＯＵＳＥ 2250001013255 自宅で利用することができるサウナ「ＣＨＩＬＬ　ＣＵＢＥ」の試作品開発 新特別 合同会社G&N

1914 R135090028 中国 山口県 Ｂｉｏ　Ｌａｂｏ 業務効率化と次世代型歯科技工確立のためのＤＸワークフロー構築 通常 山口県商工会連合会

1915 R135090029 中国 山口県 協和ファインテック株式会社 7260001002095 精密ギヤポンプ改善による５Ｇフィルム製造ラインの生産性向上 通常 株式会社中国銀行

1916 R135090030 中国 山口県 岸田畳店
高まる次世代畳ニーズに応える最上級の国産縁なし＆薄畳製作体
制の構築

通常 坪井　亮

1917 R135090031 中国 山口県 株式会社勝俣商会 8250001005247 新型レオニーダー導入による生産工程の自動化 通常 清水　敦也

1918 R135090033 中国 山口県 ａｍｉｌｌｃｏｆｆｅｅ ａｍｉｌｌｃｏｆｆｅｅファンの創出と定着化 通常 株式会社西京銀行

1919 R135090035 中国 山口県 安田ブルトーザ開発株式会社 8250001003663
工程のデジタル化による対人接触の削減、情報共有と効率化の体制
構築事業

新特別 秋井　正宏

1920 R135090036 中国 山口県 株式会社古無新 4250001008815 住宅向け宅地造成の強みを活かした不動産開発事業への展開 通常 株式会社山口銀行

1921 R135090037 中国 山口県 株式会社ナガオカ 1250001007704
特許技術採用機「Ｎ－ＣＯＯＬ冷凍システム」の普及、販売促進により
ビジネスモデルの変革に取り組む

通常

1922 R135090038 中国 山口県 有限会社長谷川産商 9250002003331 機密書類等配慮が必要な古紙の効率的な処理方法の構築事業 通常 溝田　修司

1923 R135090039 中国 山口県 歯科・沖田オフィス
骨造成や根面カリエスの治療体制構築による地域歯科医療への貢
献

新特別 アイアンドアイ株式会社

1924 R135090040 中国 山口県 新日本道路施設株式会社 2250001008899
地上型３次元レーザースキャナー測量による法面工事の品質・生産
向上と市場開拓

通常 はら経営株式会社

1925 R135090041 中国 山口県 松尾歯科クリニック 患者要望の高い精密治療体制の構築による差別化事業 通常 溝田　修司

1926 R136090001 四国 徳島県 阿波測建株式会社 6480001000086 測量のＤＸ推進による大幅な生産性向上 新特別 株式会社四国銀行

1927 R136090002 四国 徳島県 やまぐち動物病院 地方かかりつけ動物病院でのデジタル化画像検査 通常

1928 R136090005 四国 徳島県 有限会社神山鉄工所 7480002005991 ポジショナー導入による高品質・高効率等により生産性向上の実現 通常

1929 R136090007 四国 徳島県 有限会社杉本商店 8480002002179 糊接着により畳芯素材を積層し、畳表も圧着させた極薄畳製造 通常

1930 R136090008 四国 徳島県 有限会社野田製作所 7480002011899 既存製品の受注増加と新製品受注に向けた増産体制の構築計画 新特別 長岡　弘晃

1931 R136090009 四国 徳島県 有限会社伊原製材所 2480002015343 最新結束ラインの導入による杉加工材生産体制の刷新計画 新特別 株式会社阿波銀行

1932 R136090010 四国 徳島県 株式会社フジアイテック 2480002000881 商圏の拡大およびセントラルキッチン化 通常 佐藤　剛

1933 R136090011 四国 徳島県 有限会社石井工業 3480002008924 革新的手法による産業機械向け板金製品の生産性向上 通常

1934 R136090012 四国 徳島県 株式会社ミヨシキャスティング 7480001007766 革新的手法による複雑形状鋳物製品の生産性向上事業 通常

1935 R136090013 四国 徳島県 Ｓ研
業界最高レベルの熱伝導率と耐久性を示す放熱部材の製造設備の
構築と提供

通常

1936 R136090015 四国 徳島県 株式会社小川生薬 5480001007495 味覚のリセットに効く天然由来の「おいしい出汁のお茶」の製造・販売 通常 株式会社阿波銀行

1937 R136090017 四国 徳島県 株式会社アセット 7480001005778 新たな高精度加工製品の供給による取引先の新規開拓計画 通常 長岡　弘晃

1938 R136090018 四国 徳島県 株式会社シーモス 8480001007526 ＡＩで一人でも多くの高齢者を守る「伺い電話」システムの構築 通常 株式会社阿波銀行

1939 R136090020 四国 徳島県 有限会社大城石材店 8480002014216 石材店ができるサービス枠を広げることで持続可能事業 通常 阿南信用金庫

1940 R137090003 四国 香川県 有限会社協和鉄工所 5470002014806 フライス加工工程の自動化による、中・大型部品の製造能力向上 通常 観音寺信用金庫

1941 R137090005 四国 香川県 有限会社アイエス製作 8470002011049 ポストコロナに向けた、冷凍食品機械の板金部品の生産体制の強化 通常 倉智　武彦

1942 R137090006 四国 香川県 株式会社シビルサポート 6470001014145 革新的で高付加価値な測量コンサルティング事業の新規立ち上げ 新特別

1943 R137090008 四国 香川県 株式会社三森 6470001006753 高精度な紙製加工機部品への新進出による業績回復事業 通常 株式会社百十四銀行

1944 R137090010 四国 香川県 株式会社ＦＡＣＥ 6470001012792 ジオカルテⅣによる高精度かつ効率的な住宅地盤調査の実施 通常 高松信用金庫

1945 R137090011 四国 香川県 有限会社萱原鉄工所 7470002002073
設備投資が続く半導体工場に向けて廃水処理製品の一括支給体制
の構築を実現する

新特別 株式会社百十四銀行

1946 R137090013 四国 香川県 ぜんごん屋 地域に根差した豆腐店を継続するための製造効率と品質の向上 通常

1947 R137090016 四国 香川県 株式会社三共包材 1470001001643 小巻ストレッチフィルムの増産体制構築による一社依存からの脱却 新特別 株式会社百十四銀行

1948 R137090017 四国 香川県 四国空缶工業株式会社 5470001001813
中赤外線カンタルヒーター空気加熱乾燥装置による次世代型更生ド
ラム缶急速洗浄・乾燥機の開発事業

新特別

1949 R137090019 四国 香川県 株式会社亀山鋼建 1470001016179 新型バンドソー導入により鋼管基礎の生産体制を確立 通常 株式会社アルマ経営研究所

1950 R137090020 四国 香川県 株式会社小西興発 5470001010608 製品製造及び作業環境の大幅な向上に伴う生産性向上計画 通常 観音寺信用金庫
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1951 R137090021 四国 香川県 三谷歯科診療所 精密根管治療と高技術インプラントで高付加価値歯科医療の実現 通常 みどり合同税理士法人

1952 R137090025 四国 香川県 株式会社ガーデンスコープ 5470001017314 廃材を固形燃料化！循環型経済事業への転換に挑戦！ 通常 高松信用金庫

1953 R137090027 四国 香川県 株式会社ｉ・プラン 9470001014794 車検対応した環境基準をクリアしたカスタムマフラーの製造 通常 樋口　卓也

1954 R137090028 四国 香川県 四国メインテナンス株式会社 5470001001978
ＡＩとクラウドがサポートする消防用設備点検支援システムの開発と
導入

新特別

1955 R137090031 四国 香川県 有限会社香川テストセンター 1470002014751 香川県内における車検制度の発展と円滑な作業体制の構築 通常 高松信用金庫

1956 R137090032 四国 香川県 株式会社ビデオライフネクスト 3470001017200 高性能カメラを活用した新たな企業ＰＲサービスの提供 通常 株式会社香川銀行

1957 R137090033 四国 香川県 株式会社オルトリハ・システム 7470001006934 最新デジタル技術を用いた非接触型インソール製造システムの構築 新特別

1958 R137090034 四国 香川県 谷口歯科医院 治療と技工のデジタル化による次世代歯科医療サービスの提供 新特別 高松信用金庫

1959 R137090035 四国 香川県 高尾商事株式会社 2470001009090 ３Ｄフリーザーを用いた冷凍焼きハンバーグ製造 新特別

1960 R137090037 四国 香川県 有限会社大黒ネッツ 4470002008214 『ＥＶ車ＩｏＴ充電システム』の構築 通常 株式会社ＣＦサポート

1961 R138090001 四国 愛媛県 株式会社石川工務店 6500001009439 日本の伝統の家復活、【大黒柱のある家】を提供する建築会社 通常

1962 R138090003 四国 愛媛県 有限会社ハラ工芸社 4500002005439
店舗サイン等のカット工程の高度化による審美性及び生産性向上計
画

新特別 株式会社伊予銀行

1963 R138090005 四国 愛媛県 有限会社高橋システム 9500002022082 化学プラントの配管３次元モデルの製作を伴う配管設計事業 通常
公益財団法人えひめ東予産
業創造センター

1964 R138090006 四国 愛媛県 高橋建設工業株式会社 5500001009035 ドローンとＧＮＳＳ測量、マシンガイダンス施工で省人化と生産性向上 新特別

1965 R138090008 四国 愛媛県 有限会社国分自動車 7500002019527
環境負荷低減のための水性塗料導入及び異業種連携による新たな
サービス開発による新規顧客開拓

通常 愛媛信用金庫

1966 R138090009 四国 愛媛県 有限会社清水板金 5500002023349
愛媛県の公共施設改修ニーズに対応する溶接技術高度化による建
築金物等の品質・生産性向上計画

通常 株式会社伊予銀行

1967 R138090010 四国 愛媛県 株式会社オランジェ 1011301017409 案件管理システム導入によるコロナ禍におけるビジネスモデル変革 通常 北村　亮太

1968 R138090011 四国 愛媛県 楠橋紋織株式会社 9500001011482 衛生意識の高まりに対応した高品質な今治タオルの生産体制強化 新特別 クレアスト株式会社

1969 R138090012 四国 愛媛県 有限会社タクマックス 8500002016762
新型半折集積加工機導入による生産体制の見直しと従業員への働
き方改革の推進

通常 株式会社伊予銀行

1970 R138090014 四国 愛媛県 有限会社ムーブファクトリー 6500002011261
ＣＮＣ旋盤加工機の導入と熟練工技術の承継による革新的生産プロ
セス改善

新特別 長岡　弘晃

1971 R138090016 四国 愛媛県 ＳＫＰ株式会社 4500001021602
３次元測量機導入による現地測量の生産性向上と新サービスの展
開

通常 株式会社伊予銀行

1972 R138090017 四国 愛媛県 有限会社アオイ測量設計 8500002013883 ドローン測量とＩＣＴ建設機械対応のデータ納品で高度化を実現 新特別

1973 R138090018 四国 愛媛県 株式会社ＭＡＲＵＳＨＯ 9500001023305 もつ鍋冷凍商品製造における生産システムの構築 新特別 株式会社伊予銀行

1974 R138090019 四国 愛媛県 伯方果汁株式会社 8500001012837 自動充填包装機導入による新製品開発および生産効率の向上 通常 株式会社伊予銀行

1975 R138090022 四国 愛媛県 有限会社広藤鉄筋 3500002005638 自動曲機の導入による加工精度の向上と労働環境の改善 新特別 株式会社愛媛銀行

1976 R138090024 四国 愛媛県 株式会社プライマル食品 3500001014111 ピロー包装機導入による新商品生産と販路拡大プロジェクト 通常 税理士法人錦会計センター

1977 R138090025 四国 愛媛県 株式会社沼田建設 4500001007205 ３Ｄ測量などＩＣＴ技術の全面内製化による経営力強化 新特別 一ノ宮　康嗣

1978 R138090028 四国 愛媛県 株式会社愛新鉄工所 2500001009566 表面処理を用いた新たなメンテナンス方法の確立 通常

1979 R138090029 四国 愛媛県 有限会社応用機械 9500002022025
アフターコロナを見据えた産業機械供給能力にむけた曲げ加工の高
精度化・生産性向上計画

通常 株式会社香川銀行

1980 R138090030 四国 愛媛県 株式会社玉川製パン所 2500001013799
地産地消食材を使った学校給食・病院向けパンの開発と安全供給の
ための分割・成形装置導入

通常 株式会社伊予銀行

1981 R138090032 四国 愛媛県 たちばな歯科医院
高精度口腔内３Ｄスキャナーデジタル印象採得装置導入による低感
染リスクで革新的治療の提供

新特別

1982 R138090033 四国 愛媛県 ＲＳフーズ株式会社 6500001021179 工程自動化によるレトルト・冷凍食品向け食肉加工の生産性改善 新特別 株式会社ゼロプラス

1983 R138090034 四国 愛媛県 株式会社言の葉 5500001020966 急速冷凍機導入で美味しさそのまま新メニュー開発と省人化を実現 通常 森田　正雄

1984 R138090035 四国 愛媛県 株式会社常進 5500001011726 先進機器導入によるＩＣＴ施工技術の確立と生産性向上 新特別

1985 R138090037 四国 愛媛県 北村歯科医院 再根治・再補綴０の取組によってコロナから愛媛を守る歯科医院へ 新特別
株式会社リアルコンテンツジャ
パン

1986 R138090039 四国 愛媛県 佐川印刷株式会社 7500001005148 デジタル化による製本の自動化と新規受注の獲得 通常 株式会社伊予銀行

1987 R138090042 四国 愛媛県 高田工業株式会社 8500001010080
高速形鋼切断機導入による橋梁建設等の強度部材の一次加工の生
産性向上

通常 髙畑　明敏

1988 R138090043 四国 愛媛県 有限会社関栄工業 7500002003811
溶接ロボットの積極的な活用による非接触型の人員配置と人手不足
の解消

新特別 愛媛信用金庫

1989 R138090047 四国 愛媛県 西日本砕石株式会社 7500001010180 新たなオーガニック堆肥製造による地域農業への貢献 新特別 向井　重樹

1990 R139090001 四国 高知県 株式会社Ｃｉｅｒｔｏ 3490001008305 新規設備導入によるディスプレイ事業の業務効率化と生産性向上 通常 高知商工会議所

1991 R139090003 四国 高知県 明治建設有限会社 9490002012507 「革新的３次元施工及び建設ＤＸ体制」構築への挑戦 新特別

1992 R139090004 四国 高知県 株式会社飯田鉄工 6490001000102
最新の高精度大型立形マシニングセンターの導入による切断機の生
産性ならびに品質の向上

通常 高知商工会議所

1993 R139090005 四国 高知県 株式会社遠山産業 4490001005318
高知県の森林整備需要増に応じた国産材原木の伐採・運搬工程改
善による安全性・生産性向上計画

新特別 株式会社愛媛銀行

1994 R139090006 四国 高知県 株式会社ケーアイテクノ 4490001003362 乾式吹付け工法の導入による生産性および価格競争力の向上 新特別 株式会社四国銀行

1995 R139090007 四国 高知県 合同会社山内歯科技工所 6490003001172 新型コロナ対応型「デジタル歯科技工システム」の開発 通常 株式会社高知銀行

1996 R139090009 四国 高知県 株式会社伸浩技建 7470002014069
高知初・レーザー技術による「革新的なトンネル点検業務実施体制」
の構築

新特別

1997 R139090011 四国 高知県 ＴＡＭＡＫＩ　ＣＥＲＡＭＩＣ　ＡＲＴＳ ＣＡＭマシン導入による完全自社製作体制の構築 通常 高知商工会議所

1998 R139090012 四国 高知県 四万十コンクリート株式会社 8490001007120 張りブロック覆土タイプの需要増加対応のための増産体制の構築 通常 高知県商工会連合会

1999 R139090013 四国 高知県 ＭＩサービス株式会社 5490001009788 ＳＯＫＵＹＡＫＵおよび日用品のデリバリー代行事業の実施 通常 高知商工会議所

2000 R139090014 四国 高知県 有限会社伊与田工業 4490002000409
長期的な事業運営体制の構築へ対応するためのＩＣＴ施工による土
木業への進出

新特別
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2001 R139090015 四国 高知県 株式会社ひがき 2490001001871 業務効率化によるフォトブライダル事業の活性化 通常 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

2002 R139090016 四国 高知県 有限会社あじさい薬局 5490002006090 属人的業務効率化によるアフターコロナでの訪問薬剤事業の拡大 新特別 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

2003 R140090001 九州 福岡県 株式会社ＳＥＮＴＡＮ　Ｐｈａｒｍａ 4290001028594
ラボスケール造粒機導入による予防医学事業業務プロセス改善と自
社ノウハウの確立

通常

2004 R140090005 九州 福岡県 株式会社アクシーズ 6290801007804 切削工程の自動化による生産リードタイム短縮および生産力拡大 通常 太田　範雄

2005 R140090007 九州 福岡県 デンタルオフィス　ケイ
高い衛生環境・生産性で顧客満足度向上を図る革新的な歯科医療
体制構築

通常 中村　清悟

2006 R140090009 九州 福岡県 株式会社サリア 2290801022897
デジタルセラミックデンチャー（義歯）の即日納品を可能にするデジタ
ル技工体制の確立

通常 株式会社フロウシンク

2007 R140090010 九州 福岡県 株式会社アイ・ダヴリュー・エイ・ツアー 8290001011225 予約・発券・納品システム導入による顧客満足度と生産性の向上 新特別 日暮　健一

2008 R140090013 九州 福岡県 株式会社太陽空調 2290001003434
生産性向上と加工時間短縮による受注拡大のためのエアーバッタ導
入計画

通常 玉ノ井　孝一

2009 R140090014 九州 福岡県 株式会社河口家具製作所 9290001052763 大型切断機の導入による高デザイン家具の生産体制の構築 通常 株式会社西日本シティ銀行

2010 R140090015 九州 福岡県 じゅん歯科医院 歯科用ＣＴ導入による感染予防と治療効率アップと品質向上 通常 野竿　健悟

2011 R140090016 九州 福岡県 株式会社ヤマサキテクノス 9290801014723 高精度加工が要求される半導体関連市場への新分野展開事業 通常 株式会社フロウシンク

2012 R140090019 九州 福岡県 株式会社奥川畳店 2290001089465
伝統の職人技×最新設備で新たな薄型畳ニーズに応える自社一貫
生産体制の構築

通常 坪井　亮

2013 R140090021 九州 福岡県 株式会社アーツエンターテインメント 2290001086082
キャスト・クリエイター・企業を繋ぎ、日本エンターテイメントを繋ぐシス
テム！！

新特別 株式会社東京経営サポーター

2014 R140090023 九州 福岡県 有限会社ツツミ 3290002053634 大型でデザイン性のあるフラッシュドアの開発及び迅速な供給 通常 大川信用金庫

2015 R140090024 九州 福岡県 株式会社Ｆｌｏｕｒｉｓｈ 9290001064461
クリーンエネルギーであるメガソーラー発電所の建設を通じて社会に
貢献

新特別 補助金活用支援会合同会社

2016 R140090025 九州 福岡県 田中歯科医院
院内デジタル化による顧客ニーズに対応した歯科技工体制の構築と
生産性向上

通常 株式会社フロウシンク

2017 R140090027 九州 福岡県 株式会社岡部鐵工所 7290001036272
特殊加工品の生産性向上及び製品精度アップの為のＣＮＣ旋盤の導
入

通常

2018 R140090028 九州 福岡県 株式会社八女特殊和紙 8290001047756 シーケンサー導入による新商品製造及び生産性向上計画 通常

2019 R140090029 九州 福岡県 株式会社ＪｏｙＣｒｅａｔｏｒ 7290801027314 最新の立形マシニングセンタ導入による加工工程の生産性向上 通常 北九州商工会議所

2020 R140090030 九州 福岡県 皿屋福柳株式会社 5290001064911 柳川ブランド認定品「うなむす」の非接触型自動化ラインの構築 新特別 柳川商工会議所

2021 R140090031 九州 福岡県 株式会社エー・アール・シー 7290001045141 植物発生材活用による草木灰製造販売事業計画 通常 福岡県商工会連合会

2022 R140090032 九州 福岡県 株式会社西田 6290001049325 ファイバーレーザー溶接機の導入による独自製品の生産能力の強化 通常
合同会社スマイル・サポート・
コンサルト

2023 R140090033 九州 福岡県 有限会社ホンダ木工 6290002037023 高周波接着を活用した新たな製作工程の開発による売上拡大計画 新特別

2024 R140090034 九州 福岡県 株式会社やまそう 5290801014470 自社独自のシステム構築によって実現するオンライン葬儀サービス 新特別 福岡県商工会連合会

2025 R140090037 九州 福岡県 いまむら歯科クリニック
患者満足度の高い高品質再補綴治療によって治療期間の大幅短縮
を実現

新特別

2026 R140090040 九州 福岡県 無法松酒造有限会社 2290802007600
日本酒製造における抜本的生産設備見直しによる品質と生産性向
上

新特別

2027 R140090041 九州 福岡県 株式会社ハーベストリーグ 8010901043865 オンラインによる女性従業員向け心の健康予防治療サービス 通常

2028 R140090044 九州 福岡県 ＭＨ工業有限会社 6290002027057
建設資材加工の生産性向上と需要変動を吸収する「アウトソーシン
グ」事業の展開

通常 株式会社フロウシンク

2029 R140090045 九州 福岡県 片岡酒造 「九州北部水害復興のシンボル」地域に根差した酒造りの復興 通常 井上哲也

2030 R140090046 九州 福岡県 プラス事務所土地家屋調査士法人 3290005004717 ＩＴＣ機器導入による調査業務の効率化と業務拡大 通常 髙村　英子

2031 R140090047 九州 福岡県 井上紙工印刷株式会社 7290001043946
日本初！環境配慮型点字対応封筒「エコジッパマン」革新的開発事
業計画

通常

2032 R140090048 九州 福岡県 高田花火工業
星打効果（小型花火）を用いた花火プログラム強化による生産性・利
益率向上への取組み

通常 福岡県商工会連合会

2033 R140090049 九州 福岡県 お茶の千代乃園
仕上げ加工工程の内製化による生産性の向上と海外輸出拡大への
展望

通常 福岡県商工会連合会

2034 R140090050 九州 福岡県 株式会社ＮＴ－ＶＥＴ 6290001083968
「高難度手術×最先端治療」により福岡県内で唯一無二の動物病院
へと飛躍

新特別 株式会社ＨｉｇｈＡｄｏｐｔｉｏｎ

2035 R140090052 九州 福岡県 ジラソーレ
独自性商品とキッチンカー販路拡大による革新的サービスでコロナ
打破！

新特別

2036 R140090055 九州 福岡県 ラハイナ ドローン技術の活用による農薬散布事業の提供プロセスの改善 通常 松代　和也

2037 R140090056 九州 福岡県 有限会社吉永工務店 6290802025383 マシンガイダンス導入による法面工事及び土木工事の生産性向上 通常 髙村　英子

2038 R140090057 九州 福岡県 有限会社野口食品 8290002055618
生産性向上と品質保証体制の強化による九州産三池高菜漬けの拡
販

通常

2039 R140090059 九州 福岡県 株式会社アトリエイレブン 8290801014377
３Ｄレーザスキャニングシステム導入による敷地調査の高品質化と生
産性向上

通常 髙村　英子

2040 R140090060 九州 福岡県 株式会社長谷川商店 1290001015802
最新冷風乾燥機の導入による銀だらみりん等の干物製品の生産体
制刷新計画

新特別 株式会社エフアンドエム

2041 R140090061 九州 福岡県 株式会社ダイテック 5290001044459
環境負荷低減に資する産廃処理の生産性向上ならびにリサイクル率
向上計画

新特別 株式会社エフアンドエム

2042 R140090062 九州 福岡県 ウィル株式会社 2290801025545
顧客先工場ＦＡ化の全面支援を目的とした３ＤＣＡＤ・天井クレーンの
導入

通常

2043 R140090063 九州 福岡県 株式会社三雄 6290001037569
「洗剤駆け込み寺」の生産プロセスを改善！ニッチ分野でトップを走
る！

通常

2044 R140090065 九州 福岡県 福岡天神ささだ歯科
インプラント等歯科補綴の口腔内・口腔外スキャンデータ合成手法考
案と導入

通常 株式会社福岡銀行

2045 R140090066 九州 福岡県 株式会社ｆＬａｂ 5290801026631
レーザースキャナー搭載型トータルステーション等の導入による測量
の生産性向上

通常 髙村　英子

2046 R140090067 九州 福岡県 のりこキッズマム歯科医院
歯科用ＣＴの導入で「永久歯生えかわり見守りサービス」の内製化を
実現

新特別 株式会社フロウシンク

2047 R140090069 九州 福岡県 フジコー株式会社 9290001043052
セラミックコンデンサ生産機械部品の増産等におけるワイヤ加工の
効率化及び短納期化事業

新特別 シェアビジョン株式会社

2048 R140090071 九州 福岡県 株式会社コニシ物産 5290001054160
食品通販及び内食需要の拡大に伴う無添加天然だし等の生産能力
増強による既存事業からの脱却

新特別 株式会社エフアンドエム

2049 R140090072 九州 福岡県 有限会社ビッグバン 4290802015964 工程改善により感染症に対応、地域を担う中古車事業者へ 通常 税理士法人ウィズラン

2050 R140090073 九州 福岡県 ウィズホーム株式会社 7290001082498 業界初「平屋専門バーチャル展示場システム」による収益向上計画 通常
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2051 R140090074 九州 福岡県 株式会社ランドスケープ 6290001043749 古紙中間処理業へ事業領域を広げ事業を成長させる 通常

2052 R140090075 九州 福岡県 株式会社中村測建 1290001009192 新型３次元測量器導入による測量サービスのデジタル化推進 新特別

2053 R140090076 九州 福岡県 株式会社ヨシマサ 1290001090515 配膳ロボットの導入による作業効率改善とサービス品質向上 新特別

2054 R140090077 九州 福岡県 泉歯科医院 設備導入による治療の高度化とポストコロナの治療プロセス構築 通常 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

2055 R140090078 九州 福岡県 有限会社山水商事 8290002045552 主に高級魚を対象とした加工場の設置による売上拡大 通常 福岡県商工会連合会

2056 R140090080 九州 福岡県 有限会社オフィスナガシマ 5290002010113 ＣＡＤ・ＣＡＭ装置導入によるデジタル技術を活用した歯科技工 新特別

2057 R140090084 九州 福岡県 株式会社ブランディングスタイル 4290001074639
エステサロンで使用する小顔クリーム・小顔マシンの開発とＦＣ展開
による加盟店拡大事業

新特別 石川　和比古

2058 R140090086 九州 福岡県 有限会社三幸パッキング製作所 3290002015411
クランク式単発型抜機導入による特殊材料等パッキン加工の品質向
上・生産性向上の取り組み

通常

2059 R140090087 九州 福岡県 有限会社安永工務店 3290802021212
ＩＣＴによる誘導装置を搭載したミニショベル等の導入による生産性向
上

通常 髙村　英子

2060 R140090089 九州 福岡県 有限会社イマヤマ 1290002052992 マグネット吸着化粧板の長寿命化とフィルム系表装材新製品の開発 通常 大川信用金庫

2061 R140090090 九州 福岡県 高田食品工業株式会社 6290001005393
新設備導入で対人接触機会の抑制と成長事業である輸出事業の強
化

新特別 福岡県商工会連合会

2062 R140090092 九州 福岡県 有限会社えくぼ水産 3290002004364 ネギトロ生産工程の機械化により低コスト化と生産量増加を実現 通常 株式会社ことづくり

2063 R140090094 九州 福岡県 株式会社天盃 5290001044112
「活きた水」と瓶詰工程の改善による焼酎商品のＱＲＣ向上と販売事
業

新特別

2064 R140090096 九州 福岡県 有限会社三ッ石ゴム工業所 1290802015439 最新加硫設備導入による生産性向上と新規顧客開拓の実現 通常

2065 R140090098 九州 福岡県 ｃｏｌｏｒ
データ化・自動化・内製化促進による革新的な歯科技工物生産体制
構築計画

新特別 株式会社エフアンドエム

2066 R140090099 九州 福岡県 株式会社エフ・シーシー堀内 9290001048472 フコイダンの低分子化技術を活かした新市場への進出 通常 近山　寿博

2067 R140090101 九州 福岡県 にわ菓
当社独自の安心安全下処理手法による、鶏のタタキなどの鶏肉料理
でおうち時間に彩を与える

通常

2068 R140090103 九州 福岡県 宝産業株式会社 9290001053002 難燃性・耐熱性コンベア用のゴムローラーの生産体制の確立 通常

2069 R140090104 九州 福岡県 有限会社ナカ・デザイン 3290002041003 夏場の生産も可能な周年栽培のイチゴ植物工場の構築 通常 福岡県商工会連合会

2070 R140090105 九州 福岡県 株式会社ライフィックス 9290001024242
健康状態測定システムの開発と商品のエビデンス取得による市場
シェアＮＯ１を確立

通常

2071 R140090106 九州 福岡県 スイッチ 国産無農薬栽培牧草の効率生産の為の刈取り機の導入 通常 福岡県商工会連合会

2072 R140090107 九州 福岡県 いた歯科クリニック ＣＴ診断装置導入による患者の治療負担減および満足度向上の取組 通常 松代　和也

2073 R140090108 九州 福岡県 ドライアイス筑豊有限会社 8290002045783 ドライアイスペレットの内製化によるコスト削減及び販売の拡大 通常

2074 R140090110 九州 福岡県 株式会社梅月 7290001003776
循環型社会に貢献するリサイクル対応ホイストクレーンの生産性向
上計画

新特別 株式会社エフアンドエム

2075 R140090111 九州 福岡県 有限会社プロッシモ 3290002026697
微生物 光画像測定による公共施設での革新的な空 衛生検査体制
の構築

通常

2076 R140090112 九州 福岡県 安心計画株式会社 5290001011731
地場工務店が非接触で「生活動線」を提案するための連携システム
の開発

新特別

2077 R140090113 九州 福岡県 株式会社新日本電設 1290001035057 特殊冷凍技術にて加工した鮮魚の通信販売事業 新特別

2078 R140090120 九州 福岡県 シスメット株式会社 6290801000651 小型波高計の普及に寄与する波向・連続観測・データ保存機能開発 通常 北九州商工会議所

2079 R140090121 九州 福岡県 有限会社中野工業所 3290802019264
ブルーカーボン・オフセット藻場礁用コンクリート型枠等製造の高品質
化と生産性向上の取り組み

通常

2080 R140090125 九州 福岡県 株式会社セイケン 1290801009243 自社施工可能工事の拡大による下請受注獲得への取り組み 通常

2081 R140090126 九州 福岡県 株式会社シギヤマ家具工業 9290001052912 当社強みである即時出荷の毀損に対応するための生産性向上事業 通常 筑後商工会議所

2082 R140090128 九州 福岡県 遠賀屋 １００％純米粉で増粘剤不使用の新型米麺の開発と生産体制構築 通常 有限会社　エムケイブレーン

2083 R140090130 九州 福岡県 株式会社テクノユース 7290001018683 プロセス改善により、災害発生時の機動的な排水を実現する。 新特別 青山　周広

2084 R140090131 九州 福岡県 グランド印刷株式会社 1290801005317 「幕」に特化した印刷通販インターネットサービスに係るシステム構築 新特別

2085 R140090134 九州 福岡県 株式会社光亜商事 2290001030172 高精度非球面形状測定による非球面レンズ製造体制の構築 通常

2086 R140090136 九州 福岡県 株式会社ＣＲＡＦＩＴ 7290001094626 業務効率化のためのシステム導入計画に基づく事業計画 通常

2087 R141090001 九州 佐賀県 たくまアニマルクリニック
家畜繁殖における受胎率の大幅な改善を目的としたレーザーシステ
ム導入計画

通常 株式会社佐賀共栄銀行

2088 R141090002 九州 佐賀県 有田焼工業協同組合 9300005003389 生産性向上と非接触型作業環境構築のための施釉ロボットの導入 新特別 谷口　茂雅

2089 R141090003 九州 佐賀県 有限会社石橋製麵所 3300002006672 麺製造の生産プロセスの改善による消費者ニーズへの対応 通常

2090 R141090004 九州 佐賀県 株式会社糸山敏建設 2300001009347 ＩＣＴ建機システム導入による低平地での河川改修工事受注促進 通常 佐賀県商工会連合会

2091 R141090006 九州 佐賀県 有限会社白石開発 2300002007548
白石蓮根の水煮を一貫生産するライン構築で生産性向上と雇用創
出計画

通常 佐賀県商工会連合会

2092 R141090007 九州 佐賀県 のだデンタル・ラボ株式会社 1300001011824 デンチャー市場への進出！ピークデンチャーの開発 新特別

2093 R141090010 九州 佐賀県 株式会社アンスコ 3180001011521
高精度・高品質なホーローセットの検査工程の革新による、短納期・
増産体制の構築

新特別 株式会社愛知銀行

2094 R141090012 九州 佐賀県 副島歯科医院 歯の内部が鮮明に見える！最新設備による精密根管治療の確立 通常 藤原　和重

2095 R141090015 九州 佐賀県 大浦歯科医院 耳鼻咽喉科との連携によるＲＡＭＰＡ矯正の事業化 通常

2096 R141090017 九州 佐賀県 株式会社ジェイ・テック 6300001007413 手作業の糊付け工程を機械化することで生産性向上を図る 通常

2097 R141090018 九州 佐賀県 株式会社シビコ 8300001010431 重機のＩＣＴ化による生産性の向上と事業拡大 新特別 税理士法人ウィズラン

2098 R141090019 九州 佐賀県 丸秀醬油株式会社 9300001000935 ＳＤＧｓに配慮した紙パック醤油のＯＥＭ生産体制の構築 通常 佐賀商工会議所

2099 R141090021 九州 佐賀県 はやし歯科クリニック
３ＤスキャナーとＣＡＤ／ＣＡＭで新時代が求めるワンビジットトリートメ
ント

新特別
税理士法人アップパートナー
ズ

2100 R141090022 九州 佐賀県 有限会社中央印刷 3300002007935
高精細印刷による訴求力の高い印刷商品を安定した生産体制で提
供する

通常 伊万里信用金庫
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2101 R141090024 九州 佐賀県 株式会社ＴＢＦ 6290001092721 「Ｔａｃｏｍｉａのコーントルティーヤ」の国内製造販売 新特別

2102 R141090025 九州 佐賀県 あっぷる動物病院
地域の中核病院として県外の２次診療施設に頼らない高度医療への
挑戦

新特別 株式会社ＨｉｇｈＡｄｏｐｔｉｏｎ

2103 R141090026 九州 佐賀県 有限会社力武木材 8300002008210 限界生産力と安全高める切断加工でアイデア活かすベッド派生商品 新特別 伊万里信用金庫

2104 R141090029 九州 佐賀県 株式会社ＫＭＴｅｃ 9300001003970 防災用に特化した国内製蓄電池の開発 通常

2105 R142090002 九州 長崎県 株式会社アルタテ 6310001008286 高性能ＮＣ加工機によるアルミ型材穴あけ工程の生産性向上 通常 株式会社フロウシンク

2106 R142090004 九州 長崎県 株式会社岩崎食品 8310001011750 長崎「豚の角煮」を活かした商品強化のための生産性向上への取組 通常 吉田　淳一

2107 R142090005 九州 長崎県 小柳畳商店 「日常生活に畳を！」をテーマにした畳関連グッズの生産性向上 通常 長崎県商工会連合会

2108 R142090006 九州 長崎県 合資会社吉田屋 2310003002084
中国・国内通販会社の長崎県産酒要望に適合する増産体制整備事
業

通常 長崎県商工会連合会

2109 R142090007 九州 長崎県 伊藤工作所 レーザーマーカーを活用した印字内製化による新たなビジネス展開 通常 長崎県商工会連合会

2110 R142090008 九州 長崎県 末弘丸株式会社 4310001016893 品質と生産能力向上、人手不足解消。新設備導入による競争力強化 通常 松村　秀史

2111 R142090010 九州 長崎県 高橋謙作製麺 島原半島唯一「人力手延べ工法」による薬膳素麺開発市場展開事業 通常 長崎県商工会連合会

2112 R142090011 九州 長崎県 自家製麺ＢＡＢＡＫＥ
アフターコロナ時代のニーズ創出！長崎初の観光土産商品麺通セッ
ト開発事業。

通常 濵村　俊介

2113 R142090014 九州 長崎県 からだ整体 大学生に向けた、リクルート用ボディ＆フェイスを作るナイトジム 新特別 長崎商工会議所

2114 R142090015 九州 長崎県 株式会社エスアールプラス 2310001012044 高齢者介護施設におけるＩＴ技術を用いた服薬管理サービスの提案 通常 株式会社IGブレーン

2115 R142090018 九州 長崎県 株式会社友建設 2310001006756 多様な道路に対応、舗装工事の生産性の向上 通常 税理士法人ウィズラン

2116 R142090019 九州 長崎県 株式会社豊成建設 1310001011328
マシンコントロールシステムの導入による造成工事におけるＩＣＴ施工
体制強化計画

新特別 株式会社エフアンドエム

2117 R143090001 九州 熊本県 株式会社西日本ケイエス 2330001003628 超効率化！太陽光発電所メンテナンスの低コスト化 通常

2118 R143090003 九州 熊本県 三建工業株式会社 3330001015184 高性能・可搬性測定機の導入による検査精度・品質・生産性の向上 新特別

2119 R143090004 九州 熊本県 株式会社技建工業 2330002009054 ＩＣＴ建機導入による生産性向上 通常 税理士法人ユース会計社

2120 R143090005 九州 熊本県 フレンディー 移動型厨房施設の導入による新しい外食文化の提案 新特別 熊本県商工会連合会

2121 R143090006 九州 熊本県 株式会社リアルライフデザイン 4330001006876 分譲マンションの抱える問題を解決する新サービスの実現！ 新特別

2122 R143090007 九州 熊本県 合資会社一期﨑畳店 9330003003677
高齢者と環境にやさしい「らくふわ薄畳」の開発・販売で安心安全な
住環境を提供

新特別 株式会社シャイン総研

2123 R143090008 九州 熊本県 コスモ歯科クリニック 歯周病の根本的治療！歯周組織再生療法の開発 通常

2124 R143090009 九州 熊本県 中村農園 農作業受託による経営の安定化と収穫・出荷ロスの削減 通常 熊本県商工会連合会

2125 R143090011 九州 熊本県 株式会社宇佐美工業 3330001006984 ドローン測量とクラウド解析による短納期ワンストップ工事の実現 新特別

2126 R143090013 九州 熊本県 株式会社興和測量設計 2330001001796
高精度航空レーザー測量による高精度かつ短時間での測量サービ
スの提供

新特別 株式会社フロウシンク

2127 R143090014 九州 熊本県 小野歯科医院 根管治療の更なる進化！歯根端切除術の開発 新特別

2128 R143090018 九州 熊本県 株式会社ニッコー 6021001025714
新商品開発による新たなビジネスモデルを構築する量産体制の整備
事業

通常 大和商工会議所

2129 R143090020 九州 熊本県 株式会社都市技術設計コンサルタント 5330001007428 ３次元レーザースキャナ導入による３Ｄシミュレーションの提供 新特別

2130 R143090021 九州 熊本県 ババ商店株式会社 8330001015683 自社の技術を活かした新たな規格のパイプ製造による生産性向上 通常 ノーサイド行政書士法人

2131 R143090022 九州 熊本県 高三潴瓦工業所株式会社 7330001023860 瓦破砕機導入による廃瓦リサイクル事業の推進 通常 熊本県商工会連合会

2132 R143090025 九州 熊本県 ｍｏｗａソリューションズ株式会社 1330001021580
半導体試験装置（テスター）のシステム販売に進出？地方中小企業
の挑戦。

通常

2133 R143090026 九州 熊本県 松岡歯科クリニック 「インプラント×マウスピース」のハイブリッド矯正の開発 新特別

2134 R143090027 九州 熊本県 株式会社安武建設工業 8330001009693 持続可能な建設工事実現のためのＩＣＴ施工体制の構築 通常

2135 R143090028 九州 熊本県 山口　隆博 果樹園における農業用ドローンを利活用した自動農薬散布への挑戦 新特別 長井　寿郎

2136 R143090031 九州 熊本県 株式会社ＫＡＨ 6330001028175 耳科、眼科専門設備導入による専門性強化事業 通常

2137 R143090035 九州 熊本県 株式会社前﨑産業 2330001020945 来るべきＳＤＧｓ時代に対応した持続可能な解体現場革命 通常

2138 R143090038 九州 熊本県 株式会社Ａ．ｓｔｙｌｅ 2330001023477 指定工場取得・３０分スピード車検を実現し地域密着型整備工場へ 通常

2139 R144090001 九州 大分県 ベストアシスト株式会社 6320001018441 ＵＶプリント業務の導入を通した生産性向上への取り組み 通常 大分県信用組合

2140 R144090002 九州 大分県 株式会社環境整備産業 9320001000792
高効率圧縮古紙梱包機導入による生産性向上と販路拡大に向けた
取組み

通常

2141 R144090004 九州 大分県 有限会社富士モータース 9320002005915
車検検査機器導入による顧客満足度向上への業務プロセス改善計
画

通常 税理士法人ＩＭＣ

2142 R144090006 九州 大分県 ロイヤルクリーナー株式会社リファイン大分 7320001009860 コロナ後の多様時代需要増に備え、乾燥機更新と三蜜工程の改善 新特別 久多良木　清隆

2143 R144090008 九州 大分県 有限会社石川製パン工場 5320002000886
最新システム導入による学校給食パン等製造ラインの革新的改善計
画

通常

2144 R144090009 九州 大分県 大日測量設計株式会社 2320001010047
ＵＡＶ搭載型レーザスキャナとＧＮＳＳによる測量の生産性向上と防
災・減災への取組

新特別 株式会社大分銀行

2145 R144090010 九州 大分県 株式会社ディック学園 3320001003108 革新的システムの開発による家庭教師派遣業務体制の刷新計画 新特別 株式会社大分銀行

2146 R144090011 九州 大分県 二豊製疊有限会社 1320002020962 「抗ウイルス・抗菌畳」の宿泊業向け販売により販路拡大を目指す 通常

2147 R144090014 九州 大分県 株式会社中原製作所 6320001007691
はんだ付け装置導入による「脱手作業」、「人の技術に左右されない
品質パフォーマンス体制」の構築

通常 大分県信用組合

2148 R144090015 九州 大分県 有限会社雄翔 8320002018488 アドブルー製造強化による利益率の改善と業務の効率化事業 通常 大分県商工会連合会

2149 R144090017 九州 大分県 株式会社佐藤設計コンサルタント 2320001009592 激甚化する災害に対応する測量・設計分野におけるＩＣＴ技術の導入 新特別 株式会社大分銀行

2150 R144090020 九州 大分県 株式会社栄工社 1320001000585
コロナウイルス感染対策及びサスティナブルな素材の印刷物提供に
よる販路拡大

新特別
公益財団法人大分県産業創
造機構
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2151 R144090024 九州 大分県 株式会社ゆふいん花由 5320001004104
自動料理運搬システム導入による密の回避と非接触サービスの実
現

新特別 大分県商工会連合会

2152 R144090025 九州 大分県 株式会社大分精工 5320001017337 ノウハウを数値化する設備導入で高精度化、量産対応力の向上 通常
公益財団法人大分県産業創
造機構

2153 R144090026 九州 大分県 合同会社Ｈａｐｐｙ　Ｌｉｆｅ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 7320003002731 住宅用ファイナンシャルライフプラン作成業務のシステム化事業 新特別

2154 R144090028 九州 大分県 株式会社サン建コンサルタント 3320001001202
アフターコロナに対応したＩＣＴ測量技術活用による防災保全事業へ
の参入

新特別

2155 R144090029 九州 大分県 朝日タタミ株式会社 4320001013997 国産い草×縁なし畳で新しい畳文化の提案と空き家問題解決に挑戦 新特別 株式会社シャイン総研

2156 R144090031 九州 大分県 広美堂
地域の看板屋の挑戦！設備投資と製造工程見直しで目指せ売上向
上

通常 大分県商工会連合会

2157 R144090032 九州 大分県 株式会社萬屋 5320003001314 持ち帰り専門の天むす事業 通常

2158 R144090034 九州 大分県 株式会社河合組 3320001000831 生椎茸の冷凍食品販売 新特別 株式会社大分銀行

2159 R144090036 九州 大分県 株式会社三洋産業 7320001006321
コーヒー充填加工における製造ライン増設による生産性向上と高効
率化

新特別
公益財団法人大分県産業創
造機構

2160 R145090002 九州 宮崎県 うちうみハーブ園 集客システムを活用し宮崎市内海のハーブを日本全国へ届けよう！ 新特別

2161 R145090003 九州 宮崎県 株式会社小田工業 7350001007151
ウィズコロナ時代に向けた対策強化による対人接触減少からの生産
効率向上事業

新特別 株式会社宮崎銀行

2162 R145090007 九州 宮崎県 工藤パン 高性能パン製造設備導入による生産性向上及び販路開拓事業 通常 宮崎県商工会連合会

2163 R145090008 九州 宮崎県 上山歯科医院
最先端の歯科用設備導入による革新的な歯周組織再生療法等の提
供

新特別 株式会社フロウシンク

2164 R145090009 九州 宮崎県 株式会社ＦＵＬＬ　ＷＥＳＴ 2350001016314 商品にＡＳＩＮコードを付与する販売管理システムの導入 新特別 川井田　大育

2165 R145090011 九州 宮崎県 八幡屋商工有限会社 5350002005008 新設備導入による業務効率化と品質向上及びＷｅｂ販売の構築 通常 宮崎商工会議所

2166 R145090012 九州 宮崎県 株式会社アート板金工業 1350001005012 生産プロセスの改善による生産性の向上と高精度加工技術の確立 通常

2167 R145090014 九州 宮崎県 湯川建設株式会社 1350001007082 ３次元測量機による測量工程短縮及び対人接触の減少 新特別 延岡信用金庫

2168 R145090016 九州 宮崎県 株式会社自然舘 8350001000766
完全非対面化と生産性向上を実現する高度業務管理システムの導
入

新特別

2169 R145090018 九州 宮崎県 合同会社ＴＡＣＯＪＩＭＡ　ＦＡＲＭ 3350003003499
ＩＯＴを活用した感染対策の新しい生産方式によるリモート大規模農園
管理システム

新特別

2170 R145090019 九州 宮崎県 有限会社田中漬物 4350002002906
地元産品を活かした新商品の開発と生産能力向上のための新鋭機
導入

通常 棈木　順一

2171 R145090020 九州 宮崎県 ふるさとや福永トーフ店 顧客ニーズに対応した革新的な工程改善による生産性向上事業 通常 宮崎県商工会連合会

2172 R145090021 九州 宮崎県 ライフクリエイト宮崎株式会社 2350001012973
農業用ドローン講習事業への新規参入による売上拡大及び地域貢
献

通常

2173 R145090023 九州 宮崎県 有限会社紙ひこうき 8350002013965 冷凍食品自動販売機「ど冷えもん」の設置で営業時間外の売上拡大 通常 立山　忠春

2174 R145090024 九州 宮崎県 株式会社横山精工 6350001006377 新型マシニングセンタによる生産工程の改善と新販路の開拓 通常

2175 R145090026 九州 宮崎県 西日本アルミ建材株式会社 5350001001271 長尺アルミ加工機導入による生産性・品質向上及び利益率改善 通常

2176 R145090028 九州 宮崎県 ユウデザイン合同会社 8350003002736
男性用全身脱毛役務を実施可能な脱毛機器導入による生産性向上
計画

通常 池上　成満

2177 R145090029 九州 宮崎県 株式会社田中たたみ屋 4350001008103
「車いす対応介護用畳」の開発、工務店への営業による新規顧客層
への展開

通常 株式会社シャイン総研

2178 R145090030 九州 宮崎県 植田水産株式会社 2350001007115
新型自動生積の導入による処理能力向上及び省人化によるコロナ
感染リスク抑制

新特別 延岡信用金庫

2179 R145090031 九州 宮崎県 インド料理　サジョワン
高温高圧調理機の導入によるレトルトカレー製造販売事業への事業
展開

通常

2180 R145090032 九州 宮崎県 株式会社吉田林産 5350001015305
グラップル付３軸式木材トレーラーの購入による生産プロセス改善・
商圏拡大

新特別 延岡信用金庫

2181 R145090033 九州 宮崎県 若宮水産株式会社 8350001007126 自動生積機導入による選別から梱包までの一貫ラインの構築 新特別 延岡信用金庫

2182 R145090034 九州 宮崎県 株式会社シゲル工業 6350001016657
新型小旋回ミニショベルの複合処理力による生産力向上とコロナ対
策工事の実現

新特別 延岡信用金庫

2183 R145090035 九州 宮崎県 小林養鶏株式会社 2350001009838
持続可能な商品づくりで密着真空導入、商品内製化で収益体制アッ
プ

通常 小林商工会議所

2184 R145090038 九州 宮崎県 株式会社測進開発 5350002017127 ３Ｄレーザースキャナー付ドローン導入よる測量業務の生産性改革 新特別

2185 R145090040 九州 宮崎県 有限会社ＭＳＧ 4350002008911 新サービスの展開を目的とした設備投入計画 通常

2186 R146090003 九州 鹿児島県 有限会社堀苑自動車整備工場 1340002028005 国際バルク戦略港湾エリア内外の輸送力向上に貢献する事業 通常 鹿児島県商工会連合会

2187 R146090004 九州 鹿児島県 ＳＨＯデンタルラボ 非平行性に対応し支台歯を守るジルコニアブリッジの開発事業 新特別 アイアンドアイ株式会社

2188 R146090005 九州 鹿児島県 農進ベジタブル株式会社 3340001021173 九州産さつま芋を使った加工品の品質及び生産性向上と地域活性 通常

2189 R146090008 九州 鹿児島県 株式会社あすなろ印刷 9340001006697
持続的社会実現のための環境配慮型製品作り、及び高効率な生産
プロセス両立の実現

通常 若杉　拓弥

2190 R146090009 九州 鹿児島県 カゴシマロック株式会社 1340001001086
生産性を改善しバイオマスエネルギー発電所で発生する不要物を再
生利用するゼロ・エミッションの取組

通常

2191 R146090010 九州 鹿児島県 有限会社優桜薬品 9340002011011 事業効率化によるかかりつけ薬局機能と在宅医療業務への取り組み 通常
パスウェイコンサルティング株
式会社

2192 R146090011 九州 鹿児島県 株式会社グリーンネットワークとどろき 3340001016545
設備導入による鹿児島県産伊佐米の加工品の生産性向上と販路開
拓

通常 鹿児島県商工会連合会

2193 R146090012 九州 鹿児島県 有限会社三州キユー・エル 4340002004564 無添加液体出汁の製造許可を取り、製造販売を実施する事業 通常

2194 R146090013 九州 鹿児島県 パブリックワークス
災害時の感染対策とアウトドアの２つの需要に対応したトレーラーの
新規開発

新特別

2195 R146090014 九州 鹿児島県 プライム動物病院
最先端の検査法を兼ね備えた整形外科領域において県内トップレベ
ルの動物病院へ

通常 株式会社ＨｉｇｈＡｄｏｐｔｉｏｎ

2196 R146090016 九州 鹿児島県 中村産業有限会社 8340002014717 設備導入による冷凍商品の開発と新しい販売方法の構築 通常 鹿児島県商工会連合会

2197 R146090019 九州 鹿児島県 池田機工株式会社 9340001011689
「人から鶏へ」新たな市場等へ展開を行なうため板金加工工程の導
入

通常
ひまわり経営サポート株式会
社

2198 R146090021 九州 鹿児島県 有限会社旭商事 2340002015290
南九州食鳥業界初導入のポリエチレン袋Ｖシール加工商品で他社差
別化を行い競争力の強化を図る

通常 角　幸憲

2199 R146090022 九州 鹿児島県 よしい動物病院
鹿屋市トップの技術力を活かしたコロナ禍の鹿屋市を救う高度獣医
療の提供

通常 株式会社ＨｉｇｈＡｄｏｐｔｉｏｎ

2200 R146090024 九州 鹿児島県 保池建設株式会社 8340001010774 測定計測技術の基盤技術高度化に取組み快適な住環境提供事業 通常 株式会社くろしお保育園

44 / 45



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

2201 R146090025 九州 鹿児島県 コーヒーソルジャー株式会社 1340001019590
世界各国の希少珈琲豆のスペシャルティコーヒー焙煎による販路開
拓のための生産能力向上

通常 角　幸憲

2202 R146090027 九州 鹿児島県 株式会社小田畳商会 4340001000754 高低差対応高耐久性全天候畳活用したリフォーム市場開拓 通常 鹿児島商工会議所

2203 R146090028 九州 鹿児島県 株式会社ソレイユスマイル 7340001012441 無農薬亜熱帯果樹の生産性向上とヤギチーズデザートの試作開発 新特別 悦田　隆二郎

2204 R146090029 九州 鹿児島県 有限会社山下造園設計 1340002009946 業務内製化と業務効率化を目的にした設備導入計画 通常

2205 R146090030 九州 鹿児島県 丸尾印刷有限会社 7340002022860 デジタル印刷機導入によるＱＣＤ向上と競争力強化 通常 出水商工会議所

2206 R147090003 沖縄 沖縄県 ニューオートサービス城間 ボトルネック工程改革による作業効率と従業員作業負荷の改善 通常 沖縄県商工会連合会

2207 R147090005 沖縄 沖縄県 株式会社ベースキャンプ 2360001005803
最新縫製設備導入による労働環境の改善及、品質と生産性向上の
構築

通常 株式会社琉球銀行

2208 R147090006 沖縄 沖縄県 合同会社おもろクリエイト 8360003009879 新医療機器導入による獣医歯科治療件数の拡大 通常

2209 R147090007 沖縄 沖縄県 有限会社クリーンアイランド 1360002018648 ガラスカレットライン、再生砂ラインの製造工程の改良 通常 沖縄商工会議所

2210 R147090008 沖縄 沖縄県 ＣＡＦＵＮＥ アイスクリーム製造業取得による生産性向上・販路拡大事業 新特別 沖縄県商工会連合会

2211 R147090010 沖縄 沖縄県 有限会社プティ・フール 8360002014178 機会損失と長時間労働の改善に向けたボトルネック工程の改革 通常 沖縄県商工会連合会

2212 R147090011 沖縄 沖縄県 株式会社クリエイティブキャスト 3010701015045 中小リゾート宿泊施設のＤＸ化のためのシステム開発 新特別
株式会社ヒューマンネット・コ
ンサルティング

2213 R147090012 沖縄 沖縄県 株式会社クロックワーク 5360001005511 労働生産性向上プロジェクト 通常 那覇商工会議所

2214 R147090013 沖縄 沖縄県 有限会社ＭＡＲＩＮＥ　ＢＬＵＥの沖縄 9360002010093 新設備導入による量産体制の確立及び技術開発による経営強化 通常 加古　篤志

2215 R147090017 沖縄 沖縄県 合同会社ＯＡＳＩＳ　ＬＥＱＵＩＯ 3360003009149 巣篭もり需要むけ「レトルト」開発及び、労働生産性の向上を図る 通常

2216 R147090018 沖縄 沖縄県 株式会社わが家のハルラボ商店 9360001028590
冷凍・レトルト食品製造の為の設備投資とＥＣサイトによる提供方法
の改善

新特別 金城　一也

2217 R147090019 沖縄 沖縄県 コーヒーポトホト 焙煎効率向上と後継者育成のための設備導入 通常

2218 R147090020 沖縄 沖縄県 まちなかＭＥセンター株式会社 2360001028275 動物用遠隔モニタリングシステムの開発 新特別

2219 R147090023 沖縄 沖縄県 株式会社美ら音工房ヨーゼフ 8360001006713 機械化による楽器製造メーカーの生産性向上計画 通常 ReHug株式会社

2220 R147090024 沖縄 沖縄県 Ａｒｔｉｇｉａｎｏ合同会社 7360003009112 やちむん生産プロセスの作業効率化および生産性向上 通常

2221 R147090025 沖縄 沖縄県 株式会社クロップ 7360001029426 天候に左右されない農産物の出荷体制改善、加工品販売の確立 通常

2222 R147090027 沖縄 沖縄県 株式会社ほうき星 2360001022798
星型黒糖クッキーのオリジナル製造ライン合理化による生産効率の
大幅な向上

通常

2223 R147090030 沖縄 沖縄県 有限会社フタバ 1360002003773 小ロット多品種生産対応に向けた裁断工程の内製化 通常 尾関　亮
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