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受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

1 3034110001 広島県 株式会社ヴィレッジホーム光末 6240001035346
米生産における育苗関連新技術の導入による収益性の改
善

株式会社広島銀行

2 3034110003 広島県 株式会社内海機械 7240001034140
新設備導入による、既存事業の商品ラインナップの向上及
び、新事業展開

株式会社中国銀行

3 3034110005 広島県 株式会社西日本プレカットセンター 2240002051148
最新鋭の合板加工機導入により生産性向上・地場工務店の
販路拡大事業

株式会社広島銀行

4 3034110007 広島県 有限会社重松鉄工所 8240002049772
受注増加に対応する為、ＮＣ旋盤導入し生産能力向上を図
る

株式会社もみじ銀行

5 3034110008 広島県 甲斐畳店
独自の薄型縁無し畳の生産体制構築と生産性向上による
新規顧客開拓

広島県商工会連合会

6 3034110013 広島県 有限会社高松製作所 7240002046507
高性能加工機と三次元測定機導入による生産性向上と品
質保証体制の構築

株式会社広島銀行

7 3034110019 広島県 株式会社平本鉄工所 5240001010093
ＣＮＣ旋盤導入による生産量と加工品質向上、職場環境改
善で成長事業拡大

株式会社広島銀行

8 3034110020 広島県 株式会社ＨＥＩＳＥＩ　ＷＯＲＫＳ 9240001047396
４軸加工対応のマシニングセンタ導入による自動車試作部
品の受注量の拡大

広島県商工会連合会

9 3034110023 広島県 久保田工作所
先端ＣＮＣ旋盤導入による生産工程革新により生産性向上、
働き方改革の実現

株式会社もみじ銀行

10 3034110002 広島県 日産機工株式会社 3240001031612
プラズマ切断機導入による超短納期対応力の向上と高精度
加工部材の供給

株式会社中国銀行

11 3034110009 広島県 有限会社モトダ鉄工所 4240002049636
最新型プレスブレーキの導入による厚物板金加工製品の一
貫生産体制の確立

広島県商工会連合会

12 3034110014 広島県 キソメック株式会社 3240001030333
ベンディング加工の金型交換自動化による省熟化・短納期
化・生産性向上事業

しまなみ信用金庫

13 3034110015 広島県 堀口海産株式会社 3240001016241 急速冷凍技術を活かした高付加価値製品の製造 広島商工会議所

14 3034120025 広島県 八島歯科クリニック
デジタル技術の融合による負担の少ない手術の実現と口腔
機能を維持する定期管理システムの構築

広島総合税理士法人

15 3034120026 広島県 岡本食品株式会社 4240001037872
出荷工程の自動化による生産工程の最適化と生産性向上
計画

株式会社広島銀行

16 3034120027 広島県 有限会社ワタセモールド 3240002046881
金型設計における熟練者のノウハウの共有・均一化による
プログラム工程の生産性向上計画

株式会社広島銀行

17 3034120028 広島県 株式会社キツタカ機工 2240001034194
ボトルネックとなっている旋盤加工の生産プロセスの高度化
で生産性向上

税理士法人田邉会計事務所

18 3034120029 広島県 高橋精機株式会社 8240002041606
光学フィルム等の多様化・要求特性の変化に対応する治具
製造技術の高度化計画

株式会社広島銀行

19 3034120030 広島県 有限会社一力製作 9240002036175
大型部品かつ一品一様品の加工可能なワイヤカット放電加
工機導入事業

広島県商工会連合会

20 3034120031 広島県 株式会社センゴク木材 8240001005470
木造住宅の差別化に繋がるデザイン性豊かな備付家具等
の内製化による生産性向上計画

株式会社広島銀行

21 3034120032 広島県 株式会社コスモプレート 8240001003565
最新型ワイヤカット放電加工機導入による精密加工と生産
性向上への取り組み

株式会社もみじ銀行

22 3034120033 広島県 有限会社門田精工 1240002047452
最新型マシニングセンタの導入により、量産対応を行い高精
度・短納期化の実現計画。

石原広一

23 3034120034 広島県 広機工株式会社 3240001026414
高精度・高機能ツール測定機の導入による航空機部品の高
品質管理体制の構築と受注拡大

株式会社山口銀行

24 3034120035 広島県 猫本タタミ工業株式会社 5240001008699 ＩＴ導入による製造ラインの見直しと生産性の向上 広島県商工会連合会

25 3034120036 広島県 ベンダ工業株式会社 4240001026909
新規受注に対応する為、ＮＣ旋盤等導入により生産性向上
を図る

株式会社もみじ銀行

26 3034120037 広島県 株式会社おしどり 9240001030212
熱間鍛造工程におけるニーズへの対応力強化に繋がる効
率化と職場環境の改善

しまなみ信用金庫

27 3034120038 広島県 野村乳業株式会社 2240001036546
先端発酵設備の導入による生産性の向上、および戦略的な
販売増量の実現

株式会社もみじ銀行

28 3034120040 広島県 松葉畳店 特殊畳の生産体制の構築と新市場へ商品投入 広島県商工会連合会

29 3034120041 広島県 株式会社川口製作所 3240001028699
微小範囲対応レーザー溶接機による金型補修工程再構築
と売上拡大

廿日市商工会議所

30 3034120043 広島県 株式会社栄工社 6240001029406
産業用基板製造工程への最新外観検査装置導入と多能工
化推進による品質と生産性の向上

株式会社中国銀行

31 3034120045 広島県 藤鉄工業株式会社 4240001031958
ＣＮＣ旋盤と解析ソフト導入によるリング順送金型等の生産
プロセスの高度化

株式会社山口銀行

32 3034120047 広島県 アグサメタル株式会社 1240001035276
マシニングセンタとキャムの導入による切削工程の生産プロ
セスの改善とデジタルネットワーク化

株式会社中国銀行

33 3034120050 広島県 株式会社真末鉄工所 2240001010930
高精度高剛性マシニングセンタ導入による鍛造金型加工の
革新的生産性向上

税理士法人井林事務所

34 3034120051 広島県 岡田工作所
ＡＴＣ付ＣＮＣフライス盤導入による生産能力向上と金型の大
型化への対応

府中商工会議所

35 3034120052 広島県 株式会社日本コフィン 8240001034346
葬儀の簡略化に対応した未来型クラフト棺の開発と新市場
の開拓

株式会社ビジネスブレイン

36 3034120053 広島県 有限会社ワーカブル 6240002043819
ツールプリセッター付きＮＣ自動旋盤導入による、段取り時
間の飛躍的改善

株式会社もみじ銀行

37 3034120055 広島県 有限会社マルイチ商店 9240002029229 せんべい製造工程の一部自動化による生産性向上計画 公益財団法人ひろしま産業振興機構

38 3034120056 広島県 大和工業株式会社 9240001033693
新生産管理システムの導入により、多品種・小ロット・短納期
に対応可能な体制の構築と見える化

株式会社中国銀行

39 3034120057 広島県 株式会社大石製作所 8240001039691
最新横型マシニングセンター導入による生産性向上と受注
拡大

株式会社中国銀行

40 3034120059 広島県 株式会社島田鉄工所 2240001004825
建設用鉄骨製造における自動溶接ロボット装置の導入によ
る生産性向上

広島信用金庫

41 3034120064 広島県 有限会社馬場プラスチック 6240002028175
射出成形機のＡＩ化及び検査・加工のロボット化による次世
代成形の構築

株式会社広島銀行

42 3034120065 広島県 有限会社ホンダ工業 4240002015209
ＮＣフライス盤導入による加工精度の向上及び短納期化の
生産体制の確立

広島信用金庫

43 3034120066 広島県 廣島織染協同組合 8240005007661
アパレル市場伸長に対応するための水質管理体制改善に
よる染色加工の生産性向上計画

株式会社エフアンドエム

44 3034120067 広島県 河商鉄工株式会社 8240001025650
グレーチング材を支えるかさ上げ材等の多品種短納期生産
に向けた溶接技術の生産性向上計画

株式会社広島銀行

45 3034120069 広島県 有限会社藤原精工 2240002046379
精密平面研削盤の導入による金型品質と金型生産性の向
上

しまなみ信用金庫

46 3034120070 広島県 堀野鉄工所
最新マシニングセンター導入による生産性向上と加工精度
向上

呉信用金庫

47 3034120074 広島県 有限会社好登 5240002021313
平面研削盤の導入により大型部品の生産体制構築と差別
化による競争力強化を実現する

呉信用金庫

48 3034120075 広島県 株式会社ボストン 6240001010803
新規市場開拓のための生産性向上及び付加価値向上のた
め食品用ウォータジェットカッターを導入し、競争力強化を実
現する

株式会社もみじ銀行
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49 3034120077 広島県 池田設計有限会社 2240002039300
小型切削加工機（傾斜ＮＣテーブル付）導入による部品加工
の内製化実現

株式会社中国銀行

50 3034120078 広島県 佐藤農機鋳造株式会社 9240001030708 鋳造品製造における収益基盤の強化と生産性の向上 株式会社商工組合中央金庫

51 3034120079 広島県 福山技研工業株式会社 7240001032664
最新設備導入による生産プロセス改善で短納期と低コスト
化体制の実現

株式会社広島銀行

52 3034120082 広島県 有限会社東洋歯研 5240002048414
遠隔地医師からのダイレクトデータによる歯科技工物の革
新的提供

広島信用金庫

53 3034120083 広島県 西條鶴醸造株式会社 1240001023215
広島杜氏の伝統技術を生かした新しい生酛造り純米酒の試
作開発・商品化に取り組む事業

呉信用金庫

54 3034120088 広島県 有限会社ハイマックス 2240002028864
テーブルスポット溶接機の導入により、作業時間の削減と作
業性の向上による競争力の強化

広島信用金庫

55 3034120089 広島県 有限会社カドーレ 4240002028920 急速冷凍機導入によるナチュラルチーズの生産性向上 広島県商工会連合会

56 3034120092 広島県 株式会社濱田製作所 8240001026384 畜糞バイオマス発電システム開発のための設備投資 呉信用金庫

57 3034120094 広島県 有限会社アドバンス 7240002046176 『難削材』の新規受注対応のための十軸加工機の導入事業 広島県商工会連合会

58 3034120095 広島県 有限会社キャッツ 1240002040283
ペットの定期健康診断・精密検査時における高度検査体制
の構築

株式会社エフアンドエム

59 3034120096 広島県 株式会社Ｔ＆Ｅ 6240001026980
次亜塩素酸ナトリウム不使用、生産性の高いカット野菜製造
ラインの構築

呉信用金庫

60 3034120097 広島県 太洋電機産業株式会社 5240001031189
はんだこて用高品質こて先を多品種少量生産できる鉄めっ
き設備の開発・設備化

しまなみ信用金庫

61 3034120098 広島県 株式会社大栄食品 2240001026134
最新式自動反転釜を導入し、需要が増加する高齢者施設向
け新商品の開発と生産性の向上

呉信用金庫

62 3034120099 広島県 有限会社寿木工 8240002029205
高性能Ｖカットマシンの導入による生産性向上と技能伝承計
画

株式会社広島銀行

63 3034120100 広島県 有限会社北川工作所 5240002038638
多台持ちの実現による、加工コスト削減と加工量倍増体制
の構築

株式会社商工組合中央金庫

64 3034120101 広島県 株式会社フォースワン 6240001027252 新型ＮＣレベラー導入による競争力強化と生産性向上 大串智之

65 3034120102 広島県 富士興産株式会社 1240001028511
レンタルマットクリーニングの高品質化、高生産性、省エネ化
設備導入による顧客拡大

株式会社四国銀行

66 3034120103 広島県 株式会社永興産業 9240001041762
高品質なペレット製造による収益性の引き上げ及び販路拡
大

株式会社もみじ銀行

67 3034120104 広島県 株式会社秋月工業 1240001042289 大型最新旋盤導入による対応製品範囲拡大と生産性向上 株式会社広島銀行

68 3034120106 広島県 三和綜合印刷株式会社 2240001030788
超音波ウエルダ導入による高付加価値商品の内製化と社
内品質管理の向上

株式会社もみじ銀行

69 3034120108 広島県 シグマ株式会社 1240001026011
ＣＮＣ旋盤と自動検査機の導入による生産性向上と自社開
発ＩｏＴシステム導入によるスマートラインの実現

公益財団法人くれ産業振興センター

70 3034120110 広島県 幸昭精機有限会社 1240002046801
ハンディプローブ型三次元測定機の導入による検査工程の
時間短縮

株式会社中国銀行

71 3034120111 広島県 有限会社サンレックス 4240002046006
生産プロセスを革新し内製化することによる生産量アップと
コスト削減で生産性向上

株式会社もみじ銀行

72 3034120115 広島県 深江特殊鋼株式会社 7240001031864
ホットプレス用水管加工専用ＣＡＤ／ＣＡＭの導入による生
産性向上の実現

株式会社もみじ銀行

73 3034120116 広島県 佐々木林業有限会社 7240002046085
素材（木材）生産能力の向上による住宅『建材』用途への対
応事業

広島県商工会連合会

74 3034120117 広島県 株式会社呉匠 5240002034703
最新型ＣＮＣ旋盤導入による精密加工と生産性向上への取
り組み

株式会社広島銀行

75 3034120119 広島県 有限会社川口商店 6240002034710
大型製氷機の導入による品質向上と高付加価値商品の販
路拡大

株式会社山口銀行

76 3034120120 広島県 ユニフェル
高精度４軸ＣＮＣ複合旋盤導入による仕上げ加工の内製化
と高度化の実現

株式会社もみじ銀行

77 3034120122 広島県 アリフク株式会社 2240001029797 デザインシステムにより付加価値生産性を高める事業 株式会社広島銀行

78 3034120123 広島県 株式会社共栄店舗 2240001030375
新設備を導入することで新たにセミオーダー製品の生産体
制を整備

株式会社もみじ銀行

79 3034120124 広島県 田中細巾有限会社 5240002038753
当社の川下事業である高度な縫製事業に取り組み、墜落制
止用器具を制作する

株式会社広島銀行

80 3034120126 広島県 株式会社ＷＩＳ 5240001042178
一枚切り自動裁断機を導入し、デザイン性に優れた新ブラン
ドを生産する

株式会社中国銀行

81 3034120127 広島県 有限会社藤木工作所 2240002047022
自動計測器付高速ＭＣの導入による中量生産ラインの短納
期化と原価低減の実現

株式会社もみじ銀行

82 3034120129 広島県 有限会社井上鉄工所 9240002039376
大径歯車加工等における大型、薄肉加工の生産性向上によ
る競争力強化

株式会社中国銀行

83 3034120130 広島県 有限会社村上瓦興業 3240002046155 建築板金加工機械導入による新規顧客拡大事業 広島県商工会連合会

84 3034120131 広島県 アトア株式会社 6240001034612 主食として摂ることが出来る絶糖シリアルの商品開発事業 株式会社広島銀行

85 3034120132 広島県 株式会社アイビック 6240001038992
生産管理システムと３Ｄ－ＣＡＤＣＡＭ導入のＩＴによる「見え
る化」・「技術継承」事業

株式会社広島銀行

86 3034120136 広島県 株式会社山本屋 5240001038738
もち米を使った和菓子等の海外輸出強化に向けた生産性向
上計画

株式会社広島銀行

87 3034120137 広島県 吉國鐡工株式会社 5240001012239
ダム工事関連の鋼構造物等の穴あけ・切断工程の高度化
による生産性向上計画

シェアビジョン株式会社

88 3034120138 広島県 株式会社村上製作所 8240001049055 多段フォーマーの精密部品における品質保証体制の確立 株式会社もみじ銀行

89 3034120139 広島県 株式会社保成工業 4240002054000
多軸同時制御マシニングセンター導入による複雑形状高精
度部品の受注拡大

広島県商工会連合会

90 3034120140 広島県 松尾工業株式会社 3240001010979
ＩｏＴ対応型高速・高精度ベンディングマシン導入による建設
機械部品の生産性向上と販路開拓

株式会社山口銀行

91 3034120141 広島県 有限会社フルカワ 2240002031595
新たな発想の生産ラインの構築によるプラスチック粉砕洗浄
加工品の生産性向上計画

株式会社広島銀行

92 3034120144 広島県 橋本鉄工株式会社 7240001024793
ボトルネック工程の製造方法を先端設備で革新し生産性向
上

株式会社広島銀行

93 3034120145 広島県 有限会社昭和精機 1240002031035
産業機械部品の多面加工の内製化・工程集約化による生産
性向上計画

シェアビジョン株式会社

94 3034120146 広島県 しだはら歯科医院
ナッジ理論と最新Ｘ線装置を活用した来院患者の治療方針
への理解度と定着率向上計画

株式会社広島銀行

95 3034120147 広島県 有限会社晟上工業 1240002047337 特許技術を活用した小型化アルミ切粉乾燥装置の試作開発 大平岳城

96 3034120149 広島県 株式会社福元工業 1240001047362
建築板金加工内製化によるリードタイム短縮化により、顧客
満足度を向上し売上増加を図る。

広島信用金庫

97 3034120152 広島県 株式会社ツシマエレクトリック 7240001034322
大型搬送車両等で使用する直流電源による高出力モータの
開発と生産性向上計画

株式会社広島銀行

98 3034120153 広島県 後藤工業株式会社 1240001034229
ＩｏＴ技術対応設備導入による治具や難削材の単品・小ロット
品加工技術向上計画

税理士法人あじさい会計



受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

99 3034120155 広島県 はしもと歯科
歯科治療的アプローチによる睡眠時無呼吸症候群の根絶へ
の挑戦

株式会社広島銀行

100 3034120156 広島県 株式会社和幸設計 6240001023029
高精度空中撮影による設計の三次元データ化及び橋梁点
検の効率化

株式会社もみじ銀行

101 3034120157 広島県 株式会社武田組 2240001031241
短納期需要に応える鋼材加工技術の向上と多台持ち強化
による生産性向上計画

株式会社広島銀行

102 3034120158 広島県 山陽精螺工業株式会社 7240001024678
蒸気タービン用弁部品の内製一貫生産による海外直納等高
収益元請受注体制の確立

山根敏宏

103 3034120159 広島県 ドヒハウス株式会社 1240001026259
革新的自動加工機械導入による自然素材特注建具の高品
質化による販路拡大および生産性向上

呉信用金庫

104 3034120162 広島県 平和機械株式会社 3240001010681
高性能立型マシニングセンター導入により大幅な生産性向
上を図り収益性を高める

呉信用金庫

105 3034120164 広島県 株式会社チヨダコーポレーション 7240001023944
マットレスの梱包サイズを１／４にして流通問題を解決し受
注拡大を図る

広島県商工会連合会

106 3034120166 広島県 株式会社アカシン 4240001029696
特注超大型テーブルリフター等の生産性向上と自社ブランド
強化

株式会社広島銀行

107 3034120167 広島県 有限会社中国金型 1240002029228
三次元測定機導入による検査業務効率化と新規顧客への
事業拡大

株式会社広島銀行

108 3034120169 広島県 高升精機株式会社 1240001046835
大型長尺ＣＮＣ旋盤導入と独自技術による操船装置部品加
工プロセスの差別化

株式会社中国銀行

109 3034120170 広島県 有限会社藤本製作所 5240002026774
先端設備導入で多能工化・多台持ちの強化等による生産性
向上

広島信用金庫

110 3034120172 広島県 有限会社東邦工業 2240002051073
６軸複合ＣＮＣ小型旋盤導入による異形丸物の量産加工に
おける生産性向上

株式会社もみじ銀行

111 3034120175 広島県 早苗電機株式会社 2240001030730
精密板金生産プロセスにおける部品加工工程の改善と全体
最適化

株式会社中国銀行

112 3034120176 広島県 株式会社三宅鉄工所 5240001032303
技術の平準化と歩留まり解消の実現による加工工程全体の
生産性を向上させる事業

株式会社香川銀行

113 3034120177 広島県 株式会社協和 9240001034196
高精度ＭＣと３次元測定器導入による複雑高精度品の生産
体制強化

株式会社中国銀行

114 3034120178 広島県 山尾組有限会社 3240002043598 土木工事の効率化に向けたＩＣＴ建機の導入事業 秋井正宏

115 3034120179 広島県 株式会社セイワ技研 1240001005436
３次元ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入によるデジタル化生産体
制の強化

株式会社広島銀行

116 3034120183 広島県 有限会社福征工業 9240002046570 開先加工機導入によるＨ型鋼製造工程の生産性向上 福山商工会議所

117 3034120184 広島県 株式会社イアック 4240001029837
ＱＣＤ向上、調達の安定化、多品種少量化への対応を目的
とした高周波接着機の導入

株式会社もみじ銀行

118 3034120187 広島県 庄原ステンレス工業株式会社 6240001025108
革新的な精密複合ＣＮＣ旋盤導入よる短納期対応と新規分
野開拓への挑戦

株式会社もみじ銀行

119 3034120191 広島県 宝積飲料株式会社 2240001022777
人手不足に対応したシステム導入による属人化の解消と生
産効率化

東広島商工会議所

120 3034120193 広島県 株式会社テックササキ 2240001007241
素材の高度化に対応したソフト導入による加工精度向上と
販路拡大

広島県商工会連合会

121 3034120194 広島県 有限会社重光ビニール 2240002007496
環境に配慮したＮＣルータ導入による加工精度の向上と販
路開拓

広島県商工会連合会

122 3034120197 広島県 折出海産
少数精鋭で挑む高鮮度、極上広島牡蠣の市場拡大と安定
供給体制づくり

株式会社もみじ銀行

123 3034120199 広島県 株式会社江波工作所 7240001001487
立型マシニング導入で全３工程を機械２台２名体制が、全行
程を機械１台１名の生産体制に転換

株式会社広島銀行

124 3034120200 広島県 合同技研株式会社 3240001028591 エンボス加工などパーソナライズ対応の強化事業 秋井正宏

125 3034120206 広島県 大蔵工業株式会社 2240001022439
最新生産管理システム導入によるリードタイム短縮と売上高
拡大の実現

株式会社もみじ銀行

126 3034120207 広島県 有限会社松本商店 2240002034128
自動選別装置による地域特産海産物の品質・生産性の向上
と販路拡大

株式会社山口銀行

127 3034120210 広島県 有限会社村上鉄工 1240002051594
ＮＣベンディングロールを活用した曲げ加工精度向上及び時
間短縮の実現

広島県商工会連合会

128 3034120215 広島県 有限会社沖原鉄工所 4240002003262
ＣＮＣ旋盤導入による生産プロセス革新で有望事業の受注
拡大

村崎あきら

129 3034120218 広島県 株式会社アイエスツール 9240001035302 医療用タップ工具事業の構築 株式会社広島銀行

130 3034120220 広島県 株式会社タケシタ 6240001026790
高度化する品質要求に対応するために炭化水素系洗浄機
と測定器を導入し、生産性の向上と作業環境の改善を実現
する

株式会社もみじ銀行

131 3034120221 広島県 舛元木工株式会社 8240001025031
スピーディーな試作品製造体制を構築し提案力・交渉力を強
化する

株式会社もみじ銀行

132 3034120223 広島県 産栄商鋼有限会社 5240002040916
シャーリング機の代替えにより納期短縮を実現し、取引先満
足を実現

株式会社中国銀行

133 3034120224 広島県 株式会社藤本工業 3240001024814 自動車プレス部品の生産体制再構築による生産性の向上 株式会社広島銀行

134 3034120226 広島県 株式会社制電社 5240001031057
業界初！独自システムと協働ロボットによる配線自動化で
制御盤製造工程を革新

株式会社中国銀行

135 3034120227 広島県 有限会社協栄製作所 6240002004705
高性能ターニングセンター導入により大幅な生産性向上を
図り競争力を高める

税理士法人上原会計

136 3034120228 広島県 有限会社トムミルクファーム 5240002028069
乳処理工程の効率化及び、品質向上設備の導入による、生
産性向上と製造品目の拡大

広島県商工会連合会

137 3034120229 広島県 株式会社小丸製作所 7240002046795
溶接ビード除去ロボットシステム導入による生産性向上社内
システムの構築

株式会社中国銀行

138 3034120233 広島県 日本バレル工業株式会社 7240001008177
めっき液管理システムの構築によるアルミ材Ｆｅ－Ｃ合金
めっき量産体制の確立

株式会社広島銀行

139 3034120236 広島県 ハマダベンディングサービス株式会社 5240001026395
革新的油圧プレス機の導入による偏芯円錐形状等の特殊
形状曲げ製品の高生産性成型技術の確立

呉信用金庫

140 3034120237 広島県 株式会社みつぎ被服 2240001038872
ユニフォームの生産性向上と高品質で付加価値の高い「ニッ
トパンツ」の少人数ラインの構築

広島県商工会連合会

141 3034120239 広島県 株式会社久保田鉄工所 4240001002868
革新的超小型高性能電動ウォータポンプの量産化開発体
制の強化

税理士法人きずな

142 3034120241 広島県 藤井製瓦工業株式会社 9240001031920
屋根工事の社内一貫体制の構築による多能工化実現及び
事業拡大計画

両備信用組合

143 3034120242 広島県 株式会社ギケン 8240001028199
樹脂めっき部品の金型製作工程の改善による量産局面で
の大幅な生産性向上事業

株式会社Ｇサポート

144 3034120243 広島県 アクト中食株式会社 6240001014911
胚芽加工品及び農産物加工品の品質向上のための乾燥・
殺菌技術開発

株式会社広島銀行

145 3034120244 広島県 有限会社マリンスター 7240002026632
規格外のあなごを有効活用するための急速冷凍設備の導
入

公益財団法人広島市産業振興センター

146 3034120245 広島県 株式会社エムテック 2240001017653
高性能横型マシニングセンター導入により大幅な生産性向
上を図り競争力を高める

株式会社広島銀行

147 3034120247 広島県 株式会社ナガト 9240001007846 半自動圧入機導入による生産性の向上及び収益改善 株式会社広島銀行

148 3034120249 広島県 古川精機株式会社 5240001023756
ＣＮＣフライス盤導入による外注依存からの脱却及び自動化
による生産性向上

株式会社もみじ銀行
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149 3034120251 広島県 有限会社エムアンドアール 9240002021301
洋菓子製造ラインの改善による生産能力拡大と生産性向上
で競争力強化を実現する

株式会社山口銀行

150 3034120255 広島県 株式会社カストムインダストリー 9240001037991
ＣＮＣフライス盤導入による自社一貫生産体制の強化と高精
度加工の確立

株式会社もみじ銀行

151 3034120256 広島県 株式会社日光電器 8240001031599
４軸高速巻線機とロボットによる多品種電源コイルの生産向
上

株式会社広島銀行

152 3034120260 広島県 株式会社田中樹脂工業 7240001019307
先端ＣＮＣ旋盤で生産プロセスの生産性を向上し、強みの樹
脂加工能力を強化

株式会社もみじ銀行

153 3034120266 広島県 株式会社Ｒ・Ｓ製作所 8240001041672
高生産効率のマシニングセンタ導入による取引先ニーズを
満たすＱＣＤ向上で売上増加

株式会社広島銀行

154 3034120267 広島県 シンセイアート株式会社 9240001024973
製版部門の革新で、もう一段階上の生産性向上による更な
る売上拡大

株式会社広島銀行

155 3034120268 広島県 株式会社フロンティアリネンサプライ 3240001045926
食品関連事業者のＨＡＣＣＰ義務化に対応できる高衛生型リ
ネンサプライサービス

株式会社伊予銀行

156 3034120271 広島県 株式会社マルニテック 2240001028527
レーザー錆取り機導入によるリードタイム短縮と受注能力拡
大計画

大竹商工会議所

157 3034120272 広島県 株式会社旭製作所 8240001039477
高性能ＮＣ旋盤の導入による生産能力の増強と小ロット・短
納期生産への対応

北浜グローバル経営株式会社

158 3034120273 広島県 盛川酒造株式会社 2240001026943
洗米・洗布工程の刷新による品質管理体制強化及び最上位
銘柄新商品の開発

広島信用金庫

159 3034120274 広島県 ａ－ｃｏｒｎ ｉｎｄｕｓｔｒｙ株式会社 8240001050731
門型加工機の導入で段取り時間を革新的に短縮する試作
事業

明和マネジメント税理士法人

160 3034120275 広島県 栄信産業株式会社 2240001038848
４軸マシニングセンタ導入による高精度小物部品加工の強
化及び事業拡大計画

しまなみ信用金庫

161 3034120279 広島県 株式会社コーポレーションパールスター 2240001023288
一般医療機器 綿状創傷被覆保護材となる筒状カバーの生
産体制構築

呉信用金庫

162 3034120280 広島県 有限会社スギモリ 9240002054499
伐採から処分まで自社一貫作業による低コスト化と地域循
環型事業の実現

広島県商工会連合会

163 3034120281 広島県 株式会社大丸商事 4240001006126
味付け海苔の全自動切断機導入による作業平準化と生産
性向上

株式会社広島銀行

164 3034120284 広島県 株式会社梶本工業 2240001016218
五面加工機導入による生産プロセス革新で売上利益拡大と
生産性向上

株式会社広島銀行

165 3034120285 広島県 有限会社瀬野造型 7240002008903
自動車部品検査具製造のグローバル化に対応できるフレキ
シブルものづくりシステムの構築

山中庸祐

166 3034120286 広島県 株式会社大上工作所 8240001036714
高精度・多品種小ロット加工工程の大幅な生産性向上によ
る受注拡大計画

株式会社Ｇサポート

167 3034120288 広島県 株式会社クリアースペースデザイン 1240001038717
自動圧着装置・新型ＣＡＤ導入による生産リードタイム短縮
及び原価低減の実現

株式会社中国銀行

168 3034120289 広島県 株式会社加藤組 9240001024412
高速リアルタイム精密位置情報取得による機械除雪支援シ
ステムの実用化

株式会社Ｇサポート

169 3034120292 広島県 株式会社ブルームーン 1240001027042
ＱＲコードを用いた総合管理システム導入による業務効率化
と販路拡大

株式会社もみじ銀行

170 3034120294 広島県 株式会社ヤマワ 7240001033662
ハイテンション素材等を活かした衣服の小ロット・短納期対
応を実現する裁断工程の内製化計画

株式会社広島銀行

171 3034120295 広島県 加納化成株式会社 8240001039527
切削加工技術の高度化・効率化による半導体製造装置の拡
大事業

株式会社中国銀行

172 3034120297 広島県 広島シンター株式会社 1240001009338
高精度複合型ＮＣ旋盤加工機導入による焼結部品加工の
内製化及び高精度加工技術の修得

株式会社広島銀行

173 3034120298 広島県 マナック株式会社 8240001032184 低発煙・低有害ガス性を志向した高度難燃材料の開発 福山商工会議所

174 3034120299 広島県 中尾工業株式会社 9240001038354
パイプ曲げ工程の改善による品質精度向上と短納期対応力
の強化

垣内康司

175 3034120300 広島県 株式会社惠木製作所 3240001029945
新規ハイブリッドドライブベンダー導入による精度向上と生
産性向上

株式会社もみじ銀行

176 3034120302 広島県 株式会社八天堂 2240001040011
今後の発展を支えるＩＴを活用した一元的生産管理体制の構
築

ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

177 3034120304 広島県 川島ビニール株式会社 7240001002378
環境・安全に配慮した合成樹脂原料の溶着加工工程の確立
と生産性向上事業

株式会社Ｇサポート

178 3034120305 広島県 株式会社序破急 6240001018243
地元に根差した街中映画館の娯楽・文化を未来へ繋げるた
めに

株式会社もみじ銀行

179 3034120307 広島県 ユーメン醤油株式会社 3240001012133
自動瓶詰め充填機導入による自社ブランド製品の製造販売
拡大

広島信用金庫

180 3034120308 広島県 ドットコミュ
ソーセージの腸詰め・捻り工程を機械化してまずは日本を熱
狂させる！

株式会社広島銀行

181 3034120310 広島県 府中紙工株式会社 5240001036618 オンデマンドプリンター導入による複合サービス構築事業 秋井正宏

182 3034120312 広島県 株式会社エヌテック 4240001034028 産業機械向け大型高精度部品の生産プロセスの開発 株式会社中国銀行

183 3034120313 広島県 品川製菓株式会社 8240001012789
人気商品の属人化軽減による生産合理化と、ショコラ系応
用開発による事業拡大

株式会社広島銀行

184 3034120316 広島県 株式会社ｓｋｙｅｒ－ｗｅｓｔ 1240001054037
太陽光発電事業におけるドローン活用による業務効率化等
の実現

株式会社もみじ銀行

185 3034120319 広島県 株式会社中広商事 6240001017757
ＯＴＡシステム導入による新規顧客開拓と生産性向上で独自
ブランド力の強化を実現

呉信用金庫

186 3034120320 広島県 株式会社三差製作所 6020001009396
ＬＮＧコンプレッサー部品の製造における切削技術の高度化
による生産能力拡大

横浜信用金庫

187 3034120322 広島県 有限会社西村製作所 3240002051155
マシニングセンター・ＣＡＤ／ＣＡＭの導入による高精度加工
システムの確立

株式会社もみじ銀行

188 3034120323 広島県 Ｋファクトリー株式会社 8240001045855
最新４軸マシニングセンタ・ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による社内一
貫生産システムの構築

株式会社広島銀行

189 3034120324 広島県 福山自動車整備協業組合 3240005008012 業務プロセスの革新による効率化と技能継承の促進計画 株式会社広島銀行

190 3034120325 広島県 尾田技研
専用機のメンテナンス用部品の内製化・高精度化・増産と納
期短縮

ひまわり経営サポート株式会社

191 3034120326 広島県 有限会社アコーテック 1240002047428
部品加工の工程集約による増産、高精度化、省力化、及び
短時間化

ひまわり経営サポート株式会社

192 3034120328 広島県 株式会社織田鐵工所 2240002044481 鉄道車両向け重要部品の高効率加工体制構築 株式会社中国銀行

193 3034120331 広島県 有限会社中島商店 6240002042060
オゾン殺菌システム導入によるもやし工場の衛生管理体制
の強化

株式会社中国銀行

194 3034120332 広島県 株式会社ヌマックス 7240001038389
高周波フラッシュ接着機導入によるコントラクト家具市場の
構造部材変化への対応

広島県商工会連合会

195 3034120333 広島県 羽名工業株式会社 8240001045698
アルミニウム試作部品のリードタイム短縮と受注増に対応す
るための生産体制の確立

株式会社もみじ銀行

196 3034120336 広島県 西田畳製造所
畳製造マシンの導入による生産性の向上と新商品開発の実
現

広島県商工会連合会

197 3034120338 広島県 有木株式会社 2240001033551
縮絨機導入による高品質な商品の安定供給及びそれに伴う
市場競争力の強化

株式会社広島銀行

198 3034120341 広島県 平井興産株式会社 8240001027218
土木工事を効率させるＩＣＴ測量機器及びＩＣＴ建設機械の導
入事業

広島県商工会連合会
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199 3034120342 広島県 株式会社オカモトテクノ 7240002049410
高速小型マシニングセンター導入による雇用創出と働き方
改革の実現

株式会社もみじ銀行

200 3034120347 広島県 ｅｓ 規格外の牡蠣を使った加工品の開発及び生産体制の確立 広島県商工会連合会

201 3034120348 広島県 株式会社エビス工業 9240001001493 牡蠣選別機導入による高単価型卸売りサービス事業の開発 北野孝志

202 3034120349 広島県 中国醸造株式会社 4240001028021
搾汁工程の内製化によるコスト削減および高品質果汁の開
発

公益財団法人ひろしま産業振興機構


