
（受付番号順）

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 3034210002 広島県
株式会社ヒロコージェットテクノロ
ジー

4240001026470 新規受注に対応する為、生産設備導入し生産性向上を図る 株式会社もみじ銀行

2 3034210007 広島県 株式会社シティプラスチック 1240001004677
ロボットを活用した半自動の生産体制構築で生産性向上と新事業拡
大

株式会社広島銀行

3 3034210009 広島県 株式会社ラックス 7240001032549
機器導入による計測の効率化及び成果物品質向上による新規顧客
開拓

池永経営会計税理士法人

4 3034210010 広島県 有限会社清木畳装飾 3240002008650 顧客のニーズに合わせたオリジナル畳の製造と生産性の向上 広島県商工会連合会

5 3034210013 広島県 株式会社恒栄食品 1240001026804
皮むき・計量工程の刷新によるジャガイモ加工品の生産性向上及び
新商品の販売

株式会社広島銀行

6 3034210019 広島県 有限会社ジャパン・ラム 6240002038653
リコンビナント抗原の精製体制の効率化及び販売量増大体制の構
築

株式会社もみじ銀行

7 3034210020 広島県 株式会社三興工業 6240001027401
顧客ニーズに対応した高性能切削加工機の導入による新規事業に
よる売上拡大

広島県商工会連合会

8 3034210021 広島県 保永犬猫専門病院
ペット患者の身体的負担と飼主の医療費負担の双方を軽減する先
進的医療サービスの確立

株式会社広島銀行

9 3034210022 広島県 津川畳店
畳事業における最新式裁断機能付き框（かまち）縫い機の導入によ
る生産性向上

広島県商工会連合会

10 3034210024 広島県 株式会社ヤマネ 6240001012031 曲げ加工の高度化と品質向上の実現による新規受注の拡大 呉信用金庫

11 3034210026 広島県 真辺工業株式会社 9240001034345
高性能８軸縦型ＭＣと自動洗浄機導入による難削材（マグネ）製品
の販路拡大と生産性向上

税理士法人田邉会計事務所

12 3034210027 広島県 有限会社小田食品 1240002032347
レーザー洗浄装置の導入による成型金型面への製品の焼き付き防
止

株式会社山口銀行

13 3034210028 広島県 株式会社ボレー 7240001033761
３Ｄを活用したＣＡＤシステム導入による自社ブランド開発体制の強
化

クレアスト株式会社

14 3034210029 広島県 有限会社新谷精機 4240002033029
難削材旋盤加工部品の高効率加工法の開発による技術力の向上と
収益性の向上

大岡　弘欣

15 3034210036 広島県 株式会社ゴウダ 9240001042182
製品の不良低減による生産性向上を図るエッジテープ加工機の導
入

広島県商工会連合会

16 3034210037 広島県 株式会社上垣組 6240001022451
ドローンを活用した漏水・劣化調査及び３次元画像作成の高度化事
業

東広島商工会議所

17 3034210045 広島県 有限会社森原自動車商会 8240002016896
曲げ機導入による内製化・短納期の実現と顧客ニーズ対応力の向
上

広島県商工会連合会

18 3034210046 広島県 ＤｉｖｉｎｇＰｒｏＳｈｏｐＮＡＧＩ ダイビングポイント開発による新規顧客拡大事業 広島県商工会連合会

19 3034210051 広島県 ケーエス商会株式会社 3240001039283
機械導入による生牡蠣の出荷工程自動化により海外受注増加を図
る

広島県商工会連合会

20 3034210056 広島県 有限会社小川 9240002046075 国土強靭化に関連する「河川の樹木伐採業務」の受注拡大事業 広島県商工会連合会

21 3034210062 広島県 株式会社呉精版印刷 8240001027762
革新的紙折り機の導入による折り加工の高生産・高品質・多様化・
短納期化技術の確立

呉信用金庫

22 3034210064 広島県 中島水産株式会社 7240001026798
養殖事業者が取組む牡蠣創作惣菜のブランド確立と新たな客層の
獲得

株式会社広島銀行

23 3034210065 広島県 有限会社小谷銀山本店 2240002006093
老舗の味の継承と新規顧客獲得のための新技術導入と生産プロセ
スの改善

株式会社もみじ銀行

24 3034210066 広島県 有限会社世羅きのこ園 4240002052879 世界初、休眠技術導入による菌床の長期保存と増産体制の確立 株式会社広島銀行

25 3034210068 広島県 有限会社吉岡鉄工所 8240002049822 鉄板曲げ加工の高精度化による生産性向上と加工工程の最適化 広島県商工会連合会

26 3034210069 広島県 株式会社神石高原ティアガルテン 2240001045373 新商品とサービスの提供体制整備による来場者拡大事業 広島県商工会連合会

27 3034210070 広島県 株式会社イワタ木工 7240001045757
日本の加工技術で国内から世界市場に向けた高付加価値インテリ
ア製品・日用品等の開発・生産

株式会社広島銀行

28 3034210072 広島県 有限会社ｄｒ－ｗａｎｗａｎ．ｃｏｍ 2240002046536
広島県初の動物がん放射線治療の導入で地域獣医療の発展に寄
与する

株式会社ビジネスブレイン

29 3034210073 広島県 株式会社ひまわりフーズ 5240001028086 多品種生産可能な調理麺製造ラインの構築による需要の取り込み 広島信用金庫

30 3034210074 広島県 ひじやま歯科クリニック
ＢＢＯ咬合理論の知見を活かした補綴治療の提供による全身的諸
不調の改善

株式会社広島銀行

31 3034210076 広島県 株式会社シマヘイ 6240001046203
真空包装機と冷凍設備導入による生産性向上と新たな食品表示法
への対応

広島県商工会連合会

32 3034210077 広島県 日鐵鋼業株式会社 7240001031625 ジャストインタイム納品システム構築による売上拡大事業 しまなみ信用金庫

33 3034210080 広島県 株式会社アサヒ工業 8240002031243 自動折曲機導入で板金プロセスを内製化し生産性向上を図る 広島県商工会連合会

34 3034210082 広島県 前浜工業株式会社 7240001010901 仮想工場における生産シュミレーション技術の構築事業 秋井　正宏

35 3034210084 広島県 株式会社長栄堂 8240001036466
ＵＶプリンター導入による書道筆の革新的名入れ技術の確立と販売
拡大

広島商工会議所

36 3034210085 広島県 明石ストアー 経営の安定化を図るための冷蔵庫及び冷凍庫の導入 広島県商工会連合会

37 3034210086 広島県 株式会社トーエイ 6240001025074 食の情報発信と、生産性効率を両立する食文化向上事業 株式会社広島銀行

38 3034210087 広島県 株式会社アールテック・リジョウ 1240001000263
最新鋭溶接機導入による顧客ニーズへの対応と業務効率向上化計
画

山本　洋介

39 3034210088 広島県 糸永鉄工株式会社 7240001000869 多目的形鋼加工機の導入による金属製品加工の生産性向上 広島県商工会連合会

40 3034210089 広島県 光和化成株式会社 6240001030537
縁貼技術の高度化と地元工務店との連携で取り組むシステム家具
製品群の新展開

福山商工会議所

41 3034210090 広島県 株式会社広瀬印刷 1240001022142 広島を象徴する記念品「祈りの鶴」への着彩工程の自動化 株式会社もみじ銀行

42 3034210100 広島県 株式会社タルマ製作所 5240001045783
パンチレーザー複合加工機で自動車工作機械用板金部品の生産性
向上

北浜グローバル経営株式会社

43 3034210103 広島県 株式会社日本彫刻工芸 6240001008145
曲げ加工精度向上と生産能力拡大の実現、及びファブレス看板業
向け事業拡大計画

呉信用金庫

44 3034210106 広島県 株式会社三宅本店 2240001026613
製造工程の革新による呉スパークリング地酒のさらなる競争力の強
化

株式会社アンカーマン

45 3034210108 広島県 シンバイオス研究所 土壌生物（多様）性を見える化する革新的サービスの提供 広島県商工会連合会

46 3034210109 広島県 有限会社勉強堂 6240002042936 画期的な製造装置による「餡」製造の生産性向上と商品力の革新 株式会社中国銀行

47 3034210116 広島県 株式会社くすのせ 2240001028840
富裕層向けの、木組み工法を活用したデザイン性の高い注文住宅
の本格的な営業展開

大竹商工会議所

48 3034210121 広島県 株式会社かみつ 5240001052508
ペットに対する人間レベルの歯科治療提供と院内効率の飛躍的向
上

株式会社ヒューマンネット・
コンサルティング

49 3034210125 広島県 有限会社広島金具製作所 5240002044108 受注増に対応するためサーボプレス機導入による生産性向上計画 株式会社もみじ銀行
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