
申請者名称 事業計画名 交付決定額 交付決定日

1 有限会社新光太洋工業
可変ピッチプロペラの高精度加工技術の構築による
事業拡大と収益力強化

30,000,000
平成２８年　６月２１
日

2
有限会社馬場プラスチッ
ク

次世代高機能樹脂ＰＥＥＫ複合材製品の生産体制の
確立

7,060,000
平成２８年　６月２１
日

3 株式会社アカシン
生産管理ソフト、ＣＮＣプラズマ、ガス切断機の導入
による鋼板切断の生産体制強化

30,000,000
平成２８年　６月２１
日

4 株式会社エヌテック
輸送装置関連部品における高精度品生産の高速化
と大型化による原価ロス削減

30,000,000
平成２８年　６月２１
日

5 南工株式会社
最新平面研削盤の導入により生産プロセスの手作業
工程を機械化し革新をはかる事業

5,000,000
平成２８年　６月２１
日

6 株式会社青木鐵工
ポータブル三次元測定器導入による品質保証体制
の確立＆生産性改善

11,666,000
平成２８年　６月２２
日

7 株式会社福山セコ
破砕された廃タイヤ・廃バンパーを使用する新たな燃
料リサイクルシステムの確立

26,633,333
平成２８年　６月２２
日

8 株式会社栄工社
制御盤板金曲げ工程へハイブリッドドライブベンダー
導入による生産体制の構築

10,000,000
平成２８年　６月２２
日

9 木曽精機株式会社
精密加工技術の高度化による複合加工生産体制の
強化

30,000,000
平成２８年　６月２２
日

10
エス・エス・アロイ株式会
社

連続加圧試験設備の導入による新機能素材開発プ
ロセスの短縮化及び効率化

7,269,000
平成２８年　６月２２
日

11 有限会社寺尾鉄工所
切削工程の改善による高精度化および短納期化を
実現する生産体制の構築

19,333,333
平成２８年　６月２２
日

12 アイドカ印刷有限会社
ＬＥＤ－ＵＶ印刷機導入による納期の短縮及び合成
紙への印刷強化

30,000,000
平成２８年　６月２２
日

13 株式会社佐々木製作所
新型プレスブレーキの導入による精密板金製品の一
貫生産体制確立

15,333,333
平成２８年　６月２２
日

14 猫本タタミ工業株式会社
高齢化社会対応の畳寸法裁断機の開発・導入によ
る新規販路の獲得

4,333,332
平成２８年　６月２２
日

15 有限会社東邦工業
高剛性４軸横型Ｍ／Ｃ導入による重切削加工技術の
獲得と超低コスト化の実現

30,000,000
平成２８年　６月２２
日

16
株式会社上万糧食製粉
所

エクストルーダー導入による、ノンアレルギー食品の
製造・販売・開発

10,000,000
平成２８年　６月２２
日

17 有限会社若元工業
最新鋭レーザー加工機導入による厚板鋼鈑・特殊金
属の精密切断加工技術の高度化

28,000,000
平成２８年　６月２２
日

18 キソメック株式会社
ＩｏＴを用いてＣｏ２レーザ切断機導入による高付加価
値・低コスト化の実現

30,000,000
平成２８年　６月２２
日

19
株式会社ヒロコージェット
テクノロジー

新型研磨機導入による高精度加工技術の確立と競
争力強化

30,000,000
平成２８年　６月２２
日

平成２７年度補正　ものづくり・商業・サービス新展開補助金補助金

交付決定一覧（１次公募分）
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20 タイム株式会社
知能化技術を備えた最新５軸加工機導入による革新
的な生産効率改善＆増産能力向上

30,000,000
平成２８年　６月２７
日

21 株式会社ハマダ 医療機器の短期開発システムの構築 10,000,000
平成２８年　６月２７
日

22 福山熱煉工業株式会社
海外輸出競争力を有する高生産性かつ高品質な高
周波焼入技術の確立

30,000,000
平成２８年　６月２７
日

23 中川鋼機株式会社
生産工程改善及び最新モデル切断機導入による短
納期化体制の確立。

30,000,000
平成２８年　６月２７
日

24 有限会社高山精工
測定工程の高度化による高精度自動車部品の生産
性向上

4,259,333
平成２８年　６月２７
日

25 株式会社玉屋金属
検査に三次元測定器を導入してトライアル品の精度
向上と納期短縮化

10,000,000
平成２８年　６月２７
日

26 広機工株式会社
航空機ジェットエンジン用部品の革新的仕上げ用自
動ロボットの導入による加工精度・生産性の大幅改
善

10,000,000
平成２８年　６月２７
日

27
有限会社柿原銘板製作
所

高精度のラベル印刷を可能にし、納期短縮とコスト削
減を実現する取組み

10,000,000
平成２８年　６月２７
日

28
株式会社セラアグリパー
ク

ワイン醸造ライン革新による高品質化等付加価値
アップの実現

10,000,000
平成２８年　６月２７
日

29 株式会社ショーダ
最新ＣＮＣ制御装置搭載機種導入によるＩｏＴ技術を
活用した新生産プロセスの構築

27,910,000
平成２８年　６月２７
日

30 株式会社広洋電子
データロガーを主体とする弊社オリジナル製品の販
路拡大・品質向上・短納期を実現するシステム構築

10,000,000
平成２８年　６月２７
日

31 株式会社池田鉄工所
高剛性・高精度Ｍ／Ｃ導入による微細加工技術の獲
得

24,000,000
平成２８年　６月２７
日

32 株式会社フジイ
寸法測定に関わる生産性向上と高輝度塗装成形品
の生産方法の確立

10,000,000
平成２８年　６月２７
日

33 株式会社テイケン
研削砥石の革新的な高寸法精度・高品質システム化
による競争力強化

10,000,000
平成２８年　６月２７
日

34 株式会社もみの木畳店 特殊畳製造ライン見直しによる付加価値向上 5,000,000
平成２８年　６月２７
日

35 鳴滝工業有限会社
ＮＣプラズマ切断機導入により、内製化の促進と社内
コスト改善のため、切断工程の強化をする

20,640,000
平成２８年　６月２７
日

36 株式会社ＴＯＤＡ
高精度マシニングセンタを活用した自動車用検査具
の生産プロセスの改善

10,000,000
平成２８年　６月２７
日

37 株式会社宇根鉄工所
景観を保持し安価・コンパクトでエコな水圧シリンダー
起伏式防潮扉の開発

5,000,000
平成２８年　６月２７
日

38 有限会社日伸精機
形彫放電加工機、３次元測定器と生産管理ソフト導
入による生産体制強化

25,300,000
平成２８年　６月２７
日

39 株式会社広島精機
新型減速機の開発を可能とする設計・製造プロセス
の改善

10,000,000
平成２８年　６月２７
日

40 カイハラ産業株式会社 整経工程に於ける糸切感知装置 5,797,333
平成２８年　６月２７
日
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41 株式会社小早川
食品業界向けジッパー付三方シール袋製造の自動
化と高付加価値化による受注拡大計画

22,333,000
平成２８年　６月２７
日

42
タグソリューション株式会
社

画像検査機能付スリッター設備の導入によるプロセ
ス改善及び新規販路拡大事業

10,000,000
平成２８年　６月２７
日

43 ホーコス株式会社
ＩｏＴ技術導入による監視・分析機能強化を通じた工
作機械生産体制の確立

30,000,000
平成２８年　６月２７
日

44
有限会社フーズセレク
ション

食品関連業務における製袋工程の構築による受注
拡大

10,000,000
平成２８年　６月２７
日

45 株式会社大晃産業
薄板加工精度の向上と短納期化、安定供給を実現
する為の生産工程の改善

29,200,000
平成２８年　６月２７
日

46 野村乳業株式会社
腸内フローラ改善と予防医療に貢献する新規バイオ
発酵食品の開発

10,000,000
平成２８年　６月２８
日

47 株式会社フクトクダイヤ
自動車の自動運転技術に貢献する電動パワステ検
査装置部品の製造技術開発

18,800,000
平成２８年　６月２８
日

48 シグマ株式会社
高精度金型生産及び高精度樹脂成型部品生産体制
の構築

15,000,000
平成２８年　６月２８
日

49 有限会社タイヨー樹脂
レーザー加工機の導入による短納期の実現及び別
注品の販路拡大事業

3,066,666
平成２８年　６月２８
日

50 福山包装株式会社
特殊段ボール加工／製函の高度化を通じた市場シェ
ア拡大およびＥＣ市場への展開

30,000,000
平成２８年　６月２８
日

51 有限会社工房志楽
大型のうずくり加工機導入による生産性向上と短納
期化の実現

3,000,000
平成２８年　６月２８
日

52 五敬工業株式会社
最新型パンチ・レーザ複合機導入による外注依存撤
廃と競争力強化

30,000,000
平成２８年　６月２８
日

53
株式会社デルタツーリン
グ

高抗張力材化・大型化対応プレス設備の構築による
金型製造範囲の拡大

29,666,666
平成２８年　６月２８
日

54 小野酒造株式会社
清酒の新市場開拓に向けた多品種少量型製造プロ
セスの改善

10,000,000
平成２８年　６月２８
日

55 株式会社Ａ＆Ｃ
顧客志向イノベーション～部門顧客からＡ＆Ｃグルー
プ顧客へ

5,000,000
平成２８年　６月２８
日

56 川中醤油株式会社
電気透析による減塩だし醤油等、新商品の開発・製
造

5,000,000
平成２８年　６月２８
日

57 株式会社ミカサ
５軸制御ＭＣ導入による、デザインの高度化・高精度
化及び開発速度の大幅向上

26,362,000
平成２８年　６月２８
日

58 八橋装院株式会社
古ボールを再利用したオリジナル小物製作と球体３
Ｄ裁断機導入による生産効率向上

10,000,000
平成２８年　６月２８
日

59 有限会社ケイテック 高効率生産の実現による事業拡大体制の構築 5,000,000
平成２８年　６月２８
日

60 株式会社ゴウダ
高性能の木材切断機械導入による木製ベッド用パネ
ルの生産性向上

10,000,000
平成２８年　７月　１
日

61 株式会社栄光
高品質・低コストの戦略的商品開発を可能にする印
刷特殊加工技術の開発

19,042,466
平成２８年　７月　１
日
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62 株式会社扶桑ゴム産業
精密ゴムローラーの手加工技術を機械化・データ化
することによる生産性向上

10,000,000
平成２８年　７月　１
日

63 株式会社イワサキ
立形マシニングセンタ活用による革新的生産と多能
工人財の育成

30,000,000
平成２８年　７月　１
日

64 福豊精工株式会社
ＩｏＴによる工場の見える化と、企業間情報共有による
生産性向上

30,000,000
平成２８年　７月　１
日

65 株式会社マーキュリー
ＵＦＢ（ウルトラファインバブル）の生成データ収集用
測定装置の導入

4,933,333
平成２８年　７月　１
日

66 有限会社柴崎商店
「かき呉子」（特許）を量産する製造工場の新設と外
食産業向け営業の強化

9,600,000
平成２８年　７月　１
日

67 ゲイビ鋼業有限会社
ＮＣ旋盤と３ＤＣＡＤＣＡＭ導入による多品種少量の鋼
材複雑形状加工の短納期化と生産性向上

5,000,000
平成２８年　７月　１
日

68 小川工芸有限会社 自動麺棒研磨機導入による機械化生産体制の確立 2,036,666
平成２８年　７月　１
日

69 アグサメタル株式会社 ３次元を駆使した曲げ工程生産プロセスの改善 10,000,000
平成２８年　７月　１
日

70 トスコ株式会社
精紡機の改造により、少量多品種生産する紡績技術
の開発

5,039,999
平成２８年　７月　１
日

71 株式会社内海機械
コレットチャックの製造コスト削減及びＱＣ体制の確立
による医療機器分野へ進出

5,000,000
平成２８年　７月　１
日

72 株式会社ボストン
規格外品を活用した農産品の付加価値化と老舗ブラ
ンドを活用した事業者市場の開拓

10,000,000
平成２８年　７月　１
日

73 株式会社ベルテックス
最新式射出成形機導入による車載用電子部品の不
良低減及び生産性の向上

5,000,000
平成２８年　７月　１
日

74 わだ歯科クリニック
大幅な時間短縮かつ安全な最先端歯科口腔外科用
手術システムの導入

9,700,000
平成２８年　７月　１
日

75 有限会社ワイズ
高性能ワイヤーカット放電加工機導入による、多品
種少量部品の高効率生産性体制の確立での新規市
場開拓

8,100,000
平成２８年　７月　１
日

76
庄原ステンレス工業株式
会社

溶接工程への最新技術導入と、ＩｏＴによる工場間連
携体制構築

25,635,000
平成２８年　７月　１
日

77 金光酒造合資会社
冷却装置付きタンクの新設による日本酒の炭酸ガス
残留と海外販路の構築

6,200,000
平成２８年　７月　１
日

78
株式会社加藤プロセス印
刷

印刷、乾燥工程の自動化による衣料品印刷工程の
最適化。

10,000,000
平成２８年　７月　１
日

79 ユウベル株式会社
顧客情報の可視化と販促の自動化による会員満足
の向上と新規開拓

10,000,000
平成２８年　７月　１
日

80 株式会社アラムデント
セラミック素材に特化した技工物制作にＣＡＤ／ＣＡＭ
を活用し新分野への進出と新規雇用創出の取り組み

9,126,666
平成２８年　７月　１
日

81 株式会社キッチンヘルプ
『作りたての美味しさ』の伝統的和食の一品で、調理
現場の革新的な改善支援

9,979,800
平成２８年　７月　１
日
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82 お多福醸造株式会社
タンパク質分解活性を増強する酵素を用いた、穀物
酢の多品種少量生産方式の確立と試作品開発

10,000,000
平成２８年　７月　１
日

83 株式会社エフテックス
長尺品の生産能力を強化するため、最新の鏡面研
磨機の導入

30,000,000
平成２８年　７月　１
日

84
株式会社ジャパン・エン
ジニアリング・ワークス

高精度大型研磨機による金属同士の高気密性の実
現と競争力の強化

10,000,000
平成２８年　７月　１
日

85
日本バレル工業株式会
社

マイクロバブル超音波洗浄制御装置の導入による
めっき品質向上の実現

6,278,666
平成２８年　７月　１
日

86
株式会社広島テクノプラ
ザ

次世代自動車等の開発を支援するＥＭＣ計測サービ
スの提供

14,900,000
平成２８年　７月　１
日

87 今中物産株式会社
付着物除去技術の高度化による昆布加工品の高品
質化

10,000,000
平成２８年　７月　１
日

88 カジウメ工業株式会社
自動車用部品の革新的高生産性・低コスト製造技術
の確立による受注拡大

30,000,000
平成２８年　７月　１
日

89 株式会社エイビス・プラン
高精度ＭＣと最新ＣＡＤ／ＣＡＭ導入により社内ネット
ワークの実現と一貫生産体制の構築

23,333,333
平成２８年　７月　１
日

90 有限会社井上鉄工所
４軸Ｍ／Ｃ導入による多品種少量歯車加工の短納
期、低コスト化の実現

5,000,000
平成２８年　７月　１
日

91 有限会社石原工業所
大型・高精度ＣＮＣ平面研削盤導入による難削材の
高能率研削加工の実現

30,000,000
平成２８年　７月　１
日

92
株式会社寺岡精機製作
所

５軸制御ＭＣ導入による生産革命と新分野進出 30,000,000
平成２８年　７月　１
日

93 有限会社久保鉄工
最新モデルの設備投資を活用した生産プロセスの革
新による中堅・大手製造業の協力工場への転身

30,000,000
平成２８年　７月　１
日

94 ベンダ工業株式会社
超小径リング生産装置開発～革新的超小型リング量
産設備の開発による市場の拡充～

10,000,000
平成２８年　７月　１
日

95 株式会社チヨダパック
国際進出を見据えたデザイン力を形にする試作品開
発技術の強化

5,000,000
平成２８年　７月　１
日

96 備後漬物有限会社
味覚センサーを活用した味の数値化技術による漬物
商品の開発期間の短縮

6,333,333
平成２８年　７月　１
日

97 株式会社志和工業
治具開発技術と最新設備ＣＮＣ旋盤の融合による、
高品質と高生産性の実現

30,000,000
平成２８年　７月　１
日

98 金丸木工株式会社
高齢化による成長分野の医療・福祉・介護業界の家
具需要と既存顧客ニーズへの対応強化

5,000,000
平成２８年　７月　１
日

99 有限会社シリウス
「小型乾燥炉導入」によるオリジナルカラーの試作品
開発の加速・効率化及び新規小口顧客の獲得と業
務効率の向上

10,000,000
平成２８年　７月　１
日

100 株式会社小川製作所
大径ワーク加工用ＣＮＣ旋盤の導入による一貫生産
体制の確立

10,000,000
平成２８年　７月　１
日

101 株式会社三和商会
安全なポータブル自動ガス切断機の導入による生産
性改善

2,138,666
平成２８年　７月　１
日
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102 賀茂泉酒造株式会社
生産体制の再構築による低温瓶貯蔵・小容量の日
本酒の増産の実現

10,000,000
平成２８年　７月　１
日

103 株式会社浅井製作所
冷凍車部品の高効率生産を実現する工程統合ブラ
ンクシステムの構築

28,333,000
平成２８年　７月　１
日

104 松井木工株式会社
木製家具の高品質化、生産性の向上による新ブラン
ドの拡大と生産体制の構築

3,240,000
平成２８年　７月　１
日

105 株式会社ビクトリー
高速自動生地裁断機導入による高付加価値製品の
製造・販売及び製品短納期化

10,000,000
平成２８年　７月　１
日

106 株式会社広島金型
加工精度向上による新分野進出及び事業の高付加
価値化のための最新型設備の導入

30,000,000
平成２８年　７月　１
日

107 株式会社テクノクラーツ
金型の高精度化を目的とした縮径型アンダーカット処
理ユニットの試作開発

4,680,000
平成２８年　７月　１
日

108 ユニテック工業株式会社 一貫生産体制を構築することによる事業拡大計画 7,400,000
平成２８年　７月　１
日

109 日鐵鋼業株式会社
最新ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による材料切断の一貫体制
による短納期・低コストの実現と生産プロセスの改善

4,000,000
平成２８年　７月　１
日

110 蒲刈物産株式会社
藻塩製造用濃縮設備の省エネルギー化による生産
性・品質向上と海外進出・競争力強化

3,653,333
平成２８年　７月　６
日

111 松岡工業有限会社
レーザー加工機の導入による、製缶板金加工の強化
と生産性の向上

29,000,000
平成２８年　７月　６
日

112 株式会社クリエイション
ＨＰ　Ｌａｔｅｘプリンターの導入による良質壁紙の印刷
事業

2,666,666
平成２８年　７月　６
日

113 株式会社黒野金属
特殊形状部品を鋳造で実現するための金型製作技
術の確立計画

30,000,000
平成２８年　７月　６
日

114 株式会社コーサック
小型ＮＣ旋盤と非接触測定器導入による長軸加工と
生産管理体制の強化

5,000,000
平成２８年　７月　６
日

115 株式会社安芸ネーム
インクジェットプリンター導入による印刷技術高度化と
生産性向上による競争力の強化

3,000,000
平成２８年　７月　６
日

116 ドリームベッド株式会社
心地良い寝心地と快適な睡眠につながる革新的なオ
リジナル・ベッドの生産体制構築

10,000,000
平成２８年　７月　６
日

117
株式会社広島メタル＆マ
シナリー

鋳鋼・組立業務での最新鋭３Ｄスキャナによる木型管
理及び検査のデジタル化

30,000,000
平成２８年　７月　６
日

118 有限会社橘高石材店
最新の石材への文字彫刻設備導入による納期短縮
及び品質向上

5,000,000
平成２８年　７月　６
日

119 株式会社澤井製作所
樹脂製自動車部品需要に対応したプラスチック射出
成形製品生産体制の確立

10,000,000
平成２８年　７月　６
日

120 青葉印刷株式会社
自動穴あけ設備導入による作業効率の改善と品質
の向上

4,873,332
平成２８年　７月　６
日

121 株式会社大田鋳造所
ＩｏＴ対応型高精度五面加工機による高度生産力の
実現と競争力の強化

30,000,000
平成２８年　７月　６
日
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122 深江特殊鋼株式会社
フライス加工革命（平面研磨加工レベルの製品をフラ
イス加工で実現）

30,000,000
平成２８年　７月　６
日

123 株式会社久保田鐵工所
次世代自動車に寄与する、部分加熱スピニング工法
の開発

10,000,000
平成２８年　７月　６
日

124 株式会社三協ゴム
情報技術の活用により製品トレーサビリテイを確立し
客先信頼度を向上させる事業

10,000,000
平成２８年　７月　６
日

125 カネマサ製作株式会社
レーザー加工機導入による生産リードタイムの短縮
と生産性向上及び収益改善計画

26,000,000
平成２８年　７月　６
日

126
広島日本電子工業株式
会社

真空又は窒素雰囲気における無酸化高周波焼入
れ・急速油冷技術の確立により、品質向上と大幅な
コストダウンを図る。

10,000,000
平成２８年　７月　６
日

127 有限会社織田鐵工所
自動加工システム構築による超精密医療用分析機
器部品の量産効率化

10,000,000
平成２８年　７月　６
日

128 大蔵工業株式会社
シミュレーション技術活用による高難度、高品質、短
納期試作の実現

7,682,333
平成２８年　７月　６
日

129 髙橋技研株式会社
最新設備とＩｏＴの活用による大手電機メーカー向け
減速機部品生産ラインの確立

30,000,000
平成２８年　７月　６
日

130 株式会社土肥
３ＤＣＡＤシステムの導入による建築図面作成の効率
化とライフスタイルに合わせた働き方の実現

3,277,330
平成２８年　７月　６
日

131 シンセイアート株式会社
生産プロセスの革新による更なるトータルデジタル
ワークフローの構築

30,000,000
平成２８年　７月　６
日

132 まるか食品株式会社 地方創生に向けた新展開実施事業 30,000,000
平成２８年　７月　６
日

133 伝統工芸株式会社
釘を使わない高級感の溢れる木製家具『ＬＩＳＣＩＯ』ブ
ランドの確立

3,900,000
平成２８年　７月　６
日

134 株式会社いい庭
観葉植物が楽しめるくつろぎ空間体験型「温室カ
フェ」の開発

5,000,000
平成２８年　７月　６
日

135 株式会社満天
スマホ・アプリを活用した解体用アタッチメント買取り・
販売における商品・サービス提供プロセス革新の取
り組み

3,666,666
平成２８年　７月　６
日

136 株式会社後藤製作所
多面加工技術の導入による生産ラインの構築と生産
効率の改善計画

10,000,000
平成２８年　７月　６
日

137 後藤工業株式会社
大型工作機械導入を通じた収益構造変革のための
技術力強化と生産体制整備計画

10,000,000
平成２８年　７月　６
日

138 山岡酒造株式会社 國酒の海外輸出基盤構築事業 4,642,000
平成２８年　７月　６
日

139 株式会社いけうち
短納期・製造コスト削減可能な「立形マシニングセン
タ導入」

23,066,666
平成２８年　７月　６
日

140 株式会社三暁
フックブロック製造プロセス革新による競争力強化と
労働人口減少社会への準備

18,000,000
平成２８年　７月　６
日

141 花園クリニック
高性能遺伝子検査システム導入によるガン検査及び
治療の高精度化

26,133,333
平成２８年　７月　６
日
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142
日本システムデザイン株
式会社

任意形状加工穴の傷検出と形状計測を同時におこ
なう検査装置の開発

4,840,000
平成２８年　７月　６
日

143 舛元木工株式会社
職人的技術をデータ化し高精度ロボットにより生産プ
ロセスを革新する。

30,000,000
平成２８年　７月　６
日

144 株式会社松本製作所
新規設備導入による特殊加工ノウハウの継承と新規
受注の拡大

5,000,000
平成２８年　７月　６
日

145 柿原工業株式会社
プラスチックめっき部品製造でのＩｏＴ活用による不良
発生率低減

22,969,000
平成２８年　７月　６
日

146 株式会社宮中鉄工所
加工機のＣＮＣ化で生産性、利益率の高い多種中量
生産体制の実現

30,000,000
平成２８年　７月１１
日

147 株式会社津田製作所
工程集約とパレット交換システム導入でＪＩＴ生産対応
可能な生産体制の確立

30,000,000
平成２８年　７月１１
日

148 株式会社イーパック
押出ラミネート加工品の生産・機能性に関わる画像
処理システム設備

16,720,000
平成２８年　７月１１
日

149 有限会社プラネット
ＵＶ印刷機・断裁機導入による内製比率及び精度の
向上

5,000,000
平成２８年　７月１１
日

150 株式会社タケシタ
最新型ＣＮＣ自動旋盤導入による生産性向上と新素
材加工技術確立による競争力強化

30,000,000
平成２８年　７月１１
日

151 ダックケーブル株式会社
活動履歴解析による健康増進アドバイスと食品推奨
をおこなう糖尿病予防アプリ開発

5,000,000
平成２８年　７月１１
日

152
福山自動車整備協業組
合

自動車整備のプロセス改善と高度化計画 2,375,999
平成２８年　７月１１
日

153 呉ビール株式会社
小規模地ビール工房からクラフトビールメーカー実現
に向けた取組

5,906,666
平成２８年　７月１１
日

154 株式会社三宅
防犯タグ製造の自動制御システムの開発による生産
性の飛躍的な向上

30,000,000
平成２８年　７月１１
日

155 クラタ食品有限会社
生麺の無人一貫生産ラインの導入による賞味期限の
大幅延長

10,000,000
平成２８年　７月１１
日

156 株式会社ＮＡＫＡＭＵＲＡ
熊野筆の特殊デザイン木軸塗装機と木口穴開機導
入による生産改善

10,000,000
平成２８年　７月１２
日

157
株式会社渡辺電機製作
所

環境対策を考慮した高効率焼付塗装設備による生
産体制の構築

5,000,000
平成２８年　７月１２
日

158 マチモト株式会社
ナノ粒径気泡にバラの香り成分を包摂した高付加価
値食品による新分野の加速化

5,000,000
平成２８年　７月１２
日

159 石井畳店
最新平刺し機導入による薄畳製造・納期短縮および
販路拡大化計画

2,730,000
平成２８年　７月１２
日

160 ルーチェサーチ株式会社 計測・調査・輸送用長時間フライトＵＡＶの開発 10,000,000
平成２８年　７月１２
日

161 株式会社イワタ木工
轆轤（ろくろ）加工の自動化による高品質・量産体制
の構築

10,000,000
平成２８年　７月１２
日
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162 浦上桐工芸株式会社
高速切削研磨機導入による生産工程の改革と品質
改善計画

5,000,000
平成２８年　７月１２
日

163 有限会社ぽけっと
環境にも人にも優しい自然素材を原料にした「天然
洗剤」の開発

4,799,998
平成２８年　７月１２
日

164
有限会社広島金具製作
所

新開発製品のコストダウンと短納期化に向けた生産
設備導入計画

3,000,000
平成２８年　７月１２
日

165 かなわ水産株式会社
ノロウィルスフリー，育種を可能にする！かき完全陸
上養殖技術開発

10,000,000
平成２８年　７月１２
日

166 株式会社マツイ
ノロウィルスフリー，育種を可能にする！かき完全陸
上養殖技術開発

9,999,999
平成２８年　７月１２
日

167 株式会社タテイシ広美社
設備増設によるＰＯＰの試作・量産品製作の短納期・
低コスト化実現

10,000,000
平成２８年　７月２１
日

168 徳永製菓株式会社
チョコレート技術導入による豆菓子製造の発展と海
外展開

22,329,332
平成２８年　７月２１
日

169 株式会社旭光製作所
手動ハンドル付きＭ／Ｃとロボットの新ライン導入に
よる労働生産性向上

30,000,000
平成２８年　７月２１
日

170 株式会社メタルプロ 工程のオート化による付加価値強化計画 30,000,000
平成２８年　７月２１
日

171 有限会社中路産業
最新複合旋盤機導入により生産効率向上と受注拡
大を図る試み

30,000,000
平成２８年　７月２１
日

172 株式会社朝日倉庫
国内に生産を回帰しつつあるレディスパンツの製造
業を支援するアパレルの高付加価値なワンストップ
物流サービス

9,658,666
平成２８年　７月２１
日

173 株式会社日研工業
金型ＤＢによる鍛造金型の長寿命化と製作・修理
リードタイムの短縮の提供

10,000,000
平成２８年　７月２１
日

174 平井興産株式会社
健康志向の女性や一般家庭向けのスッポン鍋セット
等の開発

3,301,331
平成２８年　７月２１
日

175 峰商事合同会社
地域産業資源「サツマイモ」の貯蔵庫の設置及び商
品開発

4,387,035
平成２８年　８月　８
日
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