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（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 2834110001 広島県 有限会社広島ピーエス 7240002028281 自動車部品搬送用台車の溶接工程における自動化及び短納期対応 広島銀行

2 2834110007 広島県 株式会社ニチマンラバーテック 2240001034351 天然ゴムタイルの製造工程改革による生産性向上計画 広島銀行

3 2834110008 広島県 株式会社川口製作所 3240001028699 最新ワイヤ放電加工機導入による生産性向上 廿日市商工会議所

4 2834110009 広島県 相互工芸株式会社 5240001034290 刃物交換の最適化とプログラム外段取化による業務用木製天板の量産化 広島銀行

5 2834110011 広島県 株式会社御菓子所高木 8240001001841
主力商品等の品質向上によるブランド力強化、及び商圏の拡大を目的
とする事業

商工組合中央金庫

6 2834110012 広島県 サンワチップ有限会社 1240002046090 木材チップの品質の安定化と量産化の体制構築事業 神石高原商工会

7 2834110014 広島県 株式会社フジカラー広島中央 1240001012845
プロラボの技術を活かした高品質フォトブックの「ファミリー」ニーズ
への対応

もみじ銀行

8 2834110015 広島県 有限会社大岡印舗 9240002039723 レーザー加工機と自社開発プログラムを採用したゴム印製造の自動化 福山商工会議所

9 2834110017 広島県 福豊精工株式会社 3240001025119
２４時間稼働可能なタレパンシステムとＩｏＴ機器活用による板金事
業の革新

もみじ銀行

10 2834110021 広島県 有限会社柏原機工 9240002039987 最新型ＣＮＣ旋盤導入による高精度旋削加工の内製化実現 中国銀行

11 2834110022 広島県 有限会社金島工作所 7240002040047 スロッター加工の自動化による生産効率の向上 広島銀行

12 2834110025 広島県 株式会社久保田鐵工所 4240001002868 高効率低価格を実現した３次元ウォーターポンプインペラの開発
加藤昌也税理士事務
所

13 2834110026 広島県 三共精工株式会社 5240001030819
単品、短納期、高精度の大型部品の生産体制を構築することでさらな
る受注拡大を目指す

株式会社アルマ経営
研究所

14 2834110029 広島県 株式会社マルニ木工 5240001028342
ＮＣ自動裁断機導入によるモダンデザイン家具の高効率な生産体制の構
築

広島県信用組合

15 2834110031 広島県 株式会社内海機械 7240001034140
旋盤導入による生産性および精度向上により、食品工場機械部品への
本格進出

中国銀行

16 2834110032 広島県 星野木工株式会社 2240001034418
高周波フラッシュ接着機導入により生産力強化を図り新市場へ展開す
る

府中商工会議所

17 2834110033 広島県 マルト製菓株式会社 9240001032209
さらなる海外展開のための「１８０日賞味期間」の蒸しケーキの開発
及び生産体制の確立

中国銀行

18 2834110034 広島県 入江株式会社 8240001033562 スリーブの初工程加工法の改善による生産性の向上
石原広一公認会計士
税理士事務所

19 2834110035 広島県 マルコ水産有限会社 1240002038526 海苔加工ライン構築による「焼塩海苔オリーブオイル仕上げ」の開発 沼隈内海商工会

20 2834110037 広島県 株式会社アパークス・サトー 1240001029781
自動裁断機・新型ＣＡＤ導入による生産体制の強化と高付加価値衣料
品の提供

福山北商工会

21 2834110038 広島県 広機工株式会社 3240001026414
ＩｏＴ化した超高精度切削加工機の導入による航空機用部品の革新的
増産体制の構築

公益財団法人くれ産
業振興センター

22 2834110040 広島県 株式会社デルタツーリング 7240001007294 機械加工の革新的システム構築によるプロセスイノベーションの実現 広島銀行

23 2834110044 広島県 木曽精機株式会社 6240001030330
知能化機能活用による航空機部品製造の高精度・高効率切削加工シス
テムの確立

商工組合中央金庫

24 2834110046 広島県 株式会社スペースワーク 5240001028243
生産工程の最適化と生産体制の強化を同時に満たし受注増と競争力強
化を図る

広島銀行

25 2834110047 広島県 わだ歯科クリニック  離島地域における高齢者・障害者への高品質な訪問歯科治療の提供
公益財団法人ひろし
ま産業振興機構

26 2834110050 広島県 有限会社ジャムザキッチン 8240002033090
３Ｄ冷凍定量スライサーとダブルチャンバー型真空包装機の導入により、自社
の強みを活かした差別化製品の生産性向上と販路拡大の実現

商工組合中央金庫

27 2834110051 広島県 小原石材  
墓石ＣＡＤとゴムカットマシンの導入による短納期と高付加価値の実
現

高陽町商工会

平成２８年度補正 革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金
採択案件一覧（132件）
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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

28 2834110058 広島県 東和工業株式会社 8240001046481 ものづくりの領域拡大に向けた、革新的・先進的な木材加工機の導入 もみじ銀行

29 2834110059 広島県 株式会社ノーブルウイング 1240001031655 自社ブランド製品の開発のための設備導入計画 商工組合中央金庫

30 2834110060 広島県 真辺工業株式会社 9240001034345
超短期間で最低コスト量産ラインを構築する「スマートものづくりプ
ロセス」の実現

税理士法人田邉会計
事務所

31 2834110064 広島県 前浜工業株式会社 7240001010901 ３次元レーザー計測装置の導入事業
価値組思考コンサル
ティング

32 2834110066 広島県 株式会社タテイシ広美社 4240001034309 板金曲機の導入による内製化の促進と地元企業との協業体制の確立 広島銀行

33 2834110068 広島県 上島下島自動車整備協業組合 9240005010482 車検作業工程の効率化により離島地域の顧客サービス向上を図る 大崎上島町商工会

34 2834110069 広島県 庄原ステンレス工業株式会社 6240001025108
板金エンジニアリングシステム導入による図面展開作業と情報共有の体
制構築

もみじ銀行

35 2834110071 広島県 深江特殊鋼株式会社 7240001031864
５軸ＭＣ導入によるプレス金型部品生産におけるプロセスイノベーショ
ンの実現

中国銀行

36 2834110078 広島県 株式会社ファンドリー 1240001042396
ポータブル光学発光分光器導入による品質精度向上と短納期対応能力の
強化

商工組合中央金庫

37 2834110079 広島県 森田工業株式会社 3240001026637
航空エンジン部品製造の「製造実行システム」導入によるものづくり
力の強化

公益財団法人くれ産
業振興センター

38 2834110080 広島県 井上工業有限会社 1240002039367
ＣＮＣロータリー式平面研削機導入による新市場の開拓と利益率向上
への挑戦

両備信用組合

39 2834110085 広島県 株式会社ボストン 6240001010803
新感覚洋菓子の開発のため、液体・粘体自動充填包装機を導入・製造
工程の確立をし、新規顧客の開拓と海外市場の拡大をする

商工組合中央金庫

40 2834110086 広島県 株式会社ファームスズキ 6240001048109 水産養殖事業のＩＴ導入による広大な養殖池作業の効率化 大崎上島町商工会

41 2834110088 広島県 ＬＩＡＮＡ合同会社 6240003002237
目・耳が不自由でも簡単！動画による高齢者施設検索・案内システム
の導入

広島信用金庫

42 2834110089 広島県 有限会社髙松製作所 7240002046507
ロボット分野の市場開拓に向けた新たな生産体制の構築と多能工への
挑戦

広島銀行

43 2834110094 広島県 トラスト株式会社 9240001034502
横形ＮＣフライス盤導入による金型製造工程の効率化及び、新規受注
の拡大

中国銀行

44 2834110096 広島県 有限会社椿庵博美屋 7240002033414 革新的和菓子包装機の導入による飛躍的な生産性向上と販売促進 もみじ銀行

45 2834110097 広島県 株式会社栄光 4240001029928 マンガ同人誌商品の極小ロット生産の実現と商品力の強化 竹村税理士事務所

46 2834110098 広島県 大和精機有限会社 7240002009174 医療用途拡大に伴うギヤポンプ部品の高精度化及び増産体制の構築 もみじ銀行

47 2834110102 広島県 三輝株式会社 6240001033639 自動裁断システムの導入による特殊縫製製品事業への本格参入 福山あしな商工会

48 2834110103 広島県 有限会社松尾工業 4240002052788
高精度マシニングセンター導入によるＦＣＤ材加工技術強化と事業拡
大

占部圭祐税理士事務
所

49 2834110104 広島県 有限会社エキヤパッケージ 4240002039604
新規打抜加工機の導入による生産性の向上と高機能性段ボール製品の
生産

広島銀行

50 2834110107 広島県 株式会社木匠 4240001035430
ＮＣルーター導入による特殊形状家具の生産力向上と環境配慮型家具
の生産

広島銀行

51 2834110109 広島県 土井木工株式会社 4240001034325
３次元ＣＡＤ／ＣＡＭソフト・生産工程管理システム導入による短納
期化およびシェル構造チェアの量産

広島銀行

52 2834110110 広島県 有限会社小田食品 1240002032347 「イカせんべい」の自動判別と集積ラインの構築による生産性向上 山口銀行

53 2834110115 広島県 株式会社ヒロテック 4240001010045
自動車用排気系における多品種生産へのモバイルロボットとＩＴ活用
による人作業革新

公益財団法人ひろし
ま産業振興機構

54 2834110116 広島県 株式会社一橋 7240001026443
最新鋭電気式射出成形機導入による革新的な樹脂部品生産プロセスの
構築

伊予銀行

55 2834110117 広島県 都吹株式会社 9240001039047
生産工程改善及びロボット等の設備導入・ＩｏＴ機能活用による低コ
スト化体制の確立

中国銀行

56 2834110118 広島県 有限会社武昌 6240002041640
生産効率向上の為のロボット付設備導入とＩｏＴによる生産システム
の構築

公益財団法人ひろし
ま産業振興機構
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57 2834110123 広島県 株式会社安芸テクノス 1240001036142
革新的高精度・高生産性切削加工技術の確立による大型金型加工の受
注拡大

公益財団法人くれ産
業振興センター

58 2834110126 広島県 福山技研工業株式会社 7240001032664 電油装置ユニット導入により作業軽減と生産性向上を実現 広島銀行

59 2834110128 広島県 有限会社ワーカブル 6240002043819 複合加工機導入による工程集約化と提案型加工の強化 もみじ銀行

60 2834110129 広島県 イケダ株式会社 9240001000702
ジッパー機能付き最新包装製袋機の生産ライン導入による伸長市場へ
の展開

商工組合中央金庫

61 2834110130 広島県 ヒロボー株式会社 6240001034372 真空成形のハイサイクル化による生産性の向上及び新規受注の獲得 中国銀行

62 2834110135 広島県 佐々木金属工業株式会社 9240001004125 金属屋根用断熱材自動貼付装置を導入し内製化で収益向上 広島信用金庫

63 2834110139 広島県 有限会社益田畳店 2240002036925
最新框縫機導入による薄畳製造内製化への取組で、納期短縮・コスト
削減及び販路拡大戦略

廿日市商工会議所

64 2834110140 広島県 株式会社よこまち 9240001012219 介護畳・インテリア畳製造の内製化と和畳の生産プロセス改善 高陽町商工会

65 2834110141 広島県 有限会社Ｊｕｎアースクリーン 4240002046278 太陽光発電設備の点検・洗浄・保守と故障時の復旧サービスの提供 中国銀行

66 2834110142 広島県 リンクス株式会社 6240001032566
最新ＣＮＣ制御付工作機を導入し、切削の高度化を目的とした生産体
制の強化

商工組合中央金庫

67 2834110143 広島県 篠原テキスタイル株式会社 4240001030885 世界初の独自デニム生地の開発及び生産体制の構築 福山北商工会

68 2834110147 広島県 有限会社昭和機械工業 3240002035133
高精度ワイヤーカット機導入による特殊金型の生産量・精度を向上さ
せ新市場の開拓

もみじ銀行

69 2834110151 広島県 有限会社竹吉鉄工 2240002035142
大型ＣＮＣ旋盤導入による生産体制強化と事業拡大での一社依存から
の脱却

呉信用金庫

70 2834110152 広島県 株式会社大晃産業 6240001038225
鋼板円筒加工精度の向上と短納期、安定供給を実現する為の生産工程
の改善

瀬尾税理士事務所

71 2834110155 広島県 株式会社生田合金鋳造所 4240001025489 鋳物砂再生装置の導入による生産性の向上
公益財団法人くれ産
業振興センター

72 2834110158 広島県
株式会社計測リサーチコンサルタ
ント

5240001003072
レーザ搭載型ＵＡＶのＩｏＴ化によるリアルタイム空間情報取得システ
ム

広島銀行

73 2834110160 広島県 東洋プラント株式会社 4240001031462 大型ＣＮＣプレスブレーキ導入による短納期化の実現と生産性向上 もみじ銀行

74 2834110162 広島県 株式会社エヌテック 4240001034028
高剛性５軸同期制御ＮＣ旋盤導入による複雑加工技術の獲得と生産体
制の高度化を図る。

商工組合中央金庫

75 2834110167 広島県 カワソーテクセル株式会社 1120001042359 医療機器等に使用する高機能透過窓に用いる革新的接合技術の確立
公益財団法人くれ産
業振興センター

76 2834110169 広島県 株式会社クラハシ 4240001034580
活魚の高鮮度を保つ革新的な備蓄飼育技術及び長距離配送システムの
確立

中国銀行

77 2834110170 広島県 株式会社山中製作所 6240001048133
次世代デジタル型工作機械導入によりシステム構築、加工生産性向上を
図る

広島銀行

78 2834110171 広島県 株式会社協和 9240001034196
複合旋盤と３ＤＣＡＤＣＡＭ導入による高精度多品種少量製品短納期
化と低コスト化の実現

中国銀行

79 2834110173 広島県 株式会社ヴィレッジホーム光末 6240001035346
米の乾燥・調製ラインの再構築による処理能力の増強と米のブランド
力向上

神石高原商工会

80 2834110174 広島県 有限会社中島商店 6240002042060
地場もやし企業の新たな経営戦略の構築：鮮度を活かせる高品質もや
しの製造

福山商工会議所

81 2834110175 広島県 有限会社藤木工作所 2240002047022
大型ＮＣフライス盤を導入による汎用生産ラインの短納期化と原価低
減の実現

もみじ銀行

82 2834110179 広島県 株式会社浜本工作所 2240002033740
レーザータレットパンチ（複合機）を導入し、短納期化と低コスト化
と高品質化を実現した新生産体制を構築する

呉信用金庫

83 2834110180 広島県 株式会社ミカサ 9240001011682
楽しみながら健康増進・維持が出来るシステムを導入した革新的ト
レーニングサービス事業

伊予銀行

84 2834110182 広島県 株式会社ＨＩＶＥＣ 3240001015763
炭素繊維複合材料３Ｄプリンターを用いた軽量かつ高強度な製品の開
発・製造

東広島商工会議所

85 2834110183 広島県 今中物産株式会社 7240001037787 新型乾燥機導入による乾燥技術の高度化と生産性向上事業 中国銀行
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86 2834110185 広島県 株式会社ギケン 8240001028199
化学発泡成形の発泡力向上による自動車樹脂部品の軽量化及び機能向
上事業

広島信用金庫

87 2834110186 広島県 有限会社石井工業 6240002044949 大型金属部品の加工技術における国内外トップクラスへの挑戦 福山北商工会

88 2834110192 広島県 株式会社新興産業 8240001022838 ファイバーレーザ溶接システム導入による溶接工程の最適化 山口銀行

89 2834110197 広島県 株式会社ワイザーリンケージ 8240001032622
生産管理ソフト・最新ＣＮＣ制御装置搭載機導入によるＩＯＴ・知的
化技術を活用した生産体制強化

しまなみ信用金庫

90 2834110200 広島県 岡元工業有限会社 7240002049410 主力製品生産のデジタル化と部品加工受注拡大による売上拡大計画 もみじ銀行

91 2834110201 広島県 株式会社トーエイ 6240001025074
ＩＴシステムの導入等による顧客満足度アップと生産性向上を通じた
地域総合スーパーのモデル形成事業

東城町商工会

92 2834110202 広島県 有限会社日伸精機 7240002051143
マシニングセンタ導入による高精度複雑ダイキャスト金型の短納期化と
低コスト化の実現

中国銀行

93 2834110203 広島県 有限会社備後金型工業 7240002046044
高性能ワイヤーカット導入による多品種部品加工の原価低減と短納期
化の実現

備後信用組合

94 2834110204 広島県 有限会社井上鉄工所 9240002039376 ３次元測定機導入による生産リードタイム短縮と原価低減の実現 中国銀行

95 2834110205 広島県 株式会社寺岡精機製作所 1240001031390
ハイエンドＣＡＭ導入による金型加工の短納期化の実現と加工支援技
術の高度化

中国銀行

96 2834110206 広島県 有限会社パンダライフ 1240002026002
姿勢測定システム導入による効率化とサービス品質の平準化・見える
化

山陰合同銀行

97 2834110210 広島県 タイム株式会社 2240001037296 ロボット制御付きＹＡＧレーザー溶接機の導入による新規事業の開拓 広島銀行

98 2834110211 広島県 株式会社荒谷商会 1240001029113
高度なプラスチック再資源化を実現するための自動車内装材の破砕機
の導入

公益財団法人くれ産
業振興センター

99 2834110212 広島県 トラスト神石株式会社 3240001033988
レーザー溶接修繕による金型の長寿命化および製造原価削減・売上増
加の実施

中国銀行

100 2834110217 広島県 山陽鶴酒造株式会社 8240001022565 次世代型小型醸造設備の導入によるオンリーワン製品製造事業 山口銀行

101 2834110218 広島県 廣島織染協同組合 8240005007661
速まる製品ライフサイクルに対応した高品質・低コスト糸染の短納期生
産・安定供給体制の実現

百十四銀行

102 2834110223 広島県 株式会社ビクトリー 3240001034706
高性能ブロアーマシーンの開発・導入による生産性の改善と製品コン
セプトの確立

唐川浩志税理士事務
所

103 2834110225 広島県 株式会社サンワテクノス 4240001025943
熱交換器パネルの狭小部突合せ溶接の革新的全自動溶接による飛躍的
な効率向上

公益財団法人くれ産
業振興センター

104 2834110228 広島県 関西金属工業株式会社 3240001036264 漆黒の筆金具生産の自動化・量産化 もみじ銀行

105 2834110234 広島県 株式会社高橋鉄工所 1240001031267
汎用加工からハイブリッド加工（複合加工）まで挑戦する提案型企業
へのシステムの構築

もみじ銀行

106 2834110236 広島県 有限会社コーシン 2240002032841 大型プレス加工機の導入による部品加工販売の高付加価値化 呉信用金庫

107 2834110238 広島県 株式会社ショーダ 9240001024593
社内ネットワーク・ＩｏＴへの取り組みの拡大とＡＩを搭載した最新型ＣＮＣ
制御装置搭載横型マシニングセンター導入による更なる高精度品への挑戦

広島銀行

108 2834110243 広島県 株式会社広島メタルワーク 7240001009638
ボトルネックとなっていた曲げ工程を最新の情報技術を用いて自動化
することにより、工程品質の向上と生産性向上を図る

商工組合中央金庫

109 2834110244 広島県 有限会社フルカワ 2240002031595 プラスチック粉砕加工商品における前処理工程の自動化と品質の向上 もみじ銀行

110 2834110245 広島県 お多福醸造株式会社 6240001040098 健康機能性を持つ赤酢の独自製法の確立と地産地消型の試作品開発 三原臨空商工会

111 2834110251 広島県 クック・アシスト  「スマートクックアシスト」の開発・事業化 もみじ銀行

112 2834110252 広島県 池田工業有限会社 8240002046613
切削加工機械導入による品質・生産効率の向上を通じた独自技術の発
展

唐川浩志税理士事務
所

113 2834110253 広島県 ホーコス株式会社 6240001032095 三次元測定器の導入と測定データの加工・集計の自動化 広島銀行

114 2834110254 広島県 丸善工業株式会社 6240001036229 トレーサビリティの改善と生産性向上による長期安定受注の実現 広島信用金庫
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115 2834110258 広島県 有限会社はと印刷 2240002051222 デジタルラベル印刷機とレーザーカッターによるラベル印刷の革新 もみじ銀行

116 2834110260 広島県 株式会社テクノクラーツ 2240001007200
ＣＮＣ３次元測定機導入による自社製品の低コスト化、短納期化、お
よび高品質化

もみじ銀行

117 2834110263 広島県 クラタ食品有限会社 9240002040350 世界初「高付加価値半生手打ちうどん」の新規開発および海外展開
株式会社クリエイ
ション

118 2834110264 広島県 株式会社奥野工作所 1240001029451
超音波洗浄システムの導入で洗浄品質の向上、生産性の向上、環境改
善を図る

中国銀行

119 2834110267 広島県 八橋装院株式会社 6240001011891 プロやアマの思い出ボール素材による“リ・ボール”バッグの制作革新 広島市信用組合

120 2834110268 広島県 株式会社前河内工業 5240002015298
マシニングセンタ導入で専用機製造の生産性向上と新規加工部品の獲
得による売上向上計画

広島信用金庫

121 2834110278 広島県 平野自動車株式会社 4240002033862 「トータルカ－サ－ビス」を目指した革新的来店型店舗の実現 中国銀行

122 2834110279 広島県 鳴滝工業有限会社 6240002051094 スパイラルベベルギヤの新工法による競争優位性の獲得 広島銀行

123 2834110280 広島県 株式会社島谷食品 3240001038145
ロボットシステム・横ピロー包装機導入によるいかフライの生産性向
上

商工組合中央金庫

124 2834110282 広島県 株式会社ニッテツ 4240001008601 高速搬送ロボット導入でプレス加工ラインの省人化と生産性の向上 広島信用金庫

125 2834110284 広島県 株式会社アシスター 5240001029456 昇華転写機導入によるオリジナル着物のオンデマンドシステムの構築 福山商工会議所

126 2834110295 広島県 甲斐畳店  畳の生産工程の高度化と新商品投入による畳販売エリアの拡大 福山北商工会

127 2834110296 広島県 日動化学工業株式会社 6240001029505
洋服カバーの曲線加工における超音波溶着法の導入による生産性向上
と競争力強化

竹村税理士事務所

128 2834110300 広島県 安佐祇園デンタルクリニック  
患者の二次虫歯再発の画期的予防策としての最新の歯科ＣＡＤ／ＣＡＭ
システム活用

税理士法人きずな

129 2834110301 広島県 株式会社ダイキエンジニアリング 3240001027016
自動車関連向け先進的ＣＡＥ解析開発事業部の立ち上げによる経営競
争力の向上

広島銀行

130 2834110311 広島県 株式会社テイケン 1010401018325 製品加工条件のデータベース化と生産プロセスのＩＴ化
くれ産業振興セン
ター

131 2834110318 広島県 楠原壜罐詰工業株式会社 6240001002841
「生産ライン集中管理システム」内の設備強化により、ＩＯＴ強化と
生産プロセスの改善を行い、生産性向上を図る

伊予銀行

132 2834110323 広島県 弘文株式会社 6240001031832
ユニフォーム事業における自動化による生産性の向上及びＩＴ化によ
る事業拡大

広島銀行
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