
受付番号
都道府
県

申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

1 2534120193 広島県 府中プラ株式会社
医療用容器の生産ラインの自動化・無人化による不良品ゼロと生産
量大幅増加計画

株式会社エフアンドエム

2 2534120198 広島県 ヒロボー株式会社
スマートメーター（端子カバー）の組立自働化によるコスト競争力の向
上

中国銀行

3 2534120203 広島県 有限会社藤木工作所
超多品種少量、短納期を実現するための生産プロセス改善によるコ
ンビニエンス型鉄工所の構築

もみじ銀行

4 2534120206 広島県 株式会社菊浜
研磨工程の高度化による品質と生産性向上の実現と新規産業分野
への進出

武居　尚

5 2534120208 広島県 豊正工業株式会社
ＮＣ６軸高速穴あけ加工機等の導入による鋼材加工改善・収益向上
計画

山口銀行

6 2534120210 広島県 大和ツキ板産業株式会社
ＮＣ加工機等を導入し新規開発した木製天板製造を高品質・低価格で
普及させる

株式会社エフアンドエム

7 2534120211 広島県 株式会社ＥＬＧＲＯＷ ストレッチ性素材に対応しうる工場への変革 両備信用組合

8 2534120213 広島県
ティーティーケー・タナカテー
プ株式会社

綿素材の手織り風ベルト織物機械の試作開発 大立　稔

9 2534120214 広島県 有限会社兼森鉄工 ＮＣ旋盤導入による高精度部品のコスト削減と納期短縮の実現 税理士法人平岡会計

10 2534120215 広島県 株式会社晃祐堂 世界初の化粧筆穂首製造機の導入（熊野筆） 商工組合中央金庫

11 2534120216 広島県 株式会社藤崎商会 ネジ付スリップバーの組付及び溶接の自動化設備の導入 もみじ銀行

12 2534120217 広島県 日本ミクニヤ株式会社
有機性廃棄物の圧倒的な減容化率を有する改良型減容化装置の開
発

公益財団法人ひろしま産
業振興機構

13 2534120218 広島県 株式会社Ａ＆Ｃ 当社独自の技術である「燻製真空調理法」による特産品の開発事業 広島県商工会連合会

14 2534120220 広島県 株式会社末広工業 プレスブレーキの増設による一貫生産体制の確立 広島県商工会連合会

15 2534120221 広島県 加納化成株式会社
高速マシニングセンタ、図形寸法測定器導入により高表面平滑プラス
チック加工の効率化を図る

もみじ銀行

16 2534120222 広島県 株式会社坂本美工 レーザー加工機導入による一貫生産体制の確立と競争力強化 もみじ銀行

17 2534120225 広島県 株式会社丸和製作所 受注から検査まで３次元データを活用した精密板金加工体制の構築 砂口　たくし

18 2534120226 広島県 日新産業株式会社
射出圧縮成形法による高級質感を有するプラスチック部品の成形技
術の確立

公益財団法人ひろしま産
業振興機構

19 2534120229 広島県 有限会社アシダ 切削加工複合機器設置事業 秋井　正宏

20 2534120237 広島県 有限会社伸栄研磨 ＣＮＣ円筒研削盤導入による、高精度・工程集約・短納期自動化 中国銀行

21 2534120242 広島県 福豊精工株式会社 最新鋭の旋盤・マシニング導入による働く場の提供と短納期の推進 もみじ銀行

22 2534120244 広島県 株式会社かねと
次世代凍結技術（次世代凍結技術（高鮮度維持凍結機）を導入した食
材の計画的調理体制の構築

福山商工会議所

23 2534120247 広島県 有限会社広精機製作所
『高精度・低コストを実現する蒸気タービン用ねじれブレードの試作開
発』

もみじ銀行

24 2534120248 広島県 有限会社メタルテック プロペラーカバーなどの大型部品「多品種・短納期」生産体制の確立 中国銀行

平成２５年度中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業

１次公募二次締切　採択案件一覧（１５７件）
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25 2534120249 広島県 山本鉄工
長尺軸・パイプ加工の高精度・短納期化による量産体制の実現と受
注の拡大

広島県商工会連合会

26 2534120250 広島県 産興株式会社
タイムリーな情報提供等の付加価値向上提案を含む情報処理サービ
ス

広島信用金庫

27 2534120253 広島県 株式会社京泉工業 溶接ロボット支援システムの導入設置事業 秋井　正宏

28 2534120256 広島県 株式会社マルハチ
穴あけ・切断複合加工機導入による橋梁付属金物の自社生産体制の
確立

尾道商工会議所

29 2534120260 広島県 カヤ工業株式会社
パイプ加工における多品種短納期の要請課題解決対応した形状工
法の開発

広島信用金庫

30 2534120262 広島県 株式会社サンエス
キャパシタ蓄電ユニットの電力高効率化に向けたＤＣ－ＤＣコンバータ
の開発

公益財団法人ひろしま産
業振興機構

31 2534120264 広島県 株式会社メカハウス
多種多様な製品化に向けてのスピニングマシンの導入による競争力
強化

広島信用金庫

32 2534120266 広島県 株式会社安芸ネーム 小型レーザーマシンでの高精密化・生産性向上による競争力の強化 広島銀行

33 2534120267 広島県 大和精機有限会社
高硬度金属の穴加工に優れた加工機導入による増産ニーズへの対
応

公益財団法人ひろしま産
業振興機構

34 2534120269 広島県 宝積飲料株式会社
キャビテーションを用いた、飲料分野向け革新的混合システムの設備
の導入

東広島商工会議所

35 2534120272 広島県 広機工株式会社
航空機ジェットエンジン用高硬度・薄肉形状部品の超精密・高精度研
削加工技術の確立

公益財団法人くれ産業振
興センター

36 2534120274 広島県 株式会社ＨＵＭＡＮＩＸ 無痛分子診断用ナノスプレーエミッターシステムの開発 広島銀行

37 2534120279 広島県
株式会社スピングルカンパ
ニー

３Ｄデジタル設備導入による企画・設計の業務プロセス革新 府中商工会議所

38 2534120280 広島県 株式会社イワサキ 成形シミュレーションソフトの現場活用で製造工数を半減。 商工組合中央金庫

39 2534120284 広島県 山陽土木株式会社 高性能掘削機の導入による高難度工事・大規模工事の施工 税理士法人平岡会計

40 2534120289 広島県 有限会社日伸精機 ミクロンオーダーなダイキャスト金型の生産体制の構築 中国銀行

41 2534120290 広島県
三協プラスチック工業株式
会社

高性能電気式射出成形機を導入し、金型の完成短納期化を進め取
引量の拡大を図る。

広島信用金庫

42 2534120292 広島県 株式会社エンヴィジョン
暗号化シリアル番号のオンデマンド印刷技術を用いた偽造品防止ソ
リューションの開発

ＧＯ＆ＤＯ篠原税理士法
人

43 2534120293 広島県 株式会社川口製作所
金型製造に係る生産管理システムの導入による納期短縮及びコスト
低減

廿日市商工会議所

44 2534120295 広島県 株式会社キャステム 弾性および高硬度を有する金属焼結部品の開発
公益財団法人ひろしま産
業振興機構

45 2534120297 広島県 境谷工業株式会社
自動送材装置付「Ｈ型鋼自動開先加工機」導入による省力化と新規
分野（メーカー耐震枠工法）等の需要開拓

広島銀行

46 2534120300 広島県 富士機械工業株式会社
高機能プラスチックフィルム材料のＲ２Ｒ生産方式における巻取ロー
ルの歩留向上

広島銀行

47 2534120303 広島県 中国醸造株式会社
アルコール性肝炎を予防する乳酸発酵酒粕を用いた機能性素材の開
発

商工組合中央金庫

48 2534120304 広島県
株式会社アビリティ・イン
タービジネス・ソリューション
ズ

少量から大量までの短納期翻訳を可能にする翻訳ネットワークの構
築

もみじ銀行

49 2534120306 広島県 株式会社コーサック
高精密加工部品の生産効率化から新事業の建築金物部品増産への
対応

広島銀行

50 2534120312 広島県
色彩生活コーポレーション
株式会社

オリジナル色彩教材の開発による商品販売力向上支援事業 広島信用金庫

51 2534120314 広島県 エス・エス・アロイ株式会社
次世代ＳｉＣ半導体用、ダイヤモンド砥石製造ハイブリッド通電焼結装
置の試作開発

呉信用金庫
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52 2534120316 広島県 株式会社広島精機
生体検査自動分析装置コア部品の精度保証を目的とする３次元測定
機の導入

公益財団法人ひろしま産
業振興機構

53 2534120317 広島県 株式会社木村工業
革新的アルミニウム鋳造法を用いた軽量・低熱膨張材による高効率・
高品質熱利用機器の試作開発

公益財団法人くれ産業振
興センター

54 2534120319 広島県 キングパーツ株式会社
アルミ熱処理炉導入による防衛装備部品の生産体制の強化及び生
産量の拡大

広島銀行

55 2534120321 広島県 平岡工業株式会社
金型用高能率ＣＡＤ／ＣＡＭシステムの導入による低コスト・短納期も
のづくり力の確立

広島信用金庫

56 2534120322 広島県 株式会社ヒロタニ
系列外ビジネス拡大も企図した業務プロセス改革の為の基幹システ
ム投資

広島銀行

57 2534120327 広島県 有限会社建設工房永田
木材加工・墨付け・接合・穴あけが同時に可能な新規機械導入による
受注量増加へのタイムリーな製品供給の実現

両備信用組合

58 2534120328 広島県 竹の子の里株式会社
地域密着型介護事業の展開及び新しい消毒殺菌方法導入による安
心な福祉用具の提供

商工組合中央金庫

59 2534120331 広島県 株式会社天王 フローリングや壁板などの木製品特殊表面加工事業への進出 広島県商工会連合会

60 2534120332 広島県 三協マーク株式会社 精密全自動スクリーン印刷機導入による生産性の向上と工期短縮 商工組合中央金庫

61 2534120334 広島県 株式会社ショーダ
５軸加工機による複雑加工、工程集約、高付加価値化・短納期化へ
の対応

広島銀行

62 2534120336 広島県 株式会社ミヤジ 「穴明けプレス機」等による金属屋根材生産プロセス高効率化 広島銀行

63 2534120340 広島県 日本管洗工業株式会社
溶接を用いないメカニカル継手を主体とした配管の量産化システムの
開発

もみじ銀行

64 2534120341 広島県 株式会社ジョイナス 地域福祉の循環型新サービス拡大プロジェクト もみじ銀行

65 2534120347 広島県 株式会社西日本エイテック
緊急地震速報通知機能付き停電対応・施設設置型　携帯電話充電装
置の試作開発

広島信用金庫

66 2534120349 広島県 ヒラヤマプロダクツ株式会社
製麺業に特化した業務支援ソフトウェアとそれと接続可能な製麺機器
の試作

瀬尾　暁史

67 2534120350 広島県 株式会社ナック
ＣＩＭ化を目指した生産システムの自動化・情報共有化のための設備
導入

広島銀行

68 2534120351 広島県 株式会社ジェイジェイ
航空機用検査器具のＲＦ－ＩＤを用いたトレーサビリティシステムの開
発

愛知銀行

69 2534120353 広島県 有限会社エスエスシー 省エネルギー・低コストな新規コールドスプレーシステムの開発
公益財団法人ひろしま産
業振興機構

70 2534120357 広島県 株式会社荒谷商会
自動車車載部品の精密解体による銅、白金等の高リサイクル化の実
現

公益財団法人くれ産業振
興センター

71 2534120359 広島県 有限会社四辻製作所
ブラスト装置追加導入による一括受注生産体制の構築と事業領域拡
大

もみじ銀行

72 2534120360 広島県 関西エックス線株式会社
熱交換器チューブ用　マルチプローブ式水浸超音波厚さ測定装置の
試作開発

公益財団法人広島市産
業振興センター

73 2534120362 広島県 株式会社ファースト技研 ＣＮＣ三次元測定機の導入による、社内加工テストの高効率化 商工組合中央金庫

74 2534120363 広島県 有限会社坂井屋
急速凍結庫導入による年間生産量の平準化とそれがもたらすシナ
ジー

広島信用金庫

75 2534120366 広島県 株式会社ＫｏｕｅｉＣｈｅｍｉｃａｌ 超小型貼函の自動生産における機械の試作開発 広島銀行

76 2534120367 広島県 株式会社やまみ
新しい生産設備で、豆腐厚揚げ製品の１番の鮮度・安全・高品質の実
現

中国銀行

77 2534120370 広島県 新栄製砥株式会社
グラビア印刷用ロール研磨砥石の海外市場獲得に向けて高品質低
価格品の開発

呉信用金庫

78 2534120376 広島県 株式会社田口鋳造所 鋳鉄鋳物製造における高周波誘導加熱炉の冷却システム改善 商工組合中央金庫
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79 2534120380 広島県 川中醤油株式会社 固形物の入った醤油加工品「たれ」「ドレッシング」の商品化 広島県商工会連合会

80 2534120382 広島県 友鉄工業株式会社 プレス金型用表面処理鋳鉄の試作と耐久試験
公益財団法人ひろしま産
業振興機構

81 2534120383 広島県 有限会社広島米倉
リラクゼーションを中心とした「メンタルヘルスサービス」への取り組
み、及びその受入体制強化のための設備導入

広島商工会議所

82 2534120384 広島県 新生印刷株式会社 受注拡大のための「ＤＭ、官製ハガキ貼付機」の設備刷新 商工組合中央金庫

83 2534120385 広島県 株式会社小川長春館 屋内外体育施設・健康器具の塗装品質の向上と作業環境の改善 商工組合中央金庫

84 2534120388 広島県 株式会社扶桑ゴム産業
金型を用いない複雑・精密なゴム部品の切削加工技術の高度化と加
工技術の伝承

もみじ銀行

85 2534120389 広島県 小田原工業株式会社
航空機部品の原価を大幅低減する横型マシニングセンターＦＭＳの改
造

広島銀行

86 2534120390 広島県 有限会社日本プラント設計
３Ｄスキャナーによる計測・３Ｄプリンターの活用に向けての３Ｄデータ
作成と各種解析の事業。

呉信用金庫

87 2534120391 広島県 株式会社カシワギ
「ＮＣセットプレス機」導入による木材搬送装置製造ライン合理化への
取組み

広島銀行

88 2534120392 広島県 太洋電機産業株式会社
はんだこての熱加工技術で、高精度のこて先加工を必要とする医療
分野への拡大

商工組合中央金庫

89 2534120396 広島県 ダイヤ技建株式会社
特殊仕様高出力型コンクリートワイヤーソー導入による競争力強化で
事業構造変革を加速

福岡銀行

90 2534120397 広島県 巣守金属工業株式会社 デジタル印刷機導入によるナンバープレートの生産性向上 商工組合中央金庫

91 2534120398 広島県 株式会社進藤製作所
大型部品用鋳造木型の３Ｄ－ＣＡＤ／ＣＡＭによる高精度・高速度加
工の実現

呉信用金庫

92 2534120399 広島県 ラボテック株式会社 細菌数自動計測装置の開発 広島銀行

93 2534120400 広島県 己斐製氷株式会社 自動ボールアイス製造機の導入による生産能力の増強 広島信用金庫

94 2534120403 広島県 株式会社シャイン
Ｗｅｂサイトを用いた完全成功報酬型求人・求職支援広告ビジネスの
開始

広島県商工会連合会

95 2534120407 広島県 イービーエス株式会社
遺伝子分析キットの新事業展開（リウマチ等薬物代謝遺伝子分析）対
応に向けた体制構築

広島銀行

96 2534120410 広島県 東洋金属株式会社 耐食性の高い１８リットル缶生産ラインの構築 商工組合中央金庫

97 2534120414 広島県
マルサ・やながわ水産有限
会社

牡蠣生産者の強みを活かした鮮度と品質に拘った冷凍加工品試作開
発

山田　毅美

98 2534120415 広島県
フルタニモールディング株式
会社

金型生産能力の強化と新分野への展開・拡大 広島信用金庫

99 2534120416 広島県 株式会社ケーツーエス
広島から世界へお好み焼きを発信するためのアンテナ施設作りによ
る革新的サービスモデルの構築

広島銀行

100 2534120419 広島県 マルミ産業株式会社
テーブル形横中ぐりフライス盤、設備更新による精密加工・複雑加工
への対応と生産性向上

商工組合中央金庫

101 2534120420 広島県 廣島織染協同組合
竪型染色機を改良し、チーズ染原糸染色の小ロット多品種化、低コス
ト化計画

百十四銀行

102 2534120421 広島県 株式会社ミウラ カンチレバー型プローブカード量産用マニピュレータ装置の試作開発
公益財団法人ひろしま産
業振興機構

103 2534120422 広島県 株式会社三協ゴム ゴム材料製造に必要な配合表作成のための試験機の導入 広島信用金庫

104 2534120424 広島県 有限会社東邦工業
３ＤＣＡＤ／ＣＡＭと非接触測定器による複雑形状部品の生産体制の
強化

もみじ銀行

105 2534120425 広島県 株式会社マルニ木工
デジタルエンジニアリング技術を活用した木製家具の開発期間短縮
及び技能伝承の実施体制構築

広島県信用組合
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106 2534120430 広島県 イケダマシニング有限会社 特殊大型縦型バンドソーの導入と鋼塊切断作業の拡大対策 商工組合中央金庫

107 2534120432 広島県 岡元工業有限会社 主力製品の生産能力強化と新事業への展開・事業の拡大
池永経営会計税理士法
人

108 2534120434 広島県 株式会社永井組 微細竹粉の生産能力強化に対応した設備導入 広島県商工会連合会

109 2534120435 広島県 株式会社生田合金鋳造所 熱処理設備の導入によるアルミ鋳物の一貫生産体制の構築 もみじ銀行

110 2534120436 広島県
株式会社広洋電子
テーダブリュ電気株式会社

車載向け革新的高機能シームレスコクピットの開発（主たる開発場所
は株式会社広洋電子）

広島銀行

111 2534120438 広島県 ウラベ株式会社 リハビリサポート用ボトムの開発
公益財団法人ひろしま産
業振興機構

112 2534120440 広島県 株式会社三洋メンズ 学生服縫製システム構築による縫製技術の平準化
税理士法人諏澤会計事
務所

113 2534120441 広島県 株式会社本郷給食センター
少量多品種かつ日持ちする食事を高齢者向けに配食サービスする事
業を開始

広島県商工会連合会

114 2534120442 広島県 佐藤農機鋳造株式会社 鋳造品製造における不良率の低減・品質向上及び、作業効率の改善 商工組合中央金庫

115 2534120443 広島県 株式会社日光電器
高精度・高硬度大型金型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

広島銀行

116 2534120447 広島県 内田工業株式会社 ＣＡＤ・ＣＡＭシステムの再構築による金型増産体制の確立 商工組合中央金庫

117 2534120452 広島県 株式会社近代社
「新たなカーラッピングサービス」の導入による、高級車ユーザーを中
心とした
個人顧客の獲得・拡大

広島銀行

118 2534120453 広島県 平賀金属工業株式会社
ＮＣ旋盤複合機の導入により、機械加工能力の向上と新規拡販を目
指す

公益財団法人ひろしま産
業振興機構

119 2534120457 広島県 株式会社ＨＩＶＥＣ
インド子会社を活用した「データセンター開設」に向けての、新ソフト＆
ＰＣの導入

東広島商工会議所

120 2534120459 広島県 株式会社明販広島東 伴走型健康サポート構築を目指した健康維持促進サービスの提供 広島県商工会連合会

121 2534120462 広島県 株式会社テイケン
ビトリファイドといしの低温焼成化と焼成環境の改良による収益率の
向上

伊予銀行

122 2534120464 広島県 株式会社サンケンフロント アルミ形材自動加工機の導入による生産性向上とコスト削減の実現 広島信用金庫

123 2534120467 広島県 スカルーモーターサイクル
環境負荷低減を目的とした世界初のハブレスホイール構造バイクの
試作開発

広島県商工会連合会

124 2534120468 広島県 第一タクシー株式会社
顧客情報とビッグデータを活用した運行効率化及び最適配車支援シ
ステム構築

広島銀行

125 2534120469 広島県
デジタルソリューション株式
会社

コンピュータ解析（ＣＡＥ）をバーチャルに表現する革新的サービスの
開発と展開

公益財団法人ひろしま産
業振興機構

126 2534120471 広島県 株式会社新邦塗装 多品種少量生産に対応した高品質自動静電塗装機の導入 もみじ銀行

127 2534120472 広島県 株式会社西原鉄工所 生産性向上・短納期化を目指した多品種ワーク加工体制の確立 伊予銀行

128 2534120474 広島県 株式会社御幸鉄工所 大型レーザー加工機の導入による一貫生産・一括管理体制の構築 商工組合中央金庫

129 2534120476 広島県 小川工芸有限会社
オリジナル縦型ＮＣ機械導入による熟練技術の標準化と短期大量生
産体制の確立

府中商工会議所

130 2534120481 広島県 株式会社島谷食品 高品質で安全性の高い天かすの生産能力の拡大 商工組合中央金庫

131 2534120482 広島県 ミツヤ工業株式会社
最新ブラスト設備導入による品質向上およびコスト削減そして新たな
市場開拓

東広島商工会議所

132 2534120483 広島県
松葉製作所
Ｔｉｃａ．Ｔｉｃａ

無垢高級木材とその表面特性を利用した間接照明用ＬＥＤ光源モ
ジュールの開発

府中商工会議所
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133 2534120485 広島県 有限会社児玉紙器
最新式の大型打ち抜き機の導入による、顧客要求への対応力の向上
と受注拡大

広島信用金庫

134 2534120486 広島県 株式会社協成 多目的形鋼加工機の導入による形鋼加工の精度と生産性の向上 伊予銀行

135 2534120487 広島県 株式会社タクボ精機製作所
膨大な低温排熱回収を可能とするレーザー溶接機を用いたプレート
式熱交換器の試作・開発

公益財団法人ひろしま産
業振興機構

136 2534120488 広島県 クロダルマ株式会社 物流における競争力強化を目的とした出荷システム体制の構築 広島銀行

137 2534120489 広島県 新松浦産業株式会社 精密部品加工の生産プロセス高度化事業 商工組合中央金庫

138 2534120493 広島県
株式会社プラスコーポレー
ション

工作機械の予防保全サービスの事業化と補修部品の生産体制の構
築

中国銀行

139 2534120494 広島県 株式会社アカシン
テーブル昇降装置の超多品種、短納期、高精度、低コストに対応する
ための生産プロセス大改革

広島銀行

140 2534120497 広島県 有限会社勉強堂 新たな加工技術を活用した福山特産「あんずスイーツ」の開発展開 広島銀行

141 2534120503 広島県 株式会社新興産業
生産技術の高度化と人材育成による医療機器部品等精密加工業へ
の転進

山口銀行

142 2534120506 広島県 株式会社不動鐵工所
金属切削部品の短納期化と生産性強化のための高精度ＣＮＣ旋盤の
導入

株式会社エム・アイ・
シー・コンサルティング

143 2534120513 広島県 株式会社光栄工作所
バランスマシン導入による“高精度の回転体部品”製作事業への参入
と、生産工程の改善。

呉信用金庫

144 2534120514 広島県 丸繊株式会社 伸縮性素材対応とフレキシブル生産と品質向上のための設備導入 広島銀行

145 2534120516 広島県 キソメック株式会社
ベンディング加工技術の導入による高効率化複合サービスの実現事
業

商工組合中央金庫

146 2534120518 広島県
株式会社ワイザーリンケー
ジ

レーザー加工機導入による新商品の試作開発と新規分野への参入 しまなみ信用金庫

147 2534120521 広島県 株式会社呉匠
３Ｄスキャナーとキャドによる微細加工技術の修得と応用　国宝や文
化財の石仏や仏像の復元と再生

広島銀行

148 2534120522 広島県
株式会社日本フューチャー
マテリアル

最新式低圧・大型成形機による３層構造プラスチックリサイクルボード
の製造事業

もみじ銀行

149 2534120523 広島県 三和株式会社 粉体塗装設備導入による内製化推進計画 商工組合中央金庫

150 2534120525 広島県 株式会社御池鐵工所 ハイブリッド型木質系バイオマスボイラーの試作開発 広島銀行

151 2534120532 広島県 株式会社木下製作所 鋳鉄溶湯中のマンガン除去装置のプロトタイプ機制作 商工組合中央金庫

152 2534120533 広島県 富士栄工業株式会社 連続鋳造設備用ＣＣロールの溶接補修における最適生産方法の構築
公益財団法人くれ産業振
興センター

153 2534120541 広島県 株式会社橋川製作所 革新的な新素材の微細加工技術による航空・宇宙関連強化事業 呉信用金庫

154 2534120544 広島県 金光味噌株式会社
府中味噌の発酵技術を活用した低アレルギー味噌風調味料等の開
発

府中商工会議所

155 2534120546 広島県 有限会社三宅鉄工所
最新型ＮＣ自動旋盤導入による複合形状加工に対応した生産体制の
確立

東広島商工会議所

156 2534120547 広島県 株式会社ユニオンプレート
生産設備産業からの受注取込を軸とした金属プレートの製造と販売
の強化

八十二銀行

157 2534120549 広島県 有限会社たんと
地域の魅力を発信する新しい食ブランドの構築と商品の開発・販売
チャネルの創出事業

もみじ銀行
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