
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 2534110001 広島県 株式会社フクトクダイヤ
自動車用エンジン・ミッション関係部品の精密検査具の生産能力
強化事業

もみじ銀行

2 2534110003 広島県 佐藤繊維株式会社 最新素材に対応する画期的裁断設備の導入 両備信用組合

3 2534110007 広島県 株式会社ゴウダ
ＡＴＣ機能搭載型ＰＮＣ複合ボーリングマシンの導入による木製
ベッドパーツの生産性向上

広島みどり信用金庫

4 2534110008 広島県 株式会社トーキン 鉄骨溶接ロボットシステム用ポジショナの生産能力強化事業 呉信用金庫

5 2534110009 広島県 株式会社シンセラ 大型マシニングセンター導入による新生産プロセスの構築 広島銀行

6 2534110016 広島県 株式会社友鉄マシン
五面加工機の導入による高精度化並びに加工時間短縮による
競争力強化

櫻井　嘉尚

7 2534110019 広島県 株式会社ヤマオカ
化成処理ライン及び静電塗装ラインの設備増強による生産体制
の強化

中国銀行

8 2534110020 広島県 株式会社川本忠鉄工所 複雑形状部品の生産効率化と付加価値部品の加工工程開発 広島銀行

9 2534110021 広島県 福山熱煉工業株式会社
超深硬化高周波焼入れ装置導入による、高強度焼入れ技術の
確立

商工組合中央金庫

10 2534110023 広島県 株式会社藤和
裁断工程の自動化による加工能力の強化及び技術営業の常設
による販売促進

株式会社ヒューマンネッ
ト・コンサルティング

11 2534110024 広島県 旭蝶繊維株式会社 別注品・別寸品専用裁断ライン設置による短納期化計画
税理士法人田邉会計事
務所

12 2534110031 広島県
株式会社フジイ機械製作
所

双腕式蒸練機の開発及び他製品の開発新手法の確立並びに新
規顧客開拓

公益財団法人ひろしま
産業振興機構

13 2534110036 広島県 大和工業株式会社
複雑形状部品（三次元曲面形状部品含む）に対応した生産体制
の確立

両備信用組合

14 2534110038 広島県 蒲刈物産株式会社
藻塩製造装置の省エネルギー化・生産性向上による競争力強
化

公益財団法人くれ産業
振興センター

15 2534110042 広島県 真辺工業株式会社
複雑異形アルミ鋳物の高精度化・早期量産化する新量産プロセ
ス(改)の構築

税理士法人田邉会計事
務所

16 2534110046 広島県 共和精機株式会社
アーク溶射技術の高度化による生産体制強化と作業環境整備
による品質の維持・向上

中国銀行

17 2534110047 広島県 呉伸工業株式会社
水素ステーション用ガス圧縮充填用熱交換器及びスナッバ容器
の商品化

公益財団法人くれ産業
振興センター

18 2534110048 広島県 相原酒造株式会社
パストライザー殺菌によるフレッシュな高級酒の高効率製品化の
ための生産プロセス革新

広島銀行

19 2534110051 広島県 株式会社久保田鐵工所
HV、EV補機冷却用小型プラマグ電動ウォーターポンプの試作・
開発

商工組合中央金庫

20 2534110052 広島県 ベンダ工業株式会社
当社独自のベンダ工法によるリングギヤ製造工程の生産能力強
化事業

広島銀行

21 2534110054 広島県 デルタ工業株式会社 多軸ビジュアルピッキングロボットシステムの開発 広島銀行

22 2534110056 広島県 有限会社髙松製作所
複雑形状・難削材の精密加工と短納期化を実現するための生産
体制の強化

広島県商工会連合会

23 2534110061 広島県
株式会社マクシス・シン
トー

レーザー溶接機の導入 商工組合中央金庫

24 2534110064 広島県 株式会社元久保工作所
6軸NC歯車加工機の導入による高精度歯車の短納期化対応お
よび生産性の向上

商工組合中央金庫

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
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25 2534110066 広島県 有限会社菅鉄工所
高精度の真円度加工による船舶主機関据付技術の確立と実用
化

広島県商工会連合会

26 2534110067 広島県 有限会社堀本精工 YAGレーザー溶接機導入による低歪み溶接の実現 広島信用金庫

27 2534110068 広島県
庄原ステンレス工業株式
会社

短納期対応と将来の発展性の基礎となるファイバーレーザーの
導入

もみじ銀行

28 2534110069 広島県
株式会社シーケイエス・
チューキ

木質バイオマス発電用チップ製造装置の量産化 商工組合中央金庫

29 2534110070 広島県 株式会社ハマダ 自社製医療器具「自動縫合器」の開発 広島信用金庫

30 2534110072 広島県 株式会社島村製作所 ＣＮＣホブ溝研削盤の導入による生産能力の増強 広島信用金庫

31 2534110073 広島県 株式会社オーザック 自動供給ロボット付複合加工機による夜間無人運転の対応 中国銀行

32 2534110074 広島県 景山産業株式会社
自動材料供給･製品集積装置システムの導入による生産性の向
上

広島市信用組合

33 2534110077 広島県 株式会社タナカ繊維商事 熱風循環を利用した複合型延伸セット機の試作開発 大立　稔

34 2534110078 広島県 村上製作所 精密加工部品の生産プロセス高度化事業 広島銀行

35 2534110079 広島県 株式会社タテイシ広美社
試作品開発の内製化と短納期化・低コスト化の実現による競争
力強化

広島銀行

36 2534110080 広島県
株式会社ノーブルウイン
グ

延反作業・穴かがり作業の効率化を可能とする設備導入計画 商工組合中央金庫

37 2534110081 広島県 株式会社マークスラッシュ
マーク加工の多様なニーズに即応する加工体制の構築と刺繍
未商品化商材への加工技術の開発

GO&DO篠原税理士法
人

38 2534110082 広島県 野村乳業株式会社
人の健康に役立つプロバイオティクス微生物を増殖する新規増
殖剤の開発

広島信用金庫

39 2534110088 広島県 松本株式会社
アパレル製品の高品質・高い安全性を確保する生産プロセスの
再構築

税理士法人福山ひかり
会計

40 2534110094 広島県 株式会社ワコー ステンレス鋼材の表面仕上げ特化への取り組み 広島信用金庫

41 2534110098 広島県 有限会社井上鉄工所
超高剛性高速NC旋盤による焼き入れ鋼の研磨レス加工（ハード
ターニング）の実現と大幅な短納期化と低コスト化の実現

中国銀行

42 2534110103 広島県 株式会社マルニテック
レーザー芯出し器の導入による、回転機器伝動部の芯出し作業
の高精度化と効率化

広島銀行

43 2534110105 広島県 マルカ株式会社
アパレル製品の自動延反・裁断システムによる品質向上とロス
率の削減

中国銀行

44 2534110106 広島県 株式会社西井製作所 世界的需要拡大の航空機エンジン部品の世界シェア拡大事業 広島銀行

45 2534110109 広島県 三起鉄工株式会社
自動スクレーパ清掃機能を搭載する生汚泥スクリーンの試作と
販路拡大

公益財団法人くれ産業
振興センター

46 2534110110 広島県 株式会社川﨑鉄工所 測定技術高度化による自動車製造分野産業での受注拡大 呉信用金庫

47 2534110112 広島県 株式会社ヤマダ製作所
産業機械の小型化に伴う高精度切削加工及び省力化可能な機
械設備の導入

公益財団法人ひろしま
産業振興機構

48 2534110118 広島県 高橋製作株式会社
デジ（高精度マシニング）とアナ（職人作業）を融合した最適化生
産プロセスの構築による短納期化と高精度木型の実現

広島銀行

49 2534110120 広島県 有限会社仙石組 自然薯食品の試作開発 広島県商工会連合会

50 2534110121 広島県 タイム株式会社
大型５軸加工機を用いた高効率医療用加速器の革新的な製作
および医療分野への進出

呉信用金庫
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51 2534110124 広島県 有限会社コルドバ 新設備導入による、国内縫製回帰システムの構築 広島銀行

52 2534110126 広島県 宏栄産業株式会社 表層強化国産針葉樹板材製造技術の確立
税理士法人せとうち会
計

53 2534110129 広島県 八千代工業株式会社  裁縫用カッター自動加工設備導入による生産体制強化計画。 もみじ銀行

54 2534110131 広島県 株式会社システムフレンド
「リハビリテーションにおける片麻痺の機能回復測定装置」の開
発

公益財団法人広島市産
業振興センター

55 2534110133 広島県 有限会社翼
インターネット販売モール運営による小売卸売業の販売支援
サービス事業

秋井　正宏

56 2534110134 広島県 第一コンテク株式会社 建設土木事業の基礎となる調査事業のワンストップ対応力強化 広島銀行

57 2534110135 広島県 株式会社豊國
距離画像と３Ｄ音響技術を用いた視覚障害者歩行危険回避シス
テムの開発

公益財団法人くれ産業
振興センター

58 2534110138 広島県 テラル株式会社
大型ビル空調システムポンプのトップレベルの高効率化実現に
よる競争力強化。

広島銀行

59 2534110139 広島県
株式会社ポストごはんの
里

既存事業で保有する設備・技術と販売ルートを活用し、冷凍和菓
子の製造販売に取組み相乗効果を作り出す。

呉信用金庫

60 2534110140 広島県 株式会社御領精螺
高精度ＮＣ複合加工機を導入し、多品種・小ロット品の機械部品
製作を開始

広島県商工会連合会

61 2534110144 広島県 株式会社ムラカワ 大型長尺製品用乾燥装置事業 秋井　正宏

62 2534110151 広島県 有限会社好登
高精度マシニングセンタ導入による高精度・短納期化による生産
性の強化

呉信用金庫

63 2534110154 広島県 株式会社ロハスネット 食品廃棄物をリサイクル飼料として再生するエコフィード事業 府中商工会議所

64 2534110156 広島県
ステンレスプロダクト株式
会社

リニア新幹線超電導電磁石の液体ヘリウム循環用部品の量産
体制強化

東広島商工会議所

65 2534110158 広島県 ゲイビ鋼業有限会社
高剛性NCフライス盤により、高速加工とデジタル化最適加工工
程設計を構築し、特殊鋼荒加工に特化したスーパー短納期化を
実現する

もみじ銀行

66 2534110165 広島県 有限会社中国金型 長尺金属製部品に対する生産体制の強化 広島県商工会連合会

67 2534110166 広島県
ディジフュージョン・ジャパ
ン

ハイレゾ自然環境音販売のためのバイノーラル立体録音機器の
試作開発

広島銀行

68 2534110169 広島県 株式会社ニシカワ
3DCADシステムを使用した鉄箱（スチールボックス）設計・検証シ
ステムの導入

商工組合中央金庫

69 2534110170 広島県 有限会社柴崎商店 カキフライを大量生産するための素材製造工程の確立 呉信用金庫

70 2534110173 広島県 株式会社ユニタック
疼痛緩和用半導体レーザー治療器のための自動走査ロボットの
開発

公益財団法人ひろしま
産業振興機構

71 2534110176 広島県 株式会社アイ・エスツール
チタン製人工関節加工用　特殊エンドミルの開発と製造コストの
低減

中国銀行

72 2534110179 広島県
カワソーテクセル株式会
社

メタライズ用金属ペーストによる量産可能なスクリーン印刷技術
の試作開発

公益財団法人くれ産業
振興センター

73 2534110180 広島県 タカノブ食品株式会社 Ⅹ線異物検出装置による冷凍粒かきの品質向上計画
税理士法人田邉会計事
務所

74 2534110182 広島県
有限会社オーケーマシナ
リー

高精度高剛性2軸円テーブルによる複雑形状多面加工とデジタ
ル化プロセスの構築

広島銀行

75 2534110184 広島県 株式会社UNEMOTO
高充填フィラー樹脂に適応した高性能耐摩耗電動射出成形機の
導入による競争力向上

呉信用金庫

76 2534110191 広島県
山陽パッケージシステム
株式会社

高機能フィルム・精密部品の通い箱(注)の高品質化及び大型化
に対応した設備導入

広島銀行
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