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1 2634110001 広島県 中外テクノス株式会社 利用者指向型の環境遠隔常時監視システムの試作開発 商工組合中央金庫

2 2634110003 広島県 有限会社セイエン
極小Ｒ曲げパイプの革新的画像寸法測定器導入による高精
度・高生産性寸法測定プロセスの確立

呉信用金庫

3 2634110004 広島県 株式会社島村製作所 高精度ＣＮＣ歯車成形研削盤の導入による加工能力の増強 広島信用金庫

4 2634110006 広島県 有限会社瑞穂 特殊形状デザインの化粧筆軸試作と新試作プロセスの構築 広島銀行

5 2634110011 広島県 日東工業株式会社
磁気探傷検査装置の革新的高機能・高精度化による品質、生
産性向上と競争力強化

公益財団法人くれ産業振興センター

6 2634110013 広島県 株式会社ハーベスト
三次元ＣＡＤ／ＣＡＭを利用した生産リードタイムの短縮と、新
プロセスの構築

もみじ銀行

7 2634110018 広島県 株式会社タテイシ広美社
電子ペーパーとＬＥＤ照明技術を融合した新型道路標識等の
開発

広島銀行

8 2634110019 広島県 星野木工株式会社
高性能縁貼機導入による生産効率向上並びに高齢者施設向
け別注家具の拡大

もみじ銀行

9 2634110020 広島県 有限会社中国金型
新型マシニングセンタ導入によるヒートシンクの機械加工効率
化

広島市信用組合

10 2634110021 広島県 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三次元測定機の導入
による生産性の大幅改善

公益財団法人くれ産業振興センター

11 2634110025 広島県 株式会社安芸テクノス
革新的高精度・高生産性金型仕上げ用ダイスポッティングプレ
ス機の試作開発

広島銀行

12 2634110027 広島県 有限会社ディ・シイ・エル広島
歯科技工専用コンピューター支援設計・製造ユニット導入によ
る複雑形状への対応力強化と生産性向上

広島信用金庫

13 2634110028 広島県 株式会社ハマダ 外科手術に於ける鋼製医療器具の開発 広島信用金庫

14 2634110029 広島県 福山熱煉工業株式会社 水素センサーを利用した、高機能ガス軟窒化制御技術の確立 商工組合中央金庫

15 2634110030 広島県 株式会社オーピーエヌ
顔認証と全方位カメラを利用した介護支援システムの試作開
発

広島銀行

16 2634110031 広島県 株式会社津田製作所
非接触三次元測定機導入による削り出し部品の超短納期対
応及び拡販＆収益性向上

もみじ銀行

17 2634110032 広島県 株式会社ゴウダ
木口化粧貼り生産プロセスの革新による木製ベッドパーツの
付加価値向上への取り組み

広島みどり信用金庫

18 2634110033 広島県 株式会社中国冨士精密製作所
複合加工機導入により、大型複雑加工及び小量・多品種の短
納期対応への生産力強化

もみじ銀行

19 2634110034 広島県 株式会社寺岡精機製作所
高速高精度Ｍ／Ｃと最新ＣＡＤ導入によるプラスチック金型の
短納期化と低コストの実現

中国銀行

20 2634110036 広島県 坂本デニム株式会社
デニム糸糊付機の速度自動制御と乾燥効率改善による生産
性の向上

公益財団法人ひろしま産業振興機構

21 2634110037 広島県 真辺工業株式会社
大型・複雑異形アルミ鋳物を早期量産化・低コスト化するプラ
モデル方式量産プロセスの構築

税理士法人田邉会計事務所

22 2634110038 広島県 株式会社栄工社
産業用基板工程へのポイント半田付装置導入による超短納期
対応

中国銀行

23 2634110039 広島県 株式会社広洋電子
高速信号処理再現機能を備えた１２８チャネルデーターロガー
の開発

公益財団法人ひろしま産業振興機構

24 2634110041 広島県 三協マーク株式会社
ＣＣＤカメラ補正付全自動高精度打抜き加工機導入による生
産性の向上と工期短縮

商工組合中央金庫

25 2634110046 広島県 株式会社フジシン
ＰＯＳと連携した顧客管理システムの活用による販売効率及び
顧客満足度の向上

広島銀行

26 2634110051 広島県 広洋工業株式会社
顧客ニーズに対応するために必要なＡＳＳＹ工程の生産プロセ
ス変革のための設備投資

広島信用金庫
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27 2634110052 広島県 ヒロボー株式会社
製品形状と金型構成の高度化提案によるコスト競争力向上と
受注数拡大

中国銀行

28 2634110053 広島県 株式会社スノウチ
「鉄筋継手溶接用新型セラミック裏当て」の量産化及び品質管
理体制の確立

商工組合中央金庫

29 2634110054 広島県 矢野食品株式会社
フライケーキの専用製造工程の確立と新形態での販売による
新規顧客獲得と商圏拡大を行う

呉信用金庫

30 2634110055 広島県 エス・エス・アロイ株式会社
次世代ＥＶ用、高効率モーターに搭載される磁性材料の連続
生産を可能とする‘世界初’高速連続式通電加圧焼結装置の
試作開発

呉信用金庫

31 2634110057 広島県 平岡工業株式会社
三次元測定機導入によるゴム金型事業のネック工程改善及び
新規顧客開拓による拡販＆収益改善

広島信用金庫

32 2634110058 広島県 株式会社向井製作所
全数測定及び短納期化による、中ロット部品精密加工事業の
高付加価値化

広島信用金庫

33 2634110060 広島県 有限会社石黒鉄工所
成形シミュレーションと３次元設計によるプレス金型の高効率
製作

公益財団法人くれ産業振興センター

34 2634110061 広島県 株式会社浜中工業
高張力鋼板用複雑・高機能プレス金型の短納期化と低コスト
化の実現

広島信用金庫

35 2634110064 広島県 株式会社フォノグラム
可視化技術を活用した顧客要求記録システムの開発による革
新的サービスの創出

西京銀行

36 2634110065 広島県 唐川木材工業株式会社
不燃性の高いダイライト建材の高精度加工精度改善に向けた
生産技術の強化

株式会社エフアンドエム

37 2634110072 広島県 株式会社アンネルベッド
国際規格対応の試験機等導入により、国際競争力のあるＪＡＰ
ＡＮ仕様ベッドマットレス開発

広島銀行

38 2634110076 広島県 株式会社ストリーム
紫外線硬化性樹脂を使用した装飾と接着による製品高付加価
値化の実現

中国銀行

39 2634110079 広島県 株式会社こっこー
革新的高燃焼化システムによる多機能・多孔質発泡体製造の
低コスト・環境負荷低減による販売促進

公益財団法人くれ産業振興センター

40 2634110080 広島県 三工電機株式会社
ＬＥＤ航海灯・信号灯に対応した船舶規格適合表示盤・制御装
置の開発

広島銀行

41 2634110081 広島県 有限会社ムジカ
「足踏みオルガン」を活用した高齢者の介護予防及びリハビリ
プログラムの開発

漆原隆税理士事務所

42 2634110083 広島県 境谷工業株式会社
穴明け・切断複合ライン導入による自動化・省力化・高生産・
高精度化の実現と、ＳＲＣ造鉄骨工事への需要開拓

もみじ銀行

43 2634110085 広島県 株式会社日之出水産
広島牡蠣を使用した新商品蒲鉾の開発と安定供給体制の確
立

公益財団法人ひろしま産業振興機構

44 2634110087 広島県 福山包装株式会社
最新型サンプルカッター導入による加工技術の向上と作業の
簡略化

商工組合中央金庫

45 2634110089 広島県 盛川酒造株式会社
「無濾過生原酒」の品質向上及び量産体制の構築による国内
外市場の開拓

呉信用金庫

46 2634110091 広島県 株式会社ＴＯＤＡ 高性能型自動測定検査治具の開発 もみじ銀行

47 2634110094 広島県 株式会社かなわ
「ＨＡＣＣＰ準拠」の厨房設備により、安心で安全な広島牡蠣の
提供

商工組合中央金庫

48 2634110097 広島県 株式会社ユニバーサルポスト オンライン校正システムを活用した業務効率化 広島商工会議所

49 2634110099 広島県 山下水産株式会社
当社独自の「窒素冷凍ライン」を活用した効率的な一貫生産体
制の再構築と高付加価値商品の開発

安芸津町商工会

50 2634110100 広島県 株式会社明和工作所
大型天井クレーン及び塗装排気装置の導入による「減速機
オーバーホール事業」の拡大と生産効率の向上をめざす。

商工組合中央金庫

51 2634110104 広島県 石田プラスチック株式会社
射出成形部品の全数良品を実現する検査・診断装置の試作
開発

もみじ銀行

52 2634110105 広島県 栄光工業株式会社
高性能デジタルマイクロスコープ導入による難素材へのめっき
加工の実現

株式会社マイルストーン・コンサルティ
ング・グループ

53 2634110112 広島県 お好み焼き仔ぐま 広島名物お好み焼きの常温流通による販路拡大 五日市商工会

54 2634110115 広島県 株式会社今田酒造本店
高付加価値清酒の製造に特化した蒸米機の導入による原料
処理プロセスの革新

広島銀行
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55 2634110119 広島県 庄原ステンレス工業株式会社
ＰＳＡ式窒素ガス供給システムの構築による低コスト化実現と
加工改善化事業

もみじ銀行

56 2634110120 広島県 アイサービス株式会社 革新的、病院給食受託業務の「標準化」の研究開発 商工組合中央金庫

57 2634110123 広島県 こだまベジフル株式会社
玉ねぎ商材の効率的な製造体制構築による低コスト化と鮮度
向上の実現

池永経営会計税理士法人

58 2634110125 広島県 佐藤農機鋳造株式会社
最新の砂再生処理装置導入により、鋳物砂再生を安定させ、
鋳造品の増産、品質改善を図る

商工組合中央金庫

59 2634110126 広島県 株式会社大東計器製作所
独自コード管理化システム導入により、製造時間短縮と正確
性向上を図る。

福山商工会議所

60 2634110127 広島県 エスエッチ・サンキョウ株式会社
シート階段事業における、新技術での廻踏板成形の自動化設
備の導入とニッチ分野の商圏拡大

広島銀行

61 2634110132 広島県 株式会社大田鋳造所
非接触三次元デジタイザ導入による品質管理体制の確立と価
格競争力強化

商工組合中央金庫

62 2634110133 広島県 株式会社日野折箱店
独自仕様折箱製造機導入による小型折箱の短納期、量産体
制の構築

福山商工会議所

63 2634110134 広島県 株式会社西井製作所
消化器内視鏡検査時の交差感染を防ぐ潤滑剤自動供給装置
の開発

公益財団法人ひろしま産業振興機構

64 2634110135 広島県 株式会社システムフレンド
キネクトセンサーを活用した３Ｄスキャナ装置およびスキャニン
グ・システムの試作開発

公益財団法人広島市産業振興セン
ター

65 2634110138 広島県 株式会社アイシン産業
新世代マルチカッティングマシン導入による小ロット・多品種・
短納期能力の拡大化計画

福山商工会議所

66 2634110139 広島県 三和鉄構建設株式会社
大口径ロボット自動溶接機を導入し、顧客ニーズである低コス
ト、短納期及び高品質に対応するとともに大型鉄骨にも対応し
た新たな鉄骨製造ラインの構築

広島銀行

67 2634110141 広島県 株式会社モンテドール
簡易セントラルキッチンの導入により生産性向上と新たな提供
方法を実現する事業

諫早滋子税理士事務所

68 2634110142 広島県 新中央工業株式会社 ガソリン計量機部品の生産性５０％アップ 広島信用金庫

69 2634110146 広島県 深江特殊鋼株式会社
超難削材インコネル切断加工の超高速化（放電加工→帯鋸切
断で従来比６倍）

中国銀行

70 2634110149 広島県 有限会社東洋歯研
高価で遅い歯科技工物の改善を目指した高精度デジタル革命
の推進

広島信用金庫

71 2634110150 広島県 有限会社トム出版 短納期、高品質、低価格印刷物の提供できる体制の確立 中国銀行

72 2634110151 広島県 有限会社舟橋技工所
３次元オートスキャンシステムと３Ｄプリンターシステムによる
高品質歯科技工用補綴物（バネ）の製造

中国銀行

73 2634110153 広島県 キングパーツ株式会社
発電機用高品位精密鋳造品が可能な反転溶解鋳込炉の開
発・設備化

広島銀行

74 2634110154 広島県 カケエ・コーポレーション有限会社
デジタルプリンター導入による生産性の向上と小ロット短納期
への対応

府中商工会議所

75 2634110158 広島県 株式会社広島精機
青少年育成向け音により修練を可能にする剣道用新型練習
具の開発

公益財団法人ひろしま産業振興機構

76 2634110160 広島県 株式会社ププレひまわり
健康管理サービスの開発による顧客満足度向上及びブランド
力強化

税理士法人すみだ会計

77 2634110161 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装置の開発 公益財団法人ひろしま産業振興機構

78 2634110162 広島県 有限会社上平鉄工
小径・長尺高難度の軸加工に対応した最新鋭設備の導入によ
る、競争力強化

尾道商工会議所

79 2634110163 広島県 株式会社マクシス・シントー
金型機械加工における高速５軸門形型彫盤導入による競争力
強化

商工組合中央金庫

80 2634110166 広島県 賀茂泉酒造株式会社
従来にないペットボトルタイプの日本酒等の商品開発に向けた
生産性向上計画

株式会社エフアンドエム

81 2634110168 広島県 中尾醸造株式会社
麹（こうじ）造りの工程改善による「日本酒の酒質向上」および
「生産量の増加と販売量増加」について

呉信用金庫

82 2634110169 広島県 有限会社小柴クリーニング
老人病院における特殊再生おむつを用いた工業用洗濯機の
改良と新洗浄技法の開発

呉信用金庫
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83 2634110170 広島県 有限会社広島ピーエス
最新のサンプルカッター及び３Ｄプリンタの導入による、顧客要
求への対応力向上と受注拡大

広島銀行

84 2634110175 広島県 有限会社村上鉄工所 溶接ロボットシステムを使用した鉄骨製作自動化への取組 広島銀行

85 2634110176 広島県 ウエル・ユーカン株式会社
屋外広告物の高まる品質保証ニーズに対応したオール国産
体制の構築

広島銀行

86 2634110178 広島県 株式会社Ｈ・Ｒ
広島県産柑橘を使った高品質天然アロマオイルの多品種試作
開発

呉広域商工会

87 2634110182 広島県 株式会社不動鐵工所
汎用旋盤の特徴を備えたＣＮＣ普通旋盤の導入による少量加
工部品の精度向上と生産性の向上

株式会社エム・アイ・シーコンサルティ
ング

88 2634110183 広島県 有限会社好登
最新ワイヤーカット放電加工機の導入による特殊金属製品の
短納期化・増産体制構築による生産性向上

呉信用金庫

89 2634110184 広島県 リョウサン段ボール株式会社 ３ＤＣＡＤの利活用による産業構造改善事業 商工組合中央金庫

90 2634110185 広島県 有限会社オーエム
切断加工の機械化による船舶艤装品提供プロセス高度化事
業

池永経営会計税理士法人

91 2634110188 広島県 有限会社大蔵プロセス
最新型印刷機の導入により、既存設備との連動性を確立し、
生産性・印刷品質の向上を図る。

もみじ銀行

92 2634110194 広島県 有限会社ハイマックス 生産能力倍増の為の新型自動脱脂洗浄乾燥炉の設備増強 もみじ銀行

93 2634110196 広島県 アシダ精機株式会社
３次元ＣＡＤ／ＣＡＭとタテ型マシニングによる精密加工と収益
力の強化

商工組合中央金庫

94 2634110197 広島県 株式会社イワタ木工
ジャパンブランド製品の世界シェア拡大に向けた高品質化・量
産化体制の構築

広島銀行

95 2634110199 広島県 花岡鉄工株式会社
ＣＮＣ自動旋盤の導入により高精度切削を実現し競争力を強
化してユーザーの要求に応える

呉信用金庫

96 2634110200 広島県 株式会社ノーブル 高性能多色印刷機導入による短納期対応と原価低減の実現 公益財団法人ひろしま産業振興機構

97 2634110201 広島県 サンゲン株式会社
検査時間短縮化のための『多品種少量生産向けネジ検査シス
テム』の開発

公益財団法人ひろしま産業振興機構

98 2634110202 広島県 藤井製瓦工業株式会社
高速瓦破砕機の導入により廃瓦から高付加価値商品への生
産体制の構築

福山商工会議所

99 2634110206 広島県 株式会社板野紙工
紙製品加工技術の高度化によるダンボールマネキンの試作開
発

もみじ銀行

100 2634110207 広島県 株式会社トロムソ
もみ殻から製造した固形燃料（商標名：モミガライト）のための
自動燃焼加温装置の開発

広島銀行

101 2634110212 広島県 ＪＴＳ株式会社
生産能力強化によるオリジナル製品開発と新たな障がい者就
労支援ビジネス・モデルの確立

高陽町商工会

102 2634110217 広島県 丸繊株式会社
コスト削減の為の生地端の両耳自動カット装置付の自動延反
機開発

広島銀行

103 2634110218 広島県 株式会社テクノコート
高機能アーク溶射機の導入による現地溶射品質の改善と新
分野の市場開拓

商工組合中央金庫

104 2634110219 広島県 株式会社フリーダム
サンプルマットカッター導入による最高級鋭角紙製箱の製造・
販売

高陽町商工会

105 2634110222 広島県 第一プラスチック工業株式会社
最新自動真空・圧空成型機導入による成型の高品質化、高精
度化で新規市場開拓を行う

広島銀行

106 2634110224 広島県 株式会社オフィスプロスタジオ
「予防産業」に焦点を当てた、運動指導者の育成システムの構
築

広島銀行

107 2634110226 広島県 株式会社島谷食品
高品質ないかフライおよび天かすの生産能力の拡大および歩
留りの向上

商工組合中央金庫

108 2634110228 広島県 株式会社奥野工作所
量産部品の自動化及び異素材への対応体制の構築による当
社事業拡大計画

広島銀行

109 2634110234 広島県 株式会社テラモト
センサ搭載自動溶接システムの導入による雇用拡大と企業体
質改善

呉信用金庫

110 2634110236 広島県 立石電器産業株式会社
クラウド型顧客支援システム導入による高齢化地域へのサー
ビス品質向上と地域内連携の推進

両備信用組合



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

111 2634110239 広島県 株式会社櫟
櫟オリジナル「手のひらサイズワッフル」の製造プロセス革新
（自動化機器導入）による

広島銀行

112 2634110240 広島県 宮本鋼機株式会社 形鋼材の切断工程改善による生産効率の向上と受注拡大 伊予銀行

113 2634110244 広島県 株式会社ソアラサービス
広島新ブランド「Ｅａｒｔｈ」による地域資源活用商品プロデュース
事業の展開

呉信用金庫

114 2634110245 広島県 佐々木造船株式会社 「３次元設計システム導入による船舶建造の効率化」 大崎上島町商工会

115 2634110249 広島県 有限会社中島商店
品温管理による「もやし」＆「朝どれもやし」の鮮度向上と販路
拡大

福山商工会議所

116 2634110253 広島県 大成農材株式会社
ミニトマトの大型有機生産施設の開発 と 周年栽培技術の研
究

四国銀行

117 2634110256 広島県 株式会社広瀬印刷
ＰＯＤ印刷を軸としたノベルティグッズの開発によるプロモー
ションサービスの革新

広島商工会議所

118 2634110258 広島県 株式会社サンプロシステム
複雑形状の金属加工品の高度洗浄治具とその制御装置の開
発

広島銀行

119 2634110260 広島県 ゆかりハート株式会社
地域歯科医院を対象とする迅速・正確・安価な歯周病菌定量
検査サービスの構築

公益財団法人くれ産業振興センター

120 2634110263 広島県 有限会社藤木工作所
多品種少量、超短納期を実現するためのＮＣ旋盤導入による
生産管理体制の構築

もみじ銀行

121 2634110264 広島県 ローツェ株式会社
高い真空性能を持つ真空部材を実現するためのアウトガス評
価装置等の開発

公益財団法人ひろしま産業振興機構

122 2634110265 広島県 株式会社川瀬工具店
高剛性ＮＣ旋盤による高硬度木工刃物加工等の多品種少量、
短納期対応力の強化

中国銀行

123 2634110266 広島県 シグマ株式会社
革新的高指向性・高精度ＲＦＩＤ用アンテナの開発による防犯
ゲート及び商品状態管理新システムの販売促進

公益財団法人くれ産業振興センター

124 2634110267 広島県 有限会社ふじスタジオ 写真プリント技術改良による顧客サービス向上と市場拡大 大崎上島町商工会

125 2634110268 広島県 株式会社エフ・ウェイ
シニア向け健康促進・疾病予防・モチベートアップサービスの
創出

もみじ銀行

126 2634110270 広島県 有限会社大世渡鉄工所
単品丸物を高精度加工する旋盤技術の自動化による生産効
率向上及び生産能力拡大と安定

呉信用金庫

127 2634110271 広島県 惣明製作所株式会社 高精度の製作物製造の曲げ加工と溶接技術の確立事業 大崎上島町商工会

128 2634110273 広島県 有限会社吉岡鉄工所 自動鋸盤導入による鋼材加工精度の向上と短納期の実現 大崎上島町商工会

129 2634110275 広島県 株式会社ナカノ
自動車部品検査具とデザイン試作部品の製造工程の高効率
化について

広島市信用組合

130 2634110277 広島県 有限会社五和工業 新工法の導入による精密加工部品の表面仕上げの時間短縮 呉信用金庫

131 2634110278 広島県 株式会社久保田鐵工所
ＣＯ２削減に寄与する金属・樹脂接合による軽量、低価格自動
車部品の試作開発

加藤昌也税理士事務所

132 2634110281 広島県 有限会社郷坪製作所
高精度加工の実現による事業拡大での一業種依存からの脱
却

中国銀行

133 2634110282 広島県 有限会社東邦工業
５軸Ｍ／Ｃ導入により精密複雑形状品の短納期化実現の為、
フレキシブル生産の体制を強化する

もみじ銀行

134 2634110283 広島県 株式会社旭光製作所
多品種少量複雑形状プレスブレーキ金型の短納期化と低コス
ト化の実現

広島銀行

135 2634110284 広島県 株式会社プラスコーポレーション
工作機械補修部品の納期管理向上を図るためのＷｅｂによる
“見える化システム”の構築

中国銀行

136 2634110285 広島県 株式会社扶桑ゴム産業
ゴムの切削加工技術を中ロットの立体形状部品に応用するこ
とによる競争力の強化

もみじ銀行

137 2634110286 広島県 株式会社アカシン
開先加工機導入による各種昇降装置等の製造工程の短納期
化と低コスト化の実現

広島銀行

138 2634110295 広島県 大和重工株式会社 砂搬送装置導入による鋳造品の造型工程改善及び販売拡大 広島銀行
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139 2634110298 広島県 株式会社醉心山根本店 高付加価値清酒による市場開拓と日本酒イメージの向上 広島銀行

140 2634110301 広島県 広島化成株式会社
遮音性能評価システムを用いた乗員に対するゴム製ウェザー
ストリップの価値向上

商工組合中央金庫

141 2634110305 広島県 三政物産株式会社
３Ｄプリンタ導入による革新的な試作開発、生産体制の構築お
よび事業化。

山陰合同銀行

142 2634110306 広島県 山陽パッケージシステム株式会社 高機能裁断機導入による大型包装物流資材の受注拡大 広島銀行

143 2634110308 広島県 中山熔接所
ＣＡＤ対応ＮＣ制御装置搭載アイトレーサー式ガス自動切断機
導入によるガス熔断の精度と能率向上

しまなみ信用金庫

144 2634110310 広島県 有限会社関藤工業所
塗装プラントの完全内製化による競争力の強化と顧客満足度
の向上

福山北商工会

145 2634110323 広島県 サダシゲ特殊合板株式会社 工程管理システムの導入による革新的現品管理手法の確立 広島銀行

146 2634110325 広島県 株式会社ムラカワ 高効率型塗装装置設置事業 価値組思考コンサルティング秋井正宏

147 2634110326 広島県 株式会社サカイ
紙管製造装置の新設による製品の高付加価値化及び製造コ
スト削減による競争力強化

広島銀行

148 2634110327 広島県 株式会社ヲクハタ 鋳鉄製品加工システムの設置事業 価値組思考コンサルティング秋井正宏

149 2634110328 広島県 中国木材株式会社 全自動火打加工機による加工精度向上 広島銀行

150 2634110330 広島県 株式会社ハートピア
小売店が行う地域のお客様の細かなニーズに応える地ビール
製造計画

商工組合中央金庫

151 2634110333 広島県 日本システムデザイン株式会社
クリーンルーム等の大気を監視する小型で高精度のハンディ
式微粒子測定装置の開発

広島銀行

152 2634110338 広島県 株式会社タデエン
中型アクアリウム水槽のアクリル板接着工程における温度管
理自動化システム構築と生産性向上

広島安佐商工会

153 2634110342 広島県 株式会社大晃産業
国際海上人命安全条約（ＳＯＬＡＳ）の新ルール適用に伴う舶
用防火・遮音扉の製造に関わる設備の導入

中国銀行

154 2634110343 広島県 楠原壜罐詰工業株式会社
最新型インライン打検器の導入による歩留り・生産性向上と次
世代型缶容器充填システムの体制強化

伊予銀行

155 2634110344 広島県 かなわ水産株式会社
環境配慮型革新的かき新養殖法の実用化による大幅な生産
性向上による販路拡大

公益財団法人くれ産業振興センター

156 2634110349 広島県 サンセイジェネリック株式会社
通信速度を向上させた高周波電源用ＲＦパワーテスターの試
作開発

竹村税理士事務所竹村丙喜

157 2634110353 広島県 有限会社広島金具製作所 当社オリジナル製品「雨どい吊金具」の量産設備導入計画 もみじ銀行


