
受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

1 34120033 広島県 坂本デニム株式会社
洗浄薬剤使用ゼロ及びCO2削減を可能にする染色システムの実用化開
発

2 34120036 広島県 株式会社泉工作所 少ロット化・短納期化ニーズに対応するため複合NC旋盤設備導入

3 34120041 広島県 岩本工機株式会社 輸出用鉄製梱包パレット製造オートメーション化

4 34120045 広島県 新生産業株式会社
市場ニーズに応える！「洗濯機用かさ上げ台」機能強化リニューアル計
画

5 34120047 広島県 プレコ技研工業株式会社 曲げ加工の品質向上と効率化による多品種少量製品への短納期対応

6 34120052 広島県 中塚被服株式会社 国内生産の効率化と多品種小ロット対策

7 34120054 広島県 マイメタリコン株式会社 ボイラーチューブ溶射皮膜の高品質化および溶射装置の開発

8 34120055 広島県 大和工業株式会社
複合加工機導入(NC旋盤+マシニングセンター)による生産プロセスの改
善

9 34120057 広島県 株式会社野村鍍金
低変形・高耐食・耐摩耗性・高密着性を有し、且つ有害物質無排出の皮
膜形成方法の開発

10 34120058 広島県 真辺工業株式会社
高精度・複雑形状部品の加工を早期量産化・低コスト化する新量産プロ
セスの構築

11 34120062 広島県 株式会社川口製作所 ゴムプラスチック成形用金型の納期短縮とコストダウン

12 34120068 広島県 株式会社クリスタルプロセス
自動車塗装面用ガラスコート剤の技術を応用した長寿命親水コート剤の
開発

13 34120072 広島県 シグマ株式会社
より微細な欠陥の検出と過剰判定の抑制を可能にする複数波長レー
ザーの多次元データ処理による傷検査装置の試作開発

14 34120075 広島県 株式会社島村製作所 高精度数値制御式(CNC)円筒研削盤の導入による生産能力の増強

15 34120077 広島県 株式会社イワサキ 成形シミュレーションソフト活用での納期短縮、及び高品質製品の実現。

16 34120088 広島県 株式会社トーキン
ロボット周辺装置の生産における、生産管理システム構築による生産納
期20%短縮化

17 34120093 広島県 福山キッチン装飾株式会社 塗装工程の機械化による生産能力強化及び短納期化

18 34120094 広島県 トラスト株式会社 金型技術の導入によるアルミダイカスト製品の一貫生産体制構築

19 34120098 広島県 コスミック工業株式会社
ボール螺子用ナットの鋼球循環機構低価格品開発と生産能力改善によ
る競争力強化

20 34120099 広島県 広機工株式会社 航空機等の複雑形状部品の高精度切削加工技術の開発

21 34120100 広島県 株式会社プロテック 録画一体型防犯カメラ「安視ん君」の高画質化（メガピクセル化）

22 34120101 広島県 株式会社池田鉄工所
高機能複合加工機の導入による難削材や高硬度材の加工に適応する
新生産体制の確立

23 34120103 広島県 峯野鉄工株式会社 新機構｢鋳物砂クーラー｣の試作評価

24 34120106 広島県 キソメック株式会社 大型高精度レーザー切断機増設による厚物品の増産・即納体制の確立

25 34120107 広島県 株式会社レニアス 車両用樹脂窓の開発

平成２４年度ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金
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26 34120108 広島県 株式会社サンエス キャパシタを使用した蓄電モジュールの開発

27 34120109 広島県 有木株式会社 JAPAN品質を守る生産工程強化プロジェクト

28 34120112 広島県 アオイ化学工業株式会社
ダウエルバー（丸鋼鉄筋）塗装ラインのコスト・品質・環境改善（市場開
拓）

29 34120113 広島県 株式会社ミルテル
革新的次世代がん診断を目指した血液中エクソソーム検出のための前
処理機器システムの開発

30 34120115 広島県 豊テクノ株式会社
人工透析等に使用される金属製医療関連部品の機械加工における対
応能力強化

31 34120116 広島県 有限会社堀本精工 TIG溶接と高精度多面複合切削の融合

32 34120117 広島県 カワソーテクセル株式会社
医療機器等高機能透過窓に用いる各種窓材と金属材料の新接合技術
の試作開発

33 34120122 広島県 株式会社日光電器
4軸制御マシニングセンター導入によるらせん異形形状切削加工の生産
体制強化

34 34120125 広島県 キングパーツ株式会社
射出成型法による大型セラミック中子の生産体制の強化及び生産量の
拡大

35 34120126 広島県 株式会社三暁
長尺物専用自動加工機導入による土木建築用金物の一貫生産・一括
管理体制の強化

36 34120127 広島県 株式会社大晃産業 大型排気装置新設工事(大型構造物塗装用)

37 34120128 広島県 株式会社カルファイン 高品質重質炭酸カルシウムの量産製造技術と設備の開発

38 34120131 広島県 有限会社大和
冷却機能を強化した押し出し製麺機及び低価格・高品質の米粉麺の開
発

39 34120139 広島県 株式会社メック技研
低価格で供給できる使い捨て（ワンデイ）ソフトコンタクトレンズの量産化
製造技術の確立

40 34120144 広島県 有限会社瑞穂
熊野化粧筆製造工程の熟練技能および型具管理のＩＴ化による開発・生
産プロセス強化

41 34120148 広島県 株式会社ハマダ 整形外科製品と手術道具を製作する試作開発システムの構築

42 34120150 広島県 第一コンテク株式会社
途上国等の水事情に問題のある地域向けの手動型ＲＯ式飲料水製造
装置の試作開発

43 34120151 広島県
株式会社テックコーポレー
ション

高殺菌力の食品衛生管理を実現する微細気泡酸性電解水生成装置の
試作開発

44 34120155 広島県 株式会社ケミカル山本
当社特許技術に基づくステンレス鋼溶接焼け取り用の革新的電源器の
開発事業

45 34120159 広島県 広島シンター株式会社
多品種少量生産に対応した粉末冶金複雑形状ハスバ歯車製造工法の
開発

46 34120161 広島県 三福産業株式会社 NC横中ぐりフライス盤導入による加工能力の増強

47 34120169 広島県 株式会社広洋電子
平面スパイラルコイルを用いた小型軽量の非接触型可変変圧装置の試
作開発

48 34120170 広島県 光工業株式会社 病院等患者用備蓄特別非常食品の開発

49 34120172 広島県 新中央工業株式会社
航空機用降着装置部品の高速フレーム溶射による環境対応化及び生
産効率50％アップ

50 34120173 広島県 株式会社向井製作所 NC工作機械等主軸セルフ研磨修理の能力アップによるサービス向上

51 34120178 広島県 入江株式会社
ダイカスト金型部品の新たな溶接工法確立による生産効率の向上と品
質向上の実現

52 34120179 広島県
広島グラスビーズ工業株式
会社

高意匠性素材を用いた高付加価値加工ビーズの試作開発
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53 34120181 広島県 株式会社アカネ 複層構造放熱基板の品質検査を行う装置の導入と検査手法の確立

54 34120184 広島県 中央精機株式会社
高性能ワイヤー放電加工機の増設によるSCMなど難削材の生産性向
上

55 34120185 広島県 石田プラスチック株式会社
製品取出し・検査・梱包・箱替え自動化システムの構築による生産性向
上

56 34120189 広島県 株式会社ヒロタニ EV、HVおよびPHEVの次世代自動車用繊維系防音材の開発

57 34120193 広島県 オオアサ電子株式会社 化学強化ガラス向け切断装置の開発・製作

58 34120199 広島県 有限会社三晃化成工業所 CAD、NCフライス設備導入による短納期化、新規製品開発計画

59 34120200 広島県 オー・エイチ・ティー株式会社
フェーズドアレイ電極を用いた多端子電極ベアボード用非接触検査装置
の開発

60 34120203 広島県 株式会社呉匠
構造物の健全性モニタリング用樹脂製モアレ縞シートの切断装置の試
作開発と実用化

61 34120204 広島県 株式会社広島金型 金型製作の超短納期化によるプラスチック金型市場の獲得

62 34120205 広島県 株式会社山本製作所
ガスベント・ハングリー射出成形法を用いた高機能樹脂製品の製造なら
びに市場獲得計画

63 34120213 広島県 株式会社メカハウス シートメタル部品加工の製品精度向上と生産性向上

64 34120214 広島県 柿原工業株式会社 艶消しめっきの質感・色感向上とその数値化評価に関する試作開発

65 34120218 広島県 株式会社久保田鐵工所 クリーンディーゼル車用低騒音、低価格ドライブプレートの開発

66 34120219 広島県 株式会社音戸工作所 プラネタリーキャリアのボス一体成形後の脚曲げ加工の試作検証

67 34120220 広島県 株式会社タテイシ広美社 あらゆる通信と連携可能な停電時対応防災情報システムの開発

68 34120221 広島県
株式会社エコログ・リサイクリ
ング・ジャパン

廃棄繊維製品由来の再生PET樹脂を原料とした医療系廃棄物回収容
器等大型射出成形品の試作開発

69 34120224 広島県 株式会社利治鉄工
前工程・後工程の自動化による短納期・多品種少量生産対応と高付加
価値化の確立

70 34120227 広島県
日本システムデザイン株式
会社

自動車用金型加工の高精度化を可能にする撮像式工具測定装置の商
品化

71 34120228 広島県 株式会社キャステム 複雑な中空構造を有する金属焼結部分の開発

72 34120229 広島県 有限会社田辺工業 ロボット化による外注委託品の内製化

73 34120236 広島県 イシオカアパレル有限会社 事業内容変換開発

74 34120237 広島県 大和重工株式会社 鋳物ホーロー浴槽の軽量化によるコスト削減と省資源化

75 34120238 広島県 佐藤農機鋳造株式会社
メロン、スイカ、かぼちゃ等丸物果菜作物類の現地圃場での「可搬式表
面光沢磨き装置」の試作開発研究

76 34120239 広島県 マルミ産業株式会社
FMSリニューアルによる多品種少量生産・短納期化・低コスト化への対
応

77 34120240 広島県 株式会社シーエックスアール 構造物の安全と耐震化を推進する技術の高度化と装置試作

78 34120241 広島県 株式会社光文堂 3D画像処理によるメモリアル製品の開発

79 34120242 広島県 タイム株式会社
摩擦攪拌接合(FSW)技術を用いた液晶装置部品における生産技術の開
発・試作
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80 34120243 広島県 株式会社高村興業所 3次元CAD・CAM導入とスタッドNC化による生産性の向上

81 34120246 広島県 株式会社ワイテック 超ハイテン材加工用金型の試作開発

82 34120247 広島県 株式会社田口鋳造所 鋳型砂の破砕・冷却装置の更新による鋳物製品の生産プロセス強化

83 34120251 広島県 株式会社オートテクニカ ファインプレス加工によるオイルポンプローターの試作開発

84 34120253 広島県 株式会社西井製作所 射出成形装置産業における基盤強化

85 34120254 広島県 株式会社海南鉄工所 バラ積み素材のピッキング技術の開発

86 34120258 広島県 株式会社タハラ 住宅用階段資材の完全プレカット実現による販売拡大

87 34120259 広島県 株式会社飯村鉄工所 覗き窓シート面修正装置の開発

88 34120261 広島県 ミツヤ工業株式会社 顧客ニーズに対応した製造ラインの効率化

89 34120262 広島県 篠原テキスタイル株式会社 企業提案力向上と新たな織物生地の創造による下請け企業からの脱却

90 34120263 広島県 ウラベ株式会社 PTG（臀部外側溝）サポート付軟性骨盤帯の開発

91 34120268 広島県 早川ゴム株式会社
住宅の実棟を用いた試験評価によるより優れた住宅防音関連製品の開
発提案

92 34120272 広島県 山岡鉄管株式会社
新製品（GENEX型ダクタイル鋳鉄異形管）生産及び効率的な生産体制
の構築による収益基盤の強化。


