
（受付番号順）

受付番号 都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

1 34210279 広島県 株式会社テイケン
トイシ製品（研削砥石）の大幅な短納期化を可能にする一貫生産体制の
構築

伊予銀行　呉支店

2 34210280 広島県 株式会社三平工作所
大型ベンディングローラー導入による大型円柱形金属部品の一貫生産・
一括管理体制の構築

伊予銀行　尾道支店

3 34210287 広島県 江波鉄工株式会社
航空機胴体パネル製造における競争力強化を目的とした生産管理プロ
セスの構築

広島市信用組合　本部

4 34210288 広島県 楠原壜罐詰工業株式会社 大型タンクを必要としない液体ブレンディングシステムの開発 伊予銀行　広島支店

5 34210289 広島県 山陽染工株式会社 インディゴ染の多段階落ち抜染開発事業 中国銀行　福山支店

6 34210290 広島県 株式会社アイシン産業
全自動テーブル式水平裁断機導入による短納期・低コスト化と加工精度
の高度化計画

山口銀行　福山支店

7 34210291 広島県 ハイドロラボ株式会社 多品種の重水素化合物の生産を可能にする化学合成装置の開発 広島銀行　西条支店

8 34210292 広島県 藤元建設工業株式会社
ライフサイクルコスト削減のエース“ガードレール清掃塗装機”の試作開
発

公益財団法人ひろしま
産業振興機構

9 34210293 広島県 株式会社制電社 傾向管理手法を用いた遠隔地設備データ管理システムの試作開発 中国銀行　福山南支店

10 34210295 広島県 株式会社ノーブルウイング 学生服縫製の小ロット・短納期化を可能とする設備導入計画
広島銀行　福山手城支
店

11 34210300 広島県 株式会社青木鐡工 ダイカスト用金型ホルダーの機械加工効率向上計画 中国銀行　新市支店

12 34210303 広島県 株式会社濱田製作所 溶接技術の高度化によるロータリーキルンの生産プロセスの強化 広島銀行　広支店

13 34210305 広島県 株式会社西本
整備Gr・加工Grと協働した研磨Ｇｒへの精密内面研削盤の導入による生
産体制の強化

呉信用金庫　海田支店

14 34210306 広島県 株式会社明和工作所
大型歯車の面取り(チャンファリング)工程を自動化して安全に、品質の向
上と作業時間の短縮を目指した装置の開発

商工組合中央金庫　福
山支店

15 34210309 広島県 株式会社アンリックス
ベンディングマシン導入による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

商工組合中央金庫　福
山支店

16 34210312 広島県 株式会社アシナ
｢染め加工｣＋｢オゾン式洗い加工｣の融合化技術の確立による高付加価
値綿製品の試作開発

広島県商工会連合会
福山北商工会

17 34210313 広島県 株式会社アスティ
深曲げ対応プレス機導入による筐体製作の納期・コスト改善及び品質向
上

小倉　幸二　小倉幸二
税理士事務所

18 34210314 広島県 株式会社京泉工業 多目的形鋼加工機の導入による船舶用梯子の一貫生産体制の構築
広島県商工会連合会
尾道しまなみ商工会

19 34210321 広島県 有限会社下垣内工業 高精度、短納期、複雑形状に対応可能な生爪加工技術の確立 もみじ銀行　府中支店

20 34210323 広島県 有限会社ナムックス 自動柄合わせシステムを搭載した自動裁断機の試作開発
大立　稔　大立稔税理
士事務所

21 34210324 広島県 株式会社アイルネット 高性能導光板設計CADシステム開発と設計・製造の標準化
もみじ銀行　福山中央支
店

22 34210326 広島県 山陽電気工業株式会社 分割型零相変流器（漏電センサー）生産システムの開発
商工組合中央金庫　福
山支店

23 34210329 広島県 ラボテック株式会社 無人イノシシ侵入防止システムの開発 広島銀行　五日市支店

24 34210331 広島県 株式会社オキ 有機農業に適した微生物土壌改良材の製造ラインの増強 広島銀行　松永支店

25 34210336 広島県 タカノブ食品株式会社 自動パック包装機導入による生産体制強化計画
税理士法人田邉会計事
務所

26 34210337 広島県 株式会社松岡製作所 システムキッチンのステンレスキャビネット製造工程構築
税理士法人安部事務所
税理士法人安部事務所

27 34210339 広島県 株式会社広エンジニアリング 超高張力鋼板に対応した高精度プレス金型の短納期化 成和税理士法人
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28 34210341 広島県 萬国製針株式会社 手芸・医療用等の極細針の量産技術開発
株式会社翼コンサルティ
ング

29 34210344 広島県 エス・エス・アロイ株式会社
高圧・高速・高精度を実現する大型サーボモータプレス式通電熱加工焼
結装置の試作開発

東広島商工会議所

30 34210349 広島県 株式会社光栄工作所 小径長軸加工専用NC旋盤の導入による、生産効率の改善 呉信用金庫　音戸支店

31 34210351 広島県 株式会社TODA 次世代自動測定検査治具の開発 もみじ銀行　大州支店

32 34210355 広島県 有限会社森川製針 業界初のビーズ調ガラス待針玉付機の開発と商品化
広島県商工会連合会
呉広域商工会

33 34210356 広島県 株式会社シャルル 射出成形設備導入による新商品の生産体制の強化
井上　徹　井上徹税理
士事務所

34 34210358 広島県 株式会社オーエイプロト
熱可塑性炭素繊維複合材料(CFRTP)のプレス加工による量産技術の開
発

もみじ銀行　西条支店

35 34210359 広島県 有限会社四辻製作所 CNCフライス盤導入における多品種少量加工体制の強化 もみじ銀行　因島支店

36 34210361 広島県
光華プラスチック工業株式会
社

スーパーエンプラ精密成形品の安定的な省資源成形と迅速確実な計測
の実現

公益財団法人ひろしま
産業振興機構

37 34210362 広島県 三興化学工業株式会社
製薬工場で医薬品の試作・試験に使用されているアイソレーター用手袋
の開発（*アイソレーターとは薬品の試作や微生物・細胞関連の試験用
に使用されている無菌環境保持装置のこと）

大竹商工会議所

38 34210364 広島県 マナック株式会社
低コスト化を可能とする反応性オリゴマーを用いたポリイミド成形板の開
発

公益財団法人ひろしま
産業振興機構

39 34210365 広島県 株式会社エイアールテック 生体情報センサー回路モジュールの開発・製造 広島銀行　西条支店

40 34210366 広島県 株式会社ワイザーリンケージ 5軸加工機導入による生産ラインの改善とCFRP切削加工技術の確立 しまなみ信用金庫　本部

41 34210369 広島県 太洋電機産業株式会社 NC旋盤の設備増強による生産強化
商工組合中央金庫　福
山支店

42 34210371 広島県 旭紙管工業株式会社
NCを活用した最新式の紙管製造機を導入して原紙の位置決め精度を
高め、大幅な生産性の向上を図る。

広島信用金庫　観音支
店

43 34210372 広島県 有限会社後藤技研
三次元CAD/CAMと高速同時4軸加工のMC導入で、試作品や多品種小
ロット品の、低コスト、短納期対応

もみじ銀行　府中支店

44 34210374 広島県 有限会社好登
3Dスキャナと3Dプリンター導入による金属切削加工部品の短納期化と
開発コストの削減

呉信用金庫　海田支店

45 34210375 広島県 環境保全株式会社
乾・湿切替吸引装置導入によるコスト削減と複数技術の一体化による競
争力強化

呉信用金庫　郷原支店

46 34210376 広島県 シンワ株式会社 熱板成形機の導入による一貫生産体制の強化事業 中国銀行　神辺支店

47 34210377 広島県 有限会社沖原鉄工所
4軸立形マシニングセンタ導入による、搬送機械部品の切削加工の高速
化と生産プロセスの効率化

村崎　あきら　村崎あき
ら税理士事務所

48 34210378 広島県 株式会社イワモト
高性能ワイヤ放電加工機導入による金型製作の高品質・短納期・低コス
ト化

広島銀行　八本松支店

49 34210380 広島県 有限会社寿産業
多目的形鋼全自動加工機導入によるメガソーラーシステム架台加工の
増産・合理化計画

広島県商工会連合会
三次広域商工会

50 34210383 広島県 株式会社寺田鉄工所 太陽熱温水器の検査設備開発・導入による市場シェアの拡大
公益財団法人ひろしま
産業振興機構

51 34210384 広島県 宝剣酒造株式会社 生酒瓶詰ライン新設による“しぼりたて生酒”生産技術の高度化事業 呉信用金庫　仁方支店

52 34210385 広島県 藤鉄工業株式会社
超高精度加工機による（クリアランスゼロ目標）金型の実現と大幅な短
納期化

山口銀行　福山支店

53 34210386 広島県 有限会社ITOテクノ
“厚皮柑橘等（夏柑、八朔等果肉の厚い柑橘類）の半自動皮むき機開
発”

広島県商工会連合会
三原臨空商工会

54 34210387 広島県 株式会社小葉竹製作所 8インチチャックのNC旋盤及びDNC導入による高精度・短納期化の実現 中国銀行　福山南支店

55 34210389 広島県 株式会社呉英製作所 UVインクジェット法による即乾性でデザイン性豊なプリント印刷 もみじ銀行　広中央支店

56 34210390 広島県 花岡鉄工株式会社
ローリングマシンの導入による特殊ボルトのネジ転造の生産能力強化及
び品質向上の実現

呉信用金庫　音戸支店

57 34210391 広島県
株式会社西日本グリーンメン
テナンス

地中埋設アンカー鋼棒の根入れ長・健全性を非破壊で調査するシステ
ムの開発

広島銀行　横川支店



58 34210392 広島県 有限会社中村金襴工場 金襴緞子（伝統技術）から高機能新素材の開発 広島銀行　福山北支店

59 34210394 広島県 株式会社広島メタルワーク CAD/CAMシステムの拡充による多品種少量・短納期生産体制の構築
広島信用金庫　土橋支
店

60 34210396 広島県 株式会社安芸テクノス
自動車用プラスチック金型のより高品質化、短納期化、低コスト化を目指
すシステムの強化

広島銀行　熊野支店

61 34210399 広島県 三和製作株式会社
チェーンガイドの表面性状改善・時間短縮を実現する為のマシニングセ
ンター導入

商工組合中央金庫　福
山支店

62 34210400 広島県 株式会社マルニ木工
五軸同時制御の切削機械導入と木製家具製造への応用技術確立によ
る開発・生産体制の強化

広島県信用組合　廿日
市支店

63 34210401 広島県 有限会社河相工業 ロウ付け技術習得によるブレーカー部品の新規受注生産事業
広島県商工会連合会
神石高原商工会

64 34210403 広島県 吉舎工業株式会社 自動化設備導入による夜間の無人運転及び高品質な金属溶接の実現 広島銀行　十日市支店

65 34210404 広島県
株式会社テクノドライブエック
ス

EV用急速充電器の管理決済端末の開発
もみじ銀行　広島中央支
店

66 34210407 広島県 株式会社みつぎ被服 高品質・小ロット・短納期に特化した縫製ラインの構築
須山　宏行　須山宏行
税理士事務所

67 34210408 広島県 株式会社奥屋製作所 受注製品管理システム導入によるリードタイム短縮と生産効率の向上 広島銀行　八本松支店

68 34210409 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高精度化事業 もみじ銀行　廿日市支店

69 34210410 広島県 かなわ水産株式会社 「殻付きかき」の「むき身作業」の高効率・高生産性体制の確立 呉信用金庫　江能支店

70 34210411 広島県 JPテック株式会社
タブレット端末等に向けた大判フィルム貼付を可能にする装置の新規開
発

広島県商工会連合会
福山北商工会

71 34210416 広島県 株式会社品川特殊製缶
NCプレスブレーキ導入による火力発電プラント用金属製伸縮継手の生
産能力強化

広島県商工会連合会
広島安佐商工会

72 34210427 広島県 株式会社不動鐵工所
ワイヤー放電加工機の導入による高精度切削加工部品のリードタイム
短縮及びコスト削減

公益財団法人ひろしま
産業振興機構

73 34210431 広島県 アトム株式会社 乾燥炉新設による手袋生産ラインの混流化 もみじ銀行　竹原支店

74 34210432 広島県 広島化成株式会社 環境配慮及び高視認性付与 視覚障害者誘導用点字ブロックの開発
商工組合中央金庫　福
山支店

75 34210436 広島県 中国ビー・エフ株式会社 下肢リハビリ用具開発 呉信用金庫　西条支店

76 34210440 広島県 福山技研工業株式会社 鍛造品バリ取り工程の自動化によるコスト競争力の強化 広島銀行　駅家支店

77 34210442 広島県
有限会社アサヒフィルタサービ
ス

吸排気の空気制御により陰陽圧の切替えを可能にする簡易式クリーン
ブースの試作開発

広島県商工会連合会
福山北商工会

78 34210443 広島県 株式会社エフテックス
めっき加工の同一槽における多品種少ロット、多サイズへの対応と環境
に配慮した設備の導入

商工組合中央金庫　福
山支店

79 34210444 広島県 日本機器開発株式会社 バレル研磨機の開発・製作、石に替わるバレル媒体の開発・製作 山口銀行　福山支店

80 34210446 広島県
株式会社ジャパン・エンジニア
リング・ワークス

高効率ナイフエッジ専用加工機の導入による生産能力増強 広島銀行　本川支店

81 34210447 広島県 カイハラ産業株式会社 新しい機能性デニムの開発・提案によるデニム市場の新分野開拓 広島銀行　新市支店

82 34210451 広島県 有限会社ナカシマレーザー ベンディング加工の高精度・高能率化に対応する加工体制の強化 中国銀行　神辺支店

83 34210457 広島県 株式会社三協ゴム 射出成型機導入による生産能力のアップ
広島信用金庫　可部支
店

84 34210459 広島県
有限会社クリスターコーポレー
ション

工業生産を効率化するバリアフリー型介護食専用調味料の試作 中国銀行　府中支店

85 34210462 広島県 共同食品工業株式会社 高付加価値のフライ菓子製造に向けた新製造ラインの構築
商工組合中央金庫　広
島支店

86 34210464 広島県
株式会社日本パーカーライジ
ング　広島工場

高効率誘導加熱式コーティング装置の開発
公益財団法人ひろしま
産業振興機構

87 34210465 広島県 株式会社平本工業所
多品種精密小型機械部品の外観検査をより高効率化するマルチ画像検
査装置の開発と事業化

広島銀行　焼山支店



88 34210466 広島県 東洋電装株式会社 レドックスフロー電池向け最適制御システムの開発・試作
広島信用金庫　緑井支
店

89 34210468 広島県 花崎リボン株式会社
少量多品種に対応した細巾織物用インクジェットプリンターの試作・開
発。

中国銀行　神辺支店

90 34210469 広島県 中国精螺株式会社 ネジキリ切削工具（TAP）の再使用を目指した専用工具の開発
村田　光男　村田中小
企業診断士事務所

91 34210471 広島県 株式会社荒川 多機能型LED式トンネル照明の開発
公益財団法人ひろしま
産業振興機構

92 34210472 広島県 備後撚糸株式会社
世界初！極細和紙糸でつくる40ゲージ編立機によるインナー製品の開
発

備後信用組合　芦田支
店

93 34210473 広島県 有限会社織田鐵工所 生産ライン改善による生産性の向上と当社主導型試作受注体制の確立 もみじ銀行　府中支店

94 34210475 広島県 竹原化学工業株式会社 不燃材を用いた超高難燃性プラスチックコンパウンドの開発 広島銀行　東城支店

95 34210476 広島県 株式会社テクノクラーツ 酸化防止機構を具備した醤油容器の開発・試作
公益財団法人ひろしま
産業振興機構

96 34210477 広島県 中国紙工業株式会社
主要原材料であるPEクロスの内製化と新規商品（カットテープ、養生テー
プ等）の試作開発

中国銀行　尾道駅前支
店

97 34210480 広島県 株式会社広島精機 新方式水田用除草機の開発
公益財団法人ひろしま
産業振興機構

98 34210481 広島県 早苗電機株式会社
最新大型レーザー加工機導入による高品質・低価格精密板金加工の小
ロット・短納期化

もみじ銀行　福山中央支
店

99 34210484 広島県 株式会社ハイエレコン
最新の近距離無線通信技術（NFC）を活用した学生出席管理システムの
開発

広島銀行　広島西支店

100 34210485 広島県
山陽パッケージシステム株式
会社

小ロット・多品種の短納期化と精度向上に対応した、製品包装物流資材
の製造ラインの開発

商工組合中央金庫　福
山支店

101 34210486 広島県 関西金属工業株式会社 最適の切断装置導入による筆金具の高品質化及び生産性改善
広島県商工会連合会
熊野町商工会

102 34210487 広島県 広島第一ブロック協同組合 『新工法（乾式工法）によるブロックに替わる新製品の試作開発』
広島県商工会連合会
祇園町商工会

103 34210490 広島県
株式会社クリアースペースデ
ザイン

電子タグを用いたニーズに対応するパーキングシステムの構築 中国銀行　東尾道支店

104 34210498 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高強度・軽量化自動車用部品の試
作開発

呉信用金庫　広中央支
店

105 34210503 広島県 チューリップ株式会社 レーザ加工機の導入による基板検査向け高精度特殊針の開発 もみじ銀行　三篠支店

106 34210504 広島県 ヤマケン工業有限会社
航空機並びにそれに準ずる分野への進出に伴う設備投資及び技術開
発

中国銀行　府中支店

107 34210505 広島県 三宅食糧工業株式会社 削り節の製造工程改善による高付加価値新商品の開発
広島信用金庫　土橋支
店

108 34210507 広島県 株式会社タケシタ
自動車用精密軸物部品の試作品の短納期化を目指した一貫生産体制
の確立

山口銀行　呉支店

109 34210511 広島県 有限会社サントイ 3Dモデル造形技術の導入による 生産プロセス等の強化
広島銀行　尾道栗原支
店

110 34210513 広島県 株式会社橋川製作所 革新的な微細穴専用装置の導入による医療機器分野への本格的参入 有限会社兼子経営

111 34210514 広島県 広島デコラ株式会社
屋外サインの耐候性を長期保証可能な印刷設備を導入し、信頼性を高
め受注拡大を目指す

楠　典子

112 34210515 広島県
株式会社カスタムエンジニアリ
ング

1500トン油圧プレス機械導入による高張力鋼板製品の生産能力強化
夛田　功　夛田功税理
士事務所

113 34210516 広島県 株式会社北洋本多フーズ 凍結及び真空技術を用いた凍結含浸法によるやわらか食の提供
商工組合中央金庫　福
山支店

114 34210518 広島県 関西エックス線株式会社
石油貯蔵タンク補強部材溶接部近傍の外観検査用自走ロボットの試作・
開発

広島信用金庫　観音支
店

115 34210522 広島県 吾興株式会社 自動車向け　高効率オイルフィルターの開発　及び　生産準備
広島信用金庫　祇園支
店

116 34210523 広島県 新栄製砥株式会社 ガラス切断端面の超精密仕上用研磨砥石の開発
呉信用金庫　本店営業
部

117 34210524 広島県 トラスト株式会社 金型技術の内製化による短納期・高品質化と低コスト化の実現 中国銀行　府中支店



118 34210525 広島県 トラスト神石株式会社 2個取り金型が可能な鋳造機新設による生産能力向上 中国銀行　府中支店

119 34210527 広島県 小池造船海運株式会社
ノンバラスト船を効率的かつ高精度で建造する為のブロック製造ライン
の構築

広島県商工会連合会
大崎上島町商工会

120 34210528 広島県 株式会社サンワテクノス 3次元CADシステムの導入による配管設計の効率化
呉信用金庫　本店営業
部

121 34210529 広島県 広島システム開発協同組合
在宅診療を支援する往診ドクター用タブレット型専用携帯端末の試作開
発

商工組合中央金庫　広
島支店

122 34210537 広島県 有限会社寺岡商事 浮体式潮流発電システムの最適動力伝達・発電機構の開発事業 山口銀行　呉支店

123 34210538 広島県 株式会社ナック
アパレルコンピューターシステムの導入によるワンストップスタイルの生
産・販売体制の構築

広島銀行　福山手城支
店

124 34210540 広島県 中下合金有限会社 放電ワイヤーカットを用いた難削材加工の効率化と低コスト化
呉信用金庫　広中央支
店

125 34210543 広島県 株式会社渡辺電機製作所 形鋼材の加工機導入による加工体制の強化と事業の拡大 中国銀行　福山南支店

126 34210544 広島県 有限会社能美工作所 NC旋盤の導入による新生産プロセスの確立 呉信用金庫　能美支店

127 34210548 広島県 株式会社中村製作所 筆先金属部及び樹脂筆軸へのUV硬化インク塗装技術の開発 もみじ銀行　熊野支店

128 34210551 広島県 株式会社れもんカンパニー
生の風味を生かした「たもぎ茸」販売のためのセルアライブシステム冷凍
導入

広島県信用組合　観音
支店

129 34210553 広島県 廣島織染協同組合
新技術・新商品開発のスピードアップとコストダウンにつながる設備の効
率化

百十四銀行　福山支店

130 34210554 広島県 有限会社保成工業 新規ワーク等加工エリア拡大のための機械設備増設事業
広島県商工会連合会
尾道しまなみ商工会

131 34210555 広島県 広島精密工業株式会社 次世代低燃費高効率エンジン用オイルポンプの開発 もみじ銀行　大州支店

132 34210561 広島県 株式会社積層金型 拡散接合による大物アルミダイカスト金型の品質向上
公益財団法人ひろしま
産業振興機構

133 34210563 広島県 カワダ株式会社 金型最適化設計技術によるハブのバリなし鍛造化とコスト削減
竹永　靖正　竹永靖正
税理士事務所

134 34210564 広島県 S・E・P技研株式会社
自動車ミッション部品に対する化学的バリ取り処理によるコンタミ問題の
解消

公益財団法人ひろしま
産業振興機構

135 34210567 広島県 株式会社セイユー 金型加工機械導入によるプラスチック製品の製造能力の強化 もみじ銀行　高陽支店

136 34210571 広島県 有限会社中谷製作所
高速同時4軸マシニングセンターによる複雑形状加工とデジタル化プロ
セスの構築による短納期対応の実現

中国銀行　駅家支店

137 34210572 広島県 徳山産業株式会社
ゴム成形加工における試作品の納品リードタイム短縮と材料特性データ
の蓄積と活用

広島県商工会連合会
北広島町商工会

138 34210573 広島県 株式会社アイ・エスツール
超硬工具の再生加工における、計測と加工の連動化による寸法精度・
形状精度向上

中国銀行　駅家支店

139 34210574 広島県 株式会社楠木工業
高精度レーザー加工機導入による短納期化及び高品質・低価格製品の
実現

三木　武彦

140 34210576 広島県 株式会社平川製作所 デザイン性の高いプラスチック製コード巻き取り器の新商品・自主開発 もみじ銀行　松永支店

141 34210580 広島県 三共精機有限会社
APC付マシニングセンター導入による顧客ニーズに対応した生産ライン
の強化

もみじ銀行　府中支店

142 34210582 広島県 有限会社五和工業 5軸加工機を用いた複雑形状部品の新しい生産プロセスの構築 呉信用金庫　海田支店

143 34210583 広島県 ヒロコン株式会社
多品種少量生産の生産効率を向上させる、コンパクトで安価なシステム
の開発

株式会社森戸コンサル
タント・グループ

144 34210584 広島県 オレンジカンパニーBPS
CFRP製品の試作開発と、その成形型加工を行うマシニングセンター・
CAD/CAMソフトの導入。

広島銀行　十日市支店

145 34210585 広島県 株式会社成和プレス
多品種少量受注・低コスト及び付加価値の向上を図る為のレーザーマシ
ンの導入

広島信用金庫　福山支
店

146 34210590 広島県
RTQMシステム株式会社
株式会社デイ・デイライト

がんの放射線治療における新しい品質管理システムの開発
公益財団法人ひろしま
産業振興機構

147 34210591 広島県 平賀金属工業株式会社
電力自動制御機能付き低周波溶融炉導入による生産性改善及びコスト
低減

公益財団法人ひろしま
産業振興機構



148 34210592 広島県 アオイ化学工業株式会社 衛生陶器用止水ガスケットのカット、包装工程省力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

149 34210593 広島県 有限会社西研 特殊刃物製造設備導入によるニッチ市場への進出
公益財団法人ひろしま
産業振興機構

150 34210599 広島県 株式会社日昌クリエイト 貼り合せ/加熱機能一体型裁断機の導入による生産プロセスの向上
広島信用金庫　祇園支
店

151 34210602 広島県 株式会社ワールド・アルマイト
自動車用ピストンのアルマイト処理における多品種少量生産対応型超
高速アルマイト処理及び設備の開発

公益財団法人ひろしま
産業振興機構

152 34210603 広島県 有限会社新谷精機
五面加工機導入による難削材(ステンレス鋼)及び高硬度材加工品の短
納期化

広島信用金庫　呉支店

153 34210604 広島県 株式会社ミウラ 浮遊立体表示装置の開発
公益財団法人ひろしま
産業振興機構

154 34210608 広島県 有限会社ワイズクラフト レーザー加工機導入による外注制約からの脱皮と競争力の強化
脇　博之　脇博之税理
士事務所

155 34210612 広島県 株式会社キョウエイ
薄膜ターゲット材など難削材の高精度・高効率深穴ＢＴＡ加工技術の開
発

商工組合中央金庫　福
山支店

156 34210613 広島県 株式会社ミズト バリ取りの自動化によるコスト削減と生産効率の向上
広島信用金庫　沼田支
店

157 34210615 広島県 株式会社明光堂 金型専用ソフト導入による内製金型生産効率の改善 広島商工会議所

158 34210616 広島県 株式会社シティプラスチック
大型立形CNC旋盤を導入し、顧客ニーズの「短納期化」「低価格化」を実
現する。

広島銀行　高陽支店

159 34210618 広島県 三協マーク株式会社
画像処理検査装置導入による名板製品の品質保証体制の確立と納期
短縮

商工組合中央金庫　福
山支店

160 34210622 広島県 有限会社細井工作所 プラスチック金型の生産体制強化
広島県商工会連合会
沼隈内海商工会

161 34210626 広島県 有限会社若元工業
最新鋭プレスブレーキの導入による金属プレス加工技術の高度化の実
現

呉信用金庫　安浦支店

162 34210629 広島県 株式会社アート・マーク 切削加工技術の高度化による新材料加工及び複雑形状加工への対応
小林　康浩　小林康浩
税理士事務所

163 34210630 広島県 信栄産業有限会社 YAGレーザー溶接機を利用した薄板溶接加工の開発 広島銀行　福山南支店

164 34210635 広島県 有限会社佐々木米穀店 こだわりの精米システムで米の持ち味を最大限に生かし、競争力強化 もみじ銀行　吉田支店

165 34210637 広島県 緑鋼材株式会社 新規レーザー加工機導入による生産性の向上とコストダウンの実現。
若宮　克彦　若宮克彦
税理士事務所

166 34210638 広島県 有限会社武昌 難削材用切削工具の高精度量産化を可能とする設備増強
公益財団法人ひろしま
産業振興機構

167 34210639 広島県 株式会社ムラカワ 大型機械部品用塗装装置設置事業 もみじ銀行　沼田支店

168 34210641 広島県 エクセル株式会社
鉄道車輌内のLED照明用製造設備導入による生産性向上と生産量の
拡大

公益財団法人ひろしま
産業振興機構

169 34210643 広島県 株式会社浅井製作所
高精度レーザー切断機設備導入によるコスト低減及び製造可能範囲の
拡大

広島銀行　西条支店

170 34210644 広島県
株式会社チヨダコーポレーショ
ン

ポケットコイル製造装置導入による寝心地の多様化ニーズに対応した
ベッドの試作開発。

広島県商工会連合会
北広島町商工会

171 34210645 広島県 有限会社エンジニアミユキ 3Dプリンタによる鋳造プロセスの革新
商工組合中央金庫　福
山支店

172 34210646 広島県 東洋金属株式会社 積み重ねのできるラミネート材を使用した18リットル缶などの試作開発
商工組合中央金庫　福
山支店

173 34210647 広島県 株式会社寺岡精機製作所
金型の品質向上・短納期化対応を図る為、高速・高精度グラファイト放電
加工技術を取り入れた生産プロせスの構築

中国銀行　松永支店

174 34210651 広島県 有限会社東邦工業
8軸(4軸＋4軸)加工セルによる複雑形状加工と多品種少量生産体制の
構築による短納期化の実現

もみじ銀行　因島支店

175 34210652 広島県 髙橋技研株式会社
ツールプリセッタ付2スピンドル旋盤の導入ならびに自動車の軽量化部
品の開発・試作

公益財団法人ひろしま
産業振興機構

176 34210653 広島県 友鉄工業株式会社 ハイス鋼を溶接肉盛した高硬度鋳鉄製金型の試作と量産プレス試験
櫻井　嘉尚　櫻井嘉尚
税理士事務所

177 34210655 広島県 日東工業株式会社 スチームトラップバルブ事業新規参入によるニッチ分野への参画 広島銀行　川尻支店



178 34210658 広島県 有限会社宮下産業 破砕装置の導入による産業廃棄物の再生資源化事業 呉信用金庫　郷原支店

179 34210659 広島県 カジウメ工業株式会社 生産プロセス改善による低コスト部品の試作開発 呉信用金庫　音戸支店

180 34210661 広島県 宮本鋼機株式会社 端材管理システムの導入による歩留まり率の向上とコスト削減 伊予銀行　尾道支店

181 34210663 広島県
株式会社ヒロコージェットテク
ノロジー

立形マシニングセンタ導入による難削材加工の短納期化の実現
大道　優也　大道税理
士事務所

182 34210664 広島県 株式会社宮島 アルミやPPを使用した特注パレットボックスの開発・製造 三木　武彦

183 34210665 広島県 株式会社ミカサ 「空力特性を取り入れた運動用ボールの開発」
公益財団法人ひろしま
産業振興機構

184 34210666 広島県 日本金網市場株式会社 現場施工性を向上させた「高剛性自立型かごマット」の開発
十三信用金庫　本店営
業部


