平成２９年度補正

ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
広島県採択案件一覧（68者）

２次公募

（受付番号順）
受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

1

2934210410

広島県

株式会社アース

6240001035569

自動車の鈑金塗装技術を活用した工業系機械及び自動車
竹村丙喜
部品（パーツ）等への高付加価値塗装の開拓

2

2934210417

広島県

株式会社あらい

3240001016522

土壌汚染検査用急速削孔観測井戸削井機の導入

3

2934210418

広島県

新中央工業株式会社

4240001004708

ガソリン計量機部品等の品質保証体制の強化及び検査の
広島信用金庫
生産性８０％向上

4

2934210419

広島県

株式会社ハーテック・デンタルサービス

1240001024163

３Ｄプリンター導入による製作工程のＩＣＴ化の促進

5

2934210420

広島県

有限会社アクティブワーク

6240002039123

高速バリ取り機を導入した、仕上げ加工の新規生産ライ
株式会社中国銀行
ンを構築し、生産性を向上させる事業

6

2934210425

広島県

広島銘木産業株式会社

3240001034367

高周波減圧乾燥装置導入による生産効率の向上及びそれ
三好建弘
に伴う販路の拡大

7

2934210426

広島県

有限会社三光建設

8240002047504

鉄筋加工の内製化率向上による土木工事完全ワンストッ
広島県商工会連合会
プ化への挑戦

8

2934210427

広島県

株式会社ウエストヒル

4240001001044

高周波装置を利用した新施工法の確立による業務効率向
山本洋介
上計画

9

2934210428

広島県

有限会社森脇水産

7240002036978

最先端設備を導入し、世界遺産宮島の牡蠣をブランド化
株式会社広島銀行
して国内外へ拡販

10 2934210430

広島県

株式会社のば

4240001025209

小動物向け低侵襲獣医療サービス「腹腔鏡手術」の開
発・導入

11 2934210432

広島県

今中物産株式会社

7240001037787

酢こんぶ製品の乾燥技術高度化による生産性向上と高品
株式会社中国銀行
質化事業

12 2934210433

広島県

株式会社渡辺電機製作所

9240001032621

ＴＩＧ溶接工程の自動化による品質精度の向上及び生産
株式会社広島銀行
体制の確立

13 2934210435

広島県

株式会社ボストン

6240001010803

カカオ豆から作る世界で唯一のオリジナル高級チョコ
レートの製造工程確立と生産性の向上

14 2934210437

広島県

有限会社神田鉄工所

1240002040143

ＮＣ円テーブル付き最新型４軸マシニングセンタ導入に
池永経営会計税理士法人
よる生産性向上及び収益基盤の強化

15 2934210441

広島県

福豊精工株式会社

3240001025119

革新的自動切断機導入で実現する自動運転による生産性
株式会社もみじ銀行
向上と働き方改革

16 2934210442

広島県

河商鉄工株式会社

8240001025650

安全性、高機能性から多様化するグレーチングの多品種
株式会社広島銀行
小ロットの生産性向上計画

17 2934210448

広島県

南国工業株式会社

7240001022962

高速・高精度、鋼板切断能力拡大による大型精密板金溶
広島信用金庫
接部品の受注拡大

18 2934210449

広島県

帝旺グラビア印刷株式会社

6240001023953

紫外線遮断食品フィルムの開発及び小ロット・オーダー
東京中央経営株式会社
受注体制の構築

19 2934210451

広島県

中野建設株式会社

4240001037451

ＧＰＳ付電子コンパスを導入し、業務効率の改善による
株式会社もみじ銀行
生産性向上を図る

20 2934210453

広島県

株式会社小山オフセット印刷所

9240001030641

インキ量管理システム導入による同人誌原稿の高精細・
税理士法人みなと元町会計事務所
高品質、短納期化

21 2934210454

広島県

共同食品工業株式会社

3240001026868

ミクロカッター導入による原料調達の自由度拡大

22 2934210457

広島県

株式会社上垣組

6240001022451

測量のスピードアップ・提案力向上による民間開発工事
株式会社アルマ経営研究所
への積極展開

23 2934210458

広島県

星野木工株式会社

2240001034418

新型複合ボーリングマシンの導入により、増加するイン
株式会社アルマ経営研究所
バウンド需要を獲得

24 2934210459

広島県

ケーエス商会株式会社

3240001039283

液体凍結システム導入により養殖活水産品を国内外へ販
広島県商工会連合会
路拡大

25 2934210463

広島県

株式会社ＭＡＳ

5240001025166

新工法「Ⅴ溝折り曲げ工法」を実用化し、生産力の強化
株式会社広島銀行
を図る

26 2934210464

広島県

株式会社ピーターパン

3240001031752

長距離輸送にも耐えうる密閉性の高い包装技術導入によ
株式会社広島銀行
る生産性向上と商品価値向上計画

27 2934210466

広島県

有限会社重松鉄工所

8240002049772

受注増加に対応する為、ＮＣ旋盤導入し生産能力向上を
株式会社もみじ銀行
図る

28 2934210472

広島県

舛元木工株式会社

8240001025031

新型ボーリングマシンの導入により、マスカスタマイ
ゼーションの実現を目指す

株式会社もみじ銀行

29 2934210475

広島県

株式会社ＴＯＤＡ

2240001016655

先端設備導入でボトルネックを解消し生産性を向上

株式会社もみじ銀行

30 2934210477

広島県

株式会社神石高原みたんぼ

8240001046011

ドローン技術導入によるコメの防除工程の生産性向上事
広島県商工会連合会
業

31 2934210479

広島県

有限会社松本商店

2240002034128

海苔製造ラインの包装設備導入による生産性効率向上及
株式会社山口銀行
び品質向上

32 2934210480

広島県

有限会社ワーカブル

6240002043819

業界初の『振れゼロ』実現による精密加工プロフェッ
ショナル企業の確立

33 2934210481

広島県

株式会社栄工社

6240001029406

産業用基板製作工程への最新マウンタ装置導入と多能工
株式会社中国銀行
化推進による品質と生産性の向上

34 2934210484

広島県

有限会社ｄｒ－ｗａｎｗａｎ．ｃｏｍ

2240002046536

４Ｋ腹腔鏡システムによる革新的手術手技の確立とサー
株式会社ビジネスブレイン
ビスの提供

35 2934210487

広島県

とびしま柑橘工房株式会社

6240001043613

メレンゲ菓子の生産力増強によるインテリア雑貨店等の
広島県商工会連合会
新業態の販路開拓

36 2934210488

広島県

株式会社木村工業

5240001027410

溶湯品質改善に航空機部品用溶湯処理装置を活用したア
公益財団法人くれ産業振興センター
ルミニウム鋳造品の高品質化

37 2934210489

広島県

株式会社ヒロコージェットテクノロジー

4240001026470

三次元測定機導入による高精度の品質保証かつ高能率で
呉信用金庫
の生産性向上

38 2934210498

広島県

松本株式会社

5240001035850

生地裁断工程及び縫製ポケット付工程の最新技術導入に
税理士法人二宮事務所
よる改善

39 2934210500

広島県

日プレ株式会社

6240001046228

自社開発の製品・特許の活用による部品加工の生産性向
株式会社広島銀行
上計画

40 2934210502

広島県

株式会社アート・デンタル

3240001018114

口腔スキャナー（３Ｄ）対応のＣＡＤ／ＣＡＭ設備導入
広島信用金庫
による歯科技工の革新的サービス体制確立

41 2934210504

広島県

株式会社ヒロヨシ

9240001039749

船舶用家具の品質・生産性向上と船舶用家具市場におけ
株式会社もみじ銀行
る差別化

42 2934210507

広島県

シグマー電機工業株式会社

3240001004568

小型部品搭載機の導入による試作基板等の部品実装の品
広島県商工会連合会
質と生産性向上の実現

43 2934210508

広島県

東洋合成株式会社

7240001015306

破砕機の装着可能な油圧ショベル導入による廃棄物処理
広島県商工会連合会
加工の内製化

株式会社広島銀行

田中芳明

税理士法人Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ

呉信用金庫

株式会社商工組合中央金庫

株式会社もみじ銀行

最先端ＣＴ機器を活用した地域の難関治療の引き受けに
株式会社ヒューマンネット・コンサルティング
よる、フラッグシップ化

44 2934210510

広島県

山崎歯科クリニック

45 2934210511

広島県

有限会社中国金型

1240002029228

新鋭放電加工機導入によるプロセスの改善と生産性向上 株式会社広島銀行

46 2934210515

広島県

広島日本電子工業株式会社

3240001009542

レーザ焼入れ技術を活用した大幅な生産性向上と新技術
株式会社Ｇサポート
の開発による競争力強化

47 2934210522

広島県

ダックケーブル株式会社

1240001006384

“未病予防”をキーワードに、ＩｏＴを活用したメンタ
株式会社広島銀行
ルヘルスケアサービスの構築

48 2934210524

広島県

クラタ食品有限会社

9240002040350

アルコールフリーの冷凍蒸し中華麺によるムスリム・ベジタリアン市
場への新商品開発（アルコールフリー・アニマルフリー レンジアッ
プラーメン）

49 2934210527

広島県

株式会社サトシゲ

6240001030719

需要高まるＣＬＴ材を用いた造作材製造体制の構築及び
株式会社広島銀行
普及に向けた新展開

50 2934210528

広島県

朝日商会有限会社

4240002046575

歴史ある府中家具の匠技術を活かした“次世代型ＣＬＴ
株式会社もみじ銀行
製造”の内製化と短納期、多品種小ロット対応

51 2934210529

広島県

有限会社ナカムラ鉄工

7240002028091

高速，高精度ベンディングマシン導入による生産性，受
広島県商工会連合会
注量の拡大

52 2934210530

広島県

篠原テキスタイル株式会社

4240001030885

独自の高機能なエシカル・デニム生地の開発及び生産体
広島県商工会連合会
制の構築

53 2934210531

広島県

株式会社セイキ

1240001005337

薄畳などに対応した最新設備導入とインバウンド需要に
公益財団法人広島市産業振興センター
より売上利益拡大

54 2934210533

広島県

株式会社ＨＥＩＳＥＩ ＷＯＲＫＳ

9240001047396

経験の浅いオペレータが使いやすいＣＮＣ旋盤の導入に
広島県商工会連合会
よる社内生産体制の構築

55 2934210536

広島県

森永工業株式会社

1240001028255

研磨作業の自動化による、生産性の向上と多能工化及び
堀和行
機械の多台持ち体制の構築を目指す

56 2934210537

広島県

パレ・フタバ株式会社

8120901007999

自動裁断システム導入による高付加価値特許商品の社内
株式会社広島銀行
一貫生産体制構築と量産ニーズ対応

57 2934210538

広島県

有限会社菅鉄工所

9240002049747

パイプ曲げ加工の高精度化による生産効率向上と加工工
広島県商工会連合会
程の最適化

58 2934210539

広島県

株式会社香木堂

5240001052672

生産性・食の安全性向上と新商品開発による新たな販路
広島県商工会連合会
拡大の実現

59 2934210540

広島県

株式会社福嶋製作所

7240001029529

ディーゼルエンジン等鋳造向け木型製造に対する顧客要
株式会社もみじ銀行
求の高精度の実現

60 2934210541

広島県

有限会社シンセイ

9240002031044

緩衝材加工の内製化でリードタイム短縮とコスト低減を
広島県商工会連合会
図り受注拡大を目指す

61 2934210543

広島県

なかがわ石材店

62 2934210544

広島県

川根柚子協同組合

6240005012655

川根柚子ブランドの商品安定供給と受注拡大を図るため
広島県商工会連合会
の設備増強計画

63 2934210545

広島県

株式会社光

5240001009739

世界唯一の技術力で制作する「立体形状の圧縮タオル」
広島商工会議所
のデザイン性強化により新市場開拓

64 2934210546

広島県

奥田工作所

65 2934210548

広島県

株式会社キャステム

4240001034952

極小・複雑形状・特殊材料である高度医療部材に関する
株式会社中国銀行
製造技術の確立と安定量産化への取り組み

66 2934210549

広島県

株式会社江波工作所

7240001001487

最新型ＮＣ旋盤と熟練作業者の融合によるリードタイム
株式会社広島銀行
短縮及び半自動化

67 2934210552

広島県

協同精機株式会社

6240001030388

経営革新計画に基づく新分野参入をバックアップする生
福山商工会議所
産体制作り

68 2934210553

広島県

宏栄産業株式会社

5240001030505

ＮＣ木工旋盤の導入による木製ペングリップ生産体制の
公益財団法人ひろしま産業振興機構
構築

福山商工会議所

自走クレーン導入で多様化するお墓ニーズに対応する体
広島県商工会連合会
制を整える

ＮＣフライス盤の新規導入による組立治具用位置決め基
広島県商工会連合会
準ピンの生産性向上

