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（249件/250事業者）
公募回 １次公募 ：
受付番号

（受付番号順）
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 2934110001

広島県

猫本タタミ工業株式会社

5240001008699

バリアフリー住宅対応畳製造ライン見直しによる社内
広島県商工会連合会
コスト削減と生産性の向上

2 2934110002

広島県

株式会社高橋工業

2240001034211

削り出しによる部品加工のためのマシニングセンタ導
株式会社中国銀行
入

3 2934110004

広島県

守山桐箱

4 2934110005

広島県

株式会社備後ムラカミ

7240001032978

営業・生産・出荷統合情報システム構築による効率
化・提案力向上

5 2934110006

広島県

株式会社ゴウダ

9240001042182

特殊自動機械の開発・導入による人材確保難の低減と
広島県商工会連合会
生産性の向上

6 2934110008

広島県

有限会社ワタセモールド

3240002046881

金型製作の短納期化に向けた熟練工の技術の見える化
株式会社中国銀行
と多台持ちによる生産性向上計画

7 2934110009

広島県

わだ歯科クリニック

信頼性の高い世界最高水準のワンデートリートメント
公益財団法人ひろしま産業振興機構
歯科事業の構築

8 2934110010

広島県

佐々木歯科医院

ＣＴスキャン導入による革新的な地域歯科医療の展開 呉信用金庫

9 2934110012

広島県

株式会社タテイシ広美社

4240001034309

設備の導入で化粧立体文字の全工程内製化と店舗設計
株式会社広島銀行
の提案力向上

10 2934110015

広島県

有限会社金島工作所

7240002040047

熟練者の旋盤加工技術継承を通じた生産性の向上と技
株式会社広島銀行
術高度化に関する計画

11 2934110017

広島県

有限会社吉岡鉄工所

8240002049822

受注増加に対応するためプラズマ切断機導入により生
広島県商工会連合会
産性向上を図る

12 2934110018

広島県

山部印刷株式会社

4240001012041

中綴じ加工の内製化による印刷物の短納期化と低コス
株式会社エフアンドエム
ト生産体制の実現

13 2934110019

広島県

有限会社堀本精工

5240002042994

ファイバーレーザー溶接機導入による溶接品質の向上
広島信用金庫
と製作時間の短縮

14 2934110020

広島県

広機工株式会社

3240001026414

ジェットエンジン部品シャフトの革新的高精度切削加
株式会社山口銀行
工機の導入による増産体制の構築

15 2934110021

広島県

有限会社たけだ工業所

6240002009456

環境対策に向けたクリーンディーゼルエンジン等部品
株式会社エフアンドエム
金型の高度化生産体制の構築

16 2934110022

広島県

蒲刈物産株式会社

9240001026730

藻塩製造方法における革新的な省エネ化と飛躍的な生
株式会社もみじ銀行
産性向上、競争力強化

17 2934110023

広島県

株式会社昌和精工

6240001038150

部品加工プロセスの内製化による短納期化・生産量
アップの実現

18 2934110024

広島県

中原農園

19 2934110026

広島県

都吹株式会社

9240001039047

和洋菓子の包装工程に整列設備導入による低コスト化
株式会社中国銀行
体制確立

20 2934110028

広島県

株式会社広島金型

8240001009240

成型品試作設備の導入による短納期生産及び提案営業
広島信用金庫
体制の確立

21 2934110029

広島県

大和ツキ板産業株式会社

5240001031197

大規模施設の内装装飾に対応した大型ツキ板加工の生
株式会社エフアンドエム
産体制の構築

22 2934110032

広島県

フジオナッツファーム株式会社

8240001038504

美容と健康に効果的な注目食材「ナッツ」の人気に応
株式会社広島銀行
じる生産能力向上計画

23 2934110033

広島県

株式会社おしどり

9240001030212

全焼き炉の材料送り装置と炉内温度制御の自動化と焼
しまなみ信用金庫
き長さの延長

24 2934110034

広島県

福山電子株式会社

9240001032745

小ロット製品受注対応強化に向けた新設備導入による
しまなみ信用金庫
生産効率改善

25 2934110035

広島県

アグサメタル株式会社

1240001035276

２次元レーザ加工機導入によるレーザ切断の生産プロ
株式会社もみじ銀行
セスの改善と生産体制の強化

26 2934110036

広島県

株式会社岡本ペイント

2240001045984

環境配慮型革新的可搬式塗装装置の導入による塗装作
呉信用金庫
業の高効率化・省エネ化

27 2934110037

広島県

アート印刷株式会社

4240001029663

印刷終了後の後加工である折加工の内製化による高付
しまなみ信用金庫
加価値化

28 2934110038

広島県

内田工業株式会社

9240001034139

門形マシニングセンターによる大型金型の生産技術構
株式会社中国銀行
築と増産による受注拡大

29 2934110039

広島県

大和工業株式会社

9240001033693

ロボット導入で部品加工における着脱作業自動化で生
株式会社中国銀行
産量と売上アップ

30 2934110040

広島県

明石ストアー

31 2934110043

広島県

株式会社ポップジャパン

6240001010828

屋外広告のぼり旗における捺染技術の向上と安定生産
株式会社広島銀行
体制の構築

32 2934110044

広島県

株式会社澤井製作所

9240001039591

一次請け企業が生産する製品、アッセンブリー製品な
株式会社広島銀行
どの生産体制構築

33 2934110045

広島県

庄原ステンレス工業株式会社

6240001025108

材料自動供給装置の導入による夜間自動運転の開始と
株式会社もみじ銀行
働き方改革

34 2934110048

広島県

高升精機株式会社

1240001046835

ねじ切り加工工程の生産性・品質向上による新市場へ
株式会社中国銀行
の本格進出

35 2934110049

広島県

有限会社広栄工業

2240002032817

最新マシニングセンタ導入による、多台持ちの実現に
呉信用金庫
よる生産性アップと売上向上

木取り工程に最新設備を導入することで、操作性、安
府中商工会議所
全性、生産性を高め、ギフト市場へ進出する
株式会社中国銀行

しまなみ信用金庫

高級食材オーガニックオリーブオイルの加工期間短縮
広島県商工会連合会
による生産量拡大

冷蔵庫導入による顧客単価の引き上げ・新規顧客の獲
株式会社もみじ銀行
得

36 2934110052

広島県

高橋精機株式会社

8240002041606

工作機械用部品製造における中ロットで短納期・高精
株式会社広島銀行
度生産体制の構築

37 2934110055

広島県

有限会社大村製作所

2240002038599

高速高精度マシニングセンタ導入による、生産性向上
株式会社もみじ銀行
＆新規市場開拓

38 2934110058

広島県

株式会社エヌテック

4240001034028

現場設置型３次元測定器とＣＡＤＣＡＭ導入による生
株式会社中国銀行
産現場のフレキシブル化

39 2934110059

広島県

尾道海産株式会社

7240001037886

魚種仕分サービス提供による原料不足解決と安全性・
公益財団法人ひろしま産業振興機構
歩留まり向上

40 2934110061

広島県

井上工業有限会社

1240002039367

内面研削加工における生産性向上による既存市場の深
広島県商工会連合会
耕と新たな市場開拓

41 2934110062

広島県

木曽精機株式会社

6240001030330

同時５軸加工ヘッド搭載による高効率加工化及び高精
株式会社商工組合中央金庫
度化の実現

42 2934110064

広島県

山脇印刷株式会社

4240001037385

最新設備の導入により刷版出力の能力を向上し新規事
株式会社中国銀行
業を拡大する計画

43 2934110065

広島県

三起鉄工株式会社

4240001025919

下水処理用回転ドラムスクリーン式装置の革新的高効
株式会社もみじ銀行
率自動設計技術の確立

44 2934110066

広島県

株式会社Ａ＆Ｃ

2240001028618

キッチンプロセス革新による新たな需要開拓 ～セン
トラルキッチンの生産性向上、働きやすい環境づくり 広島県商工会連合会
を目指す。～

45 2934110067

広島県

廣島織染協同組合

8240005007661

国内アパレルメーカーのアジア市場拡大に伴う短納期
株式会社百十四銀行
生産体制の構築

46 2934110068

広島県

八島歯科クリニック

47 2934110073

広島県

日新産業株式会社

3240001022982

革新的金型温度管理によるプラスチック成形の品質・
公益財団法人ひろしま産業振興機構
生産性向上の実現

48 2934110075

広島県

株式会社呉精版印刷

8240001027762

高速・高精細製版システムの導入による、高品質・短
呉信用金庫
納期化の実現と生産性向上事業

49 2934110078

広島県

タカオ株式会社

7240001031229

生産性向上のための半自動化等塗装ラインの導入計画 株式会社広島銀行

50 2934110079

広島県

株式会社黒野金属

7240001026831

水道施設の耐震化に向けた、大型メーターケース等の
株式会社エフアンドエム
生産性向上計画

51 2934110081

広島県

株式会社チヨダコーポレーション

7240001023944

顧客の求めるベッドサイズに対応できる縫製機導入に
広島県商工会連合会
より受注増加を図る

52 2934110082

広島県

金丸木工株式会社

9240001033594

塗装～乾燥工程を行うクリーンルームの設置による工
程バランスの改善による生産性向上と塗装品質向上の 広島県商工会連合会
取組み

53 2934110083

広島県

マルト製菓株式会社

9240001032209

輸出対応ハラール認証カステラの量産体制の確立

54 2934110084

広島県

有限会社甲斐瓦工業

4240002039926

屋根工事全般に対応できる一貫体制の構築による生産
広島県商工会連合会
性向上・新規顧客開拓

55 2934110086

広島県

株式会社ディスプレイキング

3240001043392

新型ＮＣルーター導入により生産力を強化し、屋外用
株式会社もみじ銀行
ＬＥＤ基板製作事業へ展開

56 2934110087

広島県

ジョイフル株式会社

3240001045174

アパレルＣＡＤ／ＣＡＭ導入によるパターン修正と裁
広島県商工会連合会
断工程の内製化＆自動化による経営力向上

57 2934110088

広島県

幹事企業：山陽建設株式会社
連携体１：株式会社中國開發

幹事企業：
6240001039594
連携体１：
2240001034500

ＩＣＴ技術の３次元データ連携活用による生産性向上 幹事企業：株式会社広島銀行
と担い手の確保
連携体１：株式会社広島銀行

58 2934110089

広島県

有限会社石原工業所

9240002046612

大型両頭側面フライス盤導入による難削材加工の生産
株式会社中国銀行
性向上

59 2934110090

広島県

有限会社備後金型工業

7240002046044

高速ＭＣ導入による多品種部品加工における高速高送
備後信用組合
り加工技術の獲得と短納期化

60 2934110091

広島県

有限会社井上鉄工所

9240002039376

ＣＮＣ複合旋盤導入による多品種少量歯車部品加工の
株式会社中国銀行
短納期、低コスト化の実現

61 2934110092

広島県

株式会社内海機械

7240001034140

自動集計システム導入により工場全体の最適化を図
り、工作機械部品の拡大事業

62 2934110093

広島県

株式会社大東製作所

6240001036451

レーザー加工機導入による内製化で品質向上、短納期
化につなげ、提案型ものづくりにより競争力強化を実 呉信用金庫
現する

63 2934110097

広島県

株式会社松田製袋

7240001014877

営業開発部門創設に向けた生産性向上化設備導入・多
広島商工会議所
能工化

64 2934110098

広島県

信和産業株式会社

8240001038157

新型プラズマ加工機の導入による切断工程の生産性向
尾道商工会議所
上と販路拡大

65 2934110099

広島県

有限会社小田食品

1240002032347

串製品製造ラインの包装・梱包工程の自動化

66 2934110104

広島県

株式会社セイワ技研

1240001005436

ワイヤカット放電加工機導入による精密加工と生産性
株式会社山口銀行
向上への取り組み

67 2934110105

広島県

有限会社ビーライフバンクラ

4240002013187

木工品の品質向上と安定供給体制の構築

広島信用金庫

68 2934110107

広島県

有限会社サトー看板

7240002040823

３Ｄスキャナ・プリンタによるフルカラー樹脂フィ
ギュア事業への進出

池永経営会計税理士法人

69 2934110108

広島県

ドヒハウス株式会社

1240001026259

革新的な自動切削・切断加工機械の導入による特注住
呉信用金庫
宅設備の高生産性・品質向上と新商品開発

70 2934110111

広島県

多加津堂酒店有限会社

3240002037971

包装機導入による「元祖もみぢ饅頭」の生産量アップ
広島県商工会連合会
及びブランド化戦略

71 2934110113

広島県

株式会社天寶一

8240001029643

搾り工程の革新による、地元福山の天然地下水を使用
株式会社中国銀行
した「究極の食中酒」造り

72 2934110115

広島県

みらい工芸株式会社

6240001041848

オリジナル家具の多面加工に対する熟練技術のデータ
株式会社広島銀行
化と共有による生産性向上計画

ＣＡＤ／ＣＡＭ装置導入による大幅な納期短縮化と病
広島総合税理士法人
気の再発を防ぐ予防管理システムの構築

株式会社中国銀行

株式会社中国銀行

株式会社山口銀行

73 2934110116

広島県

株式会社小川製作所

2240001026729

ワイヤーカット放電加工機の導入による一貫生産体制
広島県商工会連合会
の確立

74 2934110117

広島県

株式会社セカイトンボ

8240001042687

自動化の推進による生産工程の革新・強化と差別化の
広島県商工会連合会
推進による競争力強化

75 2934110118

広島県

株式会社島村製作所

7240001004837

三次元測定機導入による品質向上と売上拡大計画

76 2934110119

広島県

東洋金属株式会社

9240001031441

オートプレス更新による角型金属缶の生産性、品質向
株式会社商工組合中央金庫
上と新たな危険物収納用角型金属缶の商品化

77 2934110121

広島県

株式会社ハイブリッド

7240001022599

高品質かつ高効率な生産体制の確立による事業構造の
株式会社もみじ銀行
再構築

78 2934110122

広島県

タカハシ企画

79 2934110123

広島県

株式会社シーケンス

4240001029614

高精度加工機とＣＡＭソフトの導入による高精度加工
株式会社広島銀行
体制の構築と新規の受注拡大

80 2934110124

広島県

有限会社柏原機工

9240002039987

大型マシニングセンタ導入による大型部品加工の内製
株式会社中国銀行
化実現

81 2934110125

広島県

株式会社オカモトテクノ

7240002049410

ハンドリング知能ロボット導入による生産性向上と新
株式会社もみじ銀行
事業拡大計画

82 2934110126

広島県

橋本工業有限会社

9240002035169

情報化施工システムの導入による舗装工事事業の生産
広島県商工会連合会
性向上

83 2934110127

広島県

フジタ株式会社

2240001038484

粉類製品全自動包装ラインの整備

84 2934110128

広島県

三ツ和工業有限会社

1240002029467

高速、高精度曲げによる高生産性ベンディングマシン
株式会社もみじ銀行
の導入による受注量増加への対応

85 2934110129

広島県

株式会社カシワギ

1240001002219

木材搬送装置製造ライン合理化

86 2934110130

広島県

岡本醤油醸造場株式会社

7240001051508

発酵熟成工程改善により手造り「瀬戸内海味噌」の品
広島県商工会連合会
質向上と生産量拡大

87 2934110131

広島県

株式会社エムテック

2240001017653

立型ＣＮＣ旋盤導入により大口径精密部品の高精度加
株式会社広島銀行
工の生産体制を構築し、競争力強化を実現する

88 2934110132

広島県

佐藤農機鋳造株式会社

9240001030708

最新型砂混練機導入による鋳物の高品質と低コスト化
株式会社商工組合中央金庫
及び収益基盤の強化

89 2934110133

広島県

深江特殊鋼株式会社

7240001031864

高切削力高精度ＭＣによる金型用焼入材の高精度加工
株式会社もみじ銀行
と短納期及び低コスト化

90 2934110134

広島県

株式会社ティエロー

2240001031381

３ＤＣＡＤ・ＣＡＭシステムの導入による加工プログ
株式会社もみじ銀行
ラム供給

91 2934110136

広島県

有限会社数田呉服店

9240002034699

音戸の地域産品を活用した商品開発・販売のための食
広島県商工会連合会
品製造業進出

92 2934110137

広島県

梶原化学工業株式会社

7240001030247

上下２段４軸制御によるポリエチレン袋の生産性向上
福山商工会議所
計画

93 2934110139

広島県

ヒロボー株式会社

6240001034372

自動車用チャイルドシート部品の新製法による供給と
株式会社中国銀行
新規受注獲得

94 2934110141

広島県

宮崎鐡工所

95 2934110142

広島県

宏成工業株式会社

2240001041001

多品種薄肉難削材旋盤加工の生産性向上と高度化

96 2934110144

広島県

株式会社オーザック

4240001030051

全社的な生産プロセスの刷新による高効率な製造サー
株式会社中国銀行
ビスの実現

97 2934110145

広島県

フタミ精機株式会社

5240001024580

難削材・複雑形状部品の高品位・高能率・量産加工の
株式会社広島銀行
実現による売上向上計画

98 2934110146

広島県

株式会社イワタ木工

7240001045757

木工製品のＮＣ木工旋盤による特殊形状の単純化と自
広島信用金庫
動化

99 2934110148

広島県

盛川酒造株式会社

2240001026943

小壜商品増産体制の構築による海外及び国内高級飲食
広島県商工会連合会
店市場の開拓

100 2934110150

広島県

株式会社セイエン

5240002034694

自然環境や労働環境に優れた洗浄機を導入し、製品品
呉信用金庫
質と生産性向上を図る計画

101 2934110151

広島県

竹野木材株式会社

4240001031248

新型合板加工機導入により、大手ハウスメーカー向け
馬越雅章
の生産体制確立

102 2934110152

広島県

株式会社北洋本多フーズ

6240001038530

調理済加工食品の生産性と品質向上を実現する設備導
株式会社広島銀行
入

103 2934110155

広島県

備後スズキ販売株式会社

3240001034375

自動車整備の対応力強化、リードタイム短縮による福
府中商工会議所
祉車両整備市場への本格進出

104 2934110157

広島県

ヤスハラケミカル株式会社

6240001034471

植物油からの高機能・高環境対応型自動車タイヤ用素
福山商工会議所
材の素材開発

105 2934110160

広島県

広島ヘイワ株式会社

4240001014723

生産管理システム導入による建築部品と冷凍車部品加
株式会社伊予銀行
工の生産性向上

106 2934110161

広島県

広川熔工有限会社

7240002047001

高機能なスポット溶接機の導入による大幅な生産性向
株式会社広島銀行
上事業計画

107 2934110162

広島県

シンクコンストラクション株式会社

6240001022609

デジタル３次元化推進による工期短縮・正確性向上と
辻・本郷税理士法人
顧客満足実現

108 2934110163

広島県

株式会社光文堂

6240001026873

胎毛筆の受発注・顧客・取扱店の革新的管理システム
呉信用金庫
導入による業務効率向上

109 2934110164

広島県

食協株式会社

7240001005001

常温保存可能な形状保持軟化介護米飯を安価に製造す
公益財団法人ひろしま産業振興機構
る技術の開発

広島信用金庫

最新モデル切断機導入による短納期化体制及び、新商
広島県商工会連合会
品事業の確立

尾道商工会議所

株式会社商工組合中央金庫

部品製造プロセスの品質向上と生産性向上による、機
呉信用金庫
会損失解消と付加価値向上
株式会社広島銀行

110 2934110165

広島県

しみず木材株式会社

4240001034275

新型パネルソー導入により、リフォーム事業に新たに
株式会社アルマ経営研究所
参入する

111 2934110166

広島県

山岡酒造株式会社

9240001024791

温度管理による付加価値向上と生産性改善事業

112 2934110168

広島県

株式会社小早川

8240001028439

スタンドパック製袋機導入による新サービスの提供、
大竹商工会議所
及び、既存商品の生産性の向上計画

113 2934110169

広島県

株式会社佐々部材木店

4240001024433

木製パレットの物流競争力強化と国際基準（ＩＳＰＭ
ＮＯ．１５）に合致した熱処理と乾燥による病害虫駆 株式会社商工組合中央金庫
除とカビ害防止

114 2934110170

広島県

リョウサン段ボール株式会社

9240001032563

最新型高性能カットマシン導入によるプラスチック段
株式会社中国銀行
ボール事業の強化

115 2934110171

広島県

つお歯科医院

116 2934110172

広島県

株式会社藤原木工所

2240001031992

アングルヘッドＣ軸旋回機能（４軸制御）付きＮＣ
ルータ導入による、加工精度と生産性の向上

117 2934110174

広島県

株式会社リルファンプラス

7240001051086

高品質凍結を核とした生産・工程新設による配食サー
株式会社広島銀行
ビス多様化への対応

118 2934110175

広島県

菱陽電機株式会社

5260001018135

プリント基板事業の品質、生産能力、生産性向上によ
株式会社中国銀行
る規模拡大

119 2934110176

広島県

株式会社友田鉄工

6240001007691

標準貫入試験用品の生産工程革新による生産性向上の
株式会社広島銀行
実現

120 2934110181

広島県

株式会社ビクトリー

3240001034706

コト消費対応のための高速自動延反技術導入と独自Ｓ
唐川滋行
ＣＭの確立

121 2934110182

広島県

コパ整骨院

122 2934110183

広島県

有限会社プロメンテ

9240002025244

企業災害を予防するダクト清掃の自動推進ロボットに
広島信用金庫
よる無人化作業革新

123 2934110184

広島県

安芸メタル工業株式会社

9240001050755

自動バリ取り機導入による生産工程改善及び品質安定
公益財団法人広島市産業振興センター
化による新規受注獲得

124 2934110187

広島県

株式会社天王

9240001007251

ＵＶ光でインクを硬化するダイレクトプリント機での
株式会社もみじ銀行
商品開発

125 2934110188

広島県

有限会社川村製作所

6240002037085

最新形彫り放電加工機導入による金型生産能力拡大と
広島信用金庫
生産性の向上

126 2934110189

広島県

株式会社池田鉄工所

5240001029828

大型高剛性ＣＮＣ旋盤導入による初工程と大型製缶部
株式会社商工組合中央金庫
品加工の強化と機動力向上

127 2934110190

広島県

有限会社マステック

8240002021062

ベンディングマシン導入による生産プロセスの改善と
広島県商工会連合会
多台持ちの推進

128 2934110192

広島県

株式会社アルファＨＩＲＡＯＫＡ

7240001018878

レザー巻き込み用自動機導入による加工精度の向上と
広島県商工会連合会
新たな販路拡大

129 2934110193

広島県

有限会社宮田スチール工業

1240002016424

ＣＡＤシステムと最新パンチングマシンの導入による
広島県商工会連合会
生産プロセスの改善と多台持ちの推進

130 2934110194

広島県

有限会社熊谷ステンレス工業

5240002040321

高性能バリ取り機による粉塵対策、コストの削減及び
株式会社伊予銀行
製品の均一化

131 2934110195

広島県

後藤鉄工株式会社

5240001034241

高速穴あけ技術とデータ連携による高品質・高効率生
唐川滋行
産体制の実現

132 2934110196

広島県

山陽ブロツク工業株式会社

8240001003755

超耐久性・長寿命コンクリート製品の効率的製造体制
広島県商工会連合会
の確立

133 2934110197

広島県

池田工業有限会社

8240002046613

高精度・難加工・高品質技術による新市場開拓のため
唐川
の製造拠点計画

134 2934110198

広島県

株式会社ショーダ

9240001024593

研磨加工自動化により内製化・短納期化・低コスト化
を図り、加工範囲拡大により付加価値の高い加工を目 株式会社広島銀行
指す

135 2934110202

広島県

有限会社アイ・ピー・エム

9240002000288

門型マシニングセンター導入による生産性の向上と新
広島県商工会連合会
たな市場の開拓

136 2934110203

広島県

三協マーク株式会社

8240001029602

ＣＴＰ製版機導入による印刷の高精細化と品質向上

137 2934110205

広島県

株式会社向井製作所

9240001011625

対話式マシニングセンター導入による新規案件受注の
株式会社広島銀行
ボトルネック解消

138 2934110206

広島県

山陽精螺工業株式会社

7240001024678

世界最高水準の高付加価値部品加工の事業化と多品種
山根敏宏
少量型ＱＣＤ基盤の底上げ

139 2934110207

広島県

有限会社小川木型製作所

2240002039878

小型精密ＮＣルータ導入による短納期及び異素材木型
しまなみ信用金庫
への対応

140 2934110208

広島県

株式会社ＢＩＧ

6240001046112

パン包装機導入によるコッペパンの生産性向上と供給
広島県商工会連合会
体制の構築

141 2934110209

広島県

山陽パッケージシステム株式会社

5240001033012

大型断裁機導入による生産効率ＵＰと品質向上及び安
株式会社広島銀行
全性の向上

142 2934110212

広島県

株式会社高田工業

4240001050446

ＣＮＣ工作機械導入による熟練技能の承継と加工プロ
呉信用金庫
セスの高度化

143 2934110213

広島県

有限会社伸光工業

8240002027794

最新立形マシニングセンタ導入による大型船舶用中間
広島県商工会連合会
軸受けの生産性向上

144 2934110214

広島県

カジウメ工業株式会社

2240001026778

革新的な形状測定装置の導入による飛躍的な品質保証
呉信用金庫
体制の確立と生産性向上と経営改善

145 2934110215

広島県

株式会社ファームスズキ

6240001048109

良質の地下海水を利用した高品質食用塩の開発および
広島県商工会連合会
生産

146 2934110216

広島県

有限会社寺迫組

6240002054213

２連式ホイスト式天上クレーン導入による事業拡大計
株式会社中国銀行
画

池永経営会計税理士法人

院内・往診診療の充実による、トータル口腔ケアの実
株式会社広島銀行
現事業

最新医療機器導入による予防医療・トレーニングメ
ニューの展開

ＳＥＴ

株式会社もみじ銀行

広島県商工会連合会

滋行

株式会社商工組合中央金庫

147 2934110217

広島県

株式会社寺岡精機製作所

1240001031390

高精度ワイヤーカット導入によるプラスチック金型の
株式会社中国銀行
短納期と低コスト化の実現

148 2934110218

広島県

有限会社ジャパン・ラム

6240002038653

卵黄液製造における自動分注システムの構築による、
株式会社広島銀行
製造原価低減、高付加価値化、生産量倍増の実現

149 2934110219

広島県

柿原工業株式会社

1240001030228

スマートエントリー対応の電波透過・絶縁性金属調ド
株式会社広島銀行
アノブの開発

150 2934110220

広島県

ワンライト株式会社

2240001032628

ＵＶ印刷機導入による合せガラス用フィルム等の高耐
株式会社商工組合中央金庫
久化実現と販売拡大

151 2934110224

広島県

因島精機株式会社

4240001037807

最新型ＣＮＣフライス盤導入による専用機製造の生産
株式会社もみじ銀行
性向上と新規加工部品の獲得による売上向上計画

152 2934110225

広島県

株式会社藤下工芸

8240001031946

耐震・耐火性に優れたＣＬＴ材を用いた自社提案型の
株式会社香川銀行
内装事業の新展開

153 2934110227

広島県

株式会社ＦＭ東広島

9240001041069

自動放送システム導入による業務効率化とこれまでに
東広島商工会議所
ない広告商品つくり

154 2934110228

広島県

株式会社アカシン

4240001029696

センサー倣い式自動溶接機導入によるテーブルリフ
ターの新生産プロセスの構築

155 2934110229

広島県

有限会社新谷精機

4240002033029

最新複合旋盤の導入によるＩＯＴを駆使した顧客満足
大岡弘欣
度を向上させる新生産体制の確立

156 2934110231

広島県

株式会社エムネス

4240001015754

電子カルテ、検査予約システムの導入で自社開発サー
株式会社もみじ銀行
ビスの販路拡大へ

157 2934110232

広島県

栄信産業株式会社

2240001038848

３次元測定器とスロッターマシンの導入による高品質
しまなみ信用金庫
加工の実現と厳格な出荷前検査体制の構築

158 2934110233

広島県

株式会社村上製作所

8240001049055

ねじ切りバイトの製造及びねじ切り加工の数値化によ
株式会社もみじ銀行
る大型特殊ねじの自動加工

159 2934110235

広島県

株式会社タケシタ

6240001026790

低周波振動切削ＣＮＣ自動旋盤を導入し、金属部品の
軽量化・難削材化に対応する加工技術の確立と生産性 株式会社中国銀行
向上の実現

160 2934110236

広島県

日興商事株式会社

8240001008449

自動車シート用プラスチックフィルム製保護袋の製造
株式会社Ｇサポート
を全自動化し大幅な生産性向上と品質向上を図る計画

161 2934110237

広島県

有限会社久保鉄工

9240002038700

旺盛な需要と更なる増産に対応する革新的な部品加工
株式会社中国銀行
体制の構築

162 2934110239

広島県

株式会社奥野工作所

1240001029451

ＣＮＣ旋盤導入で他社では不可能だった生産量・低価
株式会社中国銀行
格での加工を実現

163 2934110241

広島県

株式会社ＨＩＶＥＣ

3240001015763

最適化技術の導入によるモデルベース開発へのＣＡＥ
東広島商工会議所
受託参入と地域企業への貢献

164 2934110242

広島県

日鐵鋼業株式会社

7240001031625

工程進捗・作業票ソフト導入によるペーパーレス・Ｉ
しまなみ信用金庫
Ｔ化事業

165 2934110243

広島県

ヤマケン工業有限会社

2240002046833

難削材部品の量産と難削材・異形状の単品部品加工の
株式会社広島銀行
両立による売上向上計画

166 2934110244

広島県

株式会社日研工業

3240001038946

従来の製造工程を大幅に削減した鍛造金型製造プロセ
株式会社広島銀行
ス開発

167 2934110245

広島県

ユニテック工業株式会社

3240001032511

ＦＡ化に向けたシステム導入による生産性向上計画

168 2934110248

広島県

株式会社トーエイ

6240001025074

ＩＴの徹底活用による地域密着型スーパーの経営力向
広島県商工会連合会
上モデル事業

169 2934110249

広島県

宮下畳製造所

170 2934110252

広島県

株式会社カストムインダストリー

9240001037991

大型ＣＮＣ普通旋盤導入による生産体制強化と新分野
株式会社もみじ銀行
へのチェレンジ

171 2934110253

広島県

株式会社ワコー

4240001028178

最新バンドソーを導入し製缶加工の高精度化による生
株式会社広島銀行
産体制の刷新

172 2934110254

広島県

カヤ工業株式会社

4240001002389

高精度の３次元形状測定技術の確立と工数削減による
広島信用金庫
受注拡大

173 2934110255

広島県

株式会社浜中工業

1240001036563

２Ｄ－３Ｄ融合型ＣＡＤ、２．５ＤＣＡＭ、生産管理
広島信用金庫
ソフト導入によるデジタル化体制の構築

174 2934110256

広島県

さくら歯科クリニック

175 2934110257

広島県

株式会社御菓子所高木

8240001001841

地域産品を使った製品の生産ラインを省力化し生産性
株式会社広島銀行
向上と安全な製品作りを目指す事業

176 2934110258

広島県

有限会社日伸精機

7240002051143

高精度平面研削盤と測定顕微鏡導入による高精度金型
株式会社中国銀行
の高度化と持続的発展

177 2934110259

広島県

株式会社京泉工業

5240001038003

ロボット導入によるマンホール新製造ラインの構築

178 2934110262

広島県

山根対厳堂

179 2934110263

広島県

有限会社中島商店

6240002042060

大豆太もやし（新製法による）による市場開拓と生産
福山商工会議所
性の向上

180 2934110265

広島県

株式会社横田製作所

4240001012215

革新的な穴開け工程確立でオーダーメイド製品の短納
広島信用金庫
期化実現による売上向上

181 2934110266

広島県

株式会社おへそ

1240001041555

高速冷凍技術の導入による販売機会の確保と生産効率
広島県商工会連合会
の向上

182 2934110267

広島県

株式会社大田鋳造所

8240001001734

高性能ＣＮＣ溶断機による材料加工の内製化の実現と
株式会社商工組合中央金庫
価格競争力強化及び短納期対策の実現

183 2934110268

広島県

オーテック

新型畳両用縫着機等の導入による畳の生産性向上

株式会社広島銀行

株式会社中国銀行

広島県商工会連合会

無調整での補綴治療実現と、その先にある咀嚼能力の
坂本晃
回復

株式会社伊予銀行

伝統継承、生産性向上のための職人による「ロクロ成
広島県商工会連合会
形」工程から「圧力鋳込み成形」への変革戦略

ＣＮＣ普通旋盤加工機導入による短尺物切削加工を通
広島県商工会連合会
じた新市場開拓

184 2934110270

広島県

株式会社マルハチ

2240001038567

立形マシニングセンタ導入による製鉄所向けコークス
株式会社伊予銀行
炉部品の自社生産体制の確立

185 2934110271

広島県

株式会社アクトオフィスサービス

6240001029711

３ＤアパレルＣＡＤ導入による効率化と次世代オー
ダーメイド服の実現化

186 2934110276

広島県

株式会社日本ハイヒート

2140001012268

溶接ロボット・品質管理システム導入によるＦＡシス
株式会社広島銀行
テムの構築

187 2934110277

広島県

株式会社旭光製作所

1240001038007

精密ＮＣフライス盤と３次元測定器導入によるプレス
株式会社広島銀行
ブレーキ金型最終工程の強化

188 2934110281

広島県

有限会社吉野建設

2240002031793

ＩＣＴ機器の活用による土木工事の測量作業効率化と
株式会社広島銀行
測量業務の事業化

189 2934110283

広島県

合同技研株式会社

3240001028591

小ロットかつ高付加価値に対応する印刷装置等の導入
秋井正宏
設置事業

190 2934110285

広島県

レタープレス株式会社

1240001005907

新規学会向け印刷物ワンストップサービス事業

191 2934110286

広島県

株式会社大晃産業

6240001038225

薄板曲げ加工精度向上と小ロット受注、安定供給を実
瀬尾暁史
現する生産工程の改善

192 2934110288

広島県

株式会社アイエスツール

9240001035302

ファインセラミック用特殊エンドミル開発を始めとし
株式会社広島銀行
た新製品開発力構築事業

193 2934110289

広島県

三洋メカニックス株式会社

3240001038087

最新型複合孔あけ切断機導入による港湾護岸設備部材
広島県商工会連合会
の製作工程の革新

194 2934110290

広島県

ＧＯＳＩ矯正歯科

195 2934110293

広島県

株式会社タオダ自動車工業

4240001006068

お客様の不安を解消する短時間ハイテク車検の導入

196 2934110295

広島県

松岡製麺有限会社

2240002043070

衛生的で効率的な生産ラインの構築による生産性の向
福山商工会議所
上と高付加価値化

197 2934110296

広島県

株式会社テイケン

1010401018325

新開発ホイールの開発効率の向上およびデザイン性の
株式会社伊予銀行
向上による競争力強化

198 2934110297

広島県

有限会社ＩＴＯテクノ

6240002054361

高性能加工機導入により国内・海外向け高精度部品の
株式会社中国銀行
受注拡大

199 2934110298

広島県

株式会社制電社

5240001031057

生産プロセスの革新によるグローバル対応制御盤の納
株式会社中国銀行
期半減と普及品への展開

200 2934110299

広島県

前川印刷株式会社

1240001010865

最新鋭印刷機の新設による特殊素材印刷生産体制と増
広島信用金庫
産体制の確立

201 2934110302

広島県

株式会社ヴィレッジホーム光末

6240001035346

消費者ニーズに対応した高品質米の少量および長期間
株式会社広島銀行
鮮度保持包装による販売単価の向上

202 2934110305

広島県

株式会社クリアメタル

9240001045152

段取り時間と試作品ロスの削減！現場環境の改善！多
株式会社広島銀行
能工化を推進！

203 2934110310

広島県

ホーコス株式会社

6240001032095

マシニングセンタ非切削時間短縮プログラムシステム
株式会社広島銀行
の開発

204 2934110313

広島県

株式会社誠和商会

2240001005443

板厚２８ｍｍ以上の鉄鋼製品を切断加工できる印字装
広島総合税理士法人
置付きＮＣガス切断機の導入による売上＆収益拡大

205 2934110314

広島県

シンバイオス研究所

206 2934110317

広島県

有限会社広島ピーエス

207 2934110319

広島県

208 2934110322

税理士法人高橋会計事務所

株式会社もみじ銀行

ＣＴ導入による独特な歯科矯正治療の高精度化と患者
広島信用金庫
満足の高い医療サービス提供
広島県商工会連合会

わかりやすく確実な現場適応型微生物資材の提供

広島県商工会連合会

7240002028281

精密機器類搬送に使用する受具量産の内製化

株式会社広島銀行

高山熔接有限会社

5240002041641

曲げ工程における加工品質と生産性の向上による社内
広島県商工会連合会
一貫生産の構築

広島県

株式会社櫟

1240002004965

バームクーヘンの製造工程の見直しによる量産体制の
構築と新形態での販売による広島ブランド化の推進を 呉信用金庫
図る事業

209 2934110323

広島県

結城鋼材株式会社

6240001036658

ドリルユニット付きガス溶断機の導入による鋼材加工
株式会社伊予銀行
の効率化

210 2934110325

広島県

株式会社大丸商事

4240001006126

成型容器詰め韓国海苔等の自動ラベラー導入による生
株式会社広島銀行
産性向上

211 2934110326

広島県

有限会社みわ３７５

7240002030799

製造環境管理レトルト装置によるジビエのレトルト
ペットフードの開発

株式会社広島銀行

212 2934110327

広島県

株式会社アカネ

3240001000344

放熱基板製造のためのワイヤーソーの導入

公益財団法人ひろしま産業振興機構

213 2934110328

広島県

株式会社吉久

3240001032528

熱間鍛造工程の改善によるアンカーピン等のコスト競
しまなみ信用金庫
争力強化

214 2934110329

広島県

有限会社松平化成

4240002054438

大型プラスチック射出成形機の導入による大型部品製
広島県商工会連合会
造体制の確立

215 2934110330

広島県

有限会社スイコウ

5240002036633

受発注ロス削減に向けた、クラウドを使用した在庫管
広島商工会議所
理システムの構築

216 2934110331

広島県

株式会社ヨシダコート

3240001040555

自動調色システム導入による納期短縮・品質向上と業
山本洋介
務効率向上

217 2934110332

広島県

株式会社ウィズソル

7240001002064

配管検査用ワイヤレス超音波連続板厚測定自動走行ロ
公益財団法人広島市産業振興センター
ボの試作開発

218 2934110336

広島県

株式会社平本鉄工所

5240001010093

先端マシニングセンタ導入による生産性向上で成長事
株式会社広島銀行
業の更なる拡大

219 2934110337

広島県

株式会社シスコム

2290801006818

移動局ＤＳＲＣアンテナを用いたコンテナ自動識別
サービスの提供

220 2934110341

広島県

有限会社昭和機械工業

3240002035133

高張力鋼板に対するプレス金型の短納期・低コスト・
株式会社もみじ銀行
技術伝承の確立

北九州商工会議所

221 2934110343

広島県

オオアサ電子株式会社

7240001023985

液晶パネル機能検査の自動化による労働生産性のアッ
株式会社広島銀行
プ

222 2934110346

広島県

株式会社チヨダパック

1240001024097

アクリル市場のリーディングカンパニーに向けた市場
株式会社広島銀行
シェア拡大戦略への取組

223 2934110347

広島県

株式会社ヤスダ

7240001034462

職人技と３Ⅾ－ＣＡＤの融合による次世代継承と多品
種少量生産における生産性向上

224 2934110349

広島県

株式会社ナック

1240001031556

リモートメジャーシステム導入による、製品検査の遠
広島信用金庫
隔管理確立と、品質管理業務の改善

225 2934110353

広島県

有限会社綜合紙器

7240002037340

段ボール加工市場に対しロット数を問わない高精度製
株式会社伊予銀行
品提供による競争力強化事業

226 2934110355

広島県

有限会社ウッドストック

4240002037839

５軸マシニングセンタ導入によるＱＣＤの改善と生産
広島信用金庫
性アップ

227 2934110356

広島県

橋本鉄工株式会社

7240001024793

先端設備導入で、工程の集約化や加工品質向上等を実
株式会社広島銀行
現し生産性アップ

228 2934110357

広島県

株式会社梶本工業

2240001016218

先端設備でボトルネック工程を解消し、生産性向上に
株式会社広島銀行
よる売上拡大を実現

229 2934110358

広島県

奥本技研工業株式会社

2240001041323

先端ＣＮＣ旋盤導入で、ボトルネック解消による機会
広島信用金庫
損失の解消と利益率増加

230 2934110359

広島県

株式会社タツミ精工

2240001006409

先端設備導入で、生産量アップと高度化する顧客ニー
広島信用金庫
ズに対応

231 2934110360

広島県

久保田工作所

232 2934110361

広島県

太陽工業株式会社

1240001006145

先端設備導入による生産性向上で、高品質・低価格・
高松秀昇
短納期の高度化実現

233 2934110364

広島県

ファイテック株式会社

4240001045982

高精度加工機械の導入による一貫生産体制の構築と売
株式会社もみじ銀行
上・利益率向上計画

234 2934110371

広島県

クニヒロ株式会社

7240001038026

常温流通可能な「やわらか食」開発による新分野への
公益財団法人ひろしま産業振興機構
進出

235 2934110372

広島県

宮本鋼機株式会社

5240001038985

大型プラズマ切断機導入による高付加価値な１次加工
株式会社伊予銀行
体制の強化

236 2934110373

広島県

マルヨシ株式会社

1240001034427

中小加工業向け「最新鋭マシニングセンター試用体験
株式会社中国銀行
サービス」の開発

237 2934110374

広島県

府中紙工株式会社

5240001036618

マシニングセンタ導入による生産性向上事業

秋井正宏

238 2934110377

広島県

前浜工業株式会社

7240001010901

ワイヤ放電加工機の設置による生産性向上事業

秋井正宏

239 2934110380

広島県

協業組合東部自動車整備センター

3240005009489

自動車整備工程の高度化による顧客満足度向上計画

府中商工会議所

240 2934110381

広島県

タイム株式会社

2240001037296

生産スケジューリングシステム導入による生産プロセ
株式会社広島銀行
スの改善

241 2934110382

広島県

真辺工業株式会社

9240001034345

少・中・大量生産に対応する最適ロボット生産プロセ
スの構築によるコスト低減・生産性ＵＰとグローバル 税理士法人田邉会計事務所
生産対応

242 2934110383

広島県

株式会社橋川製作所

2240001008842

新放電加工法によるセラミックス加工事業の積極的展
有限会社兼子経営
開

243 2934110385

広島県

株式会社進栄工業

7240001016898

ＩｏＴ対応型ベンディングマシン設備導入による多品
株式会社もみじ銀行
種少量部品の高品質・短納期化の実現

244 2934110389

広島県

有限会社北吉水産

9240002034848

アジアへの冷凍牡蠣の通年輸出によるＪＡＰＡＮブラ
株式会社中国銀行
ンド力の強化

245 2934110396

広島県

丸繊株式会社

3240001022801

歪曲する素材対応のポケットセッタ－の導入による生
広島市信用組合
産革新

246 2934110398

広島県

藤井酒造株式会社

7240001037515

清酒の安定製造環境の強化と事業継承に向けたデータ
竹原商工会議所
活用体制の確立。

247 2934110399

広島県

有限会社濵口醤油

3240002035942

充填工程の自動化による新醤油風調味料の増産体制の
広島県商工会連合会
構築と販路開拓

248 2934110403

広島県

有限会社たくみ工房

7240002022012

ニッチ分野における布地印刷の個別対応モデル確立に
広島県信用組合
よる競争強化事業

249 2934110409

広島県

峰商事合同会社

7240003001493

江田島産サツマイモ加工品の生産体制確立による事業
広島県商工会連合会
の高付加価値化

府中商工会議所

最先端マシニングセンタによる生産プロセス革新で生
株式会社もみじ銀行
産性アップ

