平成２５年度補正 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業
２次公募 採択案件一覧（１１１件）
(受付番号順)
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

1 2534210551 広島県 有限会社下垣内工業

生爪製品のコスト競争力強化のための、自動化ロ
ボット導入による生産性向上

もみじ銀行

2 2534210552 広島県 株式会社光文堂

胎毛（赤ちゃん毛）筆用桐箱の自動組立装置の開発

公益財団法人くれ産業
振興センター

3 2534210553 広島県

株式会社濵嶋金型デザイン＆カン ３Ｄ解析シュミレーションソフト導入によるプレス金型
パニー
設計の高度化と生産リードタイムの短縮

もみじ銀行

4 2534210555 広島県 藤鉄工業株式会社

砥石形状管理システムによる高精度複雑形状研削
の実現と生産体制の再設計

山口銀行

5 2534210558 広島県 株式会社野村鍍金

燃料電池用部材への表面処理設備投資

池田泉州銀行

6 2534210559 広島県 フタミ精機株式会社

熱変位制御機能を備えた機械導入による精度＆コス
広島みどり信用金庫
ト優位性の確保

7 2534210564 広島県 株式会社大田鋳造所

高精度門型五面加工機導入による品質確保と納期
＆価格競争力強化

8 2534210574 広島県 株式会社萩原製作所

ＮＣ複合旋盤導入における炭素繊維プレカーサー製
もみじ銀行
造ライン部品の高能率生産

9 2534210575 広島県 プレコ技研工業株式会社

プラズマ溶接システムによる溶接工程自動化と高付 税理士事務所猪原清
加価値溶接の実現
猪原清

10 2534210577 広島県 株式会社メカトロデザイン

11 2534210578 広島県

低価格で機能性に優れた三次元視覚機能付きバリ
取りロボットシステムの開発と事業化

広島銀行

東広島商工会議所

株式会社ジャパン・エンジニアリン プレス成形作業の自動化ライン導入によるコスト削減
広島銀行
グ・ワークス
及び生産能力増強

12 2534210583 広島県 株式会社サンブイ

高性能マルチスポット溶接機の導入による生産能力
広島県商工会連合会
増強と品質向上

13 2534210584 広島県 マナック株式会社

加工性に優れた新規高機能ポリマー型臭素系難燃
剤の開発と応用

14 2534210587 広島県 有限会社オナベデンタルサービス

高品質で高効率な歯科技工物の製作に向けた歯科
広島銀行
用ＣＡＤ／ＣＡＭ及び３Ｄプリンターシステムの導入

15 2534210589 広島県 株式会社旭光製作所

高精度マシニングセンターによる多品種複雑形状金
広島銀行
型の実現と生産体制の改善

16 2534210590 広島県 株式会社ワイテック

溶接ひずみ解析技術導入による溶接プロセスの高度
広島銀行
化

17 2534210594 広島県 株式会社東亜ミシン針工業

イオン発生装置等で用いられる細径電子ピンの針先 公益財団法人広島市
を傷めず大量生産できる精密切断機の開発
産業振興センター

18 2534210595 広島県 有限会社瀬戸鉄工

高精度な温度圧力制御機能を付加した食品プレス加
広島県商工会連合会
工技術導入による新商品開発

19 2534210597 広島県 舛元木工株式会社

「ベッド専用収納パーツ（ＢＯＸ）」の製造プロセス革新
広島銀行
による新たな生産体制の構築

20 2534210599 広島県 徳山産業株式会社

国内のゴム製品の市場獲得と海外へ転注された製
品の奪還

21 2534210601 広島県 株式会社今田酒造本店

高品質スパークリング清酒の増産と常温流通、輸出
広島銀行
を可能にする生産プロセスの革新

22 2534210604 広島県 株式会社ケミカル山本

当社特許に基づく透過型電子顕微鏡用試料の低温
型電解研磨装置開発事業
1／5

公益財団法人ひろしま
産業振興機構

広島信用金庫

広島銀行

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

23 2534210606 広島県 有限会社久保田

グローバル化によるコスト戦争に打勝つ金型製造法
広島市信用組合
の確立

24 2534210610 広島県 有限会社木場工業所

蒸気タービン部品製造におけるＮＣ旋盤による高生
産加工法の確立

25 2534210613 広島県 中国システム機器株式会社

プロジェクションマッピング技術を用いた祭壇装飾映
福山商工会議所
像の製作と提供

26 2534210614 広島県 株式会社津田製作所

鋳造型製作の内製化による試作品の納期＆価格競
もみじ銀行
争力強化及び収益性向上

27 2534210615 広島県 吉舎工業株式会社

曲げ補正機能付き厚板長尺専用機械導入による一
貫生産体制の実現

28 2534210616 広島県 カワダ株式会社

高精度高速工作機導入による複雑形状鍛造金型の
広島銀行
短納期低コスト化

29 2534210618 広島県 株式会社内海機械

納期短縮とコストダウンを実現するコレットチャックの
中国銀行
製作

30 2534210619 広島県 株式会社ユニコーン

市販の視線入力装置を活用した、四肢が不自由な重
公益財団法人広島市
度身体障害者向けパソコン操作システムの試作品開
産業振興センター
発

31 2534210623 広島県 新まるせ工事株式会社

牡蠣殻セラミックスを用いた高機能洗浄・抗菌剤の開
広島信用金庫
発

32 2534210626 広島県 井辻食産株式会社

米粉１００％使用春巻きの皮商品化及び生産能力強
広島信用金庫
化による事業拡大

33 2534210629 広島県 有限会社武昌

高精度測定機導入による特殊総型切削工具の市場 公益財団法人ひろしま
開拓・事業拡大
産業振興機構

34 2534210630 広島県 有限会社工房志楽

新たなデザインを可能にする内装用建材の生産性向
広島信用金庫
上とコスト削減

35 2534210634 広島県 東洋額装株式会社

高性能モルダー導入によるオーダーメイド額の生産
性向上と伝統技術の継承

36 2534210635 広島県 株式会社川本製作所

インプラント義歯製作用の５軸加工マシニングセンタ
広島信用金庫
導入

37 2534210638 広島県 株式会社バリューズ．コム

『地域密着型 超ニッチマーケットに特化したトータル
広島銀行
ワークフローシステム構築による新事業展開』

38 2534210642 広島県 岡本醤油醸造場

醤油製造過程において新型圧搾機導入により品質と
広島県商工会連合会
生産性の向上を図る

39 2534210644 広島県 有限会社はと印刷

過疎地から人口密集地への区域拡充のためのＩＴ活
用による営業基盤の再構成

広島銀行

40 2534210657 広島県 松井工作所株式会社

複合加工機の導入による工程集約で品質・価格・短
納期化の大幅向上

両備信用組合

41 2534210658 広島県 株式会社ＷＩＳ

デジタルプリント調光型ロールスクリーンカーテン（プ
中国銀行
リントＦＵＧＡ）の製造体制の確立による競争力強化

42 2534210659 広島県 有限会社共和

公益財団法人ひろしま
放射能汚染の除染土壌を入れる除染袋縫製の生産
産業振興機構、広島
能力の強化による受注拡大
信用金庫

43 2534210663 広島県 ポエック株式会社

プレート＆シェル型熱交換器の余寿命診断に用いる
商工組合中央金庫
アタッチメント製作と余寿命診断測定装置の開発

44 2534210666 広島県 株式会社横山セイミツ

歩留まりの改善と工程の削減を実現する工業用プッ
もみじ銀行
シュピン製造ラインの試作・開発

45 2534210673 広島県 木曽精機株式会社

航空機部品の試作製作に関する最先端設備導入に
商工組合中央金庫
よる生産体制の強化
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もみじ銀行

広島銀行

商工組合中央金庫

受付番号

都道府
県

申請者名称
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46 2534210674 広島県 中国精螺株式会社

ねじ加工機導入によるねじ多種少量生産体制の強化

東広島商工会議所、
広島信用金庫

47 2534210680 広島県 株式会社イワタ木工

日本発祥の伝統工芸「けん玉」の世界シェア拡大に
向けた高品質の量産化体制の構築

広島銀行

48 2534210686 広島県 岩本工機株式会社

輸出用鉄製梱包パレット製造の材料切断・穴あけの
商工組合中央金庫
全自動化

49 2534210691 広島県 株式会社レニアス

３次元転写技術による透明発熱窓の開発

中国銀行

50 2534210699 広島県 株式会社ブロス

結婚記念熊野筆『花嫁筆』 地域初の新事業展開

広島銀行

51 2534210700 広島県 有限会社シーフーズウィッシュ

生鮮水産物１次加工における高度衛生管理体制の
維持、高度加工処理化事業

商工組合中央金庫

52 2534210702 広島県 西條鶴醸造株式会社

広島杜氏の伝統技術を生かした高付加価値清酒の
試作開発・商品化と顧客ニーズに応えるための生産 呉信用金庫
性強化による地域経済への貢献

53 2534210703 広島県 福山キッチン装飾株式会社

研削工程の高効率化実現による製品の短納期化

54 2534210704 広島県 株式会社ノーブル

新型プレス機導入により試作提案部品を内製化し開
福山商工会議所
発速度の向上を図る

55 2534210705 広島県 カネマサ製作株式会社

新規設備導入と新旧設備の入れ替えによる生産性
向上と社内一貫生産体制及び収益の改善

56 2534210706 広島県 早川ゴム株式会社

レーザ光を用いたホットメルト型粘着剤の接合プロセ
広島銀行
ス開発

57 2534210709 広島県 株式会社イーテック

ＮＣフライス盤の導入による増産体制の構築

58 2534210713 広島県 有限会社セニヤ

設備投資による粉末合成技術を生かした商品開発と 藤原幸壯税理士事務
社内活性化事業
所 藤原幸壯

59 2534210714 広島県 有限会社新谷精機

横中ぐり盤加工のリードタイム短縮と技術伝承による 大岡税務会計事務所
高生産法の確立
大岡弘欣

60 2534210715 広島県

株式会社シナジー
株式会社コムデック

もみじ銀行

商工組合中央金庫

広島銀行

クラウド対応した警備業界特化のソフトウエアシステ 価値組思考コンサル
ム開発導入事業
ティング 秋井正宏

61 2534210716 広島県 有限会社中野鉄工所

ゴム成形金型製造に適した最新高速マシニングセン
広島信用金庫
タ導入による競争力＆収益性向上

62 2534210717 広島県 寺岡有機醸造株式会社

有機醤油拡販を実現する為の低コスト・品質安定を
目的とした生産性向上

63 2534210718 広島県 東洋プラント株式会社

ＣＮＣプレスブレーキによる超多品種少量曲げ加工の
もみじ銀行
短納期化の実現と生産体制の改善

64 2534210722 広島県 宮本鋼機株式会社

大形レーザー加工機導入による高付加価値加工の
実現

伊予銀行

65 2534210723 広島県 有限会社馬場プラスチック

高機能プラスチック製品の精密加工への事業転換

株式会社ソアラサービ
ス

66 2534210725 広島県 株式会社シギヤ精機製作所

拡大観察３Ｄ測定による円筒形状部品高精度研削評
商工組合中央金庫
価測定機の構築

67 2534210726 広島県 株式会社石川米穀

仲卸業者による特別栽培米の高付加価値化事業実
広島商工会議所
施のための設備投資

68 2534210727 広島県 株式会社オオサワ創研

顧客フォロー・工事管理が可能な中古住宅総合管理 山田毅美税理士事務
システムと新販売形態の構築
所 山田毅美
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山口銀行、福山商工
会議所

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

69 2534210731 広島県 有限会社ジャパン・ラム

診断薬原料としてのＣＫＭＢの組換えタンパク質、な
らびに抗体作製。

70 2534210732 広島県 株式会社オキ

農作物を害する病原性糸状菌（フザリウム）に対する
広島銀行
拮抗性微生物（放線菌）資材の研究開発

71 2534210735 広島県 有限会社織田鐵工所

３次元ＣＡＤ／ＣＡＭを活用した川上川下企業連携体
もみじ銀行
制による製品量産化リードタイムの短縮

72 2534210738 広島県 株式会社松浦造船所

複雑な形状の省エネ船建造の曲げ加工及び溶接技 広島県商工会連合
術の再構築
会、もみじ銀行

73 2534210740 広島県 新中央工業株式会社

航空機部品に対する高速フレーム溶射の生産性の
大幅な向上とコストの削減

広島信用金庫

74 2534210744 広島県 和産業有限会社

腰痛を緩和する調節型木製ホームチェアーの開発

税理士法人すみだ会
計

75 2534210750 広島県 光工業株式会社

長尺エアゾール缶リーク検査機導入による製缶体制 商工組合中央金庫、
の拡大
東広島商工会議所

76 2534210753 広島県 有限会社五和工業

形彫放電加工機の導入による、切削加工が不可能な
呉信用金庫
部品の製造プロセスの確立

77 2534210754 広島県 株式会社池田鉄工所

３次元測定機及び真円度測定機による品質管理の
強化と生産管理システムの構築

78 2534210757 広島県 株式会社大下工業所

大型５面加工機導入による短納期化・低コスト化・内 山田毅美税理士事務
製化
所 山田毅美

79 2534210759 広島県 三建産業株式会社

広島銀行、公益財団
セラミックローラを使用したホットスタンピング用加熱
法人広島市産業振興
炉の試作開発
センター

80 2534210760 広島県 株式会社松創

家具の海外市場への展開と府中家具の技術を活か
広島銀行
した国内宝飾市場への進出

81 2534210765 広島県 万汐農園

地域資源の無花果・柑橘類をドライフルーツ化した果
広島県商工会連合会
物菓子の商品開発

82 2534210767 広島県 株式会社白王

83 2534210770 広島県 株式会社ミヤテック

最新情報通信技術を活用した、受付体制の構築と信
頼性の高い預かり品管理体制による、クリーニング
サービスの提供
歯科技工製作の工程に機械とシステムを組み込み短
時間化することで、生産性向上と技術向上により競
争力を強化する。

商工組合中央金庫

商工組合中央金庫

広島銀行
呉信用金庫、株式会
社エム・アイ・シー・コ
ンサルティング

84 2534210775 広島県 株式会社三城

自動車補修用部品の包装 出荷業務・生産業務の改
広島銀行
善のための管理システム刷新

85 2534210779 広島県 有限会社成行特機

修繕業から脱却し「ものづくり」が行える顧客ニーズに
広島信用金庫
合致した会社へ変革するための設備投資

86 2534210780 広島県 齋藤飲料工業株式会社

ラムネ（清涼飲料）の生産効率向上と海外への販路
拡大

87 2534210781 広島県 株式会社中本本店

印刷・製本機検査用カメラ導入による独自の「機密印
広島信用金庫
刷サービス」事業の展開

88 2534210783 広島県 深江特殊鋼株式会社

ＣＮＣ深穴加工機よる特殊鋼の多面傾斜深穴加工の
中国銀行
実現と生産体制のデジタル化

89 2534210784 広島県 株式会社和田製作所

ロボットシステム導入によるプレス加工ライン無人化 商工組合中央金庫

90 2534210790 広島県 トーホー株式会社

最高級品質のオリジナル商品「ＡｉＫｏビーズ」の製造 株式会社ソアラサービ
力を向上させるための設備導入
ス

91 2534210791 広島県 株式会社コートテック

新設備導入による高性能な屋外掲示板製作
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92 2534210793 広島県 ルーチェサーチ株式会社

中・小規模土砂災害現場の地形調査用小型無人ヘリ 公益財団法人ひろしま
計測システムの試作開発
産業振興機構

93 2534210799 広島県 有限会社熊谷ステンレス工業

ベンディングＣＡＭソフト及びそのデータ対応を可能に
するベンディングマシーン導入による短納期化とコス 広島銀行
トダウン

94 2534210800 広島県 有限会社ケィ・ワィ技研

外国人旅行者向け個室トイレ用音声案内装置の開
発

95 2534210805 広島県 豊テクノ株式会社

少量多品種の金属製部品（医療関連ほか）の高精度
広島銀行、東広島商
かつ効率的な生産体制の整備・強化（自動化のため
工会議所
のロボット、高性能洗浄機、測定顕微鏡の導入）

96 2534210806 広島県 株式会社制電社

遺伝子検査におけるＰＣＲ反応工程の自動化装置の
中国銀行
試作開発

97 2534210809 広島県 株式会社フィゾニット

リチウムイオン二次電池の品質管理評価システムの
呉信用金庫
試作開発事業

98 2534210812 広島県 髙橋技研株式会社

最新のＣＡＤ／ＣＡＭ／ＣＡＥ及び画像測定器を用い
たダイカスト製品生産システムの構築

99 2534210816 広島県 池田工業有限会社

精密加工技術の向上により、新製品の製造に対応で
商工組合中央金庫
きるよう工程を再構築する

呉信用金庫

公益財団法人ひろしま
産業振興機構

100 2534210820 広島県 株式会社エーシック

工作機械の稼働率向上を実現する機上工具監視シ
ステムの開発

101 2534210821 広島県 綾目精機株式会社

超電導磁気浮上式鉄道部品の液体ヘリウム循環用
もみじ銀行
内槽容器の精度向上、量産体制構築

102 2534210824 広島県 株式会社美はる社

点字表記と立体標識サインの製作技術を習熟し、新
広島銀行
事業を確立・普及する

103 2534210825 広島県 有限会社追坂電子機器

アレイ電極筋電計測装置の試作開発

広島県商工会連合会

量産化が見込まれる航空機用ジェットエンジン部品
の治具製作計画

呉信用金庫

105 2534210845 広島県 株式会社広島機工

最新の工具研削盤導入による、切削工具の高品質
化及び生産能力向上の実現

広島銀行

106 2534210846 広島県 クラタ食品有限会社

ムスリム市場対応ミートフリー・アルコールフリーラー
福山商工会議所
メンの製造開発

107 2534210849 広島県 株式会社ギケン

樹脂成形品の変形量を解析し、金型への予測変形
量折り込みによる納期短縮の検証

108 2534210852 広島県 株式会社坂本合金鋳造所

鋳造製品の品質向上及び高効率的な生産体制の構
商工組合中央金庫
築による収益基盤の強化

109 2534210859 広島県 有限会社イナズム

多品種少量の部品加工の効率化と複雑形状部品加
両備信用組合
工受注による事業拡大計画

110 2534210864 広島県 株式会社都

地域資源活用と革新的調理器具（「富士山の溶岩」を
使用した無煙ロースター）の導入による新業態飲食 広島信用金庫
店舗の展開。

111 2534210872 広島県 株式会社山本工業

複合加工機の導入による加工時間の短縮及びコスト
広島銀行
削減による競争力の強化

104 2534210827 広島県

株式会社ヒロコージェットテクノロ
ジー
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