平成２６年度補正 ものづくり・商業・サービス革新補助金
２次公募 採択案件一覧（１３１件）
（受付番号順）
受付番号

申請者名称

1 2634210367 ユダ木工株式会社
2 2634210373 平和機械株式会社
3 2634210374 廣島織染協同組合
4 2634210375 株式会社日本理水研
5 2634210376 株式会社テイケン
6 2634210378 有限会社大下木型製作所
7 2634210380 第一美術印刷株式会社
8 2634210382 有限会社神垣工業
9 2634210383 三和製作株式会社
10 2634210385 内田工業株式会社
11 2634210386 株式会社フクトクダイヤ
12 2634210387 福山ゴム工業株式会社
13 2634210388 有限会社安佐機工
14 2634210390 有限会社佐藤工作所
15 2634210392 藤鉄工業株式会社
16 2634210393 株式会社西日本エイテック
17 2634210394 トスコ株式会社
18 2634210395 柿原工業株式会社
19 2634210396 カネマサ製作株式会社
20 2634210398 株式会社エー・ピー・エフ
21 2634210399 株式会社アンネルベッド
22 2634210400 株式会社萩原製作所
23 2634210401 有限会社エピック
24 2634210402 金光酒造合資会社
25 2634210405 株式会社アイビック
26 2634210410 株式会社ダイワテクノ
27 2634210412 株式会社タナカ繊維商事
28 2634210416 福栄鉄工株式会社
29 2634210421 八橋装院株式会社
30 2634210425 有限会社岡村鉄工所

事業計画名

認定支援機関名

高効率木材乾燥設備導入し木製ドアの品質・コストを確保
広島信用金庫
して販路拡大を図る
新型高性能マシニングセンターの導入と最適な加工条件
の開発による軽金属部品の精密加工の生産性の大幅な もみじ銀行
向上
現有乾燥機の改良による最適条件下のストレッチ素材量
百十四銀行
産
価値組思考コンサルティ
ニンニク球の連続栽培用ミニプラント開発事業
ング
研削砥石の難削材を高精度かつ高能率に加工できるオリ
伊予銀行
ジナル工作機械の開発
鋳物製造に必要不可欠な鋳造用木型の高精度化および
株式会社エフアンドエム
短納期化の実現
校正サイクルのイノベーションによる生産性および顧客満
株式会社エフアンドエム
足度の向上
プレーナー加工部品の工程の見直しと電子データー 化に
もみじ銀行
よる競争力の向上
高性能加工機による高精度加工・コスト削減を図る生産プ
商工組合中央金庫
ロセスの革新
高速高精度マシニングセンタ導入によるネック工程の効率
商工組合中央金庫
化及び納期短縮の実現
次世代高効率トランスミッション部品成形用専用加工機製
広島銀行
造事業
コンパクト３Ｄスキャナー導入による靴型精度向上と新規
福山商工会議所
分野への参入
高速高精度加工機導入による加工効率の向上＆プラス
酒井経営研究所
チック・ゴム金型への新規参入
マルチセンサ測定機導入による検査能力向上で納期競争
中国銀行
力の強化＆収益改善
多品種少量の高精度金型パーツ加工と金型の製作及び
伊予銀行
修理の大幅な短納期・低コスト化の実現
自然エネルギーと省エネ設備を活用した水耕栽培向け次
広島信用金庫
世代型電力・エネルギー供給システムの構築
光学式センサを備えた巻糸機により糸欠点が少ない良品 公益財団法人ひろしま
質の紡績糸を製造する技術の確立
産業振興機構
異種樹脂多層成形機導入による新しい樹脂めっき品生産
広島銀行
体制の構築
金属加工機の入替及び生産管理システム導入による生産
商工組合中央金庫
効率の向上と他分野への展開
ＬＥＤ部品における高温環境下検査体制の確立による超
株式会社エフアンドエム
高品質化
国際規格対応の試験機等導入により、国際競争力のある
ＪＡＰＡＮ仕様ベッドマットレスの開発～生産プロセスの強 広島銀行
化
小型ＣＮＣ複合旋盤導入による車両部品の製造
もみじ銀行
放課後児童クラブにおける、児童クラブ管理システム構築
による事務の効率化と多店舗展開
日本酒の低アルコール清酒（純米系）の増産と、鮮度維持
を可能にする生産プロセスの革新
チタン合金３次元形状薄肉加工品の高精度・高品位加工
の実現
ワイヤーカット放電加工機導入による短納期・ワンストップ
生産体制の構築

呉信用金庫
広島銀行
広島銀行
広島信用金庫

自動車用ゴムホースの保護チューブ製造設備の試作開発 桑田三秀税理士事務所
自動開先加工設備導入による短納期、低コスト、高品質の
商工組合中央金庫
実現と機械部品加工の受注拡大
地元ボールメーカーとのコラボ製品開発に拠る、国内中小
広島銀行
モノづくり企業の新価値創造
複合加工機導入により、船舶用バルブ部品加工の生産効
もみじ銀行
率化及び低コストの実現

31 2634210431 クニヒロ株式会社

氷温貯蔵技術による非凍結保管及び配送システムの構築 広島銀行

32 2634210436 株式会社御池鐵工所

資源循環型社会に貢献する高機能廃棄物減容化設備の
三菱東京ＵＦＪ銀行
加工技術開発事業
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受付番号

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

株式会社ハーテック・デンタルサー 先進的技術を活用した生産工程の革新による高付加価値
田中会計事務所
33 2634210437 ビス
歯科技工物の開発

34 2634210440 大和プラスチック工業株式会社

高機能複合プラスチック製品射出成形加工の事業化

三原臨空商工会

自動裁断機・延反機導入による生産性の向上と小ロット短
福山北商工会
35 2634210441 日本デリバリーサービス株式会社 納期への対応

36 2634210448 株式会社丸福食品
37 2634210450 株式会社ビンソー
38 2634210451 応原工業株式会社
39 2634210452 株式会社中村工社
40 2634210454 高升精機株式会社
41 2634210455 株式会社ＳＯＰＡＫかねみつ
42 2634210456 有限会社一勝鉄工
43 2634210458 株式会社トーイン
44 2634210459 株式会社三協
45 2634210460 有限会社旭産業
46 2634210464 共和精機株式会社
47 2634210470 三和綜合印刷株式会社
48 2634210472 アンデックス株式会社
49 2634210473 有限会社サンケン
50 2634210478 山岡酒造株式会社
51 2634210479 株式会社橋川製作所
52 2634210481 株式会社夢みらい
53 2634210482 株式会社ボストン
54 2634210486 有限会社ドルセ洋菓子店
55 2634210487 府中プラ株式会社
56 2634210489 株式会社渡辺電機製作所
57 2634210493 株式会社センチュリーアークス
58 2634210495 有限会社岡製作所
59 2634210498 広島日大グラビヤ株式会社
60 2634210499 株式会社田口鋳造所
61 2634210500 新栄製砥株式会社
62 2634210503 有限会社エスエスシー
63 2634210504 有限会社フルカワ
64 2634210507 株式会社福本鉄工所
65 2634210510 北川鋲螺株式会社
66 2634210512 有限会社鮴崎石油販売所

地域食材を生かすビン詰め加工品の製造設備導入による
高付加価値商品の販売
設備導入で一貫生産し、デザイン提案ができる体制をつく
る
自動車用熱成形同時トリム金型の形状スキャン測定によ
る加工精度の改善
オリジナルデザインサインの短納期納品を可能とする高精
度な広告看板の製作
高精度部品加工の生産工程改善と精密穴開け方法開発
による収益力強化
ラミネート技術確立による、食品容器原反の内製化生産革
新
新型ＣＮＣ旋盤機導入による長尺ネジの生産性向上と売
上拡大
３次元ＣＡＤ／ＣＡＭの活用による製缶品加工プロセスの
開発

広島信用金庫
中国銀行
有限会社兼子経営
もみじ銀行
中国銀行
商工組合中央金庫
中国銀行
中国銀行

高精度測定設備導入による情報杭の加工技術の高度化

広島銀行

書道・絵画用毛筆竹軸の革新的曲がり修正自動化技術の
確立
最新高速・高性能横型マシニングセンタ導入による、多品
種・小ロット・短納期に対応した新たな生産ラインの構築
自動化による生産性向上及び多品種の高付加価値クリア
ファイル製造
航空機等の塗装用に「ウエットエアー方式」の空調を採用
した塗装ブースの試作開発
生産プロセス改善により低コスト・最速現場施工可能部材
「自社ダクト工法」の構築

公益財団法人くれ産業
振興センター

熟成貯蔵体制の確立化事業
難加工材のグラファイト電極による革新的放電加工法の
開発
税務・会計と連携した戦略的ＭＡＳパッケージ商品の開発・
提供
広島県産果物を使用した地産地消の洋菓子土産物の製
造販売による新規顧客層の開拓
包あん機を用いた製造工程の効率化と付加価値向上によ
る事業拡大計画
３次元形状測定器導入と医療用機器専用製造ライン構築
による、品質精度向上と短納期対応能力の強化
３次元ソリッド板金ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを核とする高効率
生産体制の確立
放熱設計キャパシタ蓄電モジュールによるメンテナンスフ
リーソーラー給水システムの開発
高剛性ＭＣでの高硬度破砕機用刃物等の加工から組立ま
での一貫体制の構築
グラビア製版専用ＤＴＰ編集ソフトＡｒｔＰｒｏ１４の導入
鋳鉄鋳物製造の溶湯分析システム改善による品質管理体
制の強化
人工サファイアの低コスト化に貢献する研磨加工用弾性ダ
イヤ砥石と加工方法の開発
コールドスプレーと粉体供給機を用いた窒化アルミニウム
皮膜の開発
プラスチック再生機の装置改善による再生ペレットの安定
供給と新規市場開拓
高張力鋼板材向けプレス工程の最適・最短化をプログレ
加工法で実現する
ネジ卸売における、受注・即出庫体制の構築による新規取
引先開拓
船舶用潤滑油納入装置の導入により作業効率を改善して
顧客満足度向上を図る。
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商工組合中央金庫
商工組合中央金庫
瀬尾税理士事務所
池永経営会計税理士法
人
池永経営会計税理士法
人
広島市信用組合
広島銀行
株式会社エム・アイ・
シー・コンサルティング
池永経営会計税理士法
人
中国銀行
福山商工会議所
公益財団法人ひろしま
産業振興機構
商工組合中央金庫
広島信用金庫
商工組合中央金庫
商工組合中央金庫
公益財団法人ひろしま
産業振興機構
もみじ銀行
公益財団法人くれ産業
振興センター
株式会社ゼロプラス
大崎上島町商工会

受付番号

申請者名称

67 2634210513 有限会社たおか
68 2634210514 水戸鉄工所
69 2634210516 株式会社三谷製作所
70 2634210518 株式会社やまみ

事業計画名
新規竪型射出成形機導入による下請け企業から提案型
企業への脱皮
低価格・短納期のニーズに対応した設備導入による事業
拡大計画
大型難削材加工の高精度旋削加工の実現とデジタル化
生産体制の構築
業界初の業務用豆腐の製造販売について

生食用殻付牡蠣を国内で初めて通年生産販売する為に
人工種苗生産工程の改善
高精度・多品種少量大型部品の一貫体制による短納期低
72 2634210524 有限会社西村製作所
コストの実現と生産プロセスの改善
ワイヤ放電加工機導入による事業拡大での一社依存から
73 2634210527 栄信産業株式会社
の脱却
管理システム導入で高品質・低コスト・短納期を実現し事
74 2634210528 ユニテック工業株式会社
業を拡大
自動車ミッション部品に対するアルマイト処理の労働負荷
75 2634210529 株式会社ワールド・アルマイト
の大幅低減及び生産性５０％アップ
プレス金型製造のグローバル競争に耐え得る製造法の確
76 2634210533 株式会社菅原工業
立
株式会社フレックス・ポイント・シス 機械学習の手法を利用した家畜のバイタルサインに基づく
77 2634210535 テムズ
飼養管理システムの開発
ＯＴＲＳと多機能プレス等導入による超フレキシブル生産の
78 2634210538 東洋プラント株式会社
実現と組織力強化
海外からの受注に短納期に対応するための生産プロセス
79 2634210541 大江被服株式会社
改善および設備投資
エンボス加工合紙・一貫製造体制の構築によるコスト削減
80 2634210542 有限会社マルエス紙工
並びに短納期実現をする事業
一貫生産体制の構築での新事業による一社依存からの脱
81 2634210545 有限会社神田鉄工所
却

71 2634210521 ケーエス商会株式会社

82 2634210546 中島デンタルクリニック

御客様の安心・安全を確保するインプラント治療の構築

ロボット部品生産の工程集約による生産性の向上と高精
度化による高品位化の実現
デザインナンバープレートの安定供給に必要な高精度ブラ
2634210550 巣守金属工業株式会社
ンク装置の開発と導入
ＮＣ複合加工機による多品種少量切削部品の高効率生産
2634210554 株式会社三暁
体制の確立と競争力強化
一貫生産体制の実現による新規事業参入での事業拡大
2634210557 船山工業有限会社
体制の構築
撹拌用機械導入による生産性および付加価値の向上と新
2634210559 株式会社三宅水産
商品開発
株式会社ウーブル・ロールモデル 事業や資産の承継問題を総合的に解決する「承継ソ
2634210564
研究所
リューションサービス」の事業展開

認定支援機関名
呉信用金庫
中国銀行
商工組合中央金庫
広島銀行
大崎上島町商工会
もみじ銀行
広島銀行
広島銀行
広島信用金庫
もみじ銀行
山陰合同銀行
もみじ銀行
広島銀行
商工組合中央金庫
広島銀行
山陰合同銀行

83 2634210549 株式会社エヌテック

中国銀行

84

商工組合中央金庫

85
86
87
88

89 2634210569 三和株式会社
90 2634210570 有限会社センターデンタルラボ
91 2634210571 株式会社正和クリーン
92 2634210573 関西エックス線株式会社
93 2634210577 株式会社池田鉄工所
94 2634210580 ユルソン株式会社
95 2634210581 株式会社永井組
96 2634210582 中国ビー・エフ株式会社
97 2634210584 朝日商会有限会社
98 2634210585 ダックケーブル株式会社
99 2634210586 有限会社ワイズ
100 2634210587 株式会社キッタカ機工

ショットブラスト設備導入による内製力強化計画
ＣＡＤ／ＣＡＭシステムによる高品質な技工物の提供と生
産性向上
近赤外線自動選別機を用いた高品質なＰＥＴフレークの製
造販売。
配管溶接部の溶接後熱処理用の高周波誘導加熱装置の
試作・自製化
多品種少量、短納期ＮＣ旋盤加工の内製化の実現と中小
鉄工所においてのＩｏＴ（アイオーティー）の取り組み
ピッキングロボットと画像検査装置によるボルト・ピン類の
切粉検査工程の省力化
ペレット製造設備導入による竹粉を主原料とした有機肥料
の生産体制確立
生産能力増強のための深夜運転可能な低騒音射出成形
機の導入
高級フロア材需要に対応した完全内製化による生産性、
品質向上と府中家具ブランドの復活
スマートフォンを活用した情報の収集と提供を行う糖尿病
予防アプリの開発
高速ガントリーローダー付ＣＮＣ旋盤により、小物量産部品
の自動化における短納期対応による生産力強化
自動車業界のニーズである高精度治具の超短納期化へ
の対応
3／4

商工組合中央金庫
河村万紀子税理士事務
所
呉信用金庫
広島信用金庫
商工組合中央金庫
もみじ銀行
広島銀行
広島市産業振興セン
ター
商工組合中央金庫
公益財団法人ひろしま
産業振興機構
もみじ銀行
呉信用金庫
もみじ銀行
広島銀行
備後信用組合
広島銀行

受付番号

申請者名称

101 2634210589 有限会社エキヤパッケージ
102 2634210590 有限会社ベルエール
103 2634210591 クラタ食品有限会社
104 2634210595 有限会社奥本鉄工所
105 2634210596 株式会社マエダハウジング

事業計画名
特殊形状段ボールの小ロット・短納期生産の実現による生
産体制・競争力の強化
次世代ＵＶプリンター及びマルチカットマシンの導入による
生産性向上及び販路拡大事業
海外向け防腐剤フリー冷凍生麺・茹麺の開発・効率的生
産・物流プロセス構築
自動車エンジン用砂型製作治具製作一貫生産体制確立
による競争力強化
空き家対策を行いながら効率的に仲介件数を上げる「空き
家活用ワンストップサービス」事業

認定支援機関名
福山北商工会
広島信用金庫
福山商工会議所
もみじ銀行
広島商工会議所

106 2634210597 共同食品工業株式会社

高速搬送ロボットによるイカフライ製造ラインの革新

商工組合中央金庫

107 2634210602 中国メタリコン工業株式会社

大型ＮＣ旋盤の導入による一貫生産体制の確立

広島信用金庫

108 2634210604 株式会社松創
109 2634210607 株式会社ヒロテック
110 2634210609 有限会社つかさランドリー
111 2634210611 ルーチェサーチ株式会社
112 2634210613 南工株式会社
113 2634210621 株式会社ミズト
114 2634210623 昌和産業有限会社
115 2634210624 株式会社三差製作所

府中家具における海外向け製品の競争力を高めるための
広島銀行
製造ラインの構築
公益財団法人ひろしま
プレス機械装置の予兆診断システム開発と実用化検証
産業振興機構
【ラグーンシステム】導入による『すっきり汗抜きクリーニン
もみじ銀行
グ』の拡販とシェア拡大
橋梁点検のドローンによる回転式打音検査システムの試
商工組合中央金庫
作開発
３次元測定機導入により、検査工程を変革し、顧客ニーズ
商工組合中央金庫
の短納期化を図る事業
熟練技術を生かした製品作りを可能にするＣＡＤ／ＣＡＭ
広島信用金庫
システムの導入
ドリル一体型ＮＣガス溶断機による切断速度向上及び、細
商工組合中央金庫
穴あけ加工方法の改善
航空機エンジン部品製作の革新的高度生産システム技術 公益財団法人くれ産業
の確立
振興センター

116 2634210629 加富屋株式会社

アパレル製品品質向上と効率化、安全の徹底

117 2634210631 岡元工業有限会社

新製品に付加価値を付ける加工法開発と工程開発による 池永経営会計税理士法
売上拡大計画
人

118 2634210633 有限会社備後レポート社

備後のヒトとビジネスのコーディネートサービスの提供

税理士法人すみだ会計

119 2634210634 株式会社御幸鉄工所

製造業の国内回帰への対応

商工組合中央金庫

車両補修の短納期化に向けた新塗装乾燥装置の最適操
業条件の探索・設定
最新放電加工機導入によるジェットエンジン部品の受注拡
大と生産性の向上
湯流れ・凝固シミュレーション導入による鋳物づくりの効率
化
レーザーマーカーによる部品へのマーキングでブランドと
品質を守る

公益財団法人ひろしま
産業振興機構

食の安全という観点から設計された麺用ミキサーの開発

瀬尾税理士事務所

120 2634210635 株式会社新和自動車
株式会社ヒロコージェットテクノロ
121 2634210636 ジー

122 2634210640 友鉄工業株式会社
123 2634210648 ヤマモトロックマシン株式会社
124 2634210649 ヒラヤマプロダクツ株式会社
125 2634210653 舛元木工株式会社
126 2634210654 三東冷熱株式会社
127 2634210656 株式会社三平工作所
128 2634210661 株式会社ａｒｒｏｗ ｇｒａｐｈｉｃｓ
129 2634210664 藤井酒造株式会社
130 2634210666 有限会社粟田水産
131 2634210668 株式会社Ｇ－ｎｅｔ

木口縁貼りの生産プロセス革新による新たな生産体制の
構築
ダクト成形機の導入によるダクトの美観・強度増加・軽量
化・低コスト化の実現
レーザー加工機及び３次元ＣＡＤ導入による加工性能向上
と競争力強化
広告制作の迅速化・安全化を図るオンラインデジタル検査
サービスの試作開発
「高品質純米酒」の量産体制の確立と「高付加価値熟成
酒」の試作
江田島産カタクチイワシに関する生産工程の改善による
新メニューの開発
留学費用見積りシステム導入による、留学サービス事業
の強化
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商工組合中央金庫

呉信用金庫
櫻井嘉尚税理士事務所
中国銀行

広島銀行
広島銀行
伊予銀行
もみじ銀行
竹原商工会議所
江田島市商工会
三木武彦

