
(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

2530120053 和歌山県 正和産業株式会社
ＰＴＦＥ樹脂製シール部品加工用ＮＣ旋盤導入
による樹脂部門の売上拡大計画

公益財団法人わかやま産業振興財
団

2530120056 和歌山県 株式会社ユー・イー・エス
ナノ粒子ヤシガラ活性炭の研究及び試作開
発

紀陽銀行

2530120057 和歌山県 斎藤ドラム罐工業株式会社
最新型ヘリウムリークテスター導入によるドラ
ム缶完成品の最終検査高精度化計画

株式会社エフアンドエム

2530120058 和歌山県 米阪パイル織物株式会社
パイル織物技術を活用した　通年型寝具生地
の意匠開発

紀陽銀行

2530120059 和歌山県 株式会社興栄ケミカル工業所
マット裁断加工技術の高効率化・高精度化に
よる販路拡大及び事業の拡大

紀陽銀行

2530120060 和歌山県 大和歯車製作株式会社
高効率冷凍機用の端面ポリゴン研削加工に
よる付加価値向上事業

三井住友銀行

2530120061 和歌山県 株式会社フタバ
自動ヘム縫製機等によるタオル縫製加工の
作業集約計画

紀陽銀行

2530120062 和歌山県 福原ニードル株式会社
高周波焼入装置の増設による高付加価値製
品への転換促進

紀陽銀行

2530120063 和歌山県 株式会社赤井工作所
油圧式サーボ・下降式プレスブレーキによる
特注品の短納期・多品種・小ロット化への実
現

紀陽銀行

2530120065 和歌山県 日吉染業株式会社
捺染糊に含まれる揮発性有機化合物の再利
用と着色排水の低減

紀陽銀行

2530120069 和歌山県 新田建築板金店
メッキ鋼板加工の高精度化を目指した折り曲
げ機導入

新宮信用金庫

2530120074 和歌山県 株式会社小林商事
高度化する銑鉄鋳物業への安心安全な材料
の提供を目的とした各種分析装置の導入

商工組合中央金庫

2530120075 和歌山県 有限会社協同カッター工業
「ウォーターリサイクル工法」設備の増設によ
る環境問題への対応と受注の拡大

大西　省悟

2530120077 和歌山県 尾﨑産業株式会社
製造プロセスの再構築と開発力促進・販路拡
大と雇用拡大の実現

加藤正彦税理士事務所

2530120078 和歌山県 雑賀製作所
搬送用ステンレスタンク生産の内製化による
低コスト化・短納期化事業

日高町商工会

2530120079 和歌山県 モリックス精工株式会社 精密切削加工における生産性向上計画 栗栖会計事務所

2530120081 和歌山県 株式会社泉鉄工所
鉄構用ショットブラストマシン導入による、鉄骨
摩擦処理面の高品質化事業

田辺商工会議所

2530120082 和歌山県 株式会社丸昌
新基幹システム構築によるグローバル拠点の
生産性効率化と営業力強化事業

紀陽銀行

2530120084 和歌山県 株式会社蒲田
取引先要望対応と弊社技術のフル活用を可
能にする倉庫から第二工場への転用

池田税理事務所

2530120086 和歌山県 株式会社世界一統
國酒清酒ブランド「南方」を世界へ向けた蔵設
備計画

公認会計山中盛義事務所

2530120087 和歌山県 株式会社寿精密
リチウムイオン電池部品の新形状に対応する
生産プロセス強化。

公益財団法人わかやま産業振興財
団

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
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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

2530120088 和歌山県 株式会社三晃精密
新仕上げシステム導入における金型部品の
生産能力の改善と、さらなる精度向上

公益財団法人わかやま産業振興財
団

2530120090 和歌山県 日建産業株式会社 鋼管外面ショットブラストマシン導入 商工組合中央金庫

2530120091 和歌山県 株式会社平木米穀店
小ロット対応可能な無洗米仕上による精米付
加価値向上事業

成田会計事務所

2530120092 和歌山県 阪和工業株式会社
塩化亜鉛結晶化設備の増設および海外拡売
計画

商工組合中央金庫

2530120094 和歌山県 有限会社横田工作所
ショットブラスト装置の導入による生産性と品
質の向上及び作業環境の改善

紀陽銀行

2530120096 和歌山県 有限会社ピー・オー・テック
ＣＡＤ・ＣＡＭを用いた、足部製作の３次元足型
自動測定・切削機器の導入

紀陽銀行

2530120099 和歌山県 東洋機械加工株式会社
硬度試験片粗切削加工の自動化による短納
期化およびコスト合理化

紀陽銀行

2530120102 和歌山県 株式会社尾高工作所
ＹＡＧレーザ溶接機導入による高品質化、低コ
スト化、高生産性化事業

南都銀行

2530120104 和歌山県 株式会社坂口製作所
生産性に優れたアルミ抵抗溶接プロセスの開
発

有田川町商工会

2530120105 和歌山県 株式会社土井シャーリング
レーザー加工精度向上による鋼鈑の高精度
化・量産化・低コスト化

紀陽銀行

2530120106 和歌山県 ヒカリ技研株式会社
金属部品加工径の大口径化を図り外注加工
の内製化を実現する設備投資計画

紀陽銀行

2530120109 和歌山県 川口建設株式会社
間伐材を活用した燃料チップ等の生産設備改
善による品質・生産性の向上

きのくに信用金庫

2530120110 和歌山県 有限会社紀陽工作所

復興関連事業に特殊車輛関連部品及び東京
オリンピック関連のインフラ整備関連部品受
注増加による生産性向上と海外調達に対抗
するコスト競争力の強化

西岡会計事務所

2530120111 和歌山県 株式会社イワハシ
精密プラスチック部品加工技術向上と設備導
入

紀陽銀行

2530120112 和歌山県 株式会社オプラス
配車管理システム導入による輸配送業務の
効率化

Ｊｕｓｔ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

2530120114 和歌山県 株式会社興和製作所
ＣＮＣドリルマシン導入による生産工程の改善
と短納期化

北畑会計事務所

2530120117 和歌山県 白光印刷株式会社
ユニバーサルデザインで新市場を開拓する
「人にやさしい本」の試作開発

紀陽銀行

2530120121 和歌山県 ル・パティシエ　ミキ
わかやま土産（地域生産物を活用した焼き菓
子）の製造販売と開発

宮脇合同事務所

2530120122 和歌山県 出口歯車工業株式会社
「鋼製かご枠」溶接作業のロボット化による生
産工程の改善

宮脇合同事務所

2530120126 和歌山県 原田織物株式会社
生産プロセスの改善により革新的な生産効率
の向上と良品質商材の追求計画

紀陽銀行

2530120127 和歌山県 株式会社大輝製作所
曲げ工程改善による多品種少量対応と生産
量・受注量拡大事業

商工組合中央金庫

2530120132 和歌山県 有限会社ハヤシ精機
測定計測装置の高能力化による新規受注拡
大事業

紀陽銀行

2530120133 和歌山県 株式会社三宅鐵工建設
Ｈ形鋼一次加工の内製化による品質・生産性
の向上事業

勝田晃夫税理士事務所



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

2530120134 和歌山県 株式会社笠原
ＩＣＴを活用した、時と場所を選ばない「移動出
張所システム」の構築

奥田喜内税理士事務所

2530120136 和歌山県 桜井鉄工株式会社
ネジ切り加工用マシニングセンタ導入による
市場競争力強化

紀陽銀行

2530120138 和歌山県 天王醸造株式会社
醤油の古式製造法復元による原料処理から
の一括生産

池田税理士事務所

2530120140 和歌山県 紀和化学工業株式会社
インクジェットインクに使用する染料の生産性
向上

紀陽銀行

2530120145 和歌山県 北村鉄工株式会社
最新型鉄骨用溶接ロボット導入による生産力
向上

湯浅町商工会

2530120146 和歌山県 平和酒造株式会社
ビール醸造製造技術を応用した発泡性ゆず
酒の製造技術開発

公益財団法人わかやま産業振興財
団

2530120147 和歌山県 妙中パイル織物株式会社
超音波ドライクリーナーによる高精細液晶パ
ネル用ラビングクロスの製造ラインの改良

南方会計事務所

2530120151 和歌山県 株式会社フジ設計
ＢＩＭ活用で建築設計の可視化を行い品質向
上と顧客満足度を構築

水城会計事務所

2530120152 和歌山県 笠野興産株式会社
医薬品個装ケースのＧＳ１－１２８コード・印
字・封緘を画像処理機にて検査・排出する装
置導入

商工組合中央金庫

2530120155 和歌山県 西川食品株式会社
冷凍食品（冷凍米飯・オムライス）の生産、安
全、品質向上にかかる設備導入計画

商工組合中央金庫

2530120156 和歌山県 株式会社菖蒲谷
省スペース型コア・仕口兼用溶接ロボット導入
及び溶接ロボット設置に伴う受電設備増設計
画

宮脇合同事務所

2530120158 和歌山県 株式会社インテリックス
オーダーカーテン品質向上、短納期生産のた
めの新型縫製装置導入計画

商工組合中央金庫

2530120161 和歌山県 株式会社平山
紀州産　間伐材等を、Ｍａｄｅ　Ｉｎ　Ｊａｐａｎ　Ｏｎ
ｌｙ　Ｏｎｅの工業製品に仕上げ、海外販売の拡
大を計る

紀陽銀行

2530120164 和歌山県 大谷産業株式会社
機械導入による家具部材加工の生産能力・安
全対策強化事業

瀬藤啓司

2530120166 和歌山県 株式会社フォーラル
衣装カバー（ティッシュ式収納袋入り）の製造
工程自動化による生産性向上

有田川町商工会

2530120169 和歌山県 株式会社貴望工業
世界初の新型植針機の開発と量産を実現さ
せるマシニングセンタの導入

池田泉州銀行

2530120172 和歌山県 株式会社木下染工場
コスト競争力強化の為の高効率ボイラー導入
事業

紀陽銀行

2530120175 和歌山県 髙木彫刻株式会社
精密コーティング用ロール製造のための精密
加工技術の確立

公益財団法人わかやま産業振興財
団

2530120177 和歌山県 菱岡工業株式会社
板金加工の高速・高機能・工程短縮・高精度
化及び新分野拡大事業

和歌山商工会議所

2530120181 和歌山県 髙垣酒造株式会社 低温管理技術による高付加価値商品の開発 紀陽銀行

2530120182 和歌山県 株式会社平家製作所 Ｃ－ＦＲＰシャフトの精密加工技術の確立 紀陽銀行

2530120183 和歌山県 株式会社小久保工業所
プラスチック成型での文具等収納関係の商品
のシリーズ化のための金型事業

宮尾　文也

2530120185 和歌山県 扶桑鍍金株式会社
微細な表面変位の詳細把握によるメッキ処理
工程の効率化と品質管理の向上

南都銀行



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

2530120187 和歌山県 株式会社ふみこ農園
摘果した和歌山県産『桃（青桃）』のコンポート
を作るための前処理方法

紀陽銀行

2530120191 和歌山県 株式会社マルセ工機
最新型マシニングセンターによる繊維機械用
部品精密加工の競争力強化事業

協同組合京滋中小企業経営サポー
トセンター

2530120192 和歌山県 株式会社大和化学工業所 既存技術と最新技術の最強コラボレーション 紀陽銀行

2530120194 和歌山県 株式会社サンメイト
真空スチームセット機導入による、園児用プ
リーツスカートの品質向上と生産効率改善の
実現

守口門真商工会議所

2530120199 和歌山県 アイエムティー株式会社
試料研磨事業における装置類の軽量化及び
オリジナル消耗材の開発

紀陽銀行

2530120201 和歌山県 株式会社Ｙ’ｓエンジニア
チャック部品製作過程における、マイクロク
ラック削減事業。

紀陽銀行

2530120208 和歌山県 株式会社原組
ソーラエネルギーを付設した植物工場の環境
システムの構築

紀陽銀行


