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2530210217 和歌山県 株式会社シガ木工
製作コスト削減と材料廃棄率低減による桐製家具の
開発

中井会計事務所

2530210218 和歌山県 株式会社トルネ
３Ｄプリンタ導入によるプラスチック製品開発スピード
向上と高付加価値化計画

株式会社エフアンドエム

2530210221 和歌山県 サンキョー化成株式会社
ハイブリッド式射出成形機導入による木質樹脂製品
の生産量増加、低コスト化計画

株式会社エフアンドエム

2530210227 和歌山県 大洋化学株式会社
自社分析の導入による再生プラスチックの高品質
化・短納期化事業

紀陽銀行

2530210228 和歌山県
有限会社スリー・エフ・シー・デンタ
ルラボ

歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを用いた保険歯科技工
物全般の高度化と効率化

内藤会計事務所

2530210230 和歌山県 株式会社朝間商会
ハイブリッド工法を可能にする「スリット・ボーリング加
工機」の設備投資

商工組合中央金庫

2530210231 和歌山県 株式会社ヤエパック
品質の一定化・効率化のためのブラストマシン及び
集塵機導入計画

紀陽銀行

2530210232 和歌山県 ナロック株式会社 大型高速ストランダ－の開発 紀陽銀行

2530210236 和歌山県 株式会社西岡酒店
在庫・販売プロセス強化と顧客サービス向上の為の
業務改革事業

紀陽銀行

2530210238 和歌山県 中井産業株式会社
建具業界における受注下請型から企画提案型への
業態変革のための設備投資

紀陽銀行

2530210242 和歌山県 株式会社アセロラフーズ
新型セル生産機を導入による品質と生産性の向上、
新しい販路の開拓

田辺商工会議所

2530210243 和歌山県 株式会社和歌山印刷所
伝票製造における制作、校正など川上工程のシステ
ム化による製造工程の最適化

経営コンサルタント　竹内淳朗

2530210244 和歌山県 サカイキャニング株式会社
液体原料の高品質受入システム開発・導入による新
形態での飲料受託開拓

南都銀行

2530210245 和歌山県 株式会社Ｃｉｔｒｕｓ
食品乾燥機を用いた無添加ドライフルーツ・ドライベ
ジタブルの製造

紀陽銀行

2530210247 和歌山県 株式会社日本化学工業所
紙用液体直接性染料の生産効率改善のための工場
集約化、および増産体制の確立

和歌山商工会議所

2530210248 和歌山県 井手印刷株式会社
次世代印刷物となる　Ｉ　Ｔ技術と連携した「動画と連
動するＡＲ印刷」の創造計画

紀陽銀行

2530210250 和歌山県 ナギサビール株式会社 酸化を防ぐ自動瓶詰ライン導入による品質向上 中谷会計コンピュータ事務所

2530210252 和歌山県 築野食品工業株式会社
新型高効率冷凍機更新による節電推進　（　ＣＯ２削
減～地球温暖化防止　）

紀陽銀行

2530210253 和歌山県 三木理研工業株式会社
キャニスタ－用潜熱蓄熱マイクロカプセルの性能向
上計画

三井住友銀行

2530210254 和歌山県 中田食品株式会社
和歌山県産果汁を使用したスパークリング梅酒の開
発と製造ラインの構築

田辺商工会議所

2530210255 和歌山県 成和技研株式会社
最新鋭加工設備導入による生産性及び品質向上計
画

紀陽銀行

2530210257 和歌山県 セイカ株式会社
新規高機能性樹脂を指向した高純度芳香族ジアミン
の開発

紀陽銀行

2530210261 和歌山県 株式会社河鶴
新製法国産たくあんの投入・開発による、新商品の
市場化・惣菜へのチャレンジ

商工組合中央金庫

2530210262 和歌山県 株式会社アグリンク和歌山
業界初！紀州南高梅を使用した種抜き梅の自動新
規製造ライン構築

商工組合中央金庫

2530210264 和歌山県 金剛ダイス工業株式会社
砥粒流動加工を用いた小径異形穴冷間鍛造金型の
高精度化

飛多朋子税理士事務所
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2530210266 和歌山県 株式会社粉河
作業効率改善による増産体制構築に向けた設備投
資計画

紀陽銀行

2530210267 和歌山県 藏野製材株式会社
輸出用梱包材の製造工程改善に係る設備投資によ
る生産能力拡大計画

紀陽銀行

2530210268 和歌山県 株式会社熊野酸素
プレスブレーキ機械の導入による顧客要望への対応
と新規受注の獲得

第三銀行

2530210269 和歌山県 花野食品
摘果（廃棄）青みかんを活用したリキュールの量産化
とオイルの抽出

財団法人わかやま産業振興財団

2530210273 和歌山県 国土建設株式会社
自社廃棄物を高品質木質ブリケットに再生することに
よる循環型社会への貢献

紀陽銀行

2530210274 和歌山県 有限会社アート工業
広告看板製作に３次元ＣＡＤシステムを導入し、短納
期化・複雑形状への対応を図る

公益財団法人わかやま産業振興財
団

2530210275 和歌山県 西岡総合印刷株式会社
１冊から当日注文出荷が可能なオンデマンド印刷、
出版サービスの開発

紀陽銀行

2530210277 和歌山県 株式会社日本ハイパイル
大手通販会社向け長毛カーペットの新規開発及び生
産販売。

紀陽銀行

2530210281 和歌山県 株式会社メイワ
冷凍空調機用圧力容器溶接ロボットシステム装置導
入による生産合理化計画

紀陽銀行

2530210292 和歌山県 アクロナイネン株式会社
電動サーボダイカストマシン導入による、ダイカスト部
品の品質向上計画

公益財団法人わかやま産業振興財
団

2530210293 和歌山県 株式会社保田鉄工所
ＣＦＲＰ成形金型関連設備導入による、航空・宇宙産
業分野事業拡大計画

商工組合中央金庫

2530210301 和歌山県 南海鐵工株式会社
酸洗処理（磨棒鋼業界の製造工程）に代る研磨装置
の開発

紀陽銀行

2530210305 和歌山県 有限会社みなべの梅農産組合
梅酢を原料にした脱塩梅酢果汁、梅塩の生産ライン
の拡大

みなべ町商工会

2530210308 和歌山県 田辺港輸入木材協同組合
県内特産果実の加工時に出る廃棄物の発酵堆肥化
リサイクルの効率化事業

紀陽銀行

2530210310 和歌山県 株式会社マキカンパニー
【ＭＡＤＥ　ＩＮ　ＪＡＰＡＮ】生産力・価格競争力への挑
戦。

紀陽銀行

2530210313 和歌山県 有限会社島本化繊起毛工場
起毛時にマイクロスコープを駆使した軽く柔らかい保
温性のある高品質な寝具の開発

紀陽銀行

2530210316 和歌山県 テラモト株式会社
競争力を付与された、新規ぬいぐるみの製造法の開
発

南都銀行

2530210320 和歌山県 株式会社共栄テクシード
部品生産の効率化及び作業環境改善の為の５軸制
御縦型マシニングセンター導入計画

紀陽銀行

2530210322 和歌山県 五二化学工業株式会社 新規冷却プロセスの導入による生産効率の向上 和歌山商工会議所

2530210324 和歌山県 新中村化学工業株式会社 シアロ糖鎖類縁体の効率的な製造方法の開発計画
公益財団法人わかやま産業振興財
団

2530210327 和歌山県 竹島鉄工建設株式会社
計画的生産性向上の為に自社独自開発の溶接ロ
ボットを導入

北畑会計事務所

2530210335 和歌山県 株式会社ヨシムラファーム
乾燥及び貯蔵設備の導入によるにんにくの周年出荷
事業

西岡会計事務所

2530210337 和歌山県 有限会社富光モータース
高度診断機活用による整備箇所の迅速な対応と整
備内容のデータ化による顧客満足度向上事業

水城会計事務所

2530210348 和歌山県 株式会社菱丸商会
コア連結溶接ロボット導入による、生産力向上及び作
業環境の改善

南都銀行

2530210350 和歌山県 松屋電工株式会社
木工ＣＮＣマシニングセンタ導入による新製品開発と
既存製品の生産性向上。

紀陽銀行

2530210354 和歌山県 宮本歯研
最新設備の導入による補綴物等の製作時間の短縮
と精度の向上

新宮信用金庫

2530210359 和歌山県 有限会社ＮＡＯ企画
３Ｄレーザースキャナを活用した効率的で高精度な
測量計測技術への展開事業

森脇税理士事務所
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2530210369 和歌山県 萱野織物株式会社 新型ハーネス機導入による織効率・製品品質の向上 紀陽銀行

2530210370 和歌山県 カドヤ株式会社
受注生産方式シート貼木製建具枠後加工工程強化
事業

公益財団法人わかやま産業振興財
団

2530210375 和歌山県 株式会社平岡鉄工所
ショットブラスト装置の導入効果（品質向上・生産性
向上）による県外受注の拡大計画

紀陽銀行

2530210379 和歌山県
株式会社テクニカルセンター和歌
山

歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ装置を用いた保険歯科補綴物
の製作、及び歯科技工所連携の構築。

川村尚史

2530210385 和歌山県 株式会社ツネダ 市場の多様化に対応する生産体制強化事業 水城会計事務所

2530210388 和歌山県 株式会社中原製作所 高機能新設備導入による競争力向上 きのくに信用金庫

2530210392 和歌山県 野口工機株式会社
高温の環境下に於いて硬度の低下しない耐摩耗性
に優れためっき浴の開発

速水愼一郎

2530210398 和歌山県 中家青果 果物形選別装置、処理能力高速化、高精度化事業 中尾彰税理士事務所
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