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5760 2630110001 和歌山県 和歌山染工株式会社 市場ニーズにあったデザインの短期間での開発・販売 紀陽銀行

5761 2630110002 和歌山県 おざきのひもの
小型魚体高速選別機による高鮮度干物での新規商品開発
と販路開拓

きのくに信用金庫

5762 2630110004 和歌山県 匠技研株式会社 世界一の高速・高精度ハムスライス機械の開発 紀陽銀行

5763 2630110005 和歌山県 有限会社田辺食品工業所
食品製造現場への最新機器導入による製造環境の改善と
生産強化

田辺商工会議所

5764 2630110006 和歌山県 日吉染業株式会社
ロータリースクリーン捺染におけるスクリーンの製版設
備に関するシステムの構築

紀陽銀行

5765 2630110008 和歌山県 株式会社坂口製作所
高精度なベンダーの活用による板金加工品の海外競争力
強化

有田川町商工会

5766 2630110009 和歌山県 株式会社ウイング
ロータリーダイカットシステム導入による競争力強化／
新ビジネスモデル強化

太田晶久公認会計士事務所

5767 2630110014 和歌山県 株式会社シガ木工
画像提案と立体加工を取り入れた桐材の極限活用による
新製品の開発

中井会計事務所

5768 2630110015 和歌山県 ワコー株式会社
ホットプレス機導入による商品力強化及び高付加価値新
製品開発事業

加藤正彦税理士事務所

5769 2630110018 和歌山県 株式会社第一製版印刷
レーザー加工で美しく繊細な意匠をあしらった印刷物の
制作及びネットによる販売の展開

紀陽銀行

5770 2630110020 和歌山県 株式会社テクモ 自動車向け特殊形状ねじ金型の高精度加工技術の確立 ジャスト会計事務所

5771 2630110021 和歌山県 株式会社一条
ＡＲ（拡張現実）技術を搭載した結婚招待状のＷＥＢ
オーダーサービスの確立と全国展開

紀陽銀行

5772 2630110022 和歌山県 株式会社吉村秀雄商店
清酒製造における洗米、蒸米、放冷新設備導入による技
術の高度化、品質向上と省力化

株式会社奥村総合企画

5773 2630110023 和歌山県 小西化学工業株式会社 炭素繊維複合材料向け低粘度エポキシ樹脂の開発 紀陽銀行

5774 2630110025 和歌山県 株式会社インテリックス
高付加価値設備導入によるオーダーカーテン新規顧客層
への展開

商工組合中央金庫

5775 2630110026 和歌山県 株式会社早和果樹園
有田みかん加工品、高品質化による海外販路開拓プロ
ジェクト

株式会社風神経営

5776 2630110027 和歌山県 株式会社土井シャーリング
高性能ドリルマシン導入によるスプライスプレートの量
産化事業

紀陽銀行

5777 2630110028 和歌山県 南海合繊株式会社
海外市場を見据えた新しいウェットスーツ素材の編成技
術の導入

商工組合中央金庫

5778 2630110033 和歌山県 株式会社ホロン精工
ニット編み機用ゴムローラ部品外観検査のＩＴ化による
品質向上・低コスト化計画

公益財団法人わかやま産業振興財
団

5779 2630110034 和歌山県 大和歯車製作株式会社
次世代航空機向け補助動力装置（ＡＰＵ）用部品の加工
技術開発事業

三井住友銀行

5780 2630110036 和歌山県 和興建産株式会社
特許ハニカムを活用した高強度、高断熱、軽量な断熱パ
ネルの安定的量産設備の事業化

商工組合中央金庫

5781 2630110039 和歌山県 熊野の里株式会社
梅に新たな加工を施し新しい商品に蘇させる事業。『漬
け物からスイーツへ』

紀陽銀行

5782 2630110040 和歌山県 株式会社井上
業界初の品質管理体制の構築による化粧用品の受注増加
計画

紀陽銀行

5783 2630110043 和歌山県 株式会社データ技研
高精度、迅速な３Ｄ測量設計技術の活用による災害対策
への貢献

株式会社エフアンドエム

5784 2630110046 和歌山県 株式会社世界一統
和歌山県産果実使用のプレミアム（自然派）リキュール
商品開発

公認会計士・税理士山中盛義事務
所

5785 2630110048 和歌山県 平和酒造株式会社
高品質な吟醸酒向けに原料処理設備導入による製造環境
整備

紀陽銀行
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5786 2630110050 和歌山県 有限会社ハヤシ・シザース
多種多様品のニーズに対応するためのＮＣ研削機導入に
よる内製化

紀陽銀行

5787 2630110057 和歌山県 株式会社ヒラニット
自動裁断機とＣＡＤシステムを活用した婦人服の生産性
向上とデザイン提案の強化

瀬藤啓司会計事務所

5788 2630110060 和歌山県 萩原メリヤス株式会社
オリジナリティに優れたニット生地の開発、設備導入と
顧客満足度向上

紀陽銀行

5789 2630110061 和歌山県 中田食品株式会社
コンビニエンス向け新規梅干商品開発と製造ラインの構
築

田辺商工会議所

5790 2630110064 和歌山県 ウインナック株式会社
リニアモーター駆動方式を採用した放電加工機の追加導
入による加工精度向上と生産能力増強計画

田中祥博法律事務所

5791 2630110067 和歌山県 ヒカリ技研株式会社
五面マシニングセンター導入での製造工程の改善による
生産プロセス革新事業

紀陽銀行

5792 2630110068 和歌山県 株式会社マージネット
ワン・ストップ対応強化によるタイムリーなＤＭ発送体
制の確立

紀陽銀行

5793 2630110069 和歌山県 株式会社アイスティサイエンス
特定の目的物質の吸着・抽出機能を有した固相抽出剤の
試作品の開発

紀陽銀行

5794 2630110071 和歌山県 株式会社友進
和歌山発 プロ輩出『２４時間営業 本格的レコーディング
スタジオ』の提供

テンツーワン税理士法人

5795 2630110072 和歌山県 ユタカ工作株式会社
迅速安全な取替えを実現する「ベルトコンベアーのベル
ト巻取車」の導入

テンツーワン税理士法人

5796 2630110073 和歌山県 株式会社山利
老舗しらす屋、オーダーメイド設計の『新型自動釜』導
入による事業展開

テンツーワン税理士法人

5797 2630110075 和歌山県 富士香料化工株式会社 製品開発力の強化と迅速化計画 紀陽銀行

5798 2630110077 和歌山県 有限会社服部鈑金塗装
最新設備を取り入れた自動車鈑金技術サービスと自動車
塗装システム

和歌山商工会議所

5799 2630110080 和歌山県 株式会社Ｓｏｕｔｈ ｗｉｎｄ
プレス金型／樹脂金型の更なる高速加工・高精度加工の
確立

紀陽銀行

5800 2630110081 和歌山県 アイエススプリンクラー株式会社 作動弁型流水検知装置の試作開発 紀陽銀行

5801 2630110082 和歌山県 株式会社新宮看板広告
ＮＣルーターとインクジェットプリンタ導入による顧客
ニーズへの対応

紀陽銀行

5802 2630110084 和歌山県 有限会社隆文社印刷所
ＡＲ技術を活用した看板の製作による新たな広告媒体の
提案

紀陽銀行

5803 2630110087 和歌山県 株式会社豊工業所
多機能ドリルマシンによる品質向上と連続加工による短
納期化

紀陽銀行

5804 2630110089 和歌山県 稗田化学工業株式会社
新素材（球状シリカ複合エポキシ樹脂）投射材の開発と
販促プロジェクト

紀陽銀行

5805 2630110094 和歌山県 株式会社小松原
ロールベンダー及びベンディングマシンを用いた高品
質・低コストの生産システムの確立

紀陽銀行

5806 2630110095 和歌山県 尾高ゴム工業株式会社
高耐久・高摩擦のセラミックとウレタンのハイブリッド
材料開発

商工組合中央金庫

5807 2630110098 和歌山県 ４Ｄセンサー株式会社
１ピッチ位相解析法による高速高精度三次元形状・変形
計測装置の開発

紀陽銀行

5808 2630110102 和歌山県 出口歯車工業株式会社 鋼管圧延用工具の加工プロセス改善による生産性の向上 宮脇合同事務所

5809 2630110106 和歌山県 株式会社農業総合研究所
「農家の直売所」事業でＩＴを活用した効率的な出荷配
送システムの確立

紀陽銀行

5810 2630110110 和歌山県 株式会社スミロン 剥離促進層を持つ新規な熱剥離型粘着テープの開発 商工組合中央金庫

5811 2630110112 和歌山県 協同組合ラテスト
備長炭、竹炭を原料とした医薬品向け黒色顔料インク用
分散体の開発

商工組合中央金庫

5812 2630110114 和歌山県 大谷塗装工場株式会社
新型乾燥機導入による作業効率改善と塗装品質向上及び
環境負荷軽減

紀陽銀行

5813 2630110116 和歌山県 株式会社西川製作所
ＰＳＡ式窒素ガス発生装置の導入による生産プロセス革
新計画

紀陽銀行
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5814 2630110117 和歌山県 株式会社いなみの里梅園
小袋専用包装機の導入による、製品の高付加価値化と競
争力の強化

印南町商工会

5815 2630110122 和歌山県 株式会社坂本製作所 大型機（数値制御フライス盤）の導入による内製化計画 宮脇合同事務所

5816 2630110123 和歌山県 株式会社河島本家
大根打ち抜き機・外皮（未利用資源）乾燥システムの導
入

宮脇合同事務所

5817 2630110124 和歌山県 株式会社丸昌
病院・施設向け寝具、患者着における市場ニーズ商品開
発の迅速化

紀陽銀行

5818 2630110126 和歌山県 株式会社オーエ
販売管理システム導入による短納期対応と顧客満足度の
向上

株式会社ゼロプラス

5819 2630110128 和歌山県 扶桑精機株式会社
試作成形の精度向上による自動車向けプラスチック金型
の高品質化事業

商工組合中央金庫

5820 2630110129 和歌山県 有限会社柑香園
和歌山県産フルーツを１００％使用した、こだわりある
加工品の生産能力向上と更なる品質向上計画

紀陽銀行

5821 2630110131 和歌山県 株式会社吉松工機 動バランス測定の内製化による高付加価値化の実現 きのくに信用金庫

5822 2630110135 和歌山県 株式会社イブファーム 安定したイノブタ生産のための飼料製造改善事業 すさみ町商工会

5823 2630110137 和歌山県 株式会社明和製作所 汚水流入防止機能付空気弁の量産体制の確立 商工組合中央金庫

5824 2630110140 和歌山県 カナプレスト株式会社
ＮＣ制御マシニングセンタ導入による作業の合理化と売
上増大計画

紀陽銀行

5825 2630110146 和歌山県 阪和電子工業株式会社
新規生産ライン構築による静電気可視化モニタの市場
ニーズ対応強化

紀陽銀行

5826 2630110155 和歌山県 株式会社雑賀製作所
３Ｄ作業用クランピングテーブルシステムによる溶接品
質・生産性の向上

日高町商工会

5827 2630110157 和歌山県 中家青果
柑橘類の光センサーを用いた、糖度、内部障害果識別に
よる商品価値化向上計画

紀陽銀行

5828 2630110159 和歌山県 有限会社井戸畳店
畳業界最高水準の寸法精度と短納期化により、競争力の
強化と利益増大を図る

紀陽銀行

5829 2630110160 和歌山県 有限会社ホンダ自販那賀
接遇強化～車検点検整備の業務効率化システム構築によ
るお客様満足度向上計画

紀陽銀行

5830 2630110165 和歌山県 株式会社鳥羽運送
商品別に温度管理できる大型冷凍庫にて、農産物を直接
消費者に届けるシステム

紀陽銀行

5831 2630110166 和歌山県 株式会社ヴァイオス
メタン発酵技術による漢方薬残渣・廃食品添加物の処理
サービスの提供

西岡会計事務所

5832 2630110170 和歌山県 湯浅醤油有限会社
インバウンド観光誘致のための蔵見学予約システム開発
と免税処理システム導入

湯浅町商工会

5833 2630110175 和歌山県 アイエムティー株式会社 顕微鏡観察用試料の作成に係る精密研磨条件の開発 紀陽銀行

5834 2630110178 和歌山県 株式会社新栄組
緊急時対応可能な総合物流コントロールクラウド型シス
テムの導入

和歌山商工会議所

5835 2630110183 和歌山県 有限会社セ・ラ・セゾン
串本町の廃校を拠点として、特産果実を使った洋菓子の
開発と串本のブランド化

八千代銀行

5836 2630110184 和歌山県 桜井鉄工株式会社
小型ＮＣ旋盤導入による市場競争力及び作業安全対策の
強化

紀陽銀行

5837 2630110185 和歌山県 株式会社ＶＳフィット
過熱水蒸気処理果樹の加工設備導入による食品素材及び
製品の開発

第三銀行


