
（受付番号順）

NO. 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 2630210190 和歌山県 株式会社近代技研
ＣＩＭの実用化に向けた高度な建設生産システム構築の
取組への参画

紀陽銀行

2 2630210191 和歌山県 有限会社畑野化成研究所
有機ＥＬ基幹材料（ボロン酸、ナフチルアントラセン）製造
実現のための生産体制の確立

紀陽銀行

3 2630210195 和歌山県 有限会社紀の国食品
紀州梅を使用した新商品《梅くらげ》の機械設備導入によ
る量産化

紀陽銀行

4 2630210196 和歌山県 株式会社中尾酸素
自動非水槽式耐圧試験機の導入によるガス容器検査事
業の収益拡大

紀陽銀行

5 2630210197 和歌山県 株式会社平家製作所
Ｃ－ＦＲＰシャフトのセンタレス精密研磨加工技術の確立と
生産拡大

紀陽銀行

6 2630210200 和歌山県 株式会社中峰農園
梅干の概念を覆す！甘くてとろける食感のプレミアムス
イーツ梅の開発

商工組合中央金庫

7 2630210203 和歌山県 髙木彫刻株式会社
柄の繰り返しの無いエンボスロール製造のための高付加
価値設備（大型スキャナー）の導入

紀陽銀行

8 2630210205 和歌山県 モリックス精工株式会社
多面加工における品質・生産能力向上及び生産工程効
率化計画

栗栖会計事務所

9 2630210207 和歌山県 株式会社寿精密
高度構造解析技術を活用した電池・電子部品の試作プロ
セスの革新

わかやま産業振興財団

10 2630210208 和歌山県 中野ＢＣ株式会社 ゼロエミッション達成に向けた梅由来複合新素材の開発 わかやま産業振興財団

11 2630210209 和歌山県 金剛ダイス工業株式会社
ワイヤー放電加工を使った小径異形穴金型の高精度化と
生産性向上

ひだ税理士事務所

12 2630210215 和歌山県 有限会社家具のあづま 伝統工芸士が造る、家と家具のオーダーハウス 紀陽銀行

13 2630210217 和歌山県 株式会社コスモ化工
ロングパイル人工芝用タフト機導入による顧客ニーズへ
の対応と競争力強化

畑山佳之税理士事務所

14 2630210218 和歌山県 酒本物流有限会社
新型尿素水製造装置導入によるトラック排ガス浄化装置
の閉塞防止とコスト削減。

紀陽銀行

15 2630210220 和歌山県 大和ブロック株式会社 景観を保全・創出する護岸ブロックの量産化計画 宮脇合同事務所

16 2630210221 和歌山県 株式会社たにぐち
デザインを重視したチョコレート製品の開発及び生産性向
上

商工組合中央金庫

17 2630210223 和歌山県 桝谷精工株式会社
プレスブレーキの設備更新による生産性ＵＰ及び省エネ
化

池田泉州銀行

18 2630210224 和歌山県 笠野興産株式会社
包装工程におけるラベルへの印字及び検査、貼付の自動
化

商工組合中央金庫

19 2630210229 和歌山県 株式会社フレック 情報化技術導入による完全防水製品の自社ブランド構築 紀陽銀行

20 2630210234 和歌山県 株式会社メイワ
混合ガス（Ｈｅ＋Ｎ２）供給・回収装置及び充・回収ユニット
導入による生産コスト削減目標数値（ガス購入量削
減）・・・現状比　８０％削減

紀陽銀行

21 2630210235 和歌山県 株式会社西沢インダストリー
ダイレクトブロー成形機導入による市場ニーズへの対応と
新市場開拓

鵜島会計事務所

22 2630210236 和歌山県 有限会社西出水産 灰干しさんま製造の工程改善による品質安定 きのくに信用金庫

23 2630210237 和歌山県 紀州技研工業株式会社 ＵＶ硬化装置、並びにＵＶ硬化インク開発 栗栖会計事務所

24 2630210238 和歌山県 株式会社アイガット
日本初“吊り編み機によるジャガード裏毛編み生地”の生
産技術の確立

三井住友銀行

平成２６年度補正　ものづくり・商業・サービス革新補助金
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25 2630210241 和歌山県 株式会社宮本商店
最新型ＮＣ旋盤導入をし、他社に負けない低コスト化・納
期短縮の実現

紀陽銀行

26 2630210243 和歌山県 エクセルプリント
高温スチームバキュームプレス機導入によるプリント技術
の向上

紀陽銀行

27 2630210245 和歌山県 大谷産業株式会社 側板加工工程の高度化によるデザイン家具の実現 瀬藤啓司

28 2630210246 和歌山県 株式会社ワカヤマヤモリ舎
遊休不動産を活用！国内外から旅行客を呼び込む、和
歌山市初の「まちづくり交流宿」

テントゥーワン税理士法人

29 2630210248 和歌山県 Ｏｒａｌ
歯科技工業界におけるアナログ技工からデジタル技工へ
の改革、及び歯科技工所連携の構築。

中尾彰税理士事務所

30 2630210257 和歌山県 メイク広告株式会社
視認性・耐久性に優れた看板の製作とコストダウン・工期
短縮の取組

安田勝也

31 2630210258 和歌山県 有限会社麺彩工房ふる里
紀北産フルーツ等を使用した「大福」の製造により地域活
性化を図る計画

紀陽銀行

32 2630210260 和歌山県 有限会社下津フードサービス
低蛋白パンの製造供給による腎臓病患者のクオリティオ
ブライフの向上

わかやま産業振興財団

33 2630210261 和歌山県 株式会社石橋
横型撹拌乾燥装置によるバイオコークス原料多様化技術
の開発

印南町商工会

34 2630210262 和歌山県 株式会社紀州ほそ川
種抜き機を利用した種抜き梅生産の効率化と紀州うめど
り加工品等を使った新規商品の開発

紀陽銀行

35 2630210263 和歌山県 株式会社紀州本庄うめよし
新型充填機導入で新商品開発し発売、既存商品の袋詰
め製品の充実で販路拡大。

田辺商工会議所

36 2630210264 和歌山県 井手印刷株式会社 平面から立体へ！『新世代４次元印刷』への展開 紀陽銀行

37 2630210265 和歌山県 新栄陸運株式会社 クラウドシステム導入による国際複合一貫輸送 和歌山商工会議所

38 2630210268 和歌山県 コーワプラス株式会社
市場ニーズに、機動的に対応できる鮎の加工品提供体制
の確立

紀陽銀行

39 2630210270 和歌山県 株式会社ＯＤＥＣ
複合ＣＮＣ装置による先端機器部品の多品種少量一貫生
産体制の確立

株式会社あさひＣ＆ＣＯｆｆｉｃｅ

40 2630210271 和歌山県 白光印刷株式会社
「サイドオープン型製本」工程の確立によるオンリーワン
市場の開拓

紀陽銀行

41 2630210276 和歌山県 大鐵工業株式会社
新型溶接ロボット導入で既存品のステンレス化、及び新
製品の開発

西岡会計事務所

42 2630210277 和歌山県 株式会社前田豊作堂
新塗装ブースの導入による位牌の製造効率の向上と製
造本数の拡大事業

紀陽銀行

43 2630210279 和歌山県 株式会社キンタロー
塗装技術の向上及び、周辺環境への配慮した「高齢者家
具」の開発

紀陽銀行

44 2630210284 和歌山県 株式会社レシアン
クラウドを活用したシステム開発による新しい注文サービ
スの提供事業

紀陽銀行

45 2630210287 和歌山県 田村産業株式会社
トップラベル付棒ネットの低価格化を実現するための生産
プロセス革新事業

紀陽銀行

46 2630210288 和歌山県 新宮木造住宅協同組合
伝統工法とプレカットを融合した新しい木造住宅の提供事
業

鈴木重俊

47 2630210290 和歌山県 有限会社吉村製作所
生産力向上及び環境改善を実現する省スペース型鉄骨
自動溶接システム導入

奥田喜内税理士事務所

48 2630210291 和歌山県 株式会社小川製作所
最新「ＣＮＣレーザパンチプレス」導入による半導体市場
への参入拡大

商工組合中央金庫

49 2630210295 和歌山県 有限会社大陽食品 規格外品柿（未利用資源柿）の利活用 紀陽銀行

50 2630210296 和歌山県 有限会社ニシデ
生産加工の効率化、高精度化の為のレーザーカットマシ
ン及びルーターマシンの導入計画

紀陽銀行
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51 2630210298 和歌山県 株式会社大畑鉄工所
ＮＣドリルマシン導入による生産性、品質向上及び作業環
境改善

御坊商工会議所

52 2630210300 和歌山県 原田織物株式会社
高付加価値特殊縫製機導入による製造工程の革新的強
化と海外市場攻略計画

紀陽銀行

53 2630210304 和歌山県 有限会社慶集社 感染予防対策上の死後処置サービス「美粧衛生」の展開 南都銀行

54 2630210306 和歌山県 貴志川工業株式会社
デザインシステム・ＳＲＹ型編み機導入による、短納期対
応、コストダウン、販路拡大計画

紀陽銀行

55 2630210308 和歌山県 株式会社コムテック
サービス付高齢者住宅内の居住者向け新しい個別販売
サービスの実現事業

池田泉州銀行

56 2630210310 和歌山県 カネマサ莫大小（メリヤス）株式会社
世界初の編機開発導入によるオリジナル新素材と新しい
市場の創造

商工組合中央金庫

57 2630210311 和歌山県 吉田染工株式会社 ＳＲＹ横編み機を使ったオリジナル生地の開発及び販売 紀陽銀行

58 2630210312 和歌山県 株式会社タニガキ建工
鉄筋挿入工の施工を効率化し、作業員の安全性向上を
図る施工機械の開発

紀陽銀行

59 2630210313 和歌山県 南海スチール株式会社 安定電流を求めたマルチスポット溶接機改良計画 紀陽銀行

60 2630210314 和歌山県 有限会社Ｋテック
多面加工実現による樹脂部品の高精度化及び生産性の
向上

水城会計事務所

61 2630210324 和歌山県 タイミングプーリ・ジャパン有限会社
一貫生産体制によるタイミングプーリの高精度安定生産
の実現

紀陽銀行

62 2630210326 和歌山県
まち会社ＤＲＥＡＭ ＨＡＳＨＩＭＯＴＯ株
式会社

フリーズドライおよび真空包装技術を活用した海外市場
開拓を目的とした「フリカケぽん酢」の開発

紀陽銀行
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