平成２８年度補正 革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金
採択案件一覧（61件）
（受付番号順）
受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

1 2830110003 和歌山県 有限会社京和機工

1170002001251

2 2830110004 和歌山県 株式会社土井シャーリング

5170001006264

3 2830110008 和歌山県 小西化学工業株式会社

5170001001141

4 2830110012 和歌山県 株式会社世紀工業

2170001005665

5 2830110013 和歌山県 株式会社則種海産

6170001007146

6 2830110017 和歌山県 有限会社マルヨシ

8170002009536

7 2830110019 和歌山県 株式会社ヤマヨテクスタイル 1170001009353
8 2830110020 和歌山県 株式会社オージャス

5170001009878

9 2830110026 和歌山県 株式会社西川製作所

1170002002869

10 2830110027 和歌山県 太陽食品株式会社

8170001002013

11 2830110028 和歌山県 有限会社深見梅店

1170002009625

12 2830110033 和歌山県 福原ニードル株式会社

4170001009136

13 2830110036 和歌山県 株式会社旭洋冷蔵

1170001008421

14 2830110038 和歌山県 キセイ株式会社

6120001009535

15 2830110039 和歌山県 株式会社たにぐち

6120001010245

16 2830110041 和歌山県 株式会社マージネット

3170001008849

事業計画名
３次元ＣＡＤを導入して高性能なドラム缶搬送設備の
開発計画
海底構築物事業への参入のための加工システムの
構築と加工設備の導入
受発注管理システム導入による福井工場－本社間接
部門 の業務一体化
ＩＣＴ技術を活用した３次元測量による建設工事測量
の効率化のための測量サービス提供
色彩選別機導入によるしらす選別・異物除去 プロセ
スの高度化事業
Ｘ線異物検出装置の導入による安心・安全な食品提
供 体制の確立
ハイゲージ丸編機導入による生地の安定供給とニット
市場の拡大
日本国内には存在しない電動開閉式露天風呂が全
室に付く温泉旅館
内視鏡洗浄機部品の製造における曲げ工程の高精
度化とサイクルタイムの短縮
ＩｏＴを用いた各種製造プロセス情報の統合的管理に
よる能動型 ＯＥＭ製品（菓子）の高効率大量生産体
有機南高梅の商品到着日時指定サービスに係る長
期貯蔵技術開発
ＹＡＧレーザー溶接加工を付加した高品質ファイン
ゲージメリヤス編針の生産体制強化
最新型選別機の導入による地元産規格外果実の学
校 給食への供給促進
高周波溶着機導入によるテントシート製品のイベン
ト・展示会向けの事業拡大
「具材の食感と視覚」を楽しめる固形物入り高級チョコ
レー ト製品の生産体制の確立
「見える化」でリアルタイム情報を共有する革新的
サービスの構築

認定支援機関名
桐元会計事務所
紀陽銀行
紀陽銀行
紀陽銀行
テントゥーワン税理士法人
株式会社あさひＣ＆ＣＯＦＦｉｃｅ
紀陽銀行
白浜町商工会
紀陽銀行
池田泉州銀行
田辺商工会議所
紀陽銀行
紀陽銀行
大阪シティ信用金庫
商工組合中央金庫
上富田町商工会

17 2830110045 和歌山県 株式会社インテリックス

7170001000298

18 2830110046 和歌山県 ヤマサ工業株式会社

1170001005823

19 2830110051 和歌山県 島研摩機材株式会社

5170001001505

20 2830110054 和歌山県 有限会社レストランフライヤ 7170002000074
21 2830110055 和歌山県 株式会社興和製作所

6170001001256

22 2830110056 和歌山県 株式会社河北食品

8170001000702

23 2830110058 和歌山県 株式会社第一製版印刷

3170001001886

24 2830110062 和歌山県 ニッティド株式会社

3170001005895

25 2830110063 和歌山県 中野ＢＣ株式会社

4170001005481

26 2830110067 和歌山県 金剛ダイス工業株式会社

7120001020128

27 2830110071 和歌山県 大阪精機工作株式会社

3170001000509

28 2830110072 和歌山県 株式会社小谷製缶工業

2170001001136

29 2830110077 和歌山県 株式会社伊藤農園

1170001007638

30 2830110078 和歌山県 株式会社サンテック

3170001012743

31 2830110084 和歌山県 紀陽除虫菊株式会社

1170001005872

32 2830110086 和歌山県 日吉染業株式会社

9170001002796

33 2830110087 和歌山県 株式会社和歌山トムソン

4170001003808

34 2830110089 和歌山県 株式会社丸昌

4170001003114

35 2830110090 和歌山県 林田株式会社

4120001024932

オーダーカーテン販売における革新的サービスの導
入による販売力強化事業
自動充填包装機の導入による「ほしものびより」の 低
コスト化及び生産性向上
レアアース磁石製造工程で発生する屑品リサイクル
計画
創業８４年の伝統をもとに最新設備導入による中食事
業の高度化
大型鉄骨溶接の自動化による 熟練工の高付加価値
部門への集中配置
革新的なアレルギー対策ライン設置による安心と安
全な学校給食の提供
ＡＩネットワーク参入による機械故障の予防保全と生
産性向上
アンドンと自動化による生産管理強化と品質管理の
強化
脂溶性成分（油分）を含有する丸剤の開発
小径異形穴金型の非接触測定技術の構築と新事業
展開
高速ワイヤ放電加工機導入による１μｍ単位の 高精
度加工技術の確立
生産ライン増強による住宅・ビル向けアルミ建材の増
産・高精度化
有田みかん加工品の販売拡大に伴うキャッパー機及
び搾汁機設備導入
最新のワイヤー放電加工機の導入による、生産工程
の 革新的改革
大容量除湿剤の溶着加工・容量検査の高精度化 お
よび増産体制の確立
カーテン業界のニーズに対応した多色柄広幅ポリエ
ステル生地の生産技術の確立
新型グルアーを導入し商品価値を高める形状の紙器
をデザインする取組
業務用寝装品検査システム導入による品質及び 顧
客サービス向上計画
一体編成によるニット製品の高品質化と短納期化お
よびオーダー事業の展開

商工組合中央金庫
岸友子
紀陽銀行
紀陽銀行
北畑会計事務所
きのくに信用金庫
株式会社あさひＣ＆ＣＯＦＦｉｃｅ
紀陽銀行
公益財団法人わかやま産業
振興財団
ひだ税理士事務所
紀陽銀行
紀陽銀行
紀陽銀行
株式会社あさひＣ＆ＣＯＦＦｉｃｅ
紀陽銀行
紀陽銀行
紀陽銀行
紀陽銀行
南都銀行

36 2830110092 和歌山県 扶桑精機株式会社

3170001002851

37 2830110094 和歌山県 アドバン工業株式会社

3170001000129

38 2830110096 和歌山県 株式会社坂本製作所

1170001001302

39 2830110098 和歌山県 株式会社大和化学工業所

2170001006630

40 2830110102 和歌山県 久保田工業株式会社

3170001001052

41 2830110103 和歌山県 株式会社赤井工作所

1170001007712

42 2830110106 和歌山県 菓匠錦花堂
43 2830110107 和歌山県 株式会社テクモ

1170001009329

44 2830110109 和歌山県 株式会社淺野商会

5170001007709

45 2830110110 和歌山県 原田織物株式会社

1170001011053

46 2830110114 和歌山県 デュプロ精工株式会社

7170001008077

47 2830110115 和歌山県 アクロナイネン株式会社

7170001003813

48 2830110116 和歌山県 株式会社貴望工業

3170001008361

49 2830110122 和歌山県 西原精工株式会社

4170001008071

50 2830110123 和歌山県 橘電装工業株式会社

9170001002053

51 2830110124 和歌山県 株式会社進藤建設

7170001001643

52 2830110126 和歌山県 東洋機械加工株式会社

2170001002290

53 2830110128 和歌山県 株式会社阪中緑化資材

2170001007793

54 2830110134 和歌山県 アイエムティー株式会社

1170001010195

小径精度穴の加工プロセス改善による プリンタ精密
部品の生産力強化
自動車の新機軸安全装置に使用される精密部品の
製造開発
平面研削盤の導入による製品の高精度化及び品質
の安定的供給
世界初！ハイブリッドトイレブラシの開発からの自動
インサート生産体制の確立
最新型ＣＮＣ旋盤導入による競争力強化に伴う経営
力強化
ＣＮＣファイバーレーザ加工機導入によるＩｏＴを活用し
た 生産管理及び生産性の向上計画
菓子製造工程で自動包装機を新規導入することによ
る 生産性向上、及び看板商品の拡販
冷間圧造による自動車向け複雑形状部品の製造を
可能にする高精度な金型の製造開発
大型焼付塗装窯導入による納期短縮と顧客ニーズへ
の対応
新分野進出の為、革新的な生産プロセスの改善 と品
質基準の高度化計画
小型製紙装置の低価格・コンパクト化に向けた部品内
製化事業
ダイカスト鋳造ピストンの生産設備導入と国内生産の
増強
中国向け高精度組立自動化ライン開発の体制強化
大型マシニングセンタ導入による内製化及び生産性
の向上
新規サッシ事業の推進に向けた長尺加工用ベンダー
の導入とＩｏＴの強化
３Ｄ設計ソフトとＩＴを利活用した工程管理による 総合
建築サービス
ＩｏＴ、ＡＩ技術を用いた生産プロセスの見える化と労働
生産性向上計画
独自性の高い独創的な山林苗の育苗トレーの開発・
市場投入による新規顧客の開拓
試料用作成装置における部品の内製化に伴う加工技
術の最適化 及び高度化

商工組合中央金庫
紀陽銀行
宮脇合同事務所
紀陽銀行
商工組合中央金庫
南都銀行
由良町商工会
ジャスト会計事務所
きのくに信用金庫
南都銀行
紀陽銀行
紀陽銀行
池田泉州銀行
南都銀行
株式会社ゼロプラス
商工組合中央金庫
和歌山商工会議所
南都銀行
紀陽銀行

55 2830110135 和歌山県 有限会社中筋オートボデー 1170002005392
56 2830110138 和歌山県 株式会社小川製作所

9170001007746

57 2830110139 和歌山県 有限会社シーケーテクノ

1170002010789

58 2830110141 和歌山県 株式会社神戸屋

7170001000819

59 2830110142 和歌山県 有限会社樽の味

3170002010184

60 2830110147 和歌山県 桝谷精工株式会社

2170001003033

61 2830110155 和歌山県 株式会社岡田織物

4170001010928

生産性・審美性・品質向上を実現する高性能シャー リ
ング機導入によるオリジナルボデーの作成
レーザー溶接・切断機導入による生産性及び精度の
向上と人材育成の推進
自動車産業向け部品の製造工程を見直し、高精度・
短納期を実現させる計画
ソーセージの合理化設備導入とＨＡＣＣＰ認証検査設
備で 品質向上
発酵技術を駆使した原材料内製化による無添加甘酒
の製造プロセスの変革
混合ガス（Ｈｅ＋Ｎ２）充填・回収装置導入による 生
産コスト削減及び検査品質向上
自動裁断機導入による合理化及び企画提案型企業
への変革

紀陽銀行
池田泉州銀行
南都銀行
池田泉州銀行
きのくに信用金庫
池田泉州銀行
南都銀行

