
公募回 １次公募  （受付番号順）

受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

1 2930110001 和歌山県 株式会社イワハシ 6170001005587 世界初のワイングラス専用の多機能収納庫の開発事業 税理士法人ａ－ｏｆｆｉｃｅ

2 2930110002 和歌山県 株式会社丸徳水産 8480001006973
海水温に左右されない養殖魚管理の実現にむけて　～陸
上での管理設備の導入～

株式会社徳島銀行

3 2930110005 和歌山県 株式会社ホットフィールド 7170001012228
安価で高品質な業界初ニット織ダッシュボードマット生
産計画

株式会社エフアンドエム

4 2930110006 和歌山県 有限会社ハヤシ・シザース 7170002004736
世界初のメンテンスフリ－鋏の製造体制の構築と国内外
市場の拡販

株式会社紀陽銀行

5 2930110007 和歌山県 株式会社ファーストライン 9170001014858
３温度帯対応物流センターの新設と効率運用による革新
的物流サービスの提供

株式会社あさひＣ＆ＣＯｆｆｉｃｅ

6 2930110008 和歌山県 尾高ゴム工業株式会社 5170001000424
高機能産業車両用タイヤ製品（高硬度ウレタン）群の市
場展開

株式会社紀陽銀行

7 2930110009 和歌山県 株式会社川口工業所 8170001012292
高炉用消耗部品等の内製化によるリードタイム短縮と不
良率低減計画

株式会社紀陽銀行

8 2930110010 和歌山県 アドバン工業株式会社 3170001000129
電気自動車に使用される減速モジュール部品の製造開発
計画

株式会社紀陽銀行

9 2930110011 和歌山県 株式会社テクモ 1170001009329
自動車の更なる軽量化を実現するためのアルミニウム合
金用フォーマー金型の製造開発

立野靖人

10 2930110012 和歌山県 高田機工株式会社 8120001038994
建築用鉄骨の高精度化と納期短縮を実現するための「孔
あけ」工程の改善

株式会社紀陽銀行

11 2930110013 和歌山県 株式会社宮本商店 9170001007424
低燃費・環境問題に寄与する自動車用高付加価値部品の
生産性向上計画

株式会社紀陽銀行

12 2930110014 和歌山県 サクセム株式会社 1120101047530
１０年に及ぶ研究期間を経て開発した非常用保存食「ラ
イフブレッド」の飛躍的な生産性の向上

株式会社紀陽銀行

13 2930110015 和歌山県 有限会社紀の川ステンレス 2170002001127
酸洗い槽の溶液を加温するヒーター（ボイラー）を新規
導入することによる生産性の向上

速水愼一郎

14 2930110016 和歌山県 米阪パイル織物株式会社 8170001010775
デジタルジャガード設備導入による電車シート用高級パ
イル織物の品位向上及び生産性向上計画

株式会社紀陽銀行

15 2930110017 和歌山県 株式会社西川製作所 1170002002869
３次元レーザ加工による農機・建機フレーム等の高精度
化・短納期化の実現

株式会社紀陽銀行

16 2930110018 和歌山県 大洋化学株式会社 2170001010095 学校給食用エコ食器の普及・促進を目的とした設備投資 株式会社紀陽銀行

17 2930110019 和歌山県 株式会社早和果樹園 6170001007501 みかんの新価値を創造する、陳皮製品の生産開発 株式会社紀陽銀行

18 2930110021 和歌山県 株式会社三晃精密 1120101033695
金属加工品の三次元測定検査におけるＩＣＴ活用による
高速化と生産性向上

公益財団法人わかやま産業振興財団

19 2930110024 和歌山県 株式会社和歌山印刷所 8170001003696
新規設備導入を機に全社的な生産性向上を目指して働き
方改革を断行する。

山中盛義

20 2930110025 和歌山県 白光印刷株式会社 6170001006809
自動検知と多能工化で少量多品目が進む印刷市場に適応
し増収増益

公益財団法人わかやま産業振興財団

平成２９年度補正　ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金

和歌山県採択案件一覧（８７件／８７事業者）



21 2930110026 和歌山県 株式会社リハートテック 2170001014988 誤嚥性肺炎予防のための嚥下の筋肉訓練具の量産化 株式会社紀陽銀行

22 2930110027 和歌山県 株式会社進藤建設 7170001001643
インフラ再整備に向けたコンクリート構造物の革新的再
生工法の確立

株式会社紀陽銀行

23 2930110028 和歌山県 原山工業株式会社 2170001008494
新規事業として焼付け塗装処理を新工場で立ち上げ、一
層の売り上げ・利益増を狙う。

きのくに信用金庫

24 2930110029 和歌山県 株式会社インテリックス 7170001000298 既存生産プロセスへの生産性向上の為のＩＯＴ活用 株式会社紀陽銀行

25 2930110031 和歌山県 トップマン工業株式会社 5122001005267
無縫製によって組み立てるサポーター及びコルセットの
開発

株式会社阿波銀行

26 2930110032 和歌山県 竹上木材株式会社 4170001012354 収穫期を迎えた林分に於ける高効率生産システムの構築 湯川直樹

27 2930110033 和歌山県 株式会社辻本組 4170001010886
線路崩落事故防止のための砕石杭工法による革新的地盤
改良サービス

株式会社紀陽銀行

28 2930110034 和歌山県 福原ニードル株式会社 4170001009136
最新型ワイヤ放電加工機の導入によるプレス金型製作の
高性能化及び効率化

株式会社紀陽銀行

29 2930110037 和歌山県 株式会社ＯＤＥＣ　ＰＲＥＣＩＳＩＯＮ 2170001007620
独自改良型プレス成型機の効率導入により生産性向上と
不良品率０％を目指す

株式会社あさひＣ＆ＣＯｆｆｉｃｅ

30 2930110039 和歌山県 和歌山三菱ふそう自動車販売株式会社 3170001008980
最新型ホストコンピュータと車検ラインシステム導入に
よる即日車検サービスの提供事業

株式会社紀陽銀行

31 2930110040 和歌山県 橘電装工業株式会社 9170001002053
塗装ロボット導入による粉体塗装工程の生産性と品質の
向上

税理士法人和

32 2930110041 和歌山県 有限会社ジコー 5170002007476
検査工程の効率化による短納期の実現および当社独自の
生産体制の強化

株式会社紀陽銀行

33 2930110042 和歌山県 株式会社大覚総本舗 6170001010884
業務用小容量ごま豆腐の溶着精度の高度化と増産体制の
確立

株式会社紀陽銀行

34 2930110043 和歌山県 株式会社ふみこ農園 5170001007411
ギフト商品及び景品商品等の生産性向上と働き方改革の
改善をはかる

和歌山県商工会連合会

35 2930110044 和歌山県 有限会社浜寿 6170002010264
地域資源を活用した新商品開発と最新オーブンの導入に
よる競争力強化と生産性の向上

和歌山県商工会連合会

36 2930110046 和歌山県 株式会社ヤマヨテクスタイル 1170001009353 丸編ニット生地の非衣料部門への進出 株式会社紀陽銀行

37 2930110047 和歌山県 株式会社Ｓｏｕｔｈ　ｗｉｎｄ 2170001013718 ファインブランキング用金型加工新規事業の確立 株式会社紀陽銀行

38 2930110049 和歌山県 イケゾエＦＲＰプロダクツ株式会社 4170001009648
溶接方式の ＨＤＰＥ（高密度ポリエチレン）タンク事
業の展開で業績向上を図る事業

株式会社紀陽銀行

39 2930110054 和歌山県 水落工業株式会社 4170001010754
マシニングセンタの新規導入による金型の内製化による
コストダウン

橋本商工会議所

40 2930110058 和歌山県 中野ＢＣ株式会社 4170001005481 梅酒うめを用いた梅干し風味ペースト製造ラインの導入 公益財団法人わかやま産業振興財団

41 2930110059 和歌山県 和歌山ワイナリー合資会社 8170003000989
和歌山初のワイナリーに最新設備を導入し、高生産性と
高品質化を実現する

株式会社あさひＣ＆ＣＯｆｆｉｃｅ

42 2930110060 和歌山県 株式会社中口板金工作所 3170001002356 素材カットのコストダウン追求と新素材への挑戦！ 株式会社紀陽銀行

43 2930110062 和歌山県 セイカ株式会社 9170001001749
航空宇宙材料用　新規・非対称芳香族ジアミンの環境調
和型製造方法の開発

株式会社紀陽銀行



44 2930110063 和歌山県 成和技研株式会社 3170001001770
ＨＶ自動車等のトルクコンバータ部品需要増に対応した
生産能力強化体制の確立

株式会社紀陽銀行

45 2930110064 和歌山県 株式会社小川製作所 9170001007746
生産体制の再構築による付加価値の高い精密機械の構造
製品市場への参入事業

株式会社紀陽銀行

46 2930110070 和歌山県 カドヤ株式会社 8170001005461
広幅フィルムラミネート設備導入による革新的製品開発
及び生産性向上を目指したプロセス改善事業

公益財団法人わかやま産業振興財団

47 2930110071 和歌山県 株式会社タイボー 2170001001986
多品種再生原材料における生産条件の自動収集とデータ
ベース化事業

きのくに信用金庫

48 2930110072 和歌山県 カネマサ莫大小株式会社 2170001000674
世界初のハイゲージ・ジャガード編機の導入と織物ライ
クのニット生地開発

株式会社商工組合中央金庫

49 2930110073 和歌山県 有限会社橋爪商店 6170002006568 商品力の強化及び海外の販路開拓プロジェクト 宮尾文也

50 2930110078 和歌山県 有限会社プロミール 6170002005850 新商品マグロの加工商品の開発及び販売 後安宏彦

51 2930110079 和歌山県 株式会社寿精密 9170001010972
リチウムイオン二次電池構成部品の生産性向上に係る量
産プロセスの確立

公益財団法人わかやま産業振興財団

52 2930110080 和歌山県 合名会社丸正酢醸造元 3170003000597
世界遺産那智の神水を利用したブランド御酢量生産対応
化

新宮信用金庫

53 2930110083 和歌山県 株式会社森浦鉄工所 2170001011597 自動送りバンドソーマシン導入による生産性の向上 株式会社第三銀行

54 2930110084 和歌山県 ＰＬＡＢＯＴＥＣ
高性能脱臭装置付きペットケージの自社ブランド商品化
実施計画

橋爪康樹

55 2930110085 和歌山県 原田織物株式会社 1170001011053
プリント試作品納期短縮及び生産進捗状況の革新的な
‘見える化’計画

株式会社南都銀行

56 2930110088 和歌山県 中井産業株式会社 3170001002348
宿泊施設のインバウンド拡大に伴う和風空間提案のため
の設備投資

株式会社紀陽銀行

57 2930110090 和歌山県 株式会社坂本製作所 1170001001302 最新ワイヤー放電加工機の導入による顧客満足度の向上 宮脇康成

58 2930110091 和歌山県 有限会社家具のあづま 8170002008273
伝統工芸士の技法を機械にて実現した桐生活雑貨商品の
生産効率化とＱＣＤ向上

株式会社紀陽銀行

59 2930110094 和歌山県 株式会社神戸屋 7170001000819
鶏肉の合理化設備導入とＨＡＣＣＰ認証Ｘ線検査設備で
品質向上

株式会社池田泉州銀行

60 2930110095 和歌山県 紀州技研工業株式会社 1170001000799
可食性インクの商業化に向けてのインク開発及び製造関
連設備投資事業

栗栖敬之

61 2930110096 和歌山県 株式会社はまだ 3170001007891
古紙リサイクル製紙原料の生産性向上に資する紐取り装
置の導入

株式会社池田泉州銀行

62 2930110097 和歌山県 まるとも海産
ノンフローズンしらす増産・新商品開発に向けた生産体
制構築

テントゥーワン税理士法人

63 2930110101 和歌山県 日吉染業株式会社 9170001002796
スポーツアパレルをターゲットにしたインクジェット捺
染の生産技術構築

株式会社紀陽銀行

64 2930110102 和歌山県 和歌山マリーナシティ株式会社 3170001005276
最新仮想／拡張現実体験施設の新設による施設全体の回
遊・魅力向上

テントゥーワン税理士法人

65 2930110103 和歌山県 株式会社果無 8170001009529
３ＤレーザスキャナとＵＡＶ導入による高度測量サービ
ス体制の確立と新事業展開

和歌山県商工会連合会

66 2930110106 和歌山県 有限会社アースワーク 1170002010079
最新型タレットパンチプレス機導入による生産性・品質
向上に伴う競争力強化事業

御坊商工会議所



67 2930110107 和歌山県 株式会社貴望工業 3170001008361
精度保証を軸にした高精度加工領域への挑戦　～将来の
目標は航空機産業～

株式会社池田泉州銀行

68 2930110108 和歌山県 株式会社サンコー 6170001005711
簡易ロボットの開発による生産プロセスの改善（品質、
コスト、生産性）

岸友子

69 2930110110 和歌山県 アイバイオプロダクツ株式会社 3122001023592
八朔など柑橘類の外皮及び内皮の酵素剥離技術による生
産の拡大

大阪シティ信用金庫

70 2930110112 和歌山県 プラム食品株式会社 6170001009340
高速カメラ式検査装置導入による瓶詰飲料部門での空瓶
検査工程の精度向上と品質向上を図る。

株式会社紀陽銀行

71 2930110113 和歌山県 有限会社まるた産業 1170002010319
独自の販売システムを活用したクオリティーの高い特殊
畳による事業拡大

和歌山県商工会連合会

72 2930110114 和歌山県 有限会社中田鶏肉店 2170002010193
頑張る零細食品工場の生産性、収益性のアップと販路拡
大への取り組み

和歌山県商工会連合会

73 2930110116 和歌山県 株式会社大和化学工業所 2170001006630
高精度油圧コントロール射出成形機によるボイドレス厚
肉成形品の高品質化

株式会社紀陽銀行

74 2930110118 和歌山県 有限会社玉岡ニット 4170002002437
ＣＡＤＣＡＭシステム導入による企画提案力強化と生産
性向上

株式会社紀陽銀行

75 2930110119 和歌山県 はたなか歯科クリニック
歯科医院における技工所向けＣＡＤ／ＣＡＭ導入による
患者様への還元

株式会社紀陽銀行

76 2930110122 和歌山県 株式会社雑賀製作所 8170001013786
板金用３次元ＣＡＤＣＡＭシステムの導入による生産プ
ロセス革新事業

和歌山県商工会連合会

77 2930110125 和歌山県 有限会社桝谷機工製作所 5170002003459
マシニングセンタの導入及び検査体制の構築による生産
性・品質の向上

きのくに信用金庫

78 2930110132 和歌山県 株式会社サンメイト 5120001155792
刺繍加工の内製化による、生産効率の改善と品質の向
上・安定化の実現

守口門真商工会議所

79 2930110133 和歌山県 デュプロ精工株式会社 7170001008077
データ検証・分析能力の向上による高性能な簡易製本機
の開発

株式会社エフアンドエム

80 2930110134 和歌山県 有限会社プウバアー商会 9170002007910
高精度空撮画像による太陽光発電システムの革新的建
設・保全サービスの提供

株式会社紀陽銀行

81 2930110135 和歌山県 丸長食品加工株式会社 5170001008921
フィーレ定塩加工技術の導入および味付加工フィーレの
開発

田辺商工会議所

82 2930110136 和歌山県 タイミングプーリ・ジャパン有限会社 8120102015216
生産ラインバランスの改善による平均リードタイムの１
０％短縮

公益財団法人わかやま産業振興財団

83 2930110139 和歌山県 久保印刷　久保晋也
ＰＵＲ製本機による作業内製化と新商品開発による新規
販路開拓

株式会社紀陽銀行

84 2930110141 和歌山県 ワコン株式会社 5170001003740 折りたたみ式保冷ＢＯＸ（Ｃ－ＢＯＸ）の開発 株式会社紀陽銀行

85 2930110144 和歌山県 株式会社河北食品 8170001000702
高齢者施設向け「１日３食新鮮な食材」を届けるための
製造工程変革

株式会社コムラッドファームジャパン

86 2930110145 和歌山県 協同組合ラテスト 6170005000122
スプレードライヤー導入による繊維練り込み素材の生産
プロセス改良

株式会社商工組合中央金庫

87 2930110146 和歌山県 有限会社原見段ボール 3170002006562
最新スリッター導入による省力化・生産性向上・コスト
ダウン実現

矢本浩之


