
（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 3030110002 和歌山県 株式会社和歌山トムソン 4170001003808
ＣＴＰを導入して刷版工程の改善により、高付加価値の紙器
を提供する取組

森下勉

2 3030120005 和歌山県 株式会社テクモ 1170001009329
電気自動車部品用の量産試作に対応する、新素材金型の
短納期製造

立野靖人

3 3030120006 和歌山県 アドバン工業株式会社 3170001000129
海外で活躍する時世大フォークリフトに使用される高精度部
品の製造開発

立野靖人

4 3030120007 和歌山県 株式会社ホロン精工 5170001010167
自動車用ゴムシール部品外観検査の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

5 3030120008 和歌山県 尾高ゴム工業株式会社 5170001000424
シート出し用ロール機導入による合成ゴムの不良対策及び
生産性向上

株式会社紀陽銀行

6 3030120009 和歌山県 湯浅醤油有限会社 2170002007446
海外向け醤油製品の瓶詰工程の効率化と人材配置の最適
化

株式会社紀陽銀行

7 3030120010 和歌山県 水落工業株式会社 4170001010754
ワイヤ放電加工機と平面研削盤の新規導入による金型製
作の多様化

橋本商工会議所

8 3030120011 和歌山県 三木理研工業株式会社 8170001003176
繊維処理用合成樹脂の増産計画による冷却設備の増設及
び工程合理化

株式会社池田泉州銀行

9 3030120012 和歌山県 株式会社小谷製缶工業 2170001001136
建物改修需要の増加に対応するためのアルミ製窓枠製品
の生産性向上

株式会社紀陽銀行

10 3030120013 和歌山県 株式会社第一製版印刷 3170001001886
最新製版データ処理システム導入による、生産性向上と働
き方改革の推進

株式会社紀陽銀行

11 3030120014 和歌山県 株式会社紀州商合印刷 6170002001065
最新の冊子専用三方断裁ロボット導入による高生産性と高
品質の達成

株式会社紀陽銀行

12 3030120015 和歌山県 旭精機株式会社 9120101033481
自動車部品等の品質を左右する精密金型や工具の検査効
率および精度向上

株式会社エフアンドエム

13 3030120016 和歌山県 紀州技研工業株式会社 1170001000799
サーマルカートリッジインク製造関連設備投資事業（量産体
制の構築）

栗栖敬之

14 3030120017 和歌山県 株式会社ＯＤＥＣ 1170001007563
革新的関連機器の追加による金属３Ｄプリンティング事業の
競争力強化

株式会社あさひＣ＆ＣＯｆｆｉｃｅ

15 3030120018 和歌山県 株式会社酒向製作所 5120001043428
熱間鍛造と精密切削加工の一貫生産化が成す比較優位性
と差別化。

株式会社関西みらい銀行

16 3030120019 和歌山県 セイカ株式会社 9170001001749 ５Ｇ通信用ポリイミド向け新規芳香族ジアミンの開発 株式会社紀陽銀行

17 3030120020 和歌山県 太陽食品株式会社 8170001002013
主力ラインの生産性向上と、より安全安心な食品の生産体
制の確立

きのくに信用金庫

18 3030120021 和歌山県 有限会社和歌山動物医療センター 1170002007876
全身用Ｘ線ＣＴ診断装置の導入による動物医療技術の高度
化とサービス提供

若松敏幸

19 3030120022 和歌山県 合同会社かつらぎ町あんぽ柿加工組合 6170003000537 選果機導入によるあんぽ柿包装工程の画期的改善計画 和歌山県商工会連合会

20 3030120023 和歌山県 株式会社石橋 7170001010198
独自セルフ給油システムのキャッシュレス化対応による売り
上げ拡大及び業務効率化

和歌山県商工会連合会

21 3030120024 和歌山県 有限会社シーケーテクノ 1170002010789
付加軸仕様ワイヤ放電加工機導入による鍛造パンチ材の
加工精度向上及び短納期生産体制確立

荒井裕貴

22 3030120029 和歌山県 有限会社ハヤシ精機 4170002003039
生産現場の多台持ち化の推進による、生産性の飛躍的向
上

株式会社あさひＣ＆ＣＯｆｆｉｃｅ

23 3030120030 和歌山県 株式会社大吉看板 4170001013377
製作工程の高効率化と高品質化により、屋外広告の新時代
に対応する

株式会社あさひＣ＆ＣＯｆｆｉｃｅ

24 3030120033 和歌山県 明樂ダンボール工業株式会社 6170001000076
段ボール加工における高精度サンプル提供及び製品短納
期化による生産性向上事業

株式会社紀陽銀行

25 3030120034 和歌山県 有限会社山本板金 1170002009501
調査報告書作成と人材育成をリアルタイムで行う現場管理
システムの導入

きのくに信用金庫

26 3030120036 和歌山県 株式会社フジメック 1170001007225
ロボット式プレスシステム導入による生産性向上で新市場開
拓を目指す

公益財団法人わかやま産業振興財団

27 3030120038 和歌山県 株式会社フジ田産業 3170001010375
県内初・最新ＧＰＳナビシステムの導入による省人化と生産
性向上

株式会社フラッグシップ経営

28 3030120039 和歌山県 大亜鋼業株式会社 5170001001876
高性能ボルテックスミキサ導入による耐火物製品製造の生
産性向上

株式会社商工組合中央金庫

29 3030120040 和歌山県 株式会社森浦鉄工所 2170001011597
廃棄物処理場設備製造の加工技術向上と改善による効率
化計画

株式会社エフアンドエム

30 3030120041 和歌山県 福原ニードル株式会社 4170001009136
精密平面研削盤の導入によるメリヤス編針の高品質化及び
生産効率の向上

株式会社紀陽銀行

31 3030120042 和歌山県 株式会社明和製作所 6170001003293 耐震化事業に伴う伸縮管の短納期と低コストの実現 株式会社商工組合中央金庫

32 3030120043 和歌山県 高野口動物病院
デジタルラジオグラフィーと画像ビューワによる高画質画像
診断環境の構築

株式会社紀陽銀行

33 3030120044 和歌山県 有限会社みの印章堂 2170002000946 西日本初の特殊製版事業による競争力強化プロジェクト 株式会社紀陽銀行

34 3030120046 和歌山県 株式会社カナセ 2170001008602 高機能・高品位アクリルボタンの製造 田辺商工会議所

35 3030120048 和歌山県 ハイテック・デンタル・ラボラトリー
歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ新規導入による歯科技工の高精度デジ
タル化事業

和歌山商工会議所

36 3030120049 和歌山県 日吉染業株式会社 9170001002796
アウトドア用品をターゲットにしたナイロン （生地） のプリント
の生産技術構築

株式会社紀陽銀行

37 3030120050 和歌山県 株式会社ヤマヨテクスタイル 1170001009353
独自開発による新型ハイゲージ・クォーターニット生地の製
造

株式会社紀陽銀行

38 3030120052 和歌山県 オーアイテック株式会社 2120101045079
精密高速圧造機による低コストの実現と高精度製品の供給
の実現

株式会社紀陽銀行

39 3030120053 和歌山県 株式会社インテリックス 7170001000298 縫製工程の革新によるデザイン開発力の強化 株式会社紀陽銀行

40 3030120054 和歌山県 株式会社たにぐち 6120001010245
最新型テンパリングマシン導入による品質向上と生産性向
上の確立

株式会社商工組合中央金庫

41 3030120057 和歌山県 関西化工株式会社 2170001000749
次世代自動車市場向けコンデンサ用封口ゴムの確実な重
欠点不良選別方式の開発

株式会社紀陽銀行

42 3030120058 和歌山県 株式会社井上 4170001010837
高まる日本製化粧品の需要に応えるための化粧品の充填
作業体制の構築

株式会社紀陽銀行

43 3030120062 和歌山県 大日本晒染株式会社 6170001001982
密閉拡布型液流染色機導入による織物製品のスレン染色
技術の確立

株式会社紀陽銀行

44 3030120063 和歌山県 株式会社大和パッケージ 9170001002045
生産性と印刷品質が向上する本紙校正用印刷機の導入に
よる事業拡大

株式会社Ｎ総合会計コンサルティング

45 3030120064 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・セミジャガード・ダブルニット編機導入
と唯一無二のジャガード柄生地の開発

株式会社商工組合中央金庫

46 3030120069 和歌山県 原田織物株式会社 1170001011053
経編ラッシェル機の生産力向上と革新的な生地再編能力の
改善計画

株式会社紀陽銀行

47 3030120072 和歌山県 株式会社雑賀製作所 8170001013786
最新型プレスブレーキの導入による生産性の飛躍的な向上
計画

和歌山県商工会連合会

48 3030120073 和歌山県 菱和株式会社 7170001003565
最新高速型全自動電線加工機の導入による革新的な生産
効率の向上

株式会社みずほ銀行

49 3030120076 和歌山県 東洋機械加工株式会社 2170001002290
管状試験片に斜め線の人工傷を切削する技術を開発し製
造販売を強化

北浜グローバル経営株式会社

平成３０年度補正　ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金　１次公募

和歌山県採択案件一覧（69者）



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

50 3030120077 和歌山県 株式会社ヴァイオス 1170001002622
高含水率で利活用が困難な下水汚泥を最適条件で堆肥化
する省エネ乾燥システムの導入

西岡義高

51 3030120078 和歌山県 株式会社ふみこ農園 5170001007411
新商品となる「スパウトパウチ容器入り飲料及びゼリー」の
製造工程の効率を図る

和歌山県商工会連合会

52 3030120079 和歌山県 有限会社麺彩工房ふる里 9170002008371
常温・無添加で賞味期限６０日の生麺（紀の川うどん）開発
による競争力強化計画

和歌山県商工会連合会

53 3030120080 和歌山県 株式会社八旗農園 7170001013259
桃ピューレの大量生産と作業プロセス改善による売上拡大
計画。

和歌山県商工会連合会

54 3030120082 和歌山県 株式会社合同興業 9170001010329 写真測量システムを導入した測量・施工工程の生産性向上 株式会社ジャストコンサルティング

55 3030120087 和歌山県 株式会社西村物産 5170001007394
サーマルプリンタと印字検査システム導入による袋詰めしら
すの増産体制の構築

株式会社紀陽銀行

56 3030120089 和歌山県 アクロナイネン株式会社 7170001003813
定速式摩擦材試験機の導入による新規摩擦材の性能保証
計画

公益財団法人わかやま産業振興財団

57 3030120092 和歌山県 エーベル鈴木
一枚切り自動裁断機の導入による生産性向上および品質
向上計画

税理士法人川邑・中合同会計事務所

58 3030120094 和歌山県 株式会社九重雜賀 3170001008221 清酒の「三季醸造」確立による生産性向上と海外展開 和歌山県商工会連合会

59 3030120095 和歌山県 美和繊維工業株式会社 4170001003270
丸編み生産工程の作業改善による増産対応と埃除去による
品質向上

株式会社紀陽銀行

60 3030120096 和歌山県 有限会社新紀建設 8170002010287
モルタル吹付機械の導入による新たな防草事業の開発と工
事の内製化による受注拡大、生産性の向上

和歌山県商工会連合会

61 3030120099 和歌山県 株式会社西沢インダストリー 3170001008353
自動袋詰め装置の開発による食品容器キャップ生産プロセ
スの改善

株式会社紀陽銀行

62 3030120100 和歌山県 株式会社はまだ 3170001007891
ラベリングライン導入によるロジスティック事業の生産プロセ
スの改善

株式会社池田泉州銀行

63 3030120102 和歌山県 有限会社紀陽工作所 1170002007686
刃物自動交換装置付き横型ＮＣフライス盤導入による生産
性向上と新規受注増大計画

西岡義高

64 3030120106 和歌山県 株式会社モリカワ 9170001011839
ＬＰガス製造所１０トン型機械装置導入によるコスト削減、営
業チームの立ち上げで新規顧客獲得

和歌山県商工会連合会

65 3030120108 和歌山県 株式会社久保製作所 7170001005958
「全天候型（濡れないムレない）スーツ」製造の自動縫製ライ
ン開発プロジェクト

櫻庭周平

66 3030120112 和歌山県 小西化学工業株式会社 5170001001141
スーパーエンプラ向け高純度モノマーの低環境負荷製造プ
ロセス開発

株式会社紀陽銀行

67 3030120113 和歌山県 株式会社エイコーコジマ 1170001000361
制服メーカーとしての飛躍に向けた最新アパレルＣＡＤ導入
計画

株式会社紀陽銀行

68 3030120118 和歌山県 ４Ｄセンサー株式会社 1170001012381 世界初の振動分布計の性能試験及び信頼性試験 株式会社紀陽銀行

69 3030120119 和歌山県 協同組合ラテスト 6170005000122 顔料インク用備長炭ペーストの生産プロセス改良 株式会社商工組合中央金庫


