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平成24年度　採択事業者一覧

1 株式会社松田商店 ペットボトル再資源化Ａフレーク製造ライン工場設備投資計画
2 株式会社インテリックス 市場ニーズﾞ商品開発迅速化計画
3 有限会社キセイテック ヒノキチオールの海外向け拡販のための製法合理化投資
4 柏木鉄工株式会社 設備と技術を持った中小零細企業のネットワーク構築事業
5 紀州技研工業株式会社 多言語対応の産業用インクジェットプリンターの開発
6 株式会社ホタニ 新方式による工業用特殊モノフィラメントの生産事業
7 紀和化学工業株式会社 ナノサイズ微粒子染料水性分散体の開発
8 新中村化学工業株式会社 高付加価値オリゴ糖の効率的合成法の開発
9 株式会社ワメンテクノ 抄造（紙抄き）法による高熱伝導率樹脂製品の開発
10 株式会社アイスティサイエンス 残留農薬迅速前処理法における固相カートリッジおよび周辺部品の開発
11 株式会社ミラック 非接触型ロール径及びロール形状測定装置の試作開発
12 ニッティド株式会社 島精機のホールガーメント機の導入による生産プロセス強化事業
13 株式会社保田鉄工所 CFRP 金型の開発事業計画
14 エコ和歌山株式会社 パイル織物を利用した油分対応型の排水処理システムの研究開発
15 南海スチール株式会社 耐震力向上のための全強度溶接機の導入
16 三木理研工業株式会社 繊維処理薬剤の高品質化、生産性向上
17 株式会社寿精密 シールリング生産における小口化、短納期化
18 日新化学株式会社 高齢者向けに特化したヘアケア商品の開発
19 株式会社興和製作所 溶接用開先加工機導入による生産性向上
20 アイレス電子工業株式会社 生産販売統合管理システム導入による競争力の強化
21 スガイ化学工業株式会社 高屈折率材料としてのジナフトチオフェン誘導体の開発と事業化
22 株式会社湯川鋳造所 基幹業務システム構築による生産プロセスの強化、製品の高品質化
23 築野食品工業株式会社 フェルラ酸の新規製造　―醗酵・酵素法による検証―
24 モリックス精工株式会社 生産ニーズ対応強化計画
25 林撚糸株式会社 針葉樹の間伐材、及びマニラ麻から、抗菌及び多機能を加えた編める、織れる和紙の糸を開発し、製造販売を行う。
26 株式会社早和果樹園 早和果樹園ボリューム・ゾーン「有田みかんゼリー」開発
27 株式会社メイワ 冷媒自然循環方式空調装置の開発
28 阪和電子工業株式会社 静電気可視化装置の開発
29 恵和株式会社 環境調和型バイオマス素材によるガラス代替フィルムの開発
30 株式会社橘化成工業 インクジェット方式三次元造型機を用いた新商品試作開発と真空成型における小 Lot 生産用型としての活用
31 株式会社西沢インダストリー 生産プロセスの強化による低コスト化の実現
32 大洋鋳造株式会社 造型砂と鋳造品の分離作業に於ける品質及び生産性の向上
33 中野ＢＣ株式会社 加熱処理を用いた和歌山県産ショウガ加工品の試作品開発
34 湯浅醤油有限会社 生（なま）醤油（天然醸造国産原料蔵仕込み）製造 P6
35 アクロナイネン株式会社 エンジン用ピストンのピン穴特殊形状切削加工用ピン穴加工機の導入
36 太洋工業株式会社 高難易度品加工が可能な製造設備の導入
37 株式会社丸和 生産効率の向上を目的とした環境に優しい最新機械の導入
38 株式会社トガミ 超短納期対応NC加工機導入計画
39 有限会社モリヤ ユニット家具小ロット多品種量産型計画
40 ウィンナック株式会社 精密鋳造金型の型彫り行程における加工精度向上と金型部門の生産能力向上
41 有限会社アークコーポレーション 巨大地震津波避難誘導アークライトの自動点灯装置及び遠隔装置の開発
42 有限会社ハヤシ・シザース 多品種、少量生産及びカスタム製作短納期計画
43 笠野興産株式会社 医薬業界に導入されたGS1-128 バーコード対応システムの導入
44 株式会社平山 紀州産の桧間伐等を集荷加工し、韓国市場に内装用　壁材として、輸出する新事業システムの構築
45 寺本パイル織物株式会社 高品質織物の開発と国内生産織物の拡充
46 株式会社一水産 賞味期限の長い 揚げしらすで他社製品との差別化を図る
47 株式会社尾高工作所 炭素水素系ワンバス式全自動洗浄機導入による短納期化、低コスト化事業計画
48 有限会社西出水産 水産魚類の冷蔵・冷凍による高品質長期維持保管
49 株式会社小川製作所 「多品種少量生産市場への参入拡大」
50 株式会社スミロン 幼稚園、ユニット型老人施設・等で発生する使用済み紙おむつ処理機開発
51 株式会社中矢パイル ジャガードパイル織物の少ロット生産ならびに短納期を可能にする計画
52 アイエムティー株式会社 顕微鏡観察用試料の研磨前処理装置の試作開発
53 株式会社シガ木工 桐箪笥（きるだんす）の表面の塗装することによる新商品の開発（多色、多目的化）
54 ワコン株式会社 「医療品向け定温輸送システムの開発」
55 株式会社中原製作所 新商品開発及び生産管理システム導入による競争力向上
56 大阪精機工作株式会社 コルテスト試験片の精密研磨機械開発によるコスト合理化
57 福原ニードル株式会社 焼戻炉設備導入による生産効率の改善
58 有限会社横田工作所 ドリルマシンの導入による鋼構造物の大型化・短納期化への対応および生産性の向上

59 株式会社坂口製作所 乾式バリ取り機試作開発によるアルミドロス除去の実現
60 有限会社藤村産業 マイコン制御型ダブルエンドテノーナによる最先端トイレブースの製作 P8
61 ナカオ工業株式会社 技術及び製造能力向上による一貫生産体制強化計画
62 株式会社ユーテック 段ロール寿命を従来の3倍以上に延ばす加工方法の確立
63 丸長水産株式会社 紀州産干し梅製造方法の研究開発
64 西原精工株式会社 スマート家電向けパワーインダクタ製造装置部品の微細化実現
65 紀之川木工所 高背丈、高品質ドア製造工場化計画
66 株式会社的場農園 デパック冷凍機（静電式エア急速冷凍機）の導入による高品質冷凍食品製造事業。
67 金剛ダイス工業株式会社 切削加工を用いた小径穴冷間鍛造金型の短納期化と高精度化
68 株式会社三晃精密 新検査システム導入による金型部品の生産性向上
69 株式会社森下メリヤス工場 コンピュータ制御ローゲージ編機の活用及び加工技術向上による「ジャージ用途拡大新製品開発」
70 協業組合太成 新しい着色技術による画期的なプラスチック製ルアーの開発と独自ブランドの確立
71 東和産業株式会社 ユーザニーズからの洗濯用品の新規開発
72 昌永理研株式会社 生産プロセス強化による競争力増強と性能向上による顧客ニーズ獲得
73 株式会社共栄テクシード 部品生産の効率化、高精度化の為の5軸制御縦型マシニングセンター導入計画
74 有限会社大星産業 デザイン性の高い皮革製品の迅速な商品化に寄与することで競争力の強化を図る
75 株式会社ホロン精工 大型ﾌ ﾚ゚ｽ導入による大型（大口径）ゴムｼｰﾙ部品の開発及び量産化
76 株式会社大和化学工業所 新商品のプロダクトデザイン設計と製造から販売までのライン構築事業
77 正和産業株式会社 自動車用ゴム製シール部品の開発による新規顧客への拡販
78 株式会社全笑 廃棄原料（柚子絞りカス）の製品化による新たな製品供給可能産地の確立
79 前田鉄工株式会社 NC ﾌﾗｲｽ機新設による生産ﾆｰｽﾞ対応強化事業
80 有限会社クスベ産業 地域間伐材地中利用促進事業
81 株式会社木村屋 先端素材であるカーボンファイバー強化プラスチック（CFRP）を使用した太物、長物のパイプ成型
82 大谷食品株式会社 最新スチームコンベクションオーブン設置による求職業務効率化
83 株式会社タイボー 「プラスチック再生原料の物性を連続で均質化する設備」の試作開発
84 光吉フラッシュ 新鋭機の導入による建具製造技術のシステムと生産性・品質向上、作業環境の改善
85 株式会社ケー・ワイ・ピー トロポロン誘導体製造設備の導入
86 株式会社貴望工業 小口・短納期化と内製化の推進
87 ヒカリ技研株式会社 多品種少ロット生産に対応した、生産管理（見積、受注、仕入、工程、原価）システムの構築
88 株式会社泉鉄工所 最新型鉄骨用溶接ロボット導入による生産力向上
89 成和技研株式会社 最新鋭設備導入による通信精密加工部品の海外輸出計画
90 株式会社ＶＳフィット 過熱水蒸気を用いる新規梅加工設備の導入と新しい梅素材の開発
91 日吉染業株式会社 防炎・難燃加工の染色整理技術開発による差別化商品ゾーン参入計画
92 株式会社シーフラグ 複合加工機の導入による小口化・短納期化型生産体制の構築
93 大和ブロック株式会社 近畿地区初のブロックマット製造事業計画
94 大洋化学株式会社 R-PET 事業拡販による、射出成形機の設備投資
95 住栄工業株式会社 クラック（亀裂）検出装置の溶接欠陥検出への応用と作業プロセスの開発
96 有限会社熊野鼓動 和菓子製品類の熊野地域ブランド化事業
97 株式会社継 山と都会を繋ぐ…間伐木と被害木利用「高品質炭団（たどん）」の量産技術の開発
98 株式会社かつらぎ産業 ハナビラタケ廃菌床の飼料化及びこれに伴うハナビラタケ由来乳酸発酵技術開発
99 桜井鉄工株式会社 高圧継手製品の品質向上・短納期化・ｺｽﾄ削減による海外競争力の向上
100 株式会社ヴァイオス 多重円盤脱水機の導入によるグリーストラップ汚泥のリサイクル事業
101 大谷産業株式会社 別注対応・短納期化・加工精度向上の為のＮＣ複合加工機の導入
102 野口工機株式会社 工業用クロムめっきの機能向上及び生産性向上に関する開発
103 出口歯車工業株式会社 特殊歯車（スパイラルベベルギヤー等）加工の短納期化及びコスト合理化
104 有限会社高城 小規模レトルト食品製造体制の構築による小ロット・短納期化の達成
105 明楽ダンボール工業株式会社 高度な動力伝達性能を持つ、段ボール生産ラインの導入
106 和興建産株式会社 高断熱、高強度、軽量の特性を有する住宅用壁、床、天井パネルの開発
107 株式会社九重雑賀 和歌山県の特産品である果実を使用し甘味果実酒の試作開発を行う
108 伏虎金属工業株式会社 大型スクリューポンプ開発・販売計画
109 吉田染工株式会社 ホールガーメント編機導入による製品開発とデザインシステムの応用
110 株式会社ＰＤＩ 再生可能エネルギーの利用と省エネルギー対策が施された機器の導入による生産プロセスの効率化 
111 尾高ゴム工業株式会社 多品種＆小ロットの産業用ゴムロール向け温水加硫缶（高性能加硫缶）の導入
112 有限会社紀陽工作所 自動素材供給装置付複合加工機の導入による大ロット受注製品の生産性向上計画
113 株式会社日本ハイパイル ローラーブラシ用パイル生地の検反管理システム導入
114 オカ株式会社 繊維製マット３Dシミュレーション技術の開発
115 株式会社中口板金工作所 ステンレス製コンテナタンクの量産加工機の試作開発
116 株式会社丸昌 「Made in 和歌山」オリジナル白衣のブランド化事業
117 原田織物株式会社 市場ニーズの変化に柔軟に対応する製造一貫体制の追求計画
118 アイエススプリンクラー株式会社 損保仕様流水検知装置の試作品開発
119 株式会社ふみこ農園 紀州みかんのドライフルーツ化と陳皮の粉砕利用
120 株式会社暁機械製作所 両面同時塗工試験機の開発

NO. 申請者名称 事業計画名 掲載 P

NO. 申請者名称 事業計画名 掲載 P
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平成25年度　採択事業者一覧

1 株式会社スミロン 幼保育園、ユニット型老人施設・等で発生する使用済み紙おむつ処理機の開発
2 ニッティド株式会社 新基幹システム導入による生産管理プロセス強化・業務改善事業
3 ヨシダエルシス株式会社 ハイブリッドベンダー導入による「ワンストップ型ソリューション」の強化
4 小西化学工業株式会社 機能性スルホン化ポリマーの用途展開
5 中野 BC 株式会社 生体親和性向上のための材料複合技術を用いた梅エキス粒状製品の開発
6 太洋工業株式会社 ３次元ＣＡＤ導入による設計の効率化及びコストダウン
7 株式会社山東鐡工所 ガラス繊維用ガス毛焼機の高火力化開発
8 大洋鋳造株式会社 高性能混練機導入による鋳物砂の品質管理と生成職場の無人化
9 株式会社ホタニ 製造工程ＩＴ化のための初期投資事業
10 ブラックウッドジャパンコーポレーション 「ドッグフード選別・袋詰設備」導入による”付加価値 ”及び ” 販売量 ”の向上
11 南海スチール株式会社 鉄筋製造システム自動供給装置付複合設備の導入
12 寺本紙器株式会社 小ロット、低価格かつ美粧なパッケージの提供と紙製家具製造への進出
13 株式会社アイスティサイエンス 代謝物解析による全体把握のための代謝物用自動前処理装置の開発
14 株式会社河北食品 安心・安全な弁当及び給食の供給力増強による地域社会へ貢献
15 柏木鉄工株式会社 製鉄所連続鋳造設備鋳型大型化対応設備（クレーン）導入
16 有限会社坂部ブラシ ブラシ毛の植毛に最適なブラシ台の製造を図る事業
17 アドバン工業株式会社 「ナノ加工の世界で見せる日本のものづくりの底力」 P12
18 株式会社小川製作所 『ＩＴによる多品種少量・少品種大量生産を可能にするオールラウンド型経営の実現化計画』
19 株式会社北浦 「匠の技とNC加工機のマッチングによる、伝統の継承と更なる進化」
20 有限会社丸之内マシーナリ 円筒内面の３次元面取り寸法測定装置の開発による定番商品化事業
21 正和産業株式会社 ＰＴＦＥ樹脂製シール部品加工用ＮＣ旋盤導入による樹脂部門の売上拡大計画
22 株式会社ユー・イー・エス ナノ粒子ヤシガラ活性炭の研究及び試作開発
23 斎藤ドラム罐工業株式会社 最新型ヘリウムリークテスター導入によるドラム缶完成品の最終検査高精度化計画
24 米阪パイル織物株式会社 パイル織物技術を活用した　通年型寝具生地の意匠開発
25 株式会社興栄ケミカル工業所 マット裁断加工技術の高効率化・高精度化による販路拡大及び事業の拡大 P14
26 大和歯車製作株式会社 高効率冷凍機用の端面ポリゴン研削加工による付加価値向上事業
27 株式会社フタバ 自動ヘム縫製機等によるタオル縫製加工の作業集約計画
28 福原ニードル株式会社 高周波焼入装置の増設による高付加価値製品への転換促進
29 株式会社赤井工作所 油圧式サーボ・下降式プレスブレーキによる特注品の短納期・多品種・小ロット化への実現 P16
30 日吉染業株式会社 捺染糊に含まれる揮発性有機化合物の再利用と着色排水の低減
31 新田建築板金店 メッキ鋼板加工の高精度化を目指した折り曲げ機導入
32 株式会社小林商事 高度化する銑鉄鋳物業への安心安全な材料の提供を目的とした各種分析装置の導入
33 有限会社協同カッター工業 「ウォーターリサイクル工法」設備の増設による環境問題への対応と受注の拡大
34 尾﨑産業株式会社 製造プロセスの再構築と開発力促進・販路拡大と雇用拡大の実現
35 雑賀製作所 搬送用ステンレスタンク生産の内製化による低コスト化・短納期化事業
36 モリックス精工株式会社 精密切削加工における生産性向上計画
37 株式会社泉鉄工所 鉄構用ショットブラストマシン導入による、鉄骨摩擦処理面の高品質化事業
38 株式会社丸昌 新基幹システム構築によるグローバル拠点の生産性効率化と営業力強化事業
39 株式会社蒲田 取引先要望対応と弊社技術のフル活用を可能にする倉庫から第二工場への転用
40 株式会社世界一統 國酒清酒ブランド「南方」を世界へ向けた蔵設備計画
41 株式会社寿精密 リチウムイオン電池部品の新形状に対応する生産プロセス強化
42 株式会社三晃精密 新仕上げシステム導入における金型部品の生産能力の改善と、さらなる精度向上 P18
43 日建産業株式会社 鋼管外面ショットブラストマシン導入
44 株式会社平木米穀店 小ロット対応可能な無洗米仕上による精米付加価値向上事業
45 阪和工業株式会社 塩化亜鉛結晶化設備の増設および海外拡売計画
46 有限会社横田工作所 ショットブラスト装置の導入による生産性と品質の向上及び作業環境の改善
47 有限会社ピー・オー・テック ＣＡＤ・ＣＡＭを用いた、足部製作の３次元足型自動測定・切削機器の導入
48 東洋機械加工株式会社 硬度試験片粗切削加工の自動化による短納期化およびコスト合理化
49 株式会社尾高工作所 ＹＡＧレーザ溶接機導入による高品質化、低コスト化、高生産性化事業
50 株式会社坂口製作所 生産性に優れたアルミ抵抗溶接プロセスの開発

51 株式会社土井シャーリング レーザー加工精度向上による鋼鈑の高精度化・量産化・低コスト化
52 ヒカリ技研株式会社 金属部品加工径の大口径化を図り外注加工の内製化を実現する設備投資計画
53 川口建設株式会社 間伐材を活用した燃料チップ等の生産設備改善による品質・生産性の向上

54 有限会社紀陽製作所 復興関連事業に特殊車輛関連部品及び東京オリンピック関連のインフラ整備関連部品受注増
加による生産性向上と海外調達に対抗するコスト競争力の強化

55 株式会社イワハシ 精密プラスチック部品加工技術向上と設備導入
56 株式会社オプラス 配車管理システム導入による輸配送業務の効率化
57 株式会社興和製作所 ＣＮＣドリルマシン導入による生産工程の改善と短納期化 P20
58 白光印刷株式会社 ユニバーサルデザインで新市場を開拓する「人にやさしい本」の試作開発
59 ル・パティシエ　ミキ わかやま土産（地域生産物を活用した焼き菓子）の製造販売と開発
60 出口歯車工業株式会社 「鋼製かご枠」溶接作業のロボット化による生産工程の改善
61 原田織物株式会社 生産プロセスの改善により革新的な生産効率の向上と良品質商材の追求計画
62 株式会社大輝製作所 曲げ工程改善による多品種少量対応と生産量・受注量拡大事業
63 有限会社ハヤシ精機 測定計測装置の高能力化による新規受注拡大事業
64 株式会社三宅鐵工建設 Ｈ形鋼一次加工の内製化による品質・生産性の向上事業
65 株式会社笠原 ＩＣＴを活用した、時と場所を選ばない「移動出張所システム」の構築
66 桜井鉄工株式会社 ネジ切り加工用マシニングセンタ導入による市場競争力強化
67 天王醸造株式会社 醤油の古式製造法復元による原料処理からの一括生産
68 紀和化学工業株式会社 インクジェットインクに使用する染料の生産性向上
69 北村鉄工株式会社 最新型鉄骨用溶接ロボット導入による生産力向上
70 平和酒造株式会社 ビール醸造製造技術を応用した発泡性ゆず酒の製造技術開発
71 妙中パイル織物株式会社 超音波ドライクリーナーによる高精細液晶パネル用ラビングクロスの製造ラインの改良
72 株式会社フジ設計 ＢＩＭ活用で建築設計の可視化を行い品質向上と顧客満足度を構築
73 笠野興産株式会社 医薬品個装ケースのＧＳ１－１２８コード・印字・封緘を画像処理機にて検査・排出する装置導入
74 西川食品株式会社 冷凍食品（冷凍米飯・オムライス）の生産、安全、品質向上にかかる設備導入計画
75 株式会社菖蒲谷 省スペース型コア・仕口兼用溶接ロボット導入及び溶接ロボット設置に伴う受電設備増設計画
76 株式会社インテリックス オーダーカーテン品質向上、短納期生産のための新型縫製装置導入計画
77 株式会社平山 紀州産　間伐材等を、Ｍａｄｅ Ｉｎ Ｊａｐａｎ Ｏｎｌｙ Ｏｎｅの工業製品に仕上げ、海外販売の拡大を計る
78 大谷産業株式会社 機械導入による家具部材加工の生産能力・安全対策強化事業
79 株式会社フォーラル 衣装カバー（ティッシュ式収納袋入り）の製造工程自動化による生産性向上
80 株式会社貴望工業 世界初の新型植針機の開発と量産を実現させるマシニングセンタの導入
81 株式会社木下染工場 コスト競争力強化の為の高効率ボイラー導入事業
82 髙木彫刻株式会社 精密コーティング用ロール製造のための精密加工技術の確立
83 菱岡工業株式会社 板金加工の高速・高機能・工程短縮・高精度化及び新分野拡大事業
84 髙垣酒造株式会社 低温管理技術による高付加価値商品の開発
85 株式会社平家製作所 Ｃ－ＦＲＰシャフトの精密加工技術の確立
86 株式会社小久保工業所 プラスチック成型での文具等収納関係の商品のシリーズ化のための金型事業
87 扶桑鍍金株式会社 微細な表面変位の詳細把握によるメッキ処理工程の効率化と品質管理の向上
88 株式会社ふみこ農園 摘果した和歌山県産『桃（青桃）』のコンポートを作るための前処理方法
89 株式会社マルセ工機 最新型マシニングセンターによる繊維機械用部品精密加工の競争力強化事業
90 株式会社大和化学工業所 既存技術と最新技術の最強コラボレーション
91 株式会社サンメイト 真空スチームセット機導入による、園児用プリーツスカートの品質向上と生産効率改善の実現
92 アイエムティー株式会社 試料研磨事業における装置類の軽量化及びオリジナル消耗材の開発
93 株式会社Ｙ ’ｓエンジニア チャック部品製作過程における、マイクロクラック削減事業
94 株式会社原組 ソーラエネルギーを付設した植物工場の環境システムの構築
95 株式会社シガ木工 製作コスト削減と材料廃棄率低減による桐製家具の開発
96 株式会社トルネ ３Ｄプリンタ導入によるプラスチック製品開発スピード向上と高付加価値化計画
97 サンキョー化成株式会社 ハイブリッド式射出成形機導入による木質樹脂製品の生産量増加、低コスト化計画
98 大洋化学株式会社 自社分析の導入による再生プラスチックの高品質化・短納期化事業
99 有限会社スリー・エフ・シー・デンタルラボ 歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを用いた保険歯科技工物全般の高度化と効率化
100 株式会社朝間商会 ハイブリッド工法を可能にする「スリット・ボーリング加工機」の設備投資
101 株式会社ヤエパック 品質の一定化・効率化のためのブラストマシン及び集塵機導入計画
102 ナロック株式会社 大型高速ストランダ－の開発
103 株式会社西岡酒店 在庫・販売プロセス強化と顧客サービス向上の為の業務改革事業
104 中井産業株式会社 建具業界における受注下請型から企画提案型への業態変革のための設備投資
105 株式会社アセロラフーズ 新型セル生産機を導入による品質と生産性の向上、新しい販路の開拓
106 株式会社和歌山印刷所 伝票製造における制作、校正など川上工程のシステム化による製造工程の最適化
107 サカイキャニング株式会社 液体原料の高品質受入システム開発・導入による新形態での飲料受託開拓
108 株式会社Ｃｉｔｒｕｓ 食品乾燥機を用いた無添加ドライフルーツ・ドライベジタブルの製造
109 株式会社日本化学工業所 紙用液体直接性染料の生産効率改善のための工場集約化、および増産体制の確立
110 井手印刷株式会社 次世代印刷物となるＩＴ技術と連携した「動画と連動するＡＲ印刷」の創造計画

NO. 申請者名称 事業計画名 掲載 P

121 協同組合ラテスト カーボンブラックに替わる化粧品用黒色顔料の製造
122 扶桑精機株式会社 天然素材製品の樹脂量産化に伴う金型製造プロセス改善による生産力強化
123 株式会社テクモ 超硬合金製金型の直彫加工技術の確立
124 橘電装工業株式会社 大型品・重量物対応の塗装前処理ライン設備の導入による生産性向上と受注拡大計画
125 阪和熱工有限会社 熱処理後の金属チューブをオンラインで小口径で巻取る自動機械の開発

NO. 申請者名称 事業計画名 掲載 P NO. 申請者名称 事業計画名 掲載 P

｜   ものづくり補助事業 わかやま成果事例集 ものづくり補助事業 わかやま成果事例集   ｜58 59



111 ナギサビール株式会社 酸化を防ぐ自動瓶詰ライン導入による品質向上
112 築野食品工業株式会社 新型高効率冷凍機更新による節電推進　（　ＣＯ２削減～地球温暖化防止　）
113 三木理研工業株式会社 キャニスタ－用潜熱蓄熱マイクロカプセルの性能向上計画
114 中田食品株式会社 和歌山県産果汁を使用したスパークリング梅酒の開発と製造ラインの構築
115 成和技研株式会社 最新鋭加工設備導入による生産性及び品質向上計画
116 セイカ株式会社 新規高機能性樹脂を指向した高純度芳香族ジアミンの開発
117 株式会社河鶴 新製法国産たくあんの投入・開発による、新商品の市場化・惣菜へのチャレンジ
118 株式会社アグリンク和歌山 業界初！紀州南高梅を使用した種抜き梅の自動新規製造ライン構築
119 金剛ダイス工業株式会社 砥粒流動加工を用いた小径異形穴冷間鍛造金型の高精度化
120 株式会社粉河 作業効率改善による増産体制構築に向けた設備投資計画
121 藏野製材株式会社 輸出用梱包材の製造工程改善に係る設備投資による生産能力拡大計画
122 株式会社熊野酸素 プレスブレーキ機械の導入による顧客要望への対応と新規受注の獲得
123 花野食品 摘果（廃棄）青みかんを活用したリキュールの量産化とオイルの抽出
124 国土建設株式会社 自社廃棄物を高品質木質ブリケットに再生することによる循環型社会への貢献
125 有限会社アート工業 広告看板製作に３次元ＣＡＤシステムを導入し、短納期化・複雑形状への対応を図る
126 西岡総合印刷株式会社 １冊から当日注文出荷が可能なオンデマンド印刷、出版サービスの開発
127 株式会社日本ハイパイル 大手通販会社向け長毛カーペットの新規開発及び生産販売。
128 株式会社メイワ 冷凍空調機用圧力容器溶接ロボットシステム装置導入による生産合理化計画
129 アクロナイネン株式会社 電動サーボダイカストマシン導入による、ダイカスト部品の品質向上計画
130 株式会社保田鉄工所 ＣＦＲＰ成形金型関連設備導入による、航空・宇宙産業分野事業拡大計画
131 南海鐵工株式会社 酸洗処理（磨棒鋼業界の製造工程）に代る研磨装置の開発
132 有限会社みなべの梅農産組合 梅酢を原料にした脱塩梅酢果汁、梅塩の生産ラインの拡大
133 田辺港輸入木材協同組合 県内特産果実の加工時に出る廃棄物の発酵堆肥化リサイクルの効率化事業
134 株式会社マキカンパニー 【ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ】生産力・価格競争力への挑戦
135 有限会社島本化繊起毛工場 起毛時にマイクロスコープを駆使した軽く柔らかい保温性のある高品質な寝具の開発
136 テラモト株式会社 競争力を付与された、新規ぬいぐるみの製造法の開発
137 株式会社共栄テクシード 部品生産の効率化及び作業環境改善の為の５軸制御縦型マシニングセンター導入計画
138 五二化学工業株式会社 新規冷却プロセスの導入による生産効率の向上
139 新中村化学工業株式会社 シアロ糖鎖類縁体の効率的な製造方法の開発計画
140 竹島鉃工建設株式会社 計画的生産性向上の為に自社独自開発の溶接ロボットを導入 P22
141 株式会社ヨシムラファーム 乾燥及び貯蔵設備の導入によるにんにくの周年出荷事業 P24
142 有限会社富光モータース 高度診断機活用による整備箇所の迅速な対応と整備内容のデータ化による顧客満足度向上事業
143 株式会社菱丸商会 コア連結溶接ロボット導入による、生産力向上及び作業環境の改善
144 松屋電工株式会社 木工ＣＮＣマシニングセンタ導入による新製品開発と既存製品の生産性向上。
145 宮本歯研 最新設備の導入による補綴物等の製作時間の短縮と精度の向上
146 有限会社ＮＡＯ企画 ３Ｄレーザースキャナを活用した効率的で高精度な測量計測技術への展開事業
147 萱野織物株式会社 新型ハーネス機導入による織効率・製品品質の向上
148 カドヤ株式会社 受注生産方式シート貼木製建具枠後加工工程強化事業
149 株式会社平岡鉄工所 ショットブラスト装置の導入効果（品質向上・生産性向上）による県外受注の拡大計画
150 株式会社テクニカルセンター和歌山 歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ装置を用いた保険歯科補綴物の製作、及び歯科技工所連携の構築。
151 株式会社ツネダ 市場の多様化に対応する生産体制強化事業
152 株式会社中原製作所 高機能新設備導入による競争力向上
153 野口工機株式会社 高温の環境下に於いて硬度の低下しない耐摩耗性に優れためっき浴の開発
154 中家青果 果物形選別装置、処理能力高速化、高精度化事業

1 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
2 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
3 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
4 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
5 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
6 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
7 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
8 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
9 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
10 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
11 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
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12 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 P28
13 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
14 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
15 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
16 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
17 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
18 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
19 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
20 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
21 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
22 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』
23 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
24 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
25 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
26 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
27 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
28 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
29 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
30 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
31 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
32 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
33 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
34 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
35 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
36 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
37 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 』導入による事業展開
38 富士香料化工株式会社 製品開発力の強化と迅速化計画
39 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
40 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
41 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
42 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
43 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
44 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
45 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
46 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
47 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
48 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
49 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
50 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 P30
51 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
52 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
53 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
54 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
55 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
56 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 P32
57 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
58 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
59 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
60 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
61 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
62 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
63 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
64 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
65 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
66 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
67 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
68 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
69 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
70 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
71 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
72 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
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73 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
74 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
75 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
76 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
77 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
78 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
79 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
80 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
81 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
82 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

83 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

84 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
85 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
86 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
87 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
88 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
89 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
90 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
91 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
92 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
93 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
94 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 P34
95 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
96 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
97 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
98 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
99 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
100 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
101 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
102 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
103 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
104 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
105 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
106 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
107 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
108 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
109 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 P36
110 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
111 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
112 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
113 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
114 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
115 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
116 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
117 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
118 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
119 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
120 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
121 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
122 有限会社大陽食品 規格外品柿（未利用資源柿）の利活用
123 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
124 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
125 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
126 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
127 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
128 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
129 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
130 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
131 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
132 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
133 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

134 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
135 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」
136 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
137 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
138 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
139 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
140 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

NO. 申請者名称 事業計画名 掲載 P NO. 申請者名称 事業計画名 掲載 P

1 京和グリーン株式会社 産業用ロボットを利用した野菜苗の自動移植装置の開発
2 大洋化学株式会社 Ｒ－ＰＥＴ樹脂製品の拡販を目的とした加飾設備投資
3 株式会社かつら木材商店 高度な帯鋸目立て加工技術の内製化による生産ロスの低減と生産性の向上
4 有限会社丸之内マシーナリ ３ＤＣＡＤ導入による生産プロセスの高機能化と高収益化事業
5 橘電装工業株式会社 最新ベンダー導入による生産プロセス改革とＩｏＴによる工場間連携体制の構築
6 株式会社嶋治水産 「しらす」の、最新モデル選別機による安全と品質と生産効率向上の実現
7 株式会社ホロン精工 高機能測定装置導入によるゴムシール部品の寸法測定高信頼化・低コスト化
8 株式会社坂口製作所 薄板溶接加工と異材溶接技術確立による板金溶接加工品の競争力強化
9 株式会社ウメカ食品 地元食材（梅・果実）を利用した小ロット多品種の新商品製造・販売
10 株式会社久保製作所 “防災用ソックス一体型「全身スーツ及び防水ズボン」陸用 ”の開発プロジェクト
11 丸和ニット株式会社 両面ジャカード編機導入による企画力と技術力の強化 P40
12 株式会社早和果樹園 社内物流のボトルネック解消を目的とした製造出荷連携ラインの構築
13 花野食品 農産物（青果物）の加工及びその残渣を有効活用
14 株式会社アイセン 「落ちますポンジ」の内製化による品質の安定化および生産能力の向上
15 株式会社アイガット 新しい起毛ニット生地の生産体制の構築
16 株式会社西川製作所 溶接工程の自動化による内視鏡洗浄装置部品のさらなる短納期化と高品質化の実現
17 大亜鋼業株式会社 最新型レーザ加工機導入による品質向上・生産工程の効率化と新規顧客の獲得
18 中野ＢＣ株式会社 「日本庭園のある酒蔵」観光インバウンド事業（多言語対応）
19 有限会社ハヤシ精機 マシ二ングセンタ導入による生産性向上事業
20 セイカ株式会社 新規高機能性樹脂のための金属フリー芳香族ジアミンの環境調和型製造法の開発
21 株式会社イワハシ 地場産業向け超肉厚成形品の品質向上・コスト削減計画
22 オカ株式会社 革新的切断法によるマット生産設備増設事業
23 桜井鉄工株式会社 最新ＣＮＣ旋盤による異形継手及び非鉄製品の新分野展開
24 アドバン工業株式会社 業務用エアコンの海外展開を加速させるための冷媒フロート弁の高精度加工
25 株式会社テクモ 航空機等に使用される高精度チタン製ねじの製造を可能にするフォーマー加工金型の製造
26 株式会社三晃精密 同時５軸加工システム導入による複雑形状品製造の高速高精度化と収益力強化
27 有限会社イシイ 小型で５軸のマシニングセンター導入による生産プロセスの改善
28 旭精機株式会社 精度を維持し現状比２倍の大型金型を製作する生産体制の確立
29 有限会社ティ・ティ・エム 高野口伝統技術と先端技術の融合により、Ｍａｄｅ ｉｎ高野口を世界に普及させる
30 有限会社ハヤシ・シザース 海外市場開拓を目指したメンテナンスフリー超耐久性理美容鋏の開発
31 関西化工株式会社 次世代自動車市場向けコンデンサ用封口ゴムの安定生産方式の開発
32 三木理研工業株式会社 低ホルマリンメトキシメラニン樹脂の開発・製造
33 株式会社興和製作所 橋梁耐震補修事業への本格進出にあたっての生産体制確立と品質向上
34 株式会社メイワ 「ＳＵＳ容器ＴＩＧ溶接ロボットシステム」 導入による生産能力及び付加価値の向上
35 株式会社不動農園 梅甘納豆など「種なし梅」シリーズの商品化
36 竹島鉃工建設株式会社 ビルドボックスの市場ニーズへの迅速な対応とタイムリーな供給体制の構築に向けたエレクトロスラグポータブル溶接機の導入
37 株式会社小松原 レーザー加工機を用いた高品質・低コストの生産システムの確立
38 松屋電工株式会社 次世代塗装下地処理設備導入による塗膜性能アップと環境にやさしい工場の実現
39 有限会社田辺食品工業所 当社主力商品に対する高度な衛生管理技術の開発事業
40 株式会社アイスティサイエンス メタボローム分析を加速させるコンサルティング及び受託サービスへの取り組み
41 小川工業株式会社 厚板の精密抜き加工における測定の効率化、工数削減による量産体制確立とモノづくり基盤技術の高度化
42 カネマサ莫大小（メリヤス）株式会社 世界初の３６ゲージを備えた縦糸挿入コンピュータジャガード丸編機の開発導入
43 大岩自動車株式会社 最新高機能塗装ブース導入による、自動車鈑金塗装業の市場開拓
44 株式会社たにぐち チョコレート製品の表面加工処理における品質向上と生産工程の効率化
45 プラム食品株式会社 主に製英原料としての保存性を有する梅加工 品の製造
46 ニッティド株式会社 省力化による生産性向上と内製化を追求し商品供給の安定化を実現
47 和歌山染工株式会社 生産性・品質・コストでの優位性を向上させる デジタル捺染システムの構築
48 株式会社正木製作所 コンプレッサーの新製品化対応のための生産体制構築と低コスト化の実現
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NO. 申請者名称 事業計画名 掲載 P

1 有限会社京和機工 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
2 株式会社土井シャーリング 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
3 小西化学工業株式会社 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
4 株式会社世紀工業 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
5 株式会社則種海産 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
6 有限会社マルヨシ 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
7 株式会社ヤマヨテクスタイル 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
8 株式会社オージャス 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
9 株式会社西川製作所 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
10 太陽食品株式会社 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制の確立
11 有限会社深見梅店 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
12 福原ニードル株式会社 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
13 株式会社旭洋冷蔵 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
14 キセイ株式会社 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
15 株式会社たにぐち 「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
16 株式会社マージネット 「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
17 株式会社インテリックス 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
18 ヤマサ工業株式会社 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
19 島研摩機材株式会社 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
20 有限会社レストランフライヤ 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 P48
21 株式会社興和製作所 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
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平成28年度　採択事業者一覧

22 株式会社河北食品 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
23 株式会社第一製版印刷 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
24 ニッティド株式会社 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
25 中野ＢＣ株式会社 脂溶性成分（油分）を含有する丸剤の開発
26 金剛ダイス工業株式会社 小径異形穴金型の非接触測定技術の構築と新事業展開
27 大阪精機工作株式会社 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
28 株式会社小谷製缶工業 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
29 株式会社伊藤農園 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
30 株式会社サンテック 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
31 紀陽除虫菊株式会社 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
32 日吉染業株式会社 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
33 株式会社和歌山トムソン 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
34 株式会社丸昌 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 P50
35 林田株式会社 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
36 扶桑精機株式会社 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
37 アドバン工業株式会社 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
38 株式会社坂本製作所 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
39 株式会社大和化学工業所 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
40 久保田工業株式会社 最新型ＣＮＣ旋盤導入による競争力強化に伴う経営力強化
41 株式会社赤井工作所 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
42 菓匠錦花堂 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
43 株式会社テクモ 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
44 株式会社淺野商会 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
45 原田織物株式会社 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
46 デュプロ精工株式会社 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
47 アクロナイネン株式会社 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
48 株式会社貴望工業 中国向け高精度組立自動化ライン開発の体制強化
49 西原精工株式会社 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
50 橘電装工業株式会社 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
51 株式会社進藤建設 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
52 東洋機械加工株式会社 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
53 株式会社阪中緑化資材 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
54 アイエムティー株式会社 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
55 有限会社中筋オートボデー 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
56 株式会社小川製作所 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
57 有限会社シーケーテクノ 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
58 株式会社神戸屋 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
59 有限会社樽の味 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 P52
60 桝谷精工株式会社 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
61 株式会社岡田織物 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 P54
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49 株式会社紀和自動車 最新塗装ブース導入による環境改善、納期短縮、品質向上に伴う顧客満足度の向上
50 株式会社ＰＤＩ デジタルデバイスを使用するＩｏＴ型スマートランチャーの性能向上と生産性の改善
51 友ヶ島汽船株式会社 友ヶ島を訪れる観光客の満足度向上による人気の恒久化を図る
52 株式会社八旗農園 桃の風味を最大限に引き出したピューレの低温殺菌処理加工技術の開発 P42
53 株式会社七色畑ファーム ＩＣＴ導入により生産性向上と高品質生産を実現するスマート農業
54 株式会社紀州美食 乾燥工程の内製化による多品種小ロットユー
55 柏木鉄工株式会社 高付加価値品加工の半自動化を実現させるＣＮＣ
56 株式会社峯 開先加工機の導入による、飛躍的な加工精度と生産性の向上
57 株式会社ヴァイオス バイオガス発電と蓄電池を連携させたスマートリサイクル事業の展開
58 尾高ゴム工業株式会社 仕上げ加工工程の生産性向上、納期短縮と研磨技術の技術蓄積
59 株式会社Ｑｕｅｅｎ 最小人員での受注管理を実現する外部連携受注システムの開発
60 公園前中山歯科 全身の健康サポートまでを担う「健康長寿促進歯科医院」の展開
61 株式会社鳥羽運送 和歌山県産みかん・柿輸送において高速パレットローラーシステムの導入による大幅な時間短縮輸送
62 株式会社ドリーム産業 業界初の猫専用の美容器具の試作開発
63 大伸化学工業株式会社 熱可塑性エポキシ樹脂含浸カーボン繊維の成型による形状付与に関する試作開発
64 株式会社保田鉄工所 自動車産業分野への販路拡大によるＣＦＲＰ金型売上増大計画
65 株式会社雑賀製作所 アングルベンダーの導入によるステンレスタンクの海外競争力強化
66 東洋機械加工株式会社 ３Ｄデジタル技術と最新ＣＩＣ連携による自動加工の実現と情報技術人材の育成計画
67 アイレス電子工業株式会社 設備稼働・異常データ収集システム（試作）
68 妙中パイル織物株式会社 新型タイイングマシーンの導入による内部コストの削減と新分野での商品開発
69 マルヤマ食品株式会社 成型機導入による生産能力の向上と製造コストの削減
70 小畑産業株式会社 貿易・稟議・文書管理を有する高機能営業支援システムで顧客満足度の向上
71 株式会社ナカエ ネットショップサイト賞味期限更新・管理システム
72 株式会社尾高工作所 テーブルスポット溶接機導入による高品質化、高生産性向上化事業
73 株式会社世紀工業 ボーリングロッド着脱の機械化施工
74 株式会社中口板金工作所 新規ニーズ・顧客への多品種・小ロット製品の製作コストダウンを目指して！
75 有限会社プウバアー商会 最新検査システムを使用した太陽電池モジュールの革新的保守サービスの提供
76 株式会社貴望工業 最新鋭の工作機導入による高精度・ 多品種少量生産への事業多角化
77 合名会社丸正酢醸造元 伝統技法と現代技術の融合による醸造酢の生産性向上と輸出促進事業 P44
78 有限会社阪和熱工 最新モデルの硬度計を駆使して精度の高い計測を行う
79 有限会社一陽建設 情報化施工機器の導入と若年層人材を確保育成できる新体制の構築
80 有限会社紀陽工作所 長尺ＮＣ旋盤加工機導入による受注増大事業
81 株式会社インテリックス 縫製プロセス見直しによる生産効率・歩留及び品質向上計画
82 株式会社ＯＤＥＣ プレス成型機用精密金型の内製化と金属・ゴム一体化製品の開発
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