
経営革新計画承認企業一覧
◆製造業 企業名 所在地 業種 計画テーマ 承認年月東洋精密工業（株） 橿原市 電子部品製造業 金属泊製品製造技術（微細加工技術）の応用による「光電子倍増管」の製造、薬液滴下装置及び外観検査機の導入による製造工程の効率化 平成１２年８月(株）三晃 大和郡山市 その他の食料品製造業 スーパー等で販売する惣菜の半製品「惣菜キット商品」の製造販売 平成１２年１０月梅乃宿酒造(株） 葛城市 酒類製造業 日本酒をベースとした新たな酒類の製造販売 平成１３年１月足高メリヤス(株） 葛城市 下着類製造業 靴下製造技術を活かした成形インナー商品の製造・販売 平成１３年１月（株）アドバンス 川西町 民生用電気機械器具製造業 バーコードラベルの製造 平成１３年２月サンエー電子工業（株） 葛城市 民生用電気機械器具製造業 高速無線インターネット網の構築による経営革新 平成１３年６月日本ダースボンド（株） 川西町 ゴム製品製造業 半導体シリコンウエハー研磨時の滑り止め防止素材の製造販売 平成１３年８月（株）アクラム 広陵町 その他の衣服製造業 昇華プリント技術を利用した新商品の開発・販売 平成１４年３月シグマ精機（株） 生駒市 一般産業用機械製造業 廃タイヤ処理プラントの製造販売 平成１４年５月(株）中川政七商店 奈良市 生活雑貨製品製造業 和雑貨部門の充実による「遊中川」の確立 平成１４年９月ダイワ精密プレス（株） 奈良市 金属素形材製品製造業 減容の為の破砕機による用途別改良及び需要先開拓 平成１４年１０月(株）ダイワホーサン 宇陀市 かばん製造業 新商品の販売促進による下請から自立型メーカーへの脱皮 平成１４年１０月ナテック(株） 奈良市 染色整理業 触媒として酸化チタンを使用した新たな親水化加工技術の確立及び委託加工から自社販売への業態変革 平成１４年１１月(株）飯塚製作所 大和高田市 金属製品製造業 精密冷間鍛造技術による新商品の開発及び販路開拓 平成１４年１２月ヤマトクリエイト(株） 天理市 電子応用装置製造業 紫外線光源装置・オゾン発生装置の開発 平成１４年１２月松浦製作所 安堵町 その他の金属製品製造業 エアバッグ用部品の製造による経営向上 平成１５年２月㈲上杉食品 上牧町 食料品製造業 新製品の販売による月別売上の平準化及び売上高の拡大 平成１５年７月タミヤ製作所 田原本町 ガラス製品製造業 新採光型太陽電池装置を備えた新製品の開発とその販路の開拓 平成１５年７月(株）アルペンローゼ 奈良市 パン製造業 パート・ベイク（冷凍半製品）を用いた販路および外商利益の拡大 平成１５年８月(株）久保本家酒造 宇陀市 酒類製造業 日本酒を体感できる直接交流の場の創設と新商品開発で商品力を強化することによる販売チャネルの拡充 平成１５年９月㈱梶谷集成材 桜井市 集成材製造業 工場集約化と製造工程の革新 平成１５年１０月(株）テック技販 広陵町 精密機械器具製造業 「超小型分力計」の開発・製造販売及び新社屋建設による生産体制の充実 平成１５年１１月（株）アイプリコム 田原本町 印刷業 事務用印刷から商業印刷への転換 平成１５年１２月(株）カワタテック 桜井市 金属加工機械部品製造業 旋盤用チャック等の特殊品開発 平成１６年３月奈良精工(株） 桜井市 事務用機械器具製造業 既存生産技術（チタン、SUS材）を活用した医用関連事業（医用、難切削などの高付加価値生産）の拡大 平成１６年３月植平工業(株） 宇陀市 建設用・建築用金属製品製造業 メタルサインを中心とする鉄製品による新規市場での拡販とＤＭ、インターネットを活用した新規販売方法の確立 平成１６年６月つけもと(株） 河合町 その他の食料品製造業 おからと乳酸菌を使って開発した発酵漬床の販売 平成１６年６月（株）明新社 奈良市 印刷業 両面兼用８色印刷機導入とプライバシーマーク取得による販路拡大 平成１６年６月

中小企業等経営強化法（旧中小企業新事業活動促進法）に基づく経営革新計画を実施している（または既に終了している）企業の一覧です。※令和２年９月現在、奈良県では４１７件の計画を承認していますが、公表について了解された企業のみ掲載しています。※掲載している情報は計画承認時点のものです。社名等に変更があった場合には、確認できたものについて反映をしております。※経営革新計画の承認は、新商品や新サービス等を承認（保証）したものでなく、事業計画の承認です。



（株）坂利製麺所 東吉野村 食料品製造業 素麺を素材としたインスタント麺の改良及び販売拡大と吉野の特産品を活かした新商品開発及び販売 平成１６年８月(株）大和建装センター 天理市 家具製造業 木製玩具の製造販売 平成１６年８月(株）サンロード 橿原市 その他の繊維製品製造業 塵埃除去装置の開発と市場導入 平成１６年９月(株）フクモト 東吉野村 プラスチック製品製造業 多層式プラスチック成型品による販路拡大 平成１６年１１月ダイワ産業(株) 高取町 木製品製造業 吉野ひのき製品の開発と販路開拓 平成１６年１２月(有）巽繊維工業所 橿原市 衣服・その他の繊維製品製造業 自社企画製品の直接販売による新たな販路開拓と新市場の創造 平成１６年１２月アーツ(株） 奈良市 その他の食料品製造業 ニーズの高い健康測定機器を設置した研究所の新開設等 平成１７年２月アンドウケミカル　（株） 大和郡山市 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾌｨﾙﾑ･ｼｰﾄ･床材･合成皮革製造業 新商品バリアシートの開発及び販路開拓 平成１７年１０月(株）タイムドメイン 生駒市 通信機械器具製造業 タイムドメイン理論に基づく新コンセプトヘッドフォンの開発と量産体制構築による事業拡大 平成１７年１０月三精塗料工業(株） 大和郡山市 塗料製造業 非木質系塗料の取組拡大 平成１７年１０月中村薬品工業(株） 高取町 医薬品小売業 健康補助食品の新商品開発と新たな販路開拓 平成１７年１２月(有)タツタ電子工業 橿原市 通信機械器具製造業 携帯電話端末機の需要拡大に対応する新部門設立 平成１７年１２月君岡鉄工(株） 奈良市 建設用金属製品製造業 製品力を生かした新市場の受注拡大と供給体制の確立 平成１８年２月（株）呉竹 奈良市 ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品製造業 カーボン技術を応用した農業用分野への進出 平成１８年３月(株）電研端子製作所 生駒市 電子部品製造業 プレス加工技術の開発及び新規プレス製品の供給 平成１８年３月（有）プレスコントロール 生駒市 ゴム製履物付属品製造業 新規インソールの開発及び販路拡大 平成１８年３月ヘルト（株） 川西町 革製履物製造業 ブランド力の強化による拡販と新製品開発のコストダウンによる利益額の向上 平成１８年３月(株）中田喜造商店 生駒市 その他の製造業 煤竹の茶筅の安定供給と手軽に楽しめる茶道具セットの開発 平成１８年３月(有）美吉野鉄工 橿原市 金属製品製造業 乗用車向け駆動用ジョイント部品加工 平成１８年８月名村電機工業(株） 橿原市 民生用電気機械器具製造業 福祉機器分野への進出および成型・生産の効率化 平成１８年８月西垣靴下(株） 大和高田市 衣服・その他の繊維製品製造業 ”健康・自然を大切に”をコンセプトにした自社ブランド「エコノレッグ」の開発 平成１８年９月葛城工業(株） 広陵町 建設用・建築用金属製品製造業 新生産システムの構築によるデリバリー強化と自社開発の導入 平成１８年１０月大和化学工業(株） 広陵町 工業用プラスチック製品製造業 ３ムの追放を極限まで追求した生産方式の確立と３Ｒを実現した新製品の開発 平成１８年１０月モードシスター 上牧町 衣服・その他の繊維製品製造業 コーラス衣装のオーダーメイドによる生産性の向上 平成１８年１２月㈱佐々木製作所 五條市 一般機械器具製造業 指名受注拡大の取り組み及び特殊切削工具の開発によるブランドの構築 平成１８年１２月三幸産業 三宅町 繊維工業（衣服、その他の繊維製品を除く） 織物技術を核とする提案型ものづくり企業への進化 平成１９年１月サンテック㈱ 生駒市 プラスチック製品製造業 液晶テレビ用輝度向上フィルムの開発 平成１９年２月㈱雪の元本店 橿原市 医療品製造販売業 包装工程の自動化による生産の効率化と受託生産の拡充 平成１９年３月㈱三晃・㈱奈良三晃 大和郡山市 食料品製造業他 新しい農産物流通の構築 平成１９年３月(株)エフ・エー・テック 五條市 電子部品製造業 金型製作の全行程の内製化による超精密金型加工への進出 平成１９年４月上柿鉄工建設(株) 田原本町 建築鉄骨製造業 機械化（自動化）による供給体制の確立と、上位グレード取得による市場拡大 平成１９年５月北久(株) 広陵町 衣服・その他の繊維製品製造業 商品企画提案型企業への転換 平成１９年７月(株)櫻井 吉野町 木材・木製品製造業（家具を除く） 国産材を芯材とした集成材の生産 平成１９年７月(有)Ｏ・Ｔ・Ｓ 王寺町 その他の製造業 エコ製品開発への事業開発による経営革新 平成１９年１１月シンコー食産(株) 斑鳩町 食料品製造業 問屋依存からの脱皮及び看板商品の確立 平成２０年２月（株）ハヤシ・ニット 大和高田市 繊維製品製造業 自社オリジナル特殊編立機によるエステ業界向け新商品開発と、ドラッグストア向けプライベートブランドの商品開発及び販路拡大 平成２０年５月



宇陀化成工業（株） 宇陀市 プラスチック製品製造業 生産統合によるジャストインタイム体制の構築並びに物流コスト低減 平成２０年１２月中神木材 吉野町 木工品製造業 山守者による「吉野杉・檜」自社生産販売拠点構築による事業領域の拡大と利益率の向上 平成２１年１月（株）サカガワ 上牧町 履物商品企画製造販売 付加価値が向上している日本伝統の履物「雪駄」の新商品開発および販路開拓 平成２１年２月（株）中岡メリヤス工場 大和高田市 丸編ニット生地製造業 丸編ニット生地の製造技術力を活かした新製品・新商品の企画、開発、販売及び既存の製造設備・業務の高度化 平成２１年３月（株）岡本設備 上牧町 水道配管、設備工事 建設業界における受注拡大に向けた社外ネットワークの構築及び社内管理体制の整備 平成２１年３月ヌーベル化学工業 橿原市 プラスチック製品製造業 小ロットから提供できるオリジナル化粧品の企画開発 平成２１年７月(株)グリーン大森 生駒市 精密機器製造業 排ガス測定システムの開発、製造、販売 平成21年８月（株）飯塚製作所 大和高田市 精密金属部品製造業 精密金型と精密鍛造技術による側面衝突系エアーバック部品の開発と販路開拓 平成２１年８月（有）巽繊維工業所 橿原市 和装製品・その他の衣服・繊維製身の回り品製造業 過酷な労働環境で働く人をターゲットにした衣料品の開発・販売 平成２１年９月（株）西本電器製作所 奈良市 金属製品製造業 生産効率の向上と市場拡大 平成２２年２月三晃精機（株） 大和高田市 電気機械器具製造業 搭載型軽油判定機の開発・生産・販売 平成２２年６月中野鉄工（株） 天理市 鉄鋼業 ＱＣＤ（品質･ｺｽﾄ・納期）に強い中野鉄工の再構築 平成２２年９月岡村産業(株) 大和高田市 プラスチック成型加工業 加飾（樹脂塗装、ゴム塗装、樹脂メッキ、樹脂プリント)に関するコーディネート事業拡大による経営革新 平成２２年１０月(株)一歩 御所市 その他の製造業 磁気力を利用した理化学玩具（リニアモーター）の試作・生産・販売による経営革新 平成２２年１２月君岡鉄工(株) 奈良市 金属製品製造業 海外輸出も含む新たな顧客開拓による経営革新 平成２２年１２月ナテック(株） 奈良市 繊維工業 広幅インクジェットプリンター用メディアクロスの開発と生産 平成２３年３月(株)ウエムラ 橿原市 精密金属部品製造業 新たな生産方式（POSシステムの導入の生産導入）による生産効率の向上と販路拡大 平成２３年３月(有)山恵製作所 三宅町 金属製品製造業 小ロット短納期商品への商品幅拡大による新規案件の獲得及びPOSシステム導入によるコストダウン計画 平成２３年３月テクノス(株) 奈良市 電気計測機製造業 新規開発した「イメージ分光方式を用いた超高速全面膜厚測定装置」の製品化と受注拡大 平成２３年４月(株)駒井製作所 葛城市 金属素形材製品製造業 新素材を使った新商品開発並びに新たな販路開拓 平成２４年１月セパレーターシステム工業(株) 平群町 他に分類されない金属製品製造業 省資源型フィルターの開発と海外展開 平成２４年１月(株)エガシラ塗装 橿原市 金属製品塗装業 溶剤塗装から粉体塗装へのシフトによる品質向上・コストダウン・環境改善・受注拡大の実現 平成２４年６月（株）ハヤシ・ニット 大和高田市 繊維製品製造業 自社オリジナル機による衣料雑貨の開発と新規販路、販売チャネルの拡大 平成２５年６月マルニケミックス(株) 大和高田市 その他のプラスチック製品製造業 （非公開） 平成２６年６月サントウニット(株) 広陵町 靴下製造業 （非公開） 平成２６年９月(株)M.T.C 大和高田市 金属素形材製品製造業 （非公開） 平成２８年１０月ダイワ精密プレス(株) 奈良市 電気機械器具製造業 （非公開） 平成２９年３月(株)エスケイケイ 生駒市 金属プレス部品製造業 （非公開） 平成２９年３月(株)南都衛材製作所 橿原市 衣類・その他の繊維製品製造業 熱融着技術を活かした究極の漏れ防止失禁ショーツ（自社ブランド）の開発 平成２９年５月豆腐工房我流 平群町 その他の食料品製造業豆腐・油揚製造業 大和の地に伝来したとされる古代豆腐を使った日本酒に合う豆腐珍味シリーズの商品開発 平成２９年９月パドック（株） 大和高田市 外衣・シャツ製造業 国産綿と和紙繊維を用いた新商品のブランド展開 平成３０年２月（株）クスダ 宇陀市 銑鉄鋳物製造業（銑鉄管、可鍛鋳物を除く） 「砂性状管理システム」導入による品質管理強化及び新事業の育成 平成３０年２月三宅科学工業(株) 田原本町 工業用プラスチック製品製造業 抜本的異物発生防止策の実践と高容量マルチカメラを備えた新規検査システムの導入によるPFA樹脂製高機能容器の製造工程の生産性の革新 平成３０年６月（有）巽繊維工業所 橿原市 靴下等の繊維製品製造業 （非公開） 平成３０年６月BIG FIREWORKS(株) 橿原市 デザイン業 （非公開） 平成３０年６月



リードテクノ(株) 奈良市 その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業 （非公開） 平成３０年９月(株)ライズクリエイション 奈良市 製造業、卸・小売業 （非公開） 平成３０年９月山崎商店 天理市 その他の食料品製造業豆腐・油揚製造業 奈良県産無添加濃厚豆乳ドレッシング・豆乳スイーツの開発 平成３０年９月(株)ニット・ウィン 葛城市 靴下製造業 オールドマシンをベースとした”NISHIGUCHIKUTSUSHITA”のヨーロッパ向け商品開発と海外向けブランディングによる売上拡大戦略 平成３０年１２月谷一木材(株) 桜井市 集成材製造業 住宅建設現場の作業を1/3にする規格化パネル工法の開発 平成３０年１２月(有)山恵製作所 川西町 各種機械・同部品製造業（注文製造） 現場生産性及び売上高のアップと、顧客満足の向上 平成３１年３月(株)三輪山本 桜井市 乾麺の製造・販売及び飲食 調理麺加工の三輪本社での内製化 平成３１年３月金陽製薬(株) 五條市 医薬品製剤製造業 奈良県産当帰生薬を用いた当帰ドリンクの開発及び販路開拓と生産性向上 令和元年５月(株)ウエムラ 橿原市 金属製品製造業 有機EL基板吸着用微細穴あけ加工のためのドリルスリーブの開発 令和元年１２月(株)吉川電機製作所 田原本町 電子回路製造業 独自の協力企業とのネットワークを作ることにより自社で行う「ものづくり」の新たな販路の拡大を図る。 令和２年２月(有)カントリーハウス 奈良市 家具製造業 奈良県下にて無垢材家具のレンタル事業を提供する 令和２年２月テラダ鋼業(株) 生駒市 鉄鋼業 最新設備の導入により受注拡大・競争力強化を実現し経営の革新を行う 令和２年６月太陽食品(株) 奈良市 食品製造業 ハトムギ麹を用いた甘酒及び味噌の開発と販売 令和２年６月(有)井上電子工房 生駒市 電気機械器具製造業 ROS対応ロボットアームの開発 令和２年６月昭和化成工業(株) 葛城市 プラスチック製造業 （非公開） 令和２年９月ロイヤルフーズ(株) 葛城市 食品製造業 新規なチルド惣菜の開発と、生産性向上計画 令和２年９月(株)キタイ 香芝市 繊維工業 5 年後の自社企画商品の売上高比率30％以上を目標とする 令和２年９月澤田酒造(株) 香芝市 飲料・たばこ・飼料製造業 市場の品質志向に対応した高付加価値商品の開発による日本酒事業の高収益化計画 令和２年９月森庄銘木産業(株) 宇陀市 木材・木製品製造業 「生産者の顔が見える森づくり」及び木材流通の仕組み構築 令和２年９月ヤマモトソックス(株) 明日香村 繊維工業 台湾市場への販路拡大 令和２年９月(株)小谷商店 奈良市 食品製造業 塩分0％の梅加工品の開発 令和２年９月(有)亀井集成材 大淀町 木材・木製品製造業 （非公開） 令和２年９月クツワ工業(株) （非公開） （非公開） （非公開） 令和２年９月(株)ダイワホーサン 宇陀市 かばん製造業 消防署における稼働性の向上 令和２年９月(株)エコノレッグ 大和高田市 繊維工業 新特許技術、縦アーチのスポーツ用靴下を近畿大学と共同開発する 令和２年９月べっぴん奈良漬 奈良市 食料品製造業 （非公開） 令和２年９月(株)北岡本店 吉野町 飲料・たばこ・飼料製造業 新製法「生×生・低温混和製法」が可能にする新リキュールの開発および生産 令和２年９月ウラベ木材工業 桜井市 木材・木製品製造業 （非公開） 令和２年９月◆卸売・小売業企業名 所在地 業種 計画テーマ 承認年月（株）フレンド 大和郡山市 自動車小売業 自動車部品等の自社ブランド化及び女性スタッフだけの新店舗展開 平成１４年９月(株）ファーマシー木のうた 奈良市 医薬品小売業 県内単独でのＰＯＳレジ流通システムの構築と地域に密着した顧客へのサービスの提供 平成１５年３月ダイナソア（株）・ルディプロジェクトジャパン(有) 奈良市 その他の機械器具卸売業 ３商品（高級スポーツサイクル部品・スポーツサングラス・スポーツ用マッサージオイル）の相乗効果による一部専門的市場から一般スポーツ愛好家市場開拓への挑戦 平成１５年１１月



ナント種苗(株） 橿原市 他に分類されない卸売業 新たな耐病性野菜品種の開発と細菌病検査法の確立 平成１７年１１月(有）グラツィア 奈良市 その他の卸売業 ピンクコートダイヤモンドの開発及び販売 平成１８年２月フクサン(株） 奈良市 その他の織物・衣服・身の回り品小売業 マニュアル付き講習会開催パックの販売 平成１８年３月(株）サンヨーコンパール 橿原市 化学製品卸売業 開発機能を持つメーカーへの脱皮 平成１８年６月石吉商託 葛城市 家具・じゅう器・機械器具小売業 無機汚泥や土を原料にしたソイルコンクリート設備機械の販売 平成１８年１２月㈱カワタ 大和郡山市 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 ジェットスプレー工法の普及 平成１９年２月(株)リードコーポレイション 奈良市 その他の卸売業（電子部品） ＬＥＤ式蛍光灯照明装置の開発及び生産販売 平成１９年５月(株)イリグチ 大和郡山市 米穀類小売業 米の安全・安心を目指した「水田環境米」の開発よ販売 平成１９年５月奈良低温(株) 天理市 道路貨物運送業 冷凍（蔵）食品における奈良の立地条件を活かしたデポセンター型物流システムの構築 平成１９年７月(株)内原商店 下市町 その他の卸売業 加工箸（袋入割り箸）の取り扱い及び販路開拓の強化 平成１９年７月(株)グリーンパッケージ 大和郡山市 その他の卸売業（肥料） 自社での積極的な農業参入による商品販売ルートの確率 平成１９年１０月（株）ヨネダ 宇陀市 その他の小売業 メモリアルニーズへのトータルサポートの確立 平成２０年１０月（有）フジカワ 橿原市 保育用品販売　遊具保守営繕 幼稚園・保育園向けホームページ運営管理システムの開発・販売 平成２１年２月（株）ホログラムサプライ 三郷町 化学製品卸売業 ホログラムフィルムを原料とした新たなペースト及びそれを利用したホログラム・インクの開発販売 平成２１年２月（有）フローリストラン 王寺町 その他の小売業 プリザーブドフラワーのネット販売 平成２１年７月（株）ニチブツ関西 橿原市 他に分類されない卸売業 コーティング剤による「劣化防止」技術を利用した新製品「ブロックコート」の開発 平成２１年９月（株）ならにっか 大和郡山市 飲食料品卸売業 インターネット環境を活用した青果物販売の新たな市場開拓 平成２１年９月（合）稲田商店 生駒市 料理品小売業 会席・仕出し・寿司・弁当の調理販売・食品スーパーから、美味なる和食を提供する和風レストランの開発と展開 平成２２年３月(株)大弘 大和高田市 身の回り品卸売業 新たな商品開発（起毛レースの開発によるソフトで肌に優しい新商品づくり）による高付加価値化と利益率の向上 平成２３年３月(株)エスエスディー 橿原市 中古自動車販売小売業自動車賃貸業 輸入車の購入前体感レンタカーサービス 平成２４年８月味源吉松屋（株） 奈良市 食料・飲料卸売業 クジラジャーキーの商品化 平成２８年１０月（有）QUALITY VEHICLEEXPORTS 生駒市 自動車小売業 安心で好みの車両を見つけやすい中古車販売促進事業 平成２９年９月(株)低温 大和郡山市 道路貨物運送業 自動ピッキングシステムの活用による「物流サービス働き方改革」事業への挑戦 平成３０年６月ＦＩＥＬＤ．ＳＴＹＬＥ(株) 桜井市 紙・文房具小売業 専門家の連携によるグローブ等への個別オリジナル刺繍加工技術の開発と新規市場の開拓 令和元年５月(株)ファーマシー木のうた 奈良市 ドラッグストア 新業態「お悩み解決提案型ドラッグストア」の開発 令和元年５月ゴールデンラビットビール 奈良市 食料・飲料卸売業 自家醸造を行うことによる市場の開拓 令和２年２月オリジン （非公開） （非公開） 次世代に向けた製造効率化と奈良の四季を取り入れた商品開発 令和２年６月(株)ベネフル 天理市 機械器具小売業 県内初の外国車向け先進安全自動車整備サービスの開発 令和２年９月◆建設業 企業名 所在地 業種 計画テーマ 承認年月（有)井上商会 奈良市 左官工事業 珪藻土のメーカーとしての販路開拓とビル床材の改良商品開発による下請工事業からの脱皮 平成１６年８月(株）フジテツ 奈良市 鉄骨工事業 エコスフレームを使用した杭柱一体構法の設計・施工 平成１３年５月



（株）ﾐﾗｸﾙｽﾘｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 大和郡山市 建築工事業 発展的ラクル構法「ミラクルセブン」｢ミラクルイレブン｣による集合住宅等のリニューアルとコンビニの上にワンルームマンションを増築する「コンボ」の販売 平成１５年７月緑樹園芸 河合町 土木工事業 既存の造園土木の技術と顧客を基盤とした宅内下水道工事事業への進出 平成１５年１２月ヤブ原産業関西(株） 斑鳩町 土木工事業 屋根の高機能補強改修工事による収益構造の改善 平成１７年８月(株）アーキネット 奈良市 一般土木建設工事業 次世代高品質住宅の自社ブランド化及び地域密着型の営業展開 平成１８年３月(株）アーキ・クラフト 奈良市 一般土木建設工事業 新コンセプト「育つ家」の事業化 平成１８年８月（有）ＹＭカンパニー 香芝市 総合工事業 施工現場におけるソリューション営業の確立 平成２０年５月（株）クラハラ 大和郡山市 総合工事業 新土留壁構築方法（KR工法）導入による自社施工案件のコストダウン及び工期短縮 平成２１年７月風人園 吉野町 造園業 特殊伐採事業等の新規事業領域の拡大による新規雇用の獲得 平成２３年２月モックスカーグ 河合町 建築リフォーム工事業 インテリア・収納家具体験講習会、住まいのカウンセリングサービスの取組を通じた提案型リフォーム事業 平成２３年１２月(株)イムラ 橿原市 木造建築工事業 木造住宅合理化システム（長期性能タイプ）認定事業による経営革新 平成２５年１０月村井工務店 高取町 建築リフォーム工事業 設計から施工・管理まで施主自身が関わる従来にはないリフォーム工事顧客の獲得と方式の導入 平成２７年９月中井鉄工建設（株） 宇陀市 鉄骨工事業 高速量産加工機導入による生産工程の変革と新分野参入計画 平成２８年６月（有）東島鉄工 生駒市 鉄骨工事業 ロボットシステムの導入による生産工程の自動化 平成２９年３月SOUSEI(株) 香芝市 総合工事業 住宅用ＡＩを搭載したドングル及びアプリケーションの開発と販売 平成２９年５月水野鉄工(株) 御所市 鉄骨工事業 鉄骨製造工程のIT・機械化による品質向上及び独自マニュアル作成による組織体制強化 平成３０年６月(株)アレグリア 生駒市 木造建築工事業 狭小の木造物件に特化し、優れた防音機能を有する住環境の提供 令和元年９月ミキエナジー(株) 桜井市 機械器具設置工事業 太陽光発電システムの発電量最大化と維持管理が容易な発電所の建設及び販売 令和元年９月(株)瀧川寺社建築 桜井市 木造建築工事業 （非公開） 令和２年６月ライトウエイ(株) 田原本町 一般建設業 （非公開） 令和２年９月ライフラインサービス(株) 奈良市 設備工事業 日本でも他に例を見ない「絵本ホテル」の開発・運営 令和２年９月



◆専門・技術サービス業企業名 所在地 業種 計画テーマ 承認年月（株）エヌエーシー経営ｻｰﾋﾞｽ 奈良市 その他の専門サービス業 経理事務の通信ネットワーク化 平成１２年２月(有）テクノクラフト 橿原市 その他の専門サービス業 ＩＳＯ認証取得支援コンサルティング事業 平成１５年９月熊谷　剛 奈良市 その他の専門サービス業 会計事務所との提携による事業展開 平成１８年７月森村労務行政事務所 奈良市 専門サービス業 建設現場の労務管理と労災保険の削減のための新システムの開発 平成２２年１月（株）マネジメント・リソース 桜井市 経営コンサルタント業 保育士事務作業の効率化、軽減を支援するプログラムの開発 平成２８年３月（合）アイデアマンユニオン 奈良市 広告業 高齢者の趣味を生かした飲食店開業支援事業 平成３０年２月(株)教育総研 奈良市 経営コンサルタント業 外国人社員の育成とそれに伴う日本企業の発展への寄与 平成３１年３月◆運輸業 企業名 所在地 業種 計画テーマ 承認年月原口運輸商事(株） 大和郡山市 一般貨物自動車運送業 安全運転指数の能力強化、県内限定輸送への切り替え及び異分野進出(印刷業) 平成１４年６月愛和運輸(株） 王寺町 一般貨物自動車運送業 天然ガス車への切り替え及び新事業展開(ｼｬ-ﾌﾟ製ｿｰﾗｰｼｽﾃﾑの販売、貸倉庫業の開始) 平成１４年７月奈良低温(株） 天理市 一般貨物自動車運送業 運送業から物流業への転換（出荷仕分け、貨物取扱、熟練ドライバーを必要としない輸送管理システムの導入）及び介護タクシー事業への進出 平成１４年９月（株）川本カーゴ 橿原市 一般貨物自動車運送業 企画・提案型物流サービスの展開 平成１４年９月新日本輸送(株） 大和郡山市 一般貨物自動車運送業 ＷＥＢトランク創設による生活倉庫”蔵”の提供 平成１４年１１月(株）新和託送 奈良市 貨物軽自動車運送業 信書便事業、福祉タクシーへの参入及びホームページを活用した全国ネットワークの構築 平成１５年５月愛徳トランスポート(株） 天理市 一般貨物自動車運送業 荷主の利便性の追求と環境・安全重視の徹底による売上高、利益率の向上 平成１８年１０月(株)ＫＳ ＬＩＮＥ 河合町 一般貨物自動車運送業 「ＫＳ新物流システム」の開発 平成１９年６月天理総合運輸(株) 天理市 道路貨物運送業 「運送配送センター」確立による新たな物流サービス事業への進出 平成２０年２月原口運輸商事㈱ 大和郡山市 貨物運送事業、倉庫業 一拠点化と倉庫の大型化による経費削減と売上高の増大 平成２２年１０月丸嶋運送(株) 天理市 一般貨物自動車運送業 新センター（営業倉庫）の新設による、３ＰＬ事業の新展開（運送効率向上の実現） 平成２５年９月◆宿泊業・飲食サービス業企業名 所在地 業種 計画テーマ 承認年月(株）さこや 吉野町 旅館業 温泉掘削と温泉関連施設の運営 平成１６年２月(有）桂花 生駒市 飲食店 クッキングスタジオの開設・料理教室の開講 平成１８年４月(有）天平フーズ 奈良市 一般飲食店 正岡子規ゆかりの柿の木をテーマにした新たな事業の展開 平成１８年１２月（株）風神 奈良市 その他の専門料理店業 外国人観光客需要に対応した「ユニバーサルデザイン居酒屋ダイニング業態」の展開 平成２１年９月鬼楽 王寺町 飲食店 受身型飲食店から提案型割烹料理店への変革 平成２２年１２月（有）ドライブインエス・ティ・ディ 大淀町 食堂、レストラン 異業種連携が生み出す吉野厳選食材グルメメニューで地域活性化事業 平成２８年３月(有)コーナー 桜井市 持ち帰り・配達飲食サービス業 お弁当事業の商圏拡大に向けた取り組み 平成３０年９月名阪食品(株) 桜井市 持ち帰り・配達飲食サービス業 既存給食事業における営業戦略・本部機能の刷新によるDX への取組及び、介護食品・菓子ブランド「そふまる」の事業化 令和２年９月(株)魚元わかさ旅館 奈良市 宿泊業 （非公開） 令和２年９月



◆その他のサービス業企業名 所在地 業種 計画テーマ 承認年月ﾅﾝﾄｾｷｭﾘﾃｨｰｻｰﾋﾞｽ（株） 奈良市 建物サービス業 新たな活動による収益拡大及び高齢者の積極的雇用 平成１５年２月アルプス(株） 天理市 建築サービス業 リースキンの地方本部へのランクアップ及びアクアクララの取扱拡大による原価率の削減 平成１５年８月（株）Ｉ・Ｔ・Ｏ 奈良市 廃棄物処理業 木チップの流通効率アップとがれき処理・廃プラスチックの取扱開始による経営革新 平成１５年１０月(株）シバテック 五條市 物品賃貸業 バクテリアと繊維ろ過を使った業界初の汚水浄化システムの販売 平成１９年３月山本商事(株） 御所市 廃棄物処理業 廃棄物収集運搬業から環境保全型リサイクル事業への躍進 平成１９年３月(有)メイト 天理市 その他の事業サービス業（検査業務等） 検品ノウハウに裏付けされたデータ管理体制等を活用した新市場の受注拡大 平成１９年９月（株）ビームコーポレーション 橿原市 その他の事業サービス業 販社の営業マン向けノベルティグッズ専用サイト構築による提案営業強化 平成２１年６月（有）辻自動車工業 王寺町 車両販売・整備・保険業 顧客の各ライフステージにおける最適な総合カーライフサービスの提案 平成２１年１１月コウチフォート 斑鳩町 その他の生活関連サービス業 写真スタジオを軸とした新サービス提案と店舗機能強化による来店者向上に伴う売上拡大 平成２２年１０月ナカヤマ機械（株） 五條市 機械等修理業 点検から修理まで３時間で完結させる「建設現場のダウンタイムの短縮」の実現 平成２７年１２月ナカヤマ機械（株） 五條市 機械等修理業 高齢化する農業事業者の負荷を軽減する「楽くるショベル」の開発 令和元年９月ARS　FRONTIER(株) 香芝市 スポーツ施設提供業 トレーナーが作るメニューによるハーフパーソナルトレーニング経営革新事業 令和２年２月あをに工房(同) 奈良市 職業紹介・人材紹介事業 自動オンライン面接・求職求人検索システムの導入 令和２年９月(株)ソリトン （非公開） （非公開） （非公開） 令和２年９月(株)松嶋測量 御所市 専門サービス業 非対面型電力系測量の提供 令和２年９月◆不動産業企業名 所在地 業種 計画テーマ 承認年月近畿トータルホーム（株） 奈良市 不動産賃貸業・管理業 介護事業及び不動産投資顧問業への参入と設計の内製化による付加価値の追求と高収益体質の構築 平成１７年３月（株）新日本ハウス 奈良市 不動産取引業 露天風呂付き高付加価値住宅の開発・販売による事業領域拡大 平成２１年３月（株）大翔コーポレーション 奈良市 不動産取引業 収益診断モデルの提供による顧客ニーズにマッチした新たな不動産コンサルティング形態の導入 平成２１年１１月ダイキホールディングス 奈良市 住宅インテリア 「ＤＨＳシステム」の開発・導入による新たな生産体制の構築 平成２２年２月(株)スペースドットラボ 奈良市 貸事務所業 再生した町家を活用した宿泊施設奈良町宿「紀寺の家」プロジェクト 平成２３年１０月◆医療・福祉企業名 所在地 業種 計画テーマ 承認年月(有)ヤマキ代務サービス 奈良市 介護福祉 会員制福祉電話と訪問介護を２本柱に、介護タクシー部門も付加した介護サービスの提供 平成１２年３月(有)老楽 葛城市 社会保険・社会福祉・介護事業 分社化及び高齢者対応型賃貸マンションの運営による事業のスリム化と新規顧客の獲得 平成１９年１２月（有）あいネット 天理市 社会保険・社会福祉・介護事業 介護サービス事業者向け経営支援ソフト開発・販売事業の構築 平成２０年１２月(有)ヤマキ代務サービス 奈良市 介護・旅客運送・旅行等事業 介護サービスとツアー企画のコラボ 平成３０年９月浦西鍼灸整骨院 大和高田市 療術業 小型デバイスによる「体の重心、傾き、行動パターン」の可視化システムの開発 平成３０年１２月(株)リールステージ 奈良市 社会保険・社会福祉・介護事業 高齢者の就労支援に係る最適業務マッチング分析AI システムの開発と導入 令和２年９月◆教育・学習支援業企業名 所在地 業種 計画テーマ 承認年月(株)共英社 奈良市 その他の教育・学習支援業（学習塾） 学習到達度調査に対応したカリキュラムの開発と独立採算制の運営による売上高と利益率の向上 平成１９年１２月



◆林業 企業名 所在地 業種 計画テーマ 承認年月川上産吉野材販売促進協同組合 川上村 林業 流通システムの改革と新商品の開発 平成１９年７月豊永林業(株) 下市町 林業 山土場での製材加工サービスによる木材の販路拡大と認証材提供ネットワークの構築 令和２年９月◆ｶﾞｽ・熱供給業企業名 所在地 業種 計画テーマ 承認年月(有)エネルギーシステム研究所 桜井市 熱供給業 プラスチック・紙系廃棄物燃料（ＲＰＦ）を利用した熱供給事業の開始 平成２２年２月


