
(受付番号順)

受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

1 2501210630 北海道 株式会社札幌セーコー 薄型徘徊感知マットセンサの開発 北洋銀行

2 2501210631 北海道 旭東林産協同組合
森林環境に配慮した森林施業のための高性能林業
機械（フォワーダー）導入計画

一般財団法人旭川産業創造
プラザ

3 2501210634 北海道 ホクダイ株式会社
自動車用アルミダイカスト部品の量産に向けた生産
システムの確立

北海道銀行

4 2501210635 北海道 株式会社佐藤製材工場
工場敷地の活用効率を高め、高生産性、低コストを
実現するための最適レイアウト設計

斜里町商工会

5 2501210637 北海道 エノ産業株式会社
大幅な省エネ効果を実現する高断熱・高効率木材乾
燥機の設計、開発

北海道銀行

6 2501210642 北海道 株式会社有我工業所
大型施設用地中熱利用システムの需要拡大を図る
高性能・ローコストボーリング機の導入

北洋銀行

7 2501210644 北海道 株式会社ｉＤ
アプリ処理を融合する高速高信頼なオープン指向イ
ンターネット通信システムの試作開発

北洋銀行

8 2501210645 北海道 山室木工株式会社
２連式ワイドベルトサンダー機械導入による生産性の
向上と新製品新アイテム製作体制の強化

一般財団法人旭川産業創造
プラザ

9 2501210652 北海道 東和食品株式会社
過熱水蒸気焼成機導入による中食市場の開拓およ
び商品競争力の強化

大地みらい信用金庫

10 2501210654 北海道
株式会社北海システムエンジニア
リング

だれにでも扱える「超簡単！マルチベンダー映像監
視システム」の開発

北洋銀行

11 2501210656 北海道 株式会社山中牧場
新型紙パック充填機導入によるコスト削減及び販路
拡大事業

北海信用金庫

12 2501210657 北海道
株式会社もち米の里ふうれん特産
館

切り餅パックの生産拡大を目的とした包装作業機械
化事業

千葉正利税理士事務所

13 2501210658 北海道 黒千石事業協同組合 黒千石大豆・道産米の発芽工程改善計画 北空知信用金庫

14 2501210659 北海道 株式会社カンディハウス
新型突（つき）板（いた）剥（は）ぎ合せ装置（グルース
プライサー）の導入と、新製品テーブルの開発

税理士法人中央総合会計

15 2501210664 北海道 有限会社ヒライ
名寄の特産品「もち米」を使った焼き菓子・パンの生
産性向上による販路拡大

一般財団法人旭川産業創造
プラザ

16 2501210667 北海道 株式会社ＡＳＣｅ（アスク）
外食産業等における汁物供給時の効率及び品質改
善のための汁物サーバー量産モデルの開発事業

北洋銀行

17 2501210668 北海道 緑川木材株式会社
高精密木材研削加工設備の導入による三層パネル
の製造技術の確立

愛別商工会

18 2501210669 北海道 旭イノベックス株式会社
生産能力向上・大型物件対応に向けた、鉄骨柱大組
立溶接ロボットシステム導入

北海道銀行

19 2501210670 北海道
株式会社ＣＳソリューション
株式会社ノーステック

子牛の効率的な健康管理のための非接触・自動体
温計測システムの開発

北海道中小企業総合支援セ
ンター

20 2501210674 北海道 北海道内田鍛工株式会社
「金属パイプ自動加工設備」導入による製造ラインの
生産性の向上と新規市場への展開

北洋銀行

21 2501210676 北海道 久米工業株式会社
プレスブレーキ金型導入による品質向上と低コスト短
納期化生産体制の構築

釧路信用金庫

22 2501210677 北海道
ハンドル知床クリーンサービス有限
会社

複数廃棄物の搭載を可能にした架装荷台導入による
効率化計画

商工組合中央金庫

23 2501210679 北海道 上田ボデー株式会社
水性塗料対応型塗装ブースの導入に伴う有機溶剤
使用量の大幅な削減による作業環境の改善及び作
業時間の短縮による生産性の向上

旭川信用金庫

24 2501210682 北海道 有限会社カミヤマオートセブン
「超高張力鋼板」に対応したスポット溶接機の導入に
よる自動車整備態勢の強化

野田会計事務所

平成２５年度補正　中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業
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受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

25 2501210684 北海道 株式会社イソップアグリシステム
北海道産大豆を使った乳酸菌・酵母発酵食品（ヨーグ
ルト）の試作開発及び商品化

北見信用金庫

26 2501210685 北海道 グリーンテックス株式会社
発酵食品である味噌と抗酸化力のある黒ニンニクを
使い機能性食品である黒にんにく味噌の商品開発

北洋銀行

27 2501210690 北海道 岩橋印刷株式会社
ハイビジョンカラーで表現する耐久性の高い屋外・屋
内広告の事業化

税理士法人札幌中央会計
代表社員　水野克也

28 2501210691 北海道 株式会社リッジワークス
３Ｄプリンタの導入等による新たな入退場管理システ
ムの開発

あすか税理士法人　川股修
二

29 2501210692 北海道 株式会社ヒロシ工業
高度工作機械の導入による切削能力の高度化と野
菜選別機械開発力の強化

北洋銀行

30 2501210693 北海道 株式会社ピー・エム・シー
最新型ＣＮＣルータ導入による３Ｄ造形事業と高精度
アクリル加工の実現による新規顧客の開拓と獲得

北海道銀行

31 2501210695 北海道 北神産業株式会社
地場特産品である玉葱の自動選別システム導入によ
る作業効率化、処理能力の拡大

北見信用金庫

32 2501210702 北海道 料理宿宮寿司
南檜山産アスパラのペースト（原料）を活かしたドレッ
シング等の商品化事業

北洋銀行

33 2501210703 北海道 有限会社ＡＳＫ よく飛ぶ重心移動型バイブレーションルアー開発事業 北洋銀行

34 2501210705 北海道 北開鉄工有限会社
バイオガス発酵槽から排出されるスラッジの固液分
離機の開発

帯広信用金庫

35 2501210708 北海道 株式会社總北海
カラー印刷品質検査装置導入による品質安定化とそ
れに伴うパッケージ等の受注増

川口幸三税理士事務所

36 2501210710 北海道 株式会社髙田機械製作所
放射線を遮蔽する容器及び部材を低価格で量産でき
る技術の確立

北洋銀行

37 2501210711 北海道 株式会社カネサン佐藤水産
殺菌海水を使用した冷凍イカや冷凍魚の氷温微細気
泡解凍による品質向上のための海水紫外線殺菌シ
ステムの導入。

北海道銀行

38 2501210715 北海道 北海道ワイン株式会社 ブドウ圧搾残渣を用いた光老化対策化粧品の開発 小樽信用金庫

39 2501210720 北海道 フクザワ・オーダー農機
ソーラー式長いもプランター用自動畝追随装置の試
作開発

帯広信用金庫

40 2501210722 北海道 株式会社高木金型製作所
金型製作、試作品の精度向上及び納期短縮を目的
とした高性能ワイヤー放電加工機の導入

北洋銀行

41 2501210723 北海道 株式会社北海光電子 φ （仕事関数）メーターの開発 北洋銀行

42 2501210726 北海道 株式会社フレアサービス
全道展開に向けた、セントラルキッチンの生産効率向
上とインシデント防止

北見信用金庫

43 2501210728 北海道 株式会社トータルラインパック津山 砕氷を船積みするための排出装置の開発 商工組合中央金庫

44 2501210735 北海道 北海道車体株式会社
エネルギー関連特殊車輌の架装事業の拡大と生産
プロセス強化

北海道銀行

45 2501210738 北海道 株式会社にれ
外国人団体観光客の来客対応力の向上・販売体制
の構築強化事業

税理士法人加藤会計事務所
加藤恵一郎

46 2501210745 北海道 有限会社加藤ボデー工業
環境に配慮した最新型自動車用水性塗料対応速乾
塗装ブース導入による、作業環境改善と生産リードタ
イムの短縮

北見信用金庫

47 2501210747 北海道 上山試錐工業株式会社
地盤調査に用いる自走化試験機の開発と価格競争
力の強化

北洋銀行

48 2501210748 北海道 石上車輛株式会社
使用済み自動車処理技術の高度化によるレアメタル
を始めとする貴重資源の有効利用

北海道銀行

49 2501210753 北海道 株式会社檜山鐵工所
大型床上式横中ぐりフライス盤導入による高機能・高
精度化及び生産体制の強化

北海道銀行
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受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

50 2501210757 北海道 株式会社高橋商事
設備を導入し材料製造プロセスの改善を図り、更なる
食の安全・安心を追求した当社製品の提供

北陸銀行

51 2501210758 北海道 ＷＥＢＯＳＳ株式会社 マンションモデルルーム専用ｉＰａｄ３Ｄアプリの開発 札幌商工会議所

52 2501210759 北海道 港工業株式会社
老朽化した旧型の開先加工機を最新の加工能力を
有する新型機に更新

北海道銀行

53 2501210764 北海道 北海食品株式会社
小ロットおよび鮮度保持の顧客ニーズに対応する窒
素置換技術を応用した設備の新規導入

北洋銀行

54 2501210768 北海道 企業組合北見産学医協働センター
農業残渣である北見産紫蘇水を活用した忌避剤及び
食品洗浄剤の商品化

北見信用金庫

55 2501210771 北海道 浜塚製菓株式会社
新たな成型システム装置の導入による道産小麦の風
味「ゆめちからかりんとう」の実現。

北海道銀行

56 2501210772 北海道 株式会社岡本農園
元農作物を活用した６次産業化に伴う製品安定供給
システムの確立

帯広信用金庫

57 2501210773 北海道 株式会社アイミック
シール印刷用デジタル製版機導入による品質向上と
生産性の向上

北洋銀行

58 2501210774 北海道 有限会社加藤木工
特注造作家具の短納期化のための複合ボーリング
マシンの導入

北洋銀行

59 2501210776 北海道 株式会社貞伊
高速・高精度切断機械導入による、供給能力拡大・
顧客ニーズ対応（短納期・高品質）の実現

商工組合中央金庫

60 2501210779 北海道 ヨシツネ食品株式会社
挽肉製造ラインの半自動機械導入による生産能力・
商品力向上の開発事業

北洋銀行

61 2501210781 北海道 イーアイテクノ株式会社
最新型自動分析機器の導入による分析精度の向上
と省力化

北見信用金庫

62 2501210784 北海道 株式会社萩原敬造商店
大豆の選別機を導入し、作業効率化によって付加価
値の高い大豆の取扱を強化する

帯広信用金庫

63 2501210789 北海道 株式会社小原
北海道産天然果汁の高濃度炭酸飲料を生産するた
めの高効率充填・キャッパー機器の導入

北海道銀行

64 2501210796 北海道
株式会社グリーン＆ライフ・イノ
ベーション

酪農家の省力化に役立つ遠隔看視のための反芻モ
ニタリング機器の実用化開発

公益財団法人北海道中小企
業総合支援センター

65 2501210798 北海道 空知単板工業株式会社
国産縦突スライス単板の品質安定化による複合フ
ローリングの品質向上

商工組合中央金庫

66 2501210800 北海道 株式会社アルフレックスジャパン
モールド自動発泡機導入による構造体の品質安定、
環境整備及びコストダウン

北洋銀行

67 2501210801 北海道 ロマンス製菓株式会社
高性能煮詰め釜の導入による、北海道産原料を多用
した高付加価値ソフトキャンディの製造

北見信用金庫

68 2501210809 北海道 株式会社Ｍ．Ｃ．Ｓ ＩＰカメラ等を活用した融雪制御システムの開発
税理士法人知野会計事務所
代表社員　知野福一郎

69 2501210817 北海道 有限会社渋田産業
国内市場で希少性の高い「国内産乾燥きのこ」事業
への進出による経営革新

網野中小企業診断士事務所
網野征樹

70 2501210820 北海道 株式会社エルパソ
豚肉のオレイン酸含有量脂質検査機械導入によるプ
レミアム化事業

ＺＩＯＮ株式会社

71 2501210822 北海道 一久庵 数の子とにしんを用いたプレミアムにしんパイの開発
一般財団法人旭川産業創造
プラザ

72 2501210823 北海道 有限会社丸イ伊藤染舗
アナログ技術とデジタル技術の融合による生産性向
上と体験型観光の充実化

小樽信用金庫

73 2501210824 北海道 株式会社オバリ
ＷＥＢ上で発注できる新システムの開発による工事
用看板の短納期実現事業

北洋銀行

74 2501210825 北海道 旭川機械工業株式会社
ブレーキプレス導入による生産効率の向上及び加工
時間の短縮

一般財団法人旭川産業創造
プラザ
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受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

75 2501210826 北海道 株式会社エーデルワイスファーム
古式ドイツ製法のハム・ベーコンの熟成施設補強及
び機械導入による生産量増強事業と付加価値向上

北海道銀行

76 2501210828 北海道 トルク精密工業株式会社
自動車産業部品製造における自動化設備導入よるコ
スト競争力向上

公益財団法人北海道中小企
業総合支援センター

77 2501210832 北海道 五嶋金属工業株式会社
高速・高精度バンドソーマシン導入による生産性向上
対策

室蘭信用金庫

78 2501210833 北海道 株式会社ストーク 機能別暖房機相互制御装置 北海道銀行

79 2501210834 北海道 株式会社ベイクド・アルル
『最新の３Ｄ急速冷凍と包装システムで消費期限を延
長した高品質な冷凍洋菓子の開発事業』

北洋銀行

80 2501210836 北海道 栄進工業株式会社
設備導入による建築鉄骨製造工程における「Ｑ．Ｃ．
Ｄ向上」

空知信用金庫

81 2501210837 北海道 株式会社知床第一ホテル
世界自然遺産「知床」ならではの自然資源を活用した
新観光サービス開発事業

商工組合中央金庫

82 2501210838 北海道 株式会社キメラ
金型の長寿命化を図る低コストで高品質・高精度な
超硬材切削加工技術の確立

公益財団法人北海道中小企
業総合支援センター

83 2501210843 北海道 株式会社環境経営総合研究所
紙発泡体端材を利用し、環境負荷低減及びメンテナ
ンス性を向上させた吸音材の生産高効率化

北海道銀行

84 2501210845 北海道 白崎繊維工業株式会社
一般家庭向けメンテナンス付きオリジナル寝具類の
リース事業

北央信用組合

85 2501210847 北海道 有限会社島田自動車工業
４Ａサポート事業（４輪アライメント整備サポート事業）
当社で培ったアライメント技術を活かし、これまでにな
い自動車４輪技術の育成サポート事業。

北陸銀行

86 2501210851 北海道 ティ・イー・シー株式会社
複雑形状大型機械設備設計への３Ｄプリンタの導入
活用

室蘭信用金庫

87 2501210852 北海道 株式会社安田鉄工所
大型建築用鉄骨の受注拡大に向けた溶接ロボットの
導入

北見信用金庫

88 2501210855 北海道 株式会社わっさむファクトリー
ペポカボチャシードオイルの生産体制の強化による
北海道・和寒ブランド商品の高付加価値化

和寒町商工会

89 2501210860 北海道 農業生産法人株式会社輝楽里 ６次産業化　黒にんにくを食べて日本を元気に事業 北陸銀行

90 2501210863 北海道 株式会社マツオ
新型Ｘ線異物検出装置導入による品質の向上とブラ
ンド力の向上

北洋銀行

91 2501210864 北海道 京セミ株式会社
球状太陽電池を用いた水電解用小型モジュールの
技術開発

北洋銀行

92 2501210866 北海道 三栄機械株式会社
ＮＣフライス盤の導入による生産能力の引き上げと製
品の高品質化

一般財団法人旭川産業創造
プラザ

93 2501210868 北海道 株式会社西野製作所
製造コスト低減と価格競争力強化・新規顧客獲得に
向けた新型ＮＣ旋盤の導入

室蘭信用金庫

94 2501210873 北海道 株式会社ＶＥＲＳＩＯＮ２ 教育機関向け動画配信システム開発事業 北洋銀行

95 2501210883 北海道 株式会社みどり工学研究所
フィールドデータ伝送システム用　農業ＩＴセンサー及
びソフトウェアの開発

札幌商工会議所

96 2501210884 北海道 島田建具製作所
３Ｄ木工旋盤機（３Ｄターニングマシン）を用いた高精
度・短納期の３Ｄ木製造形物の試作システムの開発

北見信用金庫

97 2501210891 北海道 有限会社岩野鉄工所
ＮＣ制御横中繰り盤の導入による品質および生産性
向上と競争力強化

北洋銀行

98 2501210892 北海道 株式会社長沼あいす
大豆ピューレを用いた機能性アイスクリームの試作
開発とアジア地域への輸出事業

一般社団法人中小企業診断
協会北海道

99 2501210893 北海道 ソメスサドル株式会社
地域活性化に資する在宅ワークシステムの構築と高
級革製品製造のための技能習得教育

公益財団法人北海道中小企
業総合支援センター

100 2501210894 北海道 室蘭製綱株式会社
ワイヤロープ端末加工用ロック加工機導入による競
争力強化

室蘭信用金庫
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101 2501210896 北海道 株式会社パーペル
道内初の製法による高品質な紙器を製造する量産
設備の導入

北陸銀行

102 2501210902 北海道 株式会社ノースグラフィック
道産食材を活かした人気店の味をそのままアジアへ
提供する事業

北洋銀行

103 2501210905 北海道 旭川駅立売株式会社
国内と海外の販路拡大に伴う設備強化及び新商品
開発

北央信用組合

104 2501210909 北海道 株式会社カムイ電子
高精度クリームはんだ印刷機導入による実装基板の
生産性向上対策

北洋銀行

105 2501210910 北海道 曲正北島製パン株式会社 新規顧客層へ向けた商品開発・製造及び販売強化 北洋銀行

106 2501210915 北海道 株式会社新生
大型プリンタとカッティングマシン導入によるパッケー
ジ事業の強化

北洋銀行

107 2501210922 北海道 株式会社エルフィン
省エネタイプ無機ＥＬパネルの先進的製造技術の開
発

商工組合中央金庫

108 2501210923 北海道 有限会社エムズジャパン
歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による歯科技工物の高品
質化及び製造作業の効率化及び短納期化

北洋銀行

109 2501210924 北海道 株式会社Ｓａｖｏｎ　ｄｅ　Ｓｉｅｓｔａ
北海道産の自然素材を活用したクレンジングおよび
ＵＶクリームの製品開発

北洋銀行

110 2501210930 北海道 美点工場有限会社
地元産生薬を使用した安全で美味しい薬膳メニュー
の開発と新設備導入による効能・品質の確立

北洋銀行

111 2501210932 北海道 有限会社天心農場
「チコリー茶」製品の生産性向上と機能性表示制度
（ヘルシーＤｏ）取得に向けた設備導入

北海道銀行

112 2501210936 北海道 株式会社シバタ鐡工業
新型鉄筋自動曲装置導入によるプログラミング加工
の実現と生産性の向上

株式会社ラコンテ

113 2501210937 北海道 株式会社アスリートクラブ
小型マシニングセンタ導入による新型オーダーメイド
インソールの開発及び量産化事業

北洋銀行

114 2501210938 北海道 株式会社Ｗｉｌｌ－Ｅ
既設下水道配管の配管形状測定（リバースエンジニ
アリング）装置の開発

北洋銀行

115 2501210940 北海道 株式会社北海道鑑定 漏油事故における室内灯油臭評価法の開発 北海道銀行

116 2501210941 北海道
株式会社倉本鉄工所
光源舎オートプロダクツ株式会社
株式会社コスモメカニクス

道内ものづくり企業連携体による寒冷地対応型コン
バージョンＥＶの開発

公益財団法人北海道中小企
業総合支援センター

117 2501210943 北海道 株式会社桐光クリエイティブ
ＰＲ動画制作・配信拠点「北海道ストーリーラボ」の創
設

北洋銀行

118 2501210944 北海道 株式会社ハートビット
ＴＯＯＮＢＯＯＭソフトを使用した教育プログラムソフト
の制作販売

北洋銀行

119 2501210952 北海道 有限会社スモークアップジャパン
北海道の食材で作る「サーモンディップ」の本格的な
商品化量産体制の確立事業

公益財団法人北海道中小企
業総合支援センター

120 2501210953 北海道 株式会社ケンリツ
高品質・多品種の実現の為、ネットワーク対応曲げ機
械の導入計画

北海道銀行

121 2501210974 北海道 株式会社技研工房
多目的計測を安価に実現する「簡易型環境計測シス
テム（ＳＥＭＳ）」の開発

北洋銀行

122 2501210977 北海道 株式会社ノースクリエイト
北海道を訪れる外国人観光客向け「多言語対応の販
促支援システム」の構築

株式会社ネクストビジネス

123 2501210985 北海道
株式会社沿海調査エンジニアリン
グ

新型潜水呼吸ガス導入による潜水活動の安全性・生
産性の向上計画

北海道銀行

124 2501210986 北海道 杉村農園
急速冷凍庫で工程を分割し、地粉のノンオイルシフォ
ンケーキの量産化を図る

網走信用金庫

125 2501210992 北海道 株式会社ジーンテクノサイエンス
バイオ医薬品候補としての難生産性生体内タンパク
質の作製法の樹立及びその試作

北斗税理士法人　甚野章吾
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126 2501210995 北海道 株式会社サングリン太陽園

農業生産者の防除作業の効率化及び生産物の高品
質化並びに環境への負担軽減化を実現するため、無
人ヘリコプターによる正確な防除作業と安全性の向
上を可能にするＧＩＳシステムの開発を行う。

北洋銀行

127 2501210998 北海道 株式会社Ｆｌａｎｄｅｒｓ
菓子専門店による土産向け新商品の開発と新しい販
路開拓

北洋銀行

128 2501210999 北海道 鹿遠産業株式会社
漢方必須原料大黄（ダイオウ）の「量産・乾燥品質安
定加工システム」構築事業

稚内信用金庫

129 2501211004 北海道 株式会社スマートサポート
中高年の作業時の後背部危険姿勢および疾病予防
のための可変剛性スーツの試作開発

税理士笹山千鶴子

130 2501211008 北海道 株式会社サンフレッシュサービス
産地市場の新鮮素材に拘ったハイグレード仕出し・
ケータリング事業

北洋銀行

131 2501211012 北海道 有限会社三浦好商店
最新式しじみ選別機の導入による作業効率化と網走
湖産しじみの販路拡大事業

網走信用金庫

132 2501211019 北海道 株式会社スリービー
栽培日数を６日短縮した、たもぎ茸のブロック栽培シ
ステム確立

商工組合中央金庫

133 2502210155 青森県 青森エンジニアリング株式会社
形鋼用バンドソー加工装置の導入と材料加工技術の
高度化

青森銀行

134 2502210156 青森県 有限会社クドウ電子
試作プロセス改良による先端医療部品の高品質・低
コスト製造技術の確立

一般社団法人首都圏産業活
性化協会

135 2502210159 青森県 花万食品株式会社
イカの未活用部分を素材とした、柔らかな食感・長期
保存可能な新商品開発

三八城税理士法人

136 2502210165 青森県 青森エコサイクル産業協同組合
自動車塗装用ＶＯＣ吸着剤の高性能化・商品化に関
する試作開発

公益財団法人２１あおもり産
業総合支援センター

137 2502210166 青森県 株式会社野舘産業
船舶艤装品用等、多種多様なシート加工に対する高
精度・溶着強度向上の実現

八戸商工会議所

138 2502210168 青森県
株式会社ジョイ・ワールド・パシ
フィック

自然エネルギーを利用した省電力遠隔モニタリング
システムの試作開発

公益財団法人２１あおもり産
業総合支援センター

139 2502210170 青森県 株式会社はとや製菓
凍結乾燥法による高品質即席食品の試作開発と自
動包装機器の導入

商工組合中央金庫

140 2502210172 青森県 有限会社清水鉄工所
ＣＮＣ旋盤、ＣＡＤ／ＣＡＭ等の導入による加工製品の
高精度化と製造工程のワンストップ化の実現

八戸商工会議所

141 2502210177 青森県 美保野グリーン牧場株式会社 地域の農畜産物を利用したソーセージの製造 近田雄一税理士事務所

142 2502210179 青森県 かねご製餡株式会社
新規設備導入による食品安全マネージメントシステ
ムの高度化と商品開発

八戸商工会議所

143 2502210180 青森県 六花酒造株式会社 青森県産素材・嶽きみを活用したリキュールの製造 弘前商工会議所

144 2502210182 青森県 有限会社十字堂
パネルソー及びカッティングマシン導入による看板等
制作技術の高度化

税理士石川大輔事務所

145 2502210187 青森県 日本砿研株式会社
地域未利用バイオ資源の高品質化設備の導入と飼
料用原材料の試作開発

小野寺税理士事務所

146 2502210192 青森県 株式会社冬木工業
高性能シャーリング機導入による特殊素材を利用し
たダクトの開発

公益財団法人２１あおもり産
業総合支援センター

147 2502210200 青森県 株式会社八食サービスエイト
統合管理システムの導入と顧客動線分析法等による
高効率的な販売力向上の確立

八戸商工会議所

148 2502210203 青森県 八甲田電子株式会社
ガラス封入型サーミスタの更なる小型化の試作及び
量産化計画（ＮＧＲ１サーミスタ計画）

東北銀行

149 2502210206 青森県 青森県りんごジュース株式会社
青森県産トマトを活用したサラッと美味しい低粘性ト
マトジュースの開発事業

商工組合中央金庫

150 2502210207 青森県 有限会社本田医薬情報センター
これから訪れるセルフメディケーション時代にむけた
調剤薬局のシステム構築と医療体制崩壊を防ぐシス
テム構築

近田雄一税理士事務所

6／186



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

151 2502210208 青森県 島倉水産株式会社
食品包装ラインへの自動化・ＩＴ機器導入による製品
別個体管理事業

八戸商工会議所

152 2502210209 青森県 株式会社サン・コンピュータ
自治体小規模システム向け業務支援パッケージの開
発

商工組合中央金庫

153 2502210218 青森県 株式会社昭和ドレストワダ研究社
積層式自動裁断機（ＣＡＭ）の導入により、作業のス
ピード化・製品の均一化・短納期化と雇用の拡大の
実現

公益財団法人２１あおもり産
業総合支援センター

154 2502210223 青森県 株式会社ヨコサワ
三次元測定機の導入と航空機エンジン整備用台車
の試作開発

青森銀行

155 2502210227 青森県 株式会社カロリアジャパン
人工知能を搭載した携帯型食品成分検査装置の試
作開発

髙岡和人税理士事務所

156 2502210230 青森県 株式会社青和食品
最新の水耕栽培技術を駆使した安心・安全が明白な
差別化商品作り

商工組合中央金庫

157 2502210231 青森県 株式会社サンライズ・エー・イー 高齢者施設向け新統合システムの商品化開発事業
公益財団法人２１あおもり産
業総合支援センター

158 2502210234 青森県 青森ファッション株式会社
小ロット・多品種・高難易度・短納期生産強化のため
の高速自動裁断機導入により生産技術の高度化と
雇用拡大

海津市商工会

159 2502210237 青森県 有限会社榊隆三商店
消費者及び販売先ニーズである安全・安心な高鮮度
水産物流通を図るための高度計量技術の導入及び
効率的運搬ラインの構築事業

八戸商工会議所

160 2502210239 青森県 協同組合サンロード青森
スマートフォンを利用した来店ポイントシステムによる
会員顧客の増加と利便性向上

公益財団法人２１あおもり産
業総合支援センター

161 2502210240 青森県 広和計装株式会社
産業用動力回転装置等軸受け部振動計測監視シス
テム試作開発

税理士法人つばさ会計

162 2502210242 青森県 第一建材工業株式会社
鉄骨溶接ロボット導入により女性も働ける環境を整備
し人材の確保と生産能力を向上させる

青い森信用金庫

163 2502210244 青森県 株式会社ＫＯＷＡ
電解法による海藻類アルギン酸の効率的な抽出・精
製技術の試作開発

髙岡和人税理士事務所

164 2503210162 岩手県 有限会社生出精密
高精度画像寸法測定器導入による精密加工部品の
品質向上・短納期化・生産性の向上の実現

株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

165 2503210164 岩手県 杜陵高速印刷株式会社
顧客と価値を共有できる『印刷デザイン共有システ
ム』による納期大幅短縮と受注拡大

公益財団法人いわて産業振
興センター

166 2503210165 岩手県 二戸自動車整備協業組合
新型検査機及び検査ライン効率化システムの導入に
よる、検査技術向上・納期短縮・新規顧客獲得の取り
組み

みちのく銀行

167 2503210166 岩手県 有限会社大和製作所
最新加工機械と治具製作技術を融合した複雑形状
製品の低コスト化・短納期化

東北銀行

168 2503210167 岩手県 有限会社コアリング
立形マシニングセンター導入による、納期短縮対応、
製作コストの削減、大型金型製作に対応。

岩手銀行

169 2503210168 岩手県 株式会社岩鋳
水平型鋳型造型機の導入による南部鉄器の歩留ま
り改善による収量効率化

商工組合中央金庫

170 2503210172 岩手県 株式会社オノデラサイン
色ムラのない商品製作の為の「オイル式熱転写機」
の導入

盛岡信用金庫

171 2503210175 岩手県 有限会社前田合金鋳造所
鋳造用砂型技術強化による高品質アルミニウム合金
および銅合金部品の試作開発

岩手銀行

172 2503210176 岩手県 ミネックス株式会社
廃棄されるワカメの茎、ウニ殻を利用した新規肥料の
開発

釜石商工会議所

173 2503210180 岩手県 株式会社名東技研
複合研削盤の導入による大型・高精度セラミック部品
の事業拡大

愛知銀行

174 2503210183 岩手県 株式会社及精鋳造所
３Ｄ高度加工機の導入による南部鉄器の試作品開発
事業

商工組合中央金庫

175 2503210185 岩手県 大森クローム工業株式会社
ストレージメディア用ロールにおける、めっき被膜のク
ラック数管理と試作開発

横浜銀行

176 2503210188 岩手県 株式会社上神田歯研
先進医療の歯冠補綴物製作装置（ＣＡＤ／ＣＡＭ）導
入による地域歯科医療への貢献

北上信用金庫
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177 2503210192 岩手県 株式会社おがよし 地場産品の販路拡大に伴う高付加価値事業 東北銀行

178 2503210195 岩手県 株式会社佐藤縫製
生産プロセスの革新によるＱＣＤ強化に伴う多様な
ニーズへの対応

岩手銀行

179 2503210197 岩手県 川辺産業株式会社
大幅な工程短縮と高水準保証体制構築による自動
車部品の受注拡大

花巻市起業化支援センター

180 2503210206 岩手県 北上精工株式会社
自動検査システム導入による検査工程の省力化、工
程改善

北上信用金庫

181 2503210207 岩手県 都生工業株式会社
高性能・省エネ型金属溶着炉導入による高耐摩耗・
耐久性溶射技術の高度化

岩手銀行

182 2503210209 岩手県 株式会社富士通研製作所
画像寸法測定器導入による金型製作の納期短縮と
品質保証体制の確立

巣鴨信用金庫

183 2503210210 岩手県 岩手鋳機工業株式会社
縦型マシニングセンタ導入による高効率コンプレッ
サー部品の高精度加工と短納期対応

岩手銀行

184 2503210211 岩手県 株式会社佐々木印刷
デジタル印刷機の導入による当社特許製品「ハグレ
ス」、「連ラベル」、「菜果ラベル」の高付加価値化を図
る

岩手銀行

185 2503210221 岩手県 ニッコー・ファインメック株式会社
電子基板からのレアメタルの高効率分離・回収シス
テムの構築

商工組合中央金庫

186 2503210222 岩手県 株式会社東亜エレクトロニクス
『機能特化型レーザーマーカー導入による顧客要求
の対応力強化と付加価値生産性の向上』

公益財団法人いわて産業振
興センター

187 2503210223 岩手県 株式会社マーマ食品
高齢者向けユニバーサルデザインフード対応「簡単
調理やわらか惣菜」の開発及び製造販売

花巻市起業化支援センター

188 2503210225 岩手県
株式会社ピーアンドエーテクノロ
ジーズ
有限会社ホロニック・システムズ

手指機能回復に資するロボット技術援用型ミラー療
法システムの改良試作

公益財団法人いわて産業振
興センター

189 2503210228 岩手県 株式会社根岸工業所
ショットブラスト導入による仕上げ工程の高効率化と
短納期化

商工組合中央金庫

190 2503210230 岩手県 株式会社環境保全サービス
自動車フロントガラス等未利用資源ガラス類のリサイ
クル装置の開発と事業化

北日本銀行

191 2503210236 岩手県 有限会社三協金属
自硬性鋳型ミキサーおよび炉前管理機器の導入によ
る医療用鋳物の生産プロセス強化

岩手銀行

192 2503210238 岩手県 有限会社マルヒ製材
岩手県産アカマツ小径木を活用した幅ハギ集成耐力
床材の試作・開発

みちのく銀行

193 2503210243 岩手県 株式会社丸辰カマスイ
南部鼻曲り鮭由来ＤＨＡ、ＥＰＡを利用した機能性食
品素材の試作・開発

釜石商工会議所

194 2503210244 岩手県 株式会社北上エンジニアリング
納期短縮化および金属加工製品の多様化を展望し
たワイヤ放電加工機の導入

岩手銀行

195 2503210245 岩手県 株式会社薄衣電解工業
生産管理システムの導入による業務プロセスの高度
化と新事業分野の開拓

公益財団法人いわて産業振
興センター

196 2503210250 岩手県 株式会社木村設計Ａ・Ｔ
三次元ＣＡＤ活用による高意匠性建築デザインの設
計リードタイム短縮と提案力の向上

花巻市起業化支援センター

197 2503210254 岩手県
株式会社サンライズエンジニアリン
グ

サーボプレス導入による金属部品製造の生産性向上
と受注拡大

花巻市起業化支援センター

198 2503210257 岩手県 山口北州印刷株式会社
温湿度環境最適化による高品位・高生産性・低コスト
印刷体制の確立

商工組合中央金庫

199 2503210258 岩手県 松栄商事株式会社 消防用設備点検における顧客管理システムの導入 和田孝仁税理士事務所

200 2503210261 岩手県 株式会社アリメント
卸売業としての新たな機能『ピッキングセンター』を付
加し、東北のうまいものの発信力を強化

株式会社ＡＢＣオフィス

201 2503210263 岩手県 株式会社プラス測量設計
最新鋭３Ｄレーザースキャナ導入による測量業務の
省力化と受託分野の拡大

東北銀行

202 2503210264 岩手県 有限会社エスジーディー
微細細穴加工機と細線ワイヤー加工機を併用した微
細加工の実現と受注拡大

岩手銀行
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203 2503210265 岩手県 武藤工業株式会社
熱風循環式電気炉の増設及び改良による熱処理
リードタイムの短縮化

北上信用金庫

204 2503210266 岩手県 株式会社榊鐵工所
ショットブラストマシンの導入による新規取引先の開
拓と競争力強化

公益財団法人いわて産業振
興センター

205 2503210276 岩手県 フィンガルリンク株式会社
ワイヤレス送信機能付き心拍・陣痛一体型センサー
の開発

公益財団法人いわて産業振
興センター

206 2504210206 宮城県 工藤電機株式会社
製品構成データをリアルタイムに統合した生産管理
システム

七十七銀行

207 2504210209 宮城県 ゼライス株式会社
脳神経機能の維持・改善効果を有する健康食品素材
の開発

伊藤五郎税理士事務所

208 2504210210 宮城県 青葉化成株式会社
酵素反応と膜乳化を応用した医療・健康食品用の可
食性被覆材の研究開発

七十七銀行

209 2504210211 宮城県 株式会社東京ファッション
高難度素材の可縫製と若年作業者に対応する設備
と安定品質を実現

亘理山元商工会

210 2504210212 宮城県 三丸化学株式会社
新規な免疫化学的診断薬製品の量産試作と製造設
備の構築

七十七銀行

211 2504210217 宮城県 株式会社ヴィ・クルー
ＢＭＳを駆使した可搬式パーソナルヴィークル用機械
制御機構の開発

七十七銀行

212 2504210218 宮城県 株式会社メムス・コア
サブミクロン金粒子を用いた低温ＭＥＭＳ接合ビジネ
スの展開

商工組合中央金庫

213 2504210223 宮城県 本吉スーツ有限会社
洗濯しても縮まない服をつくる為の、生地整形技術の
試作開発

気仙沼信用金庫

214 2504210224 宮城県 イシイ株式会社
男性小便用の無水トイレに一体的に装着する電子看
板の試作開発

商工組合中央金庫

215 2504210225 宮城県 株式会社ヨシムラ
ＰＶＣ混合廃プラスチックの脱塩素前処理機能付き熱
分解油化装置の試作

一関信用金庫

216 2504210226 宮城県 株式会社菊地製作所
市場ニーズを捉えた笹かまぼこ用の成形装置の試作
開発

七十七銀行

217 2504210228 宮城県 金の井酒造株式会社
高精度分析システム導入による有機肥料栽培「亀の
尾」を用いた新商品開発

七十七銀行

218 2504210231 宮城県 株式会社ナカトガワ技研
デジタルマイクロスコープ導入による精密金型の短納
期化・生産性向上の実現

株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

219 2504210239 宮城県 三養水産株式会社
オゾン殺菌海水による　“生食用”牡蠣の安全品質向
上とブランド力の強化の確立

七十七銀行

220 2504210240 宮城県 株式会社モビーディック
自動裁断機導入（ＣＡＭ）による既製品の低コスト・短
納期化

七十七銀行

221 2504210242 宮城県 パティスリーミティーク
立体造形ラテアートとドリンクケーキの商品開発によ
る競争力強化と売上増強

公益財団法人みやぎ産業振
興機構

222 2504210244 宮城県 バイスリープロジェクツ株式会社 表面欠陥検査用同期式光学ヘッドの開発 渡邉明裕税理士事務所

223 2504210247 宮城県 株式会社山和酒造店 低アルコール本格清酒の開発による新市場開拓 七十七銀行

224 2504210248 宮城県 テクノウイング株式会社
中堅中小小売・サービス業への来店客増加支援シス
テムの試作開発

公益財団法人みやぎ産業振
興機構

225 2504210249 宮城県 株式会社ＴＢＡ 遺伝子検査用ストリップ（ＰＡＳ）の量産体制の確立 七十七銀行

226 2504210251 宮城県 株式会社北光
高密度集積基盤を有する製品への個別製造履歴印
字方法の研究開発及び個別製造履歴追跡可能な仕
組みの構築

七十七銀行

227 2504210253 宮城県 合資会社齋藤メッキ工業社
自動車部品の生産に必要なダブルニッケルクロム
めっきの自動処理技術の確立

公益財団法人みやぎ産業振
興機構

228 2504210256 宮城県 株式会社金魂
「伊達の食文化」の海外輸出を可能にする仕出弁当
の加工技術の開発

杜の都信用金庫
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229 2504210260 宮城県
ジャパン・エンヂニアリング株式会
社

日本初、スクリンプラー配管設備のステンレス化と溶
接レスによる省エネ化

株式会社ヒューマンネット・コ
ンサルティング

230 2504210261 宮城県 ＫＦアテイン株式会社
豪雪地域の屋根及び陸上構造物の積雪低減を図る
環境配慮重視型塗料開発

公益財団法人みやぎ産業振
興機構

231 2504210264 宮城県 株式会社フォトニックラティス
超高速イメージセンサへのフォトニック結晶実装技術
開発事業

公益財団法人みやぎ産業振
興機構

232 2504210265 宮城県 株式会社角星
新しい清酒の飲用スタイルを実現する高アルコール
濃度清酒の醸成

岩手銀行

233 2504210267 宮城県 光電子株式会社
多機能ウェアラブル活動量計用無接点給電装置の
開発

ＮＰＯ法人未来産業創造おお
さき

234 2504210269 宮城県 株式会社Ｓｕｎｎｙｄａｙ
Ｗｅｂ技術を活用した「多言語対応新観光ガイド」シス
テムの構築事業

ダイナミックビジネスブレイン

235 2504210275 宮城県 株式会社国本
使用済み電線リサイクルの改善による雇用の確保及
び環境負荷の低減

公益財団法人みやぎ産業振
興機構

236 2504210276 宮城県 株式会社ミナト水産
シルバーフード事業（高齢者向け食品製造）及び新商
品野菜の乾燥「のり」開発

気仙沼信用金庫

237 2504210278 宮城県 日京工業株式会社
「高速型巻線機導入による、巻線コイルの技術力及
び生産性の向上」

公益財団法人みやぎ産業振
興機構

238 2504210280 宮城県 株式会社ナスキー
最新の環境対応型砕石工法の導入による、地盤改
良サービス事業への参入

山形銀行

239 2504210293 宮城県 株式会社タイハク
生コン副産物の再利用技術の導入による埋戻材の
試作開発

日出税理士事務所

240 2504210295 宮城県 マリンプロ株式会社
ホヤの殻等の海産産業廃棄物を有効利用した食品
素材・調味料の開発・商品化

七十七銀行

241 2504210301 宮城県 株式会社ファミリア
被災地域資源を活用した備蓄栄養補給食品の開発
事業

多賀城・七ヶ浜商工会

242 2504210303 宮城県 株式会社放電
高速ミーリング加工法による高品位加工技術・複合
加工技術の開発

七十七銀行

243 2504210306 宮城県 株式会社ＡＩ．ＤＥＡ
イチゴの年間生産を実現する「ＡｉＳｈｅｌｌプラント」の開
発、販売

仙台銀行

244 2504210309 宮城県
ヤグチ電子工業株式会社
株式会社タクラム・デザイン・エンジ
ニアリング

環境・人間工学的性能に優れるスマートフォン連携型
フレキシブル有機ＥＬ照明の開発

石巻商工信用組合

245 2504210311 宮城県 大研工業株式会社
航空機用異形部品３Ｄ形状測定専用治具の高精度
高効率加工技術確立

七十七銀行

246 2504210314 宮城県 株式会社マルニシ 「三陸・宮城発」鮮やかな緑色の昆布加工品の開発 商工組合中央金庫

247 2504210327 宮城県 常盤化工株式会社
高品質な印刷レトルトパウチの短納期・小ロットでの
製造・納品体制の確立

菊池裕輝税理士事務所

248 2504210330 宮城県 井ヶ田製茶株式会社
地元産桑を使用した健康茶（ブレンド茶）開発による
茶の新分野開拓

七十七銀行

249 2504210334 宮城県 株式会社大平昆布
三陸産昆布の加工処理工程の革新による販路拡大
事業

七十七銀行

250 2504210335 宮城県 ヤマセ電気株式会社
熱可塑性炭素繊維複合不織布材料での電子機器筐
体加工の量産化

七十七銀行

251 2504210336 宮城県 デンソー工業株式会社
ワイヤーホルダー、ハーネスホルダーを活用したレ
パートリー拡大

七十七銀行

252 2504210340 宮城県 株式会社宮城総合給食センター
長期間常温保存を可能とする製品開発と製造能力拡
張への取り組み

北日本銀行

253 2505210217 秋田県 秋田活版印刷株式会社
秋田県初のカレンダー等製作機械に検査装置及び
紙揃え装置を導入し、乱丁防止と特殊品製作の自動
化を確立。

辻・本郷税理士法人

254 2505210218 秋田県 有限会社瀬谷工作所
磁石回路部品の加工時間短縮による生産性向上と
コスト競争力の強化

秋田信用金庫
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255 2505210220 秋田県 株式会社三栄機械
航空機部品向けＴｉ（チタン）材に対応した精密切削加
工技術の確立

北都銀行

256 2505210221 秋田県 株式会社中嶋精密製作所
ＬＥＤ照明器具製造事業へ本格参入の為の高精度ベ
ンダー機器の導入

秋田銀行

257 2505210223 秋田県 株式会社東洋ドリル
医療用ステンレス工具の生産拡大および新規開発品
の量産化のための生産技術向上

常陽銀行

258 2505210224 秋田県 東電化工業株式会社
『高信頼性計測機器の導入による研究開発力の強
化』

秋田銀行

259 2505210230 秋田県 有限会社奥田酒造店
全量瓶燗火入れ殺菌設備と低温貯蔵庫設備の導入
による競争力強化

秋田銀行

260 2505210238 秋田県 株式会社西目機工
高速加工技術の確立による航空機部品用アルミ合金
６面加工能力拡大および短納期化

北都銀行

261 2505210239 秋田県 有限会社梅屋楽器店
インターネット・レーザー加工機を使用した販売の新
事業展開

秋田銀行

262 2505210241 秋田県 大同衣料株式会社
生産管理の可視化と高性能設備の導入による多品
種少量生産への対応力強化

鈴木典男税理士事務所

263 2505210242 秋田県 三又建設株式会社
未活用副産物から創出する環境に配慮した土木・農
林業資材の製造販売

北都銀行

264 2505210247 秋田県 有限会社冨岡商店 新意匠・高付加価値による樺細工の販路拡大 秋田銀行

265 2505210250 秋田県 有限会社石孫本店
家付き酵母を使用した独自の醤油・味噌製品を環境
負荷低減下で安定的に生産する方法の確立

北日本銀行

266 2505210252 秋田県 株式会社松紀
青果物専用包装機導入による高鮮度・高品質・高付
加価値商品の供給

北都銀行

267 2505210256 秋田県 出羽鶴酒造株式会社 通年醸造を行うための設備の導入 秋田銀行

268 2505210258 秋田県 秋田渥美工業株式会社
トヨタ小型車エンジンＶＣＴ用ローター高品質・低コスト
対応による競争力強化と量産基盤整備

秋田銀行

269 2505210259 秋田県 株式会社ＡＴテック
異材多層射出成形による軽量・高強度ボールジョイ
ントの開発

秋田銀行

270 2505210260 秋田県 株式会社八幡平貨物
運搬作業の迅速化による顧客へのより細やかなサー
ビス提供の強化

秋田銀行

271 2505210261 秋田県 株式会社オクトライズ
リンゴの収穫適期を既存の携帯端末等で簡便に判定
できる画像処理技術・装置の開発

秋田銀行

272 2505210262 秋田県 オーシャンクロス株式会社
変形カット裁断自動化設備導入による量産・短納期
の実現

ゆざわ小町商工会

273 2505210271 秋田県 金紋秋田酒造株式会社
熟成古酒と発泡技術の組合せによる「スパークリング
熟成古酒」の試作開発。

下川会計事務所

274 2505210273 秋田県 東北小水力発電株式会社 低コスト・可変速プロペラ式小水力発電装置の開発 秋田県信用組合

275 2505210275 秋田県 東北通商株式会社
木くずを燃やし、その熱を油を媒体として木材乾燥の
熱源とする木質バイオマスボイラー

秋田銀行

276 2505210279 秋田県 小林工業株式会社 切削工具成形用の高精度分割ダイス金型の開発 北都銀行

277 2505210286 秋田県 杉田メリヤス工業株式会社
高品質アパレル事業を拡大するための、多品種・小
ロット・短納期生産体制の確立。

秋田銀行

278 2505210288 秋田県 株式会社菅与
食品ロスである「生大豆」を再利用した高品質なエコ
飼料の製造

北都銀行

279 2505210291 秋田県 有限会社大鳳堂
オリジナル乾き菓子（サブレ等）製造機械の販路拡大
を目指した設備導入

秋田銀行

280 2505210292 秋田県 株式会社工房成瀬
化学物質を含まない人と環境に低負荷な建築用断熱
材の試作開発

秋田銀行

11／186
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281 2505210293 秋田県 株式会社ＨＯＫＵＴＯ
次世代個別自動調理システムに対応するワンプレー
ト型ＩＨ加熱調理機の試作開発

秋田銀行

282 2505210294 秋田県 株式会社秋田シリコン
ワイヤーソー加工品洗浄の自動化によるウェーハ清
浄度向上とコストダウン

秋田銀行

283 2505210295 秋田県 株式会社秋田ステージ
最先端デジタル映像処理編集機の複数導入で作業
の効率化を確立

北都銀行

284 2505210297 秋田県 有限会社ファッションサリー
ファッション性の高い、高付加価値商品の生産体制
の確立。

北都銀行

285 2505210313 秋田県 株式会社寛文五年堂
風味・味見が変わらない瞬間冷凍での稲庭うどん冷
凍麺の提供サービスの開発

秋田銀行

286 2505210314 秋田県 株式会社齋彌酒造店
「酵母の優れた特性」を製品に取入れる温度管理シ
ステムの構築

秋田銀行

287 2505210316 秋田県 有限会社髙橋製作所
小型化・精度向上・コストダウンと相反する機能を成
立させる自動車用コネクターの開発

秋田銀行

288 2505210319 秋田県 有限会社三浦印刷
オフセット印刷での高品位・高精細ワイドカラー対応
の印刷技術の開発

秋田銀行

289 2505210320 秋田県 株式会社レジーナ
エラストマー加工技術を応用した医療教材の開発と
生産体制の確立

美郷町商工会

290 2505210322 秋田県 アキモク鉄工株式会社
航空機関連部品におけるＮＣフライス盤導入での高
精度部品の開発

秋田銀行

291 2505210324 秋田県 今泉ピーエスエム株式会社 二次加工を必要としない生産技術開発 秋田銀行

292 2506210325 山形県 有限会社成澤鉄工所
建築鉄骨加工における生産プロセス高度化と短納
期・コスト圧縮による新規受注の実現

山形銀行

293 2506210326 山形県 北進木工株式会社
ボーリング付ケーシング圧入機およびリターンロボッ
トの新規導入による合理化・省力化に関わる事業

山形銀行

294 2506210327 山形県 株式会社タケマエ 立形マシニングセンタ導入による生産体制の強化 山形銀行

295 2506210328 山形県 株式会社原田瓦工業 廃瓦を再利用した植生ブロックの開発 大川税理士事務所

296 2506210330 山形県 長井中央青果株式会社
県産特産果実（廃棄果実）の飲料販売の為の加工に
よる設備導入及び販路開拓事業

商工組合中央金庫

297 2506210331 山形県 鹿間生コンクリート株式会社
最新設備導入による高品質な生コンクリートの製造
及び作業の効率化

山形銀行

298 2506210336 山形県 高楯自動車株式会社
自動車整備工場への最新鋭機器導入による省力化・
高収益化の実現

荘内銀行

299 2506210337 山形県 株式会社エースジャパン
機器サイズアップとプロセス改良による医薬品原薬
の製造能力向上と低コスト化

近畿大阪銀行

300 2506210340 山形県 株式会社ワコー
コア仕口溶接ロボットシステム導入による溶接時間の
大幅短縮と高度化

きらやか銀行

301 2506210342 山形県 酒田酒造株式会社
清酒製造における高品質安定化のための醸造工程
の研究と近代化

山形銀行

302 2506210343 山形県 株式会社ツープラ技研
超高精度型彫り放電加工機による低背型コアピン開
発

山形銀行

303 2506210347 山形県 株式会社ユニオン
新型裁断機および縫製機導入による生産性向上と多
能工化の実現

山形銀行

304 2506210348 山形県 有限会社クラフジ精密
次世代半導体製造装置部品の加工精度高度化プロ
セスの開発

山形銀行

305 2506210349 山形県 株式会社アイコム
最新ＣＡＤの導入による設計部門の充実と組立部門
の連携による受注先拡大

山形銀行

306 2506210351 山形県
エンベデッドソリューション株式会
社

ロボット技術を応用した電動アシスト台車の開発 荘内銀行
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307 2506210352 山形県 城北麺工株式会社
餅入り即席麺用切り餅の、新製法による工程短縮・コ
スト削減

荘内銀行

308 2506210358 山形県 株式会社大一電機
医療・介護用ポータブル型排泄器具の補助機構の開
発

きらやか銀行

309 2506210359 山形県 荒川興業株式会社
電気抵抗値を均一化したヒーターで真空炉のライフを
向上させる

山形銀行

310 2506210362 山形県 株式会社吉田段ボール
Ａ式段ボールケースの一貫製造ライン導入による生
産性の向上

山形銀行

311 2506210365 山形県 坂部印刷株式会社
工場の衛生管理及び高品質生産体制の改善と新た
な業態変革の推進

山形銀行

312 2506210367 山形県 株式会社三幸ソーイング
防衛省等、国家機関向けの制服・ユニホームの生産
体制強化

山形銀行

313 2506210368 山形県 株式会社板垣鉄工所 ３次元データの製作による高技術分野への進出 きらやか銀行

314 2506210369 山形県 有限会社高津光学
専用研磨機械の導入による高精度小径レンズの製
作・特殊レンズ製作の実現と市場拡大

きらやか銀行

315 2506210371 山形県 株式会社エムシーピー 口腔ケア・リハビリテーションモデルの開発 巣鴨信用金庫

316 2506210378 山形県 株式会社クリーンシステム
特殊アタッチメント導入による木くず再生工程及び選
別作業工程の作業効率化

山形銀行

317 2506210383 山形県 株式会社吉田製作所
ＣＮＣ円筒研削盤導入による高精度丸物部品の品質
向上と納期短縮

荘内銀行

318 2506210385 山形県 有限会社タケダ実業
多色ジャガード織りのデザイン力向上と試作対応力
の強化による新市場の獲得

米沢信用金庫

319 2506210387 山形県 大蔵精機株式会社
海水淡水化プラント及びガス関連プラント市場への事
業展開

山形銀行

320 2506210393 山形県 株式会社明立
横型マシニングセンタによる油圧制御弁弁箱の高精
度低コスト加工技術の開発

荘内銀行

321 2506210397 山形県 株式会社鋳物屋
【老人施設等、未開拓市場のニーズに合った大容量
圧力調理器の商品開発・試作】

山形銀行

322 2506210402 山形県 株式会社ミキプロセス
ＰＵＲホットメルトによる製本体制の構築と販路の拡
大

税理士法人土田船越事務所
土田一成

323 2506210403 山形県 株式会社三和技術コンサルタント
マルチコプター等による写真測量と地上３Ｄレーザー
スキャナーを使用した計測技術

山形銀行

324 2506210404 山形県 株式会社マキーナ
多品種少量短納期に対応する一貫生産ラインの確
立と生産性向上計画

荘内銀行

325 2506210406 山形県 株式会社横川建設
建設系発生木材チップのボード製品への良質な原料
の供給

山形銀行

326 2506210408 山形県 アヒコファインテック株式会社
分光光度計の導入による医療機器分野製品加工の
拡大

新庄信用金庫

327 2506210410 山形県 株式会社阿部デンタルラボ
歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭの導入により先進性の高い安
心・安全な歯科技工物の提供

荘内銀行

328 2506210412 山形県 株式会社アサヒニイズマ
平面研削盤導入による精密加工部品の高精度化実
現と受注拡大

荘内銀行

329 2506210413 山形県 株式会社カリカワ
自動延反機導入による素材対応力の強化と受注の
安定化

山形銀行

330 2506210415 山形県 有限会社協同電子工業
ポイント噴流式自動はんだ付け装置の導入によるプ
リント基板加工プロセスの改善

荘内銀行

331 2506210418 山形県 スズキハイテック株式会社
半導体リードフレーム熱硬化性樹脂バリ除去装置の
自動化による生産性向上

山形銀行

332 2506210421 山形県 有限会社グローバルアイ
独自真空乾燥調理設備による国内外の飲食店向け
一次加工米の開発

商工組合中央金庫
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333 2506210424 山形県 山佐工業株式会社
新型複合旋盤導入による加工精度の向上、納期短
縮化、コスト削減と新規市場参入

荘内銀行

334 2506210426 山形県
庄内青果花き物流活性化事業協
同組合

小規模農家と食品製造業者を結ぶ「一次加工原料供
給体制」の構築

商工組合中央金庫

335 2506210429 山形県 サニースタイル株式会社
最新鋭のマテハン機器導入による高効率「出荷体
制」の構築と受注拡大への取組み

朝日信用金庫

336 2506210436 山形県 株式会社工房やまだ
新型リワークシステムの導入による多層基板の部品
実装・交換のワンストップ化と短納期化

米沢信用金庫

337 2506210437 山形県 株式会社菊地保寿堂 高周波電気炉増設（鉄溶解用） 山形銀行

338 2506210442 山形県 株式会社ソーアップ
画期的な新型リネンタグを製造する自動化装置の導
入

米沢商工会議所

339 2506210443 山形県 株式会社サラミ家 深絞り真空機導入による新商品開発と新規市場開拓 荘内銀行

340 2506210444 山形県 株式会社ワイテック 画像処理技術による切削工具検査装置の開発 きらやか銀行

341 2506210445 山形県 東亜メッキ株式会社
ノンシアンメッキ設備導入による生産体制の強化と環
境負荷低減

荘内銀行

342 2506210452 山形県 株式会社スペースパーツ山形 外壁モルタル下地パネル生産体制整備事業 きらやか銀行

343 2506210455 山形県 株式会社共栄
新規難素材への対応機材導入による生産性向上、
新規分野の受注開拓

山形銀行

344 2506210463 山形県 株式会社久遠の森
いつでも誰でもどこからでも・安心のお焚き上げネット
ワーク

荘内銀行

345 2506210470 山形県 アルス株式会社
省エネ義務化に向けたアルミ複合木製サッシの試作
開発・量産化

米沢信用金庫

346 2506210472 山形県 株式会社シルキーリビング
保温・遮熱機能の高い新規３重構造カーテンの商品
化

米沢信用金庫

347 2506210478 山形県 株式会社管製作所 中小企業を対象にした新型洗浄機の開発、事業化 山形銀行

348 2506210479 山形県 株式会社あじまん ミニ十勝あん（粒あん）の小分け包装による用途拡大 山形銀行

349 2506210484 山形県 株式会社アイシン精機 日本の産業競争力に資する光学部品製造の高度化 荘内銀行

350 2506210486 山形県 三和油脂株式会社
粉砕機の導入による米ぬか加工食品量産化体制の
構築

山形銀行

351 2506210488 山形県 有限会社フジヨシ
超薄型基板への微小部品搭載技術の確立と医療機
器市場への参入

荘内銀行

352 2506210489 山形県 有限会社奥山メリヤス
超立体的なニット製品を製造する、立体造形編込み
技術の確立

荘内銀行

353 2506210494 山形県 鶴岡計器株式会社
電気計測器部品の高品質化のための生産プロセス
の改善

有限会社アダチマネジメント
コンサルティング

354 2506210495 山形県 ワイエム技研株式会社
部品再生量産化に向けた対象部品継続使用可否判
定の品質基準作成

米沢信用金庫

355 2506210496 山形県 株式会社マスコエンジニアリング
新型溶接ロボット導入によるエアバックケース製造プ
ロセスの高度化と品質管理体制の確立

荘内銀行

356 2506210498 山形県 株式会社クレインヒル
被服縫製加工における短納期・高品質化実現による
生産性の向上、競争力の強化

鶴岡信用金庫

357 2506210499 山形県 株式会社モリタ興産
航空・宇宙用部品の精密加工における生産プロセス
の改善及び納期短縮システムの開発

きらやか銀行

358 2506210502 山形県 有限会社登起波牛肉店
ＣＡＳ冷凍設備の導入により高品質商品（牛肉）を提
供し、自社ブランド価値の向上を図る

米沢信用金庫
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359 2506210503 山形県 大和化成工業株式会社
ＮＣ自動旋盤の導入による“医療等の成長分野への
拡販”と“新しい人材の確保と育成”

荘内銀行

360 2506210505 山形県 株式会社北日本ハウジング アルミフラッシュドア製造に係る新工法の開発 山形信用金庫

361 2506210510 山形県 角田商事株式会社
過熱蒸気殺菌による果肉加工食品原料の多様化お
よび品質の向上

山形銀行

362 2506210524 山形県 株式会社平野屋
「ソフト木綿」で市場拡大！食感を劇的に変える「豆
腐革命！」

山形銀行

363 2506210537 山形県 有限会社佐藤商店
地元食材（山蕗）を活用した高付加価値商品の開発
による競争力強化

もがみ北部商工会

364 2506210541 山形県 山形昭和産業株式会社
鉄線又は鉄筋の組立加工品の製造における生産性
の向上

山形銀行

365 2506210544 山形県 株式会社ナンバ
自動車・航空宇宙開発事業関係機器製造のための
他社に負けないＱＣＤの実現

東日本銀行

366 2506210547 山形県 株式会社大丸石油店
クラウド型ＰＯＳシステムの導入による災害時にも安
心ＧＳ構築事業

荘内銀行

367 2507210002 福島県 マクタアメニティ株式会社 野菜の「おいしさの見える化」技術の開発と運用 東邦銀行

368 2507210003 福島県 株式会社まる善
長襦袢をモチーフに純国産絹でリラックスウェアを開
発、海外展開へ

東邦銀行

369 2507210004 福島県 株式会社ミナタック
「固定式」道路消雪装置と大型融雪装置の開発及び
テスト販売事業

会津商工信用組合

370 2507210009 福島県 会川鉄工株式会社
曲げ加工設備の導入による風力発電タワーの短納
期化とコスト競争力強化の実現

福島銀行

371 2507210017 福島県 有限会社高橋工業
損傷を受けたガードレールを修復、再利用した土留
の施工

福島銀行

372 2507210022 福島県 アベ食粉株式会社
そば愛好家をターゲットとする、香り高い良質な国産
そば粉の受注製粉事業の拡大

税理士法人三部会計事務所
三部吉久

373 2507210024 福島県 株式会社亀饅
規格外野菜を活用した、どこにもない『野菜生マカロ
ン』の試作品開発

東邦銀行

374 2507210032 福島県
株式会社会津インターナショナル
スイミングスクール

日常生活の改善・維持を目的とした総合型健康サ
ポートサービス事業

福島銀行

375 2507210033 福島県 株式会社三義漆器店
川上から川下までの連携事業体制を強化し企業価
値（商品価値）向上のビジネスモデルを構築する

第四銀行

376 2507210040 福島県 有限会社安彦染工場
染工場の和装デザイン、縫製力を活かしたよさこい
踊り衣装の短納期・受注生産の開始

福島商工会議所

377 2507210041 福島県 有限会社福島軽貨流通
良質な地元食材を使用した郡山名物料理の加工販
売とブランド化事業

福島銀行

378 2507210043 福島県 福島県食肉卸売株式会社
福島県産食肉の風評被害克服のためのレストラン・
食肉加工事業の展開

磯海公認会計士事務所

379 2507210048 福島県 有限会社ライト印刷
デジタル印刷ＣＴＰ導入によるＱＣＤ向上で重要無形
民族文化財の魅力発信

七十七銀行

380 2507210053 福島県 株式会社エル・ダイニング
小名浜港水揚げ鮮魚を活用した半加工品「冷凍本格
シーフードパエリア」開発

ひまわり信用金庫

381 2507210055 福島県 株式会社岩村製餡工場
日本でも珍しいポーションタイプの餡、ジャムを冷凍
保存、流通させるサービス

東邦銀行

382 2507210061 福島県 有限会社磐城飯店
地元の新鮮食材を活かしたオリジナル餃子で地域ブ
ランドを確立し、国内外へ発信

いわき信用組合

383 2507210065 福島県 株式会社夕月
業界初！　旨粒入りルーチンプラ（ゼリーインすり身
ボール）及び鍋かまの商品開発計画

いわき信用組合

384 2507210066 福島県 株式会社大黒屋
地元希少野菜で菓子を商品化、知名度を高め特産
物育成と地域振興に貢献する事業

税理士法人大手門会計　佐
藤雄一郎
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385 2507210073 福島県 株式会社テンミールＩＷＡＫＩ
セントラルキッチン活用の革新的な高齢者への食事
提供

いわき信用組合

386 2507210074 福島県 株式会社高萩重機 建機等の大型車両メンテナンス作業の内制化 商工組合中央金庫

387 2507210080 福島県 宮泉銘醸株式会社
女性及び２０代～４０代のマーケットに向けた新商品
の開発及び品質向上

会津商工信用組合

388 2507210096 福島県 株式会社ヒラカワコーポレーション
専用空気加工機導入による衣料品用羽毛代替綿素
材の試作開発

京葉銀行

389 2507210098 福島県 ＴＮＫ株式会社
スマートフォン・タブレット用小型コイルの試作開発及
び短納期対応の体制確立

天栄村商工会

390 2507210100 福島県 シコー株式会社
食品向け粉体包装用袋（高密封性紙袋）＜新型袋＞
の試作開発

商工組合中央金庫

391 2507210101 福島県 有限会社アポロン電子工業
医薬品分野の市場獲得へ向けた静電気対策と清浄
度の向上による製品の高品質化

きたかた商工会

392 2507210103 福島県 エス・エム・アイ株式会社
２．５ｘ２．０ｍｍ　サイズの小型差動出力水晶発振器
（電子部品）の開発

東和銀行

393 2507210110 福島県 東洋羽毛工業株式会社 羽毛廃棄物リサイクルモデル事業の促進 金田一会計事務所

394 2507210111 福島県 牛川電子株式会社
ペットボトル用プリフォーム部品にかかる精密部品の
試作開発

株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

395 2507210112 福島県 株式会社石森製作所
ＥＶ自動車関連部品（装置部品）の試作開発及び量
産体制の確立

白河信用金庫

396 2507210114 福島県 渡部謙一（開当男山酒造）
多品種・小ロット・短納期清酒製造ラインの整備によ
る顧客・市場ニーズの多様化への対応

南会津町商工会

397 2507210115 福島県 山北調査設計株式会社
３Ｄスキャナー及び３Ｄプリンターを用いた地形モデル
作成

東邦銀行

398 2507210116 福島県 株式会社蔭山工務店
柱状改良杭を利用した浅部地中熱採熱管並びに採
熱管挿入工法・治具の試作開発

佐藤文雄税理士事務所

399 2507210120 福島県 有限会社伊東パン
パンの品質及び製造能力の向上を目的とした設備投
資

東邦銀行

400 2507210124 福島県 豊國酒造合資会社
低アルコール炭酸飲料市場をターゲットとした新商品
の開発

会津坂下町商工会

401 2507210125 福島県 株式会社高橋機工
立形マシニングセンタ（工作機械）の導入による生産
性向上と顧客満足の実現

東邦銀行

402 2507210128 福島県 末廣酒造株式会社 消費者ニーズに対応した製品つくりの製造環境整備 東邦銀行

403 2507210132 福島県 三正工業株式会社
超難度切削部品加工に対する工程集約と一気通貫
生産の実現

商工組合中央金庫

404 2507210133 福島県 有限会社エイシー技研
塗装ロボット導入による自動車部品の生産性向上と
品質の安定化

福島県商工信用組合

405 2507210134 福島県 株式会社広野製作所
３次元ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による大口パイプ曲げ加工
製品の技術競争力向上と農機具分野受注拡大

比佐善宣公認会計士

406 2507210135 福島県 花泉酒造合名会社
海外等販路開拓に向けた高品質化と商品供給力の
向上

南会津町商工会

407 2507210136 福島県 ミツエイ株式会社
液体洗剤、洗浄剤（塩素系他）取手付容器に対して
安価汎用樹脂を使用した製造工程の改善

東邦銀行

408 2507210139 福島県 大同石油株式会社
防災・災害現場で働く隊員の「安全」を確保する特殊
ブーツの試作開発

東京シティ信用金庫

409 2507210143 福島県 株式会社大越製作所 自動車エンジンパイプ部品加工の生産効率向上 大越町商工会

410 2507210145 福島県 株式会社エムテック
大型溶接ロボットシステムの導入による自動化・高品
質化の実現

株式会社エイチ・エーエル
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411 2507210147 福島県 野沢民芸品製作企業組合
先進三次元造形技術導入による会津張り子技巧継
承事業

東邦銀行

412 2507210150 福島県 林精器製造株式会社
医療機器・器具製造事業確立を目的とした設備整備
による生産プロセス改善

公益財団法人福島県産業振
興センター

413 2507210151 福島県 株式会社アイデン
超低背多機能コネクタ向け一体化プレス生産プロセ
スの開発

福島銀行

414 2507210152 福島県 株式会社技建
耐震化や東京五輪需要に対応した小型形鋼加工の
自動化と提案力の向上

株式会社エイチ・エーエル

415 2507210153 福島県 笠原工業株式会社
自動車・鉄道車両用部品を軽量化する発泡樹脂成型
品の開発

東邦銀行

416 2507210163 福島県 株式会社オグニ精機
難削材切削工具の開発と新型検査機器導入による
生産性向上と競争力強化

株式会社ヒューマンネット・コ
ンサルティング

417 2507210167 福島県 タカラ印刷株式会社
小中ロット医療添付文書の全品検査最終加工自動
ワークフロー

商工組合中央金庫

418 2507210177 福島県 アルファ電子株式会社 操作性の良いカテーテル用Ｙコネクタの開発 東邦銀行

419 2507210181 福島県 株式会社タマテック
内視鏡部品加工の工程集約によるリードタイム短縮
と品質安定化

常陽銀行

420 2507210184 福島県 有限会社高橋工業所
ＣＮＣ立型複合研削盤導入による、大型精密金型加
工の実現と金型製品の品目拡大

東邦銀行

421 2507210187 福島県 株式会社オウジ
輸送用機械器具以外の分野（金属製品製造）を伸ば
すための、製造設備（パイプベンダー）の導入

二本松信用金庫

422 2507210189 福島県 櫛田酒造合資会社 新味覚の無添加業務用だし調味料の開発製造 遠野町商工会

423 2507210190 福島県 中央精機株式会社
超高速・高追従ラインセンサー方式顕微鏡オート
フォーカスシステムの開発

東邦銀行

424 2507210192 福島県 ワイケープレシジョン株式会社
最新鋭ＮＣ旋盤と当社独自のチャッキング技術の融
合による新加工技術の確立及び受注競争力ＵＰ

東邦銀行

425 2507210197 福島県 有賀醸造合資会社
当社の発酵技術の特徴を活かした、男性向け純米ス
パークリング清酒の試作・開発

東邦銀行

426 2507210198 福島県 株式会社東洋特殊印刷
高性能画像検査システム導入による印刷物品質検
査の精度及び生産性の向上

税理士法人三部会計事務所
三部吉久

427 2507210202 福島県 本多電機株式会社
鉄道車両向け蓄電池用極柱における溶接接合技術
の高度化による不良率の低減

石田政雄税理士事務所

428 2507210205 福島県 株式会社ワタスイ
食物繊維が豊富な大豆を活用した健康保持食品の
開発と衛生製造管理システムの導入

須賀川信用金庫

429 2507210208 福島県 株式会社トーシンコーポレーション
ペットとの関わりの深化とペット需要の高まりを背景と
した新しいペット仏具の開発販売

りそな銀行

430 2507210212 福島県 株式会社しらかわ五葉倶楽部
見た目の良さと調理のしやすさやを配慮した高齢者
向けムース食の開発

公益財団法人福島県産業振
興センター

431 2507210215 福島県 高保製薬工業株式会社
アレルゲン、香辛料製品のコンタミネーション監視・制
御強化による安全性確保と生産性向上

福島商工会議所

432 2507210216 福島県 会津山塩企業組合
「低温熟成塩」の製塩技術確立と食品加工設備投資
による六次産業化の展開

北塩原村商工会

433 2507210218 福島県 株式会社朝日ラバー
薬液残留を無くす事が出来る画期的な医療用ニード
ルレス混注ゴム栓の開発

公益財団法人さいたま市産
業創造財団

434 2507210220 福島県 株式会社丸上
食育に役立つ魚本来の味及び形をした安全安心の
魚肉練り製品の試作開発

いわき信用組合

435 2507210221 福島県 株式会社シー・エム・ティ
３次元ＣＡＤＣＡＭシステムの導入による製品開発及
び生産性向上の実現

大東銀行

436 2507210222 福島県 白河コスモス電機株式会社
非接触式ポテンショメータ用シャフト一体型ボンド磁
石の試作開発

東邦銀行
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437 2507210223 福島県 株式会社吉城光科学
金属製ロータリーエンコーダディスク用、精密外観検
査設備の導入

東邦銀行

438 2507210225 福島県 有限会社テクノサンショウ
精密切削加工の試作品・少量加工品の短納期対応
システムの構築

いわき信用組合

439 2507210226 福島県 株式会社齊組工業
生産一元化と短納期・低コストの多品種少量生産の
実現の為の設備投資事業

ひまわり信用金庫

440 2507210227 福島県 有限会社上遠野造園土木
竹を利用したマルチング材及び農地用堆肥生産設備
投資事業

いわき信用組合

441 2507210229 福島県 佐藤泉太（民宿やまかのうや）
どぶろく販路拡大にかかる製造量確保のための設備
増設事業

只見町商工会

442 2507210230 福島県 株式会社ダイテック
中大規模木造建築における高倍率壁の製造加工機
の開発

常陽銀行

443 2507210233 福島県 古宮縫製株式会社 手作業からＩＴへの転換 二本松信用金庫

444 2507210237 福島県 株式会社テック
地域共同利用型栽培管理システムと小規模ハウス
の実証開発

常陽銀行

445 2507210238 福島県 株式会社飛沢製作所
医療機器部品製造における高精度・高能率加工の実
現及び受注拡大

有限会社インキューブ

446 2507210241 福島県 株式会社エイト
トレーサビリティーをベースに生産管理を行うオリジナ
ルの「エイト∞システム」の導入

南会津町商工会

447 2507210245 福島県 荒川産業株式会社
堆肥生産施設における臭気対策設備の製作ならび
に短納期化システム構築事業

第四銀行

448 2507210248 福島県 株式会社長谷川製作所
医療機器市場向け複雑形状加工対応の精密切削加
工技術の開発

一般社団法人首都圏産業活
性化協会

449 2507210251 福島県 有限会社チューダー 「弔電の新形態・おくやみ電報ＦＡＸシステムの開発」 いわき信用組合

450 2508210543 茨城県 株式会社ママダコーキ
鋼材等の切断サービスを内製化することによる売上
の拡大

株式会社ディセンター

451 2508210548 茨城県 株式会社東和鉄工
溶接ロボットシステム導入による建築構造体加工の
高品質・短納期化計画

株式会社エフアンドエム

452 2508210549 茨城県 エヌエス金属工業株式会社
ハイテンパー材料に適した９リットル缶成形装置の開
発

常陽銀行

453 2508210550 茨城県 株式会社ＭＫエレクトロニクス
複数枚カッター刃を用い、カメラシャッター絞込み機
構を応用した「新型ケーブル被覆剥離装置」の開発

常陽銀行

454 2508210552 茨城県 株式会社つくばエデュース
在宅介護の要とされる緊急時受入体制の強化、自力
生活力向上への新サービス提供

茨城県信用組合

455 2508210553 茨城県 株式会社木城製作所 カプラー部品等の製造コスト削減と生産力向上 株式会社ディセンター

456 2508210556 茨城県 橋場鐵工株式会社
石膏鋳造品の鋳巣予防と迅速な寸法検査による、高
品質製品化での顧客満足度の向上

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

457 2508210557 茨城県 株式会社ソウマ
鮮度の落ちやすい生しらすを使った生食用冷凍流通
商品の試作開発

株式会社フィナンシャルイン
ステチュート

458 2508210559 茨城県 株式会社古室製作所
医療分野（ワクチン製造用遠心分離機）向けの高精
度切削加工部品の短納期対応製造ラインの構築

常陽銀行

459 2508210560 茨城県
有限会社エヌケーエスエンジニアリ
ング

『薄板の歪取りおよび平坦度矯正の高精度化による
医療・研究機器売上げの増大』

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

460 2508210561 茨城県 有限会社筑波ハム
つくば豚活用商品の急速冷凍方式の転換による供給
量平準化と惣菜メニューの開発

筑波銀行

461 2508210564 茨城県 株式会社和興エンジニアリング
「無線通信機器の多様化する形状や高精度、短納期
に対応する為の精密板金部品の製造革新」

常陽銀行

462 2508210567 茨城県 有限会社遠藤機械製作所
自動車部品向け「自動スリ割り機」の自社開発による
製造工程の短縮化

常陽銀行
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463 2508210569 茨城県
エス・ケー・ワイマテリアル株式会
社

生産プロセスの統合加工化による先進的精密板金加
工の高効率高精密化

常陽銀行

464 2508210571 茨城県 株式会社エムテック
医療向け微細部品加工でのグローバルなニッチトッ
プを目指す

公益財団法人日立地区産業
支援センター

465 2508210574 茨城県 株式会社レヨーン工業 次世代向け全自動クリーン装置の開発 商工組合中央金庫

466 2508210578 茨城県 株式会社日立技研
家電品用プリント基板の高性能・高信頼性はんだ付
け技術の開発

北見会計事務所

467 2508210582 茨城県 株式会社ヤハタ
金属加工におけるワンストップ体制、試作加工体制
の構築

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

468 2508210583 茨城県 小野瀬水産株式会社
真空加熱調理技術と急速冷凍技術による『本格日本
料理』の冷凍技術の開発と事業化

常陽銀行

469 2508210585 茨城県 松田製茶
ブラックアーチ農法による特長のあるお茶品質を最
大限に引き出す精揉技術の開発

八千代町商工会

470 2508210586 茨城県 株式会社日伸合成
「異物無き透明品」製造の積極的受注による経営の
向上

株式会社ディセンター

471 2508210589 茨城県 株式会社大和製作所
ゴム製品の成型時間短縮と大面積製品製造のため
の生産体制整備と試作開発

常陽銀行

472 2508210590 茨城県 株式会社八甲商会
リサイクルプラスチック原料の増産に伴う全自動溶融
時流動性測定検査設備の導入

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

473 2508210592 茨城県 有限会社北條製作所
ＮＣインバータスポット溶接機導入による精密板金加
工の高度化と生産工程の効率向上

茨城県信用組合

474 2508210595 茨城県 有限会社いすず電機工業所 組立配線用ワイヤーハーネス生産システムの開発
公益財団法人日立地区産業
支援センター

475 2508210601 茨城県 日本シーマ株式会社
環境・コスト・品質３拍子揃ったプラスチック組成物及
び包装体の試作・開発

常陽銀行

476 2508210603 茨城県 水木電機工業株式会社 後付太陽光発電ストリング異常診断装置の開発 筑波銀行

477 2508210605 茨城県 アロイ・テック株式会社
「電子部品実装機の高速化を実現する世界最高強度
のアルミ鋳物量産体制確立」

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

478 2508210608 茨城県 田所歯科医院
３Ｄ　Ｘ－Ｒａｙ設備の導入による革新的なインプラント
治療および審美治療の提供

株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

479 2508210611 茨城県 株式会社鈴木茂兵衛商店
伝統工芸品である水府提灯を工業技術を活用し、国
際的な照明へ進化させる商品開発

常陽銀行

480 2508210616 茨城県 株式会社小室製作所
立形マシニングセンター導入による、自動車用ワイ
パーブレード向け等高精度金型の開発

筑波銀行

481 2508210617 茨城県 奥順株式会社
結城紬専用のオリジナル絣図案設計システムの開発
とその活用による新規市場開拓

常陽銀行

482 2508210623 茨城県 木内酒造合資会社
茨城の麦、茨城の米を材料に醸造した茨城オリジナ
ルビールの開発及び商品化

増山会計事務所

483 2508210624 茨城県 川田化成株式会社
土壌埋設時に短期間で解砕・分解する機能性成形材
料と成形品の試作開発

常陽銀行

484 2508210625 茨城県 株式会社三浦ゴム製作所
工業用押出しゴム部品の製造における加工の高度
化及び品質検査の高度化

東京東信用金庫

485 2508210626 茨城県 ＭＩ－Ａｉｄ株式会社
小規模医療施設用「簡易オーダリングシステム構築」
の試作開発

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

486 2508210627 茨城県 樋桁ダイカスト株式会社 新たなダイカスト提案による高付加価値製品の生産
公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

487 2508210629 茨城県 株式会社牛久製作所
大型医療機器（ＭＲＩ）用射出成型機部品の高効率生
産技術の確立

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

488 2508210632 茨城県 岡部合名会社
清酒の発酵技術の向上による地元産イチゴ・梨・梅
の発泡酒開発と商品化

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社
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489 2508210633 茨城県 日新シャーリング株式会社
建設工事におけるトータル時間・コスト削減を目的と
した鋼板への付加価値付与

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

490 2508210635 茨城県 有限会社ヤマ・テクノ・イノベート
インジェクションブロー成形によるプラスチック製卓球
ボールの製造

常陽銀行

491 2508210638 茨城県 株式会社エフエイシステムズ
生産設備・生産管理グローバルネットワーククラウド
システムの開発

常陽銀行

492 2508210640 茨城県 有限会社茨城計測
ディーゼル車両の排気管閉塞を防止する新製法「尿
素水」の製造販売サービス展開

常陽銀行

493 2508210641 茨城県 伊藤工業株式会社
特許活用による換気性能を高めた「屋根換気ユニッ
ト」商品とその内製化技術の開発

行方市商工会

494 2508210642 茨城県 株式会社ミゾグチファーム 「千両」「若松」パッケージ商品の開発、販売 公認会計士木村哲三事務所

495 2508210645 茨城県 株式会社つくば分析センター
土の豊かさと野菜の品質を数値化し付加価値を高め
る「土と野菜の健康診断サービス」の提供

株式会社つくば研究支援セ
ンター

496 2508210646 茨城県 株式会社屋代製作所
医療関連機器部品の生産性向上と品質保証による
受注拡大

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

497 2508210651 茨城県 二ダック株式会社
寸法測定簡略化法を開発し加工及び検査時間短縮
による競争力強化

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

498 2508210656 茨城県 東京フェライト製造株式会社
フェライト磁石の多品種小ロット化に適応した革新的
な新電気炉の開発

スギ・コンサルティング

499 2508210665 茨城県 株式会社野上技研
新エネルギー素材向け試行検証用打抜き金型の開
発及び設備導入による、金型開発力強化

公益財団法人日立地区産業
支援センター

500 2508210666 茨城県 クラウン工業株式会社 残土を出さない、革新的地盤改良サービスの提供 常陽銀行

501 2508210668 茨城県 株式会社モリモト
手加工から機械化、外注から内製化によるブラシス
プリングの生産能力強化

株式会社つくば研究支援セ
ンター

502 2508210669 茨城県 株式会社創和工業
ＮＣ旋盤導入による複雑形状樹脂部品の生産性向上
と実験装置製作の短納期化体制の確立

公益財団法人日立地区産業
支援センター

503 2508210670 茨城県 八紘電子株式会社
医療機器向け多品種少量生産プリント板の手作業職
場の製造環境整備

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

504 2508210671 茨城県 明利酒類株式会社
パストライザー導入による、劣化し難い高品質低アル
コール清酒の開発並びに販売計画

常陽銀行

505 2508210674 茨城県 株式会社渡辺製作所
厚板プレスの順送化による材料歩留の向上と金型の
高機能化による精密板鍛造技術開発

足利銀行

506 2508210675 茨城県 斉藤菊正塗工株式会社
コストパフォーマンスの高い低コスト、短工期などの
発注者ニーズに応えた再塗装サービスの提供

水戸商工会議所

507 2508210676 茨城県 横関油脂工業株式会社
皮膚病に効果のあるリン脂質を製造するための「溶
媒除去装置」の導入

常陽銀行

508 2508210678 茨城県 有限会社サンテックス
地震対策用免震装置の耐火被覆製造工程の効率化
と施工時間短縮化の向上

株式会社ひたちなかテクノセ
ンター

509 2508210685 茨城県 株式会社マコトサービス
可搬式スチームクリーニング機械導入によるＣＤＣガ
イドラインに基づく院内感染防止清掃サービスの提
供

河内町商工会

510 2508210687 茨城県 常北運輸株式会社
顧客ニーズ毎にカスタマイズ可能な工場用洗浄剤の
開発・提供サービスの展開

常陽銀行

511 2508210689 茨城県 末永鋼材株式会社
溶断能力の強化と生産性向上による国内生産維持
への取り組み

公益財団法人日立地区産業
支援センター

512 2508210691 茨城県 株式会社ロジックデザイン
咳嗽（がいそう）障害者への呼吸をアシストするリハビ
リテーション機器の試作開発

株式会社つくば研究支援セ
ンター

513 2508210693 茨城県 エヌエスパッケージング株式会社
金型構造を反転させることで、バリ方向を逆転させた
缶用口金の作製

守谷市商工会

514 2508210695 茨城県 株式会社大成工機
目詰まりが少なく選別時間短縮が図れるほし芋用選
別機の試作開発

常陽銀行
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515 2508210696 茨城県 つくばオリゴサービス株式会社 人工塩基を含む長鎖ＤＮＡの試作開発 常陽銀行

516 2508210699 茨城県 日東電線工業株式会社
二次電池に使用する太物電線ＡＳＳ＇Ｙの試作開発
と受注拡大

常陽銀行

517 2508210701 茨城県 ＪＰＣ株式会社
放射線治療における高精度な患者位置計測・治療評
価システムの試作開発

常陽銀行

518 2508210702 茨城県 パティスリー・シエルヴェール
フードプリンタ導入によるオリジナル商品製作と新た
な商品展開

阿見町商工会

519 2508210715 茨城県 有限会社サカイ工業
新開発高精度テーパー両端加工自動装置の導入に
よる油圧シリンダーチューブ加工技術の開発

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

520 2508210722 茨城県 関東レジン興業株式会社
フッ素樹脂ガスケットの廃棄材を活用！　防汚性「道
路標識柱」用新素材の試作開発

みずほ銀行

521 2508210724 茨城県 有限会社タカモリ製作所
医療分析機器用部品を精密加工する為の新型複合
加工機導入と試作

茨城県信用組合

522 2508210727 茨城県 檜山酒造株式会社
自社並びに各「町おこし」等のためのワイン品質向上
及び醸造能力強化事業

常陸太田市商工会

523 2508210728 茨城県 栄進化学株式会社
用途別非破壊検査用磁粉の生産化に向け、既存粉
砕法の見直しとスプレードライヤ法の新導入

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

524 2508210730 茨城県 株式会社月の井酒造店
良質な原料処理による、米の旨味を活かした発泡清
酒の製造開発

筑波銀行

525 2508210732 茨城県 株式会社エムケーテクニカル
高アスペクト比の深穴、難加工形状部品加工を実現
する新しい冷間圧造技術の開発

常陽銀行

526 2508210733 茨城県 株式会社神原鉄工所 医療用精密部品の多数個取り生産方式の開発
株式会社ひたちなかテクノセ
ンター

527 2508210741 茨城県 株式会社麻生ハム
地元の銘柄豚である美明豚の付加価値の高い生ハ
ム（冷燻製品）の試作開発

行方市商工会

528 2508210744 茨城県 株式会社石山建設工業
最新鋭鉄骨柱溶接ロボットシステムの導入による生
産性向上計画

筑波銀行

529 2508210747 茨城県 株式会社エヌエスティー製作所
高機能接合技術による、ステアリングシャフトの自動
ナイロンコーティング設備開発

常陽銀行

530 2508210749 茨城県 株式会社那珂湊マリーナ
大型クルーザーのオーナーを対象とした船舶クリニッ
クサービスの新規提供

常陽銀行

531 2508210750 茨城県 有限会社歌舞伎あられ池田屋
伝統製法「生切り製法」の継承で他にはない商品群
提供の為の新たな基盤構築

取手市商工会

532 2508210751 茨城県 株式会社マイクロフェーズ
高導電性を有するカーボンナノチューブ樹脂複合材
の三次元成形装置の試作開発

税理士法人鯨井会計鯨井規
功

533 2508210754 茨城県 有限会社宮本製作所
要介護者向け持ち運び可能な簡易歩行運動支援器
具の開発

株式会社ひたちなかテクノセ
ンター

534 2508210756 茨城県 株式会社ケーシーエス
「強い農業」の実現に向けた取組みに資する地域農
業支援システムの開発

常陽銀行

535 2508210764 茨城県 有限会社飛田理化硝子製作所
光ファイバー用延伸加工装置の改良による生産体制
の構築

公益財団法人日立地区産業
支援センター

536 2508210767 茨城県 エヌ・アール株式会社
自動車用チューブの高速・束ね切り自動切断機の開
発

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

537 2508210769 茨城県 株式会社テルキーネット
遺伝子検査前処理用卓上型ワークステーションシス
テムの試作開発

常陽銀行

538 2508210778 茨城県 湘栄産業株式会社
“仮設レンタル資材”を安定供給する資材整備・改修
技術および整備改修サービスの開発

鉾田市商工会

539 2508210784 茨城県 有限会社ササキモールド 成形効率向上のための医療用金型の試作開発 常陸大宮市商工会

540 2508210793 茨城県 株式会社鶴月・社中
スノーボード＆スキー用安心・安全なスノーマットおよ
び着地クッション開発による通年練習施設提供サー
ビス体制の構築

牛久市商工会
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541 2508210794 茨城県 株式会社桐井製作所
鋼製下地業界初の製造速度８０ｍ／分のカセット式
軽量形鋼（Ｃ鋼）の製造ラインの構築

常陽銀行

542 2508210795 茨城県 株式会社日泉
高効率造粒機での高品質再生樹脂製造による再生
樹脂の高度利用事業

あいわ税理士法人

543 2508210797 茨城県 有限会社モーハウス アーティストとのコラボレーション授乳服 常陽銀行

544 2508210804 茨城県 笠間焼協同組合
専用精製機導入による笠間粘土及び笠間耐熱粘土
の品質の改善

常陽銀行

545 2508210805 茨城県 有限会社アストロン
ロボット飛行船による洋上風力発電設備外観検査シ
ステムの試作開発

常陽銀行

546 2508210815 茨城県
ＡＤＭＩＥＸＣＯエンジン設計株式会
社

スターリング機関オンサイト・バイオマス発電用の小
型流動床燃焼炉開発

株式会社つくば研究支援セ
ンター

547 2508210818 茨城県 株式会社ジーウイング
日本初の公共測量に用いる超小型軽量無人飛行機
の開発、製造

神栖市商工会

548 2508210827 茨城県 株式会社バイオカ－ボン研究所
液状炭化物を用いたヒトの健康維持・促進に役立つ
空気清浄機の開発

阿見町商工会

549 2508210830 茨城県 合資会社剛烈富永酒造店
小規模蒸留装置を使った地域ブランド焼酎の製造販
売

筑波銀行

550 2508210832 茨城県 ひげた食品株式会社
納豆の改革～新冷凍保存技術による流通革命と地
域資源コラボ商品の開発～

常陽銀行

551 2508210833 茨城県 有限会社ナリタファーム 鶏糞の有効活用による肥料素材の開発事業 税理士法人フィールド

552 2508210834 茨城県 有限会社皆川獣医科医院 つくば動物医療センター開設プロジェクト 常陽銀行

553 2508210836 茨城県 株式会社ライスライン
ＡＳＥＡＮ諸国をターゲットにした日本米と中古農機具
の海外輸出事業

常総市商工会

554 2508210840 茨城県 日邦電機産業株式会社 消防防災ヘリコプター向け可搬型着陸灯の試作開発 日立商工会議所

555 2508210846 茨城県 東邦発条株式会社
ＡＴ用バネ部品（ディテントスプリング）生産効率を向
上させる金型の開発

筑波銀行

556 2508210849 茨城県 有限会社グリュイエール
新しい食感と深い味わいを併せ持つ栗型「栗菓子」の
試作開発

笠間市商工会

557 2508210850 茨城県 株式会社ナチュラルライフ
地域に根ざしたＩＴコミュニティ＆ヘルシー・フードコー
トの開発

土浦商工会議所

558 2508210851 茨城県 株式会社アオキ
ボーリング加工とルーター加工機能を併せ持つ家具・
建具用ＮＣ工作機械の開発・導入

石岡商工会議所

559 2508210858 茨城県 株式会社ウーマン ロハスとエコの総合美容サロンの確立 水戸信用金庫

560 2508210859 茨城県 株式会社トヨウラ
４コーナーが小Ｒである高級感覚プレス成形シンクの
開発

常陽銀行

561 2508210860 茨城県 有限会社佐白山のとうふ屋
豆腐自動包装機・油濾過機・ドーナツ製造機による
「たのくろ生とうふ」とたのくろ豆関連商品の開発

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

562 2508210861 茨城県 株式会社関川畳商店
畳業界初！安心・安全な「両面薄畳」商品及び製造
技術開発による手軽に洋室を和空間に替えれるサー
ビスの提供

小美玉市商工会

563 2508210863 茨城県 旭モールディング株式会社
可動コア方式を利用した積層成型法による樹脂肉厚
試作品の開発

城北信用金庫

564 2508210871 茨城県 有限会社給前呉服店
移動レンタルきもの車で和装し神のまち鹿嶋を味わう
（日本の心を発見する）事業

鹿嶋市商工会

565 2508210875 茨城県 大塚産業株式会社
プラスチック射出成型加工の夜間無人操業を実現す
るための設備導入と社内体制整備

商工組合中央金庫

566 2508210878 茨城県 株式会社ミナキ
ＮＣルータ増設による旅客機内装品用部品の生産能
力拡大・加工精度向上と収益性の改善

りそな銀行
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567 2508210887 茨城県 栗山工業株式会社
「農地耕作支援」と「天然ミネラル肥料製造技術」を活
用した先進的農業支援サービス事業

美浦村商工会

568 2508210890 茨城県 有限会社服部製作所
多様な医療器具用部品の試作開発及び製造生産ラ
インの確立

筑波銀行

569 2508210894 茨城県 有限会社ジオテック
都市災害監視向けメンテナンスフリー小型傾斜計測
装置の試作開発

株式会社ひたちなかテクノセ
ンター

570 2508210895 茨城県 株式会社トプスシステムズ
自律型運転支援システム向けの人や車両の画像認
識システムの開発

常陽銀行

571 2508210899 茨城県 株式会社ハートコーポレイション
国際業務人材サービス・Ｇｌｏｂａｌ　Ｈｕｍａｎ　Ｒｅｓｏｕｒｃ
ｅ

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

572 2508210901 茨城県 株式会社スリー・エス
世界初工法の基板実装装置の導入によるＬＥＤ直管
照明の量産化技術の開発

浜銀総合研究所

573 2508210906 茨城県 株式会社セイキョウ
自動粉体塗装ラインの構築による環境配慮化と製品
供給の効率化

常陽銀行

574 2508210907 茨城県 株式会社ノア
動物体の全周３Ｄデータを取得する高速スキャニング
システムの開発

常陽銀行

575 2508210913 茨城県 株式会社アイザ
「手荒れ撲滅ネットワーク構築による理美容院離就職
改善システムの開発」

常陽銀行

576 2508210914 茨城県 トモエ乳業株式会社
混合乳の最適回収技術の確立による歩留り改善、及
び回収乳の品質向上

常陽銀行

577 2508210915 茨城県 株式会社笹沼製作所
「職人技」とＣＮＣ普通旋盤ハイブリッド高精度技術に
よる精密機械装置部品の拡販

城北信用金庫

578 2508210917 茨城県 東洋鍛工株式会社 航空機部品における素材の熱間鍛造化技術の開発
公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

579 2508210918 茨城県 アルバファインテック株式会社
医療用プラスチックのクリーン化による品質向上と生
産の能力増強

常陽銀行

580 2508210926 茨城県 株式会社長浜合成工業所
チッソＧＡＳ注入式射出成型導入による品質の向上と
低コスト化の実現

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

581 2508210931 茨城県 株式会社関東技研
核融合炉（ＪＴ－６０ＳＡ）用超伝導コイル観測システ
ムの確立

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

582 2508210932 茨城県 株式会社サザン珈琲
冠婚葬祭用返礼嗜好品用ギフト品等における自社ブ
ランドの商品化

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

583 2508210933 茨城県 株式会社要建設
働く女性及びシルバー層の女性に「癒し」と「安らぎ」
を提供する『リフレ・カフェ』づくり

茨城県信用組合

584 2508210946 茨城県 朝日印刷株式会社
印刷物の紙とデジタルの融合（ＡＲを導入した新たな
付加価値額の創出

一般社団法人茨城県中小企
業診断士協会

585 2508210949 茨城県 株式会社ベテル 放熱材料の高分解能面内方向熱伝導性評価方法 常陽銀行

586 2508210950 茨城県 株式会社トキワ製作所
ランナーレス・廃材レス・ハイサイクル成形による試薬
セル成形品の高効率生産で競争力強化と受注拡大

株式会社ひたちなかテクノセ
ンター

587 2508210952 茨城県 株式会社大友製作所
設置が容易かつ設置コストを大幅低減できる植物栽
培用ＬＥＤ照明の機構及び連結治具の開発

常陽銀行

588 2508210953 茨城県 株式会社遠山工業
トナーカートリッジ用ブレードの自動化プレスラインの
開発

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

589 2508210958 茨城県 有限会社サカエシステム
ＰＣを用いた画像処理装置の開発と機能プログラム
のライブラリ化

公益財団法人日立地区産業
支援センター

590 2509210418 栃木県 株式会社田中電気研究所
ＰＭ２．５や敷地境界監視用のリアルタイム連続粉塵
モニターの開発

足利銀行

591 2509210425 栃木県 株式会社ジーク
旋盤と歯切りを同時加工できる世界初の複合機開発
による競争力強化

足利銀行

592 2509210441 栃木県 株式会社小林縫製工業
昇華転写プリント設備導入でのサンプル製造の効率
化と時短化による受注拡大事業

栃木信用金庫
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593 2509210443 栃木県 株式会社澤本製作所 低資源樹脂無帯電シート製作用金型の開発 足利銀行

594 2509210444 栃木県 オグラ金属株式会社
革新的自動検査装置の開発による１００％保証の実
現と生産性５０％の向上

東和銀行

595 2509210445 栃木県 有限会社船木製作所
難削材の複雑形状加工における短納期化と小型・高
精度化による新規市場の獲得

栃木銀行

596 2509210447 栃木県 株式会社板橋製作所
自動車の軽量化を実現するエンボス構造プレス部品
の供給体制の構築

商工組合中央金庫

597 2509210450 栃木県 株式会社シンワモールド
複雑形状のエラストマー成形を高品位に実現する高
精度金型の製作及び連続射出成形方法の確立

東和銀行

598 2509210452 栃木県 株式会社佐藤光機製作所
量産受注体制の確立により自社生産率向上を図り、
コスト競争力を高め事業拡大、地元雇用を促進する。

大田原信用金庫

599 2509210453 栃木県 株式会社抗菌研究所
健康・医療におけるユーザー獲得のための天然抗菌
剤の機能性の向上

常陽銀行

600 2509210454 栃木県 株式会社環境生物化学研究所
食品リサイクルによる閉鎖循環式陸上養殖に特化し
た環境にやさしい発酵飼料の研究開発

足利銀行

601 2509210456 栃木県 日光金属株式会社
法認定を受けたＤＭＣ法を展開するためのアルミ金
型製作方法の研究

足利銀行

602 2509210457 栃木県 株式会社パウデック
高耐圧窒化ガリウム（ＧａＮ）ショットキーダイオードの
実装技術開発

足利銀行

603 2509210460 栃木県 株式会社太田エレクトロニクス
スイッチング回路方式マイクロ波電源装置の試作開
発と実用化による販路の拡大

足利銀行

604 2509210465 栃木県 株式会社加藤鐵工所
航空機用難削材の難形状製品加工の高精度、高品
質、低コスト及び短納期化。

栃木銀行

605 2509210469 栃木県 植木木工株式会社
住宅の内装材に使われる建築資材の複雑加工及び
生産ラインの増設による製品の短納期化と多品種生
産の実現

鹿沼相互信用金庫

606 2509210470 栃木県 中央工機株式会社
高精密加工機導入による燃料噴射装置用ノズルの
試作品開発

横浜銀行

607 2509210471 栃木県 大古精機株式会社
研削レスによる、切削加工を用いた精密球面ゲージ
の製作手法の開発

神宮会計事務所

608 2509210474 栃木県 有限会社角田金型製作所
航空機部品の量産能力向上と高品質化及び新規部
品、難削材対応力の強化

足利銀行

609 2509210475 栃木県 有限会社久米製作所 ＣＮＣ立旋盤導入による生産能力強化事業 群馬銀行

610 2509210476 栃木県 株式会社森製作所
超長尺板金部品の高精度高効率ベンディングシステ
ムの構築

商工組合中央金庫

611 2509210478 栃木県 有限会社ＮＥテック
競争自動車エンジンパーツ製造技術を背景とした航
空機産業への進展と技術の高度化

足利銀行

612 2509210479 栃木県 有限会社伊藤製作所
最新ＮＣ旋盤機導入による、高精度化とリードタイム
の短縮

栃木信用金庫

613 2509210480 栃木県 サラックス製造株式会社
複合素材による新商品の試作・開発及び海外進出へ
向けてのワンストップものづくりの構築

足利小山信用金庫

614 2509210481 栃木県 北條光学株式会社
高級レンズ市場ニーズにおける研磨工程の超高精度
加工技術開発

足利銀行

615 2509210482 栃木県 株式会社深井製作所
軽量化エンボス加工設備への品質精度向上機構追
加

足利銀行

616 2509210483 栃木県 草津電機株式会社
厳しさを増す顧客からの省エネ要求に適合した高効
率ＤＣモータの開発・技術の確立事業

商工組合中央金庫

617 2509210484 栃木県 有限会社若菜製作所
ハイブリット車エアコン用回路部品を生産するための
治具製作加工方法の開発

栃木銀行
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618 2509210486 栃木県 株式会社野添通信
可搬型低圧負荷試験機による非常用自家発電機点
検・整備サービス事業

鹿沼相互信用金庫

619 2509210488 栃木県 有限会社加藤研磨工業
エコの観点からチップソーをリサイクルする為の設備
の導入。

鹿沼相互信用金庫

620 2509210491 栃木県 ＭＩＮＡテクノロジー株式会社
加工部品の内製化による納期短縮と付加価値アップ
の実現

栃木銀行

621 2509210495 栃木県 株式会社システムテクニカ
立形マシニングセンタ導入による短納期実現と異業
種への本格参入事業

栃木信用金庫

622 2509210498 栃木県 有限会社茂原製作所
高剛性マシニングセンター導入による生産性の強化
と受注拡大

栃木銀行

623 2509210499 栃木県 不二エム・アンド・シー株式会社
医療用内視鏡向け傾斜穴部品の高精度・短納期加
工技術確立による受注拡大

川崎信用金庫

624 2509210500 栃木県 有限会社菊花産業
花・野菜用育苗培土のコスト低減と生産量の拡大を
実現する新たな生産体制の確立

鹿沼商工会議所

625 2509210504 栃木県 株式会社三峯金型
大型高性能高精度の型彫放電加工機導入によるプ
ラスチック用金型作製の短納期化・低コスト化の実現
及び新規事業の獲得

足利銀行

626 2509210518 栃木県 株式会社イーアンドエム
生体センサーと連携し、入院患者等の体調異常情報
を受発信する装置の試作・開発

常陽銀行

627 2509210522 栃木県 堀田光学工業株式会社
ＮＣ球芯研磨装置の設備投資による光学レンズ製造
の高度化、小口短納期化

川崎信用金庫

628 2509210523 栃木県 株式会社イシバシ金型
ハイブリッド自動車向け短納期高精度低コスト金型設
計技術の開発

栃木銀行

629 2509210526 栃木県 株式会社ナス夢工房 メーカー型製造小売（ＳＰＡ）ビジネスの展開 足利銀行

630 2509210529 栃木県 有限会社石川精機製作所 加速器技術向上のための設備導入計画 東和銀行

631 2509210530 栃木県 株式会社マルゼン
ポリエステル綿を使ったしなやかな介護用マットレス
の開発

栃木信用金庫

632 2509210531 栃木県 株式会社グリーン玉田屋
高圧縮ココピートの復元による低コストな園芸用土生
産体制の確立と生産量拡大の実現

鹿沼商工会議所

633 2509210535 栃木県 株式会社小野製作所
サーボプレスを活用した高精度プレス加工品の試作
開発

足利銀行

634 2509210536 栃木県 株式会社星プラスチック
多様化するニーズに応えられるプラスチックペレット
の試作～量産体制の強化

栃木銀行

635 2509210539 栃木県 クラフトワーク株式会社
複数の熱エネルギーを有効活用したカスケード弁ユ
ニット開発

常陽銀行

636 2509210542 栃木県 株式会社原田伸銅所 ・ＨＯＴ－ＤＩＰ錫めっき表面自動検査装置の新規設置 商工組合中央金庫

637 2509210545 栃木県 有限会社北松
高い需要期にも高品質で高い生産性を実現する園芸
用土生産体制の確立

足利銀行

638 2509210546 栃木県 株式会社タカノ
他社に先駆けた未利用の草本類植物残渣及び資源
農作物を原料とするバイオマスペレット燃料の量産化
による地域社会貢献ビジネスモデルの構築。

烏山信用金庫

639 2509210547 栃木県 株式会社星秀社
静電塗装による粉体と溶剤の可変ライン構築を核と
する新たな高品質塗装体系の開発

常陽銀行

640 2509210550 栃木県 村樫石灰工業株式会社 既調合練りタイプ漆喰製品の製造設備の拡充 群馬銀行

641 2509210556 栃木県 株式会社壮関
高温高圧プレス技術を使用した高齢者向け食品の新
製品開発事業。

栃木信用金庫

642 2509210557 栃木県 株式会社環境ラボ
迅速、低コスト、高精度な新たな土壌汚染調査方法
の開発による汚染土地対策への貢献

足利銀行
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643 2509210561 栃木県 白石物産株式会社
ＮＣ複合機利用による　家具の曲面部位　化粧樹脂
加工の高度化計画

鹿沼相互信用金庫

644 2509210562 栃木県 株式会社生晃
居住用オーダー収納家具の提案から製造までの革
新的なオートメーション化の実現

足利銀行

645 2509210566 栃木県 ジャパンテック株式会社
石油由来に匹敵する高純度ペットボトルリサイクル原
料実現のための高精度選別装置の開発

小山商工会議所

646 2509210571 栃木県 有限会社山本鉄工所
次世代自動車発展に伴うプレス金型の高精度・生産
力向上計画

栃木銀行

647 2509210573 栃木県 株式会社タマル工業

無電解ニッケルめっきの新工法「カセット回転式めっ
き装置」の導入　独自技術の開発による自動車用燃
料配管部品（重要保安部品）の新規取り込みと売上
げの拡大

佐野信用金庫

648 2509210575 栃木県 有限会社シュライン精工
放電加工技術の高度化による金型加工技術の高精
度化

日光商工会議所

649 2509210577 栃木県 株式会社ディード
世界初！　ベクトル検知方式（特許出願中）による次
世代の磁性体検知機の開発

足利銀行

650 2509210578 栃木県 有限会社荒山製作所
輸入低価格部品に打ち勝つための超短納期納入体
制確立による製造付加価値の実現と市場拡　大実
現。

足利銀行

651 2509210579 栃木県 株式会社竹中

難削材である耐熱鋳鋼品（高ニッケル含有率）の自
社加工ノウハウと複合旋盤＆超高圧クーラントシステ
ムとの融合による、生産プロセス革新と新分野進出
ビジネスモデルの創出

三菱東京ＵＦＪ銀行

652 2509210580 栃木県 株式会社ソフトシーデーシー
ソーラーパネル故障監視システムの開発による太陽
光発電施設保守市場の獲得

栃木銀行

653 2509210581 栃木県 株式会社タスク
医療器具製品開発の期間短縮と低コスト化を目的と
した３Ｄプリンター導入計画

栃木信用金庫

654 2509210595 栃木県 株式会社協栄社
印刷内容が１枚ごとに可変し、エンドユーザーニーズ
の多様化に対応した多品種小ロット印刷プロセスの
構築

足利銀行

655 2509210598 栃木県 株式会社シンデン
長尺強化プラスチック板と積層繊維強化板等開発お
よび製造

足利銀行

656 2509210603 栃木県 トーテク株式会社
アルミ製手すり支柱の保護用低アルカリポリマーモル
タルの開発

公益財団法人栃木県産業振
興センター

657 2509210604 栃木県 有限会社吉成印刷
北関東初！「箔押し」対応のラベル・パッケージの試
作および小ロット生産システムの構築

烏山信用金庫

658 2509210608 栃木県 テクノワールド株式会社
設計対応力を強化し、設計から製造までの一括請負
を可能とする体制の構築

足利銀行

659 2509210611 栃木県 有限会社上河内精機製作所
マシニング加工の新工法開発による加工効率化達成
で新規分野開拓への競争力強化実現

烏山信用金庫

660 2509210613 栃木県
関東インフォメーションマイクロ株
式会社

ＩＴ技術を活用した「機密文書管理システム」の研究開
発

足利銀行

661 2509210617 栃木県
ヤマゼンコミュ二ケイションズ株式
会社

「栃ナビ！」　会員向けのリアルな世界での部活動
サービス

税理士倉井章事務所

662 2509210620 栃木県 あづま食品株式会社
醗酵工程の見直しによる消費者ニーズに応える納豆
製造の実現

公益財団法人栃木県産業振
興センター

663 2509210625 栃木県 芳賀精密工業株式会社
ネック工程を解消し、ＬＥＤ製品の生産拡大に対応す
る設備投資と生産刷新の推進

有限会社エスエス創造研究
所

664 2509210626 栃木県 株式会社セイシン企業 低コストアルファ化穀物粉末大型製造装置の開発 商工組合中央金庫

665 2509210628 栃木県 ハネクトーン早川株式会社
東京オリンピックに向けた、和の美しさと機能の両立
を追求した武道着の開発

青木宏二郎税理士事務所

666 2509210631 栃木県 有限会社さくら食品
地域ブランド“宇都宮餃子”の新製品（焼き目付き餃
子）開発による販路開拓

大田原信用金庫

667 2509210633 栃木県 株式会社バンテック
次世代環境製品（バイオ燃料車、燃料電池車、エコ
キュート）用フィルター加工技術開発

佐野信用金庫
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668 2509210636 栃木県 株式会社東建
２軸溝加工機導入による多品種小ロットの木材加工
の高精度・短納期化の実現

栃木銀行

669 2509210640 栃木県 株式会社上原園
包装技術の最新化による「カット野菜」の生産性・品
質の向上及び「食」の安全、安心を守る、低コストか
つ高品質で多種多彩な「カット野菜」提供の実現

商工組合中央金庫

670 2509210642 栃木県 有限会社ハバラインダストリー
マシニングセンタ導入による生産プロセスの強化と高
精度・増産・短納期化への対応

桐生信用金庫

671 2509210645 栃木県 有限会社カーリサイクルホソノ
金属解体機の導入等による、使用済自動車の解体・
レアメタル取り外しの革新的効率化

足利銀行

672 2509210646 栃木県 有限会社福田企画
ニュートン原器比較補正加工によるレンズ研磨皿の
真球度サブミクロン切削加工技術の確立

那須信用組合

673 2509210647 栃木県 有限会社菜匠
新型包装機械導入による鮮度保持、生産効率向上を
両立させた次世代型の農産物物流・販売への取組

筑波銀行

674 2509210648 栃木県 株式会社火の魂カンパニー
『餃子の皮製造機の試作開発を含めた栃木県産品を
使ったご当地餃子の一貫生産体制の構築並びに企
画製造販売の確立』

足利銀行

675 2509210653 栃木県 有限会社瀬川製作所
産業用ロボット向けのヒートシンク切削加工及び、検
査精度の高度化

群馬銀行

676 2509210654 栃木県 リンデン・ビーアイ株式会社
施設等への出張「美容・理容」のサービスにかかる
「計数管理システム」の構築及び顧客情報の「電子カ
ルテ」化による競争力の強化

群馬銀行

677 2509210655 栃木県 パスキン工業株式会社
廃棄物の減量化、廃棄物処理場の延命化、自然環
境保全のためのコンクリート製品生産工程の効率化
によるエコスラグ利用拡大の実現

足利銀行

678 2509210656 栃木県 株式会社三和メック
新規なナノバブル水利用培養装置導入による革新的
な高濃度バチルス菌含有土壌改良液の効率的製造

栃木銀行

679 2509210664 栃木県 オプトウエア株式会社
光弾性動的応力分布計測装置の開発及び透明体内
部応力の動的計測

足利商工会議所

680 2509210665 栃木県 株式会社青木製作所
医療・歯科手術器具用刃部の革新的な接合技術によ
る小型化および量産化への挑戦

株式会社田中経営パート
ナー

681 2509210666 栃木県 有限会社コーチ精機
超小型加工機と高能率加工を組み合わせた高効率・
高精度金型製作方法の確立

栃木信用金庫

682 2509210667 栃木県 第一測工株式会社
３次元レーザースキャナによるリバースエンジニアリ
ング市場の受注拡大

栃木銀行

683 2509210668 栃木県 株式会社ＦＴＭテクニカルサービス インターポーザ基板用レジスト膜平滑化装置の開発 足利銀行

684 2509210676 栃木県 株式会社しばた工芸
「多様な素材へのダイレクトプリント技術を用いた商
業施設向け立体造形物の試作開発」

栃木銀行

685 2509210677 栃木県 株式会社三陽
ＣＮＣパイプベンダー導入による高精度パイプ製品
で、中国品に負けない低コストを実現する。さらに新
規市場として医療機分野を目指す。

足利銀行

686 2509210688 栃木県 株式会社テクノスチールダイシン
溶接技術の高度化による上位ランク（Ｈグレード）の
認定工場になり市場を拡大する。

足利銀行

687 2509210699 栃木県 株式会社ベネス
携帯電話回線と無線を利用したセンサーと監視カメラ
の製造と、それを利用した農業クラウドの開発

足利銀行

688 2509210703 栃木県 株式会社山形屋
環境事業分野への本格参入に資する難削材加工技
術の導入

足利銀行

689 2509210710 栃木県 有限会社大橋機械工業所
半自動旋盤と職人技の融合による、大型加工物の高
精度・短納期化の実現

足利銀行

690 2509210711 栃木県 株式会社ＭＡＲＳ　ＤＥＮＴＥＸ
『歯科先進医療用ＣＡＤ／ＣＡＭシステムの導入によ
る歯科技工物の製造体制の構築』

常陽銀行

691 2509210715 栃木県 有限会社光栄金型製作所
小型ステンレス部品の精密絞り金型成形技術を活用
した大型絞り金型成形部品市場への参入。

足利銀行

692 2509210716 栃木県 有限会社協悦
ポータブル高速ＤＮＡ解析機の蛍光読取装置基盤製
造技術開発事業

福富税務会計事務所

693 2509210718 栃木県 有限会社スペクトルデザイン テラヘルツ波を用いたバイオ機能可視化装置の開発 足利銀行
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694 2509210719 栃木県 有限会社岸印刷
レーザー加工機によるオリジナル紙製品の多品種小
ロット生産体制の構築

栃木銀行

695 2509210728 栃木県 東都工業株式会社
高齢者喘息患者に適用可能な気道炎症状態評価装
置の設計と試作開発

足利銀行

696 2509210730 栃木県 有限会社佐藤精機
高精度精密部品の３次元高速測定技術革新による
市場シェア拡大

足利銀行

697 2509210742 栃木県 株式会社大麦工房ロア
新物流システムの構築による作り立て大麦ダクワー
スの供給体制の構築と売り上げ拡大

公益財団法人栃木県産業振
興センター

698 2509210743 栃木県 神和アルミ工業株式会社 航空機大型構造物検査装置導入による売上向上。 足利銀行

699 2509210745 栃木県 有限会社ブル精密 超精密ガラス研削加工技術の技術革新 税理士法人ＦＭＣ

700 2509210747 栃木県 有限会社丸島製作所
大型の精密平面研削盤の増強による高精度、短納
期ニーズへの対応

足利小山信用金庫

701 2510210003 群馬県 有限会社深澤工業
入浴時の介護必要者、支援者の負担を軽減する介
護用品の開発

桐生市黒保根商工会

702 2510210005 群馬県
株式会社古川テクニカコーポレー
ション

『自動車ロボット溶接生産設備の部品加工から一貫
した精度保証システム』の開発

足利銀行

703 2510210010 群馬県 共進工業株式会社
環境に優しい塗装による製品造りとそれを実現する
生産システムの構築

群馬銀行

704 2510210012 群馬県 有限会社中沢精工
難形状製品を自動加工機による完品加工し、精度要
求と即納要求の両立を図る

桐生信用金庫

705 2510210014 群馬県 有限会社宮本製作所
自動車向け薄板順送金型による軽量化対応および
低コスト・短納期化体制の構築

群馬銀行

706 2510210019 群馬県 中村化成工業株式会社 プラスチックパレット再生原料化のプロセス改善 埼玉りそな銀行

707 2510210020 群馬県 株式会社アイティーエム
ＩＣＴ技術を用いた高齢者向け複合機能型見守り装置
「ほっとコール」の開発

東和銀行

708 2510210022 群馬県 株式会社ラストイズム
多機能無人小型電気ヘリコプターの開発、販売、空
撮関連事業創出

桐生信用金庫

709 2510210024 群馬県 有限会社坂田製作所
３次元ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による生産性向上、高品
質、低コスト、短納期化の実現

板倉町商工会

710 2510210025 群馬県 有限会社キョウエイ精機
次世代産業向け精密機械加工部品の開発と生産シ
ステムの構築で売上高向上

群馬銀行

711 2510210026 群馬県 サンエツフーズ株式会社
全国名産物生産者のブランド商品化支援体制の構
築

北越銀行

712 2510210028 群馬県 株式会社ヒロイ
医療機器用電池パック製造において、高速で高精度
なレーザー溶接技術の確立と量産技術開発

間㟢孝雄

713 2510210030 群馬県 マクターエンジニアリング株式会社
患者の体形と症状に最適対応する全自動治療装置
の試作開発

群馬銀行

714 2510210032 群馬県 株式会社モテギ
ハイテン材加工技術開発による自動車部品の軽量
化と量産化技術の確立

大泉町商工会

715 2510210033 群馬県 有限会社富士ハードクロム
大型部品における、硬質クロムめっき皮膜の均一性
の向上

桐生信用金庫

716 2510210036 群馬県 有限会社須藤工機製作所
プレス金型製作リードタイム大幅短縮のための高効
率・高精度加工システムの構築

東和銀行

717 2510210037 群馬県 株式会社町田酒造店
サーマルタンクを用いた夏期に供給可能な純米活性
清酒の開発

群馬銀行

718 2510210045 群馬県 株式会社桐生ソウイング
介護用マットレスカバーの生産需要拡大に適応した
ＮＣ裁断機による防水生地裁断の機械化

群馬銀行

719 2510210047 群馬県 高陽精工株式会社
次世代航空機エンジン部品組立の高精度化、最短開
発化に対応できる高精度加工技術の確立

高崎信用金庫
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720 2510210048 群馬県 株式会社ジュンコーポレイション
ガスアシスト成形技術を用いた成形機のダウンサイ
ジングによる原価低減

しののめ信用金庫

721 2510210054 群馬県 有限会社吉井電子工業
次世代自動車必須の耐高電圧・完全防水・完全防錆
性バスバー回路成形法開発

東和銀行

722 2510210057 群馬県 根岸物産株式会社
乾麺の常識を打ち破ったレンジアップ縮れ乾麺の試
作開発

高崎市新町商工会

723 2510210058 群馬県
フェニックスエンジニアリング株式
会社

医療現場向け　医療用手袋　ピンホール検査装置の
開発

群馬銀行

724 2510210059 群馬県 移動福祉美容車そらいろ
過疎地巡回を目指したコミュニティー型移動福祉美
容車の改造事業

大泉町商工会

725 2510210061 群馬県 株式会社長井精機
シェールガス採取のための軸流圧縮機駆動用タービ
ン翼の高精度・高効率加工

税理士法人合同会計

726 2510210063 群馬県 株式会社イッキス
自動車用プレス金型製造における超精密加工技術
の高度化と高精度金型の試作開発

群馬銀行

727 2510210069 群馬県 株式会社朝倉ジャージー
機能性マットレスの高品質化と生産性の向上および
新製品の開発

足利銀行

728 2510210070 群馬県 浅見工業株式会社
廃炉向けの低コストで遠隔操作が可能な金属切断工
法の開発

群馬銀行

729 2510210074 群馬県 福島工業株式会社
溶接一体化した自動車プレス大物アセンブリ部品の
試作開発

足利銀行

730 2510210075 群馬県 株式会社高崎共同計算センター
次世代自動車産業に向けた開発効率向上を実現す
る実装・検証システムの開発

公益財団法人群馬県産業支
援機構

731 2510210076 群馬県 有限会社あづま養魚場 魚体別前処理加工の高度化と品質向上 東吾妻町商工会

732 2510210077 群馬県 株式会社ＳＯＧＡ
二重管式熱交換器の高精度化を実現するパイプ曲
げ加工技術の開発

浅沼みらい税理士法人

733 2510210078 群馬県 村田刺繍所
装飾性・耐久性・生産性に優れたケミカルレース製立
体刺繍製品の開発

桐生信用金庫

734 2510210080 群馬県 有限会社ゴトー
航空機用精密特殊ギヤ製造システム導入による競
争力強化

笠懸町商工会

735 2510210081 群馬県 茂木食品工業株式会社
酵素処理によるこんにゃく成分を使用した低カロリー
介護食用の「とろみ剤」の開発・販売

群馬銀行

736 2510210082 群馬県 アイエムエス株式会社
新規拡管増肉精密加工法によるプリテンショナーパ
イプの開発

足利銀行

737 2510210084 群馬県 伊勢崎鈑金塗装株式会社
伝統の技術を最大限活かせる設備環境の整備によ
る高品質化の追求

税理士法人手島＆パート
ナーズ会計

738 2510210086 群馬県 株式会社柴塚製作所
自動車の燃焼効率を高めるための噴射ノズルの精
密加工技術体制の構築

桐生信用金庫

739 2510210088 群馬県 株式会社仲川工業所
自動車用プレス成形部品の検査能力向上による品
質強化事業

群馬銀行

740 2510210092 群馬県 株式会社クラインズ
レーザー加工技術を用いた半導体検査装置に対す
る洗浄性の高度化研究

足利銀行

741 2510210093 群馬県 金子林産有限会社
おが粉の生産性改善のため新規設備投資を行い競
争力を強化する

桐生市黒保根商工会

742 2510210094 群馬県 北斗機工株式会社
ロボットシミュレーションを活用した、企画から量産可
動まで一貫した業務効率の向上

群馬銀行

743 2510210095 群馬県 オーラ産業株式会社
高光沢・高輝度のプラスチック加飾塗装の量産化技
術の開発

邑楽町商工会

744 2510210097 群馬県 東栄化学工業株式会社 先端的分析技術を活用した機能性ゴム材料の開発
公益財団法人群馬県産業支
援機構

745 2510210099 群馬県 一作農園
サクサク感としっとり感を共存させたリンゴ加工品の
試作開発

みなかみ町商工会

29／186



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

746 2510210103 群馬県 有限会社大友
縫製用型紙のＣＡＤデータ化によるＣＡＭ裁断・縫製
工程の生産性向上

群馬銀行

747 2510210104 群馬県 前橋橋本合金株式会社
レーザガス高速循環用ターボブロワのアルミ合金鋳
物製ハウジング、スクロールの加工精度向上

群馬銀行

748 2510210113 群馬県 株式会社協栄包装
全自動充填を可能とする特殊シールガゼット袋の自
動製袋機の開発

商工組合中央金庫

749 2510210117 群馬県 株式会社サイトウティーエム
次世代クリーンエンジン用自動車部品の品質の安
定・向上及び高付加価値化を目的とした生産体制の
構築

公益財団法人群馬県産業支
援機構

750 2510210122 群馬県 中島鉄工株式会社
統合的な生産管理システムの構築による工場プレ加
工工程の生産性向上

群馬銀行

751 2510210128 群馬県 クシダ工業株式会社
専用ＣＡＤ導入による設計リードタイムの短縮と生産
工程の効率化

東和銀行

752 2510210130 群馬県 株式会社フジカケ
多曲面ハニカムコアとパネル材の一体成形を可能に
する「熱硬化型減圧接着装置」の開発

群馬銀行

753 2510210131 群馬県 株式会社タヒラ
次世代航空機用部品の高精度化及び短納期化に向
けた試作開発

群馬銀行

754 2510210151 群馬県 株式会社テクノアウター
大型建築物屋根の施工省力化を実現する折板運搬
装置の試作開発

株式会社渡辺経営コンサル
ティング

755 2510210152 群馬県 有限会社半田金型製作所
高精度複雑形状プレス金型の納期短縮に関する試
作開発

館林信用金庫

756 2510210153 群馬県 株式会社岩﨑製作所
建設機械部品における、難削材の超高速切削加工
技術の開発による部品コストの低減化

しののめ信用金庫

757 2510210159 群馬県 株式会社大野製作所
リチウムイオン電池集電体の精密洗浄技術革新によ
る安全性向上と受注拡大

群馬銀行

758 2510210161 群馬県 合資会社オリエンタル
セラミック製面状発熱体ヒーターの電気抵抗制御技
術の確立

群馬銀行

759 2510210162 群馬県 株式会社秋葉ダイカスト工業所
革新的湯流れ性を発現する特殊アルミ合金を用いた
超薄肉放熱部材の鋳造

東和銀行

760 2510210163 群馬県 梅原モデル株式会社
５軸加工による自動車メーカ向け試作品の高精度化
及び短納期化

足利銀行

761 2510210167 群馬県 共同技研化学株式会社 面状発熱シート用両面テープ生産技術の改良 東和銀行

762 2510210169 群馬県 株式会社半田製作所
自動車向け排気系配管部品の軽量化に向けた試作
開発

桐生信用金庫

763 2510210170 群馬県 株式会社高伸精機
精密切削加工における大型機械部品のリードタイム
半減の実現

しののめ信用金庫

764 2510210176 群馬県 株式会社セガワツールサービス
ＮＣ工具研削盤等の導入によるドリル再生研磨にお
ける加工品質の高精度化計画

株式会社エフアンドエム

765 2510210178 群馬県 三友精機株式会社
半溶融マグネシウム合金の薄板素材の開発及び切
削加工ラインの構築

群馬銀行

766 2510210181 群馬県 株式会社シンクトゥギャザー
ＥＶ用インホイールモーター各輪独立制御システムの
開発

群馬銀行

767 2510210186 群馬県 有限会社小板橋産業
海外製を圧倒する機能を持つ削岩機の主要部品の
精密深穴加工実現で国内生産増大

しののめ信用金庫

768 2510210187 群馬県 眞木産業株式会社
バリ高さ抑制技術の高度化を柱としたステンレス製
品加工の競争力強化

足利銀行

769 2510210188 群馬県 有限会社シー・アンド・シー
職人工に頼らない治具レス生産方法による家具製造
の短納期化の実現

笠懸町商工会

770 2510210192 群馬県 富士油圧精機株式会社
次世代自動車向け試作部品における革新的な高速
切削技術の確立

茂木健次

771 2510210193 群馬県 株式会社群協製作所
難削材（ステンレス製ＳＵＳ３１６Ｌ等）の高耐腐食性
特殊継手の開発・商品化

東和銀行
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772 2510210194 群馬県 有限会社高橋精機製作所
焼入れ鋼帯をソフトな抜きでプレス金型寿命２倍に挑
戦する生産技術開発

しののめ信用金庫

773 2510210195 群馬県 株式会社サカエ
簡易に検査・診断できる低価格ハンディタイプの糖尿
病検査装置の開発

しののめ信用金庫

774 2510210201 群馬県 株式会社林製作所
精密板金部品の自動バリ取りシステム構築と医療介
護ロボ分野への活用

高崎商工会議所

775 2510210202 群馬県 株式会社マルナカ 安全ボルト・ナット「Ｗ－Ｖ－ＬＯＣＫ（ゆるまんぞー）」
公益財団法人群馬県産業支
援機構

776 2510210205 群馬県 株式会社アタゴ製作所
分散型発電ユニットの品質・生産性の向上を図る製
造工程の開発

東和銀行

777 2510210206 群馬県 有限会社石井設備サービス
２０ｋＷ級小水力発電設備機器と付帯制御システム
開発

東和銀行

778 2510210208 群馬県 有限会社茂木製作所
常温接合装置における１品１様の部品加工技術と品
質保証体制の構築

公益財団法人群馬県産業支
援機構

779 2510210209 群馬県 近藤酒造株式会社
「火入れ・冷却」工程における新システム確立による
高品質純米吟醸酒の開発

しののめ信用金庫

780 2510210215 群馬県 有限会社石川鉄工所
次世代自動車プレス部品の高張力化における順送
金型の試作開発

ぐんまみらい信用組合

781 2510210216 群馬県 有限会社大河原製作所
光学機器部品切削加工の大型化・高精度化のため
のＣＮＣ旋盤導入と試作開発

沼田市東部商工会

782 2510210218 群馬県 株式会社布施製作所
多関節三次元測定機の関節部品における研磨レス
高精度はめ合いの実現

群馬銀行

783 2510210221 群馬県 株式会社星本製作所
プレス技術の高度化による自動車用部品の低コスト
化に関する試作開発

群馬銀行

784 2510210225 群馬県 株式会社ユー・コーポレーション
航空宇宙分野の小型部品における加工技術の高度
化と生産性の向上

しののめ信用金庫

785 2510210226 群馬県 小坂建設株式会社
『荒廃した竹林整備サービス』と低温炭素化技術を用
いた竹炭の試作開発事業

群馬銀行

786 2510210230 群馬県 松田精工株式会社
板鍛造加工用の金型開発による、短納期化と新事業
の開拓

しののめ信用金庫

787 2510210233 群馬県 株式会社ビット
タービン溝バイト製作における高効率研削の実現
及び　差別化強化の取組み

しののめ信用金庫

788 2510210235 群馬県 三立応用化工株式会社
日本製マザー機械の競争力向上に寄与する大型真
空注型製品実現事業

商工組合中央金庫

789 2510210242 群馬県
ナンシンハイテックモールド株式会
社

ワイヤーカット加工技術の高度化によるプラスチック
成形金型の試作開発

群馬銀行

790 2510210253 群馬県 株式会社小林機械
金属加工機専用ＣＡＤソフトと運用システム導入によ
るデータベース構築

常陽銀行

791 2510210257 群馬県 孔版技研工業株式会社
複合化パネルの加工技術の高度化による高精度、
高品質、低コスト化の実現

東和銀行

792 2510210275 群馬県 株式会社シュウワエンジニアリング
ポンプの省エネ長寿命化保守管理サービスシステム
提供による新事業分野の開拓

群馬県商工会連合会

793 2510210277 群馬県 有限会社ＢＭＺ
使用して足が鍛えられる機能性インソールの量産試
作開発

みなかみ町商工会

794 2510210279 群馬県 株式会社栄光製作所
多品種・小ロット・微細部品に対応した革新的次世代
実装ラインの構築

富岡商工会議所

795 2510210280 群馬県 株式会社日本デント
ＣＡＤ／ＣＡＭ技術の高度化による革新的な歯科医院
のニーズに対応する次世代モデルの構築

群馬銀行

796 2510210282 群馬県 有限会社桐生明治製作所
斜行穴加工技術の高精度化と短納期化による医療・
通信機器分野への展開

群馬銀行

797 2510210285 群馬県 株式会社東京鋳造所
高性能分析計によるデジタル・ＩＴ活用型グローバル
アルミ鋳造事業の構築

松波竜太
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798 2510210288 群馬県 株式会社三友
複雑な形状に対応する切削加工及び、生産効率上
昇と加工時間の大幅短縮の実現

あかぎ信用組合

799 2510210289 群馬県 菊田製作所
切削加工の高度化による効率的な高精度ステンレス
シャフトの作製

桐生信用金庫

800 2510210290 群馬県 株式会社トムスシステム
電子地図を活用し、地域分析を可能にする営業支援
システムの開発

群馬銀行

801 2510210291 群馬県 株式会社赤城
自動車用ゴム成形品（ジョイントカバー）の射出成形
技術の確立

桐生信用金庫

802 2510210294 群馬県 有限会社東亜電機工業所
三相の一体化により省スペース、省資源、コストダウ
ンを実現する産業用ヒーターの開発

群馬銀行

803 2510210295 群馬県 株式会社シュー・フォーラム
足元からの健康と未病を実現する楽歩堂オリジナ
ル・オーダーインソール製作機器の開発

東和銀行

804 2510210299 群馬県 有限会社猪俣機械製作所
測定技術の高度化によるライフサポート（介護・福祉）
製品のメンテナンス及びアフターケアの事業拡大

桐生商工会議所

805 2510210301 群馬県 株式会社ＮＩＧ
独自設備の進化による製本テープワンストップ工程
の構築

東和銀行

806 2510210303 群馬県 株式会社匠研磨
半導体製造装置向け複雑形状バルブの内面研磨技
術の高度化

足利銀行

807 2510210304 群馬県 東海カレンダー株式会社
製本に使用する金属針の紙製針化によるペーパーリ
サイクルの促進

さわやか信用金庫

808 2510210305 群馬県 貴娘酒造株式会社
低温発酵および低温貯蔵システム導入による発酵由
来の炭酸ガスにこだわった清酒の開発

群馬銀行

809 2510210308 群馬県 株式会社群馬コイケ
医療機器用微少流量調整器の連続的流量調整機構
の試作開発

群馬銀行

810 2510210315 群馬県 雪国アグリ株式会社
季節性商品を年間を通して平準生産するためのグ
ローバルマーケット戦略とその実用化

東和銀行

811 2510210319 群馬県 山恵鉄工株式会社
高精度クレーンブーム試作及び量産のための高精度
測定設備の導入

浅沼みらい税理士法人

812 2510210320 群馬県 ＬＯＯＫ　ＴＥＣ株式会社
『大電流用太線トロイダルコイル巻線機の開発とコイ
ル量産化による業容拡大』

桐生信用金庫

813 2510210328 群馬県 株式会社クボタ
建設機械用新型ドアキャッチ（鍵）の開発及び開閉試
験機の製作

群馬銀行

814 2510210329 群馬県 コガックス株式会社 自社設計製作品による客先生産加工ラインの開発 東和銀行

815 2510210330 群馬県 キムラ精機有限会社
自動車用オイルポンプ部品の高精度・短納期を実現
するための研削加工技術の確立

群馬銀行

816 2510210331 群馬県 株式会社みまつ食品
餃子成形機に連動した多品種少ロット生産に対応す
る自動トレー詰め装置の導入

前橋商工会議所

817 2510210332 群馬県 有限会社高崎保安機材
国産保安用品の品質・生産効率向上による安定供給
と輸入品への対抗

群馬銀行

818 2510210336 群馬県 三晃精機株式会社 高硬度材切削加工の量産化体制構築
株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

819 2510210343 群馬県 株式会社キーテクノロジー
塗装工程の強化による大型構造物の一貫生産体制
の構築

群馬銀行

820 2510210344 群馬県 フジハツ工業株式会社
環境エネルギー部品製造プロセスの一元化と生産効
率の改善

群馬銀行

821 2510210347 群馬県 小池化学株式会社 界面活性剤不使用エアゾール化粧料の開発 商工組合中央金庫

822 2510210350 群馬県 株式会社田村製作所
高効率空調機用ファンモータシャフトの生産能力強化
事業

桐生信用金庫

823 2510210356 群馬県 株式会社ＦＡＳＴ
自動車向け内装部品における射出成形金型の高精
度化及び短納期化を目指した試作開発

群馬銀行
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824 2510210359 群馬県 株式会社高木製作所
高難度ステンレス板金部品のフレキシブルベンディン
グシステムの構築

高崎信用金庫

825 2510210361 群馬県 株式会社高崎ダイカスト工業社
高精度位置決め装置搭載の切削加工機の試作開発
とロボットによる加工作業の全自動化

東和銀行

826 2510210366 群馬県 株式会社プロト技研
軽量・高剛性で、生産性の高い垂直軸揚力型風車の
翼の開発

アイオー信用金庫

827 2510210369 群馬県 株式会社オギテック
工程短縮・コスト削減のためのサーボクッションを活
用した超高硬度高張力鋼板の深絞り成形技術の開
発

眞下武久

828 2510210376 群馬県 鈴木工業株式会社
自動車用高精度プレス金型の短納期化に向けた試
作開発

群馬銀行

829 2510210384 群馬県 株式会社精和製作所
自動車分野向け治具の開発リードタイムの短縮及び
販路の拡大

商工組合中央金庫

830 2510210387 群馬県 株式会社土屋合成
微細プラスチック部品のカメラ画像による全自動外観
検査装置の開発

東和銀行

831 2510210395 群馬県 有限会社大竹製作所
高出力レーザー加工機導入による競争力強化の実
現

邑楽町商工会

832 2511211026 埼玉県 大真パッケージ株式会社
大手メーカーのニーズに応える食品用チャック付パウ
チ袋の開発と製造

東和銀行

833 2511211032 埼玉県 水元化成株式会社
最新型超音波ウエルダー及び射出成形機導入によ
る浄水蛇口のＯＥＭ生産体制強化計画

株式会社エフアンドエム

834 2511211034 埼玉県 株式会社平野製作所
環境負荷物質規制に対応した新素材による製品加
工技術及び切削技術の確立

株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

835 2511211035 埼玉県 株式会社中出製作所
最新型油圧ベンダー導入による建築金物の製造体
制強化計画

株式会社エフアンドエム

836 2511211038 埼玉県 有限会社三笠精機製作所
難削材加工技術の習得による海外向け自転車部品
と電気系統プラグ・コネクター分野の需要開拓

秩父商工会議所

837 2511211041 埼玉県 株式会社タイショー 宇宙用冷却システムの試作開発および製品化 埼玉縣信用金庫

838 2511211042 埼玉県 株式会社新晃社
オンデマンド印刷機等の導入による印刷の通信販売
における受注体制強化

株式会社エフアンドエム

839 2511211045 埼玉県 株式会社キタムラ
高性能ビームワーカーの導入による一次加工の対応
力向上事業

秩父商工会議所

840 2511211046 埼玉県 株式会社八光電機製作所
３Ｄプリンターと３Ｄスキャナーを活用した新製品開発
の工程短縮（リードタイム短縮とイニシャルコストの削
減）

商工組合中央金庫

841 2511211047 埼玉県 株式会社オシダ精機
音速に耐える強度と高い精度を備えた「航空・宇宙」
分野向け風洞モデルの開発

埼玉縣信用金庫

842 2511211048 埼玉県 有限会社森下製作所
高度な難削材加工技術習得によるインプラント体の
受注獲得

秩父商工会議所

843 2511211054 埼玉県 株式会社アゲオ 鉄道会社のニーズに応える為の生産体制の構築 東和銀行

844 2511211055 埼玉県 株式会社カメダ熱電
温度精度±０．０１℃の透過型電子顕微鏡用、冷却
水循環装置の試作

埼玉りそな銀行

845 2511211057 埼玉県 有限会社大場鉄工所
穴開け加工能力向上のためのＣＮＣ３軸自動形鋼ドリ
ルマシンの導入

秩父商工会議所

846 2511211058 埼玉県 五光印刷株式会社
新規３Ｄ立体印刷商材の商品化試作とカッティング工
程内製化による受注拡大

埼玉りそな銀行

847 2511211060 埼玉県 大曽根商事株式会社
より高難度の乳酸菌培養など顧客ニーズに対応する
ための無菌化装置の導入及び品質管理の強化

秩父商工会議所

848 2511211061 埼玉県 株式会社多田紙工
情報管理システムの導入による印刷物製本等の生
産効率向上計画

株式会社エフアンドエム

849 2511211063 埼玉県 有限会社金子螺子製作所
複合旋盤導入による精密螺子製造の短納期、低価
格化計画

株式会社エフアンドエム
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850 2511211067 埼玉県 青木電器工業株式会社
自動車軽量化に貢献する炭素繊維樹脂複合材のプ
レス加工技術の開発

商工組合中央金庫

851 2511211070 埼玉県 武州工業株式会社
「ワーリング装置搭載ＣＮＣ旋盤」導入による溶接用ノ
ズルの生産体制の強化

飯能信用金庫

852 2511211074 埼玉県 浜千ミナモト株式会社
新たな設備導入と人材育成等の社内体制強化に基
づく短納期・低コスト化の実現

埼玉りそな銀行

853 2511211075 埼玉県 有限会社小島製作所
軽量化に寄与する航空機向け多機能スプリングの試
作開発

埼玉縣信用金庫

854 2511211080 埼玉県 ＡｅｒｏＧｏ株式会社
タッチパネル用高硬度強化ガラスの量産向け高効率
加工技術の開発

株式会社エイチ・エーエル

855 2511211081 埼玉県 株式会社丸三電機
産業機器用ヒートシンクの国内生産における「超短納
期対応」システムの構築

商工組合中央金庫

856 2511211082 埼玉県 株式会社高橋儀三郎商店
鋼材精密切断技術の向上および環境配慮型加工に
よる海外（廉価）市場との差別化

埼玉りそな銀行

857 2511211083 埼玉県 株式会社オリエント
キャラメル掛けポップコーン生産及び販売の為の、革
新的設備の導入の件

武蔵野銀行

858 2511211084 埼玉県 株式会社ＳＨＵＴＥＣＨ
ダイヤモンド薄膜の受託成膜の受注獲得に向けての
評価機器整備

山形銀行

859 2511211085 埼玉県 有限会社協栄金型
高精度金型加工ニーズに対応する新型設備導入に
よる高精密金型生産体制の確立

群馬銀行

860 2511211086 埼玉県 リソテックジャパン株式会社
四重極質量分析法によるアウトガス検査システムの
構築

埼玉りそな銀行

861 2511211091 埼玉県 高橋金型株式会社
ワイヤー放電加工プロセスの革新化による金型生産
能力改善事業

亀有信用金庫

862 2511211092 埼玉県 有限会社常陸機械製作所
５軸ＭＣ機導入による成長産業分野の高精度一体化
加工部分の生産

埼玉りそな銀行

863 2511211097 埼玉県 サカエゴム工業株式会社
高性能裁断機導入による高生産性緩衝材の生産シ
ステム構築

熊谷商工会議所

864 2511211098 埼玉県 相生産業株式会社
味覚センサーを活用した味の数値化による調味料開
発の高度化

埼玉りそな銀行

865 2511211099 埼玉県 株式会社長谷川製作所
３ＤＣＡＤ、ＣＡＥのシミュレーション技術を活用した新
機能照明器具の開発

武蔵野銀行

866 2511211100 埼玉県
株式会社献
株式会社タジリ

木質ブリケット事業化のための実証プラントの設置事
業

秩父商工会議所

867 2511211103 埼玉県 エスコウィンズ株式会社
工場、商業施設、病院などの冷却塔の消費電力を削
減する省エネ制御器の開発

巣鴨信用金庫

868 2511211104 埼玉県 株式会社マイテック
絶対に傷がつかない製本用クルミ機械（表紙貼り付
け機械）の試作開発

埼玉縣信用金庫

869 2511211106 埼玉県 有限会社興陽電器製作所
マシニングセンター導入で金型の社内生産システム
確立と競争力強化

埼玉縣信用金庫

870 2511211108 埼玉県 昭和ロール株式会社
熟練技術と高性能検査機による効率かつ高品質な
生産体制の確立

株式会社エイチ・エーエル

871 2511211111 埼玉県 株式会社田口製作所
高性能ＮＣＴ導入による二次工程の統合化と医療機
器等の受注拡大

秩父商工会議所

872 2511211114 埼玉県 有限会社マシックス
マシニングセンター導入と難削材加工技術の高度化
による新事業領域の拡大

埼玉信用組合

873 2511211116 埼玉県 日本樹脂工業株式会社
新型機械設備導入による、高付加価値商品の開発、
及び生産性向上による競争力の強化

税理士法人丸の内ビジネス
コンサルティング

874 2511211117 埼玉県 小原歯車工業株式会社
生産性向上・リードタイム半減を狙った複合加工機導
入による工程集約の構築

千葉銀行

875 2511211121 埼玉県 株式会社清水スチール
高速Ｈ鋼自動開先加工機の導入によるボルトネック
の解消と量産・短納期対応力向上

秩父商工会議所
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876 2511211122 埼玉県 日工精機株式会社
重要保安部品の品質及び生産率向上を果たすため
の新たな洗浄工程開発事業

東和銀行

877 2511211129 埼玉県 株式会社ワイ・エス・エム
高いデザイン性とフレキシブル性を兼ね備えたＬＥＤ
面発光体の開発

埼玉縣信用金庫

878 2511211130 埼玉県 株式会社キャステック
アルミニウムダイキャスト金型に組み込まれる金型部
品（コアピン）を高品質・高効率に生産する。

常陽銀行

879 2511211136 埼玉県 秩父観光土産物品協同組合
Ｅｖａｐｏｒａｔｏｒの導入と急速冷凍・解凍システムの構築
による樹液商品の付加価値向上事業

秩父商工会議所

880 2511211137 埼玉県 有限会社聖工業
安全、安価で環境負荷の小さい老朽管更新工法の
開発と更新サービスの提供

埼玉りそな銀行

881 2511211140 埼玉県 株式会社ツカサ
新開発　曲部配管防水外装材「ハゼ締めエルボ」の
事業化

巣鴨信用金庫

882 2511211142 埼玉県 有限会社コジマテクノサービス
短期間で即戦力となる人材を育成する革新的電気技
術者研修事業

株式会社エイチ・エーエル

883 2511211145 埼玉県 有限会社隆林工業
精密板金加工のバリ取り工程における革新的生産性
向上と労働環境改善計画

株式会社エフアンドエム

884 2511211149 埼玉県 ネオメディカル株式会社
患者に優しい！三次元型インプラント及び手術器械
システムの開発

埼玉縣信用金庫

885 2511211154 埼玉県
株式会社ライフ
株式会社タイセー

超高齢社会における疾病の予防に対応する新規医
療機器の開発と国際標準化

埼玉りそな銀行

886 2511211156 埼玉県 フォトテクニカ株式会社
液晶チューナブルフィルターによる赤外線領域スペク
トルカメラの開発

武蔵野銀行

887 2511211162 埼玉県 有限会社練馬加工 電子機器部品における高精密切削部品の試作開発
株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

888 2511211169 埼玉県 ゴールド化成有限会社
新ゴールデンスキン製法による超音波診断装置部品
の試作開発

行田商工会議所

889 2511211173 埼玉県 有限会社島田精機工業
航空機エンジン向け高精度旋削部品における革新的
生産数量拡大事業

杉中恒彦

890 2511211178 埼玉県 有限会社小田製作所
最先端加工技術による超精密コンフィデンシャル金
型の開発

東京東信用金庫

891 2511211179 埼玉県 株式会社琥珀研究所ｂｙヤマノ
アンチエイジング、長寿、生活習慣病予防効果を有す
る琥珀抽出物の試作開発

商工組合中央金庫

892 2511211188 埼玉県 ポーライト株式会社
新たな国内燃料電池メーカー開拓のための金属セパ
レータ特性制御技術の開発

公益財団法人さいたま市産
業創造財団

893 2511211197 埼玉県 株式会社木屋製作所
トラックの軽量化に貢献する高張力鋼板の高精度塑
性加工技術向上事業

埼玉りそな銀行

894 2511211200 埼玉県 有限会社大橋
複合材強化プラスチックの精密加工精度維持を可能
にする生産体制の確立

飯能信用金庫

895 2511211202 埼玉県 ウム・ヴェルト株式会社
空飲料容器の高効率な分別と高価値資源化のため
の革新的リサイクル事業

東和銀行

896 2511211203 埼玉県 株式会社ハマノ
大型トラック用ボルト・ピンの穴明け・タップ加工の自
動化

武蔵野銀行

897 2511211208 埼玉県 有限会社シナノダイヤモンドツール
特殊形状ダイヤモンドバイト及び総形バイトの一貫生
産体制構築による安定供給の実現

株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

898 2511211209 埼玉県 日本アイディーシステム株式会社 高精度ツールプリセッター部品の試作開発 東和銀行

899 2511211210 埼玉県 株式会社チタカ
多機種多工程加工の集約により医療分野進出を実
現する複合同時加工設備の導入

武蔵野銀行

900 2511211215 埼玉県 サイトー精密株式会社
自社の生産体制を活かした新規ＮＣ旋盤機導入によ
る自動車部品業界への参入

武蔵野銀行

901 2511211216 埼玉県 有限会社浅井技研
自動車用配管部品のプラスチック化に対応した高精
密金型の効率的な製造工程の開発

巣鴨信用金庫
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902 2511211218 埼玉県 株式会社大附製作所
ロボット部品の少量多品種生産及び短納期生産に対
応する設備導入

武蔵野銀行

903 2511211224 埼玉県 株式会社ジオファイブ
超音波技術を利用した土木用鋼構造物（鋼矢板やＨ
鋼等）の根入れ長さ測定装置の試作開発

埼玉りそな銀行

904 2511211226 埼玉県 桜井機械株式会社
高品位クレイモデル作成を可能にする多軸加工・計
測システムの開発を事業化

広島銀行

905 2511211227 埼玉県 長沼商事株式会社
可燃性ガスを含む処理困難物の高品位リサイクルス
キームの構築

飯能信用金庫

906 2511211230 埼玉県 株式会社大千里精機製作所
中国・ＡＳＥＡＮ市場向けカートリッジ式油圧バルブの
試作開発

さいたま商工会議所

907 2511211231 埼玉県 株式会社パワーりめいく
緊急災害時の生活用水と飲料水を確保する為の簡
易型濁水浄化装置の開発

武蔵野銀行

908 2511211237 埼玉県 株式会社イシクラ
９６％の廃棄写真を利活用した新ＷＥＢ販売モデルに
よる事業拡大

埼玉りそな銀行

909 2511211238 埼玉県 株式会社エコスファクトリー
最新鋭の事前選別装置の活用による容器包装プラ
スチックの高度利用

埼玉縣信用金庫

910 2511211240 埼玉県 大貫金属工業株式会社
美術的塗装技術の高付加価値化と製造工程改善事
業

大東京信用組合

911 2511211242 埼玉県 マテックエンジニアリング株式会社 鋳造欠陥のデータベース構築による歩留り改善 東和銀行

912 2511211243 埼玉県 サンライズ工業株式会社
直流モーターファンを使用した高効率省エネユニット
クーラーの開発

商工組合中央金庫

913 2511211244 埼玉県 株式会社サンワ製作所
難燃性難削材料の導入を目的とした装飾造形品にお
ける複合加工技術の開発

公益財団法人さいたま市産
業創造財団

914 2511211249 埼玉県 大同工機株式会社
ストレーナ配管溶接作業高効率化に向けた自動溶断
工法の開発

東日本銀行

915 2511211250 埼玉県 株式会社ｙｕｚｏ
強アルカリ水＋ファインバブルで、早い！安い！きれ
い！の革新的洗車サービス

栃木銀行

916 2511211252 埼玉県 東浜工業株式会社 ＡＳＥＡＮ環境対応型小型高効率ブロワー開発 埼玉りそな銀行

917 2511211255 埼玉県 トーメックス株式会社
最新鋭ベンディングマシンとＮＣ制御による板金加工
の精度向上と短納期化

商工組合中央金庫

918 2511211259 埼玉県 株式会社エクセル・タム
パッド印刷におけるデジタル化による高精度印刷・小
ロット対応と技術伝承

株式会社ＧＩＭＳ

919 2511211263 埼玉県 有限会社杉山樹脂工業
増産に伴う多数個取りの精密金型の開発と、射出成
形の品質安定化技術の確立。

東和銀行

920 2511211264 埼玉県 三矢精工株式会社
新製法『部分焼結法』による複層スラストワッシャー
の量産技術の開発

埼玉りそな銀行

921 2511211265 埼玉県 株式会社サトーゴーセー
電子化した衣料用封緘具の性能向上とそれに伴う設
備等の拡充

巣鴨信用金庫

922 2511211266 埼玉県 牧丘鋼機有限会社
低コスト・短納期加工を実現する４ｍ長物鋼板加工機
のＣＡＤ／ＣＡＭ化開発

瀧野川信用金庫

923 2511211267 埼玉県 大石建設興業株式会社
地盤への適合性判断を容易にする無排土工法の確
立

武蔵野銀行

924 2511211269 埼玉県 株式会社協和プロセス
デザイン性・機能性を追求した次世代型パッケージを
実現する印刷製法の確立

埼玉りそな銀行

925 2511211278 埼玉県 有限会社フォレスト精工
曲線加工技術の内製化により多種多様な部品加工
を実現する事業

戸髙経営事務所

926 2511211279 埼玉県 山田マシンツール株式会社
マーキング用彫刻金属の加工時間を４０％以上短縮
する製造技術の開発

商工組合中央金庫

927 2511211285 埼玉県 ＦＦＢ株式会社
ＥＣ業務の一括代行システムと最新折機を使った３Ｄ
バースデーカードの自動配送業務の展開

若杉公認会計士事務所
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928 2511211286 埼玉県 株式会社フィッティングセンター
イヤーモールド（オーダーメード耳栓）加工技術に対
応するＣＡＤシステムの導入

青木信用金庫

929 2511211304 埼玉県 エステティックサロン我夢
身体にいい健康リンパマッサージの「簡易な施術方
法」の開発

埼玉縣信用金庫

930 2511211308 埼玉県 有限会社塙製作所
超精密加工品製造における多様な測定機に対応す
るトレーサビリティシステムの導入

川口信用金庫

931 2511211314 埼玉県 株式会社大矢製作所
「本職料理人の業を家庭で再現」受け箱つき小型銅
おろし金の開発

和光市商工会

932 2511211316 埼玉県 株式会社ビックライズ
高速マウンタ設備導入による小ロット実装への対応
と、検査・洗浄工程自動化による競争力強化

若杉公認会計士事務所

933 2511211317 埼玉県 株式会社エジクン技研
バーチャルクリック搭載！操作性を向上させたフット
マウスの開発

東和銀行

934 2511211319 埼玉県 有限会社サンコー
建設用プレス製品の高精度化及び短納期化に向け
た試作開発

巣鴨信用金庫

935 2511211320 埼玉県 嶋田製作所 医療用血液分析装置部品の高精度加工技術の構築 寄居町商工会

936 2511211322 埼玉県 テクノプリント株式会社
高品質・短納期・低コストに対応する高性能エッチン
グ装置の開発導入

武蔵野銀行

937 2511211326 埼玉県 染谷精機株式会社
３次元加飾（ＴＯＭ）工法による加飾用フィルム加工に
かかる仕上げ工程の研究開発

足立成和信用金庫

938 2511211327 埼玉県 北山印刷株式会社
新世代ＦＭスクリーニングを活用したアルミ蒸着紙へ
の高発色印刷による新サービスの拡充・拡販

群馬銀行

939 2511211328 埼玉県 有限会社さんしゅん電設 記録型ランニングアシストツール開発と販売実施 彩ノ国総合研究所千葉亮

940 2511211329 埼玉県 有限会社坂井製作所
最新ワイヤ加工機導入によるレアメタル加工精度と
生産効率向上の実現

東和銀行

941 2511211332 埼玉県 池上金型工業株式会社
連続繊維を補強部（リブ等）の立体形状に挿入出来
る射出成形法の開発

武蔵野銀行

942 2511211337 埼玉県 富士インキ製造株式会社 フレキソインキの再利用循環システムの試作・開発 東京都民銀行

943 2511211340 埼玉県 ＯＰＩ株式会社
アルマイト処理材への黒色マーキング用３次元レー
ザマーカの開発

飯能信用金庫

944 2511211344 埼玉県 比企光学株式会社
新規コネクタ加工事業の生産力強化と既存事業の金
型製作の高精度化実現

埼玉縣信用金庫

945 2511211348 埼玉県 ワールド技研株式会社
日本の誇るシステム化技術を活用した自動塗装ロ
ボットセルの中核装置の試作開発

埼玉りそな銀行

946 2511211354 埼玉県 有限会社協都技工
最新マシニングセンター導入による高品質化・高速化
による競争力強化と顧客ニーズ対応

埼玉りそな銀行

947 2511211360 埼玉県 シゴトラボ合同会社
多世代による育児環境を促進する“孫育てギフトセッ
ト”事業

武蔵野銀行

948 2511211368 埼玉県 楢原電機工業株式会社
断線耐性に優れた柔軟・高強度ケーブルの短納期・
一貫生産体制の高度化

西武信用金庫

949 2511211375 埼玉県 株式会社角田
新型複合機を用いた精密部品加工の工程集約によ
る競争力の強化

熊谷商工会議所

950 2511211378 埼玉県 日東精密工業株式会社
高度医療に貢献する医薬品収納容器用ゴム栓の品
質及び生産効率向上事業

税理士法人あおい経営支援

951 2511211379 埼玉県 兼松精鍍工業有限会社
汚れ除去装置導入による新たな鋳物めっき加工技術
の開発

さいたま商工会議所

952 2511211380 埼玉県 株式会社エーアンドアイ
多軸ＮＣ自動旋盤導入による加工工程の大幅削減
（コストダウン）

埼玉りそな銀行

953 2511211381 埼玉県 株式会社上武
耐久性の高いガラスの薄型化と大型化に寄与するケ
ミカル強化技術の試作開発

本庄商工会議所
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954 2511211383 埼玉県 株式会社クリタエイムデリカ
拡大する中食需要に対応した外食産業向けアウト
パック商品の開発

埼玉りそな銀行

955 2511211386 埼玉県 本間製本株式会社
高精度検査装置導入による品質保証と効率化・小
ロット対応及び極小ロット製本の実現

株式会社ＧＩＭＳ

956 2511211387 埼玉県 有限会社幸文化工
ＣＮＣマシニングセンターによる高精度樹脂製冶具の
試作開発

飯能信用金庫

957 2511211394 埼玉県 有限会社秩父館
「長瀞の燻製鮎」の地域ブランド化に向け、年間を通
じてのコンスタントな量産化

長瀞町商工会

958 2511211396 埼玉県 株式会社東特
環境対応型の液状化対策としての砕石杭工法の展
開

埼玉りそな銀行

959 2511211397 埼玉県 経堂コンクリート株式会社
製造品質の向上と製造サイクルの短縮を図る養生
槽・温度管理システムの開発

東和銀行

960 2511211399 埼玉県 株式会社クレーマージャパン
個人体型計測と３次元ソフトによるオーダースポーツ
ウェアの生産

税理士法人大久保会計

961 2511211400 埼玉県 有限会社秩父ワイン
フレッシュフルーティーな香りを持った新商品ワインを
開発するための製造設備の導入

西秩父商工会

962 2511211401 埼玉県 有限会社ヤマグチオート
「道の駅」構想に基づく、車検実施時間を活用したト
ラックボディプリント事業

群馬銀行

963 2511211403 埼玉県 株式会社松浦工業 「注入式小型ガスバーナーの開発」 飯能信用金庫

964 2511211407 埼玉県 株式会社浦和スリッター
小幅から広幅までのフィルムに対応するスリット加工
の試作開発

埼玉りそな銀行

965 2511211408 埼玉県 株式会社和光輸送 トラック荷台のデッドスペース有効活用事業。 和光市商工会

966 2511211410 埼玉県 サーマル化工株式会社
精密部品の高精度熱処理技術の実現による医療分
野への進出

巣鴨信用金庫

967 2511211413 埼玉県 株式会社秀飯舎
最新デジタル機技術を活用した『学校行事まるごと受
注』事業の確立。

公益財団法人さいたま市産
業創造財団

968 2511211422 埼玉県 株式会社ムサシ
製品に対する品質保証するための非接触変位セン
サーを使った複雑曲面計測技術の確立

東和銀行

969 2511211423 埼玉県 有限会社サンユーテック
安全装置部品に係る製造工程の見直しと新製品へ
の応用計画

城北信用金庫

970 2511211425 埼玉県 関東ヘキサケミカル株式会社
自動車のヘッドライト部品に使用する環境調和型材
料の開発

伊予銀行

971 2511211435 埼玉県 早潮金属株式会社
次世代自動車駆動部に適用する平坦且μ ｍ精度の
金属圧延材料の開発

埼玉縣信用金庫

972 2511211436 埼玉県 栄工産業株式会社
多層構造シートを用いた３Ｄ形状の真空圧空成形品
製造における打ち抜きプレス工程の研究開発

千葉銀行

973 2511211437 埼玉県 株式会社ハーベス
高感度蛍光Ｘ線分析装置導入と新規フッ素溶剤採用
による省資源・高機能潤滑剤の開発

公益財団法人さいたま市産
業創造財団

974 2511211444 埼玉県
武蔵オプティカルシステム株式会
社

医療現場における視認性を向上させる高精細４Ｋ・８
Ｋレンズの試作開発

武蔵野銀行

975 2511211446 埼玉県 日新技研株式会社
各種アトマイズ装置の粉末作製過程の解析及び作製
粉末の評価システム確立

株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

976 2511211452 埼玉県 ふじや食品有限会社
モバイル豆腐生産設備の開発と新たな豆腐スイーツ
の開発

埼玉縣信用金庫

977 2511211454 埼玉県 増幸産業株式会社 新素材セルロースナノファイバー製造装置の開発 川口商工会議所

978 2511211457 埼玉県 オグラ宝石精機工業株式会社
ＩＨホットプレス法による航空機産業向け超微粒ダイ
ヤモンド砥石の開発

東京都民銀行

979 2511211460 埼玉県 ナノサミット株式会社
ＣＮＴを使った高機能な導電性コーティング材の実用
化開発

公益財団法人埼玉県産業振
興公社
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980 2511211471 埼玉県 株式会社小林鍍金工業
めっき革命：介護・福祉用具の安全安心な使用環境
を提供する「装飾カラー亜鉛めっき」の開発

さいたま商工会議所

981 2511211474 埼玉県
株式会社ファッションクロスフルシ
マ

顧客からの返品商品を再販売可能にする検品・補
修・プレス事業の展開

株式会社エイチ・エーエル

982 2511211475 埼玉県 株式会社三友工業
小ロット・超短納期に対応するフレキシブル高速ブラ
ンキングシステムの構築

武蔵野銀行

983 2511211489 埼玉県 株式会社アグリクラスター
地中熱など未利用熱エネルギー活用促進のための
熱計測高度化事業

埼玉縣信用金庫

984 2511211490 埼玉県 長岡紙器工業株式会社
効率性・安全性・環境性の向上を図った付加価値型
段ボール製造ラインの構築

埼玉りそな銀行

985 2511211491 埼玉県 アート食品株式会社
味の数値化技術による「たれ・ソース・下味調味液」
の開発業務の高度化（高品質、低コスト、スピード
アップ）

群馬銀行

986 2511211498 埼玉県 株式会社３Ｒ
使用済みの自動車から回収した銅を新車づくりに再
生利用する事業

武蔵野銀行

987 2511211499 埼玉県 株式会社カタクラ
珍味の計量、搬送工程のセミオート化による設備の
開発

武蔵野銀行

988 2511211501 埼玉県 彩源株式会社
ペットボトルのボトルｔｏボトルリサイクル用原料の提
供における生産プロセスの構築

株式会社ディセンター

989 2511211502 埼玉県 株式会社富士精工
超高粘度液体（機能性塗料等）におけるメーカー推奨
認定の汎用攪拌体試作

公益財団法人さいたま市産
業創造財団

990 2511211504 埼玉県 株式会社大倉
処理能力拡大と処理排水の軽減を目指す全自動大
型回転バレル式亜鉛メッキ装置の制御装置導入

埼玉りそな銀行

991 2511211505 埼玉県 ヤマテック株式会社 不溶性粒子を均一攪拌させる装置の試作・開発
公益財団法人さいたま市産
業創造財団

992 2511211513 埼玉県 東京鋲螺工機株式会社
新電力計（スマートメータ）に組み込まれる電気接点
製造用金型の開発・量産化

商工組合中央金庫

993 2511211514 埼玉県 新村印刷株式会社
医薬品包装材料の精密文字検査システム導入によ
る品質（安心・安全）保証と競争力強化計画

りそな銀行

994 2511211517 埼玉県 セリック株式会社
欧米向け人工太陽照明灯「ＸＥＬＩＯＳ」の開発＆ＣＥ認
証

協同組合さいたま総合研究
所

995 2511211527 埼玉県 株式会社ホンドウ
アルミ加工専用多軸高速加工機の導入とマシン性能
を活かす専用工具の試作開発

武蔵野銀行

996 2511211530 埼玉県 東峰産業株式会社
高層ビルの免震構造を実現する「エキスパンション」
部品の開発

高本和典税理士事務所

997 2511211532 埼玉県 株式会社井口一世
航空機部品の生産コスト低減、生産性向上を実現す
る高精度曲げ加工技術の開発

一般社団法人首都圏産業活
性化協会

998 2511211535 埼玉県 株式会社都平昆布海藻
昆布が手軽に使える「水に溶ける昆布粉末」製造に
伴う設備の導入

埼玉りそな銀行

999 2511211538 埼玉県 株式会社エイペクス
大型高精度マシニングセンター導入による高精度、
低コスト生産体制の構築

協同組合さいたま総合研究
所

1,000 2511211549 埼玉県 株式会社北陽製作所
ファイバーレーザ溶接による医療用滅菌装置板金部
品の試作開発

多摩信用金庫

1,001 2511211550 埼玉県 南陽醸造株式会社
高級酒造りに使用する“ツキハゼ形麹”を安定供給で
きる麹室改良の取組み

羽生市商工会

1,002 2511211553 埼玉県 株式会社ヤマキ
国産有機野菜の規格外品を活用したきざみ漬物の
試作開発と製造ラインの構築

本庄商工会議所

1,003 2511211557 埼玉県 株式会社ｉｎｄｕｓｔｒｉａ
産業廃棄物ゼロの環境対応クーラントシステムの試
作開発

一般社団法人首都圏産業活
性化協会

1,004 2511211558 埼玉県 内藤プロセス株式会社
特殊シートを金型にインサートして再現した樹脂成型
品の試作開発

城北信用金庫

1,005 2511211559 埼玉県 株式会社ウィンズ・アーク
生イチゴ等の加工処理技術の開発と冷凍スイーツの
生産システムの確立

足利銀行
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1,006 2511211560 埼玉県 株式会社産研舎
半導体の高集積化を加速する画期的な自由曲線に
よる溝入れ加工技術の実現

東和銀行

1,007 2511211561 埼玉県 埼玉測量設計株式会社
施設管理台帳のデジタル化による総合的かつ計画
的な管理支援事業の展開

川口信用金庫

1,008 2511211562 埼玉県 株式会社小林ナーセリー
ブルーベリー果樹を中心に据えた花卉ブランド「グラ
ンガーデン」の確立

井上大輔税理士事務所

1,009 2511211564 埼玉県 株式会社金子プレーナー
レーザー及びマイクロパワーパルス溶接を組合わせ
た、新しい補修溶接サービスの開発

巣鴨信用金庫

1,010 2511211567 埼玉県 有限会社国済自動車鈑金工業所
大型車用三次元デジタル計測器の試作開発によるフ
レーム修正作業の時間短縮と高精度化

東和銀行

1,011 2511211570 埼玉県
スムースデザイン・デンタルラボラ
トリー

歯科技工のデジタル化による生産性向上と受注増加
事業

生沼寛隆税理士事務所

1,012 2511211573 埼玉県 コルコート株式会社
光学部品用成形金型の精度向上及び短納期化に対
応する金型加工技術の確立

行田商工会議所

1,013 2511211574 埼玉県 環テックス株式会社 超高圧水による、大型土嚢（フレコン）破袋機の開発 みずほ銀行

1,014 2511211577 埼玉県 株式会社小池勝次郎商店
埼玉と長野を繋ぐ、長ネギ収穫・調整・出荷受託サー
ビス事業

武蔵野銀行

1,015 2511211578 埼玉県 ワールド工業株式会社
医療・介護中層集合住宅の新築設備部品における開
発の迅速化

埼玉りそな銀行

1,016 2511211579 埼玉県 岩機ダイカスト工業株式会社
大手メーカーの国際競争力向上に貢献できる部品の
供給

埼玉縣信用金庫

1,017 2511211581 埼玉県 小俣シャッター株式会社
デザイン性も重視した外部使用可能な精密加工平面
シャッターの製造・普及

ビジネスブレイン株式会社

1,018 2511211582 埼玉県 株式会社新堀製作所
レーザー溶接機導入による自動車シート部品軽量化
への挑戦と新規顧客開拓

埼玉りそな銀行

1,019 2511211587 埼玉県 テクノプラン株式会社
全方位で受信可能なボール状の球体ＵＨＦ帯パッシ
ブタグシステムの開発

埼玉縣信用金庫

1,020 2511211589 埼玉県 株式会社慈眼
ＥＣシステム構築による秩父名産品の販売と山間部
高齢者への地元商店街商品の定期宅配事業

若杉公認会計士事務所

1,021 2511211590 埼玉県 ウエスト工業
多様多量化する防衛・自動車産業に対応する為のプ
ロセス向上事業

飯能信用金庫

1,022 2511211591 埼玉県 株式会社アダチ
自動車用高精度部品の内外径高速画像検査装置の
開発事業

埼玉りそな銀行

1,023 2511211592 埼玉県 ビーンズユー株式会社
ＨＥＶ・ＰＨＥＶ・ＢＥＶ用リチウムイオン電池の劣化診
断・調整装置の新開発とＦＡ化

中野洋税理士事務所

1,024 2511211593 埼玉県 ミヤザワ株式会社
玩具等の新市場からの要望に対応する多様な口径
の紙筒製造事業

巣鴨信用金庫

1,025 2511211595 埼玉県 サトー鋼材株式会社
「バリ取り機による、レーザ加工品の品質向上と顧客
満足・販路拡大計画」

商工組合中央金庫

1,026 2511211596 埼玉県 株式会社三谷製作所
情報中継装置製造の省力化セル生産設備とそのラ
イン化の設置

武蔵野銀行

1,027 2511211597 埼玉県 株式会社エフケー光学研究所 癌化細胞検査診断装置の開発 東和銀行

1,028 2511211598 埼玉県 有限会社小島製作所
流体継手カプラの品質及び性能向上のための内径リ
ング加工技術開発事業

埼玉縣信用金庫

1,029 2511211600 埼玉県 大協化成工業株式会社
建築向けシリコーン系シーリング材用低温硬化促進
型触媒の開発と製造

商工組合中央金庫

1,030 2511211602 埼玉県 株式会社インフェック
多機種少量生産に対応する新しいヘム成形技術を
構築し、業界での競争力を持つ

武蔵野銀行

1,031 2511211603 埼玉県 株式会社広岡鉄工
要求精度の高度化に対応するための生産ライン製作
能力の向上

東和銀行
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1,032 2511211604 埼玉県 エイトリー工業株式会社 断熱部材とブロー成形の一体成形に関する試作開発 熊谷商工会議所

1,033 2511211605 埼玉県 有限会社セキネアルマイト
「ピン型」及び「異形櫛型」ヒートシンクの設計変更対
応と量産実現

足利銀行

1,034 2511211614 埼玉県 株式会社ショーライト
焼結軸受で油と固形潤滑材を使わない基本材質によ
る焼結ドライ軸受の研究開発。

埼玉縣信用金庫

1,035 2511211617 埼玉県 株式会社福田製作所
ハイブリッド建機部品の高精度加工及び短納期実現
のための生産システムの開発

東和銀行

1,036 2512210470 千葉県 吉野酒造株式会社
清酒の品質向上と生産所要時間の大幅短縮による
増産体制の構築

千葉銀行

1,037 2512210472 千葉県 東京螺旋工業株式会社
空圧式自動横穴あけ専用機導入によるボルト類製造
の納期半減計画

株式会社エフアンドエム

1,038 2512210473 千葉県 エスイーエンジ株式会社
ＮＣ加工機導入による高性能タテ型防水ガラリの生
産能力強化計画

株式会社エフアンドエム

1,039 2512210474 千葉県 株式会社サヤ
センサーケーブル不要な、インフラサウンドセンサ式
土砂崩れ検出システムの開発

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1,040 2512210479 千葉県 リンク・ジェノミクス株式会社
慢性炎症治療薬の活性評価システムの高度化技術
の開発

郷原玄哉公認会計士事務所

1,041 2512210487 千葉県 ホテルマークワン株式会社
ビジネスホテルにおける人工温泉大浴場の設置を核
にした新たな顧客サービスの展開

常陽銀行

1,042 2512210488 千葉県 株式会社中村機材
多本トーチ精密制御による極厚鋼板狭巾溶断の高精
度化のための試作開発

Ｇ．Ｓ．ブレインズ税理士法
人

1,043 2512210490 千葉県 フクバデンタル株式会社
微弱電流（マイナスイオン）イオン歯ブラシにおける電
流部分を改良する試作

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1,044 2512210491 千葉県 株式会社イワサテック
「航空機フラップ用高精度ラックギヤの製造法の試作
開発」

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1,045 2512210493 千葉県 株式会社むげん社
超音波手術システム導入による小動物に対する新た
な肝臓疾患への治療改革

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1,046 2512210494 千葉県 株式会社阪上製作所
大口径複雑形状パッキンのつなぎ成形製造技術の
実用化

みずほ銀行

1,047 2512210495 千葉県 株式会社協同住宅
当社独自のスーパーアルカリイオン水によるコインラ
ンドリーに２つの革新的サービスを付加し稼働率を向
上させる事業

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1,048 2512210497 千葉県 平野コンクリート工業株式会社
道路側溝部段差解消工事用の「Ａ型嵩上げ側溝」の
量産体制の確立

市原商工会議所

1,049 2512210503 千葉県 株式会社プロテイン・エクスプレス
バイオ医薬品の低コスト化に向けたアフィニティリガ
ンド大型製造設備の導入

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1,050 2512210513 千葉県 株式会社ニッチュー
ナチュラルファイバー含有・植物由来生分解性樹脂
ショットブラストマシンの開発

千葉銀行

1,051 2512210514 千葉県 株式会社小林通信
次世代自動車に対応するスクリーン印刷装置の試作
開発および印刷技術の確立

京葉銀行

1,052 2512210518 千葉県 有限会社京葉ダイカスト
アルミダイカスト製品の極薄肉成形技術の実用化で
一発成型によるコストダウン

市原商工会議所

1,053 2512210519 千葉県 かずさ燻製工房
燻製調味料量産化のための連続処理装置開発と液
体香付け革新サービス

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1,054 2512210523 千葉県 エム・エム・プラスチック株式会社
容器包装リサイクル材を活用したアップサイクルパ
レットの開発

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1,055 2512210529 千葉県 株式会社アガツマ
「見えない点検扉」を商品化し、建築・設計分野に革
新をもたらす

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1,056 2512210531 千葉県 株式会社トーテック
電子部品のめっき不良を解析し、工程改善を提案す
る、革新的サービスの開発

特定非営利活動法人東京都
北区中小企業経営診断協会

1,057 2512210535 千葉県 日機電装株式会社
磁力の影響を考慮したリニアモータ用マグネット貼り
付け装置の開発

公益財団法人千葉県産業振
興センター
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1,058 2512210536 千葉県 ＩＴＳ工房株式会社
ナレッジ蓄積型図面位置連動進捗管理システムのβ
版開発

千葉銀行

1,059 2512210538 千葉県 株式会社高橋製作所
航空宇宙・医療分野への本格展開に伴う生産体制の
強化

千葉銀行

1,060 2512210539 千葉県 佐藤樹脂工業有限会社
独自プログラム・ノウハウによる医療用機器の超精密
射出成形加工の展開

京葉銀行

1,061 2512210547 千葉県 関東電子株式会社
医療品メーカー向け無菌高機能自動複数列供給対
応装置の開発

千葉銀行

1,062 2512210550 千葉県 株式会社ミニミニクラブ
産業廃棄物である落花生殻を利用した競走馬用敷
料生産に係る革新的リサイクルシステムの確立

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1,063 2512210552 千葉県 有限会社ネクストエンタープライズ
立体造形データをＣＡＤ／ＣＡＭに直接利用する変換
技術の開発と３Ｄ事業の拡大

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1,064 2512210556 千葉県 ハイ・ストーン有限会社
完全鉛レス色被せ（いろきせ）クリスタルガラスの開
発

中小企業診断士　藤岡壮志

1,065 2512210562 千葉県 株式会社椎名製作所 新型電動成形機の導入よる超薄型成形技術の確立
公益財団法人千葉県産業振
興センター

1,066 2512210566 千葉県 茂原産業株式会社
独自設備の開発によるバッテリーリフレッシュ作業の
生産性向上と販路拡大

茂原商工会議所

1,067 2512210568 千葉県 有限会社泉製作所
５軸制御マシニングセンタ対応ＣＡＤ／ＣＡＭ導入によ
る次世代自動車用モーター部品の試作開発

南房総市内房商工会

1,068 2512210569 千葉県 株式会社平和化学工業所
リサイクル材等を使用した環境配慮型プラスチック中
空成形品の試作開発

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1,069 2512210576 千葉県 有限会社斉藤プレス
ＣＡＤ／ＣＡＭシステム等の導入による短納期・低コス
トアルミ製簡易金型の製造・開発

鎌ケ谷市商工会

1,070 2512210579 千葉県 オーベクス株式会社
サインペン先及びコスメチック用品の製造制御方法
の精緻化と高度化

みずほ銀行

1,071 2512210584 千葉県 明和エンジニアリング株式会社
精密板金加工製造機導入による納期の大幅短縮と
製品精度の向上計画

東和銀行

1,072 2512210585 千葉県 ナノキャリア株式会社
抗がん剤の機能性及び生体適合性を革新する高機
能リンカーの開発

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1,073 2512210588 千葉県 伸栄学習会
グローバル社会に対応した小学生英語のシステム開
発

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1,074 2512210589 千葉県 株式会社小島半田製造所
はんだ付け時の飛散防止加工をしたやに入りはんだ
製造装置の開発

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1,075 2512210591 千葉県 有限会社エムエスイー
ソーラーシェアリングでの太陽電池を太陽に追尾させ
る装置の開発。

公益財団法人千葉市産業振
興財団

1,076 2512210593 千葉県 株式会社エスコアール
障害者関連事業で商品と顧客サービスを革新する就
労支援事業

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1,077 2512210594 千葉県 並木木材株式会社
木材用真空高速乾燥炉の開発および短納期木材乾
燥サービスの普及事業

公益財団法人千葉市産業振
興財団

1,078 2512210596 千葉県 株式会社馬場本店酒造
最新型「佐瀬式吟醸用搾り機」の導入によるみりんの
品質向上と新商品開発

京葉銀行

1,079 2512210601 千葉県 グラパックジャパン株式会社
マイクロレンズアレイを用いた高精度位置計測マーカ
の試作開発

商工組合中央金庫

1,080 2512210603 千葉県 有限会社アラソアン
マリンスポーツ用ＧＰＳ位置情報連携映像制作・中継
サービス

商工組合中央金庫

1,081 2512210605 千葉県 有限会社市東製作所
世界最小カテーテル用金属部品の開発・試作におけ
る切削加工機の導入

千葉銀行

1,082 2512210607 千葉県 株式会社石橋水産
魚離れを食い止めるファストフィッシュイワシ燻製加
工、販売の展開

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1,083 2512210608 千葉県 有限会社保坂プレス工業
先進ベンダーを導入した３次元精密製品の製造によ
る競争力強化

市原商工会議所
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1,084 2512210609 千葉県 トータルエアーサービス株式会社
ハイブリッド風力発電装置・冷却塔（ブレードレス）試
作開発と実証試験

京葉銀行

1,085 2512210612 千葉県 ブルーワークス株式会社
歯科分野においての、熱可塑性樹脂の素材開発と技
工物（被せ物・詰め物）の製作及び普及

京葉銀行

1,086 2512210613 千葉県 有限会社西原電子
レーザ溶接時の狭帯域可視光モニタリング装置の開
発

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1,087 2512210615 千葉県 富田鉄工株式会社
レーザー加工機の導入による金属プレス加工プロセ
スの短納期化と競争力強化

常陽銀行

1,088 2512210617 千葉県 株式会社祥ファクトリ
在宅支援を充実するために、職員の働きやすい環境
を整備しサービスの質を向上する

京葉銀行

1,089 2512210618 千葉県 株式会社太平金属工業所
シャッターガード及びマイクロスコープ導入によるプレ
ス加工の生産性向上及び品質保証高度化

株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

1,090 2512210624 千葉県 株式会社ルミテック
自動撮影システムを用いた交通インフラ整備に資す
る関連プログラムの開発

千葉銀行

1,091 2512210628 千葉県 株式会社弘報社印刷
イメージデータベースの開発と最新オンライン校正シ
ステム構築でプロセス革新

商工組合中央金庫

1,092 2512210632 千葉県 有限会社バベッジ
環境発電と無線通信による配線レスビニールハウス
環境管理ネットワークデバイス開発

都留信用組合

1,093 2512210634 千葉県 株式会社シルクマルベリー
国内産シルク（絹）製品における神社を販路とした販
売戦略

亀有信用金庫

1,094 2512210636 千葉県 有限会社関東商事 植物育成施設における薬用植物栽培技術の開発
公益財団法人千葉県産業振
興センター

1,095 2512210639 千葉県 株式会社新工法開発研究所 小水力発電用新規「高効率水車」の開発と事業化 市原商工会議所

1,096 2512210640 千葉県 鍋店株式会社
東南アジア市場に対応した日本酒の香味生成と製販
体制の強化

千葉銀行

1,097 2512210643 千葉県 株式会社ユーデント
歯科材料の正確な混合比を簡単に実現する「歯科用
混合電子天びん」の試作開発

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1,098 2512210644 千葉県 有限会社東容製作所
高層ビル用高速エレベーターの省エネ・高居住性を
実現する巻上機部品生産体制構築事業

白子町商工会

1,099 2512210645 千葉県 株式会社ＡＬＢＥＤＯ
「イベント主催者ニーズに対応し市場拡大を目指す新
型特殊３Ｄディスプレイの開発」

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1,100 2512210647 千葉県 株式会社西尾
香料つきホワイトニング・スポンジ歯磨き「ポリリン
キューブ」の試作開発

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1,101 2512210651 千葉県 佐久間産業
資源循環型社会づくりへの貢献並びに低価格化を実
現するオリジナル商品の提供サービス

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1,102 2512210652 千葉県 株式会社田中精機
大型加工機導入と独自の高精度切削技術によるエ
ネルギー分野への本格進出

千葉銀行

1,103 2512210654 千葉県 有限会社いしんフーズ
宮城県産銀鮭の廃棄されている未熟筋子を活用した
おにぎり用筋子の開発

椿公認会計士事務所

1,104 2512210657 千葉県 株式会社グリーン・シィ
農家作業負担の軽減と食の安全に寄与する「茎止め
粘着テープナー」の開発

中小企業診断士　藤岡壮志

1,105 2512210658 千葉県 株式会社風土食房 農家さん御用達の農産物加工サービスプロジェクト 千葉銀行

1,106 2512210661 千葉県 株式会社ジィ・シィ企画
個別ニーズに柔軟に対応するためのマルチ決済ゲー
トウェイの開発

野々上総合研究所

1,107 2512210664 千葉県 アメリカン電機株式会社
製造ライン敷設方法を革新する高容量電気幹線用Ｔ
型分岐コネクターの開発

商工組合中央金庫

1,108 2512210666 千葉県 株式会社ＭＰＳ
大面積ダイヤモンド気相合成装置とこれを用いたダ
イヤモンド電極の試作

京葉銀行

1,109 2512210669 千葉県 木村プログレス工業株式会社 国内初の木質板へのＵＶエナメル塗装技術の開発 商工組合中央金庫
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1,110 2512210672 千葉県 有限会社匠製作所
電気自動車用　ＥＶ充電器の増産要求に対する生産
体制の強化

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1,111 2512210674 千葉県 株式会社三栄興業
ＰＰの改質剤となる末端反応性ＰＰの量産体制の確
立による課題解決と市場拡大

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1,112 2512210679 千葉県 有限会社かしわや食堂
冷凍・塩蔵技術を活用した加工者も農家もＷｉｎＷｉｎ
になる農産物加工品製造サービスの提供

能美太一税理士事務所

1,113 2512210680 千葉県 株式会社福富製作所
高品質・短納期・低コストのオーダー門扉を提供でき
る仕組みと高付加価値サービスの確立

千葉銀行

1,114 2512210687 千葉県 株式会社丸菱バイオエンジ
再生医療に用いる付着依存性細胞大量培養システ
ムの開発

商工組合中央金庫

1,115 2512210697 千葉県 株式会社トーシン
エンジニアリングプラスチックの再生加工において不
純物を除去する高度な再生加工機の開発事業

商工組合中央金庫

1,116 2512210699 千葉県 株式会社テクノス
高機能新型電気接着機（グルーガン）ホットメルト型
接着剤の溶融塗布機の開発

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1,117 2512210700 千葉県 株式会社小出ロール鐵工所
ポータブル三次元測定器活用による、長尺加工品の
精密測定効率化

常陽銀行

1,118 2512210702 千葉県 丸山金属工業株式会社
高級自動車向けホックにおける高精密加工部品の試
作開発

株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

1,119 2512210705 千葉県 株式会社Ｅプラン
ペット業界向けスーパーアルカリイオン水生成装置の
レンタル事業立上げ

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1,120 2512210708 千葉県 有限会社日本豆腐大和屋
豆腐カッター機の開発とＷＥＢ広報によるカット豆腐、
豆腐惣菜品の販売

税理士　田代浩

1,121 2512210709 千葉県 株式会社イーパック
高機能性フィルム・シート材の展開に関わるＭＢ製造
設備

和田浩孝

1,122 2512210713 千葉県 ハリマ産業株式会社 和室建具と枠材のセット納品に必要な技術構築
公益財団法人千葉県産業振
興センター

1,123 2512210717 千葉県 株式会社西川
天然鰤の生鮮加工における最適加工を目指した生
産体制の確立

千葉銀行

1,124 2512210726 千葉県 ウィンテック有限会社
油圧式エレベーター向け特殊シリンダーパッキンの開
発・製造、販売

京葉銀行

1,125 2512210728 千葉県 日本合成化工株式会社
耐熱サイクル試験システムの構築による次世代パ
ワーモジュール用高耐熱性封止材の開発

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1,126 2512210734 千葉県 株式会社サラヤ保﨑商店
安心・安全な鰹のたたきの提供を目指した品質管理
向上計画

勝浦市商工会

1,127 2512210735 千葉県
株式会社メイプルバイオラボラト
リーズ

筋ジストロフィー症関連ペプチド抗体を利用した診断
用医療機器の開発

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1,128 2512210743 千葉県 株式会社フジテック
スライサー機械の部品「刃」の製作における研磨工程
の機械化

亀有信用金庫

1,129 2512210744 千葉県 光洋工業株式会社
ＣＮＣ形鋼切断用バンドソー導入によるリードタイム短
縮および高精度加工の実現

東京東信用金庫

1,130 2512210750 千葉県 株式会社ヤマナカゴーキン 「金型損傷評価システムの開発」 千葉銀行

1,131 2512210752 千葉県
株式会社白光舎ユニフォームレン
タル

スーパーアルカリイオン水を使用した消毒を有する感
染防止の革新的洗濯サービスの実用化

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1,132 2512210755 千葉県 株式会社秋葉牧場 自社牧場の乳清（ホエイ）を使用した新商品の開発。 みずほ銀行

1,133 2513212269 東京都 ヱビナ電化工業株式会社 ガラス基材への新規めっき技術の開発 辻・本郷税理士法人

1,134 2513212272 東京都 荻窪興業有限会社
高精度金型加工設備導入と高付加価値樹脂成形部
品の試作開発

青梅信用金庫

1,135 2513212273 東京都 株式会社ＨＡＳパートナーズ ＦＴＡ等原産地自社管理システムの構築 立川商工会議所
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1,136 2513212274 東京都 日本平版機材株式会社
オフセット印刷において有機溶剤を使用しない無薬
品給水システム開発と販路開拓

八千代銀行

1,137 2513212275 東京都 泰喜物産株式会社
新規プロセス設備の導入による高付加価植な豆腐樣
商品の開発

城北信用金庫

1,138 2513212288 東京都 株式会社ＴＲアンドＫ
安全性の高い卓上型水素ガス発生装置の企画・開
発

フューチャー・ラボ株式会社

1,139 2513212290 東京都 株式会社松田モデル
最新型３Ｄプリンターの導入によるフィギュア試作モ
デル製作工程の完全内製化計画

株式会社エフアンドエム

1,140 2513212291 東京都 特殊製版ザック株式会社
製版機導入による樹脂凸版製造の高精度化および
印刷物の表現力向上計画

株式会社エフアンドエム

1,141 2513212292 東京都 平岩産業株式会社
原子力発電所立地でない一般の自治体向け環境放
射線監視装置の試作

多摩信用金庫

1,142 2513212299 東京都 株式会社スターブリッジ
産業機器向け高速スイッチドファブリック技術製品に
おける高速化と長距離化を実現する開発

多摩信用金庫

1,143 2513212303 東京都 有限会社中里金型
自動車業界向けプレス金型の高精度・短納期製作技
術の確立

西武信用金庫

1,144 2513212306 東京都 株式会社ＩＩＵ
土石流災害予兆のための地中の動きの測定と分析
を行う試作機の開発

公認会計士谷古宇久美子事
務所

1,145 2513212313 東京都 アクロスウェイ株式会社
ユーザー自身が通話アプリを開発できる環境を提供
する通信事業

フロンティア法律事務所

1,146 2513212314 東京都 有限会社野村製作所
老朽化した設備に替わり、最新設備導入による品質
向上・工数低減等で生産性向上

多摩信用金庫

1,147 2513212319 東京都 株式会社水田
板金工程での設備導入による作業効率向上と多能
工化による競争力強化

三菱東京ＵＦＪ銀行

1,148 2513212321 東京都 三益工業株式会社
航空・宇宙用油圧制御装置用コア部品の内径精密仕
上げ加工技術の高度化

アマヤ・パートナーズ税理士
法人

1,149 2513212324 東京都 チトセ電子株式会社
新設備の導入による電線圧着加工の品質の向上と
競争力の強化

八千代銀行

1,150 2513212326 東京都 株式会社デジタルアテンダント
クラウド上の人物との会話によって医療関連情報を
入手できるシステムの開発

さわやか信用金庫

1,151 2513212329 東京都 株式会社福生ハム
最新型ボウルカッター機器導入による、精肉の加工
品質向上と生産リードタイムの削減。

西武信用金庫

1,152 2513212330 東京都 コムコム研究所株式会社
医療支援システム音声と映像の通信制御システム開
発事業（インテリジェントナースコール）

西武信用金庫

1,153 2513212331 東京都 株式会社デイテク
４軸放電加工機導入による置駒式金型製造の高効
率化

一般社団法人首都圏産業活
性化協会

1,154 2513212334 東京都 株式会社成興
順送プレス部品の精密化・複雑化に対して検査精度
向上と時間短縮を実現する体制の確立

西武信用金庫

1,155 2513212336 東京都 株式会社平河工業社 機密性を含んだ印刷物の販路開拓 商工組合中央金庫

1,156 2513212337 東京都 株式会社Ｃｏｒｅ
スマートデバイス向け最適操作性＆超機密情報漏洩
防止「超動画システム」

巣鴨信用金庫

1,157 2513212341 東京都 株式会社正栄堂
高性能ミニ折機導入による高付加価値・低コストな販
促物の開発

商工組合中央金庫

1,158 2513212342 東京都 株式会社アメリチップジャパン
中古ゲーム機器等を再利用した店頭ＰＲ用映像機器
製造事業

東日本銀行

1,159 2513212343 東京都 メイ・デンタル・フォーラム
歯科医の経営参画による歯科技工所のビジネスモデ
ル変革について

北青山税理士法人

1,160 2513212346 東京都
株式会社ベストインセンティブセン
ター

おもてなし東京＜フレグランス＆デジタル観光サービ
ス２０２０＞

八千代銀行

1,161 2513212350 東京都 株式会社ファインディバイス 同軸放射温度測定機能付きレーザーヘッドの開発
株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ
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1,162 2513212352 東京都 有限会社アドバン
部品内蔵基板に挿入部品を実装するはんだ付け装
置の信頼性と生産性向上技術の開発

多摩信用金庫

1,163 2513212356 東京都 旭栄研磨加工株式会社
光通信用、高精度ガラス球レンズの革新的製造方法
の開発

多摩信用金庫

1,164 2513212357 東京都 ミッツ株式会社 大型高精細の普及型３Ｄ光造形装置の試作・開発
一般社団法人首都圏産業活
性化協会

1,165 2513212360 東京都 株式会社ノトス
スマートフォンのＧＰＳ機能およびデータ通信処理機
能を活用した動物園の展示ガイド"ｅ動物たち（仮称）
"の開発

山下康親税理士事務所

1,166 2513212364 東京都 株式会社桂精密
内視鏡向け極薄肉厚パイプへの炭酸ガスレーザーに
よる同時加工

西武信用金庫

1,167 2513212367 東京都 株式会社アスカ２１
テープ起こし技術者不足を解消する「テープ起こし講
座」の開発

朝日信用金庫

1,168 2513212371 東京都 有限会社王道エンジニアリング
整骨院による健康管理端末を活用した健康管理支援
サービスの提供

東京東信用金庫

1,169 2513212372 東京都 株式会社テクノアライアンス
ネット販売支援用の競合価格情報分析・防御ソリュー
ションの開発

みずほ銀行

1,170 2513212373 東京都 株式会社光陽メディア
最新型印刷製本システム導入による絶版・廃番書籍
の再出版計画

株式会社エフアンドエム

1,171 2513212374 東京都 株式会社ムラオ
３Ｄプリンタ等の導入による貴金属宝飾品製造におけ
る新製品開発体制の強化

株式会社エフアンドエム

1,172 2513212375 東京都 株式会社ぷりんとマスター
印刷ニーズを創造し、顧客に提案していくという新し
い印刷サービスの開発

巣鴨信用金庫

1,173 2513212376 東京都 株式会社セラク
クラウド・スマートフォン連携型環境計測システムの
試作

巣鴨信用金庫

1,174 2513212381 東京都 アルプス販売株式会社
「超純水製造装置の導入による高圧洗浄機器の高性
能化の実現」

多摩信用金庫

1,175 2513212383 東京都 株式会社セベル・ピコ
最新放電加工機等の導入による海外模倣品の追随
を許さない宝飾品製造体制の構築

株式会社エフアンドエム

1,176 2513212387 東京都 三美印刷株式会社
最新式工業用自動ラミネーター導入による印刷物の
ラミネート加工工程の内製化計画

株式会社エフアンドエム

1,177 2513212388 東京都 倉敷印刷株式会社
紙加工工程の効率化・自動化による品質向上・コスト
ダウン及び新規顧客開拓計画

株式会社ＧＩＭＳ

1,178 2513212393 東京都 小野電子工業株式会社
天ぷらで発生する天かす処理の機械化に向けた「卓
上型天かす絞り機」の開発

瀧野川信用金庫

1,179 2513212397 東京都 株式会社平田精機
ＣＮＣ三次元測定装置導入により信頼性の高い検査
の実現

青梅信用金庫

1,180 2513212399 東京都 株式会社生物堂 水産養殖産業における養殖技術改善開発 西武信用金庫

1,181 2513212400 東京都 株式会社青空計画 新製麺技術による長期保存　生そば　エタニティ― 巣鴨信用金庫

1,182 2513212402 東京都 株式会社サウンドファン
老人性難聴に音を取り戻すミライスピーカーの開発・
製造・販売

一般社団法人日本経営士会

1,183 2513212404 東京都 株式会社武井医科光器製作所
ウロフロメーターにおけるメンテナンスを向上する技
術の試作開発

朝日信用金庫

1,184 2513212407 東京都 カートン光学株式会社
眼精疲労の抑制効果が従来品より高い機能眼鏡レ
ンズの製品化（＊特許公開２０１３－１３４３８３）

株式会社経営ソフトリサーチ

1,185 2513212409 東京都 ＳｔｏＣｒｅｔｅｃＪａｐａｎ株式会社 乾式吹付工法の技術力向上と事業多角化 三井住友銀行

1,186 2513212410 東京都 関口精工株式会社
ＣＮＣ複合旋盤で精密部品に連続して多種類の極小
径穴を加工するための技術開発

東日本銀行

1,187 2513212413 東京都 有限会社エス・ケー・トラスト
ＣＡＤの可視化技術活用によるプレス金型の高精度
化と生産効率化

多摩信用金庫
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1,188 2513212414 東京都 ミクプラ株式会社
工業用プラスチック製品の高精度・短納期を図る５軸
横走行取出機

巣鴨信用金庫

1,189 2513212420 東京都 株式会社アサヒ
民間・中小企業を中心に少部数商材に対する受注環
境の整備と生産設備の導入

羽村市商工会

1,190 2513212422 東京都 新栄工業株式会社
健康、医療産業機械の内視鏡生産に欠かせない印
刷機の開発

東京東信用金庫

1,191 2513212423 東京都 株式会社エイ・ビー・エム
包装組立機械に組み込む金型を製造するための工
作機械の導入

多摩信用金庫

1,192 2513212424 東京都 ケン・デンタリックス株式会社
歯科用ＣＡＤ及び３Ｄプリンタを活用した、先進的デジ
タル歯科矯正技工の確立

三菱東京ＵＦＪ銀行

1,193 2513212425 東京都 株式会社アドホック東京
社会教育施設で利用できるペン型音声ディバイス「音
ペンミニ（仮称）」の試作開発

城北税理士法人

1,194 2513212427 東京都
ユニバーサル・ビジネス・テクノロ
ジー株式会社

書籍・書類を傷つけない、複合型文書電子化サービ
スの提供

吉川公認会計士事務所

1,195 2513212429 東京都 株式会社サカザキ精工
切削加工における高品質且つ大量生産及び省人化
可能な工作機械の開発

多摩信用金庫

1,196 2513212430 東京都 有限会社森義肢製作所
足に障害を持つ方に特化した「靴のインソール」の開
発・提供

東京中央経営株式会社

1,197 2513212431 東京都 株式会社モアコーポレーション アクリル加工品の新規設備及びその品質確立 商工組合中央金庫

1,198 2513212432 東京都 ネオフォトニクス日本合同会社
１００ギガ光通信システム向け４値振幅変調用受信ＩＣ
の開発

多摩信用金庫

1,199 2513212434 東京都 株式会社ラフ 中小卸売業者向け商社連携サービスの試作開発 三井住友銀行

1,200 2513212435 東京都 今村電気化学株式会社
射出成形金型製作におけるソリ解析シミュレ－ション
のデータベース構築

Ａ－ＭＥＣ株式会社

1,201 2513212438 東京都 城北工業株式会社
一段折りミシン目入りテープ付き養生シート及び同
シート巻き取り製造機の開発

みずほ銀行

1,202 2513212439 東京都 アムズ企画株式会社
風雪に強く環境にやさしい高生産性農業ハウス（ＰＣ
パネルハウス）試作開発

巣鴨信用金庫

1,203 2513212443 東京都 株式会社マクロスジャパン
双方向コミュニケーションによるアンケートシステムの
開発

東京中央経営株式会社

1,204 2513212445 東京都 株式会社クリエイティブライフ
新規シリカ糸中空粒子を用いた断熱材代替複合材料
の開発

巣鴨信用金庫

1,205 2513212447 東京都 グリーン＆ウォーター株式会社
畜産農家向け浄化槽汚泥増殖抑制及び脱臭、堆肥
化促進酵素の開発

奥山税理士事務所

1,206 2513212453 東京都 株式会社小林
画像処理技術を搭載した検査装置導入により、高度
化する顧客ニーズを実現

商工組合中央金庫

1,207 2513212457 東京都
リードメディカルサイエンス株式会
社

小動物用気管虚脱ステントシステムの試作開発と事
業化

中薗会計事務所

1,208 2513212459 東京都 ペインツコーポレーション株式会社
タブレット式経穴（ツボ）測定器を使った効果的で新し
い美容サービスの開発

巣鴨信用金庫

1,209 2513212460 東京都 株式会社東新精機
大口径コネクタ部品加工の生産効率化を実現するた
めの工作機械の導入

多摩信用金庫

1,210 2513212466 東京都 有限会社ナック技研 車両走行用トンネル内視線誘導表示板の試作・開発 朝日信用金庫

1,211 2513212468 東京都 有限会社五十嵐塗装工業所
医療機器部品等の焼付塗装用エコブース導入等に
よる競争力強化

株式会社翼コンサルティング

1,212 2513212469 東京都 イデア・フロント株式会社
障害者の情報機器操作を支援する次世代型支援装
置の試作開発

税理士法人原田税務会計事
務所

1,213 2513212471 東京都 佐藤工機株式会社
パソコンゲームと連動させ飽きずに訓練できる「上肢
リハビリテーション器具」の開発

青梅信用金庫
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1,214 2513212475 東京都 株式会社戸井田製作所
高品質加工製品を全て上質な状況で且つ極めて短
期間で提供しさらに高品質を目指すプロジェクト

多摩信用金庫

1,215 2513212476 東京都 ＮＥＯ　ＲＥＳＩＳＴＡＮＣＥ
工場ユニフォームの試作とセミオーダーシステムの開
発

有限会社マイティータンク

1,216 2513212478 東京都 惠友印刷株式会社
ラミネーター・折り機の導入による製本の内製化およ
び低コスト・短納期化計画

株式会社エフアンドエム

1,217 2513212479 東京都
株式会社クローバー・ネットワーク・
コム

多属性を総合的に統合した与信データベース・コンテ
ンツの提供システムの開発

株式会社ヒューマンネット・コ
ンサルティング

1,218 2513212485 東京都 グランディング株式会社
世界初、腎臓病／透析患者・予備軍がパッと見で食
事管理ができるアプリの開発

株式会社ヒューマンネット・コ
ンサルティング

1,219 2513212489 東京都 三井電子株式会社 産業用装置に組み込む複合電源装置の開発
株式会社ヒューマンネット・コ
ンサルティング

1,220 2513212490 東京都 株式会社ゼウス
飲食店テーブル排気フード（商品名「けむりフード」）
改良計画

巣鴨信用金庫

1,221 2513212493 東京都 株式会社正和
環境志向型低粘度グリス潤滑給油システムの構築と
製品の開発

商工組合中央金庫

1,222 2513212496 東京都
株式会社バイオ・ジェネシステクノ
ロジージャパン

油及びベンゼン汚染土壌の原位置洗浄浄化 東京ベイ信用金庫

1,223 2513212503 東京都 株式会社Ｃ＆Ｖテクニクス 小型イオン付着質量分析計の開発 昭島市商工会

1,224 2513212504 東京都 有限会社宮内製作所
技能伝承、収益性向上、事業承継のための設備導
入

東栄信用金庫

1,225 2513212505 東京都 株式会社岡直三郎商店 自社製醤油を使った地産地消新食品の試作開発 株式会社浜銀総合研究所

1,226 2513212507 東京都 有限会社エフ・エヌ・ケーシステム
生物顕微鏡構成部品の内製化比率向上による品質
の向上・秘密保持強化の実現

西武信用金庫

1,227 2513212510 東京都 株式会社ピクシーズ
会社やサロンで気軽に水素を吸って水素ライフを堪
能する健康器具の試作開発

税理士法人オーエフ会計事
務所

1,228 2513212511 東京都 株式会社建材サービスセンター
コンクリート・鉄筋・鉄骨のワンストップ試験検査サー
ビスの提供

東京中央経営株式会社

1,229 2513212512 東京都 株式会社ザ・ヘッド
３Ｄプリントの普及に弾みをつける、革新的な３Ｄス
キャニング方法の施策・開発

秋本経営会計事務所

1,230 2513212514 東京都 常盤産業株式会社
国産小麦を使用した安心安全で健康的なベーグルパ
ンを開発し、新製品による新たなる市場の販売拡大
とする事業

百十四銀行

1,231 2513212516 東京都 有限会社天野製作所
研削盤製作に使用する部品の高度化（精度、性能、
効率）する為の設備導入

東京信用金庫

1,232 2513212519 東京都 株式会社ＦＫＣ－ｔｅｃｈ
省エネに貢献する各種電子部品向け「レアメタル含
有機能性材料」の開発及び量産技術の構築・導入

税理士法人ＹＦＰクレア相良
事務所

1,233 2513212521 東京都
株式会社ヘルツ
有限会社永遠ボディー

クールジャパンを世界に！革とアルミ板金のコラボ
レーション製品の開発

八千代銀行

1,234 2513212522 東京都 株式会社椿
ツバキ油を温度劣化なしで搾る専用圧搾機の開発と
運用ノウハウ確立

株式会社経理バンク神奈川

1,235 2513212527 東京都 秋川木材株式会社
デザイナー連携による世界銘木を使った木製一品物
の製造販売チャネルの開発

特定非営利活動法人東京都
北区中小企業経営診断協会

1,236 2513212528 東京都 有限会社テクノム
３次元ＣＡＤ導入による超真空装置設計の業務効率
化及び販路拡大

西武信用金庫

1,237 2513212533 東京都 株式会社新和精機 分別装置付小型缶プレス機の試作開発 瑞穂町商工会

1,238 2513212534 東京都 ワイアードペコ株式会社
農場や野菜工場等における生育環境を簡易かつ安
価に監視するシステムの試作

商工組合中央金庫

1,239 2513212535 東京都 株式会社ライフアース
使用済み注射針による二次感染防止のための医療
用注射針先端処理機の開発

静岡銀行

48／186



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

1,240 2513212536 東京都 株式会社ウイング 超精密プローブカード用リペアー機の開発 多摩信用金庫

1,241 2513212539 東京都 有限会社ラボプレクス
還元燃焼炉－固形燃料ボイラー併用型廃棄物－新
エネルギーシステム

巣鴨信用金庫

1,242 2513212542 東京都 株式会社エンパシージャパン

ロンパース（赤ちゃんのつなぎの洋服）を活用した世
界にたった一つしか存在しないオーダーメイドぬいぐ
るみの制作に関するクオリティＵＰと売上拡大につな
げる施策実施プラン

昭和信用金庫

1,243 2513212548 東京都 ＭＳアーデル株式会社
先端ものづくりを支える！　低蛍光性光学用接着剤
の試作開発

三菱東京ＵＦＪ銀行

1,244 2513212549 東京都 株式会社ＰＧリサーチ
標識グリコサミノグリカンを用いたグリコサミノグリカン
測定キットの開発

多摩信用金庫

1,245 2513212555 東京都 株式会社濱富海苔
一番摘み海苔製品の生産工程改善により高級海苔
の高品質安定供給を実現

第一勧業信用組合

1,246 2513212556 東京都 株式会社コスモ設計
非接触三次元測定機（ＣＣＤカメラ式）導入による生
産効率の向上及び生産増大

平田宗夫税理士事務所

1,247 2513212558 東京都 有限会社鈴木軽合金
蓄圧式消火器に対応したダイカスト製噴射口キャップ
の導入と高生産性の実現

巣鴨信用金庫

1,248 2513212560 東京都 土田製作所
３Ｄマシニングセンタと３Ｄ－ＣＡＤ／ＣＡＭを更新し金
型製造の短納期化を図る事業

東京東信用金庫

1,249 2513212562 東京都 株式会社アイウェアメビウス
ネジ等を無くし完全なフィット感と新しいデザインのメ
ガネ枠開発。

井上大輔税理士事務所

1,250 2513212563 東京都 ＪＰＮ株式会社
精密治工具・精密ゲージ類の高精度・高効率化によ
る事業拡大

さわやか信用金庫

1,251 2513212566 東京都 株式会社マル・ビ
立体表現、変化表現するレンチキュラーレンズの成
型加工機導入

株式会社ＧＩＭＳ

1,252 2513212567 東京都 日経印刷株式会社
インキ管理ソフトを使い印刷稼働時間の増大と品質
の安定化を狙う

三菱東京ＵＦＪ銀行

1,253 2513212571 東京都 株式会社日精ピーアール

ＥＰＳＯＮＰＸ－Ｈ１００００（色相計測器）及び関連ソフ
トの新規導入計画平成２１年７月２９日付にて東京都
知事より承認を頂いた当社革新計画案件の「アート
事業」を更に展開するために不可欠な機器導入を図
るもの

商工組合中央金庫

1,254 2513212574 東京都 有限会社秀和工業
外注依存率を下げ競争力を回復するためのマシニン
グセンタ導入計画

青梅信用金庫

1,255 2513212578 東京都 株式会社エフデーネット
我が国漁港に水揚げされた近海鮮魚を海外富裕層
向けに販売する新流通サービスの構築

巣鴨信用金庫

1,256 2513212583 東京都 西脇製函株式会社
貼り箱生産の自動化機器の導入による大幅な生産
性改善と短納期の実現

東京東信用金庫

1,257 2513212584 東京都 株式会社阿路亜
伝統的技術と独創的デザイン力の融合によりファッ
ションでクールジャパンを体現

特定非営利活動法人としま
創業ネットワーク

1,258 2513212585 東京都 株式会社アクティブ
着心地が良く、可動域が大きい、立体構造の子供服
開発

商工組合中央金庫

1,259 2513212587 東京都 株式会社太陽油化
産業廃棄物である廃ｱﾙｶﾘの処理における減圧濃縮
による処理能力及び環境影響改善に資する開発

朝日信用金庫

1,260 2513212590 東京都 株式会社アイコニック
自社製音響機器の動作確認用測定機器の導入によ
る顧客サポート体制の強化

西武信用金庫

1,261 2513212592 東京都 株式会社三進社
製本業務の品質と生産性向上による製本事業の受
注拡大

商工組合中央金庫

1,262 2513212594 東京都 有限会社海鴻社
ニッポンの微細化の進む部品へ、高精細にマーキン
グ！！

株式会社ＧＩＭＳ

1,263 2513212602 東京都 東京ベルト株式会社
ＣＡＤ/ＣＡＭ対応マシニングセンター導入による高機
能な樹脂加工品製造と生産性の向上

朝日信用金庫

1,264 2513212603 東京都 株式会社桜井
生産効率アップ及び客先からの増産依頼対応のため
の塗装ラインの増設

西武信用金庫
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1,265 2513212611 東京都 株式会社岡島電機
寸法測定におけるデジタル化と、そのＤａｔａ管理シス
テムの構築

芝信用金庫

1,266 2513212613 東京都 有限会社相川製作所
設備内製化による納期短縮・品質向上の上での受注
拡大

芝信用金庫

1,267 2513212618 東京都 デジタルファクトリー株式会社
３Ｄものづくりサービスの効率化と実践的教育サービ
スの開発

朝日信用金庫

1,268 2513212619 東京都 エコール・クリオロ株式会社
チョコレート製造ライン構築による製造効率と生産向
上

巣鴨信用金庫

1,269 2513212624 東京都 株式会社イプシロン・ジャパン
３Ｄバランス・フィッティングによるオーダーメイドのシ
ステム化

税理士法人おしうみ総合会
計事務所

1,270 2513212625 東京都 株式会社ＴＡＯＳ研究所
指先及び手首測定を採用した安価な血管機能検査
装置の開発・販売

西武信用金庫

1,271 2513212626 東京都 株式会社黒部製作所
切削と測定機能を持たせたＮＣ旋盤による小ロット製
品の原価低減と納期短縮

西武信用金庫

1,272 2513212627 東京都 タマキ株式会社
「企画参加によるイベントグッズのＯＥＭ業務、一括受
注システム」の展開

巣鴨信用金庫

1,273 2513212630 東京都 株式会社光明社製作所
新型ＣＮＣ旋盤設備導入による自動車エンジン部品
「タペット」製造拡大

協同組合さいたま総合研究
所

1,274 2513212631 東京都 大輪印刷株式会社 印刷時のロスを大幅に軽減する新型印刷機の開発 東京中央経営株式会社

1,275 2513212634 東京都 有限会社神代工業
中型内面研削盤におけるテーパー部高精度研削技
術の開発とリードタイム短縮

さわやか信用金庫

1,276 2513212635 東京都 株式会社首都圏環境美化センター
ペットボトルリサイクル高度化による日本のリサイク
ルビジネス国際競争力向上

城北信用金庫

1,277 2513212637 東京都 三報社印刷株式会社
中小企業でも活用可能な、医療従事者に特化したモ
ニターリサーチシステムの開発と提供

一般社団法人バリューアッ
プ・ジャパン

1,278 2513212638 東京都 無臭元工業株式会社 きのこ菌と鉱物との複合による新規改良材の開発 三菱東京ＵＦＪ銀行

1,279 2513212639 東京都 東洋電溶株式会社
ロールＨＥＭ加工装置の金型自社開発に向けた、五
面加工門形ＭＣ導入と金型内製化

商工組合中央金庫

1,280 2513212642 東京都 日本アプリ開発株式会社
自動車教習所の顧客管理を向上させる新送迎バス
予約システムの開発及び運用サポート事業

第一勧業信用組合

1,281 2513212650 東京都 株式会社マーナ
３Ｄプリンターと３Ｄ・ＣＡＤの導入による「健康雑貨」の
開発事業

商工組合中央金庫

1,282 2513212652 東京都 有限会社酒井製作所
海外無線用高精度金型の安定的な生産体制確立の
為の最新鋭設備導入

東日本銀行

1,283 2513212657 東京都 株式会社ハピネスクリエイト
高齢者にも対応する負担の少ないインプラントの開
発

椿公認会計士事務所

1,284 2513212658 東京都 株式会社デカプラス 「装飾用樹脂盛り上げ加工」量産体制の構築
株式会社高崎総合コンサル
タンツ

1,285 2513212662 東京都 株式会社サインモール
電飾看板用に特化したＬＥＤ（照明）配灯計画及び積
算用自動化ソフトの開発。

朝日信用金庫

1,286 2513212667 東京都
株式会社パンプキンズコーポレー
ション

産院でのホテル朝食のおもてなし/『ヨーロッパの香
り』の提供とブランド化

税理士法人すずらん

1,287 2513212669 東京都 株式会社北沢紙業
大型レーザー加工機導入による紙等の微細加工技
術の開発

城北信用金庫

1,288 2513212670 東京都 株式会社日光企画
オンデマンド印刷機・ラミネート加工機の導入による
自費出版等のサービス強化計画

株式会社エフアンドエム

1,289 2513212671 東京都 小山酒造株式会社
東京地酒ブランドを活かした高級生酒の通年供給の
実現

巣鴨信用金庫

1,290 2513212672 東京都 株式会社オーベル
水剤分包機の開発による投与が容易で衛生的な子
供向け水剤容器の実現

多摩信用金庫
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1,291 2513212673 東京都 株式会社マルタカ
磁気の作用にようる血行改善により、肌に効果のあ
る「美顔器」の開発

商工組合中央金庫

1,292 2513212674 東京都 株式会社デザインファクトリー
入浴事故の予防を目的とした環境監視システムの試
作機作製

商工組合中央金庫

1,293 2513212675 東京都 第一光機株式会社 超精密切削加工部品製造・検査システムの構築
株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

1,294 2513212680 東京都 株式会社昭技
胃ろう造設患者及び介護者に対する半固形流動食
摂取補助装置の開発及び試作事業

巣鴨信用金庫

1,295 2513212683 東京都 ＷＯＮＤＥＲＬＩＮＥ株式会社
ＵＶプリンター導入に伴う納期の短縮化とオーダーメ
イド受注体制の構築

西武信用金庫

1,296 2513212685 東京都 ＣｕｒｅＧｒａｄｅｓ株式会社
治療技術の普及に貢献するウェブサイト「Ｏｂｅｎ」のコ
ンテンツ拡充及び視聴データ分析ツールの開発

西武信用金庫

1,297 2513212686 東京都 株式会社環境技術センター
アワビ陸上養殖の採算化と低温除湿乾燥による高付
加価値加工品の開発

みずほ銀行

1,298 2513212689 東京都 株式会社ハンディ・クラウン
誰でもカンタンにペンキをキレイに塗る事の出来る補
助用品の試作開発

北都銀行

1,299 2513212696 東京都 株式会社研工製作所
最新鋭次世代技術を駆使した自動車用パワートレイ
ン部品の製造技術確立事業

朝日信用金庫

1,300 2513212700 東京都 フォーテック株式会社
３ＤＣＡＤとサーフェスモデラーの連動による製品設計
期間の短縮

青梅信用金庫

1,301 2513212701 東京都 集塵装置株式会社
ゼオライト・珪藻土粉末を用いた高機能集塵機の試
作・開発事業

商工組合中央金庫

1,302 2513212702 東京都 株式会社ダブル
中高齢者の元気を創出する、画像補正サービス付
フォトブックサービスの開発

城北信用金庫

1,303 2513212709 東京都 有限会社矢澤製作所
高寿命化を可能にする新素材・新形状・新加工のコ
ンタクトプローブの開発

さわやか信用金庫

1,304 2513212710 東京都 株式会社カネトミ
浅草発＂日本土産のＮＥＷ　ＳＴＡＮＤＡＲＤを創り、伝
える、鍛える＂

北部信用組合

1,305 2513212714 東京都 株式会社佐野製作所
・高速／重切削／高剛性マシニングセンターによる高
硬度・高精度加工技術の開発

多摩信用金庫

1,306 2513212716 東京都 コーテック株式会社 環境負荷低減型前処理用スプレーシステムの開発 巣鴨信用金庫

1,307 2513212722 東京都 数泰工業株式会社
新分野への進出と生産性の向上を目的としたＣＮＣ
旋盤導入計画

青梅信用金庫

1,308 2513212724 東京都 株式会社カワムラノコ
自動研磨機導入による大径工業用丸鋸精密加工・研
磨短納期化

税理士法人田口パートナー
ズ会計

1,309 2513212725 東京都 株式会社メッツ研究所
ソーシャルビジネスによる、離島地域での移住・起業
促進を通じた地域経済産業振興のための新サービス
開発

巣鴨信用金庫

1,310 2513212726 東京都 アイ・ペアーズ株式会社
音声同期技術を利用した対話型ＣＧ映像制作サービ
ス開発

トライデント会計事務所

1,311 2513212730 東京都 株式会社デジタルネットワーク
フッ酸を用いない１２インチ半導体製造装置部品洗浄
プロセスの開発

多摩信用金庫

1,312 2513212738 東京都 株式会社佐竹製作所
長物Ｃ型鋼材の低コスト・短納期加工を実現する形
鋼加工機のカスタマイズ開発

特定非営利活動法人東京都
北区中小企業経営診断協会

1,313 2513212743 東京都 有限会社宮崎精機製作所
高圧冷却機能付旋盤の導入による金属の精密加工
技術の高度化

東京東信用金庫

1,314 2513212746 東京都 ＳｈａｎｎｏｎＬａｂ株式会社
介護業界に革新をもたらす人工知能コミュニケーター
「介護ＡｇｅｎｔＳｙｓｔｅｍ」の開発

税理士法人アークネット

1,315 2513212747 東京都 有限会社サイトウ製作所
高性能マシニングセンタ導入による製品加工精度及
び作業スピードの向上と受注範囲の拡大

西武信用金庫

1,316 2513212749 東京都 株式会社東京技術協会
３Ｄデータを用いた高品質のカタログ、マニュアル画
像制作サービス

ノーサイド法律事務所
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1,317 2513212757 東京都 株式会社オプトゲート 高精度ファイバコリメータの開発 青和信用組合

1,318 2513212758 東京都 株式会社アプト
人事総務処理一元管理クラウドシステムの開発とア
ウトソーシングサービスのＦＣ展開

さわやか信用金庫

1,319 2513212760 東京都 株式会社アソー
φ ０.５～φ ３ｍｍ極小径レンズ用偏芯測定装置の試
作・開発

巣鴨信用金庫

1,320 2513212761 東京都 株式会社サンポー
特許技術を活用した生産性の高い連続ショットブラス
トマシンの試作を行う事業

亀有信用金庫

1,321 2513212767 東京都 株式会社関東照明
高精度なＹＡＧ溶接加工の確立による品質・納期の向
上・新規事業展開の実現

西武信用金庫

1,322 2513212771 東京都 株式会社松尾工業所
「高機能締結部材（ワッシャ）の開発・締結軸力１０％
を安定向上させる」

公益財団法人大田区産業振
興協会

1,323 2513212776 東京都 有限会社創文社
「お客様ポータルサイト」活用でＷＥＢ ＴＯ ＰＲＩＮＴの
即納デジタル印刷・製本体制の構築

株式会社ＧＩＭＳ

1,324 2513212778 東京都 株式会社ソフトウェア・パートナー
ビーコン装置の製造によってｉＢｅａｃｏｎトータルソ
リューションを実現する

東京シティ信用金庫

1,325 2513212788 東京都 有限会社村石製作所
多品種小ロット板金部品の高精度短納期ベンディン
グシステムの構築

共立信用組合

1,326 2513212789 東京都 株式会社美山
老人介護施設に対して臭気・ウィルス問題を解決す
る、光触媒一貫施行維持サービスの開発

多摩信用金庫

1,327 2513212791 東京都 株式会社エラン
医療分野等で利用可能な次世代空中操作マウスの
試作開発

安藤和彦（中小企業診断士）

1,328 2513212792 東京都 こだま印刷株式会社
思い出を立体的に残す「３Ｄメモリアルカード」の制作
販売

株式会社ＧＩＭＳ

1,329 2513212793 東京都 有限会社丸亀紙工
ＣＣＤカメラ型乱丁防止装置を用いた中綴じ製本の生
産効率および品質向上事業

りそな銀行

1,330 2513212802 東京都 グッドプランニング株式会社
ネットワーク型デジタルサイネージ端末と関連システ
ムの開発

株式会社インディペンデンツ

1,331 2513212803 東京都 株式会社代伊達屋本舗
土木建築工事に於ける環境公害を抑制したコンク
リート除去工法の確立及び広報

巣鴨信用金庫

1,332 2513212805 東京都 ＴＥＮＳＥＩｓｙｓｔｅｍｓ有限会社
３Ｄ ＣＡＤ/ＣＡＭの導入による製造品目の拡大と高
品質化、短納期化、低コスト化の実現

多摩信用金庫

1,333 2513212811 東京都 株式会社フレキシブル マシン利用による美と健康の革命的サービスの開発 多摩信用金庫

1,334 2513212818 東京都 株式会社オールインクレジット 多機能カード決済端末機の開発 商工組合中央金庫

1,335 2513212821 東京都 有限会社関根デンタルスタジオ
歯科用ＣＡＤ/ＣＡＭシステム導入による先端歯科補
綴物の高品質化と生産性の向上

多摩信用金庫

1,336 2513212822 東京都 多摩スポーツ施設株式会社
追尾型測量機を有する制御システムによるグランド
整備の情報化施工の実施

多摩信用金庫

1,337 2513212823 東京都 ＳＥＮＳ 人工透析患者のシャント手術部位の保護具の開発 さわやか信用金庫

1,338 2513212824 東京都 有限会社吾妻製作所
ベンディング加工技術の高精度・高效率化を実現す
る生産体制の確立

昭和信用金庫

1,339 2513212827 東京都 株式会社アイホールディングス
エンドユーザーと運転代行事業者を結ぶ革新的ポー
タルサイトの開発導入計画

東京東信用金庫

1,340 2513212830 東京都 澄川精密株式会社
顧客の要求に対応するため、ＣＮＣ旋盤を導入して全
工程の内製化を図る

ＮＰＯ法人経済活動支援チー
ム

1,341 2513212831 東京都 株式会社ＳＯ－ＴＡ
立体造形物のデジタル化による開発プロセスの効率
化とアイデア具現化への障壁緩和

西武信用金庫

1,342 2513212833 東京都 株式会社田中ステンレス工業 錠剤検査装置の高精度板金部品の試作開発 西武信用金庫
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1,343 2513212834 東京都 株式会社大久保
オフィスシュレッダーに代わる都市型機密処理サービ
ス構築事業

東京都民銀行

1,344 2513212837 東京都 ディ・スペック
丈夫で健康に優しいインプラント連結冠の新構造開
発とその製作プロセスの確立

小川公認会計士事務所

1,345 2513212839 東京都 オウミ技研株式会社
徘徊者の居場所が家族に容易に分かる「ＧＰＳ見守り
リストバント」の開発

足利銀行

1,346 2513212842 東京都 ベステラ株式会社
３次元デジタル測量・撮影データの活用による光造形
等、高付加価値成果物による新事業

みずほ銀行

1,347 2513212845 東京都 株式会社日本フラックス
スマートメーター端子金具工程のサテライト化と自動
機導入による生産力増強、競争力強化。

商工組合中央金庫

1,348 2513212849 東京都 株式会社東金パッキング
マルチカッティングマシン導入により難加工材の精密
加工へ対応する

西武信用金庫

1,349 2513212862 東京都 株式会社山田翻訳事務所
外国人観光客がいつでもどこでも気軽にインターネッ
トで通訳を頼める、クラウドを活用した新サービス「い
つでも通訳」の展開

巣鴨信用金庫

1,350 2513212863 東京都 ビルコム株式会社 ビッグデータを利用したＰＲ効果測定システムの開発 日之出監査法人

1,351 2513212864 東京都 株式会社Ｈ＆Ｓプロモーション
ＩＣウオーク新システムの機器及びソフトウェア開発に
よる試作品制作

石川由美子

1,352 2513212867 東京都 株式会社中越製作所
５軸マシニングセンターの導入による、３次元ブロー
成形金型製造の高精度・短納期化

税理士大塩直子

1,353 2513212869 東京都 有限会社ＳＥＣＲＥＴＢＡＣＥ セントラルキッチン併設ワインバー運営企画
株式会社ヒューマンネット・コ
ンサルティング

1,354 2513212870 東京都 鈴木コンクリート工業株式会社
高強度コンクリートに係わる新製品及び新材料の研
究開発計画

巣鴨信用金庫

1,355 2513212871 東京都 有限会社前東
地域密着型おもてなし美容室での「育毛コース」サー
ビス事業

巣鴨信用金庫

1,356 2513212873 東京都 森田テック株式会社
磁気光学結晶を用いた高感度光磁界測定装置の開
発

八千代銀行

1,357 2513212877 東京都 中川印刷有限会社
インターネットを使った、従来型ご用聞き営業ＷＥＢシ
ステムの構築とその販売

井上大輔税理士事務所

1,358 2513212879 東京都 株式会社エストレリータ
日本初中小企業とグローバル人材に特化した採用・
就転職サービスの開発

巣鴨信用金庫

1,359 2513212885 東京都 株式会社新生工業
人工衛星用の真空・熱環境への高い耐久性を持つ
『超音波モータ』の開発

昭和信用金庫

1,360 2513212887 東京都
有限会社フルハウス・エス・ディー・
コーポレイション

コスメ直売サロンで痩身美容の革新技術サービスを
開発する

加藤会計事務所

1,361 2513212888 東京都 株式会社コプロス
電子黒板（教師）とタブレット（生徒）連携による授業を
支援する、教材作成ツールの開発

巣鴨信用金庫

1,362 2513212890 東京都 丸石商事株式会社
フルアイテムを超短納期で仕上げる衣服裁縫修理店
の展開

オフィスマツナガ行政書士事
務所

1,363 2513212893 東京都 株式会社Ｂｉｏｔ
計測機器導入による高精度・軽量化の自動車用ブ
レーキディスクローターの試作開発

多摩信用金庫

1,364 2513212895 東京都
東京ペットボトルリサイクル株式会
社

首都圏から湧き出るペットボトルを石油由来樹脂代
替にする高度リサイクル技術の開発

足利銀行

1,365 2513212897 東京都 株式会社エイ・エス・アイ総研
極低温流体の長期保存に使用可能な小型小流量ネ
ジポンプの開発

三井住友銀行

1,366 2513212899 東京都 株式会社紫式部
全国の中小書店の売上と利益を向上させる書棚画
像販売システム

興産信用金庫

1,367 2513212900 東京都 インフォエージェント株式会社 治療院の基幹システム「りらこみ」の開発 株式会社経営財務支援協会

1,368 2513212902 東京都 日本美術工芸株式会社
新素材・立体造形技術の活用による大型美術工芸品
の試作開発

株式会社浜銀総合研究所
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1,369 2513212903 東京都 株式会社ミネルバ
「曲線と曲面をを多用した」ソファの製造を可能にする
「モールド発泡」技術と「高度縫製」技術の融合

さわやか信用金庫

1,370 2513212908 東京都 株式会社ミラクルソリューション
派遣ワークフローシステムをクラウド化したサービス
の開発

小谷野公認会計士事務所

1,371 2513212910 東京都 株式会社Ｋ－ｒｅｌａｔｉｏｎｓ
３Ｄスキャナおよびプリンタを活用したオリジナルの
「ミニチュアＣＧ動画」制作サービスの開発

中小企業診断士　藤岡壮志

1,372 2513212915 東京都 株式会社プライムネット
水質が悪いところでも低コストで使いやすく環境にも
優しい新型純水装置の開発

多摩信用金庫

1,373 2513212923 東京都 ＳＡＮＳＨＩＮ－ＴＥＣＨ
設備導入により受注力強化を目的とした精密精度１ミ
クロンの実現

多摩信用金庫

1,374 2513212927 東京都 株式会社ソフトギア
オンラインゲーム開発用支援ツール・ライブラリの開
発

三菱東京ＵＦＪ銀行

1,375 2513212929 東京都 株式会社ベックス
塩基配列確認がされたオリゴヌクレオチドを製造する
自動合成機の開発

八千代銀行

1,376 2513212930 東京都 内外化学製品株式会社
化学発光法による二酸化塩素濃度連続測定装置の
開発

城南信用金庫

1,377 2513212932 東京都 株式会社エイト電子
３Ｄプリンタによる造形品の活用によって実現を目論
む設計提案力の強化及び受注の拡大

西武信用金庫

1,378 2513212936 東京都 株式会社スバルグラフィック
ＩＴを活用し紙媒体の制作時間を飛躍的に短縮するホ
テル業の売上拡大事業

西京信用金庫

1,379 2513212937 東京都 ＣａｍｂｗｉｃｋＨｅａｌｔｈｃａｒｅ株式会社
生活習慣病治療のための新規な抗酸化ストレス治療
器の開発

多摩信用金庫

1,380 2513212938 東京都 株式会社ＧＡＲＹＯ
スマートフォンと３Ｄプリンタによる似顔絵フィギュア作
成サービス

天笠税務会計事務所

1,381 2513212940 東京都 毎夕新聞印刷株式会社
新聞印刷技術及び設備の転用型サービスのインター
ネット通信販売事業

城北信用金庫

1,382 2513212942 東京都 株式会社折勝商店
使用されなくなった間伐材を資源とする実用性の高
い木製容器の開発

椿公認会計士事務所

1,383 2513212948 東京都 ひろた歯科
コーンビームＣＴと３Ｄシュミレーションソフトを組合わ
せた最新歯科治療の実現

東和銀行

1,384 2513212949 東京都 気相成長株式会社
超臨界流体を用いたＴＳＶ用高純度銅配線の低コスト
作製技術

多摩信用金庫

1,385 2513212952 東京都 株式会社志村精機製作所 医療機器向け超精密金属部品の短納期化対策 城南信用金庫

1,386 2513212954 東京都 中野電子工業株式会社
産業用途に向けた小型軽量なモジュール式粘弾性
測定装置の開発

税理士法人あさひ綜合会計

1,387 2513212956 東京都 株式会社ステラリンク 会員向け動画広告配信サービス事業
株式会社Ｋ＆Ｓコンサルティ
ング

1,388 2513212957 東京都 ＡｉｌｅｓｄｅＶｅｎｕｓ株式会社
いつでもどこでもスマホで簡単、セルフケア指導付き
のお手軽エステ＆体験リンパ

フィルアーツコンサルティング

1,389 2513212958 東京都 株式会社鎌建工業
ステンレス・アルミ・真鍮等外装金物加工の内製化に
よる収益力強化

フィルアーツコンサルティング

1,390 2513212960 東京都 有限会社英照明
有機ＥＬ光源の照明利用拡大のためのデザイン照明
の試作開発

城北信用金庫

1,391 2513212964 東京都 株式会社羽村金型
医療機器用金型の寸法精度保証要求に対応する
為、全自動３次元計測器を導入

首都圏産業活性化協会

1,392 2513212966 東京都 日本リーディング法律事務所
インターネット上で発生する法的トラブルを未然に防
ぐ又は解決するＩＴ法律相談サービス

静岡銀行

1,393 2513212967 東京都 株式会社エム・エス・ピー
車指定整備記録簿の携帯端末による入力支援シス
テム

興産信用金庫

1,394 2513212969 東京都 鍛壓工業株式会社
高精度孔明け加工による高信頼度鍛造製品の製造
とグローバル展開

青木宏二郎事務所
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1,395 2513212970 東京都 株式会社長尾製作所
機械導入により小ロット・短納期生産体制を確立し、
都内における機械部品の精密加工事業を拡大

税理士法人櫻井・田村事務
所

1,396 2513212976 東京都 株式会社エス・ワイ・エス 次世代型旅程計画支援サービス「旅レシピ事業」 商工組合中央金庫

1,397 2513212983 東京都 有限会社リファイン
ＣＡＤ/ＣＡＭ機導入による革新的な生産プロセスの実
現と技術力の飛躍的な向上

山梨中央銀行

1,398 2513212984 東京都 株式会社土方電機
音声検知型防災システムの低コスト・遠隔操作モデ
ルの試作開発

西武信用金庫

1,399 2513212986 東京都 有限会社三井彫刻研究所 時計や自動車部品の精密切削加工方法の開発 八千代銀行

1,400 2513212990 東京都 有限会社バックフィールド 熱伝導特性の向上を図るための極低温技術の開発 西武信用金庫

1,401 2513212996 東京都 有限会社佐藤精器製作所
新規マシニングセンタの導入による２.５次元加工の
納期短縮・コストダウンの実現

朝日信用金庫

1,402 2513213008 東京都 株式会社田島製作所
高温３００℃に耐えうる複合硬質アルマイト皮膜の開
発。

中村行雄公認会計士事務所

1,403 2513213010 東京都 株式会社加藤製作所
小型電磁弁等におる磁力端面部品の高精度加工の
無人自動化

多摩信用金庫

1,404 2513213013 東京都 株式会社あそび研究所３６５
認知症患者のリハビリ現場の課題を解決する介護施
設向けサービス

バリューフォース合同会社

1,405 2513213017 東京都 有限会社有明電装
ワイヤレス電磁誘導式給電型・省エネＥＬ表示装置の
試作開発

一般社団法人首都圏産業活
性化協会

1,406 2513213018 東京都 株式会社ＢＯＳＥＮ
生肉・生魚（レバ刺しなど）を電気的に殺菌し安全に
提供する事業

税理士法人グラシア

1,407 2513213019 東京都 オーキット材料システム株式会社
移動体通信用（超）小型発振器に用いられる水晶ブ
ランクの高効率・特急試作製造ラインの構築

千葉興業銀行

1,408 2513213020 東京都 有限会社誠和製作所
精密板金部品のブランク工程統合による短納期生産
システムの構築

さわやか信用金庫

1,409 2513213023 東京都 株式会社アレグロ
ＮＣ切削機と３Ｄスキャナ導入による、立体造形のデ
ジタル革新と新市場開拓

大光銀行

1,410 2513213026 東京都 株式会社ミレニア 訪問看護プラン構築をアシストするシステムの開発 商工組合中央金庫

1,411 2513213027 東京都 株式会社石田製作所 特殊ボルト・ナットの短納期・高精度加工体制の確立 東京東信用金庫

1,412 2513213029 東京都 Ａｐｅｘ株式会社
非接触三次元測定機を活用したリバースモデリング
サービスの提供

一般社団法人首都圏産業活
性化協会

1,413 2513213033 東京都 株式会社サンエープロセス
現在目視で行っており、非効率とミスが避けられない
検版工程をデジタル化する

株式会社ＧＩＭＳ

1,414 2513213034 東京都 有限会社永田製作所
高性能機器向け省スペース用特殊ケーブルの短納
期・量産体制の確立

西武信用金庫

1,415 2513213062 東京都 株式会社エピオス
高濃度電解次亜水・高濃度電解次亜水生成器並び
にＯＥＭ製品の開発事業

税理士法人第一経理

1,416 2513213071 東京都 株式会社八紘美術
高性能色校正システム機導入による提供商品の高
品質化と多品種対応の実現

巣鴨信用金庫

1,417 2513213072 東京都 株式会社アイエンター
ソーシャル学習オンラインコースサービスのための専
用ソフトウェアの開発

称椿公認会計士事務所

1,418 2513213074 東京都 ケイ素材料開発株式会社
先端素材の高機能化に貢献する「新規ケイ素材料」
の合成技術開発

多摩信用金庫

1,419 2513213076 東京都 みなみ歯科・矯正歯科
ＩＴにより治療技術を管理・共有し、生活の質を向上さ
せる治療を提供

城南信用金庫

1,420 2513213078 東京都 株式会社セントラルプロフィックス
高品位・特殊加工印刷物の多品種小ロット・低価格
作成システムの実現

株式会社エイチ・エーエル
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1,421 2513213081 東京都
株式会社ニュース・ネットワーク・
ジャパン

又貸し可能な電子書籍貸借管理システムの試作と評
価試験装置の開発

りそな銀行

1,422 2513213082 東京都
有限会社フリーダムカスタムギター
リサーチ

３Ｄ技術とＮＣルータ導入による高級エレキギターの
熟練切削造形加工技術の機械化

大久保会計事務所

1,423 2513213084 東京都 株式会社システムズ
マイグレーションのための高変換・オープン系言語対
応の変換ツール開発

仰星監査法人

1,424 2513213086 東京都 ヤマヨ測定機株式会社 レーザー加工による標準巻尺の試作開発 足立成和信用金庫

1,425 2513213088 東京都 株式会社小沢製作所
３次元ＣＡＤ導入による提案型営業の実践及び売上
拡大

青梅信用金庫

1,426 2513213089 東京都 株式会社吉田商会
高品質な無停電電源装置の社内試作製造と保守体
制の確立

商工組合中央金庫

1,427 2513213091 東京都 株式会社ふぃっしゅいんてりあ
活魚のロスを原料に多品種少量対応可能な高品質
水産加工品の提供

多摩信用金庫

1,428 2513213092 東京都 東成エレクトロビーム株式会社
電子ビーム・レーザ加工のノウハウの活用に特化し
た基幹業務システムの構築

一般社団法人首都圏産業活
性化協会

1,429 2513213094 東京都 株式会社ラウレアソリューション
地方のＩＴ企業とのＪＶを実現するプロジェクト共有サ
イトの開発

株式会社ウィレコンサルティ
ング

1,430 2513213096 東京都
エーペックスインターナショナル株
式会社

「東南アジア全域・就業教育及び観光誘致総合サー
ビス事業の構築」

瀬上富雄税理士事務所

1,431 2513213097 東京都 株式会社ｆｌｕｒ
人々が求めているコラーゲン美容市場での光美容の
開発試作事業

多摩信用金庫

1,432 2513213099 東京都 オーバスネイチメディカル株式会社 次世代医療機器用チューブの開発
株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

1,433 2513213100 東京都 株式会社創和
特殊ＣＦＲＰの一体成形品の試作開発による市場開
拓

税理士法人横溝会計パート
ナーズ

1,434 2513213105 東京都 テクノヒル株式会社
緊急時放射線事故における原子力防災計画に有効
な表面汚染検査機の開発

朝日信用金庫

1,435 2513213110 東京都 株式会社計測技術サービス
コンクリート内部を瞬時に透視できる特殊レーダ装置
の試作品開発

株式会社目標管理トレーニ
ング

1,436 2513213114 東京都 株式会社ウェブレッジ
視認・感情データを利用したスマートフォンでの顧客
体験最適化

経営創研株式会社

1,437 2513213118 東京都 株式会社ソールテック
加工データ補正エンジンを搭載したレーザ加工シス
テム及び特殊プリンタシステムの試作開発

中野裕哲税理士・社会保険
労務士・行政書士事務所

1,438 2513213120 東京都 日本文化精工株式会社
円筒状ワークに高精度印刷ができるインクジェットプ
リンター（ＩＪＰ）の開発

商工組合中央金庫

1,439 2513213126 東京都
株式会社フジサワ・コーポレーショ
ン

インクジェット技術で超少量・超多品種を実現する
オーダーメイド壁紙の製作サービス

赤坂シティ法律事務所

1,440 2513213130 東京都 株式会社システム計装
集塵機の省エネ化を可能にするコントローラーの試
作・開発

本多公認会計士・税理士事
務所

1,441 2513213133 東京都 株式会社伝尚舎
省資源に資する輪転印刷機のインク量立体測定シス
テムの開発事業

多摩信用金庫

1,442 2513213138 東京都 富士ネットシステムズ株式会社
クラウドと最新ＩＴ技術による中小企業向けテレワーク
支援事業

三井住友銀行

1,443 2513213139 東京都 株式会社アイ・コーポレーション 下肢不自由女性向けストッキング装着補助器具 三菱東京ＵＦＪ銀行

1,444 2513213142 東京都 株式会社ポストスケイプ
全国のカメラマンを束ねた結婚写真撮影の比較・検
討・依頼ができるインターネットサービス

スパイラル共同公認会計士
事務所

1,445 2513213150 東京都 株式会社グリーンプランテック リフォーム集客＆追客ホームページ・アプリの開発 みずほ銀行

1,446 2513213153 東京都 アカオアルミ株式会社
変圧器巻き線における銅からアルミへの材質変更に
伴う需要増に対応する製造設備の増強

東京東信用金庫

56／186



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

1,447 2513213155 東京都 株式会社ハートライン
生活習慣病者向けに特化した大学病院の献立を、個
人の健康状態に合わせて提案するシステムの開発

中小企業診断士　藤岡壮志

1,448 2513213158 東京都 株式会社翔栄クリエイト
自動追尾式架台の改良・試作開発と発電量を比較す
るための実証試験

フューチャー・ラボ株式会社

1,449 2513213164 東京都 株式会社ホクショウ
ＷＥＢシステムを活用して無料診断～施工を行う総
合リフォーム事業

鈴木康之法律事務所

1,450 2513213165 東京都 有限会社クライム
自然志向ニーズに対応の天然素材商品に特化した
「水洗い天日干し」仕上げサービスの提供

多摩信用金庫

1,451 2513213172 東京都 不二クリーニング株式会社
高齢者福祉施設の入所者向けデリバリー型クリーニ
ングサービスの展開

西武信用金庫

1,452 2513213175 東京都 株式会社サンフィールド
問診による生活習慣改善提案システムの開発による
健康増進と健康投資の促進

商工組合中央金庫

1,453 2513213178 東京都 株式会社ジオネクスト
地理情報システムを応用した屋外現地調査用モバイ
ルシステムの事業化

多摩信用金庫

1,454 2513213188 東京都 株式会社オルカ・レーブ
待ち時間をゴールデンタイムに転換する情報配信シ
ステムの企画・開発・運営

昭和信用金庫

1,455 2513213195 東京都 有限会社アークス
独自の絞り加工による大型・特注製品のコストダウン
技術の確立

西武信用金庫

1,456 2513213196 東京都 有限会社山本製作所 精密プレス金型の開発・短納期化・低コスト化の実現 多摩信用金庫

1,457 2513213200 東京都 株式会社センティリオンシステム
「ごほうび」がもらえて楽しく食事・運動管理ができる
自己健康管理用アプリケーションの開発

中小企業診断士　藤岡壮志

1,458 2513213202 東京都 有限会社小柳塗工所
電機情報通信機器市場向け、塗装生産プロセスの強
化および機能性塗膜の開発

東京東信用金庫

1,459 2513213203 東京都 ＯＰ電子工業株式会社 精密磁場測定装置の開発 巣鴨信用金庫

1,460 2513213204 東京都 大航流時代
人体の動きを正確に再現する関節可動式の骨格模
型（９０ｃｍの全身模型）の製造および販売

芝信用金庫

1,461 2513213206 東京都 株式会社五光社
標準部品の追加工と製造条件の検証サービスを有
する高付加価値商社への転換

多摩信用金庫

1,462 2513213207 東京都 株式会社宇宙船 超軽量超低抵抗３輪自転車の試作開発 多摩信用金庫

1,463 2513213209 東京都 金鈴精工株式会社
ＣＮＣ主軸移動型自動旋盤の改変による次世代ＩＴ機
器部品の製造技術の高度化

一般社団法人首都圏産業活
性化協会

1,464 2513213211 東京都 有限会社松栄
精密歪レス接合技術の確立と継承を実現する為の生
産プロセス改善

西武信用金庫

1,465 2513213214 東京都 株式会社デンタルサービス
歯科用３次元ＣＴスキャンとＣＡＤ/ＣＡＭマシンのネッ
トワーク化による高度医療サービスの提供

税理士法人アクア

1,466 2513213218 東京都 株式会社森のいいこと
地域の木材を活用した子どもの発達に適合する木製
おもちゃの試作開発

青梅商工会議所

1,467 2513213219 東京都
日本デジタル・プロセシング・システ
ムズ株式会社

映像処理のクラウド化とネットワーク・ワークフロー移
行サービス

商工組合中央金庫

1,468 2513213224 東京都 株式会社古川精機
次世代自動車部品の検査用高精度測定ゲージ生産
体制強化事業

川崎信用金庫

1,469 2513213227 東京都 株式会社エム・イー・エル
ＨＰＣクラウドコンピューティングを用いた電子機器基
板等のシミュレーション環境の提供

間庭正雄税理士事務所

1,470 2513213235 東京都 株式会社マイクロリサーチ
高付加価値機能を搭載した５ギガ帯Ｗｉ－Ｆｉ ８０２.１１
ａｃ搭載無線アクセスポイントルーターの試作開発

商工組合中央金庫

1,471 2513213238 東京都 慶昌堂印刷株式会社
紙書籍・電子書籍の同時製作工程最適化プロジェク
ト

株式会社ＧＩＭＳ

1,472 2513213240 東京都 米持モールド株式会社 ウェルドレス金型対応精密加工技術の開発 朝日信用金庫
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1,473 2513213243 東京都 株式会社猩々テクノ
高精度マシニングセンター導入によるプラスチック用
金型の鏡面加工技術の開発

足立成和信用金庫

1,474 2513213245 東京都 有限会社共同精機
新たなワイヤ放電加工機導入による部品市場への
対応力向上と工程のコストダウンの実現

協同組合さいたま総合研究
所

1,475 2513213250 東京都 ペガサスキャンドル株式会社
キャンドルを使用した新たなブライダル空間プロ
デュース事業の展開

広島銀行

1,476 2513213254 東京都 株式会社エルスタット
ＭＡＤＥ　ＩＮ　ＪＡＰＡＮのアパレル・雑貨商品の訴求力
を高め、販売を促進するＥＣサイトの構築 。

東京信用金庫

1,477 2513213260 東京都 有限会社藤野金属挽物
自動車業界への拡販のための、多品種小ロット生産
体制の確立、並びに品質検査体制の高度化

株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

1,478 2513213261 東京都 ウィルエージェント株式会社 ＩＴを利用した次世代スタッフコールシステムの開発 東京東信用金庫

1,479 2513213266 東京都 宮松城南株式会社
余剰生コンを再利用したアワビ礁製作による水産業
強化支援事業

商工組合中央金庫

1,480 2513213267 東京都 桐平工業株式会社
カスタマイズできる『一点物』筆記具の製造・ネット通
販の体制強化による自社ブランド確立

東京東信用金庫

1,481 2513213268 東京都 株式会社秋山製作所
新開発"内視鏡外科手術用縫合結紮糸針"の機械化
生産と安定供給

三菱東京ＵＦＪ銀行

1,482 2513213269 東京都 株式会社ＥＮＡ ペアガラス化シースルー太陽光発電パネル開発事業 西武信用金庫

1,483 2513213270 東京都 株式会社白金トレーディング
簡単な操作で魚屋さんと漁師さんを元気にする新シ
ステム（産地直送ＥＣサイト）の構築

麹町法律会計事務所

1,484 2513213272 東京都 イービーエム株式会社
即時手技評価機能を有する弁形成手術用サイザー
の実用化試作開発

さわやか信用金庫

1,485 2513213275 東京都 株式会社光明社
無料デザイン小ロット多品種ワンツーワン地域活性
化印刷支援事業計画

株式会社ＧＩＭＳ

1,486 2513213276 東京都 合同会社ウィンゲート
今までに前例のない健康の維持・増進の為の運動施
設の設立と運営

株式会社翼コンサルティング

1,487 2513213277 東京都 有限会社双和鍍金
三価クロメートめっき程の排水システムを開発、構築
して、品質向上、短納期化、コスト低下を図る

特定非営利活動法人ＮＰＯビ
ジネスサポート

1,488 2513213278 東京都 ＴＣＯ２株式会社 ＬＣＡ業務支援アプリケーションの開発 経営創研株式会社

1,489 2513213285 東京都 オーケーラボ有限会社
ガルバノメトリックレーザーアブレーション装置（低価
格・短時間・超高感度成分分析装置）

西武信用金庫

1,490 2513213291 東京都 蒼基株式会社
ＡＳＥＡＮ諸国向け防腐剤を使用しないスキンケア商
品の試作開発

東京シティ信用金庫

1,491 2513213292 東京都 株式会社ユーディビー
５軸切削加工装置の導入による総入れ歯作製工程
の効率化

巣鴨信用金庫

1,492 2513213298 東京都 株式会社プランプラン
観光名所誘致のための視覚・聴覚障害者向け音声・
映像プレイヤー型ＡＲシステムの開発

中小企業診断士　藤岡壮志

1,493 2513213302 東京都 株式会社小松崎
製品精度向上により、国内での更なる発展を目指し
た設備投資計画

城北信用金庫

1,494 2513213307 東京都 スターメディカル株式会社
咽頭内圧測定機器を利用した誤嚥診断ｼｽﾃﾑの開
発。

巣鴨信用金庫

1,495 2513213308 東京都 株式会社シール堂印刷
オンデマンド印刷機導入による極小ロットへの対応
と、和紙テープの海外展開に向けた試作開発

若杉公認会計事務所

1,496 2513213309 東京都
株式会社ケイアンドエイトクリエー
ションセンター

機会損失解消とデジタル印刷における提案型営業組
織の確立

山下明宏税理士事務所

1,497 2513213312 東京都 有馬ベルト工業株式会社
食品整列搬送システムの開発および食品生産システ
ムの販売

城北信用金庫

1,498 2513213313 東京都 株式会社飯塚製作所
工期短縮による顧客満足度の向上と、増収・技術の
発展の達成

西武信用金庫

58／186



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

1,499 2513213315 東京都 株式会社レベルファイブ
スマートフォンを活用した外国語対応可能な飲食店
情報システムの開発

城南信用金庫

1,500 2513213316 東京都 株式会社すぱいらる
創業まもない経営者が経営に専念できる環境を提供
する、「管理部門代行」及び「経営情報提供」サービス
の開発

株式会社コンサラート

1,501 2513213319 東京都 株式会社ネプロ 鉄道トンネルの内面・断面を計測するカートの開発 株式会社経営財務支援協会

1,502 2513213320 東京都 株式会社アクアマリン
フィギュア原型の製造過程に３Ｄプリンターとスキャ
ナーシステム並びにソフトウェア技術を開発してＱ．
Ｃ．Ｄの向上を図り企業競争力を強化する。

特定非営利活動法人ＮＰＯビ
ジネスサポート

1,503 2513213321 東京都 山口電材株式会社
健康・医療分野向けデザイン・試作製品の生産能力
拡大

多摩信用金庫

1,504 2513213325 東京都 Ｒｏｓａｌｙｎｎ　Ｐｅｒｌｅ
人形遊びの世界観を実世界でも楽しめる洋服の企
画・製造・販売

昭和信用金庫

1,505 2513213337 東京都 日本システム開発株式会社
省電力に対応したワイヤレスセンサネットワーク機器
の開発

米田守宏税理士事務所

1,506 2513213341 東京都 株式会社美術出版ネットワークス
中小企業デザイナー向けスマートフォンアプリのデザ
イン制作ツールの開発

文化産業信用組合

1,507 2513213342 東京都 株式会社イザラ
ブライダルブーケの軽量化およびメモリアルデザイン
の試作開発

八千代銀行

1,508 2513213347 東京都 株式会社トランスアジア
中小化粧品メーカーの商品を中国に販売するシステ
ム開発及びサポート事業

椿公認会計士事務所

1,509 2513213350 東京都 株式会社リマニアノワークス ＯＥＭ用企画デザインのブランド化展開 税理士法人総和

1,510 2513213352 東京都 神台産業株式会社
板硝子加工の高精度化と生産の効率化による短納
期実現計画

朝日信用金庫

1,511 2513213355 東京都
株式会社エンライズコーポレーショ
ン

地方のＩＴ未経験者の採用・技術教育・就労支援ワン
ストップサービス

イング公認会計士事務所

1,512 2513213358 東京都 株式会社ワールドスケープ
ユーザーの気分や趣向を学習して選曲するネットラ
ジオアプリ「Ｌｕｍｉｔ」の開発・提供

スパイラル共同公認会計士
事務所

1,513 2513213360 東京都 有限会社イナゲ
高性能型（ＮＣ１軸）ボール盤導入による小ロット高品
質加工、短納期化の実現

東京東信用金庫

1,514 2513213365 東京都 メディカル・エキスパート株式会社
腫瘍呼吸性移動対策を伴う放射線治療用呼吸抑制
機器の開発試作

りそな銀行

1,515 2513213366 東京都 有限会社ワタナベ精工
立型マシニングセンタ導入による切削加工の高精度
化と納期短縮の実現

伊丹税理士事務所

1,516 2513213368 東京都 株式会社プラスフォーデザイン ＣＩＭに対応したバーチャルリアリティの試作 バリューフォース合同会社

1,517 2513213375 東京都 株式会社ＡＲＩＳＡＮ
ＩＣＴを活用した生活習慣病の予防と食事療法管理ｏ
医療従事者連動型システムの開発

村井公認会計士事務所

1,518 2513213376 東京都 株式会社ハナミ
新受注システム構築と新設備導入による、販促ツー
ルの生産拡大事業

株式会社ＧＩＭＳ

1,519 2513213377 東京都 有限会社三裕製作所
高剛性加工機による高精度医療機器部品加工工程
の自動化と難削材での試作加工

朝日信用金庫

1,520 2513213378 東京都
株式会社アートクリエイティブスタ
ジオ

三次元カッティングマシン導入による競争力強化と内
製化による経営体質の強化

丹羽会計事務所

1,521 2513213380 東京都 ナリキ工業株式会社
自動バリ取り機の導入による既存顧客の満足度向上
及び他分野への挑戦

青梅信用金庫

1,522 2513213381 東京都 株式会社ユープラス
アパレル販売を革新的に支援するインターネット着せ
替えサービスの実用化

髙久税務会計事務所

1,523 2513213387 東京都 株式会社エイム
後付け型（工事不要式）空調省エネ装置『スーパー
Ａ』の試作開発

木口税務会計事務所

1,524 2513213392 東京都 株式会社オアシスソリューション
洗浄力の高い安心安全な給水管洗浄サービスの開
発

みずほ銀行
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1,525 2513213400 東京都 スコッチモルト販売株式会社
「ＳＡＫＥＴＲＹ」インターネットにてお酒の試飲販売を
提供するテイスティング＆ショッピングサイト展開

巣鴨信用金庫

1,526 2513213405 東京都 株式会社Ｋａｒｉｇｏ
無線通信による鍵解錠機器の試作開発及び予約課
金サービス事業

イング公認会計士事務所

1,527 2513213407 東京都 株式会社ＳＴＡＮＤＩＮＧＯＶＡＴＩＯＮ
ファッション版シェア・エコノミーを実現するファッション
コミュニティサービスの開発

スパイラル共同公認会計士
事務所

1,528 2513213410 東京都 有限会社タナベ製作所
音の明瞭度・特性に優れたダイナミックユニットの試
作開発

多摩信用金庫

1,529 2513213415 東京都 株式会社高山医療機械製作所
自動化による超音波手術器先端チップ製造プロセス
のさらなる高度化

みずほ銀行

1,530 2513213416 東京都 ＤｏｕｂｌｅＤｏｗｎ株式会社
センサ・アプリ・自動音声の連携による見守りシステ
ムの開発・導入

村井公認会計士事務所

1,531 2513213418 東京都 有限会社セルフ
Ｌ形鋼の多種類・小型・ローコスト加工機・台車製造
計画

多摩信用金庫

1,532 2513213420 東京都 株式会社双文社
遠隔地校正システムと生産力強化による地域情報の
即時提供実現

株式会社ＧＩＭＳ

1,533 2513213422 東京都 株式会社ＡＰＰＲＩＺＥ
安心・安全に誰でも食べられる日本製非常食のハ
ラール認証取得と提供

特定非営利活動法人杉並中
小企業診断士会

1,534 2513213424 東京都 有限会社アイファーム
サイネージ・看板等・店舗の省エネ演出向け制御装
置及びＬＥＤ器具の量産向け試作及び開発

巣鴨信用金庫

1,535 2513213425 東京都 株式会社ミヨシ
多軸加工による金型加工段取り時間短縮と表面微細
加工への活用

林勉税理士事務所

1,536 2513213430 東京都 栄商金属株式会社
新たな体圧分散機能を導入した褥瘡対策マットレス
の開発

川崎信用金庫

1,537 2513213435 東京都 ビイック株式会社
既存住宅の地震に対する耐震性を把握するシステム
の構築

東日本銀行

1,538 2513213442 東京都 株式会社トムコ
新規洗浄装置導入による半導体製造装置用防着板
の受注拡大

多摩信用金庫

1,539 2513213454 東京都 株式会社ＥＶＴＤ研究所
ペルチェ素子を用いて電池温度一定制御による長寿
命リチウムイオン電池の開発

多摩信用金庫

1,540 2513213455 東京都 株式会社セイルー
日本初、捨てられてきた中古家具の個人間同士の再
流通サービス付ソーシャルネットワークＷＥＢ事業

株式会社ヒューマンネット・コ
ンサルティング

1,541 2513213456 東京都 有限会社樋口電機
多品種少量、セル生産向け高精度表面実装設備の
導入による製造リードタイムの短縮

巣鴨信用金庫

1,542 2513213467 東京都 株式会社岡本製作所
特殊製品加工の内製化・一貫生産体制構築による競
争力強化

常陽銀行

1,543 2513213468 東京都 東和プリント工業株式会社
１枚の基板の中に複数厚の導体回路を備え､多層
化､小型化した大電流基板（厚銅基板）の技術開発

多摩信用金庫

1,544 2513213469 東京都 赤城工業株式会社
カーボン系繊維を使用した次世代火災現場用防護服
の素材開発

東京東信用金庫

1,545 2513213471 東京都 株式会社ファンクション 災害時に使用できる「レスキューランジェリー」の開発
ユナイテッド・アドバイザーズ
税理士法人

1,546 2513213472 東京都 佐竹特殊鋼株式会社
マシニングセンター導入による顧客ニーズへの対応
と高精度加工品の試作開発

細谷和丈

1,547 2513213483 東京都 株式会社ＴＡＫＥ－Ｚ
子育て、仕事とを両立させる「親子・ファミリー・シェア
オフィス」

巣鴨信用金庫

1,548 2513213484 東京都 ジューンジュエル有限会社
リングサイズアジャスター・ツインクル＊ン　デザイン
制作

多摩信用金庫

1,549 2513213486 東京都 株式会社東京テクノ 再生骨材コンクリート（低炭素型のコンクリート） 多摩信用金庫

1,550 2513213492 東京都 ＩＡＵｐｌｕｓ株式会社
高強度化と低コスト化を目指した中低層建物用免震
装置の開発・試作

加藤浩志公認会計士事務所
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1,551 2513213494 東京都 株式会社ニックナック
音楽で人と人がつながるセットリスト共有アプリ『ツイ
スト』

巣鴨信用金庫

1,552 2513213502 東京都 株式会社ＭＥＤＩＡ－ＪＡＣＫ研究所 インターネット依存症対策診断プログラムの試作 巣鴨信用金庫

1,553 2513213504 東京都 合同会社ナオアンドパートナーズ
子育てと仕事の両立支援をするキャリアアップ・プロ
グラムの開発

髙久税務会計事務所

1,554 2513213514 東京都 株式会社マルミ 新鮮活魚の直接納品システムの開発 税理士法人オレンジ

1,555 2513213530 東京都 泰興物産株式会社
顧客ニーズに対応した商品開発・実証試験のリードタ
イム短縮化への取組み

西武信用金庫

1,556 2513213531 東京都 株式会社ユー・ビー・コム
「腐らない木」アセチル化木材を使用した外置き家具
シリーズの試作開発事業

巣鴨信用金庫

1,557 2513213535 東京都 日本事務開発株式会社
ローカルエリア_ｅラーニングの仕組み開発（オフライ
ンでも、どんなところでもｅラーニング）

社労士オフィスネクストステッ
プ

1,558 2513213536 東京都 株式会社山城精密
航空機エンジン関連機器の品質記録自動化体制の
構築

西武信用金庫

1,559 2513213540 東京都 株式会社トップゲート
流通・サービス業向け位置測定技術による画期的集
客・販促システム開発

朝日信用金庫

1,560 2513213542 東京都 株式会社千明社
お客様の様々なニーズへの対応が可能になる印刷
データ処理システム導入による競争力強化

商工組合中央金庫

1,561 2513213544 東京都 丸太屋株式会社
業務システム再構築による業務効率化、同業者との
連携・共同利用推進

商工組合中央金庫

1,562 2513213551 東京都 大東印刷工業株式会社
高精度カメラを活用した不良除去システム構築によ
る競争力強化

三菱東京ＵＦＪ銀行

1,563 2513213554 東京都 リチウムアプリ株式会社
特殊リチウムイオン電池パックの製造法革新による
受注獲得力の強化

静岡銀行

1,564 2513213555 東京都 株式会社京浜工業所 新素材に対応したレジンメタル複合砥石の開発 商工組合中央金庫

1,565 2513213564 東京都 株式会社インフォサーブ
三次元都市モデル構築システムの導入と試作モデル
作成

三菱東京ＵＦＪ銀行

1,566 2513213568 東京都 ワークブレイン・ジャパン株式会社
地域中小企業の事業推進に向けたクラウド型データ
統合管理システムの構築

町田正純税理士事務所

1,567 2513213574 東京都 株式会社ＷｉｎｄＤｅｓｉｇｎＰｒｏｄｕｃｔｓ
高密度衝撃波殺菌装置を用いた処理水による農作
物のミスト栽培システムの開発

川崎信用金庫

1,568 2513213583 東京都 株式会社ウッドベル工業
医療用エラストマー部品の一貫した受注生産モデル
の構築。

西武信用金庫

1,569 2513213587 東京都
株式会社ユニバーサルデザイン総
合研究所

東京地歴オープンコンテンツ・ラボ 匠総合法律事務所

1,570 2513213589 東京都 ロマージュ株式会社
人間本来のからだの動き＜捻転運動＞に基づいた
健康器具の開発・販売

丸尾公認会計士・税理士事
務所

1,571 2513213593 東京都 有限会社エイミー
規格外海苔からの抽出成分による新たなスキンケア
商品の開発

椎名伸一税理士事務所

1,572 2513213594 東京都 有限会社ライテックス
任意視点映像と環境データベースによる情報共有シ
ステムの試作

多摩信用金庫

1,573 2513213602 東京都 株式会社ヴェルテクス
デジタルモデリングのための３Ｄスキャナ及び３Ｄプリ
ンタの導入

望月会計事務所

1,574 2513213603 東京都 株式会社ベルツ
Ｗｅｂを活用した印刷物受注システム及び印刷物製
品の誤納品誤発送防止のためのシュリンク梱包機導
入および梱包簡易化

文化産業信用組合

1,575 2513213604 東京都 株式会社エーエヌディー
個人を対象としたＷＥＢによる誹謗中傷・風評被害の
対策サービス

芝信用金庫

1,576 2513213625 東京都 株式会社ホールマン
ものづくりジャパン展示会ＰＶ　海外配信システムの
開発

ポート社会保険労務士法人
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1,577 2513213627 東京都 有限会社デザイン・アンリミテッド
迷惑駐輪や盗難問題に取組む、災害時用備蓄も想
定した自転車の開発

朝日信用金庫

1,578 2513213629 東京都 株式会社コネクター・ジャパン
ＥＣサイトにおけるゴルフ場の在庫を一元管理する
『ゴルフマネージャー』の開発

新銀行東京

1,579 2513213634 東京都 株式会社きもちラボ
脳波と視線により体験・行動中における無意識のきも
ちを可視化する方法の開発

小関勝紀税理士事務所

1,580 2513213635 東京都 株式会社アルゴ
プレミアム動画配信・視聴のためのＡｎｄｒｏｉｄスマート
フォンアプリ向け動画配信ＳＤＫ・プラットフォームの
開発

税理士法人東京税経セン
ター

1,581 2514210003 神奈川県 有限会社鈴木精機
複雑形状の精密加工技術と複合旋盤を組み合わせ
た短納期化及びコスト削減の実現

平塚信用金庫

1,582 2514210005 神奈川県 田中プレス工業株式会社
疲労強度面における耐久性を向上させた低価格オイ
ル・燃料フィルター部品の開発

公益財団法人相模原市産業
振興財団

1,583 2514210007 神奈川県 大栄工業株式会社
高機能曲げ加工機導入による複雑形状部品への対
応及び生産体制の構築

八千代銀行

1,584 2514210008 神奈川県 株式会社日本アッセー スクリューを使用しない胸骨閉鎖プレートの研究開発 静岡銀行

1,585 2514210009 神奈川県 有限会社辻製作所
衛生面・安全性に優れた、接続部の凹凸がない形状
の医療用ケーブルの開発

八千代銀行

1,586 2514210010 神奈川県 株式会社横浜マリンフーズ 横濱の街で末永く愛される菓子ブランドへの飛躍 八十二銀行

1,587 2514210011 神奈川県 株式会社工和化成
新規設備導入による短納期の実現と成長分野の市
場開拓

川崎信用金庫

1,588 2514210012 神奈川県 株式会社モステック
プレス送り工程における電気サーボ方式の倍速化事
業

大和商工会議所

1,589 2514210018 神奈川県
Ｅｘ．株式会社
株式会社コアシステムジャパン

橋梁の保守点検に絶大な効果を発揮する革新的光
ファイバセンサシステムの試作開発

横浜銀行

1,590 2514210020 神奈川県 株式会社ＳＤＫ 検査体制強化によるコネクタ製品開発事業 ケー・エムコンサルティング

1,591 2514210028 神奈川県 株式会社総合環境分析
飛躍的に作業効率を高める自動連続流れ土壌分析
法の開発

城南信用金庫

1,592 2514210031 神奈川県 細谷精機株式会社
太陽光発電向け精密板金部品の高精度・高速曲げ
加工システムの構築

川崎信用金庫

1,593 2514210036 神奈川県 日本光機工業株式会社
複雑化する通信環境に対応する高性能電波吸収体
の開発、販売

横浜銀行

1,594 2514210040 神奈川県 株式会社ショウワ
自動車用マフラーパイプの自動化製造用装置の試
作・開発

公益財団法人横浜企業経営
支援財団

1,595 2514210044 神奈川県 有限会社協伸製作所
産業用ロボットのアーム部品の工程集約による生産
性向上事業

湘南信用金庫

1,596 2514210045 神奈川県 株式会社磯製作所
高難度アルミ・ステンレス板金部品の高精度フレキシ
ブル曲げ加工システムの確立

川崎信用金庫

1,597 2514210046 神奈川県 佐々木工機株式会社
最新型マシニングセンタ導入によるエアー制御機械
ユニット部品の生産効率の向上

公益財団法人川崎市産業振
興財団

1,598 2514210047 神奈川県 有限会社三鈴製作所
インフラ・橋梁等の最新免震システム部品市場への
技術提供

八千代銀行

1,599 2514210048 神奈川県 相模ピーシーアイ株式会社 ウエハー品質を向上させる研磨用冶具の開発 相模原商工会議所

1,600 2514210052 神奈川県 権田金属工業株式会社 新型ＮＣ旋盤導入による銅エンドリングの生産性向上
一般社団法人首都圏産業活
性化協会

1,601 2514210053 神奈川県 株式会社千代田化工
スマートフォン用プラスティックレンズ部品のクリーン
自動成形ライン装置開発

Ａ－ＭＥＣ株式会社

1,602 2514210055 神奈川県 有限会社東亜メタル製作所
最新型ＣＮＣ旋盤導入による発電所用等の軸受けメ
タル製造の高精度・短納期・多品種対応計画

株式会社エフアンドエム
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1,603 2514210058 神奈川県 サイエンスパーク株式会社
画像処理を用いたアスファルト路面ひび検出技術の
開発

平塚信用金庫

1,604 2514210061 神奈川県 有限会社山野製作所
産業用オプション機器製造の一貫生産体制構築によ
る顧客対応力向上

横浜信用金庫

1,605 2514210063 神奈川県 株式会社共栄製作所
ボトルネック解消によるリードタイム短縮とその付随
効果による売上高アップ

さがみ信用金庫

1,606 2514210065 神奈川県 株式会社ナガオシステム ３次元ボールミルによる新方式メカニカルアロイング 川崎信用金庫

1,607 2514210067 神奈川県 マキノ製缶株式会社
当社独自のアールが鋭角（９０度以下）のプレス加工
技術を活用した、意匠缶の量産試作開発

巣鴨信用金庫

1,608 2514210069 神奈川県 株式会社エレニックス レーザ複合型細穴放電加工機の開発 静岡中央銀行

1,609 2514210070 神奈川県 有限会社石川金型製作所
鋳造用金型製作における革新的製造方法への取り
組み

横浜信用金庫

1,610 2514210073 神奈川県 イーラムダネット株式会社
小型化省電力化に適した新しい太陽自動追尾装置
の開発

公益財団法人相模原市産業
振興財団

1,611 2514210074 神奈川県 株式会社ウォーキングＤＡＹ
流体工学を活用した寝具用新型３Ｄクッションの開発
及び事業化

公益財団法人神奈川産業振
興センター

1,612 2514210075 神奈川県 松栄金属株式会社
精密３次元Ｒ曲げ板金加工の対応による社内一貫製
作ラインの完成

川崎信用金庫

1,613 2514210077 神奈川県 永興電機工業株式会社
パワーユニット高信頼化に向けた油漏れ箇所を削減
するマニホールドブロックの開発

横浜銀行

1,614 2514210078 神奈川県 宝化工株式会社
近赤外線ヒーターの導入による医療機器用成形品の
高度化技術の確立

大和商工会議所

1,615 2514210083 神奈川県 株式会社カネスギ
ファイバーレーザ溶接による高付加価値アルミ板金
筺体の試作開発

横山泰夫税理士事務所

1,616 2514210088 神奈川県 有限会社ピクセラ工房
新規設備導入および新処方開発による写真陶板の
更なる品質の向上及び不良率の大幅削減

さがみ信用金庫

1,617 2514210091 神奈川県 株式会社サーフ・エンジニアリング ガス管等の外面検査用自走台車の試作開発事業 かながわ信用金庫

1,618 2514210092 神奈川県 大器機械株式会社 ホーニング設備導入による高精度加工品への挑戦 一般社団法人日本経営士会

1,619 2514210093 神奈川県 みちのくトレード合同会社 姿勢制御装置を有する小型電動車両の試作開発
公益財団法人神奈川産業振
興センター

1,620 2514210094 神奈川県 株式会社セルシード
フィルター洗浄機の導入による品質及び生産性の向
上

川崎信用金庫

1,621 2514210095 神奈川県 株式会社エルエスアイ開発研究所
マイコン機種に依存しない「組込み共通プラットフォー
ム」の開発

公益財団法人横浜企業経営
支援財団

1,622 2514210096 神奈川県 株式会社リ・フォース
カスタムデザインのオフィス家具市場に向けた板金製
作の高度化

公益財団法人川崎市産業振
興財団

1,623 2514210102 神奈川県 有限会社三松工機
免震住宅等の免震装置の滑り部（すべり支承、樹脂
製板部品）の加工時間短縮のための設備導入と方式
の開発

平塚信用金庫

1,624 2514210103 神奈川県 共同カイテック株式会社
サーバー給電用バスダクト（電力幹線システム）の製
造装置の開発

横浜銀行

1,625 2514210104 神奈川県 朝日工業株式会社
ボックス形状品の一体化板金加工を目指した深曲げ
工法

公益財団法人神奈川産業振
興センター

1,626 2514210105 神奈川県 日本濾水機工業株式会社
ワイン濾過工程の生産性改善－６日掛かる濾過工程
を１日に短縮する濾過装置の開発－

横浜銀行

1,627 2514210109 神奈川県 羽田デンタルセラミック
歯科技工における３Ｄデータの活用、ミリングセンター
化と歯科新素材加工技術の研究開発

横浜商工会議所

1,628 2514210111 神奈川県 サンライズ有限会社 マイスナーコイル用の安価な超低温冷凍機の開発 相愛信用組合
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1,629 2514210112 神奈川県 東信化工株式会社
高速鉄道車両用高性能コネクタの樹脂部品の高度
射出成型技術の開発

公益財団法人川崎市産業振
興財団

1,630 2514210115 神奈川県 アイリーベル株式会社
地域振興のためのスマートフォン向けゲームアプリの
開発

公益財団法人神奈川産業振
興センター

1,631 2514210121 神奈川県 株式会社小出技研 超高張力鋼板用金型の短納期化と高品質化 海老名商工会議所

1,632 2514210122 神奈川県 株式会社マステック
充放電コントローラーを使用しない、高効率高耐久太
陽光発電システム

公益財団法人横浜企業経営
支援財団

1,633 2514210128 神奈川県 有限会社板倉製作所
「産業用内燃機部品」に関する生産プロセス強化によ
る競争力の向上

かながわ信用金庫

1,634 2514210129 神奈川県 株式会社アンベエスエムティ
世界最大倍率のＸ線リフローシミュレーターの製品化
開発

横浜銀行

1,635 2514210130 神奈川県 株式会社林技研 環境対応ＥＧＲクーラーの長寿命金型の開発 かながわ信用金庫

1,636 2514210135 神奈川県 ヘアーサロンマツノ
炭酸システム導入による革新的理容サービスの事業
化

横浜商工会議所

1,637 2514210136 神奈川県 株式会社むげん
バイオディーゼル燃料の残留炭素成分低減による高
品質化

海老名商工会議所

1,638 2514210137 神奈川県 ホワイトアクアデンタル
革新的な歯肉補綴具の試作開発・性能向上による審
美治療の拡大。

静岡中央銀行

1,639 2514210146 神奈川県 東京電業株式会社
ＬＮＧタンクのポンプ用振動センサーのための設備導
入、試作開発

公益財団法人相模原市産業
振興財団

1,640 2514210150 神奈川県 株式会社エーシーエム
次世代自動車向け高強度・高剛性・軽量ＣＦＲＰ製部
品の製造技術及び試作品開発。

横浜銀行

1,641 2514210151 神奈川県 株式会社横浜リテラ
お客様の新製品販促物のワンストップサービス拡大
事業

横浜銀行

1,642 2514210154 神奈川県 株式会社ピューズ
複数台接続可能な電動小型車両用急速充電器の開
発

公益財団法人神奈川産業振
興センター

1,643 2514210157 神奈川県 株式会社港北精工
難削材加工の超短納期生産システムの構築と成長
分野への貢献

商工組合中央金庫

1,644 2514210160 神奈川県 プリンタＴＥＣ株式会社
新聞市場向けインクジェットＣＴＰ装置開発、及び消耗
品開発

かながわ信用金庫

1,645 2514210164 神奈川県 福島電機株式会社
独立型太陽光発電システムにおける二次電池劣化
抑制方式の開発

芝信用金庫

1,646 2514210166 神奈川県 株式会社大鶴
５軸複合マシニングセンタ導入による次世代自動車
開発向け金属部品生産能力向上事業

横浜信用金庫

1,647 2514210175 神奈川県 大草薬品株式会社
乳酸菌配合医薬品の商品開発を目的とした計数充
填機の自動化及び新規顧客獲得

横浜銀行

1,648 2514210177 神奈川県 株式会社和ケミカル
次世代通信システムを担う多芯同軸フィルムリードの
金型製造方法の確立

横浜銀行

1,649 2514210180 神奈川県 シンコー技研株式会社
自動車内装表皮材のスラッシュ成形用機能性粒状ポ
リマーの開発

商工組合中央金庫

1,650 2514210183 神奈川県 株式会社阿部機械製作所
難切削材料による電子顕微鏡部品の精密複雑加工
の生産性向上及び加工技術の汎用化

公益財団法人川崎市産業振
興財団

1,651 2514210185 神奈川県 東京精密発條株式会社
工作機械用テレスコピックカバーの設計標準化に基
づく最適生産方式による競争力の強化

公益財団法人横浜企業経営
支援財団

1,652 2514210188 神奈川県 ニシダ精機株式会社
ＣＮＣ加工設備導入による、トランスファプレス高精度
化及び生産工程の改善

りそな銀行

1,653 2514210189 神奈川県 株式会社三宗
梱包材の多種少量３次元精密加工技術の確立と試
作開発

浜銀総合研究所

1,654 2514210194 神奈川県 コジマ技研工業有限会社
冷凍食材の串刺しユニットを搭載した完全自動串刺
し機の開発

八千代銀行
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1,655 2514210199 神奈川県 サンテック株式会社
特殊加工に対応したマシニングセンタの導入による
生産体制および試作・開発の強化

公益財団法人川崎市産業振
興財団

1,656 2514210201 神奈川県 ハマノ精機株式会社
最新ＣＮＣ旋盤機の導入による医療機器部品加工の
納期短縮と国内空洞化対策

株式会社エフアンドエム

1,657 2514210204 神奈川県 吉田満年設計事務所 環境対応型少量排気塗装ブースの開発
公益財団法人神奈川産業振
興センター

1,658 2514210206 神奈川県 アステラテック株式会社
三次元半導体のための深穴対応成膜装置の試作開
発

湘南信用金庫

1,659 2514210207 神奈川県 株式会社小川製作所
特装車用ブラケット部品加工のリードタイム短縮と品
質向上事業

横浜信用金庫

1,660 2514210210 神奈川県 株式会社村上製作所
自動アルミ溶接ロボットの導入による生産の効率化・
品質向上

大和商工会議所

1,661 2514210215 神奈川県 有限会社笠原製作所
レーザー加工機の効率化を図り稼働率を向上させる
ため端材を有効利用する事業の開発

平塚商工会議所

1,662 2514210219 神奈川県 有限会社望月商店
新技術を活用したショールーム兼倉庫で長期熟成さ
れた日本酒の提供

平塚信用金庫

1,663 2514210220 神奈川県 有限会社シンコー
最新型ＮＣ加工装置等の導入による原発・医療機器
等向け金属部品等の生産体制強化計画

株式会社エフアンドエム

1,664 2514210221 神奈川県 株式会社静科
吸遮音材の生産性向上を前提とした品質の高度化と
製造環境改善のための設備導入

公益財団法人神奈川産業振
興センター

1,665 2514210222 神奈川県 海内工業株式会社
航空宇宙・医療介護用等部品の環境負荷の軽減、価
格低減、短納期化を可能とする板金化技術の開発

公益財団法人神奈川産業振
興センター

1,666 2514210225 神奈川県 有限会社山本製作所
マイクロ波導波管の超精密加工方法の技術開発によ
る量産化事業

川崎信用金庫

1,667 2514210227 神奈川県 株式会社ベルコ
新型トラック用大型高精度部品の機械・溶接工程の
構築

株式会社浜銀総合研究所

1,668 2514210229 神奈川県 株式会社ＭＹファクトリー
複合加工旋盤導入による樹脂加工の量産体制確立
と医療・製薬分野への進出

株式会社浜銀総合研究所

1,669 2514210231 神奈川県 株式会社ショウエイ
残留塩素濃度制御装置の自動濃度校正用液体型試
薬の開発

公益財団法人川崎市産業振
興財団

1,670 2514210239 神奈川県 株式会社あしがら印刷
最先端オンデマンド印刷・高効率化製本システム導
入による競争力強化

さがみ信用金庫

1,671 2514210245 神奈川県 株式会社エッチアールディ
磁石を用いた配管スケールの防止および生育促進を
可能とする植物栽培装置の開発

株式会社さがみはら産業創
造センター

1,672 2514210251 神奈川県 有限会社ケイエスデンタル
自然な噛み合わせと審美性を実現する新しい歯科補
綴物製作プロセスの開発

静岡銀行

1,673 2514210252 神奈川県 山下マテリアル株式会社
自動外観検査装置導入による超音波診断装置向け
細線ＦＰＣ製造

商工組合中央金庫

1,674 2514210254 神奈川県 株式会社常盤製作所
ピストン部品の客先増産要求及び製造原価低減のた
めのマシニング加工機導入

鎌倉商工会議所

1,675 2514210256 神奈川県 永進テクノ株式会社
飛躍的生産効率化に資するロボット導入で海外に依
存しない生産実現

八千代銀行

1,676 2514210258 神奈川県 株式会社コスモシステム
ＣＡＤ図形データを利用したＸＹテーブル制御装置の
開発

公益財団法人相模原市産業
振興財団

1,677 2514210260 神奈川県 日東亜鉛株式会社
環境対応型の鉛レス・カドミレス溶融亜鉛めっき加工
技術の開発

商工組合中央金庫

1,678 2514210261 神奈川県
株式会社インセクト・マイクロエー
ジェンシー

感情を可視化し共有ができるセンサーデバイスとス
マホアプリＳｈｉｇｕｓａ（しぐさ）の試作開発

税理士法人ＹＦＰクレア

1,679 2514210264 神奈川県 株式会社ボード・プランニング
ＥＭＣ技術の飛躍的な向上による競争力強化と先端
医療機器市場への新規参入

西武信用金庫

1,680 2514210267 神奈川県 株式会社キュー・アイ ボアホール３Ｄビューアの開発 横浜銀行
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1,681 2514210276 神奈川県 アイルドリーム株式会社
燃性産業廃棄物軽減に寄与する点滴用次世代型留
置針の開発

横浜銀行

1,682 2514210278 神奈川県 株式会社ファルネックス
有効成分の皮膚透過性を向上させる独自素材の開
発強化と販売促進

八千代銀行

1,683 2514210280 神奈川県 株式会社ターボデータラボラトリー
分散ビッグデータファイルを使った中小企業でも使え
る汎用トレーサビリティシステムの開発

りそな銀行

1,684 2514210289 神奈川県 株式会社新倉技研
新たな金属管補修工法に使用する包囲カバーの開
発

株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

1,685 2514210293 神奈川県 大盛工業株式会社
次世代自動車用高性能プレス金型の生産技術開発
事業

商工組合中央金庫

1,686 2514210297 神奈川県 ＳｕｐｅｒＯｘ　Ｊａｐａｎ合同会社
生産性向上・コスト低減を目指した高温超電導材料
製造プロセス技術の開発

株式会社さがみはら産業創
造センター

1,687 2514210303 神奈川県 宮松エスオーシー株式会社
余剰生コンクリートの団粒化処理および再生骨材製
造技術の開発

公益財団法人川崎市産業振
興財団

1,688 2514210307 神奈川県 日研株式会社
銀イオン（Ａｇ＋）の殺菌効果を利用した家庭用浄水
器の試作開発

アクア会計事務所

1,689 2514210309 神奈川県 株式会社金剛コルメット製作所
事業拡大に向けたベアリングの分析技術向上及び実
験

浜銀総合研究所

1,690 2514210310 神奈川県 有限会社ケイワークス
デジタル技術による、安全で安心な歯科インプラント
治療の支援、及び義歯製作の効率化

川崎信用金庫

1,691 2514210312 神奈川県
株式会社再生医療研究所
樹産業株式会社

体性多能性幹細胞を用いた再生医療の技術開発と
幹細胞バンクの整備

黒川税理士事務所

1,692 2514210317 神奈川県 有限会社長谷川加工所
中型縦型ＮＣ旋盤を用いた難切削材精密加工技術
開発によるリードタイム短縮

静岡中央銀行

1,693 2514210318 神奈川県 東立化工株式会社
アスベストを簡単に無害化できる４種混合溶剤の生
産技術の開発

一般社団法人首都圏産業活
性化協会

1,694 2514210319 神奈川県 横須賀市資源回収協同組合
ウエス再生事業（古着・古布を一か所に集め再生ライ
ンの構築をはかる）の展開

湘南信用金庫

1,695 2514210321 神奈川県 株式会社井上マテリアル
ハステロイの半導体製造装置向け大型チャンバーの
加工技術開発及び試作品の開発

川崎信用金庫

1,696 2514210328 神奈川県 株式会社ユニバーサルスペース
介護リフォーム革命！全国展開へ向けて組織構築と
自社ブランド開発

公益財団法人湘南産業振興
財団

1,697 2514210332 神奈川県 株式会社東京化学研究所 高純度アルミナ合成用焼成炉の高性能化 静岡中央銀行

1,698 2514210335 神奈川県
株式会社モーションコアテクノロ
ジー

高齢者を対象にした見守りロボットの開発及び試作 大和商工会議所

1,699 2514210342 神奈川県 有限会社湘南セラミック
バーチャル歯科技工の革新技術開発と完全自社製Ｃ
ＡＭ用テンプレートの開発

静岡銀行

1,700 2514210348 神奈川県 テクノ昭和株式会社 医療用電動椅子における昇降駆動装置の開発。 厚木商工会議所

1,701 2514210349 神奈川県 株式会社ブラザー
めっき液の自家調合による超精密部品対応無電解
ニッケルめっきの実現

横浜銀行

1,702 2514210353 神奈川県 江南ジーテック株式会社
試作開発の迅速化と加工精度の向上に向けての新
加工プロセス導入

商工組合中央金庫

1,703 2514210363 神奈川県 中沢酒造株式会社
新酵母から造った新製品（純米酒）の品質安定化・生
産性向上のための設備高度化

株式会社浜銀総合研究所

1,704 2514210368 神奈川県 株式会社タイヨーワークス
高性能マシニングセンタ導入による、多品種少量生
産の高品質化及び製造プロセスの最適化

八千代銀行

1,705 2514210370 神奈川県 株式会社高橋製作所
難削材（特殊ガラス繊維入樹脂積層材）の切削加工
法確立

Ａ－ＭＥＣ株式会社

1,706 2514210375 神奈川県 有限会社新栄工業
３Ｄ測定器を活用した超高精度試作品製作プロセス
の構築

株式会社エイチ・エーエル
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1,707 2514210377 神奈川県 ヘルツ株式会社
超低周波対応超高性能三次元免震防振装置の試作
開発。

横浜銀行

1,708 2514210379 神奈川県 株式会社東伸コーポレーション
自家用ガス発電機廃熱利用した廃棄物転用システム
開発によるゼロエミッション実現

商工組合中央金庫

1,709 2514210380 神奈川県 株式会社相武通信
虚報率を低減した画像検査装置による高品質・低コ
ストのはんだ付検査工程の確立

公益財団法人相模原市産業
振興財団

1,710 2514210384 神奈川県 株式会社ザイキューブ
既存製造ラインを活用した大口径ウエハ対応貫通電
極試作技術開発

横浜銀行

1,711 2514210385 神奈川県 有限会社加川製作所
自動車向け試作部品の高精度レーザー加工技術の
開発

かながわ信用金庫

1,712 2514210386 神奈川県 株式会社コスモ・サイエンス
超高真空ロータリージョイント・マルチフィードスルー
の開発

横浜銀行

1,713 2514210389 神奈川県 有限会社辻巻製版所
シルク印刷技術を転用した立体・凸凹面形状への多
色印刷技術の開発

横浜信用金庫

1,714 2514210393 神奈川県 扶桑精工株式会社
プラスチック容器金型の研削工程の自動加工化によ
る金型市場における競争力の強化

相模原商工会議所

1,715 2514210398 神奈川県 株式会社オスモ
安全に製造、使用できる「弱酸性次亜塩素酸ナトリウ
ム活性化装置

公益財団法人川崎市産業振
興財団

1,716 2514210399 神奈川県 株式会社イーバイク
電動アシスト自転車用低価格非接触式回転トルクセ
ンサーの開発

川崎信用金庫

1,717 2514210401 神奈川県 進和製鑵株式会社
実用新案特許を活用した、サステナブル密封缶製造
プロセスの開発。

特定非営利活動法人東京都
北区中小企業経営診断協会

1,718 2514210407 神奈川県 リンクワールドジャパン株式会社
反転遠隔授業方式による、新興国向け日本語学習
サービスの開発

横浜信用金庫

1,719 2514210409 神奈川県 株式会社久保電機製作所
地域連携と地域振興を目指した工場再編と高性能電
線切断圧着自動機導入

川崎信用金庫

1,720 2514210412 神奈川県 株式会社百穂
新規抽出技術および規格外農産品活用による健康
食品・化粧品原料開発

中央総合研究所

1,721 2514210419 神奈川県 ユーエスディ株式会社
ユーザー要求に柔軟な対応が出来る、ハイブリッド自
動車用傷検査装置の試作開発

商工組合中央金庫

1,722 2514210420 神奈川県 株式会社河野エムイー研究所
塩分摂取量簡易測定器の原低・性能向上のための
試作開発

税理士法人ＬＲパートナーズ

1,723 2514210422 神奈川県 株式会社横浜環境デザイン
ＰＶシステムに対する移動式ＥＬ照射、検査装置を絡
めた革新的メンテナンスサービスの提供

群馬銀行

1,724 2514210423 神奈川県 大川原化工機株式会社
液体中の粒子をナノメートル単位に粉砕・分散するた
めの新装置の試作開発

株式会社浜銀総合研究所

1,725 2514210429 神奈川県 株式会社ソーマ・テクノ・ワークス
「電子部品表面実装多機能印刷技術」による高密度
基板の試作と実装技術の改善

横浜銀行

1,726 2514210441 神奈川県 株式会社日東ディード
省エネルギー・高効率化及び低コスト化を実現する
新機能材料の量産化

税理士法人仲田パートナー
ズ会計

1,727 2514210442 神奈川県 株式会社ナノテック
超高精細映像（４Ｋ）対応型の監視用表示装置の試
作開発

株式会社浜銀総合研究所

1,728 2514210447 神奈川県 株式会社フロウエル
業界初！２３０℃対応の新型フッ素樹脂製継手の開
発

商工組合中央金庫

1,729 2514210456 神奈川県 株式会社ヨコソー
塗装技術と電気防食技術の応用による鉄製品の長
寿命化技術の開発

株式会社浜銀総合研究所

1,730 2514210459 神奈川県 村井鋼機株式会社
破砕機カッター（破砕刃）の国内生産における新製品
試作開発

横浜銀行

1,731 2514210461 神奈川県 新生産業株式会社
ＭＰＰＴ方式を採用した高効率太陽電池コントローラ
の開発

大和商工会議所

1,732 2514210463 神奈川県 石井印刷株式会社 印刷作業における完全デジタル化による一貫生産 鎌倉商工会議所
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1,733 2514210464 神奈川県 ＡＮＡテック株式会社
バリ取り機導入による板金部品の高品質化への取り
組み

かながわ信用金庫

1,734 2514210469 神奈川県 株式会社日本アイ・ティ・エフ
事業者と顧客の利便性を向上するＥＣレンタルに特
化したショッピングカートの開発

山根公認会計士事務所

1,735 2514210470 神奈川県 株式会社テレメディカ
在宅医療患者シミュレーション学習のためのシステム
試作開発事業

公益財団法人川崎市産業振
興財団

1,736 2514210473 神奈川県
エスティーケートレーディング株式
会社

３Ｄプリンター導入と３Ｄデータ駆使による新ラベラー
の開発

川崎信用金庫

1,737 2514210474 神奈川県 株式会社東鈴紙器
高性能カッティングプロッター導入及び女性活用によ
る、安心・安全の段ボール家具の開発

相模原商工会議所

1,738 2514210475 神奈川県 株式会社アプリスター・プロパティ 車載カメラを用いた歩行者認識装置の試作 フュージョンナレッジ

1,739 2514210481 神奈川県 有限会社新玉製作所
ＣＡＤ・ＣＡＭと工作機導入によるＰＭ２．５対策用電子
除湿器のコスト低減

さがみ信用金庫

1,740 2514210482 神奈川県 株式会社リキシャマン
立ち乗り自転車の試作とワイヤとアルミの連結技術
の開発

平塚信用金庫

1,741 2514210484 神奈川県 株式会社ＧＯＯ
間伐材を利用した超小型バイオマス発電システムの
開発

海老名商工会議所

1,742 2514210487 神奈川県 株式会社サクマアンテナ 広帯域無指向性アンテナの開発 横浜銀行

1,743 2514210490 神奈川県 株式会社三矢研究所
モバイル端末連動型　搬送用カート向けモーターコン
トローラーの開発

川崎信用金庫

1,744 2514210494 神奈川県 株式会社テクノドライブ
相互連携による多軸補間制御を可能とするモータ制
御ＬＳＩの試作品開発。

川崎信用金庫

1,745 2514210495 神奈川県 株式会社ニクニ
柔らかい果物などを破壊せずに移送できる液体ポン
プの開発

川崎信用金庫

1,746 2514210501 神奈川県 有限会社相幸精機
高付加価値製品に対応するための新たな生産プロセ
スの開発

有限会社アダチマネジメント
コンサルティング

1,747 2514210507 神奈川県
株式会社テクニカルエンジニアリン
グサポート

中小企業の人材育成を促進するクラウド型労務管理
システムの開発

株式会社さがみはら産業創
造センター

1,748 2514210510 神奈川県 コーワ機械株式会社
３Ｄプリンターによる、自動車用プレス型内リフターの
部品成形

公益財団法人相模原市産業
振興財団

1,749 2514210511 神奈川県 株式会社日昇テクノロジー
スマートホームにおける高齢者向けスマート健康見
守りシステムの開発

一般社団法人首都圏産業活
性化協会

1,750 2514210512 神奈川県 株式会社グリーンテル４５
漁船の省燃費化に貢献する高効率小型発電機の開
発

木船麻衣子

1,751 2514210515 神奈川県 株式会社東洋精機製作所
大型メカニカルプレス機導入による一貫生産体制の
構築とコストダウンの実現

八千代銀行

1,752 2514210516 神奈川県 エイシン電機株式会社 輸血用凍結血漿解凍機器開発事業
公益財団法人神奈川産業振
興センター

1,753 2514210517 神奈川県 株式会社ヤエザワ
日本ならではの優れたアート作品をファッション性の
高い布製品にして世界へ発信！

横浜信用金庫

1,754 2514210519 神奈川県 株式会社トーカイ
特色オフセット印刷に特化した設備増強による新事
業領域の拡張

商工組合中央金庫

1,755 2514210524 神奈川県 株式会社サンテック
プレス業向け生産管理システム導入による高品質、
生産性向上、短納期化による競争力強化事業

横浜銀行

1,756 2514210525 神奈川県 東信電気株式会社
生産効率向上を目指した回転機構技術・画像認識技
術を活用したレーザー印字システムの開発

公益財団法人川崎市産業振
興財団

1,757 2514210526 神奈川県 株式会社キャトックス
中小事業者化学プラント向け低価格分散型制御シス
テム（ＤＣＳ）の開発

藤田智代

1,758 2514210528 神奈川県 株式会社シーク
３Ｄスキャナーデータに編集を加えた商品開発のため
の３Ｄデータの提供

飯島コンサルティング事務所
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1,759 2514210534 神奈川県 有限会社ニット
マルチフォーミング金型製作による電気自動車用部
品の開発

横浜信用金庫

1,760 2514210545 神奈川県 株式会社テクノギア 高精度小型研削歯車の測定 みずほ銀行

1,761 2514210549 神奈川県 株式会社ハウスメッシュ
「鉄筋溶接自動化ロボットシステム導入」による品質
の向上と原価低減の実現による経営基盤の強化

八千代銀行

1,762 2514210550 神奈川県 相模ウレタン工業株式会社
産業廃棄物を利用した異素材チップモールド一体成
形ソファの開発

厚木商工会議所

1,763 2514210554 神奈川県 株式会社ＹＴＣ・ＰＬＵＳ
「パン生地を傷めない分割」を追求した高精度分割機
の試作開発

横浜銀行

1,764 2514210556 神奈川県 インフイテックエム株式会社
高齢者健康支援のための日常対話型見守りロボット
の開発

一般社団法人首都圏産業活
性化協会

1,765 2514210560 神奈川県 有限会社ケイディエル
新素材受注の拡大のための最新の歯科治療用ＣＡＤ
／ＣＡＭの導入事業

つくば未来経営コンサルティ
ング事務所

1,766 2514210566 神奈川県 ミナトエレクトロニクス株式会社
電子黒板に最適な光学式タッチセンサー用組込みソ
フトウェアの開発

港国際法律事務所

1,767 2515210650 新潟県 株式会社中越加工
高付加価値型家具の設計にＣＡＤ／ＣＡＭソフトを導
入し納期の大幅短縮と提案形態の革新を図る

大光銀行

1,768 2515210654 新潟県 株式会社宮野食品工業所
急速冷凍による新しい餅菓子製造技術の確立と普及
拡大

北越銀行

1,769 2515210655 新潟県 株式会社北雪酒造
ジェット気泡洗米システムの新規導入により究極の洗
米から高品質な日本酒の製造

赤泊商工会

1,770 2515210659 新潟県 本間冬治工業株式会社
エアーブラスト機の導入による食品加工メーカー向け
ステンレス製大型タンクの開発及び量産化

第四銀行

1,771 2515210660 新潟県 株式会社シンテック
革新的生産管理システムの構築による、進捗把握と
事務の合理化

大光銀行

1,772 2515210662 新潟県 皆川農器製造株式会社
大型ＮＣ施盤の導入によりＧＰＳ仕様の先端農業機
械分野への参入

三条信用金庫

1,773 2515210663 新潟県 ヤナドリ鋼鉄株式会社
立体的薄肉スモールパイプ溶接のロボット化・医療用
架台への取組

商工組合中央金庫

1,774 2515210670 新潟県 株式会社柿崎機械
難削材チタン合金、インコネル加工による「航空　宇
宙」分野参入

北越銀行

1,775 2515210672 新潟県 株式会社シーキューブ
３次元スキャニング・データ作成・立体造形の画期的
複合サービスの確立計画

株式会社エフアンドエム

1,776 2515210678 新潟県 株式会社東海鉄工所
難切削材金型の大型化・複雑化対応に伴う高精度高
速加工の実現

商工組合中央金庫

1,777 2515210682 新潟県 有限会社奈良工房
高精度板部材加工機導入による高級かつ低コスト家
具製造システムの開発

三条信用金庫

1,778 2515210683 新潟県 株式会社ウィザップ
印刷物の原稿入稿や校正作業をＩＴにより効率化し、
印刷物提供納期を短縮する事業

商工組合中央金庫

1,779 2515210685 新潟県 マコー株式会社
ウェットブラストによる超高張力鋼板酸化皮膜除去需
要の創出

北越銀行

1,780 2515210693 新潟県 株式会社加藤研削工業
「切削工具・機械刃物の表面処理による工具性能の
向上」

新潟信用金庫

1,781 2515210696 新潟県 株式会社オスカー技研
５面６軸マシニングセンター導入による特殊ゴム金型
製作の高度化

北越銀行

1,782 2515210702 新潟県 斎藤樹脂工業株式会社
電動サーボ式射出成型機導入と成型技術の高度化
によるＰＢＴ製品生産体制の構築

第四銀行

1,783 2515210703 新潟県 新デンシ株式会社
高精度画像寸法測定器導入によるコイル巻線の品
質向上・短納期化・生産性向上の実現

株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

1,784 2515210709 新潟県 株式会社サトウレーヌ
頭からつま先までの、全身をファッショナブルにする
商品提案力の開発

商工組合中央金庫
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1,785 2515210710 新潟県 東商技研工業株式会社
特殊バレル研磨機開発によるストップリング先端バリ
除去の効率アップとコストダウンの実現

第四銀行

1,786 2515210714 新潟県 株式会社東京ロストワックス工業
航空機及び発電用ガスタービン用高精度大型精密
鋳造品の製造

北越銀行

1,787 2515210718 新潟県 株式会社アセック
新しい研磨工程導入による航空機エンジン用微細部
品生産の競争力強化

第四銀行

1,788 2515210719 新潟県 有限会社藤巻製作所
ＮＣ円筒研削盤の導入による長尺スピンドルシャフト
の高精度化及び生産性の向上

商工組合中央金庫

1,789 2515210737 新潟県 丸慶精機工業株式会社
大型円筒研削盤導入と高精度・高品質安定供給のた
めの試作研究開発による競争力強化

第四銀行

1,790 2515210741 新潟県 片山食品株式会社
味の数値化技術による漬物の開発の高度化（高品質
化）

第四銀行

1,791 2515210742 新潟県 有限会社新潟パック
非石油系プラスチックを使用した環境配慮型シート成
形品の量産化計画

北越銀行

1,792 2515210745 新潟県 株式会社シナノ精機
小口径用枚葉式ウェハー洗浄装置の開発及びデモ
ルームの設置

北越銀行

1,793 2515210747 新潟県 株式会社ループラ
航空機および次世代自動車部品向け金型の技術課
題の解決と高品位化による競争力の強化

第四銀行

1,794 2515210750 新潟県 株式会社遠藤製作所
新熱処理技術を用いた疲労強度増加による薄肉チタ
ン合金製クリップ鉗子の開発。

第四銀行

1,795 2515210760 新潟県 有限会社澁木プレス工業所 チタン製２重マグカップの開発 燕商工会議所

1,796 2515210761 新潟県 株式会社飛鳥フーズ
イカ肝の新商品開発による廃棄物の有効利用の事
業化

第四銀行

1,797 2515210769 新潟県 木原精機株式会社
高精度研削部品加工分野への新規参入にて競争力
アップを狙う。

第四銀行

1,798 2515210770 新潟県 有限会社若月鉄工所
最新設備導入による旋盤品２次加工の生産能力向
上と競争力の強化

長岡信用金庫

1,799 2515210771 新潟県 株式会社ナノテム
ラッピング作業の３Ｋ（汚い・危険・きつい）改善のた
めの自動化システムの開発

第四銀行

1,800 2515210775 新潟県 株式会社マツイフーズ
竪型袋詰真空包装機導入による小量包装製品の開
発と生産ラインの構築

第四銀行

1,801 2515210779 新潟県 ハガセイコー株式会社
伝統工芸品の高級断ち切りバサミ部品の属人的作
業からＮＣ自動化への継承計画

三条信用金庫

1,802 2515210783 新潟県 株式会社浅田精機
高精度三次元測定機の導入による超精密部品加工
の品質保証体制の確立と受注獲得

北越銀行

1,803 2515210784 新潟県 有限会社中村鉄工所
設備導入によるエネルギープラント向け金属製品の
生産能力向上事業

柏崎信用金庫

1,804 2515210787 新潟県 サーモ技研株式会社
工場等からの低温排熱利用可能なスターリング発電
機の開発

吉田商工会

1,805 2515210792 新潟県 有限会社三井鉄工所
最新式横中繰りフライス盤導入による大物部品加工
の一貫生産体制強化

長岡信用金庫

1,806 2515210794 新潟県 ゴトー工業株式会社
複雑形状の天幕加工が可能な３Ｄ自動立体裁断シス
テムの開発

第四銀行

1,807 2515210798 新潟県
株式会社日本容器工業長岡事業
所

大・小清酒ビン対応のマルチ型リユースビン製造ライ
ン構築による空ビンリユース率の向上

北越銀行

1,808 2515210799 新潟県 有限会社イイオカ
三次元測定機の導入による短納期・高精度旋盤加工
の実現及び事業拡大

第四銀行

1,809 2515210802 新潟県 旭金属工業株式会社
製品の競争力の強化及び研磨作業の加工能力増強
のための研磨作業の機械化

三条信用金庫

1,810 2515210803 新潟県 プロスパー株式会社
医療機器製造販売業への新規参入を目的とした切
削加工能力拡大化事業

北越銀行
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1,811 2515210806 新潟県 鮎正宗酒造株式会社
市場拡大に向けての微発泡清酒の製造方法と発酵
方法の確立

第四銀行

1,812 2515210808 新潟県 国上精機工業株式会社
窒素塗装装置と不具合低減システムによる、高意匠
塗装品の品質向上と環境負荷低減

東京スター銀行

1,813 2515210809 新潟県 坂井精機株式会社 ＭＩＭ金型磨きレス技術の確立 第四銀行

1,814 2515210814 新潟県 株式会社アイエムケー
高機能金型製造における低コスト・短納期化への挑
戦

第四銀行

1,815 2515210815 新潟県 ナウエス精工株式会社
医療・食品業界への品質対応と、弊社ボトルネックの
改善で短納期化を実現できる設備の導入

第四銀行

1,816 2515210816 新潟県 ＹＳＥＣ株式会社
新型航空機エンジン部品の生産効率化に向けた設
備導入

商工組合中央金庫

1,817 2515210817 新潟県 株式会社トーエイ
サ－バ－クライアント方式の生産管理システム導入
による製造リ－ドタイム短縮と　コストダウン、受注拡
大の実現

北越銀行

1,818 2515210825 新潟県 株式会社新潟造形
最新鋭のポリウレタン成形機導入による内照式造形
物の新製作工程の確立と受注拡大

きらやか銀行

1,819 2515210827 新潟県 三宝産業株式会社
パンチプレスによる”金属ネット”製造の技術向上とそ
の応用新製品の開発

北越銀行

1,820 2515210828 新潟県 山田精工株式会社
小型ハイブリッド式成形機を活用し、高精度成形品で
の売上拡大

大光銀行

1,821 2515210830 新潟県 株式会社小林
諸外国に負けない安定した鋳物製造のための電源
装置導入事業

北越銀行

1,822 2515210831 新潟県 高速紙工業株式会社
印刷装置の印刷色調整の自動制御による小ロット
化、短納期化対応

北越銀行

1,823 2515210832 新潟県 土田熔接工業株式会社
最先端一軸制御装置付溶接ロボット導入による三次
元溶接加工技術の構築

第四銀行

1,824 2515210833 新潟県 株式会社テック・エンジニアリング
製造装置の加工精度向上・製造コスト削減のための
大型加工機導入

第四銀行

1,825 2515210835 新潟県 長谷川酒造株式会社
適性な吸水を実現し高度な原料米処理による上質な
吟醸酒の製造

北越銀行

1,826 2515210838 新潟県 相場産業株式会社
トルクレンチ製造工程における手作業研磨から自動
研磨工程への転換計画

三条商工会議所

1,827 2515210839 新潟県 株式会社スター精密
高精度・高品質なデジタルカメラ交換レンズ部品製造
の製造プロセスの確立。

大光銀行

1,828 2515210841 新潟県 西巻印刷株式会社
紙器類の精密加工による「形状実現力向上」「高品質
安定化」「短納期」「低価格」の実現

三条信用金庫

1,829 2515210842 新潟県 エヌ・エス・エス株式会社
高剛性ＮＣ旋盤導入によるハードターニング加工で生
産性向上を図る。

北越銀行

1,830 2515210843 新潟県 小林樹脂工業株式会社
縦型射出成形機を導入し「舌ブラシ」の生産効率を高
め業績拡大を図る

三条信用金庫

1,831 2515210846 新潟県 株式会社ＳＥ工業
競争力および収益力強化を目的とした、ＣＮＣ旋盤導
入による旋削加工能力の向上

八十二銀行

1,832 2515210848 新潟県 株式会社オオギ産業 外壁資材成形機投入による新製品の市場確保 六日町商工会

1,833 2515210850 新潟県 株式会社野崎忠五郎商店
薄板鋼板の新切断技術の導入による「ねじれ問題」
解決

第四銀行

1,834 2515210851 新潟県 有限会社遠藤家具
越後杉を使用した学童家具商品化のためのＮＣボー
リングマシン導入

第四銀行

1,835 2515210852 新潟県 株式会社ダイワメカニック
金属加工製品の多機構ロボット導入による仕上工程
自動化の実現

第四銀行

1,836 2515210853 新潟県 有限会社カトウ鉄工
ＣＮＣ旋盤導入による、多品種・小ロット化する新型
フォークリフト向け鍛造型の試作開発

つばさ税理士法人
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1,837 2515210855 新潟県 有限会社カスタムセレクト
高齢者・障がい者の症状の診断に基づいた、後付け
介護車両装置取付の施工及び簡略化

北越銀行

1,838 2515210856 新潟県 株式会社山浦製作
大型ＣＮＣ旋盤導入による大型バルブへの加工対応
と短納期化

第四銀行

1,839 2515210857 新潟県 株式会社ＵｎｉＢｉｏ 「植物由来有用タンパク質生産システム」の開発 税理士法人信越会計

1,840 2515210858 新潟県
長岡パワーエレクトロニクス株式会
社

安価な断熱材チャンバーを使用した高精度損失測定
装置の開発

公益財団法人にいがた産業
創造機構

1,841 2515210859 新潟県 株式会社曙産業
中空体成形可能なＤＳＩ成形技術を利用したものづく
り

第四銀行

1,842 2515210860 新潟県 株式会社オオイ
クリーンルーム導入によるワンストップ生産体制の更
なる強化

長岡信用金庫

1,843 2515210862 新潟県 ＪＰＣ株式会社
ハードディスク装置に要求される高品質且つ高精度
の部品加工の生産性の向上を図る。

北越銀行

1,844 2515210866 新潟県 株式会社悠心 汎用性を高めた鮮度保持容器および生産機の開発 三条信用金庫

1,845 2515210867 新潟県 株式会社武田金型製作所
マグネシウム成型用順送金型及び、マグネシウム製
筐体製品群の開発

協栄信用組合

1,846 2515210868 新潟県 杉山金属株式会社
自動ブラストマシン導入による小ロット塗装下地加工
省力化

第四銀行

1,847 2515210870 新潟県 カミタルク株式会社
軽量で高強度のポリプロピレン樹脂に最適なタルク
製品化のための設備投資・試作事業

大石源治税理士事務所

1,848 2515210872 新潟県 富士印刷株式会社
高付加価値パッケージ受注拡大のための木型製作
工程の最適化

大光銀行

1,849 2515210873 新潟県 株式会社サンデント
ＣＡＤ／ＣＡＭと自動研磨機による歯科補綴物の品質
向上、制作時間短縮及び新素材加工実現化

大光銀行

1,850 2515210880 新潟県 株式会社星野製作所
折曲げ工程における作業の安全性向上と効率化の
ための追従装置の設備計画

北越銀行

1,851 2515210882 新潟県 田辺プレス株式会社
金属プレス加工でのサーボプレス機械導入による超
精密打抜き技術の開発

第四銀行

1,852 2515210885 新潟県 株式会社赤堀鉄工所
産業車両市場参入に向けたＮＣ円筒研削盤導入によ
る高精度・短納期化の実現

第四銀行

1,853 2515210886 新潟県 株式会社高賢
新提案により作業効率がアップするオリジナル溶接
用ヘルメットの開発

三条信用金庫

1,854 2515210887 新潟県 株式会社オーエムパック
段ボール裁断時の紙粉極少化と精密加工高品質段
ボール製品の開発

税理士法人吉田会計

1,855 2515210889 新潟県 小熊アルゴン
長尺対応溶接ロボットの導入等を通じた社内体制強
化による生産性向上

新潟大栄信用組合

1,856 2515210890 新潟県 長澤精機株式会社
医療機器部品の量産加工における工程集約の合理
化及び低コスト化の実現

協栄信用組合

1,857 2515210893 新潟県 株式会社西山カートン
デジタルカッター機と小口製作内製化の為の特注プ
ログラム導入

三条信用金庫

1,858 2515210894 新潟県 有限会社グローバル
ＥＬを３Ｄソフトや設備を使い防犯、防災製品などに組
み込み製造し世界市場へ販売する事業

北越銀行

1,859 2515210897 新潟県 株式会社伊藤金属工業所
多関節３次元測定器導入による品質管理の向上と新
規大型部品の獲得

税理士高橋秀一郎

1,860 2515210899 新潟県 有限会社八子金型工業
金型の高精度化と低コスト化に加え、短納期対応を
実現するための高精度加工機の導入

三條信用組合

1,861 2515210900 新潟県 ニイガタ製販株式会社
太陽光パネル取付金具試作開発の為の３Ｄプリン
ター導入による競争力の強化

第四銀行

1,862 2515210901 新潟県 福顔酒造株式会社
酒造仕込み作業の迅速化と社内体制の強化による
品質向上を通じた競争力強化

第四銀行
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1,863 2515210902 新潟県 清水工業株式会社
ステンレス鋼板の段付きシゴキ絞り品のＣＮＣ三次元
測定機による測定の高速化、合理化

第四銀行

1,864 2515210903 新潟県 オーエム機械工業所
太物加工の夜間無人運転における生産倍増・低コス
ト化による競争力向上

巻信用組合

1,865 2515210905 新潟県 株式会社山﨑研磨工業
レーザー溶接機導入による医療機器加工の不良率
及びコスト低減の実現

第四銀行

1,866 2515210907 新潟県 有限会社パートナー
自動縫製機械導入による作業の効率化及び納期短
縮の実現

新発田信用金庫

1,867 2515210910 新潟県 第一ニットマーケティング株式会社
インレー編機の導入によるファクトリーブランドの構築
と販路拡大

商工組合中央金庫

1,868 2515210912 新潟県 魚沼整染株式会社 小中ロット対応デジタルプリント用前処理生地の提供 北越銀行

1,869 2515210918 新潟県 有限会社竹田鉄工所
利益率改善および売上高拡大を目的とした、レーザ
加工機導入による生産性向上。

北越銀行

1,870 2515210919 新潟県 光新産業株式会社
車輌固定用締め機具シャフトの製造工程の合理化、
高能率加工の実現

北越銀行

1,871 2515210920 新潟県 藤木鉄工株式会社
６０キロ以上高強度鋼を用いた建築鉄骨加工に向け
た鋼板自動開先加工機の導入

第四銀行

1,872 2515210924 新潟県 丸田工業株式会社
テーパー管成形機の開発による円筒加工の高度化
と効率化

第四銀行

1,873 2515210925 新潟県 有限会社西鉄工所
３Ｄプリンター導入による製粉機開発の期間短縮及
び低コスト化

長岡信用金庫

1,874 2515210926 新潟県 佐藤金属興業株式会社
新商品の企画・開発スピード向上を目的とした３Ｄプ
リンター導入による競争力強化

第四銀行

1,875 2515210928 新潟県 株式会社サンライズテック
トラック部品の品質向上・低コスト・短納期対応を実
現するバリ取り技術の確立

第四銀行

1,876 2515210931 新潟県 渋木精工株式会社
高速高精度横型マシニングセンタ導入による　【複雑
複合加工】の効率的生産方式の確立

第四銀行

1,877 2515210935 新潟県 株式会社サイトウ
新型プレス機導入による「高防犯性能・低価格な鍵」
の試作開発と量産化

株式会社浜銀総合研究所

1,878 2515210936 新潟県 株式会社横山製作所
金型材料の革新による金型製品の高精度化と長寿
命化を実現する為の最新研磨機の導入

第四銀行

1,879 2515210937 新潟県 株式会社アンドウ製作所
曲面加工の高度化によるアルマイト加工一貫生産製
品の開発と販売強化

株式会社オオサワ・ビジネ
ス・コンサルティング

1,880 2515210942 新潟県 株式会社きものブレイン シルク向け不燃性有機溶剤型撥水加工の技術確立 水落会計事務所

1,881 2515210945 新潟県 株式会社ＷＥＬＣＯＮ
水素ステーション向け高耐圧熱交換器の材料評価と
圧力試験

商工組合中央金庫

1,882 2515210946 新潟県 株式会社田辺製作所
４Ｋ、８Ｋテレビ向け、大口径水晶ウエハを使用した薄
板水晶チップ量産化開発

商工組合中央金庫

1,883 2515210947 新潟県 バクマ工業株式会社
ＣＮＣ精密旋盤導入による配管継手製造ラインの全
自動化と製造能力増強

北越銀行

1,884 2515210954 新潟県 株式会社フジ商事
最新ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による、金型加工精
度の向上及び低コスト化

第四銀行

1,885 2515210958 新潟県 株式会社フジハラウインテック
１台で重切削からサブミクロンまでの超精度加工へ
の挑戦

捧俊雄

1,886 2515210961 新潟県 有限会社加藤酒造店
佐渡産米１００％の『金鶴　吟醸生酒』開発と通年販
売による　新市場獲得

第四銀行

1,887 2515210963 新潟県 株式会社本間製作所
角型を含めた全製品の研磨を機械化し研磨職人激
減の地域環境に対応する

第四銀行

1,888 2515210968 新潟県
株式会社佐野鉄工スプリング製作
所

ＣＮＣワイヤーフォーマーの導入による生産技術の高
度化と三次元空間バネ分野への展開

第四銀行
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1,889 2515210970 新潟県 株式会社メイケン
金型の大型化により生産性向上を実現するエンボス
キャリアテープ高速自動成形機の開発

大光銀行

1,890 2515210973 新潟県 有限会社タガミ工機
図面レス特殊部品等の同一製品製作、リバースエン
ジニアリング事業の立上げ

長岡信用金庫

1,891 2515210974 新潟県 株式会社佐文工業所 医療機器向け小径深穴加工技術の開発 第四銀行

1,892 2515210980 新潟県 株式会社ナカムラ
中小建物におけるエネルギー管理支援システムの開
発

第四銀行

1,893 2515210985 新潟県 岩橋印刷株式会社
高性能オンデマンド印刷機および後加工機の導入に
よる新規需要開拓及び川上事業への進出

若杉公認会計事務所

1,894 2515210990 新潟県 有限会社野村製作所
短時間で「蒸し製品加工」を可能とする自動攪拌装置
／自動反転装置の試作開発

新潟縣信用組合

1,895 2515210991 新潟県 東光株式会社
次世代型自発光式メーターに対応した精密光学部品
製造技術の開発

三条信用金庫

1,896 2515211014 新潟県 柏崎エコクリエイティブ
有機栽培普及に向けた生ゴミリサイクル特殊有機肥
料の粒状・ペレット製造機導入。

柏崎商工会議所

1,897 2515211015 新潟県 株式会社タチカワ
プライベートＥコマースによる美容サロン用品類の物
販拡大計画

北越銀行

1,898 2515211016 新潟県 金井度量衡株式会社
３Ｄレーザースキャナ搭載マルチコプターの試作開発
による新サービスと業種拡大

公益財団法人にいがた産業
創造機構

1,899 2515211017 新潟県 株式会社室岡林業
大型化丸太杭加工設備の導入による地盤補強工事
向け丸太杭提供サービスの実現

第四銀行

1,900 2515211028 新潟県 株式会社和鑠
新たなオリジナル餅製品の開発・生産のための設備
投資

公益財団法人にいがた産業
創造機構

1,901 2515211036 新潟県 株式会社オルエ
タブレット端末を利用した介護施設向け知的記録管
理クラウドシステムの試作開発

三条信用金庫

1,902 2515211041 新潟県 有限会社ワイズスクウェア
「ハイブリット車の燃費改善に利くメンテナンス方法」
の商品化

東京中央経営株式会社

1,903 2515211042 新潟県
Ｈｏｎｄａ　Ｖｉｎｅｙａｒｄｓ　ａｎｄ　Ｗｉｎｅｒ
ｙ株式会社

ネックフリーズ方式の澱抜きによる日本初の品種の
瓶内二次発酵スパークリングワイン商品化

第四銀行

1,904 2515211047 新潟県 有限会社アサップ
食用ほおずき水耕栽培技術および魅力ある商品開
発

第四銀行

1,905 2515211048 新潟県 株式会社内山肉店
にいがた地鶏１羽丸ごと高付加価値商品の開発・販
売

第四銀行

1,906 2515211061 新潟県 アイマーク環境株式会社
エコアイランド佐渡島発！クラウドによる清掃・点検
支援システムの開発と全国展開

重松輝彦税理士事務所

1,907 2515211068 新潟県 株式会社ニットク
建設仮設材“敷き鋼板”の整備・改修技術　および
整備・レンタル事業　の開発

第四銀行

1,908 2515211072 新潟県 有限会社にこにこけあ
認知症の人と家族地域住民等誰もが参加できる認知
症カフェの設立

三条信用金庫

1,909 2516210419 富山県 有限会社フジ合成樹脂
難成形複合材料における最先端射出成形技術開発
による新分野へのアクセス

富山信用金庫

1,910 2516210420 富山県 株式会社エムシーピー
医療用金型部品製造における高精密切削技術の確
立

株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

1,911 2516210422 富山県 株式会社三協
医療機器開発・製造のコスト削減と高品質化による
市場拡大と歯科技工業界活性化への貢献

北陸銀行

1,912 2516210423 富山県 株式会社ニッポンジーン
再生医療での利用を目的としたタンパク質試薬の製
造

北陸銀行

1,913 2516210425 富山県 株式会社鍋島製作所
金属塑性加工技術の高度化により生産プロセスを革
新して新たな市場獲得を目指す

高岡商工会議所

1,914 2516210426 富山県 株式会社高畠
３Ｄ　ＣＡＤ／３Ｄプリンターによるデジタルファブリ
ケーション事業の新規展開

高岡信用金庫

74／186



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

1,915 2516210432 富山県 タケウチゴーセイ株式会社
品質保証プロセス高度化による射出成形技術を活用
した医療機器開発体制の構築

富山信用金庫

1,916 2516210435 富山県 協和マシン株式会社
製造プロセス革新によるリードタイム削減と内製化、
多品種短納期への対応で外需確保

高岡商工会議所

1,917 2516210437 富山県 株式会社伸栄
超精密溶接技術と機械加工技術の融合により実現
する半導体製造機器開発

富山信用金庫

1,918 2516210443 富山県
有限会社モメンタムファクトリー・Ｏｒ
ｉｉ

独自の伝統的着色技法による「高岡銅器」製品の一
貫生産体制を確立しブランド力を強化

高岡商工会議所

1,919 2516210447 富山県 有限会社西川鉄筋
トンネル壁面の汚れを自動的に取り払う省エネ清掃
用具の開発・製造・販売

公益財団法人富山県新世紀
産業機構

1,920 2516210451 富山県 株式会社エヌエス・ブレーン
インテリジェントリンキングマシン設備導入による生産
性の向上

射水市商工会

1,921 2516210452 富山県 株式会社カネコ
建築端材のリサイクル商品である特殊調湿炭の供給
体制の高度化

富山銀行

1,922 2516210453 富山県
株式会社立山科学デバイステクノ
ロジー

宇宙用半導体の開発に向けた検査体制の構築 富山第一銀行

1,923 2516210458 富山県 北興産業株式会社
無線技術によるフォークリフトの対人接触事故防止装
置の開発

北國銀行

1,924 2516210460 富山県 株式会社松村精型
鋳造用金型製造プロセスに高度測定計測技術を活
用して世界標準の品質保証体制を確立

高岡商工会議所

1,925 2516210461 富山県 株式会社なかたに印刷
高等教育研究機関の技術・研究（工学、医療等）紹介
における、３Ｄプリンターによるモデリングサービスの
提供と受注体制の確立

北陸銀行

1,926 2516210462 富山県 岡本金属株式会社
非鉄金属素材の製品多様化に対応する携帯型成分
分析機の導入によるデジタル計測技術の確立

株式会社ジェック経営コンサ
ルタント

1,927 2516210463 富山県 株式会社アートエレクトロン
高性能ハイビジョンカメラ及び高性能プロジェクター
導入による映像技術の高度化

富山銀行

1,928 2516210468 富山県 株式会社富山プレート
銘板製作システムの高度化による高品質・高精度・
短納期供給体制の構築

富山銀行

1,929 2516210469 富山県 西元自動車有限会社
既存車輌公認改造によるオーダーメイド福祉車輌提
供サービス確立

高岡商工会議所

1,930 2516210470 富山県 水持産業株式会社
仮想「きもの試着室」システム並びに周辺機器システ
ム構築事業

高岡商工会議所

1,931 2516210472 富山県 株式会社フジタ
金型製作に精密加工技術と多能工化による新たな生
産プロセスを実現して国内外の競争に打勝つ

高岡商工会議所

1,932 2516210473 富山県 有限会社引田アルミ
オリジナル高性能スケール設備導入による梱包作業
の生産性向上

北陸銀行

1,933 2516210474 富山県 有限会社ドリ－ムファ－ム
冷蔵設備を活用した超促成栽培によるチューリップ
切花の生産体制の確立

株式会社ジェック経営コンサ
ルタント

1,934 2516210478 富山県 有限会社フタワパッケージ
プレゼンテーション能力と生産工程の強化によるマー
ケティングプランディング企業への飛躍

富山信用金庫

1,935 2516210479 富山県 株式会社インサイト
地域ブランドの販売拠点となる画期的な代理店ネット
ワークシステムの構築

北陸銀行

1,936 2516210481 富山県 中山電材株式会社
航空機部品受注拡大に向けた生産プロセス改革によ
る高品質・低コスト化

株式会社ジェック経営コンサ
ルタント

1,937 2516210482 富山県 有限会社石野鉄工所
ＮＣドリルマシン導入による生産性の向上および受注
範囲の拡大

北陸銀行

1,938 2516210484 富山県 株式会社エムダイヤ
高能率型ＮＣ汎用フライス機等の導入によるリサイク
ル装置の高度化

株式会社ジェック経営コンサ
ルタント

1,939 2516210485 富山県 伊勢領製作所株式会社
高精度レーザ測定器導入による、大型加工部品等の
高品質製造プロセス確立

北陸銀行

1,940 2516210487 富山県 株式会社宮商
電磁場を活用した新冷凍技術による常温保存を可能
にしたマグロレトルト商品の試作開発事業

株式会社ジェック経営コンサ
ルタント
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1,941 2516210488 富山県 株式会社東洋電制製作所
制御盤製造における生産性の飛躍的向上に向けた
製造工程のシステム化（見える化）

株式会社ジェック経営コンサ
ルタント

1,942 2516210490 富山県 和泉工業株式会社
将来の需要増を見据えた、建築・橋梁作業用大型油
圧ジャッキ生産体制の確立および新製品開発

北陸銀行

1,943 2516210491 富山県 株式会社サンプラ
電子部品製造機械に用いるプラスチック製品受注拡
大に向けた社内生産体制の強化

富山第一銀行

1,944 2516210492 富山県 有限会社伸越製作所
多品種小ロット試作ニーズに対応可能なプレス加工
一貫体制の構築による競争力の強化

高岡信用金庫

1,945 2516210493 富山県 株式会社ゼフィール
ＩＴを使用し愛犬・愛猫用ジャストフィットする術後ウェ
アーの試作開発。

公益財団法人富山県新世紀
産業機構

1,946 2516210495 富山県 金谷工業株式会社
高機能新素材ＣＦＲＴＰによる自動車用大型樹脂部品
の成形金型製作に向けた生産プロセスの確立

高岡商工会議所

1,947 2516210496 富山県 株式会社アーキジオ
埋蔵文化財・建造物等の３ＤＣＧ映像の製作・販売事
業

富山銀行

1,948 2516210497 富山県 有限会社水上工業
応力除去加工技術研究による世界最速産業用ロボッ
ト用精密部品高度化の実現

富山信用金庫

1,949 2516210501 富山県 株式会社ニッポンジーンマテリアル
遺伝子診断薬用オリゴヌクレオチド製造のコンタミ
ネーションリスク低減化

公益財団法人富山県新世紀
産業機構

1,950 2516210505 富山県 中村印刷工業株式会社
品質検査装置導入による欠陥判定の高度化・安定化
と製薬業界への本格的参入の実現

富山銀行

1,951 2516210508 富山県 牧野工業株式会社
溶接ロボットシステム導入による品質の安定・スピー
ド化と人材育成の実現

富山銀行

1,952 2516210510 富山県 株式会社一般紙原料島田商店
小型情報機器類データ消去技術の確立による機密
処理サービス拡大事業

舘佳秀税理士事務所

1,953 2516210512 富山県 株式会社岩沢製作所
高精度３次元測定機を活用した大型工作機械製造に
対応する一貫生産体制の構築

商工組合中央金庫

1,954 2516210514 富山県 株式会社野上緑化
完全非破壊診断機器を使用した都市樹木の倒木危
険度診断事業

北陸銀行

1,955 2516210515 富山県 北陸レジン工業株式会社
塩化ビニール板の加工技術の高精度化・効率化と顧
客要求に応える生産技術の確立

高岡商工会議所

1,956 2516210518 富山県 株式会社堀プラスチック富山
高度造形技術によりジェネリック医療器具の企画開
発を迅速化し本格参入を果たす

高岡商工会議所

1,957 2516210519 富山県 渡辺鋳造株式会社
銅合金鋳物製品の鋳造欠陥低減による生産プロセス
の向上により競争力を強化

高岡商工会議所

1,958 2516210520 富山県 株式会社東城
宅地防災に関わる簡便で低コスト・高精度な地盤調
査

北陸銀行

1,959 2516210524 富山県 旭産業株式会社
軸受用部品の製造における新たな研磨加工技術の
導入による短納期、高付加価値生産体制の確立

商工組合中央金庫

1,960 2516210525 富山県 ゼネラルストーン株式会社
石材の字彫工程の鉄砂循環型サンドブラスト機導入
による製造環境改善及び低コスト化

富山銀行

1,961 2516210526 富山県 株式会社小泉製作所
高機能ロボットによる金属仕上げ加工の自動化で伝
統産業の職人減少問題を解決

高岡商工会議所

1,962 2516210527 富山県 株式会社金森メタル
アルミ鋳物機械部品先端生産設備導入に係る品質
保証体制確立事業

北陸銀行

1,963 2516210528 富山県 株式会社内山精工
高精度ＣＮＣ自動旋盤を活用した“薄肉”軸受部品の
精密加工技術の高度化

商工組合中央金庫

1,964 2516210530 富山県 株式会社サンドライ
超音波洗浄による新洗浄技術の確立と洗浄時間短
縮によるサービスの向上

公益財団法人富山県新世紀
産業機構

1,965 2516210532 富山県 株式会社高岡食糧
白澄化式無洗米装置の導入による環境にやさしい無
洗米加工で業務用無洗米市場へ進出

富山銀行

1,966 2516210535 富山県 株式会社ハシモトＢａｇｇａｇｅ
ＣＡＤ／ＣＡＭを用いた高性能自動裁断機導入による
裁断技術の向上

北陸銀行
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1,967 2516210537 富山県 株式会社松井機業場
奇跡の織物「しけ絹」と現代のライフスタイルをつなぐ
高付加価値シルク商品の製造・販売

富山銀行

1,968 2516210538 富山県 株式会社本保
伝統的工芸品産業「高岡銅器」の新商品開発に高度
立体造形技術を活用して新市場を創出する

高岡商工会議所

1,969 2516210545 富山県 シー・ティ・エス株式会社
高耐火高気密高断熱木製引き戸開発による環境・安
全性志向ニーズの開拓

富山信用金庫

1,970 2516210546 富山県 株式会社エイ・テック
３Ｄマルチステーションを活用した新たな測量成果の
開発

高岡商工会議所

1,971 2516210548 富山県 株式会社メタルウェア
歪み・反り・ねじれ抑制ハイブリッドシャーリングマシ
ン導入による医療機器分野の開拓

株式会社ジェック経営コンサ
ルタント

1,972 2516210551 富山県 株式会社大観峯
「とやま名水」ブランド確立のためのペットボトル製造
全自動ラインの改善

富山信用金庫

1,973 2516210557 富山県 天龍工業株式会社
生産工程高度化による「最先端人間工学に基づく最
適シート」製造の実現

富山信用金庫

1,974 2516210561 富山県 三芝硝材株式会社 建築用大型ケミカル強化ガラスの試作開発 北國銀行

1,975 2516210573 富山県 吉乃友酒造有限会社 大豆発酵加工食品『テンペ』の製造・販売 富山銀行

1,976 2516210575 富山県 株式会社マエダ
切断・機械加工の同時加工化による競争力の強化及
び成長分野への進出

高岡商工会議所

1,977 2516210578 富山県 株式会社Ｃ－ライズ
環境に配慮した新たな地盤改良技術「スクリュー・プ
レス工法」の導入

株式会社ジェック経営コンサ
ルタント

1,978 2516210594 富山県 有限会社ナカハシ
自動部品供給装置の開発を通じた高機能化・生産効
率向上

北國銀行

1,979 2516210600 富山県 日重環境株式会社
エネルギ－分散型蛍光Ｘ線分析装置の導入による廃
有機溶剤の再資源化（燃料化）における

高岡商工会議所

1,980 2516210602 富山県 株式会社スズニット
インレイ編成を活用した製造原材料の削減、生産性
向上とオリジナルニット編地の試作開発

北國銀行

1,981 2516210610 富山県 富山エヌテック株式会社
設計工程の改善による全生産プロセス最適化と意匠
複雑形状建造物への挑戦

富山信用金庫

1,982 2516210611 富山県 株式会社佐藤アンプル製作所
クリーンルーム設置による革新的な歯科素材製造分
野への進出とパートナーシップの実現

富山銀行

1,983 2516210619 富山県 株式会社三幸
金型加工技術の応用‐複合加工で超合金までの金属
加工を可能にし成長分野へ進出

富山銀行

1,984 2516210621 富山県 かなや麺業
氷見のうどん・パスタの増産、見学・体験・食の場の
提供

富山銀行

1,985 2516210622 富山県 有限会社タイセー
産業用生産設備向け制御盤用ゼットラップの一体成
形品の試作開発

北國銀行

1,986 2516210633 富山県 中善工業株式会社
航空機産業等では欠くことができないハイエンド３ＤＣ
ＡＤの導入による生産能力拡大

公益財団法人富山県新世紀
産業機構

1,987 2516210634 富山県 株式会社岡本
和服市場では初となる肌に優しい着物スリップの素
材開発並びに商品開発

公益財団法人富山県新世紀
産業機構

1,988 2516210644 富山県 株式会社島津
凍結含浸法を活用した軟化食材サービス展開による
高齢者市場の飛躍的拡大

株式会社ジェック経営コンサ
ルタント

1,989 2517210285 石川県 有限会社畝田屋
輪島塗の耐候性を高めるための表面処理に関する
技術開発

のと共栄信用金庫

1,990 2517210288 石川県 前多工業株式会社
糸加工機の生産性効率化と高機能・高感性を備えた
差別化素材の開発

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

1,991 2517210289 石川県 株式会社ネイブ
多孔質発熱体による過熱水蒸気発生装置（滅菌・乾
燥用途）の開発

北國銀行

1,992 2517210290 石川県 夢らく商事株式会社
金箔レザー製品の高耐久化に向けた接着・コーティ
ング技術の開発

公益財団法人石川県産業創
出支援機構
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1,993 2517210291 石川県 五大開発株式会社
バーチャル土木列島上の防災・維持管理システムの
開発

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

1,994 2517210301 石川県 株式会社万喜
外炎鎮痛材の市場獲得を目指すための機械化によ
る量産試作開発

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

1,995 2517210302 石川県 テックワン株式会社
高機能フィルター分野用環境配慮型撥油性微多孔
フィルムの試作開発

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

1,996 2517210304 石川県 株式会社能任七
遮熱性能を持つビニルハウス用被覆ネットの実用化
に向けた自動縫製機器の開発

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

1,997 2517210305 石川県 マミヤ株式会社
最新鋭多機能丸編機（２８ゲージ）導入による生産力
向上と市場シェア拡大

関西経営コンサルタント事業
協同組合

1,998 2517210313 石川県 サンエス株式会社
ゴム製品等補強用スチールワイヤー代替アラミド撚
糸コードの開発と製造

北陸銀行

1,999 2517210314 石川県 モリモト株式会社
ハーネスの低伸度、低摩擦及び耐久性が向上した製
造システムの開発

北國銀行

2,000 2517210319 石川県 株式会社ダイモール
最新型発電システム用の特殊合金（超超耐熱合金）
製のガスタービンブレードの試作開発

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2,001 2517210322 石川県 株式会社不二ゴム工業
人の目や手では困難な形や大きさの高精度品質管
理を自動化するシステムの構築

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2,002 2517210324 石川県 小松パワートロン株式会社
リチウムイオン蓄電システムの高効率化および生産
効率化による事業拡大

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2,003 2517210327 石川県 ナノコート・ティーエス株式会社
光学レンズ成形金型のための多層化硬質薄膜の開
発

北國銀行

2,004 2517210328 石川県 羽二重豆腐株式会社
医療・高齢者向け給食市場獲得のための冷凍油揚
げ惣菜商品の製造と開発

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2,005 2517210330 石川県 中橋商事株式会社
低価格で食味に優れて手間いらず「ブレンド無洗米」
開発事業

のと共栄信用金庫

2,006 2517210332 石川県 株式会社メディカルブレーン 高齢者・障害者等金沢観光付添ガイドヘルパー事業
公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2,007 2517210335 石川県 株式会社リベックス
横編物技術を用いた軽量・耐衝撃・高強度フルハー
ネス型安全帯用編地の開発

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2,008 2517210337 石川県 株式会社フレスコーヴォ
汚染土壌及び汚染底質の汚染物質剥離分離・浄化
システムの開発

石川県商工会連合会

2,009 2517210339 石川県 株式会社川上製作所
溶接による熱影響を最小限にとどめるロボット溶接シ
ステムの構築

北國銀行

2,010 2517210343 石川県 宮米織物株式会社
エアージェットの品質安定化と加工原価低減によるグ
ローバル競争力の向上

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2,011 2517210344 石川県 有限会社ジョアン
地元食材を使用した高品質小型菓子パンの開発及
び高効率生産化

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2,012 2517210346 石川県 株式会社トパテック
アルミチューブ製造工程での、ピンホールテスター導
入による不良品発生防止機能の確立

北陸銀行

2,013 2517210352 石川県
資源エコロジーリサイクル事業協
同組合

環境負荷・エネルギー消費の低減に資する地域未利
用資源の新規農業用肥料化システムの開発

北國銀行

2,014 2517210353 石川県 共伸工業株式会社
収益性改善および受注力拡大を目的とした、レー
ザー加工機導入による高機能技術の開発

北國銀行

2,015 2517210354 石川県 有限会社由水機型製作所
３Ｄスキャナーの活用による短納期・高精度を実現す
る試作開発

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2,016 2517210355 石川県 株式会社中央メディアプロ
石川県伝統工芸「二俣和紙」等、和紙の風合いを活
かした印刷システムの開発

北國銀行

2,017 2517210359 石川県 株式会社金田鉄工所
自動車用プレス部品成形用の金型設計・製作を合理
化するシステムの構築

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2,018 2517210360 石川県 北日本カコー株式会社 寿司コンベアレイアウト自動作成システム開発
公益財団法人石川県産業創
出支援機構
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2,019 2517210361 石川県
有限会社バイオデバイステクノロ
ジー

尿路結石マーカー測定用バイオセンサーシステムの
開発

北國銀行

2,020 2517210362 石川県 株式会社やまや萬松閣
湯治機能に着目した一貫サービスの提供による健康
増進・病気予防事業

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2,021 2517210363 石川県 株式会社ザクシスヤズ
高耐久性と抜き勾配率を低減した多種類材質による
組立式砂型鋳造用金型の試作開発

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2,022 2517210364 石川県 株式会社紐屋
ロッククライムに適した強度と柔軟性を備えたクライミ
ングロープ製品の開発

北陸銀行

2,023 2517210366 石川県 株式会社金沢シール
新機能の「感熱ラベル」及び「感水ラベル」の開発・生
産

北陸銀行

2,024 2517210367 石川県 ハヤシ印刷紙工株式会社
超高精細印刷技術を確立し３Ｄ印刷製品のトップラン
ナーを目指す事業

北陸銀行

2,025 2517210369 石川県 高瀬樹脂工業株式会社
「特殊検体」を観察する医療技術とエレクトロニクスを
融合した可視化要素技術の開発

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2,026 2517210370 石川県 ホウムラ産業株式会社
立体造形された部品に溶射を用いて様々な機能を付
与するシステムの開発

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2,027 2517210371 石川県 マエダ精工株式会社 多段軸状部品を精密加工するシステムの構築
公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2,028 2517210372 石川県 株式会社イッセイ
工作機械及び産業機械用部品の高精度・短納期製
造システムの構築

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2,029 2517210374 石川県 株式会社二口製紐
織密度可変織機と糸ほつれが発生しないカット機の
一体型生産システムによる

北國銀行

2,030 2517210380 石川県 株式会社ＭＯＹＵ
全国初、心の問題に着目し女性・教職員の薄毛・抜
け毛をケアするサロン

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2,031 2517210381 石川県 小原鉄工株式会社
半導体製造用金型部品、治具等の高精度化と加工
能率の向上

のと共栄信用金庫

2,032 2517210383 石川県 株式会社桜井亮太郎テキスタイル
接骨ギプス部材の課題である廃棄処分・低コスト・軽
量化を解決する新機能材料の開発

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2,033 2517210388 石川県 希望の丘どうぶつ病院
高度健康診断を軸とした地方型観光都市における新
しい動物診療サービスの提供

のと共栄信用金庫

2,034 2517210390 石川県 加賀電化工業株式会社
次世代自動車搭載蓄電池生産機械向け高精度ロー
ラーの試作開発

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2,035 2517210393 石川県 株式会社芝寿し
「食の安心安全を提供するクリーンでエコな製造ライ
ンの構築」

北國銀行

2,036 2517210394 石川県 株式会社東振テクニカル 心なし研削盤通過研削用非接触式定寸装置の開発
公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2,037 2517210399 石川県 有限会社小松鋳型製作所
革新的鋳型製造技術活用による販路開拓のための
生産技術の高度化

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2,038 2517210401 石川県 株式会社東振精機
超砥粒砥石による高品質、高効率加工に向けた円す
いころ用端面加工機の開発

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2,039 2517210402 石川県 株式会社北日本電子
チップマウンター導入に於ける高精度ユニット基板の
生産性向上システムの構築

北國銀行

2,040 2517210405 石川県 株式会社レグレット
塗り工程自動化設備の開発を通じたＹＵＫＩＺＵＲＩの生
産工程改善・高精度化

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2,041 2517210406 石川県 株式会社江沼チヱン製作所
カラーチェーン塗装の高品質化を目指した自動塗装
技術の設備開発

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2,042 2517210414 石川県 フジマシナリー株式会社
プリント配線基板上に液状ソルダレジストインクを塗
布する製造技術の開発

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2,043 2517210419 石川県 株式会社キョクソー
様々な色柄の紙糸を織り込み独自表現できる織物壁
紙を製造するシステムの開発

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2,044 2517210420 石川県 株式会社アイ・ツー
介護市場獲得を目指すスマートフォン対応の呼出し
コール機器と受信表示制御機の試作開発

公益財団法人石川県産業創
出支援機構
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2,045 2517210421 石川県 メディカルフードサービス株式会社
超急速冷凍方式採用による健康管理食の品質向上
と献立バリエーション拡大

川崎信用金庫

2,046 2517210438 石川県 株式会社アム
低価格な介護用水洗式ポータブルトイレを開発し、介
護福祉の現場に貢献する

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2,047 2517210461 石川県 株式会社吉田酒造店
中小酒蔵による高品質な日本酒の３季醸造システム
構築

北國銀行

2,048 2518210261 福井県 株式会社ニットク
レーザー加工技術開発によるメッシュフィルター素材
の加工精度及び生産効率の向上

福井銀行

2,049 2518210263 福井県 みのる産業株式会社
アウトドア用品市場にオリジナルの開発製品を量産
化して本格参入を図る

福井銀行

2,050 2518210264 福井県 株式会社フクトミ
医療用ポリプロピレン等・メッシュのフィルターの試作
開発

北陸銀行

2,051 2518210267 福井県 株式会社田中化学研究所
粉体プレス式密度測定装置の導入によるＬｉイオン電
池用正極材料の迅速評価技術の確立

福井銀行

2,052 2518210268 福井県 有限会社カトウ産業
スポーツウエア向けの速乾性及び高強度化等の機
能性を付した加工技術の開発

北陸銀行

2,053 2518210270 福井県 有限会社ミキ・ファイバー
新素材である炭素複合材料の加工精度向上の試作
開発と設備投資

北陸銀行

2,054 2518210271 福井県 田辺酒造有限会社
産学官連携による福井産極上酒米と福井産最高級
梅肉を原料にした日本初の梅酵母清酒

税理士法人福井中央会計
南部昌希

2,055 2518210273 福井県 株式会社中島建機
森林整備用作業道を短時間・高精度で整備できるグ
ラップル掴持式整地具の試作開発

福井商工会議所

2,056 2518210274 福井県 株式会社大阪合金工業所
プレス式冷却システムによる割れにくい国産シンバル
原板の開発

福井銀行

2,057 2518210278 福井県 株式会社日本ピーエス
地元火力発電所産出の再生資源を活用した高性能
生コンクリートの生産体制の確立

北陸銀行

2,058 2518210284 福井県 株式会社サンエム
高機能ＮＣフライスによるフロントサッシの加工プロセ
ス開発（生産方式改革）

商工組合中央金庫

2,059 2518210286 福井県 有限会社タカシマ技研
金属部品加工における接合及び仕上げ工程の合理
化と作業環境の改善

福井銀行

2,060 2518210294 福井県 有限会社龍泉刃物
富裕層をターゲットとした金属洋食器製品の開発と生
産性の向上

福邦銀行

2,061 2518210303 福井県 ジェイ・エス株式会社
高機能染色機導入による品質向上・コスト低減等「高
付加価値染色品」の試作と生産技術確立

北國銀行

2,062 2518210304 福井県 ウラセ株式会社
健康と環境に配慮した紫外線グラフト重合によるアパ
レル製品への撥水加工技術の確立

公益財団法人ふくい産業支
援センター

2,063 2518210314 福井県 山田技研株式会社
水田の水管理センサと気象観測を一体化した情報シ
ステムの開発

公益財団法人ふくい産業支
援センター

2,064 2518210315 福井県 株式会社山川かまぼこ
複数温度帯管理機能付きＩＨ式自動連続フライヤー
導入による競争力強化事業

福井商工会議所

2,065 2518210317 福井県 株式会社ミヤゲン
コーヒーやジュースのカップを入れて持ち運ぶカップ
保持一体成形ポリ袋の開発

福邦銀行

2,066 2518210320 福井県 北陸東工シャッター株式会社
新型冷間ロール成形機導入による生産効率・品質の
向上と安定生産化

福井銀行

2,067 2518210321 福井県 株式会社新栄染色
次世代型液晶パネル製造用の高配向性能ラビング
布の開発

北陸銀行

2,068 2518210326 福井県 株式会社水井
大気圧マルチガスプラズマ装置導入による高分子ポ
リエチレン繊維の染色技術の開発

福井銀行

2,069 2518210327 福井県 植田工業株式会社 大気腐食モニタリング（ＡＣＭ）センサの高品質化 わかさ東商工会

2,070 2518210330 福井県 有限会社越前製紙工場
楮・三椏を使った手漉き風合いの機械漉き和紙の製
造方法の開発

武生商工会議所
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2,071 2518210334 福井県 泉ケミカル株式会社
医療・バイオ市場への新規参入に向けた使い捨て
シャーレ開発事業

久保祐税理士事務所　久保
祐

2,072 2518210335 福井県 株式会社小林大伸堂
伝統的印章文字デザインをパーソナルデザインとし
て用いた高級文具・雑貨製造事業

福井商工会議所

2,073 2518210340 福井県 大成精工株式会社
ＥＶ用磁石（レア・ア－ス）の性能向上・短納期化の為
の細穴加工機・三次元測定機の導入

福井商工会議所

2,074 2518210344 福井県 有限会社田端金型
形状造形専用研削盤の導入による超小型プラスチッ
クコネクター成型用金型加工技術の確立

福井信用金庫

2,075 2518210345 福井県 株式会社足羽工業所
グローバル基準で環境にやさしい繊維素材の輸出促
進計画

商工組合中央金庫

2,076 2518210350 福井県 株式会社寺本鉄工
超高性能、超低燃費エンジン用部品自動製造装置の
高精度化技術の構築

福井銀行

2,077 2518210352 福井県 北越商事株式会社
研磨加工における生産性向上及び歩留向上に向け
たデジタル制御方式への機械改良

北陸銀行

2,078 2518210354 福井県 青山ハープ株式会社
和の造形美を盛り込んだハープ装飾彫刻技術の伝
承を可能とする自動彫刻機の導入

福井銀行

2,079 2518210355 福井県 株式会社ミナミプランテック
プラントエンジニアリングにおける三次元レーザース
キャナー活用による業務効率の向上

福井商工会議所

2,080 2518210356 福井県 北陸ヒーティング株式会社
省電力形高温シーズヒーターの量産化を実現する３
次元振動微粉体充填装置の導入

福邦銀行

2,081 2518210358 福井県 青木織布株式会社
合繊繊維と天然繊維を組み合わせた複合織物を製
造する、経糸張力管理機能付織機の導入

福邦銀行

2,082 2518210359 福井県 株式会社アサヒレース
編機の最適化と編組織の開発による機能面に優れ
たレースカーテン素材の開発と製造方法の確立

北國銀行

2,083 2518210361 福井県 田嶋酒造株式会社
福井産もち米を活用した気軽に飲める地場産本みり
んの開発

福井商工会議所

2,084 2518210363 福井県 岡本レース株式会社
環境・安全性を重視した、飼料・雑草用の綿製ベール
ネット製造

福井銀行

2,085 2518210364 福井県 株式会社ホソダＳＨＣ
脳神経細胞活性化機能を有する炭化水素化合物を
多く含むエキス食品の試作開発

福邦銀行

2,086 2518210365 福井県 株式会社コンベックス レンズの複雑加工による付加価値向上と販路開拓 北陸銀行

2,087 2518210369 福井県 株式会社青山光学
最先端５軸マシニングと高次元ＣＡＤ／ＣＡＭの導入
により高付加価値メガネフレームを生産する

北陸銀行

2,088 2518210374 福井県 株式会社イワシタ
航空機用アルミ長尺材加工機の品質向上および納
期短縮を図るための大型門形加工機の導入

福井商工会議所

2,089 2518210384 福井県 株式会社Ｍ・Ｔ技研
コンクリート構造物のひび割れ原因を即座に判定す
る技術の開発

北陸銀行

2,090 2518210386 福井県 野村醤油株式会社 体験可能な多品種・小ロット対応型製造ラインの構築 大野商工会議所

2,091 2518210390 福井県 株式会社オーカワパン
乳酸発酵を用いた新たな風味と食感の食パン製造設
備の導入

福井銀行

2,092 2518210391 福井県 福井トータルケア株式会社
院内感染抑制に資するマットレスの洗浄・消毒サービ
ス体制の構築

福井銀行

2,093 2518210392 福井県 有限会社畑中金型製作所 世界初となる内視鏡手術用“多関節”鉗子の開発 商工組合中央金庫

2,094 2518210395 福井県 ホクコンマテリアル株式会社
セメントスラリーを有効利用した圃場畔防草パネルの
開発と事業化

北陸銀行

2,095 2518210396 福井県 株式会社羽崎組
建築廃材の再利用を効率的に図るための最新鋭設
備「ロールクラッシャ」導入事業

福井商工会議所

2,096 2518210399 福井県 アイ・エム・エヌ株式会社
金属３Ｄプリンタ用高速回転主軸の生産開始に伴う
検査体制の構築

福井銀行
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2,097 2518210401 福井県 日野電子株式会社
ＬＥＤ紫外線照明器具の多品種・小ロット対応生産シ
ステムの導入

福邦銀行

2,098 2518210403 福井県 キョーセー株式会社
大型ＬＥＤ照明器具用ポリカーボネート製カバーの製
造ライン構築

福井銀行

2,099 2518210404 福井県 株式会社金津技研
ストレス負荷栽培技術における植物の高機能化の研
究開発

福井信用金庫

2,100 2518210406 福井県 増田紙器工業株式会社
パッケージ生産性の向上に資する画像検査機能付フ
リーサイズ糊付機の導入

福井信用金庫

2,101 2518210408 福井県 有限会社北陸ベンディング
医療機器加工市場に進出するためのファイバーレー
ザー溶接機導入

北陸銀行

2,102 2518210415 福井県 第一ビニール株式会社
３段伸縮のぼり旗ポールの自動組立て機導入による
生産技術革新

福井銀行

2,103 2518210417 福井県 株式会社ユナイテッド
ドライエイジング（熟成牛肉）熟成貯蔵庫の試作機開
発及び商品開発事業

坂井市商工会

2,104 2518210420 福井県 株式会社ホーコーズ
壁面を自由にデコレーションする“オンデマンド壁紙
シート”の製造・販売事業

福邦銀行

2,105 2518210421 福井県 マルカワみそ株式会社
『天然醸造味噌』の製造生産性を高める一貫型管理
システムの構築

商工組合中央金庫

2,106 2518210426 福井県 株式会社ウエマツ
繊維素材における高い抗菌・消臭能力機能を持ちか
つ持続性のある繊維表面加工の確立。

北陸銀行

2,107 2519210115 山梨県 炭平興産株式会社
産業廃棄物削減による環境負荷低減及び再利用に
よる収益拡大計画

北杜市商工会

2,108 2519210117 山梨県 富士ソーラー株式会社
太陽熱交換真空管コレクターによる蒸気タービン発
電システムの開発

初鹿会計事務所

2,109 2519210118 山梨県 株式会社星光社
潜熱蓄熱パイプ（製品名　ＳＬ－エコパイプ）［別紙１］
の新生産プロセスの開発及び製品の改良開発による
農業分野での競争力強化と事業拡大

多摩信用金庫

2,110 2519210119 山梨県 まるき葡萄酒株式会社
国内初の『オートメーション選果機』を導入し、山梨県
産葡萄ワインの品質向上、ならびに増産体制構築に
よる国内市場の拡大と海外市場への進出

税理士荒巻政文事務所

2,111 2519210121 山梨県 土井精工株式会社
高精度と生産効率を両立した超高効率次世代金型
の開発・試作

山梨中央銀行

2,112 2519210124 山梨県 有限会社オーク
独自技術を用いた新型導光板の試作開発と射出成
形法による量産体制の確立

山梨信用金庫

2,113 2519210130 山梨県 株式会社長田電材工業
次世代自動車用ＬＥＤヘッドランプの高効率ヒートシン
ク金型の試作開発

山梨中央銀行

2,114 2519210136 山梨県 丸藤葡萄酒工業株式会社 甲州種の長期熟成辛口白ワインの製造 山梨中央銀行

2,115 2519210139 山梨県 株式会社加藤電器製作所
半導体モジュール　はんだボイド低減組立プロセスの
開発

特定非営利活動法人ものづ
くり支援機構

2,116 2519210141 山梨県 有限会社ダイエー製作所
塑性加工用材料切断機から省エネルギー洗浄装置
への一貫ラインの試作開発

山梨県民信用組合

2,117 2519210149 山梨県 ソーワカートン株式会社
ワンタッチで組立てられるＣ式化粧箱の低コスト生産
技術の開発と量産化

都留信用組合

2,118 2519210150 山梨県 国土興産株式会社
剛性・耐熱性等にすぐれた再生プラスチック材の配合
及び製造技術の開発

山梨中央銀行

2,119 2519210153 山梨県 株式会社シャトレーゼ
味の数値化技術導入による、商品開発の強化と売上
拡大

山梨中央銀行

2,120 2519210158 山梨県 有限会社シンク情報システム
タブレットを活用した検索タグ機能付ドキュメント管理
システムの試作開発

公益財団法人やまなし産業
支援機構

2,121 2519210160 山梨県 株式会社秋山製作所
マグネットを使用した自動回転ロック式装身具（特許
製品）の試作開発

山梨信用金庫

2,122 2519210164 山梨県 株式会社スワ
特殊電解研磨法による超微細ノズル穴のバリ除去技
術の研究開発

都留信用組合

82／186



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

2,123 2519210166 山梨県 有限会社ＴＡＫＡＳＨＩＭＡ
極東産機向、建築壁紙用糊付ローラシャフトの開発
および試作

都留信用組合

2,124 2519210168 山梨県 有限会社田中洋装
天然カットソーＯＤＭ生産における高品質・短納期・少
量生産の試作開発

山梨中央銀行

2,125 2519210169 山梨県 株式会社沼田鉄筋
建築用鉄筋自動切曲加工機の導入と土木用鉄筋加
工技術の開発

山梨中央銀行

2,126 2519210172 山梨県 ニッセー株式会社
プラスチック食品容器を合理的に生産するシステム
化と容器開発並びにコストダウンの実現

商工組合中央金庫

2,127 2519210176 山梨県 株式会社渡辺精機
主要分析・試験装置市場分野の高精度化に不可欠
な試料台（ゼロ台）の試作開発

公益財団法人やまなし産業
支援機構

2,128 2519210178 山梨県 株式会社桂精機製作所
ＬＰガス用　新モデルの小型自動切替調整器　自動
組立装置の開発

北杜市商工会

2,129 2519210181 山梨県 株式会社萬代紙行
設備改造による生産性向上及びオンデマンド印刷機
能を備えた紙加工技術の開発

税理士法人劒持会計事務所

2,130 2519210184 山梨県 エルラインライツ株式会社
明るく長寿命で低コストの電源一体型ＬＥＤ蛍光灯の
開発。

都留市商工会

2,131 2519210185 山梨県 甲府伊奈鋼業株式会社 磁気を応用した駆動・搬送ユニットの開発・製造販売
公益財団法人やまなし産業
支援機構

2,132 2519210187 山梨県 有限会社新田技研 空圧式ドアクローザーの試作および量産工程の確立 都留信用組合

2,133 2520210611 長野県 株式会社フジ技研
３Ｄレーザースキャナの導入による点検・診断技術の
開発

八十二銀行

2,134 2520210614 長野県 株式会社タキワ
収益向上と納期短縮を目指した金型製造工法改善と
市場獲得

八十二銀行

2,135 2520210621 長野県 有限会社ＥＳアドバイザー 水処理用粒状活性炭の再生技術の開発と事業化
公益財団法人長野県中小企
業振興センター

2,136 2520210624 長野県 セラテックジャパン株式会社
高精度表面形状測定機の導入によるパワーデバイ
ス用基板の研磨技術開発

八十二銀行

2,137 2520210630 長野県 株式会社ナイトー
次世代自動車用電装モジュールのコストダウンと高
精度化を実現するプレス金型の実用化

松本商工会議所

2,138 2520210636 長野県 株式会社スター精機 新工法開発によるコストダウンの実現 八十二銀行

2,139 2520210638 長野県 株式会社竹村製作所
不凍水抜栓の構造変更による生産工程の効率化と
製品の高品質化

八十二銀行

2,140 2520210640 長野県 株式会社アメック
高機能シートの高透明度、薄型化、厚さの均一性等
を実現する金型加工技術の確立

長野銀行

2,141 2520210642 長野県 株式会社ナンシン
機能性マイクロチューブの試作開発およびその製造
技術の開発

アルプス中央信用金庫

2,142 2520210643 長野県 有限会社ウインテック
高精度測定器導入による全行程・全数保証のための
効率的検査システムの確立

長野銀行

2,143 2520210646 長野県 株式会社メイクワン
ＵＶインクをガラスに凹凸を付けて印刷し、立体的に
見せる新しい印刷技術の開発

八十二銀行

2,144 2520210648 長野県 大共化成工業有限会社
発泡ビーズを使用した寒冷地・軟地盤の土地造成時
の下地材の試作品開発

塩尻商工会議所

2,145 2520210652 長野県 株式会社エグロ
高速主軸を開発するための回転試験装置と測定装
置の設備と運用

八十二銀行

2,146 2520210656 長野県 株式会社サンリエ
バルブ開閉機能を付加した医療・産業用　超小型マ
イクロポンプの試作・開発

八十二銀行

2,147 2520210659 長野県 マリモ電子工業株式会社
ＡＤＳを使用した高速基板設計技術確立による高周
波計測装置の開発

八十二銀行

2,148 2520210670 長野県 伊東産業株式会社
太陽光パネルを電源とした圧縮空気動力による防潮
堤の自動開閉装置の開発

長野信用金庫
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2,149 2520210671 長野県 株式会社協和
Ｘ線検査装置導入による高信頼性評価技術と１２層
基板新実装量産体制確立

八十二銀行

2,150 2520210673 長野県 株式会社南信精機製作所
業界初。振動モーター向け整流子のセグメント抜け防
止対策としての円筒カシメ工法

八十二銀行

2,151 2520210675 長野県 有限会社西澤研磨 次世代に必要とされる樹脂部品の研磨技術開発 諏訪信用金庫

2,152 2520210684 長野県 有限会社堀川工業
多種多様な機械部品加工における短納期対応、製
造技術の革新

諏訪信用金庫

2,153 2520210685 長野県 湖北工業株式会社
熟練技術と複合旋盤の融合による旋盤精密加工の
新たな生産プロセスの確立

八十二銀行

2,154 2520210693 長野県 株式会社マイクロネット
生活空間の静音要望に応える能動騒音制御装置の
試作開発

横浜銀行

2,155 2520210695 長野県 株式会社ヤマザキアクティブ
航空宇宙産業参入のための「特殊金属製ゆるみ止
めボルト加工技術」の試作開発

公益財団法人長野県中小企
業振興センター

2,156 2520210699 長野県 有限会社小池精工
次世代自動車関連部品の高精度化に寄与するプレ
ス型の技術開発

岡谷商工会議所

2,157 2520210700 長野県 株式会社バイタル 超小型軽量の瞬間式温水自動水栓の試作開発 美斉津晃

2,158 2520210702 長野県 信越ハーネス株式会社
次世代自動車向けワイヤーハーネスに関する技術開
発

中村会計事務所

2,159 2520210706 長野県 株式会社ＫＥＣ
小型部品供給機と小型ロボットを組合わせた生産装
置製造の事業化

商工組合中央金庫

2,160 2520210709 長野県 株式会社広田製作所
大容量磁気ディスクの高速／高品質データーコピー
技術の開発

八十二銀行

2,161 2520210711 長野県 有限会社中信紙工
精細な立体段ボール製品実現のためのレーザー加
工機と３Ｄ―ＣＡＤの設備導入

塩尻商工会議所

2,162 2520210713 長野県 株式会社エスシープラスチック
機能性透明樹脂を用いた複雑形状部品の成形技術
の高度化

阿南町商工会

2,163 2520210714 長野県 ＧＡＳＴＪＡＰＡＮ株式会社 高硬度金属材料を使った医療医薬関連部品の開発 長野銀行

2,164 2520210715 長野県 株式会社永田製作所
品質と作業効率向上に寄与する、光学レンズ用洗浄
治具の試作開発

八十二銀行

2,165 2520210716 長野県 シナノカメラ工業株式会社 次世代自動車ＥＣＵ向け部品実装に関する技術開発 八十二銀行

2,166 2520210720 長野県 有限会社アムス
難削自動車部品の工程及び冶具改善等の高度化に
より４０％コストダウンの達成

長野銀行

2,167 2520210721 長野県 有限会社芳川紙器
医療検査機器の海外輸送に対する梱包設計の精度
の向上とサンプル製作の短期化

税理士法人成迫会計事務所

2,168 2520210722 長野県 株式会社トーキン
ＱＲコード対応型高速システム切断機導入による高
精度切断と生産管理の合理化

一般財団法人浅間リサーチ
エクステンションセンター

2,169 2520210724 長野県 レゾネッツ株式会社
無線及び移動体通信網を使った高品位音声伝送装
置の開発と試作

公益財団法人長野県中小企
業振興センター

2,170 2520210725 長野県 株式会社アグリスタくましろ
『　市田柿　』をお客様へ早く・美味しく届ける為の生
産工程の改善

八十二銀行

2,171 2520210727 長野県 エムケーカシヤマ株式会社
プレス金型用部品のメンテナンス作業の効率化と汎
用化の推進事業

八十二銀行

2,172 2520210728 長野県 有限会社川手製作所
超高精度真円度加工技術の開発による加工技術の
高度化と生産性の高い短納期生産体制の実現

八十二銀行

2,173 2520210732 長野県 株式会社タカギセイコー
眼科医療機器製造における競争力向上の為の革新
的な生産管理システムの導入

長野県信用組合

2,174 2520210733 長野県 株式会社浜島精機
航空宇宙部品受注拡大に向けた加工時間短縮と精
度向上による競争力強化

飯田信用金庫
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2,175 2520210735 長野県 株式会社大和生物研究所
クマ笹抽出効率の向上と水の再利用による原価低減
および商品安全性のための製造環境整備

茅野商工会議所

2,176 2520210737 長野県 有限会社松本電子工業
高密度両面実装の髙品質化・短納期化に対応する
ハンダ印刷治具開発及び実装設備導入

八十二銀行

2,177 2520210738 長野県 株式会社久保田製作所
円筒研削盤導入による短納期・低コスト・超精密・高
精度の金属加工の実現

安曇野市商工会

2,178 2520210741 長野県 有限会社古川製作所
ロボットを多角的に利用した、多様な航空機部品生
産システムの構築

諏訪信用金庫

2,179 2520210743 長野県 有限会社センタープロセス
難削材加工の製造プロセス改革による競争力の強
化、構築

諏訪信用金庫

2,180 2520210744 長野県 株式会社湯川酒造店
清酒の輸出拡大・品質向上の為、高度な温度制御を
行う加熱殺菌技術の開発

八十二銀行

2,181 2520210747 長野県 株式会社ミツギ
航空機次世代エンジン実験用部品の試作開発及び
設備導入

八十二銀行

2,182 2520210749 長野県 カネテック株式会社
受注拡大を目的とした、高効率切削加工技術と最新
機械及び治具研究の融合

八十二銀行

2,183 2520210750 長野県 有限会社矢城
地域特産品の八ヶ岳西麓産「玄そば」を活用した「ど
うづきそばパスタ」の開発・販売拡大事業

茅野商工会議所

2,184 2520210751 長野県 アタゴシステム株式会社
世界初の果汁搾り機「ＣＡＪＹＵＴＴＡ」（カジュッタ）自動
機の試作開発

八十二銀行

2,185 2520210752 長野県 株式会社コーヨーテクノス
超高精密の検査治具作製のため、超微細の穴あけ
加工が可能な加工機の導入

長野銀行

2,186 2520210753 長野県 有限会社タケイ工機製作所
高精度精密切削加工技術の改善、高度化による油
圧部品の市場獲得

八十二銀行

2,187 2520210757 長野県 伸和コントロールズ株式会社
燃料電池車向け水素ステーション用高精度・高効率
冷却装置の開発

八十二銀行

2,188 2520210759 長野県 株式会社ロータスプロモーション
炭酸泉生成システム（Ｔ２ｓｙｓ）の新規販売ルートの開
拓

税理士・公認会計士松﨑堅
太朗事務所

2,189 2520210760 長野県 株式会社八幡屋礒五郎
七味唐辛子の素材・地産食材を使用した自社ブラン
ド喫茶・飲食施設の開業。

長野信用金庫

2,190 2520210762 長野県 有限会社ナツバタ製作所
次世代自動車の部品加工を想定した応力低減切削
加工技術の確立。

八十二銀行

2,191 2520210764 長野県 有限会社スワニー
デジタルモールド（射出成形特殊樹脂型）の事業化に
向けた研究開発

八十二銀行

2,192 2520210765 長野県 有限会社フジ製作所
工程削減による試作・量産部品のリードタイム短縮・
低コスト体制の構築

長野信用金庫

2,193 2520210769 長野県 有限会社マックス
医療機器（内視鏡）生産設備構成部品の高精度「内
Ｒ加工」技術の確立

八十二銀行

2,194 2520210770 長野県 武蔵野通工株式会社
医用トランスに於けるフェライトコアの最適エアギャッ
プ形成プロセスの開発

富士見町商工会

2,195 2520210776 長野県 株式会社アシエ
両頭側面フライス盤導入と加工プロセスの改善によ
る高精度・短納期の実現とコストの削減

諏訪信用金庫

2,196 2520210777 長野県 株式会社丸山製作所
高精度実装機導入による試作から量産への高度化
生産ラインの構築

畔上洋税理士事務所

2,197 2520210778 長野県 大信州酒造株式会社
新タイプのリキュールの製造環境改善と生産性アップ
による販路拡大

八十二銀行

2,198 2520210779 長野県 有限会社測地
最新技術測量機械を使った三次元点群位置データ
の提供

長野信用金庫

2,199 2520210780 長野県 ミクロン精工株式会社
多軸加工機による半導体モールドパッケージ装置部
品の生産性向上

坂城町商工会

2,200 2520210784 長野県 株式会社フォワード
超硬材微細切削加工の低コスト化に向けての新加工
法開発

八十二銀行
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2,201 2520210789 長野県 有限会社佐藤製作所
低公害型ローコスト材料（再生砂）を使用した鋳物鋳
造用中子の試作造型

八十二銀行

2,202 2520210790 長野県 株式会社ノースウエスト 雪山を走破しきる極限雪上車の開発、試作、事業化 八十二銀行

2,203 2520210791 長野県 有限会社一光精機
設備導入による大型製造装置用部品における研削
加工生産能力向上事業

八十二銀行

2,204 2520210792 長野県 多摩川精機株式会社
小型磁気軸受を使用した長寿命リアクションホイール
の試作開発

公益財団法人長野県テクノ
財団

2,205 2520210794 長野県 株式会社アップルハイテック
航空宇宙関連顧客要求に対応するための５軸加工
機導入と売り上げ増加・利益向上

八十二銀行

2,206 2520210795 長野県 株式会社リニアック
ＣＮＣ旋盤導入による短納期対応と価格競争力強化
並びに新規受注の獲得

飯田信用金庫

2,207 2520210797 長野県 浅間化学企業組合
トナーカートリッジの成形と組立を一体化した一貫生
産体制の再構築

八十二銀行

2,208 2520210798 長野県 有限会社カワテ
ＮＣ設備導入による生産体制の高度化、高精度化、
短納期化の実現

株式会社ジェノべーション

2,209 2520210803 長野県 新増澤工業株式会社
生糸製造工程に於ける革新的省力化機械の試作開
発

ＮＰＯ諏訪圏ものづくり推進
機構

2,210 2520210805 長野県 株式会社リソー技研
太陽電池パネル製造用設備の超音波半田付け装
置・開発について

諏訪信用金庫

2,211 2520210810 長野県 昭和樹脂工業株式会社
家庭用医療機器（ポータブル電動吸引器）の開発に
よる事業拡大

一般財団法人浅間リサーチ
エクステンションセンター

2,212 2520210813 長野県 株式会社長野大崎製作所
樹脂成形品の高機能化、低価格化を実現する異材
質成形技術の開発

八十二銀行

2,213 2520210815 長野県 株式会社三葉製作所
ユーザーの次世代製品を支える、革新的構造の押出
成形機ヘッドの実用化

八十二銀行

2,214 2520210817 長野県 株式会社ＣＰＭ
リレーコアの高清浄化の為のコンタミ制御と除去装置
の開発と導入

松本商工会議所

2,215 2520210818 長野県 株式会社東亜
自動化技術を活用した加工プロセスの確立による医
療機器部品の生産能力向上事業

長野信用金庫

2,216 2520210822 長野県 株式会社プリオール
製造（裁断）工程の自動化と管理システムの構築に
よる生産性向上、および新商品開発

戸倉上山田商工会

2,217 2520210824 長野県 有限会社愛光電子
航空宇宙用プリント基板組立工場内の適切な環境作
りのための設備導入

長野県信用組合

2,218 2520210829 長野県 株式会社中部テクノ
高精度プレス金型および高速プレス加工用金型の加
工技術の確立

八十二銀行

2,219 2520210832 長野県 株式会社寿バイオ
高品質バイオディーゼル燃料製造設備導入により再
生エネルギーの地産地消に取り組む

松本信用金庫

2,220 2520210833 長野県 株式会社協和精工
医療機器向け安全装置用特殊ブレーキの量産化に
よる海外受注拡大

高森町商工会

2,221 2520210834 長野県 有限会社ミサワ金属工業
人工衛星用部品の難加工材加工に伴う高性能化、
複雑形状化対応

長野銀行

2,222 2520210841 長野県 株式会社ユニコン
航空宇宙用特殊材使用歯車部品の高速・高能率切
削加工技術の開発

商工組合中央金庫

2,223 2520210842 長野県 株式会社ヒーテック
精密加工部品の熱処理変形を無くすための加工プロ
セスの構築

商工組合中央金庫

2,224 2520210850 長野県 伊那食品工業株式会社
天然物由来のポリイオンコンプレックスポリマーの開
発及び製造技術の確立

八十二銀行

2,225 2520210852 長野県 株式会社インフィニィティ
美容サロン向け「経営・集客支援システム」事業の強
化

八十二銀行

2,226 2520210860 長野県 株式会社イシワタグラフィックス
機能性クリアファイルの少量生産即時納品サービス
の構築

八十二銀行
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2,227 2520210861 長野県 株式会社乾光精機製作所
航空宇宙分野で使用される難削材・自由曲面加工の
高度化

飯田信用金庫

2,228 2520210863 長野県 有限会社多田プレシジョン
５軸マシニングセンタ導入による金型と高精度加工部
品の生産能力強化

八十二銀行

2,229 2520210869 長野県 株式会社ヒューテック
下水道マンホール内の自動撮影及び図化作成シス
テムの開発（通称：無事故君）

商工組合中央金庫

2,230 2520210870 長野県 大栄産業株式会社
木製看板における新工法の試作開発による環境配
慮型看板市場の開拓

松本商工会議所

2,231 2520210871 長野県 株式会社土屋酒造店
生酒の通年輸出を実現する保存技術開発とそのた
めの設備導入

佐久商工会議所

2,232 2520210883 長野県 株式会社竹屋
新製麹法による新しい味噌の商品化とその技術を用
いた新食材開発

八十二銀行

2,233 2520210888 長野県 株式会社ピーエーイー
最新切削設備導入による「航空・宇宙」部品加工の事
業拡大

税理士原久事務所

2,234 2520210892 長野県 パワフル健康食品株式会社
バイオ技術を用いた農産物の機能性植物発酵食品
の製造設備導入

長野県信用組合

2,235 2520210898 長野県 北信地域材加工事業協同組合
工務店の住宅建設現場での騒音・ゴミ処理の軽減、
および人材不足等への支援

八十二銀行

2,236 2520210901 長野県
アイビーテクノクリエイション株式会
社

複合加工機とＣＡＭ導入による工程短縮及び新分野
への展開

飯田商工会議所

2,237 2520210908 長野県 日邦電機株式会社
ダイレクトドライブを可能にする超薄型ハイパワー
モータの開発と専用製造ラインの構築

飯田信用金庫

2,238 2520210911 長野県 有限会社諏訪ニチアイ精工
高速回転・高送り切削法による異形状多面体の高精
度・高能率加工技術の確立

諏訪信用金庫

2,239 2520210914 長野県 有限会社ユーズテック
航空機部品の市場コスト対応と受注から量産のリー
ドタイム短縮に向けた生産プロセス改善事業

ＴＫＣ楯克司税理士事務所

2,240 2520210916 長野県 株式会社アイン 光通信向けモジュール用基板の製造プロセス改革 諏訪信用金庫

2,241 2520210919 長野県 株式会社信州セラミックス
ホルムアルデヒドを分解する空気清浄機フィルターの
試作開発と事業化

公益財団法人長野県中小企
業振興センター

2,242 2520210920 長野県 株式会社なかひら農場 精密多次元曲面を用いたスクリュープレスの開発 八十二銀行

2,243 2520210923 長野県 有限会社タイム社
３Ｄスキャナーと写真測量用ラジコンを活用した３次
元図面作成サービス

佐久商工会議所

2,244 2520210925 長野県 株式会社山口電機
水封式真空ポンプ用部品の設備投資による生産性
向上事業

八十二銀行

2,245 2520210928 長野県 ユニプリント株式会社
高感度画像検査装置の導入による、製本加工の品
質安定と信頼性の見える化で市場拡大

飯田信用金庫

2,246 2520210929 長野県 有限会社シンワ工機
産業用ロボットの小型化に伴う切削加工品の薄肉細
長形状への対応

飯田信用金庫

2,247 2520210930 長野県 株式会社シミズテクノ
洗浄工程の自動化を実現する専用インライン洗浄機
の試作開発

八十二銀行

2,248 2520210936 長野県 有限会社ハイツーシステム
タブレット機器を利用した、産業システム向けカスタマ
イズ可能な操作・監視端末の開発

八十二銀行

2,249 2520210944 長野県 株式会社仙醸 どぶろく製造における加熱殺菌工程の高度化 八十二銀行

2,250 2520210946 長野県 ラブジャパンブランド株式会社
伝統的帯地・着物地を活用したインテリア用品などリ
メイク商品の試作・開発

公益財団法人長野県中小企
業振興センター

2,251 2520210948 長野県 株式会社角口酒造店
「フレッシュローテーション生酒」の開発と製造システ
ムの構築

八十二銀行

2,252 2520210949 長野県 株式会社オノウエ印刷
異形印刷物の型抜き加工機導入による新事業展開
と受注拡大

下諏訪商工会議所
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2,253 2520210954 長野県 株式会社相崎電機製作所
３Ｄ加工情報連動型検査システムの導入によるコスト
ダウンと受注拡大

八十二銀行

2,254 2520210962 長野県 株式会社サワイ
大物部品の高速研削化並びに超精密平坦精度技術
開発と量産化

佐久商工会議所

2,255 2520210964 長野県
有限会社ケー・アンド・エフコン
ピュータサービス

３Ｄスキャナによる３Ｄプリンタ向けデータのプリプロ
ダクションサービス開発

長野県信用組合

2,256 2520210968 長野県 有限会社丸井伊藤商店
高品質な米麹の製造工程の高度化と地域産品を活
用した甘酒ジュレの新商品開発

大沢会計事務所

2,257 2520210972 長野県 伊那食品株式会社
消費者により安心・安全な食品を提供するための新
設備の開発・導入

東京中央経営株式会社

2,258 2520210973 長野県 株式会社ユタカ
圧力調整器本体加工の工程集約による高精度化と
コスト競争力強化

松本商工会議所

2,259 2520210981 長野県 不二越機械工業株式会社 硬質材料等の高荷重・高速による研磨装置の開発 商工組合中央金庫

2,260 2520210984 長野県 キヤンテクノロジ株式会社
高速かつバリなし切削によるチタンの低コスト加工技
術の確立

八十二銀行

2,261 2520210988 長野県 須坂新聞株式会社
ローカル新聞社が行う新たなメディアによる情報提
供・広告サービス

株式会社渡辺経営コンサル
ティング

2,262 2521210492 岐阜県 若園精機株式会社
次世代燃料電池自動車用セパレータの低コスト化に
向けた金型及び試作部品の研究開発

大垣信用金庫

2,263 2521210493 岐阜県 東亜シーザ株式会社
ＮＣ研磨機の導入による刃物製造の低コスト及び短
納期化の実現

関信用金庫

2,264 2521210496 岐阜県 株式会社長谷部鉄工所
高機能複合加工機導入による新たな精密加工工程
の確立

小原会計事務所

2,265 2521210498 岐阜県 ムライ機器株式会社
トップランナー基準効率ＩＥ３かご形三相誘導電動機
の開発

商工組合中央金庫

2,266 2521210501 岐阜県 株式会社杉原工業
製缶板金技術を活用した汚泥脱液用スクリュープレ
ス機の試作開発

柳津町商工会

2,267 2521210506 岐阜県 扶桑精工株式会社
複雑薄肉部品の高品質化を目的としたプラスチック
成形金型表面改質技術の確立

十六銀行

2,268 2521210507 岐阜県 丸嘉工業株式会社 鍛造加工によるパイプ形状部品の試作開発 岐阜信用金庫

2,269 2521210509 岐阜県 株式会社フジインテック
フッ素樹脂チューブ等を内蔵したマイクロカテーテル
の試作開発

山県市商工会

2,270 2521210513 岐阜県 岩戸工業株式会社
塗装設備の環境制御による航空機部品の品質向上
と生産性強化

各務原商工会議所

2,271 2521210514 岐阜県 まことＥＧ株式会社
ステンレス等の鍛造加工に係る低コスト、信頼性を向
上する生産技術の確立

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2,272 2521210520 岐阜県 株式会社水野鉄工所
航空機用チタン材クランク部品の自動穴ぐり加工法
の確立。

大垣共立銀行

2,273 2521210526 岐阜県 日研株式会社
複合無機酸化物顔料の簡易型ナノ粒子化技術の確
立

東濃信用金庫

2,274 2521210531 岐阜県 岡村機工株式会社
高性能平面研磨機の導入によるプレス金型部品の
製造方法革新

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2,275 2521210532 岐阜県 株式会社ＫＭ　ＩＭＰＲＥＳＳ
新型研磨装置の開発と小型裁断機用マルチ裁断ナ
イフの製造

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2,276 2521210555 岐阜県 株式会社メトーカケフ
改修・新築対応金属瓦棒屋根成型加工設備導入に
よる高強度・高効率加工体制の確立

十六銀行

2,277 2521210558 岐阜県 有限会社増井エンジニアリング
ＣＮＣ複合機導入による自動車部品の高精度・高効
率・低コスト技術の確立

関信用金庫

2,278 2521210560 岐阜県 株式会社武藤鉄工所
航空機部品製造業への本格参入を果たすための難
削材加工プロセス改善事業

十六銀行
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2,279 2521210562 岐阜県 有限会社舩坂酒造店
四季を通じた新酒の製造と、新たな販売方法の試作
並びに確立

十六銀行

2,280 2521210563 岐阜県 名北工業株式会社
強度を一定化させた革新的な航空機用鋼線を製造
するための取組

株式会社アタックス・ビジネ
ス・コンサルティング

2,281 2521210564 岐阜県 生駒鍍金工業株式会社
３価クロメートに代わる高耐食亜鉛ニッケル合金のバ
レルめっき技術の確立

十六銀行

2,282 2521210566 岐阜県 有限会社ライン工業
革新的な接合技術等により耐震性に優れ、広い空間
設計が可能な建築物の開発・普及事業

岐阜信用金庫

2,283 2521210567 岐阜県 有限会社横井モールド
海外ニ－ズに応える５軸マシニングセンタ－での二色
金型製作の工程革新

十六銀行

2,284 2521210569 岐阜県 有限会社アートスチール
ＨＤベンダー機導入による小ロット・短納期への対応
と作業効率の向上

関信用金庫

2,285 2521210571 岐阜県 有限会社杉田精機
自動車業界の短納期及び部品の共通化に対応する
金型技術の強化

河合通雄税理士行政書士事
務所

2,286 2521210575 岐阜県 モディアクリエイト株式会社
高品質ラピッドプロトタイピング（ＲＰ）砂型製造技術
の実用化開発

十六銀行

2,287 2521210576 岐阜県 株式会社長谷川鉄工所
多様化するガスパイプラインの敷設機材の試作開発
及びＱ・Ｃ・Ｄ強化による生産プロセス強化

恵那商工会議所

2,288 2521210580 岐阜県
マイクロアルジェコーポレーション
株式会社

人工培養される髪菜を用いた抗インフルエンザ食品
の安定供給化

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2,289 2521210581 岐阜県 有限会社彩美社
観光関連事業者の広告看板市場の獲得を目指す立
体的木製看板の製造技術開発

古川町商工会

2,290 2521210582 岐阜県 橋本建設株式会社
鉄筋加工資材の生産力向上と高品質・低価格化実
現のための『鉄筋自動曲装置』導入

北陸銀行

2,291 2521210583 岐阜県 株式会社キョウワ
韓国・台湾製に対抗する東南アジア向け食品包装機
の試作開発

大垣共立銀行

2,292 2521210585 岐阜県 関プラスチック工業株式会社
樹脂成形加工プロセスのデジタルプロセッシング化に
よる提案型企業への変革

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2,293 2521210588 岐阜県 株式会社テクノ共栄
熱可塑性樹脂ハニカムコア材を用いた３次元造形用
金型の試作開発

岐阜信用金庫

2,294 2521210589 岐阜県 坂栄工業有限会社
自動車部品用プレス金型の検査工程の大幅改善に
よる品質向上事業

十六銀行

2,295 2521210593 岐阜県 株式会社理想精密
ＣＦＲＰ薄板加工における高速、高効率精密加工の試
作・開発

大垣信用金庫

2,296 2521210596 岐阜県 株式会社はりせいクリーニング
洗浄再生型おむつを安心・清潔に使用できる「洗い」
「殺菌」技術の確立。

関信用金庫

2,297 2521210597 岐阜県 株式会社渡辺製作所
専用加工機導入により射出成形機構成部品（チェッ
クリング）の加工時間短縮

各務原商工会議所

2,298 2521210598 岐阜県 サトウパック株式会社
精度を高めながら超短納期を目指す新たな設計技法
の開発

関信用金庫

2,299 2521210600 岐阜県 安藤鉄工株式会社 品質の向上・保証の為のＣＮＣ三次元測定機の導入 大垣共立銀行

2,300 2521210601 岐阜県 株式会社ダイアン
レーザー・パンチ複合自動搬送システム導入による
医療機器部品の製造革新

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2,301 2521210602 岐阜県 有限会社エスグラフィック
新設備導入により、高品質なオリジナルプリントウェ
アを短納期で製造する事業

関信用金庫

2,302 2521210604 岐阜県 山都印刷株式会社
立体物等に対する革新的印刷により、お客様同士の
コミュニケーションを広げる・深まる素材の開発企画

高山信用金庫

2,303 2521210605 岐阜県 株式会社山王企画
施設拡充を図る保育園等の増改築市場の獲得を目
指すハイブリッド床材の製造技術開発

高山北商工会

2,304 2521210606 岐阜県 株式会社シノダック
プラズマ加工機と精密加工技術による、規格型製品
開発におけるＱ・Ｃ・Ｄの大幅アップ

恵那商工会議所
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2,305 2521210607 岐阜県 興進工業株式会社
航空機生産用工作機械の構造部品における品質の
安定性・安全性を確保するための高付加価値化の実
現

岐阜信用金庫

2,306 2521210608 岐阜県 余語匣鉢株式会社 匣鉢の大型化に伴う生産効率の改善と省力化 久米弘岳

2,307 2521210609 岐阜県
エコ・アース・エンジニアリング株式
会社

有機系排水を安全・安心に浄化するためのソリュー
ションサービスの開発

岐阜信用金庫

2,308 2521210610 岐阜県 株式会社間宮金型製作所
健康・医療用シリコンゴム製品金型の短納期化に対
応する生産プロセス強化

関信用金庫

2,309 2521210611 岐阜県 株式会社田原ダイカスト工業
新たなダイカスト機械導入により高精度・高効率を可
能とするダイカスト技術の確立

関信用金庫

2,310 2521210612 岐阜県 株式会社トクエー
ミーリング付テノーナー導入によるキャビネット木製部
材の高品質・高生産性の実現

岐阜信用金庫

2,311 2521210613 岐阜県 有限会社安田刃物
包丁生産工程の機械化による品質の向上及び安定
化と短納期化。

関信用金庫

2,312 2521210614 岐阜県 豊桑産業株式会社
ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による　①邸別受注製品
の対応力向上　②オリジナル製品の試作・開発

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2,313 2521210616 岐阜県 榎本ビーエー株式会社
航空機部品加工用刃具の開発・製作の内製化による
競争力の強化。

十六銀行

2,314 2521210617 岐阜県 有限会社芥子川金型
高級自動車向け高品質金型の低コスト・短納期化を
図る加工技術の確立

海津市商工会

2,315 2521210619 岐阜県 株式会社ヤマゼングローバル
リサイクル素材であるパーティクルボードを使用した
収納システムの試作・開発

岐阜商工会議所

2,316 2521210621 岐阜県 有限会社白英舎
洗浄・乾燥・プレス機導入による「即日仕上げ」を可能
としたウェットクリーニングの実現

関信用金庫

2,317 2521210622 岐阜県 吉岡紡織株式会社
炭素繊維複合材料加工における顧客要求仕様を実
現させる生産プロセスの高度化

大垣共立銀行

2,318 2521210624 岐阜県 株式会社松永製作所
ＪＩＳ規格に対応した「超軽量」「安全性」を両立した科
学的根拠に基づく車椅子の試作開発

株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

2,319 2521210626 岐阜県 折長段ボール株式会社
高精度の小口オーダーを実現する段ボール箱の設
計・製造・サービス化への新たな挑戦

高山信用金庫

2,320 2521210645 岐阜県 株式会社エクシィズ
廃棄物溶融スラグを原料とした焼成品の開発・商品
化

十六銀行

2,321 2521210653 岐阜県 株式会社ＣＡＬＭ
出産内祝食品ギフトの食品にパソコンとフードプリン
ターを用いて名入を行う商品の開発事業

関信用金庫

2,322 2521210657 岐阜県 株式会社丸三
自社設計のノウハウを最大限活かした成型品の製造
強化を目的とした高機能成型機の導入

関信用金庫

2,323 2521210663 岐阜県 有限会社長屋木工所
岐阜和傘の新市場開拓を目指した小型・高精度和傘
部品の試作開発

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2,324 2521210669 岐阜県 株式会社武芸川精工
医療機器分野の高難度精密部品加工高度化の為
の、最新鋭機械設備導入と加工技術の開発

岐阜信用金庫

2,325 2521210672 岐阜県 大塚酒造株式会社
日本酒の搾り工程をデジタル機導入により、品質の
安定と高付加価値清酒の開発・製造

池田町商工会

2,326 2521210674 岐阜県 株式会社恵美製作所
試作用ハイブリッド車用モーターコアーの納期短縮と
品質向上を目的とした

中津川商工会議所

2,327 2521210675 岐阜県 永田染工株式会社
加工コスト　６０％　環境負荷　７０％削減する生産プ
ロセスの確立

岐阜信用金庫

2,328 2521210676 岐阜県 有限会社藤岡木工所
オリジナルキッチンにおける北欧デザインの融合と加
工設備導入

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2,329 2521210677 岐阜県 水谷工業株式会社
家畜糞尿肥料のコストダウンと高付加価値化を両立
させる発酵処理設備の開発

海津市商工会

2,330 2521210680 岐阜県 ＰＬＡＮＳＥＥＤ株式会社
ロボットシミュレーションソフト、３Ｄプリンターを活用し
た治具設備の短納期・低コスト化の実現とコンパクト
治具設備の開発

東濃信用金庫
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2,331 2521210683 岐阜県 株式会社ナガセインテグレックス
金型用超硬度材加工の高効率化を実現する極短パ
ルスレーザ技術の開発

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2,332 2521210684 岐阜県 関戸機鋼株式会社
外径研削工程の完全無人化による価格競争力の強
化及び、全社的付加価値向上の実現

宮崎信次公認会計士事務所

2,333 2521210693 岐阜県 有限会社アーキ・キューブ
点群データを活用したリフォーム前の現況建物測定
と三次元モデルデータ作成サービスの開発

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2,334 2521210696 岐阜県 日電精密工業株式会社 プレスＭＡＰタイプリ－ドフレ－ムの販売強化 大垣共立銀行

2,335 2521210703 岐阜県 滝本株式会社
自社生産設備を導入し防音機能を備えた、組立・解
体が容易なブースの開発

岐阜商工会議所

2,336 2521210705 岐阜県 アワーズ株式会社
Ｗｅｂアプリケーション１００％自動生成ツールによる
生産性向上計画

十六銀行

2,337 2521210707 岐阜県 有限会社桜井ダイカスト工業
航空機・医療分野での更なる受注拡大・内製化に向
けた超高精度加工技術の確立

岐阜信用金庫

2,338 2521210710 岐阜県 株式会社Ｄｅｔｏ
３Ｄプリンタの活用によるデザイン性、機能性、使い
易さを兼ね備えた水回り商品の開発

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2,339 2521210711 岐阜県 株式会社タカイコーポレーション ストリッパーボルトの自動化生産 大垣共立銀行

2,340 2521210712 岐阜県 株式会社西美濃はなのき
「西美濃そば」のブランドを確立するためのそば製品
の生産技術体制の開発導入

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2,341 2521210713 岐阜県 株式会社福本刃物製作所
海外ニーズに対応できる日本製刃物の「昔ながらの
加工法」の本格的な復活計画

関信用金庫

2,342 2521210717 岐阜県 株式会社宏栄精機工業
自動車排気ガス浄化用酸素センサ締付ネジの生産
設備の導入

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2,343 2521210719 岐阜県 林輝工業株式会社
３次元曲面形状の航空機部品の溶接・切削加工の生
産性向上

十六銀行

2,344 2521210720 岐阜県 ワイ・ケー・ピー工業株式会社
２材成形技術を活用した防水構造部品の試作開発と
２材射出成形設備の計画

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2,345 2521210721 岐阜県 合名会社安田商店
ジャカード開口装置によるデザイン自由度を伴う多層
立体構造織物の試作開発

岐阜信用金庫

2,346 2521210726 岐阜県 有限会社白山
焼成工程内製化によるリサイクルガラス原料の建築
資材メーカーへの供給拡大

東濃信用金庫

2,347 2521210730 岐阜県 桜井食品株式会社 米粉専用加工機の設備導入事業 関信用金庫

2,348 2521210731 岐阜県 株式会社井藤製作所
複雑形状の治具加工時間の均一化を図り、生産性
の向上を実現する取り組み

関信用金庫

2,349 2521210745 岐阜県 足立工業株式会社
内視鏡下外科手術で使用する鉗子（かんし）の、３Ｄ
先端形状の開発

関信用金庫

2,350 2521210746 岐阜県 本州採石有限会社 乾式砕砂プラント生産設備増強計画 郡上市商工会

2,351 2521210754 岐阜県 有限会社希光モールド
精密加工技術の確立によるリフレックス・リフレクタ（Ｒ
Ｒ）用金型の試作開発

山県市商工会

2,352 2521210758 岐阜県 株式会社パーチ
国内初、積層ダンボール製緩衝材の曲線カット工法
によるペット用品商品化、設備投資

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2,353 2521210761 岐阜県
ＡＰＣエアロスペシャルティ株式会
社

難燃性繊維の裁断に対応した超音波カッター導入に
よる生産性向上

十六銀行

2,354 2522211019 静岡県 岸本工業株式会社 金型の高精度化による生産性の効率化 静岡銀行

2,355 2522211022 静岡県 株式会社ハイタック
医療・航空宇宙分野における高精度化・低コスト化を
実現する深孔加工

三島信用金庫

2,356 2522211025 静岡県 株式会社ダイテックジャパン
超硬度金属から熱可塑性樹脂まで対応する万能歯
科用研磨ポイントの生産技術確立

三島信用金庫
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2,357 2522211026 静岡県 株式会社小林工業所
複雑な形状や大型のパイプ加工に伴うロール開発と
曲げ加工機導入による競争力強化事業

三島信用金庫

2,358 2522211028 静岡県 神谷理研株式会社
亜鉛ニッケル合金めっき検査プロセスの機械化によ
る高品質・低コスト化の実現

浜松信用金庫

2,359 2522211030 静岡県 中野ハガネ株式会社
高耐熱・絶縁特性を有する電子回路用表面処理技術
の高度化

浜松信用金庫

2,360 2522211031 静岡県 有限会社朝霧牧場
水流式環境改善装置導入による消臭効果の高い都
市型有機肥料の品質ＵＰ・製造効率向上計画

株式会社エフアンドエム

2,361 2522211033 静岡県 株式会社第一技研
振動バレル研磨加工の高度化による、高精度・高効
率・低コスト生産体制の確立

掛川信用金庫

2,362 2522211035 静岡県 ホットチャンバー開発株式会社 アルミニウム用ホットチャンバーダイカスト機の開発 静岡銀行

2,363 2522211038 静岡県 有限会社リンガテック
医療機器部品に使用される高機能樹脂の微細切削
加工技術の確立

静岡銀行

2,364 2522211040 静岡県 ヤマトエスロン株式会社
子供用ハブラシの個装供給自働化による生産能力・
コスト競争力の向上

静岡銀行

2,365 2522211041 静岡県 株式会社トーキン
アーク溶接ロボットトーチ用「位置出し再現治具」の生
産体制の構築

浜松信用金庫

2,366 2522211045 静岡県 株式会社堀内テクノロジー
サーボプレス導入による軽量・高強度アルミパネルの
試作開発

静岡銀行

2,367 2522211046 静岡県 松田農園
気化熱を活用した生食用の西天城高原イチゴ栽培及
び販売

西伊豆町商工会

2,368 2522211050 静岡県 株式会社松永商店
ヘッドライト向けのマスク塗装に対応できる生産体制
の構築

静岡銀行

2,369 2522211052 静岡県 広野鍍金工業所
ステンレス鏡面研磨技術の高度化・専門化に向けた
最先端研磨機械の導入

静清信用金庫

2,370 2522211053 静岡県 金田工業株式会社
冷間鍛造の高度化を目指すスプライン加工製品の開
発事業

静岡銀行

2,371 2522211054 静岡県 有限会社幸印
医療用特注手術用器具の滅菌性・洗浄性向上及び
短納期化を実現する技術高度化

静岡銀行

2,372 2522211055 静岡県 有限会社大内技研工業
地球環境に優しい代替素材を使用した歯科用断層撮
影Ｘ線診断装置部品の試作開発

静清信用金庫

2,373 2522211058 静岡県 株式会社モノコミュニティ
ものづくりにおける設計プロセスからつながる立体造
形支援システムの開発

浜松信用金庫

2,374 2522211060 静岡県 株式会社エイディーディー
エアコン、チラーユニット等の冷凍空調器用空冷式冷
凍機の省エネ化

沼津信用金庫

2,375 2522211063 静岡県 株式会社ケージーケー
自動車部品向け精密試作部品加工の加工精度向上
と生産能力向上

浜松信用金庫

2,376 2522211064 静岡県 株式会社梅の木
自動車プラスチック電装部品における射出成形機と
金型構造の技術を結集した異種類材料一体成形品
の試作

小澤稔税理士事務所

2,377 2522211067 静岡県 株式会社フィットコーポレーション
食品包材包装工程の自動化による製造環境の高度
化且つ低コスト化の実現

沼津信用金庫

2,378 2522211071 静岡県 ハマニ化成株式会社
新表面加飾技術と既存技術の融合による新商品開
発と事業化

浜松信用金庫

2,379 2522211074 静岡県 三栄工業株式会社
日本国内生産の金型用部品加工における新しい生
産体制の確立

税理士法人渥美会計事務所

2,380 2522211075 静岡県 東金属産業株式会社
高機能金型製作を可能とする付加加工法に取り組む
ことによる製作プロセスの改善

静岡銀行

2,381 2522211076 静岡県 村田ボーリング技研株式会社
高密度溶射技術と、ファイバーレーザー彫刻の融合
による微細エンボスロールの製造

静岡銀行

2,382 2522211077 静岡県 富士護謨産業株式会社
先端設備導入による新たなウレタンカット技術確立へ
の挑戦

静清信用金庫
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2,383 2522211090 静岡県 株式会社コベス
次世代自動車のＬＥＤ照明用ワイヤーハーネスに対
応する生産体制の確立

浜松信用金庫

2,384 2522211091 静岡県 有限会社島村歯車製作所
医療機器向け樹脂製歯車の製造工程の見直しによ
るコスト削減と加工精度向上。

三島信用金庫

2,385 2522211092 静岡県 増田樹脂化学工業株式会社
３次元的装飾を可能にし表現力を高めたキャラクター
入りカトラリーの開発と新市場の開拓

焼津信用金庫

2,386 2522211093 静岡県 小林工業株式会社
５軸工作機用ＣＡＤＣＡＭの導入による市場競争力の
向上

静岡銀行

2,387 2522211094 静岡県 株式会社東洋機械製作所
新大形放電加工機量産体制の早期確立と業界一の
製造体制の確立

静岡銀行

2,388 2522211095 静岡県 ヤブタ塗料株式会社
超音波洗浄によるキャビテーション効果を活用した精
密機器受注拡大計画

静岡銀行

2,389 2522211097 静岡県 株式会社キョウテク
部品の精度向上・短納期化および機械生産プロセス
全体の強化改善

富士商工会議所

2,390 2522211099 静岡県 株式会社高橋製作所 スポット溶接の自動化実現による競争力強化 浜松信用金庫

2,391 2522211100 静岡県 株式会社アメリオ
１枚のレントゲン写真を用いた股関節臼蓋被覆の３
次元評価システム試作

浜松信用金庫

2,392 2522211107 静岡県 都商事株式会社 被覆線からの銅回収技術とノウハウの確立 静岡信用金庫

2,393 2522211111 静岡県 鶏林食品株式会社 イスラム圏向けハラル食品の開発・製造と販路開拓 沼津信用金庫

2,394 2522211113 静岡県 有限会社和田製作所
難加工部品の板材の丸め技術を利用した順送プレス
加工と試作開発

磐田信用金庫

2,395 2522211121 静岡県 加藤タオル株式会社
甘糊工程レスによる高効率・低負荷環境の革新的タ
オル製織技術の構築

浜松信用金庫

2,396 2522211128 静岡県 日本精機株式会社
工程集約による高精度で加工能率を向上させる加工
法の開発

浜松信用金庫

2,397 2522211132 静岡県 株式会社アクト
最新型ラミネート欠点検査機の導入による、品質向
上に向けた製造体制の構築

静岡銀行

2,398 2522211133 静岡県 有限会社ケー・ティー・エス
３Ｄ設計技術を活かした「面で受ける」精密加工用治
具の製作

浜松信用金庫

2,399 2522211134 静岡県 株式会社いちまる
真空調理の低温技術を活かした新規製造工程導入
による新商品開発

公益財団法人静岡県産業振
興財団

2,400 2522211138 静岡県 株式会社中遠熱処理技研
鍛造品における結晶粒粗大化を防止する温度測定
解析技術の開発事業

静岡銀行

2,401 2522211140 静岡県 株式会社テクニカル・ワークス
電子制御サーボプレス導入による車載用安全機能部
品の品質の良化・生産性と耐久性の向上

島田信用金庫

2,402 2522211141 静岡県 肥田電器株式会社 薄肉射出成形工法の開発 北陸銀行

2,403 2522211144 静岡県 高森商事株式会社 異素材混合物の分離・破砕による再資源化事業 沼津信用金庫

2,404 2522211145 静岡県 日学株式会社 黒板・白板　罫引き精細化と書込み技術の向上 商工組合中央金庫

2,405 2522211147 静岡県 株式会社マクルウ
マグネシウム合金への新規表面処理技術の開発と
福祉用具用パイプフレームの試作

静岡銀行

2,406 2522211148 静岡県 株式会社リサイクルクリーン
廃棄物の高度選別を活用した原料安定供給によるＲ
ＰＦ（固形燃料）製造体制の確立

浜松信用金庫

2,407 2522211152 静岡県 株式会社リュウテック
自動車油圧装置部品製造に伴う製造環境高度化・付
加価値の増加

商工組合中央金庫

2,408 2522211153 静岡県 株式会社大庭塗装工業所
マグネシウム素材への高精度、高効率な塗装を可能
にする新技術の導入事業

静岡銀行
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2,409 2522211154 静岡県 株式会社松田熔接
熟練された技術と新型機械設備の融合による高品位
デザイン機械カバーの製造

遠州信用金庫

2,410 2522211155 静岡県
有限会社アミュージングデザインイ
トウ

自社の超薄型ＬＥＤ照明器の改良による新市場開拓
プロジェクト

静清信用金庫

2,411 2522211157 静岡県 株式会社大塚
聴覚リハビリサービスおよび専門人材の育成を強化
する業務支援システムの導入

静岡銀行

2,412 2522211160 静岡県 プラス産業株式会社
特殊振動板用抄紙機の自社設計開発・導入による品
質・生産性向上

静清信用金庫

2,413 2522211162 静岡県 株式会社精研
高精度な真直度を確保された高速ワイヤー放電加工
技術の構築

浜松信用金庫

2,414 2522211163 静岡県 株式会社オリオン工具製作所 ＣＦＲＰ高効率加工用ダイヤモンドチップソーの開発 浜松商工会議所

2,415 2522211169 静岡県 中和物産株式会社
小ロット・短納期対応と新素材の製袋加工に向けた
先端設備導入計画

静清信用金庫

2,416 2522211171 静岡県 有限会社木村木工製作所
節句人形用段飾り製造における生産体制高度化によ
る新製品開発

遠州信用金庫

2,417 2522211179 静岡県 株式会社エッチ・ケー・エス
独創的機能を追加した複合加工機の開発による、
ショックアブソーバー等の革新的生産プロセスの構築

静岡銀行

2,418 2522211181 静岡県 株式会社ケイリックス
小型打抜加工技術導入による設備稼働効率の向上
計画。

清水銀行

2,419 2522211183 静岡県 株式会社マチヅカ製作所
新型デジタル電動サーボプレス機導入によるプレス
製品の高品質化と新規市場の開拓

島田信用金庫

2,420 2522211187 静岡県 Ｒ＆Ｂエンジニアリング株式会社
国内外の未開発マーケット獲得のためのスーパーミ
ニクレーン試作開発

武蔵野銀行

2,421 2522211196 静岡県 千博産業株式会社
木造住宅用制振装置の実使用を模した製品検査の
確立

遠州信用金庫

2,422 2522211197 静岡県 株式会社伍葉精機
デジタル測定機器のネットワーク化による形状加工
技術の高度化

浜松信用金庫

2,423 2522211201 静岡県 株式会社漆畑製作所
消費者の嗜好多様化に対応したクールジャパンもの
づくり技術の強化と海外向け製品の受注増加に対応
した生産体制の構築

焼津信用金庫

2,424 2522211202 静岡県 株式会社和田機械製作所
手術用器具の複雑化形状に向けた新たな加工技術
開発の実現。

静岡銀行

2,425 2522211207 静岡県 株式会社山岡産業
自動車用ナット溶接部門の自動化に伴う短納期化と
小ロット対応による受注業種の多角化

磐田信用金庫

2,426 2522211208 静岡県 アイサン工業株式会社
舗装路面切断時における切断排水をリサイクルする
小型排水処理装置の開発

浜松信用金庫

2,427 2522211220 静岡県 株式会社佐野工業
海外製品との競合力を高める高精度検査の為の測
定機導入計画

島田信用金庫

2,428 2522211221 静岡県 株式会社丸高塗装工業所
抗菌塗装への挑戦と高品質・低コスト化を目指した塗
装工程の改善

遠州信用金庫

2,429 2522211229 静岡県 伸東測量設計株式会社
「早く」「安く」「品質の良い」「リアルな」３Ｄモデル作成
手法の構築

三島信用金庫

2,430 2522211230 静岡県 京浜金属工業株式会社
自動車の自動変速機用スプリングの新たな加工方法
の確立

静岡銀行

2,431 2522211232 静岡県 企業組合動物の森
ペットの個別永代供養と個別火葬対応による付加価
値サービスの提供

焼津信用金庫

2,432 2522211234 静岡県 株式会社日本ロック ２輪車用グリップヒーターの試作開発 静岡銀行

2,433 2522211240 静岡県 神谷加工所
硬度ゼロの新ウレタン樹脂を使った床ずれを防止す
る介護用品開発

磐田信用金庫

2,434 2522211245 静岡県 株式会社クリヤマ機工
５軸加工対応のＣＡＤ／ＣＡＭ導入による金型・部品
加工の高精度化の実現

田中徳治税理士事務所
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2,435 2522211248 静岡県 株式会社遠州米穀
流通・消費者からの小容量化ニーズへの対応と労働
負荷低減を実現する梱包ラインの増設

磐田信用金庫

2,436 2522211249 静岡県 杉田工業株式会社
小径ギヤのトランスファープレスによる精密加工技術
の習得と品質保証体制の確立

静岡銀行

2,437 2522211250 静岡県 有限会社鈴昭技研
自動化システムを用いた高機能コーティングによる
チップソーの高付加価値化

静岡銀行

2,438 2522211258 静岡県 株式会社エム・ライン
純ポリイミドを被覆とするケーブルの試作開発と量産
体制の構築

静岡銀行

2,439 2522211261 静岡県 平岡ボデー株式会社
ウルトラハイテン材による薄肉・軽量自動車部品の開
発事業

静岡銀行

2,440 2522211263 静岡県 ライト・イア合同会社
革新的超薄型高音質平面スピーカーユニットの性能
改善

浜松信用金庫

2,441 2522211266 静岡県 株式会社ミズノテック
高精度マシニングセンタの導入による高性能製品製
造、価格競争力向上及び環境負荷低減の実現

清水銀行

2,442 2522211269 静岡県 有限会社松和製作所
陶磁器などに写真を元にしたレリーフ加工をする技
術の開発

三島信用金庫

2,443 2522211271 静岡県 有限会社新村工業所
新研削設備導入による加工精度の向上と納期の大
幅短縮の実現計画

遠州信用金庫

2,444 2522211273 静岡県 有限会社加藤精工所
軽量化アルミ素材に対応する、ＮＣ旋盤を活用した切
削加工技術の確立

浜松信用金庫

2,445 2522211277 静岡県 株式会社松尾鉄工所
高品質な接合部摩擦面とブラスト処理した下地素地
を併せ持つ大型鉄骨部材の供給体制の整備

静岡信用金庫

2,446 2522211279 静岡県 株式会社山登
防塵室の製造環境改善と効率的な生産体制の構築
による新分野への進出。

静岡中央銀行

2,447 2522211284 静岡県 松和株式会社
ハイスピードマイクロスコープの導入による高効率塗
装技術の確立

浜松信用金庫

2,448 2522211286 静岡県 株式会社古沢工機
専用機架台精密加工による真直度２／１，０００ｍ／
ｍ（２μ ）への挑戦。

三島信用金庫

2,449 2522211288 静岡県 株式会社ヒノックス 次世代複合（耐火・断熱）エコパネルの試作開発 静岡銀行

2,450 2522211293 静岡県 株式会社マルダイ
「中大規模建築の木造化」を目的とした特殊加工機
の開発・導入

商工組合中央金庫

2,451 2522211299 静岡県 永田部品製造株式会社
部品設計段階へのシミュレーション導入による検討フ
ロー再構築

商工組合中央金庫

2,452 2522211300 静岡県 共立サンテック株式会社 自動車用レンズ金型の磨きレス化の研究開発 藤原日士人税理士事務所

2,453 2522211308 静岡県 有限会社福田織物
革新的なデザインの超極細綿ドビー織物開発によ
る、国内外市場の開拓

静岡銀行

2,454 2522211310 静岡県 株式会社中精器
特殊ナットの高精度検査体制の構築による短納期・
高品質出荷体制の確立

静岡中央銀行

2,455 2522211314 静岡県 丸長鍍金株式会社
硬質クロムめっき装置の後工程（洗浄、乾燥、検査）
の自動化システム開発

静岡銀行

2,456 2522211315 静岡県 ワシロック工業株式会社
建築用コンクリートブロックの高強度・低コスト・短納
期化に向けた設備改良計画

静清信用金庫

2,457 2522211316 静岡県 株式会社ファースト
産廃を原料とするリサイクルペレットの安定量産方法
と高付加価値化開発

遠州信用金庫

2,458 2522211317 静岡県 有限会社沢井工業
最新型高精度高速複合加工機導入による生産性向
上及び短納期化

遠州信用金庫

2,459 2522211322 静岡県 株式会社アサヒピー．エム
一体加工による切削加工部品の短納期化、高効率
生産プロセスの確立

浜松信用金庫

2,460 2522211324 静岡県 株式会社グリーンループ
最新鋭の事前選別装置の活用による容器包装プラ
スチックの高度利用

島田信用金庫
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2,461 2522211326 静岡県 鈴木紙器有限会社
内包物形状の複雑化・製品短納期ニーズに対応する
段ボール加工プロセスの確立

静岡中央銀行

2,462 2522211329 静岡県 株式会社ワールドテック
新スパッタカバーの開発を通じた超薄型板金加工技
術の確立

浜松信用金庫

2,463 2522211334 静岡県 株式会社友照工業 複合型測定機を用いた製品の非破壊検査の実現 浜松信用金庫

2,464 2522211336 静岡県 東洋レヂン株式会社
プラスチック成形工場のコストダウン実現に向けた工
程圧縮設備の開発

静岡銀行

2,465 2522211339 静岡県 笠間発條株式会社 冷蔵庫扉バネ部品の歩留り向上と短納期化 島田信用金庫

2,466 2522211340 静岡県 奥田精工株式会社
液状シリコーン樹脂の成形技術を確立して、ゴムパッ
キンの代替！

静岡銀行

2,467 2522211344 静岡県 株式会社ジーアクト
５軸マシニングセンター導入による光学医療部品の
高精度、低コスト化、短納期対応の実現

浜松信用金庫

2,468 2522211345 静岡県 株式会社イーシーセンター
建設廃棄物処理への高性能破砕機・色彩選別技術
導入による高品質再生材生産

富士信用金庫

2,469 2522211349 静岡県 ワラシナ工業株式会社
ワイヤーハーネスにおける「細径かつ引張り強度を
向上」させた製品の製造工程確立

焼津信用金庫

2,470 2522211350 静岡県 株式会社ベルクス ボンデットシールの高効率プレス加工工法開発事業 静岡銀行

2,471 2522211351 静岡県
アキヤマエヌシーテープセンター株
式会社

３Ｄプリンターと切削加工を併用した試作品の超短納
期化

静岡銀行

2,472 2522211354 静岡県 株式会社鈴木スプリング製作所
高品質・高効率な太物押しばね生産技術による新規
受注、新規顧客獲得計画

浜松信用金庫

2,473 2522211355 静岡県 日本オーガニック株式会社
自社製品の品質向上とコスト削減を目指した製造体
制の強化

静岡銀行

2,474 2522211357 静岡県 山本機工株式会社
建設車両の大型複雑形状部品の製造に伴う加工技
術の確立

静岡信用金庫

2,475 2522211358 静岡県 株式会社アコヤハイテック
先端医療機、福祉機器の試作品超高精度、短納期
化の実現

株式会社オオサワ・ビジネ
ス・コンサルティング

2,476 2522211362 静岡県 仲山鉄工株式会社 コンクリートカッターの超低騒音化および超小型化 島田信用金庫

2,477 2522211364 静岡県 株式会社富士山ワイナリー
フランス等ＥＵに輸出する国際基準のスパークリング
ワインの醸造

植松経営労務事務所

2,478 2522211366 静岡県 エイ・エフ・エム・ジャパン株式会社
林産地での地産地消を目指した防腐防蟻処理木材
生産技術の開発と林産事業振興

公益財団法人静岡県産業振
興財団

2,479 2522211367 静岡県 パシフィック電子株式会社
在宅用ハイフロー呼吸療法システム開発による在宅
呼吸医療の事業化

静岡銀行

2,480 2522211368 静岡県 松菱製紙株式会社
省エネルギー化を実現する、再生紙（トイレットペー
パー）原料の古紙破砕と異物除去プロセスの改善

富士信用金庫

2,481 2522211371 静岡県 株式会社渥美
マーキングペン先の材料芯材カット高効率自動供給
体制の確立

浜松信用金庫

2,482 2522211373 静岡県 サカエ金型工業
モーターアクチュエータ用ハウジングの高精度化によ
る事業の高付加価値化

静岡銀行

2,483 2522211379 静岡県 株式会社佐野金型製作所
大型マシニングセンター導入による大型精密金型・順
送型の高効率生産体制構築

静岡銀行

2,484 2522211382 静岡県 デザインパーツ株式会社
製品検査過程の高度化によるプロセス再構築及び製
品管理効率化・短納期化の実現

三島信用金庫

2,485 2522211390 静岡県 株式会社明和工業
大型アルミダイカスト製筐体の高難度切削加工への
取り組み

浜松信用金庫

2,486 2522211395 静岡県 丸啓細巾工業有限会社 工業用資材織物の立体造形での量産化技術の確立 浜松信用金庫
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2,487 2522211398 静岡県 山口溶接株式会社
波形制御機能の応用により、予熱とクレータ―処理を
同時に行うことが可能な高硬度素材への溶接加工技
術の確立。

焼津信用金庫

2,488 2522211399 静岡県 株式会社ランドテクト
上空制限下での掘削技術を向上し、社会資本の老朽
化対策に貢献する

静清信用金庫

2,489 2522211400 静岡県 株式会社アーチ
複合施設の開設による「痛み」の改善に対する多角
的サービスの提供

遠州信用金庫

2,490 2522211401 静岡県 株式会社日幸製作所
航空機分野に対応する高精密加工技術の強化とそ
の製品生産体制の確立

静岡銀行

2,491 2522211404 静岡県 株式会社エヌエー
耐衝撃性向上フロートスイッチ試作品開発と新生産
工法確立

磐田信用金庫

2,492 2522211407 静岡県 清水港木材産業協同組合
木質大型建築における高度な立体造形加工技術の
確立

商工組合中央金庫

2,493 2522211410 静岡県 ショーダテクトロン株式会社 ピコ秒レーザーによるガラス自由曲線切断の実現 静岡銀行

2,494 2522211415 静岡県 株式会社田代鉄工所 長尺線材加工機の開発 富士宮商工会議所

2,495 2522211419 静岡県 ウエル・システム株式会社
工作機械用大形部品を高精度切削する新たな工法
の開発

浜松信用金庫

2,496 2522211425 静岡県 有限会社コイケサイド 省原料・高輝度蓄光アクリルサインの開発普及事業 静岡銀行

2,497 2522211426 静岡県 有限会社渡辺工作
注射針（カヌラ）製造機の部品加工における納期短縮
と販路拡大

富士宮信用金庫

2,498 2522211427 静岡県 蒲産業株式会社
木工切断電動工具機の小型・軽量化に対応する、小
径・高性能のチップソーの開発

浜松信用金庫

2,499 2522211434 静岡県 株式会社外岡商店
「つくね芋」の商品試作開発と農業振興、六次産業化
に向けた取り組み

静岡銀行

2,500 2522211435 静岡県 有限会社渡瀬軽合金
低コスト・長期ライフサイクルを実現する新型アルミ溶
解炉の開発事業

静岡銀行

2,501 2522211437 静岡県 株式会社いなさ
溶接部門の強化による生産リードタイムの短縮と低コ
スト化の実現

遠州信用金庫

2,502 2522211439 静岡県 ノボル精密株式会社
高性能研削盤導入によるベンダー金型の革新的生
産体制の確立

静岡銀行

2,503 2522211451 静岡県 有限会社白井製作所
眼科医療装置の小型・精密化に対応する高度板金
技術工程の確立

浜松信用金庫

2,504 2522211452 静岡県 メガロ化工株式会社
特殊シリコンゴム型を応用した金型レスマイクロ波成
形技術の確立、及び試作・小量産金型、サービス
パーツ復元金型事業への展開

静清信用金庫

2,505 2522211454 静岡県 株式会社メガロ静岡
再生不可能であった光学レンズ用ポリカーボネート樹
脂のリサイクル技術開発

静清信用金庫

2,506 2522211457 静岡県 マスコー製紙株式会社
固巻きイメージの芯無しトイレットペーパーを柔らかく
する改善設備導入

清水銀行

2,507 2522211458 静岡県 株式会社イーケーシー
施工性や耐震性に優れ、複合素材で構成する新たな
耐力壁材や締結補強方法の

静岡信用金庫

2,508 2522211470 静岡県 株式会社マエダ美化
鶏舎における新規な有機性堆肥生産システムの開
発

静岡銀行

2,509 2522211471 静岡県 北極しろくま堂有限会社
画期的な「抱っこおんぶ布」を開発し、これまでにない
販売手法で新たな販路を開拓する。

富士市産業支援センターｆ-Ｂ
ｉｚ（株式会社イドム）

2,510 2522211472 静岡県 株式会社Ｓ．Ｇ．Ｍ
丸鋸刃厚の薄肉化と微細ピッチの商品化による切断
機メーカー市場の獲得

静岡銀行

2,511 2522211476 静岡県 株式会社タニコー
超高張力鋼板プレス加工に対応した一気通貫の生
産体制の確立

磐田信用金庫

2,512 2522211482 静岡県 富士高砂酒造株式会社
外国人観光客向け機内飲酒用及び土産品用として
の１００ｍｌ瓶詰日本酒の開発・販売

ＲＳ経営コンサルティング
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2,513 2522211487 静岡県 ＭＰ株式会社
誰でも簡単に更新できるマルチデバイス対応ＷＥＢシ
ステムの開発

浜松信用金庫

2,514 2522211489 静岡県 有限会社日本スエーデン
「革深絞り技法」のシステム化・高度化による市場に
ない革製品の開発と発信

静清信用金庫

2,515 2522211492 静岡県 株式会社トヨコー 一定面積の半自動レーザー塗膜除去装置の開発 清水銀行

2,516 2522211493 静岡県 株式会社モス
設計から組立までの生産管理システムの構築と工程
間検査の確立

静岡銀行

2,517 2522211497 静岡県 株式会社ニッシン
ワイヤーハーネスの端子圧着機に係る生産性の高
い開発体制の確立

ＲＳ経営コンサルティング

2,518 2522211498 静岡県 株式会社章和製作所
強みを生かした少量多品種、高精度品への対応によ
る新分野の挑戦

浜名商工会

2,519 2522211499 静岡県 株式会社渡辺製作所
人工透析装置のモーター周辺部を構成する切削部
品の精度向上に係る開発

ＲＳ経営コンサルティング

2,520 2522211500 静岡県 株式会社スズテク
高速・高精度な合理化装置を実現するための新しい
非鉄金属部材の生産体制の構築

浜松信用金庫

2,521 2522211506 静岡県 株式会社アイソ超硬技研
特許を活用したアルミ素材の加工用刃物に関する試
作開発

ＲＳ経営コンサルティング

2,522 2522211508 静岡県 株式会社魚河岸丸天
地元の高鮮度食材の安定供給プロセスの構築による
高付加価値化の実現

静岡中央銀行

2,523 2522211514 静岡県 株式会社アクト・フォ
独自の緑茶芳香液を活用した香り豊かなティーバッ
グと粉末茶の開発

静岡銀行

2,524 2522211515 静岡県 株式会社電興社
固層および標識型抗体付加法とフォトン計数法によ
るウイルス高感度高速検知装置

浜松信用金庫

2,525 2522211516 静岡県 株式会社先生製作所
シリンダーチューブ生産ラインにおける革新的工程導
入による高効率・高品質化

焼津信用金庫

2,526 2522211518 静岡県 株式会社寳屋
新型横型選別機の開発による、食品原料の異物選
別の高度化

静岡銀行

2,527 2522211521 静岡県 株式会社Ａ－ＬＩＦＥ
グローバル市場向けアルコール発酵せずに旨味成
分を醸造した醤油の開発

川崎信用金庫

2,528 2522211525 静岡県 三和酒造株式会社
５ＫＬサーマルタンク導入による酒質向上と純米大吟
醸・純米吟醸の生産量拡大

税理士法人アークネット静岡
事務所

2,529 2522211528 静岡県 市川産業株式会社
裁断用油圧プレス機導入による、流通用保冷容器製
品開発及び製造事業

磐田信用金庫

2,530 2522211532 静岡県 文光堂印刷株式会社
可変印刷とＩＴの複合化技術による訴求効果の高いＤ
Ｍシステムの開発

三島信用金庫

2,531 2522211535 静岡県 駿河ダイテック株式会社
リバースエンジニアリングを応用した次世代金型製作
に向けたイノベーションプログラム

スルガ銀行

2,532 2522211536 静岡県 株式会社松下工業
充填性の改善と言語が異なる作業者にも安定した作
業が可能な造形機の開発と提供

磐田信用金庫

2,533 2522211538 静岡県 有限会社曽根田工業
ＣＢＮ工具再生利用可能にする多品種少量生産シス
テムの確立

磐田信用金庫

2,534 2522211548 静岡県 有限会社オムニシステム
クラウド型寺院向けソフトを利用した事務代行とタブ
レットＰＣによる情報提供サービスの開発

浜松信用金庫

2,535 2522211549 静岡県 株式会社片山
通常、廃棄処分される色落ち海苔を活用した、新たな
海苔スナック菓子の製造構築

静岡信用金庫

2,536 2522211550 静岡県 有限会社瀬尾製作所
高精度形状測定器による品質管理の精緻化と品質
報告書の作成

ＲＳ経営コンサルティング

2,537 2522211551 静岡県 有限会社エスエスシー
自動車部品（クラッチプレート）に係る塗装の量産化・
高精度化に向けた設備開発

ＲＳ経営コンサルティング

2,538 2522211552 静岡県 株式会社山崎製作所 薄板金属加工技術を活かしたメタルインテリア製作 静清信用金庫
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2,539 2522211554 静岡県 有限会社キムラ加工
イスラム圏向け県産ハラル粉末茶スティックの自社
完結製造工程構築

静岡銀行

2,540 2522211558 静岡県 株式会社丸井商事
医療・福祉向けの特殊素材を使ったクッションの品質
向上と迅速化

静岡銀行

2,541 2522211562 静岡県 栗田産業株式会社
球状黒鉛鋳鉄の厳格な品質管理による均質・高強度
な鋳物の新製品に係る開発

ＲＳ経営コンサルティング

2,542 2522211563 静岡県 井上機工株式会社
銅パイプとアルミパイプの接続管（共晶接合部位）の
漏れ検査機器の開発

富士宮信用金庫

2,543 2522211565 静岡県 株式会社髙橋ボデー
高耐性鋼材スウェーデン鋼を活用した軽量かつ高強
度の新形状ボデーの開発

静岡信用金庫

2,544 2522211569 静岡県 ＲＴＭ株式会社
金型へのレーザー照射と精密窒化処理『タイマ処理』
による金型長寿命化技術の開発

静岡信用金庫

2,545 2522211574 静岡県 株式会社日進商事
多素材・多品種・小ロットの梱包材による革新的梱包
サービスの事業化

静岡銀行

2,546 2522211577 静岡県 株式会社レッツ
高品質、高機能の安価顆粒茶の新簡易製造方法と
量産連続製造設備の開発

磐田信用金庫

2,547 2522211579 静岡県 有限会社ディーズ
窯業系サイディング出隅材の接着部分を補強する工
法の試作開発

遠州信用金庫

2,548 2522211582 静岡県 株式会社浜松ベジタブル セラミックを利用した小型オゾン発生体の製造 浜松信用金庫

2,549 2522211588 静岡県 デンタルクラフトＭＩＵＲＡ
高精度・生体親和性の高い天然歯に近い歯冠修復
物の製作加工技術の確立

静岡信用金庫

2,550 2522211589 静岡県 有限会社金子ナプキン
紙ナプキン製造で培ったノウハウを活かし、新事業と
してクッキングペーパー事業を展開する。

静岡中央銀行

2,551 2522211591 静岡県 株式会社村松製作所
品質安定化・短納期化を実現するチップソーホーニン
グ（エアーブラスト）自動化システム開発

浜松信用金庫

2,552 2522211592 静岡県 有限会社天王重機
低コスト・高品質で作業効率が高く、作業環境に配慮
した新たな鋼管杭の開発

磐田信用金庫

2,553 2522211597 静岡県 髙橋刃物工業株式会社
金属加工用切削工具分野への新規参入と社内製造
工程の構築

浜松信用金庫

2,554 2522211600 静岡県 株式会社芹澤工業
ＬＥＤ照明器具の高精度部品の生産・環境プロセスの
改善

静岡銀行

2,555 2522211601 静岡県 株式会社北里バイオファルマ
受精卵・卵子凍結保存キットの改良、及び包装工程
改善

静岡銀行

2,556 2522211602 静岡県 有限会社深沢米店
生産者と卸売業者の連携による革新的な米穀流通
の確立

静岡市清水商工会

2,557 2522211607 静岡県 株式会社小楠熔接製作所
レーザー加工機導入による業務の効率化・迅速化と
業績向上取組事業

浜松信用金庫

2,558 2522211616 静岡県 株式会社トマト
介護者や利用者の負担軽減及び安全確保に資する
「寝浴　天井走行リフト入浴サービス

静岡信用金庫

2,559 2522211626 静岡県 有限会社Ｉｍａｋｅ
自動車用燃料パイプ等の固定金具かしめ加工に関
する自動化装置の試作。

御殿場市商工会

2,560 2522211627 静岡県 スズコー株式会社
水揚げ直後のしらすを生のまま炊いて作る佃煮「生し
らすのくぎ煮」の開発及び販売

静岡銀行

2,561 2522211631 静岡県 海野製作所有限会社
建材の多品種小量生産体制を確立し、柔軟な供給体
制を整備する

静清信用金庫

2,562 2522211635 静岡県 有限会社水野エレクトロニクス
フェライト磁石焼成炉における、焼成時間の短縮と小
型、省エネを実現する新製品開発事業

静岡銀行

2,563 2522211641 静岡県 株式会社ヤマテエ業
液流を一定化するために整流板を取り付けたメッキ
装置の開発と生産工程の確立

浜松信用金庫

2,564 2522211645 静岡県 土井製菓株式会社 焼き菓子製造ライン見直しに因る商品廃棄量の削減 静岡銀行
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2,565 2522211646 静岡県 株式会社静岡ハイテック
ＣＮＣフライス盤導入による作業効率化と競争力強化
の実現

清水銀行

2,566 2522211654 静岡県 百年住宅株式会社
「ハウス・ヘルスモニタリング」実施による防災住宅機
能の強化

静清信用金庫

2,567 2522211656 静岡県 株式会社興進
高品質・高実装密度のプリント基板製作のための生
産ラインの構築。

清水銀行

2,568 2522211659 静岡県 株式会社三弘
高速度表面清浄化処理が可能な双極子プラズマ装
置の開発

北國銀行

2,569 2522211660 静岡県 清栄コンピュータ株式会社
細分化した食品表示に対応した次世代印字検査機
の開発とその拡販

焼津信用金庫

2,570 2522211663 静岡県 Ｔ．Ｉ．Ｐ和田
医療分野製品等高収益率受注拡大のための技術高
度化及び生産性向上に資する取り組み

静清信用金庫

2,571 2522211665 静岡県 富士高原スイーツ工房株式会社
地元材料を使った地元発「富士山の恵み」ブランドで
の観光土産スイーツの商品化事業。

富士市産業支援センターｆ-Ｂ
ｉｚ（株式会社イドム）

2,572 2522211671 静岡県 有限会社伸光工業
自動車部品のバリ工程自動ロボット化による品質安
定と競争力強化

御前崎市商工会

2,573 2522211673 静岡県 柴原化成株式会社 建築用断熱建材の作業工程の改善事業 静岡銀行

2,574 2522211677 静岡県 株式会社ブルックマンテクノロジ
フルハイビジョン超高感度カラーイメージセンサの開
発

浜松信用金庫

2,575 2522211679 静岡県 山崎工業株式会社
室外で使用される監視カメラ用プリント配線板の製造
開発

商工組合中央金庫

2,576 2522211680 静岡県 三和工業株式会社
人工衛星用真空試験装置の試作開発及びコスト削
減・短納期計画

三島信用金庫

2,577 2522211682 静岡県 丸山製茶株式会社
緑茶の成分提示により輸出拡大を図るための茶成分
検査・緑茶製造・海外販売体制の構築

掛川信用金庫

2,578 2522211686 静岡県 髙橋そば製粉株式会社
そば粉品質の長期維持、害虫混入不可能な製粉工
程の構築

静清信用金庫

2,579 2522211697 静岡県 株式会社佐野電気研究所
マシンオペレーション部品照合システム導入及び部
品管理体制のシステム構築

富士宮信用金庫

2,580 2522211699 静岡県 株式会社長田金型製作所
市場ニーズを満たすための薄肉ハイサイクル金型製
造プロセスの改善及び顧客への提案力強化

静清信用金庫

2,581 2522211700 静岡県 東海冷熱工業株式会社
ガスエアコンのコントロール基板検査装置の開発とリ
ビルト化事業の展開

浜松信用金庫

2,582 2522211701 静岡県 協同ゴム工販株式会社
成型・検査設備の導入による自動車様高機能ゴム製
品の製造工程構築

静岡銀行

2,583 2522211702 静岡県
エーアールシーブレージング株式
会社

自動車用インタークーラーの複雑形状化・高精度化
及び工程短縮の確立。

清水銀行

2,584 2522211706 静岡県 静宏産業株式会社 自動車ヘッドランプ用光学厚肉レンズの研究開発 静岡銀行

2,585 2522211708 静岡県 株式会社エンドウ技研
大型金型の補修に特化した、川上から川下まで手掛
けるワンストップ金型補修サービスの実現

焼津信用金庫

2,586 2522211710 静岡県 株式会社常光
真空採血管製造オートメーション化による生産プロセ
ス（品質・生産性）の向上

静岡銀行

2,587 2522211711 静岡県 小林機工株式会社
大型超硬合金鍛造用金型の受注獲得を目指すため
の、製造環境の整備

税理士法人ＭＧアカウンティ
ング　富永真之

2,588 2522211712 静岡県 関羽工業株式会社
世界初、省エネクランプシステムの製品事業化及び
量産試作の構築

奥浜名湖商工会

2,589 2522211716 静岡県 有限会社静岡洞江水産
栄養価の高いまぐろ残差を活用した美味しく食べや
すい商品の開発

公益財団法人静岡県産業振
興財団

2,590 2522211717 静岡県 有限会社長岡生コンクリート
生コン運搬中の経時品質管理の実現による、環境負
荷軽減・インフラ基盤強化への貢献

静岡銀行
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2,591 2522211718 静岡県 株式会社ＫＳＩ
低侵襲型医療機器の操作性・機能向上を図るシリコ
ン製品の開発

静岡中央銀行

2,592 2522211724 静岡県 合資会社ベアードブルーイング
クラフトビールの高品質化および農園型ブルワリー実
現による地域貢献

静岡銀行

2,593 2522211728 静岡県 三明電子産業株式会社
糸外れ、糸絡みを軽減した省エネ型全自動イカ釣装
置の開発

清水銀行

2,594 2522211730 静岡県
株式会社テクノ・モーターエンジニ
アリング

治具及び溶接部品の納期対応及びコストダウンよ
る、航空機部品製造の拡大

静岡銀行

2,595 2522211733 静岡県 株式会社朝日園
香りたかいほうじ茶の製造とオリジナルティーバッグ
の開発・製造環境の整備

静岡銀行

2,596 2522211736 静岡県 大坪水産株式会社
高品質製品（加工鰹）への受注増加に対し工程の自
動化により生産性向上を図る取り組み

静清信用金庫

2,597 2522211743 静岡県 ワールド電子株式会社
高品質電子部品製造の為の窒素リフロー装置を搭載
した電子部品実装ラインの導入

清水銀行

2,598 2522211756 静岡県 日本防振工業株式会社
空気ばね特有の揺れを抑えた、露光装置用除振機
構の試作開発

静岡銀行

2,599 2523211503 愛知県 有限会社ケーティーワークス
新型プレス機導入による、高張力鋼板板金プレス製
品用順送金型の短納期生産体制の構築

名古屋銀行

2,600 2523211504 愛知県 株式会社丸長
瓦用原料の粘土製造における、未使用原料を有効活
用するための設備の導入事業

岡崎信用金庫

2,601 2523211508 愛知県 青田工業株式会社
試作シートカバーの一貫生産（裁断～縫製）による短
納期化と量産でのコスト低減

豊田信用金庫

2,602 2523211510 愛知県 株式会社ウツノ
新規機械制御方式による高表面品質・自動車部品製
造体制構築

三菱東京ＵＦＪ銀行

2,603 2523211512 愛知県 マルワ工業株式会社
導電性ウレタンシートの試作開発により、床ずれ防止
介護ベッドの機能性向上

春日井商工会議所

2,604 2523211515 愛知県 株式会社ＤＩＭＳ医科学研究所
新薬審査体制に伴う新規安全性試験システム及び
画像処理装置の導入

株式会社翼コンサルティング

2,605 2523211518 愛知県 株式会社タカハラ
高精度画像寸法測定器導入によるコネクタ端子小型
化に向けたマルチフォーミング加工の高度化

株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

2,606 2523211523 愛知県 株式会社愛工金型製作所
新型マシニングを用いた新工法スライシング加工に
よる超短納期の試作型製作に向けた技術改良

名古屋銀行

2,607 2523211524 愛知県 株式会社トーア
二次元レーザー加工機の導入による制御盤に使用さ
れる多品種板金加工製品の生産性向上

岡崎商工会議所

2,608 2523211526 愛知県 理宝株式会社
ストップフリー機能等を備えた高機能ボールネジの試
作開発事業

岐阜信用金庫

2,609 2523211528 愛知県 日幸ライト工業株式会社
高精密自動車電装用プラスチックインサート成形部
品の試作開発

株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

2,610 2523211529 愛知県 株式会社丸三金属
タッチセンサー用銅箔フィルムの３次元化とその金型
の内製化

碧海信用金庫

2,611 2523211536 愛知県 株式会社二興発条
難形状の線ばね技術取得によるばね分野の市場獲
得と競争力の強化

碧海信用金庫

2,612 2523211537 愛知県 東海工業株式会社
ＹＡＧレーザー溶接を活用した金型修繕技術の革新
による高付加価値化と市場獲得

碧海信用金庫

2,613 2523211544 愛知県 株式会社ハアーモニー
業界初のインバータ制御による可変速軽量シャッ
ター用電動開閉機市販化事業

百五銀行

2,614 2523211545 愛知県 有限会社高瀬研磨
精密金属研削の生産性を向上させてリードタイム短
縮を実現する技術の確立

名古屋銀行

2,615 2523211546 愛知県 株式会社新栄金型製作所
新型ワイヤ放電加工機導入による、人工透析装置用
プラスチック成形品金型の高精度短納期生産体制の
構築

蒲郡信用金庫
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2,616 2523211547 愛知県 三輪鋳物工業株式会社

最新鋭の表面処理装置導入により、表面処理技術の
高度化を図り、鋳造品の競争力を強化し、更に成長
産業である大型産業ロボットの重要鋳造品の新規受
注を目指す

愛知銀行

2,617 2523211548 愛知県 中部産業株式会社
超々高張力鋼板製バンパーレインホースメントの熱
間プレス加工技術の確立

碧海信用金庫

2,618 2523211550 愛知県 有限会社佐藤研磨工業所
高硬度の鋼材の精研削工程を切削加工に切り替え、
工程を削減する加工技術の開発

百五銀行

2,619 2523211551 愛知県 サトープレス工業株式会社
最新の三次元ＣＡＤ／ＣＡＭを活用したプレス部品生
産プロセスの構築

愛知銀行

2,620 2523211556 愛知県 株式会社鬼長
住宅用役物瓦製造工程における乾燥技術の向上に
よる一貫生産体制向上事業

岡崎信用金庫

2,621 2523211557 愛知県 株式会社イナック
試作品モデル製作における超短納期対応可能な真
空注型技術の開発

名古屋銀行

2,622 2523211560 愛知県 株式会社マルトモ
高効率コンプレッサーシステム導入による、①省エネ
化、②稼働率の向上。

名古屋銀行

2,623 2523211561 愛知県 石川工業株式会社
塗装加工ラインを産廃排出型から循環社会適応型へ
変革する

名古屋銀行

2,624 2523211565 愛知県 トヨアケメッキ株式会社
亜鉛めっき全自動静止ラインの導入とハイパージン
ク浴めっきによる膜厚の均一化

碧海信用金庫

2,625 2523211570 愛知県 株式会社ナリタテクノ
流体解析システム導入による、安価かつ高効率なガ
スバーナ試作開発

瀬戸信用金庫

2,626 2523211572 愛知県 金城化工株式会社
精密部品の金型内ゲートカット機構の開発によるとこ
ろの、高難度新規受注に対応できる体制の構築及び
生産プロセスの強化。

大垣共立銀行

2,627 2523211574 愛知県 天海工業有限会社
大型金型連続加工と加工スケジュール自動生成装
置の研究開発

愛知銀行

2,628 2523211576 愛知県 フジデノロ株式会社
魚の鮮度・美味しさを評価する多成分同時測定セン
サチップ及びシステムの開発

商工組合中央金庫

2,629 2523211577 愛知県 鈴村工業株式会社
切削加工機の導入による真空成形品の寸法精度・品
質向上と短納期化

岡崎信用金庫

2,630 2523211578 愛知県 三鷹製版株式会社
医療機器部品製造における超短納期・精度向上・安
心安全の提供による競争力強化事業

岡崎信用金庫

2,631 2523211581 愛知県 玉野化成株式会社
ワンショット３Ｄ測定と特殊レーザー溶接による新規
樹脂製品の開発短縮

商工組合中央金庫

2,632 2523211587 愛知県 株式会社アドホック
外国人の「混乗」を実現する可搬型多言語ガイドシス
テム”ＭＡＧＩＣＳ（仮称）”の試作

岡崎信用金庫

2,633 2523211588 愛知県 有限会社カネヨシ製菓
海鮮せんべい製造における生産性・付加価値向上を
実現させる生産プロセスの高度化

大垣共立銀行

2,634 2523211589 愛知県 株式会社ホシノ
多能工化と設備の導入による工具保持具（ツーリン
グ）のＱＣＤの向上

蒲郡信用金庫

2,635 2523211591 愛知県 株式会社瑞木製作所
航空宇宙複雑形状部品製造の工程集約と高精度加
工の確立

瀬戸信用金庫

2,636 2523211594 愛知県 有限会社野田工業製作所
高性能な溶接加工設備導入による非鉄金属の溶接
加工の生産性向上技術確立

名古屋銀行

2,637 2523211595 愛知県 宮都テクノ株式会社
革新的な真空成形方式を実現する、新たな機構を
持った金型の試作開発事業

株式会社ジェック経営コンサ
ルタント

2,638 2523211596 愛知県 中日精工株式会社
当社の歯車製造の技術力を生かした新製品の研究
開発

豊川信用金庫

2,639 2523211598 愛知県 株式会社奥田製作所
航空機産業の高機能化・軽量化ニーズに対応した複
雑形状部品の加工技術確立

岐阜信用金庫

2,640 2523211603 愛知県 株式会社近藤商店
梱包資材の曲げ・端面処理を可能としワンストップ化
による一貫製造体制の構築

中日信用金庫
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2,641 2523211604 愛知県 有限会社八雲
団子製造技術の高度化による冷凍スイーツ「チョコだ
んご」の試作開発事業

豊橋信用金庫

2,642 2523211611 愛知県
有限会社ジェイ・シーワイヤリング
システム

革新的な省力化生産ラインの設置による海外製品に
対抗するためのコスト低減事業

十六銀行

2,643 2523211612 愛知県 叶技研株式会社
高品質・低コスト・短納期を目的とした順送プレス生
産体制再構築事業

岡崎信用金庫

2,644 2523211613 愛知県 株式会社サン・ゴトー
生産能力強化に向けた溶接技術高度化のための設
備投資

岐阜信用金庫

2,645 2523211621 愛知県 チヨダ工業株式会社
「世界標準日本金型メーカーの一員として、場内マテ
ハン費用を半減し拡販・内部留保を実現します。（国
際競争力、雇用拡大）」

豊田信用金庫

2,646 2523211627 愛知県 有限会社八好製作所
高性能バイク用サスペンションに用いられるバルブハ
ウジングの複雑形状切削加工

碧海信用金庫

2,647 2523211629 愛知県 アサ倉工業株式会社
精密な型抜きとハーフカットができる裁断機導入によ
る受注拡大とコストダウンの推進

名古屋銀行

2,648 2523211639 愛知県 三輝工業株式会社
大型の自動車内装部品の射出成形におけるハイサ
イクル成形と品質高度化のための生産技術改良

名古屋銀行

2,649 2523211640 愛知県 株式会社三進製作所
亜鉛‐ニッケル合金めっき工程排液を無害化するプラ
ズマ装置の試作開発

公益財団法人名古屋産業振
興公社

2,650 2523211641 愛知県 株式会社ソフトバリー
航空機組込ソフトウエア開発を担う人材育成及び受
注のための基盤整備

名古屋銀行

2,651 2523211642 愛知県 有限会社豊和化成
バルブゲート機能付き金型を用いた精密成形加工技
術の確立事業

碧海信用金庫

2,652 2523211648 愛知県 株式会社中部精工
高度なレーザーマーキング技術と独自専用治具の試
作開発による新市場開拓事業

名古屋銀行

2,653 2523211654 愛知県 株式会社ケーアールアイ
次世代自動車で採用されるエンジンルーム内部品
（バルブシャフト）の革新的な製造工程の実現

瀬戸信用金庫

2,654 2523211657 愛知県 日本ポリマー株式会社
フッ素樹脂シートの長寿命化を目的とした新規離型
シートの試作開発

春日井商工会議所

2,655 2523211659 愛知県 株式会社ナノウェイヴ
超活性力を持った可視光型光触媒を使った室内およ
び農林水産業での応用と実用化

瀬戸信用金庫

2,656 2523211664 愛知県 有限会社ウエルダー北沢
ポリウレタン製で安全な患者認識用リストバンドの試
作開発

中京銀行

2,657 2523211672 愛知県 三州資材工業株式会社
電子開口織機の導入による新たな基材製造技術の
確立

大垣共立銀行

2,658 2523211673 愛知県 新川工業有限会社
エンジン内部高精度部品の安定供給体制実現に向
けたプレス加工技術の高度化

西尾信用金庫

2,659 2523211674 愛知県 株式会社高須鉄工
ハイブリッド車向けに必要な、難材・複雑形状品の高
速切削加工の実現

西尾信用金庫

2,660 2523211675 愛知県 藤野工業株式会社
三次元測定機導入による検査工程の改善および測
定データ蓄積による解析精度の向上

碧海信用金庫

2,661 2523211676 愛知県 有限会社斉藤モデル製作所
三次元測定機の導入による、さらに精密化された試
作品製作による新規市場獲得事業

岡崎信用金庫

2,662 2523211689 愛知県 株式会社成田製陶所
表面燃焼セラミック多孔板の生産性向上を目的とし
た原料の改質

瀬戸信用金庫

2,663 2523211691 愛知県 岩田工業株式会社
高効率、高精度なハイブリッド用自動車電池カバー
部品の開発

名古屋銀行

2,664 2523211699 愛知県 株式会社酒井製作所
着脱が容易な軸締結構造を持つ高トルク伝達の自在
軸継手の開発

商工組合中央金庫

2,665 2523211700 愛知県 株式会社小林鐵工所
ワイヤー放電加工機の導入による受注体制の確立と
試作品開発による新規加工分野への進出

阿久比町商工会

2,666 2523211703 愛知県 ミヤ電子株式会社
微小電子部品と、異形電子部品を効率的で表面実装
できる製造技術の開発

株式会社オオサワ・ビジネ
ス・コンサルティング
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2,667 2523211704 愛知県 株式会社キラ・コーポレーション
３次元測定器での工程内検査による工作機械製造
工程の高品質、高精度化の実現

名古屋銀行

2,668 2523211705 愛知県 有限会社新名工業岡崎
研削・バリ取り連続加工が可能な新型機械導入によ
る工程の集約化と量産体制の強化

岡崎商工会議所

2,669 2523211707 愛知県 株式会社岸本製作所
航空機業界等参入の為、「高精度研削盤」導入によ
る、超精密部品の製造工程の一貫生産体制の構築。

西尾信用金庫

2,670 2523211708 愛知県 株式会社岩谷電機製作所
ポンプ駆動用モータのトップランナーモータ規制に対
応した試作開発

三菱東京ＵＦＪ銀行

2,671 2523211709 愛知県 福富金属株式会社
生産プロセス向上と人手不足の解消を狙う多軸ロ
ボット導入による自動車部品生産ラインの合理化

西尾信用金庫

2,672 2523211715 愛知県 株式会社ナガラ
カムリンクプレス技術の確立による厚板部品全せん
断面加工部品の試作開発

中央朝日コンサルティング株
式会社

2,673 2523211716 愛知県 協和化工株式会社
再生樹脂製パレットに使用するすべり止め部品製造
の生産性・品質向上技術の確立

名古屋銀行

2,674 2523211717 愛知県 株式会社インターメディカル
自家骨へと再生できる生体内吸収性活性化人工骨
の開発

中日信用金庫

2,675 2523211720 愛知県 岩瀬鉄工株式会社
次世代ハウジングリヤの開発に不可欠な高剛性ＮＣ
旋盤の導入

西尾信用金庫

2,676 2523211721 愛知県 株式会社荒井道製作所
次世代型自動車部品（ＡＴ）生産のための、最新鋭旋
盤機械導入による生産体制の強化事業

碧海信用金庫

2,677 2523211725 愛知県 株式会社タイヨーラベックス
最新射出成形機の導入により、防振ゴム製品の生産
性の向上を目指す

大嶋浩敬

2,678 2523211726 愛知県 株式会社ファインテクノ
レーザ加工機を使用したバリ取り加工機製造工程の
効率化と顧客ニーズ対応計画

株式会社エフアンドエム

2,679 2523211727 愛知県 中部エンジニアリング株式会社
繊維強化プラスチックの連続曲げ加工（ロールフォー
ミング成形）機の試作・開発

碧海信用金庫

2,680 2523211729 愛知県 株式会社コーエー・テック
次世代自動車の為のアルミニウム製機能ボルトの開
発とその量産化

瀬戸商工会議所

2,681 2523211733 愛知県 吉岡歯科医院
３Ｄスキャナー・３Ｄプリンター導入によるインプラント
治療におけるサージカルガイドの内製化計画

株式会社エフアンドエム

2,682 2523211734 愛知県 株式会社メイドー
乗用車エンジン用コンロッドボルトにおける高品質ね
じ転造機の開発

三菱東京ＵＦＪ銀行

2,683 2523211735 愛知県 有限会社青山木型製作所
木工用５軸加工機の導入による、デザインモデル加
工の工程短縮

岡崎信用金庫

2,684 2523211738 愛知県 株式会社磯村製作所
多品種少量生産の航空機部品の長時間連続加工を
実現するシステムの構築

大垣共立銀行

2,685 2523211739 愛知県 株式会社イロハ巧芸舎
マチ付車検証入れの量産化と高級車用車検証入れ
の試作・開発

守山商工会

2,686 2523211740 愛知県 岩川鉄工株式会社
難削材加工技術を活かし、工程短縮による短納期か
つ低コストを武器に航空機産業へ参入する

寺尾省介

2,687 2523211743 愛知県 有限会社ピーツー
溶接処理の生産工程改善による試作品製造の短納
期化及び高強度化事業

岡崎信用金庫

2,688 2523211750 愛知県 ユニテックシステム株式会社
超小型卓上ＮＣ複合加工機の開発とＦＡネットワーク
を活用した生産システムの試作開発

岐阜信用金庫

2,689 2523211752 愛知県 有限会社伸技機工
自動車用熱交換器、薄板アルミフィン精密金型の試
作開発

岡崎信用金庫

2,690 2523211754 愛知県 株式会社昭栄精機
ＣＮＣ旋盤の導入による受注が急増する小型サーボ
モータ用シャフト製造ラインの革新・増強

岡崎信用金庫

2,691 2523211755 愛知県 コクネ製作株式会社
鋳物部品に適した生産管理システムの構築・導入に
よる低コスト・短納期生産の実現

西尾信用金庫

2,692 2523211757 愛知県 佐藤醸造株式会社
家庭用醤油の市場獲得を目指す為の新機能性容器
に対応した生産体制の構築

三菱東京ＵＦＪ銀行
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2,693 2523211759 愛知県 株式会社ハラタ
洗浄機製造の生産性向上・高品質化に対応する生
産プロセスの強化

三菱東京ＵＦＪ銀行

2,694 2523211768 愛知県 株式会社鳥越樹脂工業
航空機内装品に使用するフェノール樹脂部品への精
密な表面加飾技術の確立

尾西信用金庫

2,695 2523211769 愛知県 株式会社葵精工
３次元座標測定器導入による測定技術の向上、及び
効率化のための設備投資

十六銀行

2,696 2523211770 愛知県 大山エンジニアリング株式会社
ＣＮＣ三次元測定機による航空宇宙精密部品加工の
技術競争力強化

瀬戸信用金庫

2,697 2523211772 愛知県 株式会社ケーツー
高精度放電加工機の導入による、機能・意匠一体型
製品の製造

岡崎信用金庫

2,698 2523211773 愛知県 株式会社Ｇ－ＴＥＣＨ
転造機導入による難加工形状部品の転造技術の確
立と切削部品の低コスト化

大垣共立銀行

2,699 2523211781 愛知県 株式会社協同電子
３Ｄプリンターを使用した環境改善機器の開発のス
ピードアップと低コスト化

十六銀行

2,700 2523211785 愛知県 株式会社相羽製作所
塗装ロボット導入により塗膜高品質安定化、生産性
向上、納期短縮化を実現

名古屋銀行

2,701 2523211787 愛知県 久野金属工業株式会社
高効率エンジン部品の精密プレス加工と一貫生産ラ
インの構築事業

岡崎信用金庫

2,702 2523211795 愛知県 有限会社広和鉄工所
高精度５軸加工機導入による畳織り機製造から航空
宇宙産業への躍進事業

岡崎信用金庫

2,703 2523211796 愛知県 合資会社村松鉄工所
薬剤包装機の単品ロール旋盤加工の生産性向上と
短納期化の実現

愛知信用金庫

2,704 2523211797 愛知県 株式会社松尾製作所 回転角センサの外部磁界影響に関する研究開発 大垣共立銀行

2,705 2523211801 愛知県 株式会社シック
車体軽量化によるＣＯ２排出削減を実現するための
超高張力鋼板金型の試作開発事業

名古屋銀行

2,706 2523211803 愛知県 株式会社鶴ヶ崎鉄工
航空機向け加工治具の特殊インチピン・ブッシュの試
作及び量産体制の確立

豊川信用金庫

2,707 2523211804 愛知県 株式会社イハラ合成
エンジニアリングプラスチック・インサート樹脂部品の
分別・粉砕工程の自動化による劇的なコストダウンと
高機能性再生レジンの試作開発

名古屋銀行

2,708 2523211806 愛知県 株式会社伊藤プラスチック工業
高難易度の軟質ゴム素材の複合成形と高精度ハイ
サイクル成形に向けた射出成形技術の改良

名古屋銀行

2,709 2523211812 愛知県 オリザ油化株式会社
放射線障害および筋力低下抑制作用を有する麹菌
発酵コメ胚芽エキスの試作開発

大垣共立銀行

2,710 2523211813 愛知県 中日クラフト株式会社
高出力半導体レーザー機による部分焼入れ処理の
試作開発

かがやき税理士法人

2,711 2523211818 愛知県 株式会社尾川パイプ
ニップルの品質向上・短納期化を目的とした生産体
制再構築事業

岡崎信用金庫

2,712 2523211820 愛知県 株式会社明和ｅテック
鋳物部品生産ラインの品質・生産性向上に寄与する
高精度・高速非破壊検査装置の開発

岡崎信用金庫

2,713 2523211821 愛知県 株式会社クリタテクノ
高精度画像寸法測定器導入による高難度・高精密
ゲージ部品の試作開発と高水準品質保証体制の実
現

株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

2,714 2523211822 愛知県 株式会社酒井製作所
射出成形機と組立部門を一体化した社内完結型の
自動車用機器製造ラインを構築し、新規先の開拓を
図る

名古屋銀行

2,715 2523211831 愛知県 株式会社小坂鉄工所
航空宇宙最新データシステム構築による民間航空機
の新型開発機の増産体制強化及び一貫生産プロセ
スの構築

名古屋銀行

2,716 2523211832 愛知県 三友工業株式会社
レーザ加工分野の装置市場を獲得するためのレーザ
加工技術の開発

株式会社アタックス・ビジネ
ス・コンサルティング

2,717 2523211833 愛知県 畑中金型工業株式会社
精度向上、コスト低減、納期短縮に応えるために最
新鋭の放電加工機を導入し、かつ、金型製造技術の
高度化を進める

名古屋銀行

2,718 2523211835 愛知県 合資会社勿驚社
市場ニーズ獲得と省資源を実現する設備投資による
国際競争力向上。

名古屋銀行
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2,719 2523211838 愛知県 株式会社曙製作所
生産技術の更なる高度化を目指した自働化と量産品
に対する確かな品質保証との融合

豊橋信用金庫

2,720 2523211839 愛知県 株式会社犬飼製作所

最新鋭の立形マシニングセンタを導入し、工作機械
の高機能部品向け「木型模型の加工技術」を高度化
し、大幅な生産性向上、納期短縮、原価低減を図り、
新分野への進出を目指す

名古屋銀行

2,721 2523211844 愛知県 株式会社三陽製作所
自動車用セパレートプレートの品質向上及びコスト削
減のための検査測定プロセス改善事業

愛知銀行

2,722 2523211846 愛知県 金虎酒造株式会社
販路拡充を目指した酒造設備改善による高級酒の酒
質向上と新ブランド酒の創出事業

静岡銀行

2,723 2523211847 愛知県 有限会社ウメムラ
難削材に使われる高硬度ＰＣＤ工具の高精度化と短
納期化の実現

碧海信用金庫

2,724 2523211850 愛知県 有限会社壁谷精密工業
「高効率ＩＥ３ギアモータ」の量産を支える中空軸の加
工精度向上事業

岡崎信用金庫

2,725 2523211851 愛知県 株式会社キノエ
機能評価実験用面板の製作において納期５０％短縮
と精度向上による競争力強化事業

岡崎信用金庫

2,726 2523211854 愛知県 有限会社タキコウ縫製
介護用縫製品製造の工程改善による高品質化及び
短納期化事業

岡崎信用金庫

2,727 2523211857 愛知県 株式会社エスミック
当社看板商品「煮干粉末“だしはこれ”」の生産性と
品質の向上に向けた生産プロセス改善

岡崎信用金庫

2,728 2523211859 愛知県 有限会社泰亀工業
「プラスチック加工総合企業」に向けての３次元ＮＣ
ルータ設備の導入計画

税理士法人ユアブレインズ

2,729 2523211860 愛知県 株式会社犬飼鉄工所
フロントゲージタイプシャーリング機導入による高精
度、低コスト、短納期の実現

税理士法人ユアブレインズ

2,730 2523211861 愛知県 有限会社西河産業
複合加工機の導入による難加工素材の高精度加工
の実現と航空機関連部品市場等への新規参入

名古屋銀行

2,731 2523211863 愛知県 有限会社ナカシマ金型
加工品に係る測定作業の時間短縮と品質向上を目
的とした三次元測定機の導入

森田勝己

2,732 2523211867 愛知県 株式会社磯貝鉄工所
新規ＮＣ機導入による精密加工技術向上と大型品種
対応力の強化。

碧海信用金庫

2,733 2523211868 愛知県 株式会社八王子
超硬切削技術の活用と焼バメ工程の改善による超硬
ダイスの短納期対応

アクセルコンサルティング株
式会社

2,734 2523211871 愛知県 株式会社三重歯科技工所
義歯製造工程における加工処理の自動化による合
理化・生産効率化及び、新商品への挑戦

名古屋銀行

2,735 2523211874 愛知県 ヒラダン株式会社
糸縫合技術を導入し、新たな段ボールケース開発に
よる販路拡大事業

名古屋銀行

2,736 2523211881 愛知県 有限会社大清工業
製品品質向上及び技能の次世代伝承を目的とした
生産体制再構築事業

岡崎信用金庫

2,737 2523211882 愛知県 有限会社タカミ工業
超短納期ステンレス製缶を、内製で可能とする設備
投資。

岡崎信用金庫

2,738 2523211884 愛知県 株式会社セイコー
車いす利用者のための、普通乗用車（ワゴンタイプ）
乗降用介護リフトの開発

東春信用金庫

2,739 2523211892 愛知県 株式会社ハットリマーキング
多機能で高意匠性を有した車両用サンシェードの開
発と製造

西尾信用金庫

2,740 2523211894 愛知県 中日本炉工業株式会社
小型アクティブスクリーンプラズマ窒化装置用プラズ
マ電源及び制御技術の開発

岐阜信用金庫

2,741 2523211895 愛知県 株式会社シムス
内視鏡手術用鉗子交換支援ロボット（インテリジェント
ストッカー）

三井住友銀行

2,742 2523211899 愛知県 株式会社サンコー精機
オイルリザーバータンクの高張力鋼板精密プレス成
形加工技術の確立

碧海信用金庫

2,743 2523211901 愛知県 有限会社イナテック
航空宇宙機器部品市場獲得を目指すための高精度
高精密加工技術の開発

岡崎信用金庫
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2,744 2523211902 愛知県 株式会社キョウデンシステム
全自動電線加工機の導入と専用ソフトウエアの開発
による新たな制御盤生産方式の確立

清水銀行

2,745 2523211903 愛知県 ユーアイ精機株式会社
次世代自動車軽量化のための超高張力鋼板用金型
の試作開発

あいち税理士法人

2,746 2523211904 愛知県 株式会社共和熱処理
酸化被膜の除去工程の増強、革新がもたらす熱処理
一括受注体制の拡充による受注拡大

岡崎信用金庫

2,747 2523211907 愛知県 株式会社シンコー
ローラーヘミング技術を活用した、航空機ボディー製
造工程の革新的な開発

東濃信用金庫

2,748 2523211908 愛知県 株式会社ディビーエス
国内初の鉄筋工事におけるＣＣ（コンパクトコイル）を
利用した革新的鉄筋細物加工と加工品流通計画

豊橋信用金庫

2,749 2523211909 愛知県 株式会社三喜工作所
特殊機能付きＮＣ自動盤導入による精密加工製品の
品質精度向上と競争力強化

あま市商工会

2,750 2523211910 愛知県
株式会社最新レーザ技術研究セン
ター

硬質・難切削材料の３次元加工用高能率・精密レー
ザ加工機の試作

碧海信用金庫

2,751 2523211913 愛知県 マイクロフィルター株式会社
ガス・空気検知器等の金属焼結フィルタの立体造形
に係わる技術の高度化

ソフィア税理士法人

2,752 2523211915 愛知県 三浩樹脂株式会社
・コスト競争力・企業個性の取得を目的とした、複雑
形状品（一体化）製造の実現及び製造プロセス定着
化活動事業

尾西信用金庫

2,753 2523211920 愛知県 鋳場化成有限会社
ガス発生対策を施した射出成形機と画像検査装置の
導入により、スーパーエンプラ製品のシェア拡大を目
指す。

西尾信用金庫

2,754 2523211925 愛知県 スチールテックデグチ株式会社
次世代航空機向けＣＦＲＰ製胴体製造用金型部品の
品質強化事業

名古屋銀行

2,755 2523211926 愛知県 有限会社鬼頭紙器製造所
パッケージ事業における貼函（はりばこ）製造技術高
度化の為の設備導入

名古屋銀行

2,756 2523211928 愛知県 大洋産業株式会社
営業力強化のため、自動検査装置導入を図り、社内
一貫生産体制を確立する

岡崎信用金庫

2,757 2523211929 愛知県 新生精機株式会社
自動車業界におけるＣＡＤデータ交換の損失リードタ
イム半減に向けた設備投資

西尾信用金庫

2,758 2523211934 愛知県 株式会社ミックファーム大口
有害元素吸収能力の高い水生植物「マツバイ」を用
いた環境浄化製品の試作開発

名古屋銀行

2,759 2523211937 愛知県 有限会社山田製作所 非熱レーザ加工によるカラーマーキング技術の構築 愛知銀行

2,760 2523211938 愛知県 ヘルメス株式会社
ウレタン樹脂の２重成型法による医療ケアシミュレー
ターの試作開発

名古屋商工会議所

2,761 2523211944 愛知県 株式会社富窪精機
金型仕上げ工程での熟練技能による手作業のデジタ
ル化

大垣共立銀行

2,762 2523211945 愛知県 株式会社髙徳ゴム
多品種・小ロット・短納期に対応していくための生産
工程見える化事業計画

十六銀行

2,763 2523211946 愛知県 島岡製作所
作業効率４０％向上及び切削加工の代替となる高精
度金型製作を目指した自動研削盤の導入

岡崎信用金庫

2,764 2523211949 愛知県 進興金属工業株式会社
難切削加工素材の需要に対する設備導入による生
産革新

名古屋銀行

2,765 2523211952 愛知県 ワタナベフーマック株式会社
新規生産計画管理システムの導入によるスライサー
製造工程の革新

百五銀行

2,766 2523211953 愛知県 株式会社稲沢機械製作所
設備の導入と生産工程の改善によって自動検査装
置の高性能化と短納期に対応する

尾西信用金庫

2,767 2523211954 愛知県 中央株式会社 増加する建設機械向け修理部品製造の短納期化 大垣共立銀行

2,768 2523211955 愛知県 丸吉工業株式会社
「次世代自動車部品の為の量産型難加工設備導入
と塑性加工技術との融合」

中京銀行

2,769 2523211956 愛知県 株式会社ＣＴＫ
ＣＡＤ設計からＮＣ加工機へのデータ組込までをネット
ワークで一元管理した「設計支援システム」による鋼
材加工の短納期化・高精度化・低コスト化の実現

名古屋銀行
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2,770 2523211957 愛知県 和光技研工業株式会社
バリレス成型品製造を実現するための高精度金型生
産プロセス改善事業

碧海信用金庫

2,771 2523211958 愛知県 株式会社前田鉄工所
高精度ＮＣ自動旋盤導入による金属精密加工に係る
工程短縮・内製化・短納期・低コスト化による競争力
強化

岡崎信用金庫、齊藤雅裕

2,772 2523211959 愛知県 株式会社ＳＰＦ
高耐食性ニオブと炭素鋼の複合技術で臭素専用容
器の開発試作

蒲郡信用金庫

2,773 2523211970 愛知県 株式会社弘和
接着接合式保冷コンテナの開発および製造による健
康・医療分野への参入

大垣共立銀行

2,774 2523211972 愛知県 株式会社ネクスト
水封式水蒸気圧縮機（特許申請中）を応用した蒸留
蒸発装置の試作開発

瀬戸信用金庫

2,775 2523211973 愛知県 有限会社間下鉄工所
新規トランスミッション計画における生産プロセスの
強化

西尾信用金庫

2,776 2523211978 愛知県 八ツ面金型
金型製作におけるバリの未然防止及び高精度加工、
短納期化に向けた高精密金型加工技術の確立

西尾信用金庫

2,777 2523211980 愛知県 有限会社日栄工業
三面同時加工機導入による新たなプラスチック製品
向け成形型の設計及び試作

岡崎商工会議所、名古屋銀
行

2,778 2523211983 愛知県
ファイン・バイオメディカル有限会
社

カテーテル血管内手術用シミュレータＥＶＥのシステ
ム化

東濃信用金庫

2,779 2523211984 愛知県 池田工業株式会社
２スピンドルＮＣ旋盤導入による低コスト生産の実現
及び段取り替えの容易化

碧海信用金庫

2,780 2523211986 愛知県 オリオン電機株式会社
開業医への普及を目指すための光線過敏症試験装
置の試作開発

名古屋銀行

2,781 2523211987 愛知県 桜軽金属工業株式会社
高性能解析システム導入による製品不具合の原因
究明および高精度検査工程の確立

株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

2,782 2523211988 愛知県 株式会社アライ
深曲げ対応可能なベンダーによる品質の安定と低コ
スト化の実現

名古屋銀行

2,783 2523211989 愛知県 有限会社三明工業所
大手自動車メーカー開発現場からの短納期、多様な
ニーズ対応のための工作技術の改良

名古屋銀行

2,784 2523211990 愛知県 株式会社マップクエスト
無人小型ヘリと最先端ＧＩＳの融合による低コストで革
新的な橋梁維持管理システムの開発と運用ノウハウ
の確立

豊橋信用金庫

2,785 2523211992 愛知県 大井田工業株式会社
防錆フィルムの販売拡大への対応を可能とするため
の高性能加工ラインの導入

商工組合中央金庫

2,786 2523211996 愛知県 日研工業株式会社
超音波と多関節ロボットで、３次元形状の特殊フィル
ムを自在にカットする技術開発

尾西信用金庫

2,787 2523211997 愛知県 有限会社石川製作所
パイプ端末加工用金型の短納期化を実現する為の
生産プロセスの強化

知立市商工会

2,788 2523211998 愛知県 芳田鐵工株式会社
難削材によるプーリーの加工実現による市場拡大事
業

岡崎信用金庫

2,789 2523211999 愛知県 株式会社柴山鉄工所
エレベーターの高速化・短納期化に対応するための
部品の生産プロセス強化

岡崎信用金庫

2,790 2523212001 愛知県 兼子合金株式会社
鋳造欠陥防止に向け、競合他社に先駆けて取組む
新たな鋳造技術の確立

西尾信用金庫

2,791 2523212002 愛知県 株式会社杉生
２連式研削研磨機導入による省力化および品質向上
を通した地域材の受注拡大の実現

豊橋信用金庫

2,792 2523212003 愛知県 株式会社アルファポイント
４００ＭＨｚ帯を活用したセキュアな中距離双方向デジ
タル無線通信技術の開発

名古屋銀行

2,793 2523212005 愛知県 株式会社アップリンクス
超音波溶着を行う自動設備の微細溝部品の切削に
向けた新工法・極小切り込み高送り加工の開発

名古屋銀行

2,794 2523212008 愛知県 株式会社小垣江鉄工所
２軸制御ロータリー研削盤導入による、半導体製造
用セラミックス加工の工程集約確立

百五銀行

2,795 2523212016 愛知県 株式会社三洋製作所
脱落欠損しない新型アパレル製品用タグファスナー
の試作開発

愛知銀行
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2,796 2523212017 愛知県 大須賀鐵工株式会社
パレットライン導入により小物鋳物の『高品質』『低コ
スト』『省エネ』を実現化する開発

愛知銀行

2,797 2523212024 愛知県 株式会社名古屋ウエノ
梱包緩衝材製造における３Ｄ加工機導入による生産
体制の刷新

岐阜信用金庫

2,798 2523212027 愛知県 アサヒテック株式会社
高精度スクリーン印刷製版のフィルムレス化に対応
出来る当社オリジナル感光性乳剤の開発

瀬戸信用金庫

2,799 2523212033 愛知県 株式会社神仲
太陽光発電パネル設置における配線引込用陶器瓦
の試作開発

高浜市商工会

2,800 2523212034 愛知県 戸高補綴
歯科用３ＤＣＡＤ／ＣＡＭ導入による歯科補綴物の加
工技術の高度化と短納期化

高浜市商工会

2,801 2523212036 愛知県 株式会社プリンター
Ｗｅｂ受注システム技術の活用とデジタル印刷機の導
入による印刷新市場の拡大事業

百五銀行

2,802 2523212037 愛知県 福井ファイバーテック株式会社
漁網技術を応用したオンリーワン革新的炭素繊維引
抜成形製造技術の開発

商工組合中央金庫

2,803 2523212038 愛知県 株式会社太陽社
拡散アクリルと木材を樹脂接着させた新しい発光型
立体文字看板の試作開発

岡崎商工会議所、岡崎信用
金庫

2,804 2523212039 愛知県 モリックス株式会社
樹脂金型の試作立上の効率を改善し、新材料の開
発による原価の効率化

岐阜信用金庫

2,805 2523212043 愛知県 有限会社近藤製作所
設備導入による銅部品加工のコストダウンとフレキシ
ブル生産体制の構築

名古屋銀行

2,806 2523212044 愛知県 マックメタル株式会社
廃電線から銅と被覆材に分離し再利用するための国
内循環完結型事業に関するノウハウの確立

三菱東京ＵＦＪ銀行

2,807 2523212054 愛知県 株式会社吉田軽合金鋳造所
自硬性砂処理プラント導入による鋳造製品の品質向
上及び産廃量の削減

中京銀行

2,808 2523212055 愛知県 株式会社タカミツ
測定技術の高度化による経皮吸収性と粘着力を両
立させた開発体制の構築

株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

2,809 2523212059 愛知県 テック株式会社
医療分野における衛生機能（防水・抗菌）を高める、
診察台、手術台類の部品開発

瀬戸信用金庫

2,810 2523212062 愛知県 有限会社ウイポップ
電動サーボ機構を導入した新型膨化式食品成形機
の試作開発

岡崎商工会議所、碧海信用
金庫

2,811 2523212063 愛知県 キュリアス精機株式会社
スイス型自動盤での調整型ガイドブッシュ装置を取付
けによるコスト削減

豊川信用金庫

2,812 2523212074 愛知県 有限会社荒井金型製作所
樹脂成形金型製造におけるニッチ技術を強化するた
めの深隅部加工・高効率化への技術改良

名古屋銀行

2,813 2523212078 愛知県 株式会社パワー精密
リチウム電池用金属缶深絞りプレス金型の長寿命
化・低コスト化技術開発

商工組合中央金庫

2,814 2523212079 愛知県 株式会社イワタツール
難削材加工用の切削工具の試験評価のための最新
鋭マシニングセンタの導入

名古屋銀行

2,815 2523212080 愛知県 平下塗装株式会社
障害者を活用した多色塗装による塗装工程の国内生
産への呼び戻し

碧海信用金庫、大府商工会
議所

2,816 2523212084 愛知県 株式会社アイキューブテクノロジ
物体位置姿勢認識技術を応用したロボットピッキング
システムの試作開発

岡崎信用金庫

2,817 2523212087 愛知県 有限会社内田化成
有人（人の手）による金属製インサート挿入成形をロ
ボット挿入による自動化

知多信用金庫

2,818 2523212088 愛知県 ミヤチ株式会社
ｅ－スマート照明（生活改善用ＬＥＤ照明）の高機能化
試作開発

豊橋信用金庫

2,819 2523212089 愛知県 株式会社オサダツール
セラミックス素材の難削化に対応する研削加工技術
の開発

岡崎信用金庫

2,820 2523212098 愛知県 有限会社大同精機
小型ウォームギヤ製作の本格対応を可能にさせる
「歯切盤ＮＣ化」

岡崎信用金庫

2,821 2523212100 愛知県 株式会社峯村金型
自動車部品のハイテン化対応のためのサーボプレス
用金型開発事業

名古屋銀行
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2,822 2523212102 愛知県 株式会社松江鉄工所
１ｓｔトライ後の金型調整期間の短縮による新たなビジ
ネスチャンスの拡大

西尾信用金庫

2,823 2523212104 愛知県 株式会社スターシステム
ＮＣ旋盤の工具交換後の寸法精度維持と工程省力
化の製品開発と販売

中京銀行

2,824 2523212108 愛知県 株式會社ユニオン電子工業
塗装ラインにおける被塗装物の形状を認識するため
のセンサー開発

名古屋銀行

2,825 2523212110 愛知県 株式会社サポート
製造・運送・施工一貫受注確立を目指したプロセス構
築のための設備導入

富山銀行

2,826 2523212113 愛知県 有限会社久野鉄工
５軸マシニングセンタ導入による高精度加工の為の
治具製作とリードタイムの短縮

森田勝己

2,827 2523212120 愛知県 有限会社アイ・カチオン
自動車の軽量化に伴う新素材の塗装に対応した生
産プロセスの強化

碧海信用金庫

2,828 2523212121 愛知県 株式会社アトラスジャパン
安心・安全な抗ウイルスおしぼりサービス・生産体制
の構築

岡崎信用金庫

2,829 2523212124 愛知県 有限会社オーケーユー
深穴加工の高精度・高機能化のための生産プロセス
強化事業

名古屋銀行

2,830 2523212127 愛知県 福田工業株式会社
革新的なプレス加工技術により、コスト削減を可能に
する生産体制を確立

株式会社みらい経営

2,831 2523212131 愛知県 株式会社近藤精工
多面プリセットを活用した新工法・低振動高送り加工
による低剛性ワークの切削加工の自動化

名古屋銀行

2,832 2523212137 愛知県 日吉産業株式会社 高速高精度機導入による国際競争力強化 名古屋銀行

2,833 2523212138 愛知県 株式会社名神精工 金属加工の生産性向上による内製化の実現 大垣共立銀行

2,834 2523212139 愛知県 株式会社極東精機
自動車業界の開発のネック金型の一つである真空成
形用電鋳型の試作専用、短納期金型の開発

商工組合中央金庫

2,835 2523212140 愛知県 愛知ドビー株式会社
鋳物製ホーロー鍋「バーミキュラ」ブランドの「高級調
理家電モデル」の試作・開発事業

愛知信用金庫

2,836 2523212141 愛知県
株式会社サニー技研
匠ソリューションズ株式会社

パーソナルモビリティ対応のレアアースレスモータ制
御システムの開発

春名・田中法律事務所

2,837 2523212142 愛知県
株式会社中部デザイン研究所
株式会社ハマダ工商

服薬コンプライアンスを改善する、長南式服薬状況確
認器の試作開発

名古屋銀行

2,838 2523212152 愛知県 株式会社ハーモニィ
医療介護等の人手不足軽減や環境向上のための電
話音声、ＦＡＸ等の文字化システムの開発

愛知銀行

2,839 2523212155 愛知県 株式会社カネマタ
伝統工芸着物とＮＥＷデザインを融合し、電子カタロ
グによるレンタルサービス構築

半田信用金庫

2,840 2523212157 愛知県 マルショウ建設株式会社
低頭地における基礎地盤工事の低コスト・短工期を
実現する重機システムの導入

中日信用金庫

2,841 2523212158 愛知県 ＳＰデザイン株式会社
建築現場の進捗管理や情報共有をクラウド利用で簡
便で汎用にサービス提供

松川幸弘

2,842 2523212162 愛知県 名古屋総合システム株式会社
独居老人世帯向け地域密着型コンビニ戸配サービス
のシステム開発

岡崎信用金庫

2,843 2523212163 愛知県 川隅鋳造株式会社 多品種少量に対応する効率的な生産体制の構築 東京中央経営株式会社

2,844 2523212164 愛知県 有限会社エディットワン
新市場を開拓する制作費１／２の新・演奏会ＨＤマル
チカメラ制作システム

碧海信用金庫

2,845 2523212169 愛知県
リサイクルテック・ジャパン株式会
社

遊技機液晶演出ＲＯＭ国内リユース事業 岡崎信用金庫

2,846 2523212170 愛知県 株式会社エネチタ・ホームエコ
顧客の不安解消、営業効率アップを目的とした外壁
塗装簡易見積サイトの開発

知多信用金庫

2,847 2523212174 愛知県 パスタライズ株式会社
安全・簡単・低コストで除菌できる使い切りの二酸化
塩素ガス薫蒸剤製品の開発

豊田信用金庫
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2,848 2523212184 愛知県 ミニチュアファクトリー株式会社
“世界初”特急レーン（自動搬送システム）とジオラマ
鉄道模型を活用した新世代カフェ

豊橋信用金庫

2,849 2523212185 愛知県 中日物産株式会社
地元小売店・スーパーを支える合理的ロジスティクス
システム構築計画

株式会社エフアンドエム

2,850 2523212187 愛知県 株式会社明伸
タイヤの安全管理をトータルで提供する提案型サー
ビスの確立

寺尾省介

2,851 2523212188 愛知県 有限会社エージーホーム
認知症高齢者の徘徊予防及び発見のための端末機
とアプリを使用した見守りシステムの開発

豊田信用金庫

2,852 2523212189 愛知県 株式会社安田商店
ＣＯ２を削減する地域内びんリユースシステム構築に
取り組む洗びん事業の開発

愛知銀行

2,853 2523212191 愛知県 株式会社オージーエヌ
設計業務の細分化と３Ｄ技術の導入による分業化で
の短納期化と高品質化の実現

岡崎商工会議所

2,854 2523212196 愛知県 合資会社鳥文白井商店
運搬・加工段階におけるＨＡＣＣＰ対応型衛生管理の
徹底による食鳥の安全性向上

豊橋信用金庫

2,855 2523212202 愛知県 矢田織物加工株式会社
従来には無いエコで短工期の緞帳クリーニング及び
再防炎加工サービスの開発

大垣共立銀行

2,856 2523212208 愛知県 株式会社リオ ＩＴと動画を利用した現場教育の事業展開 岡崎信用金庫

2,857 2523212218 愛知県 有限会社名正印刷
マテリアル印刷に特化した新サービスに向けたドット
微小化と色彩再現性技術の高度化

名古屋銀行

2,858 2523212224 愛知県 山眞産業株式会社
桜に続く四季折々の花や葉と地産果実を活用したス
イーツ用素材の開発と製造加工

商工組合中央金庫

2,859 2523212225 愛知県 小島食品製造株式会社
高齢者向けペースト状一食包装食品の開発及び生
産ラインの確立

伊藤誠悟

2,860 2523212226 愛知県 株式会社コーヨー
リピート客開拓のための革新的な“ファンづくり”サー
ビスの開発

名古屋銀行

2,861 2523212231 愛知県 株式会社アルマダス
大型マルチコプター及びコンピューターグラフィック（Ｃ
Ｇ）等を活用した高品質パノラマコンテンツ制作

豊橋信用金庫

2,862 2523212232 愛知県 有限会社スイープ
低温触媒処理による廃プラスチックの処理装置の開
発・販売

いちい信用金庫

2,863 2523212234 愛知県 有限会社アクア
６面モニターを使った新しい表現方法を用いた動画広
告配信事業

名古屋銀行

2,864 2523212235 愛知県 ＴＳＰ株式会社
３Ｄプリンタの活用による販売促進ツールの強化及び
省資源・短納期化促進サービス事業

税理士法人アルファパート
ナーズ

2,865 2523212238 愛知県 有限会社旭光撚糸
バサルト繊維のバルキー加工の実施によるバグフィ
ルター等の市場開拓

東京中央経営株式会社

2,866 2523212239 愛知県 ライノセラス総業株式会社
マンション・ビルの長寿命化を目指した“排水管の蘇
生”事業の革新

岡崎信用金庫

2,867 2523212241 愛知県 株式会社アマノ
日本初！ドラッグストアが運営する「地域福祉と訪問
介護事業所支援事業」のサービス構築

大垣共立銀行

2,868 2523212242 愛知県 ＣＢＭ株式会社
小規模産業廃棄物業者向けクラウド型マニフェスト総
合管理システムの開発

愛知銀行

2,869 2523212245 愛知県 マツモト印刷株式会社
高性能オンデマンド印刷機の導入による多品種・少
量生産体制の確立

岡崎信用金庫

2,870 2523212256 愛知県 信光陸運株式会社
Ｗｅｂサービスの確立とシステム化を図り作業の効率
化及び高付加価値化で新市場へ進出

名古屋銀行

2,871 2523212260 愛知県 株式会社大林
防災対策工事の経験を活かした地震災害未然防止
のための地すべり調査事業への進出

豊橋信用金庫

2,872 2523212262 愛知県 トキワランバテック株式会社
３Ｄプリンターなど手軽に製造設備が利用できる“も
のづくり”スペースの開発事業

大嶋浩敬
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2,873 2523212263 愛知県 有限会社松華堂
豊田のブランド農作物を使った新しい焼き菓子の提
供

豊田信用金庫

2,874 2523212274 愛知県 株式会社スピード 高精度３Ｄデータによる原型モデル提供サービス 瀬戸商工会議所

2,875 2523212279 愛知県 株式会社福祉情報事業団
「要介護者の家族を中心とする介護情報の共有伝達
ＩＣＴシステム」開発事業

十六銀行

2,876 2524210292 三重県 株式会社竹島
高性能大型マシニングセンタ導入による新たな加工
分野の開拓と加工対応力の増強

中京銀行

2,877 2524210295 三重県 株式会社いせこ
気流式微粉砕機の導入による多様化・高度化する顧
客ニーズへの対応

松阪商工会広域連合

2,878 2524210296 三重県 有限会社ハシモト精機
ＮＣ複合旋盤の導入によるベアリング部品の生産体
制強化計画

株式会社エフアンドエム

2,879 2524210298 三重県 大阪ミガキ株式会社
ミガキ棒鋼小売販売における超硬丸鋸切断機導入に
伴う太径棒鋼（Φ１０１ｍｍ～１３０ｍｍ）の切断品質
の向上

百五銀行

2,880 2524210300 三重県 有限会社一志精工電機
薄板プレス製品のバリレス高効率生産を実現する為
の設備導入

百五銀行

2,881 2524210304 三重県 株式会社加藤機械
高精度複合ＣＮＣ旋盤の導入による、自社製スピンド
ルの精度向上

公益財団法人三重県産業支
援センター

2,882 2524210307 三重県 ジェイスマイル内装材協同組合 新たな杉圧密フロア　プラスチック融合内装材 第三銀行

2,883 2524210309 三重県 キクカワエンタープライズ株式会社
ハイスピードカメラを利用した切削屑飛散方向の分析
とデータ利用による集塵フード設計の高度化

株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

2,884 2524210310 三重県 株式会社奥岡技研
高硬度の硬超板素材のプレス成形に用いる金型製
造の評価・解析技術の試作開発事業

三重銀行

2,885 2524210312 三重県 共栄産業株式会社
最新鋭竪型射出成形機（省エネ機）導入による自動
車関連部品市場での新商品の受注拡大と生産効率
の向上

公益財団法人三重県産業支
援センター

2,886 2524210313 三重県 浅岡窯業原料株式会社
軽量化した耐熱衝撃性セラミック素材の安定供給設
備の導入

三重銀行

2,887 2524210314 三重県 福西鋳物株式会社
新シーケンサおよび鉄蓋専用加工機の導入による鋳
物工場の高効率化

今西孝彰

2,888 2524210319 三重県 株式会社横井製作所 自動消火システムにおけるコスト競争力の強化
公益財団法人三重県産業支
援センター

2,889 2524210320 三重県 株式会社井上資孝商店
コンピュータ制御式生産設備の導入による高付加価
値帯締めの生産体制確立

上野商工会議所

2,890 2524210323 三重県 中外医薬生産株式会社
痔疾用剤における注入軟膏の商品開発及び自社生
産対応について

百五銀行

2,891 2524210339 三重県 株式会社吉川製作所
高速印刷機・検査機の導入による超高密度実装の実
現と少量多品種生産競争力の強化

商工組合中央金庫

2,892 2524210341 三重県 長辻精工株式会社
ベアリング旋削加工工程の工程能力を向上させるた
めの設備導入事業

公益財団法人三重県産業支
援センター

2,893 2524210346 三重県 伊藤製油株式会社
難削材用水溶性切削油剤の性能向上に寄与するヒ
マシ油系潤滑素材の開発

公益財団法人三重県産業支
援センター

2,894 2524210347 三重県 株式会社明和製作所
５軸マシニングセンターの活用による、高効率化とコ
スト競争力の強化

百五銀行

2,895 2524210348 三重県 和田製作所
プラスチック成形の精度向上・生産性向上による競争
力強化ための新型射出成形機の導入

第三銀行

2,896 2524210350 三重県 帝産大鐘ダイカスト工業株式会社
μ （ミクロン）精度を要するダイカスト部品の鋳造技術
の構築

三重銀行

2,897 2524210356 三重県 大一精機株式会社
高性能複合型ＮＣ旋盤導入による高精度化、低コスト
化、短納期化計画

南都銀行

2,898 2524210363 三重県 鳥羽観光会館ビル株式会社
観光地におけるＩＴ活用及び誘客の連動を図る革新
的サービスの実施

公益財団法人三重県産業支
援センター
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2,899 2524210366 三重県 日亜精密工業株式会社
金型と製品の測定計測方法の高度化による高度な
品質保証体制の確立と競争力強化

石田勝

2,900 2524210367 三重県 杉野工業株式会社
大気プラズマ溶射装置導入による飛躍的短納期補
修と薄膜溶射技術の実現

百五銀行

2,901 2524210372 三重県 株式会社レグルス
ハーネス製造工程自働化による、障がい者雇用の拡
大

第三銀行

2,902 2524210376 三重県
日本ハイブリッドテクノロジーズ株
式会社

高熱伝導複合材料の開発 南都銀行

2,903 2524210377 三重県 上野印刷株式会社
次世代ワークフローシステムの活用による短納期・小
ロットへの対応と提案型営業への変革

北伊勢上野信用金庫

2,904 2524210378 三重県 栗田精工株式会社
輪郭形状測定器の導入による新幹線車両用ベアリン
グの品質保証の強化

桑名商工会議所

2,905 2524210379 三重県 株式会社ｎｅｖｅｒ
精密加工技術の高度化と多品種少量生産への対応
力向上により医療機器産業への参入を実現

第三銀行

2,906 2524210381 三重県 有限会社イトウ精機
高精度画像寸法測定器導入による精密加工部品の
品質向上・短納期化・生産性向上の実現

株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

2,907 2524210383 三重県 桑名電装株式会社
ＲｏＨＳ環境対応型電気自動車用スイッチハーネスの
開発及び生産体制構築

東京中央経営株式会社

2,908 2524210385 三重県 有限会社ハンドワークおがわ
５軸対応高精度マシニングセンタ導入による外径と翼
の一体型加工の実現

名張商工会議所

2,909 2524210386 三重県 フルハシＥＰＯ株式会社 尾鷲市海洋深層水を利用した海藻陸上養殖事業 百五銀行

2,910 2524210387 三重県 株式会社野田塗装
最新型ブラストマシン導入による新市場の開拓と産
業廃棄物の軽減

尾鷲商工会議所

2,911 2524210388 三重県 万協製薬株式会社
受託サービスの付加価値を向上させる、チューブ容
器接合技術の開発

多気町商工会

2,912 2524210392 三重県 有限会社ウィリーキッズ
三次元レーザーマーカーを導入してレーザーマー
カー製法の構築

鈴鹿商工会議所

2,913 2524210393 三重県 株式会社イトーレイネツ
３次元ＣＡＤ／ＣＡＭによるＯＥＭ板金加工・特殊冷凍
機の設計・製作工程のリードタイム短縮

第三銀行

2,914 2524210394 三重県 西日本エコアドバンス株式会社
破砕処理再資源化装置導入により家電モーターを主
とする有用金属のリサイクル率向上

上野商工会議所

2,915 2524210399 三重県 株式会社アサプリ
デジタル印刷機の導入とＷｅｂ受注・校正システムの
技術を活用した印刷新市場の拡大事業

百五銀行

2,916 2524210405 三重県 藤澤建機株式会社
次世代足場（Ｉｑシステム）の生産量増産を目指す、溶
接工場、溶接ロボット増設事業

百五銀行

2,917 2524210406 三重県 東洋工業株式会社
円筒研削盤導入で短納期化・高品質化と航空宇宙産
業への参入

公益財団法人三重県産業支
援センター

2,918 2524210408 三重県 有限会社イトーファーマシー
介護評価と医療介護多職種連携の「ＰＨＲシステム」
構築

村木貞夫

2,919 2524210409 三重県 フタバ電子工業株式会社
高精度・高鮮度な部品数量・ロケーション管理による
製造コストの革新

百五銀行

2,920 2524210411 三重県 山安水産
日本初、殻付きカキ対応カキばらし機導入による生
産力・ブランド力アップ

百五銀行

2,921 2524210412 三重県 杉本電器株式会社
地震火災を防ぐ出火防止コンセントの生産性向上を
実現する新しい金型開発

城南信用金庫

2,922 2524210413 三重県 有限会社コーナン工業
厚物複雑形状部品の低コスト・量産化を実現する熱・
冷間複合鍛造プレス技術の高度化

北伊勢上野信用金庫

2,923 2524210415 三重県 有限会社ケイオー技研
マシナブルセラミックスの加工技術の革新と「Ｏ２セン
サー」の品質向上への貢献

いなべ市商工会

2,924 2524210425 三重県 株式会社ケイ・エム・シー
次世代半導体の製造に使用されるステンレス鋼部品
の表面処理技術の開発

百五銀行

113／186



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

2,925 2524210426 三重県 有限会社岡村
三重県産大豆を活用して低糖質で健康機能性の高
いパン、菓子類の開発事業

草深英夫

2,926 2524210429 三重県 株式会社カネマツ産業
ニッチ素材である銅ナゲットの需要拡大に向けた多
様な商品開発

百五銀行

2,927 2524210437 三重県 木曽岬精機株式会社
小径深穴加工・複雑形状加工に対応可能な高性能
マシニングセンターの導入

公益財団法人三重県産業支
援センター

2,928 2524210438 三重県 株式会社福井
高精度な自動色彩選別機導入によるアオサの異物
除去精度の向上と受注拡大

桑名商工会議所

2,929 2524210440 三重県 イシズム株式会社
高機能「菌床椎茸芽カキ粉」製造プロセスの確立とそ
の応用食品への技術開発と試作

四日市商工会議所

2,930 2524210442 三重県 株式会社石垣歯車製作所
三次元測定機による精密検査の実施と品質保証体
制の構築

商工組合中央金庫

2,931 2524210448 三重県 株式会社佐藤技研
自動車制御部品における高精密切削部品の試作開
発

株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

2,932 2524210449 三重県 合資会社西村商店 個食パック製造工程における、市場課題への対応 玉城町商工会

2,933 2524210455 三重県 株式会社加藤製麺所
保存性を高めるために乾燥技術を取入れ、品質保持
を実現する設備導入

明和町商工会

2,934 2524210456 三重県 三重金属工業株式会社
自動車用プラスチック部品の試作開発における金型
修正の検査設備導入

株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

2,935 2524210457 三重県 株式会社奥村ゴム製作所
自動車用ハーネス保護部品の樹脂ホース試作品の
開発

公益財団法人三重県産業支
援センター

2,936 2524210458 三重県 北勢ダイキャスト工業株式会社
支柱型農業用太陽光発電システムの架台ジョイント
部品の開発・製造による新分野進出

百五銀行

2,937 2524210459 三重県
株式会社ＰＢＩアドバンストマテリア
ルズ

含有金属低減化技術による新ＰＢＩ材料の開発と半導
体市場への拡販

株式会社アタックス・ビジネ
ス・コンサルティング

2,938 2524210470 三重県 萩野メタルワークス株式会社
高性能レーザー加工機導入による高精度加工技術
の確立と競争力強化を図る

三重銀行

2,939 2525210348 滋賀県 名神化学株式会社
レーザー穿穴によるガス放出・細菌侵入防止食品包
装装置の開発

滋賀銀行

2,940 2525210349 滋賀県 辻プラスチック株式会社 蓄電池キャパシタによる革新的小型照明の開発 京都銀行

2,941 2525210356 滋賀県 株式会社リューテック
「カプセル内視鏡」への給電を目指したロボット魚用
水中ワイヤレス給電の開発

京都信用金庫

2,942 2525210358 滋賀県 株式会社ロジ・ウエイズ
通販の物流部門において多様な顧客ニーズに対応
する高付加価値化システムの導入

大津商工会議所

2,943 2525210361 滋賀県 角田鉄工株式会社
止水部に鉛フリー銅合金を用い、耐震管路に接続可
能な仕切弁の商品化

滋賀銀行

2,944 2525210362 滋賀県 株式会社ミュー
医師訓練、児童学習、リハビリなど多目的泳動ロボッ
トシステムの開発

京都信用金庫

2,945 2525210363 滋賀県 株式会社マツバヤシ
環境に配慮した次世代鉛フリー銅合金と多品種少
ロットに対応可能な体制の確立事業

滋賀銀行

2,946 2525210367 滋賀県 マルトリビック株式会社
植物バイオマスを利用した天然由来の植物活力剤の
開発

甲賀市商工会

2,947 2525210368 滋賀県 木村水産株式会社
レトルト殺菌装置導入による品質保持向上と新包装
形態への移行

大辻税理士法人　大辻正樹

2,948 2525210370 滋賀県 有限会社柏屋製パン所
イタリアの特殊な天然酵母を活用した安心安全で美
味な食パンの試作開発事業

滋賀銀行

2,949 2525210371 滋賀県 丸善管工器材株式会社
海水淡水化大型プラントに使用されるプラスチック製
継ぎ手の生産体制の構築

税理士法人カオス　武地義
治

2,950 2525210372 滋賀県 株式会社マルミ機械製作所
医療用精密チューブ押出金型の高精度で市場競争
力のある加工方法の開発

商工組合中央金庫
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2,951 2525210373 滋賀県 株式会社ＳＨＩＭＡＤＡ
業界初！グローバル規格対応のクリーンルーム内
「害虫モニタリング検査キット」の開発

滋賀銀行

2,952 2525210376 滋賀県 株式会社麗光
ロールｔｏロールプラズマＣＶＤ成膜時に発生するフィ
ルムシワの抑制と生産性の向上

公益財団法人滋賀県産業支
援プラザ

2,953 2525210378 滋賀県 株式会社おおまえ
糸の糊付け加工における、太陽熱による糸乾燥の確
立と一貫した加工による生産工程の構築

湖東信用金庫

2,954 2525210380 滋賀県 株式会社関西歯車工業社
先進機械導入で加工の高効率化や高速化等の実現
で製品の短納期化量産化態勢の構築。

近江八幡商工会議所

2,955 2525210381 滋賀県 高島撚糸株式会社 合糸欠陥部検出装置導入による撚糸の品質改善 高島市商工会

2,956 2525210384 滋賀県 有限会社アプロサービス
再生可能エネルギー時代に備えたバッテリー設置
サービスの高付加価値化

京都信用金庫

2,957 2525210385 滋賀県 林フォーム工業株式会社
断熱資材、省エネルギー生産と連動システムによる
新サービス

京都銀行

2,958 2525210386 滋賀県 有限会社インテリアナガオカ
光で消臭・抗菌・抗ウィルス効果のあるエコプレミアム
ウェーブカーテン

滋賀銀行

2,959 2525210390 滋賀県 株式会社メディカルフロント
化粧のできる超軟質フィルムを用いた抗菌性パッチ
型化粧品の開発

滋賀銀行

2,960 2525210391 滋賀県 株式会社カネ吉ヤマモトフーズ
最先端生産ラインの導入による近江牛製品の高品質
化と競争力の強化

長澤税理士事務所長澤潔

2,961 2525210399 滋賀県 株式会社セルミック
高性能マイクロスコープの開発メーカーが提供するサ
ンプル観察サービスの新展開

株式会社エフアンドエム

2,962 2525210400 滋賀県 有限会社西村織布工場
特殊部材用新機能織物の開発と製品化に伴う機械
装置導入計画

高島市商工会

2,963 2525210405 滋賀県 プロマティック株式会社
ＣＩＧＳ薄膜太陽電池の１パスＲｏｌｌ　ｔｏ　Ｒｏｌｌ製造装置
向けオールスパッタ成膜技術の開発

土江田会計事務所土　江田
雅史

2,964 2525210407 滋賀県 株式会社兼田漬物
日本の食文化「漬物」をより安全、高品質に提供する
ための試作開発

滋賀銀行

2,965 2525210415 滋賀県 有限会社とも栄菓舗
高品質な和菓子の海外展開に向けた生産体制の確
立と技術の向上

高島市商工会

2,966 2525210417 滋賀県 日光精器株式会社 画期的な疲労・ストレス・血管年齢評価装置の開発
公益財団法人滋賀県産業支
援プラザ

2,967 2525210420 滋賀県 松尾バルブ工業株式会社
船舶用エダクターのオーダーメード製造、及び量産化
体制の確立

滋賀銀行

2,968 2525210427 滋賀県 株式会社シナジー
航空機部品製造に特化した横形マシニングセンタ導
入による生産効率向上・競争力強化事業

経営コンサルタント　竹内淳
朗

2,969 2525210433 滋賀県 株式会社ピカコーポレイション
産業施設用太陽光発電システム設置のための軽量
架台の開発

アドバンスト・エム株式会社

2,970 2525210438 滋賀県 株式会社ジャッカル
３Ｄプリンター導入による新商品開発時間の短縮化と
競争力強化、環境負荷の低減

滋賀銀行

2,971 2525210439 滋賀県 株式会社フジックス
超臨界流体処理装置の導入による縫い糸の無水染
色プロセス技術の確立

京都銀行

2,972 2525210443 滋賀県 株式会社清水商店
従来の製法と形状の違う「角糸コンニャク」の試作開
発

栗東市商工会

2,973 2525210445 滋賀県 株式会社シグマックス
太陽電池製造工程のウエハー搬送バスケット管理用
耐薬品ラベルの開発

高島市商工会

2,974 2525210451 滋賀県 株式会社開伸 無キズ透明ケース加工機の試作開発 大垣共立銀行

2,975 2525210454 滋賀県 アクアシステム株式会社
超音速流による高性能エジェクターの開発とマイクロ
バブル発生装置への応用

商工組合中央金庫

2,976 2525210456 滋賀県 湖北工業株式会社
光反応機能を付加したスマートマイクロリアクターシ
ステムの開発

大垣共立銀行
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2,977 2525210457 滋賀県 小杉養鶏場
洗卵検卵装置導入により、新鮮で高品質な卵を県内
に流通させる仕組み作り

安土町商工会

2,978 2525210461 滋賀県 サンテクノス株式会社
自動車用シートベルト部品の不良品ゼロを実現する
自動選別及び自動計数機の開発

滋賀銀行

2,979 2525210465 滋賀県 有限会社エクセルパーツ
安定した品質と小型化を実現する新しい高電圧遮断
機用の部品の試作開発事業

甲賀市商工会

2,980 2525210466 滋賀県 株式会社ウミノ製作所
食品用袋詰め機器の新たな製造方法の確立による
コストダウン及び納期短縮

税理士法人中央総研　山川
晋

2,981 2525210467 滋賀県 株式会社ナカサク
ロール搬送炉のロール検査装置・データ解析プログ
ラムの開発事業

関西アーバン銀行

2,982 2525210470 滋賀県 株式会社青井黒板製作所
ホワイトボードにレーザー機で彫刻線引きする研究開
発

三井住友銀行

2,983 2525210471 滋賀県 前出産業株式会社
ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による難削性・複雑形状化が進む
医療機器部品加工への対応

近江八幡商工会議所

2,984 2525210479 滋賀県 近江化成工業株式会社
床ずれ防止効果の高い、シニア犬専用マットの企画・
開発・製造・販売

関西アーバン銀行

2,985 2525210480 滋賀県 中央化成品株式会社
自動車産業の市場獲得に向けた、超軽量で高外観
を有する樹脂構造部材の開発

八日市商工会議所

2,986 2525210485 滋賀県 株式会社ナスカ
徘徊高齢者の探知をスマホの短距離通信で行える
見守りネットの試作開発

滋賀銀行

2,987 2525210486 滋賀県 近江牛輸出振興協同組合 イスラーム圏向け牛肉輸出に係ると畜装置導入 滋賀銀行

2,988 2525210487 滋賀県 センカ株式会社
さまざまな分野の浄化に利用できる“水溶性カチオン
ポリマー”製造設備強化計画

商工組合中央金庫

2,989 2525210491 滋賀県 ラック株式会社
管更生手法を応用し、老朽化した建造物内の雨樋管
を補強し、長寿命化させるための試作開発

北國銀行

2,990 2525210497 滋賀県 株式会社サン機工
アンカービット類の製造工程を集約して、生産性２倍
と売上拡大

協同組合京滋中小企業経営
サポートセンター

2,991 2525210498 滋賀県 大津発條株式会社
温度ヒューズに使用される高精度・高強度スプリング
の開発

滋賀銀行

2,992 2525210499 滋賀県 株式会社日本電気化学工業所
リチウムイオン電池を始めとする包装用アルミ材の耐
腐食性・高密着性皮膜の開発と量産化プロセスの確
立

商工組合中央金庫

2,993 2525210514 滋賀県 大吉商店株式会社
業務効率化と生産性向上に向けた「トレーサビリティ
管理システム」の構築

高島市商工会

2,994 2525210518 滋賀県 中村織布株式会社 次世代のテント用膜材等の基布開発 高島市商工会

2,995 2525210519 滋賀県 高麻株式会社
整経工程における品質改善・生産性向上ならびに高
付加価値素材の開発

高島市商工会

2,996 2525210520 滋賀県 株式会社センコー 高精度大型セラミック加工の新生産体制の構築 滋賀銀行

2,997 2525210524 滋賀県 株式会社コルモス
昇華転写技術を応用した多素材に対応できる繊維製
品の開発

協同組合京滋中小企業経営
サポートセンター

2,998 2525210525 滋賀県 株式会社日本アルテック
品質・生産能力向上を目的とした革新的なアルミ押
出材スリット穴加工の試作開発

栗東市商工会

2,999 2525210527 滋賀県 株式会社堀井商店
廃ペットボトルの中間処理における技術開発によるリ
サイクル原材料としての品質向上

滋賀銀行

3,000 2525210531 滋賀県 ユニプラス滋賀株式会社
高混練性押出成形機導入による、高強度高品質テグ
スの開発と生産体制の確立

ＦＭＢコンサルタンツ株式会
社

3,001 2525210532 滋賀県 株式会社大彌
「糖質が気になる方」への食物繊維が豊富な「ヘル
シー和菓子」の試作開発

甲賀市商工会

3,002 2525210538 滋賀県 株式会社比叡ゆば本舗ゆば八
湯葉製造業界初、アームロボットによる湯葉自動引
上げ装置の設計・開発

大津商工会議所
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3,003 2525210543 滋賀県 株式会社ベル繊工
含浸・ヒートセット工程及び仕上げ加工の広幅化によ
る生産性向上と省エネ対策

滋賀銀行

3,004 2525210544 滋賀県
マンマシンシナジーエフェクタズ株
式会社

圧倒的な没入感を実現するパワー増幅マスタスレー
ブシステムの試作開発

浅田会計事務所　浅田益宏

3,005 2525210551 滋賀県 トランスブート株式会社
効率的な電力供給を実現する住宅向け電力制御シ
ステムの開発

瀬田商工会

3,006 2526210569 京都府 京都機械工具株式会社 複合手工具の省エネ接合型摩擦溶接の試作開発 三菱東京ＵＦＪ銀行

3,007 2526210578 京都府 株式会社京屋吉星 世界初のハイテクカーボン金箔屏風の開発 京都銀行

3,008 2526210587 京都府 吉川染匠株式会社
新機能素材と京都の伝統的な知恵と友禅染の技法
を生かした機能性“夏きもの”の開発。

安井実税理士事務所

3,009 2526210589 京都府 株式会社三昌製作所
最新ワイヤ放電加工機導入によるパワー半導体精
密部品製造の競争力強化計画

株式会社エフアンドエム

3,010 2526210597 京都府 西垣金属工業株式会社
デジタル式テーブルスポット溶接機の導入による新
規顧客獲得と顧客満足度の向上

京都信用金庫

3,011 2526210605 京都府 株式会社森鉄工所
セパレータ専用スリッター高精度部品一式受注の新
規参入

京都信用金庫

3,012 2526210611 京都府 京都飲料株式会社

他社にない「小ロット生産ネルドリップ方式」での自家
焙煎珈琲店の美味しいアイスコーヒーＯＥＭ市場拡
大のための洗浄～充填～打栓一貫生産ラインの設
置

京都中央信用金庫

3,013 2526210612 京都府 株式会社ハッピー
多機能複合型水系洗浄機の実機化による衣服の高
品質な水系洗浄サービスの開発

京都中央信用金庫

3,014 2526210617 京都府 大洋エレックス株式会社
自動検査装置トータルシステムメーカーとして環境整
備による企業価値向上

京都中央信用金庫

3,015 2526210618 京都府 荒川木工株式会社
高精度ＣＮＣルータ導入によるオーダーメイド家具・建
具の生産能力向上及び低コスト生産計画

京都中央信用金庫

3,016 2526210620 京都府 はちぼく屋
多店舗展開を見据えた「自動精米店舗」の開発・モデ
ル店舗づくり

京都中央信用金庫

3,017 2526210623 京都府 株式会社トステック
ゲノミクス、プロテオミクスワークを支援するための全
自動前処理装置の開発、商品化

京都銀行

3,018 2526210624 京都府 株式会社ベルテックス
細胞計数板の性能アップを目指す樹脂表面改質装
置の導入

公益財団法人京都産業２１

3,019 2526210625 京都府 京都プラント工業株式会社
バイオマス燃料による廃棄物ガス化溶融処理プラン
ト建設の海外展開

綾部商工会議所

3,020 2526210626 京都府 株式会社Ｈ＆Ｃ技術研究所
中小規模の食品・医薬品工場における着衣用ハンデ
イ吸引ブラシの開発

アドバンスト・エム株式会社

3,021 2526210628 京都府 株式会社アンド 高性能メンテナンスフリー自動はんだ付装置の開発 古川清幸税理士事務所

3,022 2526210630 京都府 タマヤ株式会社
多色ラベル印刷機等導入による販路拡大と応用技術
による他分野市場への進出

京都銀行

3,023 2526210631 京都府 株式会社寺内製作所
航空機用複雑形状品の３Ｄ設計データを活用した検
査能力向上と効率化。

清友監査法人

3,024 2526210632 京都府 北澤機械工業株式会社
３次元加工による高精度化した精密部品及び金型の
高速供給の実現

京都銀行

3,025 2526210634 京都府 有限会社綵巧
新型特殊装置及びコントローラー装置を独自に搭載
させて自動力織機導入による新たな織素材の開発

あおぞら税理士法人

3,026 2526210637 京都府 株式会社西田惣染工場
高精度なインクジェットプリンター導入による競争力
の強化

京都銀行

3,027 2526210639 京都府 有限会社ミネルバライトラボ
機能性材料の高純度・省エネ製造のためのマイクロ
波合成システムの開発

南都銀行
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3,028 2526210641 京都府 株式会社シゲノ
国内自動車内装部品縫製の多様化少ロット及び高精
度化対策事業

京都北都信用金庫

3,029 2526210651 京都府 浅井プラパーツ株式会社
工程集約できる最新型機械導入しニーズ対応力の強
化と受注増大

京丹後市商工会

3,030 2526210662 京都府 株式会社北斗プリント社
大学印刷需要におけるスクールカラーの極小ロット印
刷最適化による競争力強化計画

京都銀行

3,031 2526210670 京都府 株式会社青木プラス
価格競争力強化のための歩留まり改善設備投資事
業

滋賀銀行

3,032 2526210677 京都府 テック・ワーク株式会社
細胞等の培養研究における顕微鏡用の低コスト簡易
循環型ＣＯ２ガス供給装置の開発

公益財団法人京都産業２１

3,033 2526210680 京都府 宇野株式会社
ホームファッション新ブランド「アンバイ」創設・育成計
画

滋賀銀行

3,034 2526210683 京都府 株式会社昭和起重機製作所 中・大型クレーンの製造工程短縮、組立精度アップ 近畿大阪銀行

3,035 2526210685 京都府
株式会社グロ―バルメタルシンコ
ウ

廃家電モーター等の完全分別・再資源化技術を用い
たリサイクル事業

京都中央信用金庫

3,036 2526210686 京都府 尾池工業株式会社
フレキシブル有機デバイス用超ハイバリアフィルムの
評価能力の拡充

公益財団法人京都高度技術
研究所

3,037 2526210688 京都府 株式会社谷テック
ハイテンパイプ切断における丸鋸の寿命向上及びハ
イスピード切断に向けた開発

滋賀銀行

3,038 2526210690 京都府 東洋化工株式会社 高出力ＹＡＧレーザー溶接の微細溶接技術の確立 京都信用金庫

3,039 2526210691 京都府 三浦照明株式会社
明治から平成へ、環境に配慮した未来を担う和風照
明器具の革新的変化

京都銀行

3,040 2526210695 京都府 株式会社シミウス
光ファイバを用いた劣悪環境下で使える長期信頼性
の高いロゼットゲージの開発

公益財団法人京都高度技術
研究所

3,041 2526210696 京都府 有限会社共栄歯車製作所
ＣＮＣ旋盤の導入による産業機械部品（歯研ウォー
ム）製造に関する生産性の向上、短納期化

京都信用金庫

3,042 2526210698 京都府 有限会社塚口鉄工所
ＬＥＤ照明器具本体の開発スピードＵＰとコスト競争力
の強化

京都銀行

3,043 2526210699 京都府 柴田織物
織物デザインシステム導入による縫取ちりめんの販
路開拓

与謝野町商工会

3,044 2526210704 京都府 株式会社阪口製作所
サーボプレスによる炭素繊維複合材の成型加工技術
開発

京都信用金庫

3,045 2526210705 京都府 株式会社でんでん
京友禅技術を活用したスマホ・タブレット向け天然皮
革アクセサリーの試作開発

京都信用金庫

3,046 2526210706 京都府 株式会社ＤＩＹ　ＳＴＹＬＥ
廃棄物・炭素繊維を利用した高性能建材の品質向上
と量産化の実現

福邦銀行

3,047 2526210708 京都府 ＮＫＥ株式会社
重量物の搬送が可能な小型産業用多関節ロボットの
開発

糸島貴裕

3,048 2526210709 京都府 ユーハン工業株式会社
最新式マシニングセンタ導入による新型機種受注及
び生産体制強化計画

京都銀行

3,049 2526210710 京都府 新川精密
最新型ＣＮＣ自動旋盤導入による産業設備機器用等
部品の生産体制強化計画

京都銀行

3,050 2526210712 京都府 塩見団扇株式会社
伝統産業品　京うちわ用挿し柄の製造業者廃業に伴
う製造技術の移転・確立事業

京都銀行

3,051 2526210714 京都府 株式会社木村製作所
光学部品成形型の高精度化実現のため高精度三次
元形状測定装置を導入し新規分野に参入する

公益財団法人京都高度技術
研究所

3,052 2526210719 京都府 洲崎鋳工株式会社
３Ｄ技術を利用した鋳物生産システムの構築による
競争力の強化

篠田直明税理士事務所

3,053 2526210720 京都府 株式会社エーディーディー
製品検査における２Ｄ・３Ｄ方式カメラ同時画像検査
装置による差別化の実現

京都中央信用金庫
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3,054 2526210725 京都府 三省カーボン株式会社
最新立型マシニングセンタ導入によるカーボン製品
の高度化、短納期化等計画

大阪信用金庫

3,055 2526210731 京都府 株式会社タイヨーアクリス
リベット接点カシメ　少ロット品新工法開発のための
設備投資。

公益財団法人京都産業２１

3,056 2526210732 京都府 高由金属株式会社
高度精密加工に対応できる最新鋭設備の導入により
高精度製品の製造を実現

京都銀行

3,057 2526210734 京都府 株式会社デンタルラボシャンツ
光学カメラによる歯科修復治療に対応するための　Ｃ
ＡＤ／ＣＡＭを用いた歯科技工の新たな取り組み

京都信用金庫

3,058 2526210736 京都府 岸紙工株式会社
連結型／直結型２トップ製函機製造システム構築に
よる生産能力の増強

京都信用金庫

3,059 2526210738 京都府 株式会社キョークロ
環境対応表面処理技術の高度化と環境負荷物質管
理の保証体制の構築

滋賀銀行

3,060 2526210739 京都府 五大エンボディ株式会社
発話困難者のための意思伝達支援システムの試作
開発

京都税理士法人

3,061 2526210740 京都府 山口染工株式会社 世界基準の幅広生地に対応する捺染技術の確立 Ｊｕｓｔ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

3,062 2526210741 京都府 竹中罐詰株式会社
新しい解凍システム導入により、製造環境の大幅な
向上を実現

京都北都信用金庫

3,063 2526210744 京都府 マイクロニクス株式会社 液体窒素タンクの自動化 京都銀行

3,064 2526210749 京都府 内田産業株式会社
急傾斜地工事向け超大型モノレール（積載量６トン）
の試作機開発事業

京都信用金庫

3,065 2526210751 京都府 株式会社桂精密
高精度超硬工具用金型市場参入に向けた高精度工
作機導入による生産体制の確立

ＦＭＢコンサルタンツ株式会
社

3,066 2526210752 京都府 株式会社エステン化学研究所
“海洋環境にやさしい”次世代型船底防汚塗料の開
発

米田茂

3,067 2526210753 京都府 株式会社西尾製作所
学術的標本模型製作における新素材の導入と新た
な成型方法の導入

京都中央信用金庫

3,068 2526210754 京都府 有限会社ファーミス 開発者向けシリアルプロトコルアナライザの開発事業 土橋幹浩税理士事務所

3,069 2526210756 京都府 株式会社トダコーポレーション 立体変形箱の試作開発による高付加価値箱の生産 京都信用金庫

3,070 2526210757 京都府 有限会社アドバンク
集客アプリの開発と最新製版機導入によるチラシ印
刷システムの構築

ＦＭＢコンサルタンツ株式会
社

3,071 2526210760 京都府 株式会社辻製作所
「３Ｄモデル　データの活用による検査計測工程の自
動化の実現と我国のサプライチェーンの強化」

京都銀行

3,072 2526210761 京都府 株式会社トライマント
自動制御による上下顎関節運動の再現と歯科実習
対応の試作品製作

京都商工会議所

3,073 2526210765 京都府 株式会社ティーエーシー
低価格・携帯型ガンマ線スペクトロメーター（放射線
測定分析装置）の商品化開発

京都信用金庫

3,074 2526210772 京都府 株式会社アドバン理研 ＰＳＡ方式　小型水素ガス発生装置の開発 八幡市商工会

3,075 2526210773 京都府 友岡化研株式会社
汚泥処分量の大幅減容を目指す、脱水機のアルカリ
性洗浄剤の開発

八幡市商工会

3,076 2526210780 京都府 Ｄａｒｉ　Ｋ株式会社 カカオのナノ化技術による栄養機能食品の開発 京都商工会議所

3,077 2526210781 京都府 株式会社宇山金型製作所
医療用マイクロ流路金型の内製化による納期短縮及
びコスト削減

税理士法人京都経営

3,078 2526210797 京都府 アクトファイブ株式会社
革新的な知能洗浄・知能乾燥能力を備えた産業用部
品洗浄機の試作開発

株式会社エフアンドエム

3,079 2526210798 京都府 大原パラヂウム化学株式会社
グリーンイノベーション（ＧＩ）に伴うバイオマス原料を
用いた繊維用機能性付与加工剤の開発

京都銀行
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3,080 2526210799 京都府 株式会社形木原製作所
マシニングセンタ導入による部品製造サイズ大径化
と生産性向上及び高精度対応

京都銀行

3,081 2526210802 京都府 宇治電器工業株式会社 情報処理を利用した高齢者医療システムの開発 京都銀行

3,082 2526210803 京都府 三和化工株式会社
熱圧成型の金型レス、小ロット試作を可能にする３Ｄ
発泡プリンターの開発

公益財団法人京都産業２１

3,083 2526210806 京都府 菓子処喜久春
設備導入による、廃棄されていた小豆煮汁からの商
品開発。

長岡京市商工会

3,084 2526210807 京都府 株式会社京マシナリー 縦型インライン式ガラス基板スリミング装置の開発 久保賢税理士事務所

3,085 2526210808 京都府 株式会社昭和リーブス
光学式検査機器を用いた異物同定検査導入による
総合防除管理事業

朝来市商工会

3,086 2526210811 京都府 相川建工
コンクリート境界ブロックのモルタル目地詰用モルタ
ル目地枠の試作・サンプル支給の実施

公益財団法人京都産業２１

3,087 2526210817 京都府 京テック株式会社 超精密プラスチック部品用金型の生産体制構築 公益財団法人京都産業２１

3,088 2526210818 京都府 三和研磨工業株式会社 玉軸受用超仕上げ砥石の加工装置の導入 京都中央信用金庫

3,089 2526210819 京都府 西村陶業株式会社
ＰＣ・電子制御機器及び医用機器等向けセラミックス
部品製作のための超精密研磨加工設備の導入

公益財団法人京都高度技術
研究所

3,090 2526210821 京都府 バイオベース株式会社
ポリ乳酸樹脂の改質による新たな３Ｄプリンタ用モノ
フィラメントの開発

公益財団法人京都産業２１

3,091 2526210822 京都府 株式会社ベルクシー
医療用切削樹脂部品の高精度化と短納期対応の為
の新技術導入

ものづくり補助金情報中心
西河豊

3,092 2526210823 京都府 内藤印刷株式会社
地域密着型事業の新商品展開のためのデジタル印
刷システム導入による生産基盤強化

アクセルコンサルティング株
式会社

3,093 2526210830 京都府 株式会社バネックスアイエス
単一候補自動変形方式文字検査装置の最先端機能
の試作機製作

公認会計士・税理士三嶋事
務所

3,094 2526210831 京都府 工芸工房鎚舞
切削彫刻機導入による一般体験者ジュエリー製作の
高精度化の実現に向けて

京都中央信用金庫

3,095 2526210833 京都府 有限会社澤田製作所
新型ＣＮＣ旋盤を活用した製造工程集約による生産
効率化およびコスト削減の実現

ＯＣＳコンサルティング

3,096 2526210841 京都府 株式会社サビア
４Ｋ用デジタルリマスターのための高速フィルムス
キャナの試作

税理士法人広瀬

3,097 2526210843 京都府 アムズ株式会社
安価な小型軽量炭酸水製造装置の開発と医療・介護
機関向けビジネスの構築

浅田会計事務所

3,098 2526210845 京都府 株式会社ウミヒラ
ワイヤ放電加工機の導入による医療用器械の短納
期生産ラインの確立

京都銀行

3,099 2526210846 京都府 株式会社キャンバス
オンラインによる情報誌自動制作及びデジタル印刷
ワークフローの生産体制の強化

京都銀行

3,100 2526210850 京都府 京都食品工業株式会社
廃棄食品ロスの低減を目指した京惣菜商品の賞味
期限延長化の取り組み

京都税理士法人

3,101 2526210852 京都府 近藤自動車工業株式会社
ロ―ドサービスにおける緊急車両搭載型、急速充電
キットの開発

京都銀行

3,102 2526210856 京都府 有限会社山栄フーズ
高級魚を安価に提供する釣り人・釣り船屋・釣り具屋
との協業事業

東京中央経営株式会社

3,103 2526210858 京都府 有限会社田中製作所
ワイヤ放電加工機導入による、新ベント機構の開発
及び夜間無人稼動体制の確立

京都信用金庫

3,104 2526210859 京都府 応用電機株式会社
大型基板等対応ハンダ付けオールインワンフロー槽
導入による新事業進出

城陽商工会議所

3,105 2526210860 京都府 株式会社プラズマイオンアシスト
高機能放熱部材用のセラミック粉体技術と製造装置
の開発

公益財団法人京都高度技術
研究所
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3,106 2526210861 京都府 株式会社大平電機
大型モータの整備・再生技術の向上による新市場へ
の挑戦。（負荷試験装置の導入）

京都北都信用金庫

3,107 2526210866 京都府 株式会社パリティ・イノベーションズ
マイクロミラーアレイによる空中映像表示用結像光学
素子の高機能化

南都銀行

3,108 2526210868 京都府 浅田製瓦工場
シルクスクリーン技術を用い、新たな価値を創出した
京瓦製品の開発

植田会計事務所

3,109 2526210871 京都府 デ・ファクト・スタンダード合同会社
産官学連携スキームを活用した２次電池再生技術の
高性能化と海外展開

京都中央信用金庫

3,110 2526210876 京都府 有限会社ノット ｋｎｏｔ　ｊａｐａｎｓｔｙｌｅ　ｆｕｒｎｉｔｕｒｅ 岩崎税理士法人

3,111 2527212179 大阪府 滝沢歯車株式会社
測定装置導入による高精度・高品質・高付加価値化
計画

近畿大阪銀行

3,112 2527212181 大阪府 有限会社明光鐵工所
最新型ＮＣ旋盤導入による非鉄金属等の難削加工の
高精度化計画

株式会社エフアンドエム

3,113 2527212182 大阪府 株式会社サイコー金属工業所
Ｈ鋼材の手動加工から機械導入による短納期化、生
産拡大、コスト削減実現計画

堺商工会議所

3,114 2527212183 大阪府 有限会社イーティーテック
大手包装資材メーカーのニーズに応えるコーナーカッ
ト自動角丸機の試作機開発

大阪信用金庫

3,115 2527212184 大阪府 オリヱント化学工業株式会社 筆記具・インクジェット用低融点色材の開発 商工組合中央金庫

3,116 2527212188 大阪府 株式会社一倉
ベンディングマシン導入による加工技術開発および
低コスト化計画

株式会社エフアンドエム

3,117 2527212189 大阪府 関西特殊工作油株式会社
検査設備の導入による工作機油剤の検査工程内製
化と生産体制強化

株式会社エフアンドエム

3,118 2527212190 大阪府 幸和金属株式会社
ＮＣタレットパンチプレス機導入によるガス器具部品
の生産体制強化計画

株式会社エフアンドエム

3,119 2527212192 大阪府 三洋電線株式会社
太線用撚機の導入による産業用撚線の生産体制構
築・強化計画

株式会社エフアンドエム

3,120 2527212193 大阪府 和田精工株式会社
難加工ナイロン樹脂を使用した自動車向け高精度軸
受用保持器の製造環境の確立

ジャスト会計事務所　立野靖
人

3,121 2527212196 大阪府 ライオンカラー株式会社
小型押出機導入による化粧品容器向け原料の試作
ライン構築及び着色樹脂の生産能力向上計画

株式会社エフアンドエム

3,122 2527212198 大阪府 協和螺旋鋼業株式会社
ロータリーローリング機の導入によるねじ製品製造に
おける内製化と競争力強化

株式会社エフアンドエム

3,123 2527212199 大阪府 有限会社共和商会
最新型シャーリングマシンの導入による鋼材精密加
工の高精度化・短納期化計画

株式会社エフアンドエム

3,124 2527212200 大阪府 ケイワイ電子工業株式会社
高性能実装機導入による機種切り替え自動化による
生産効率向上・高度実装基板対応力を構築

関西アーバン銀行

3,125 2527212201 大阪府 メイコーマシン株式会社
分離リテーナを用いた高精度（金属工作機械用保持
工具）ミーリングチャックの試作開発

清原正治

3,126 2527212203 大阪府 青葉印刷株式会社
事業計画名８６００Ｎプレートレコーダー（ＣＴＰ）導入
による短納期・高品質生産体制の強化。

商工組合中央金庫

3,127 2527212204 大阪府 浅井金型株式会社
最新型ワイヤ加工機導入で金型の加工精度を上げ、
コスト削減による競争力強化と販路拡大

大阪シティ信用金庫

3,128 2527212205 大阪府 日本鍛造株式会社
自動車部品の大量ロット受注における顧客要求を満
たすための、最新インバータ式切断機の導入

商工組合中央金庫

3,129 2527212206 大阪府 株式会社共栄製作所
バランシングマシン（釣合い試験機）の導入による事
業改革

枚方信用金庫

3,130 2527212208 大阪府 大化株式会社
高性能成形機導入によるスーパーエンプラ部品製造
の短納期・高品質・低コスト化の実現

北おおさか信用金庫

3,131 2527212209 大阪府
株式会社エスアンドエスエンジニア
リング

高精度５軸加工・高速ＮＣ加工による高品質・高効率
の大型プレス金型製作工法の構築。

池田泉州銀行
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3,132 2527212210 大阪府 三上軽金属株式会社
最新ダイカストマシン導入によるアルミ鋳造品の生産
性向上計画

株式会社エフアンドエム

3,133 2527212211 大阪府 株式会社小田原製作所
マシニングセンタとＣＮＣ旋盤の導入による農機・建
機用部品の生産体制強化

株式会社エフアンドエム

3,134 2527212212 大阪府 松本木材産業株式会社
最新油圧プレス機導入による家具部品製作の短納
期・高精度化計画

株式会社エフアンドエム

3,135 2527212213 大阪府 株式会社ラチェール
最新パネルソー等の導入による業務用木製椅子製
造の生産体制強化計画

株式会社エフアンドエム

3,136 2527212214 大阪府 株式会社美修精密製作所
新型放電加工機の導入による金型製作の納期短縮
と競争力強化

株式会社エフアンドエム

3,137 2527212216 大阪府 島本鉄工株式会社
最新式ＮＣフライス盤導入による精密切断機製造の
高精度化、短納期化等計画

株式会社エフアンドエム

3,138 2527212217 大阪府 株式会社セイホウ
検査装置導入による点字ラベルシール生産体制強
化および医療分野への貢献

株式会社エフアンドエム

3,139 2527212218 大阪府 有限会社カシマテック
最新のＮＣ旋盤の導入による長尺ものの機械部品精
密加工の短納期対応計画

株式会社エフアンドエム

3,140 2527212220 大阪府 コヤマ電線株式会社
押出機の無調芯ヘッド導入および制御盤、スクリュー
の改修による高精度化および短納期化計画

株式会社エフアンドエム

3,141 2527212222 大阪府 株式会社シミズインダストリー
工程の見直しによる加工時間短縮・コスト削減を実現
する高精度複合ＣＮＣ旋盤の導入

延山久夫税理士事務所

3,142 2527212223 大阪府 有限会社トシオテック
オリジナル治具の活用による難加工部品の安定的高
品質な製造体制の構築

北おおさか信用金庫

3,143 2527212224 大阪府 株式会社ヒロテック
最新ＣＮＣ旋盤導入による、おむつ製造装置部品の
短納期・低価格化計画

株式会社エフアンドエム

3,144 2527212225 大阪府 株式会社玉川精密
工場増築とマシニングセンター導入による金型国内
回帰需要の獲得

大同信用組合

3,145 2527212232 大阪府 明和機工株式会社
最新型マシニングセンタ導入による航空機部品の生
産能力強化計画

株式会社エフアンドエム

3,146 2527212236 大阪府 株式会社テラモト
３Ｄプリンタ導入による試作品（ペット用品）製作の競
争力強化計画

株式会社エフアンドエム

3,147 2527212237 大阪府 株式会社ＬＡＺＡＲＵＳ
歯科技工用光３次元プリンターを活用したインプラン
ト・サージカルガイド製作による増収計画

黒瀬税理士事務所　黒瀬勇
治

3,148 2527212238 大阪府 株式会社サン機工
パイプなどの局部曲げ加工における長さ精度の向上
を可能とする加工機の開発

南都銀行

3,149 2527212242 大阪府 巻野合成樹脂株式会社
新型射出成形機導入によるメッキ用プラスチック製品
の生産性向上および高品質化計画

株式会社エフアンドエム

3,150 2527212243 大阪府 ＨＮＴ精工
最新型放電加工機の導入による自動車部品向け金
型の大型化対応、高精度化の確立

株式会社エフアンドエム

3,151 2527212247 大阪府 株式会社吉村商店
最新型木材切削加工機導入による不燃性建築資材
加工の短納期化、低コスト化計画

株式会社エフアンドエム

3,152 2527212248 大阪府 株式会社寿精密
住宅・建築物等の耐震性に優れた締結用部品「ダブ
ルナット」の試作開発

大阪商工信用金庫

3,153 2527212252 大阪府 有限会社藤栄製作所
ベリリウム銅の微細形状加工による携帯電話基地局
向けコネクタの開発

ジャスト会計事務所

3,154 2527212256 大阪府 株式会社酒井製作所
鉄道関連部品製造における工程間の最適化により生
産効率向上、生産能力増強を図る

株式会社エフアンドエム

3,155 2527212257 大阪府 株式会社菊井鉄工所
ＣＮＣ旋盤導入による旋削加工の高精度・スピード向
上及び内製化の取組

堺商工会議所

3,156 2527212258 大阪府 三芝イーシ工業株式会社
航空機搭載の通信システム向け超精密板金加工技
術の実現

商工組合中央金庫

3,157 2527212260 大阪府 渡瀬金属工業所
大型デジタル電動サーボプレス機導入による製品加
工範囲の拡大と量産化計画

株式会社エフアンドエム
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3,158 2527212265 大阪府 コーワ機工株式会社
５軸ＣＮＣ旋盤機の導入による冷間鍛造金型部品の
増産計画

株式会社エフアンドエム

3,159 2527212268 大阪府 田中金属株式会社
ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による金属部品加工の生
産体制強化

株式会社エフアンドエム

3,160 2527212270 大阪府 株式会社特発製作所
新型ワイヤー・カットリング成形機の導入による自動
車用ばね部品の小型化への対応

株式会社エフアンドエム

3,161 2527212272 大阪府 トキワ電気株式会社
新事業での化学物質含有分析の高速化と玩具規格
への対応

池田泉州銀行

3,162 2527212274 大阪府 株式会社生田
高性能裁断機と鋲打ち機導入によるセミオーダーラ
ンドセルの生産能力向上計画

株式会社エフアンドエム

3,163 2527212278 大阪府 浜野製作所
高性能マシニングセンタ導入による金属部品精密加
工にかかる生産能力向上計画

株式会社エフアンドエム

3,164 2527212284 大阪府 ＴＯＨＯ株式会社
ＮＣ旋盤導入による金属製軸受設備の生産体制強化
および海外製品に対する競争力強化

株式会社エフアンドエム

3,165 2527212290 大阪府 東和印刷株式会社
ＬＥＤ－ＵＶ乾燥装置の導入による印刷事業における
新分野進出及び高品質化計画

株式会社エフアンドエム

3,166 2527212294 大阪府 株式会社サンショー
最新射出成形機の導入によるＰＰＡエンジンマウント
部品生産体制の確立

株式会社エフアンドエム

3,167 2527212295 大阪府 長谷川精機株式会社
電子部品製造用キャリアプレートの多軸孔開け治具
の生産体制強化計画

株式会社エフアンドエム

3,168 2527212298 大阪府 昭和化工株式会社
洋菓子製造業向け「離型油」の開発強化による新市
場開拓とシェア獲得

株式会社エフアンドエム

3,169 2527212299 大阪府 コーナンブロー工業所
成形機スクリュー等交換によるプラスチック製品の異
型形状加工成形品の増産計画

株式会社エフアンドエム

3,170 2527212300 大阪府 メルボ紳士服工業株式会社
オールインカットシステム導入による型入れ・裁断工
程の自動化による短納期化計画

株式会社エフアンドエム

3,171 2527212303 大阪府 橘浴巾工場
最新型タオル製造機導入による泉州タオルにかかる
生産体制強化計画

株式会社エフアンドエム

3,172 2527212305 大阪府 泉シール工業株式会社
高耐食性アルミ鋳造部品を製造するための化成処理
ラインの導入

和泉商工会議所

3,173 2527212308 大阪府 三宝化成株式会社
化粧品・トイレタリー向けヘッド共用ダブルスプレー容
器の開発

永和信用金庫

3,174 2527212324 大阪府 岡田紙業株式会社 医薬品向け機能性コーティングフィルムの品質向上 ジャスト会計事務所

3,175 2527212329 大阪府 株式会社オージーケーカブト
安全を担保し、顧客が望むデザインを実現したヘル
メット開発の更なる内製化と迅速化の推進

商工組合中央金庫

3,176 2527212332 大阪府 株式会社ハイテックヤマテツ
高性能ＡＶ機器金型部品製作に必要な設備投資と微
細加工技術開発

池田泉州銀行

3,177 2527212339 大阪府 株式会社三木スライド
精密平面研削盤導入による研磨工程の精度向上と
スピードアップの実現

安田勝也

3,178 2527212343 大阪府 株式会社サンユウ
みがき棒鋼の研磨レス加工の実現およびそれによる
短納期化と低コスト化の実現

ジャスト会計事務所

3,179 2527212345 大阪府 サンエー株式会社
切削機導入による歯科技工物製造工程の内製化及
び顧客対応の強化

株式会社エフアンドエム

3,180 2527212348 大阪府 株式会社ＡＦＲＥＸ
高効率フィンチューブ熱交換器製造用新規設備導入
等による生産体制強化

株式会社エフアンドエム

3,181 2527212353 大阪府 株式会社日工
建機油圧部品で要求される複雑形状加工技術の確
立とコスト競争力強化

株式会社ティグレ

3,182 2527212354 大阪府 株式会社尾崎スイミングスクール
発達段階に合わせた乳幼児期の親子水泳指導と水
泳指導を通じての子育て支援

石原憲税理士事務所

3,183 2527212359 大阪府 株式会社トップツール
高付加価値特殊切削工具及びビットの生産能力強化
事業

堺商工会議所
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3,184 2527212360 大阪府 有限会社水野工業所
最新型レーザーカッター導入による金属部品素材の
生産性向上計画

株式会社エフアンドエム

3,185 2527212362 大阪府 株式会社ムラカワ
新型ＣＮＣ導入で計測治具の精度向上と、低コスト・
短納期化計画

大阪シティ信用金庫

3,186 2527212363 大阪府 京阪高速出版印刷株式会社
最新型ＣＴＰ出力機・版の自動供給装置・ＤＴＰソフト
導入による印刷物の短納期化計画

株式会社エフアンドエム

3,187 2527212364 大阪府 ヤマト精機株式会社
最新型ワイヤ放電加工機導入による特殊工業用ミシ
ンの競争力強化

株式会社エフアンドエム

3,188 2527212368 大阪府 株式会社松井製作所
熱可塑性炭素繊維強化プラスチックの還元に特化し
た粉砕機の開発

りそな銀行

3,189 2527212369 大阪府 東和工業株式会社
画像選別機の導入による製品検査体制の強化と生
産効率化の実現

ＯＣＳコンサルティング　伊藤
康雄

3,190 2527212370 大阪府 有限会社みつわ興業
高速・高精度横型マシニングセンタ導入による金型の
短納期・低コスト生産体制の構築

尼崎信用金庫

3,191 2527212372 大阪府 株式会社岡本製作所
ＣＮＣ制御高精度プレスブレーキ導入による生産性向
上と加工能力拡大の実現

阿波銀行

3,192 2527212374 大阪府 有限会社金丸金属
最先端ブレーキの導入による精密な板金加工での競
争力強化

税理士法人日野上総合事務
所

3,193 2527212376 大阪府 有限会社林鉄工
ハイブリット車用クラッチ部品の高精度化に対応する
為の、５軸ＮＣ加工機の導入。

紀陽銀行

3,194 2527212377 大阪府 齋藤ガスケット工業株式会社
補正用プレス装置および画像検査装置の導入による
ガスケット等の高品質・短納期化計画

株式会社エフアンドエム

3,195 2527212378 大阪府 株式会社三共合金鋳造所
超過酷使用環境下用の超硬鋳ぐるみ耐摩耗板の開
発

池田泉州銀行

3,196 2527212379 大阪府 大昌精機株式会社
横中ぐり盤導入による大型精密部品の内製化とグ
ローバル競争力の向上

池田泉州銀行

3,197 2527212381 大阪府 株式会社エム．ティ．アイ
外部委託加工分野の内製化で、ユーザー満足度向
上を目指す。

池田泉州銀行

3,198 2527212382 大阪府 三協テック株式会社
独自アイディアのコンクリート梁受け金具の内製化に
よる生産性の向上事業

大阪シティ信用金庫

3,199 2527212384 大阪府 株式会社よしひろ商店
堆積土砂を改良土にする独自リサイクル方法での循
環型社会への貢献

紀陽銀行

3,200 2527212390 大阪府 阿川ランドセル株式会社
ナイフカッティングマシンとＣＡＤシステム導入による
ランドセルの生産能力向上・短納期化計画

株式会社エフアンドエム

3,201 2527212391 大阪府 株式会社メインカラー
最新ＣＴＰ刷版機を導入し、製版・刷版工程短納期化
による競争力強化

株式会社エフアンドエム

3,202 2527212393 大阪府 ミツギロン工業株式会社
最新式ダイレクトブロー成形機を導入し、多様化する
顧客要望に対応する。

商工組合中央金庫

3,203 2527212394 大阪府 富士インパルス株式会社
汎用プロット型シール機（自由形状シール機）の試作
開発

豊中商工会議所

3,204 2527212395 大阪府 株式会社岡添鉄工
高性能横中ぐり盤導入による複雑形状部品の高精
度・高能率加工の実現

東大阪商工会議所

3,205 2527212399 大阪府 竹利タオル有限会社
高性能自動織機による、品質の向上及び量産体制
の構築

池田泉州銀行

3,206 2527212400 大阪府 サンエーリテクト株式会社
ハイブリッド式成形機導入による射出成形品の品質
向上とコスト削減

紀陽銀行

3,207 2527212401 大阪府 美由喜タオル株式会社 オーガニックコットン製品の多重織物展開 濱田裕章

3,208 2527212402 大阪府 鈴木精機金型株式会社
自社ブランド商品の生産販売をきっかけとした売上増
加計画

大阪信用金庫

3,209 2527212406 大阪府 飯田産業合資会社
羽毛布団側地の高品質化と、ニッチな分野に供給す
るための設備導入

商工組合中央金庫
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3,210 2527212407 大阪府 株式会社デジタルポプリ
食品業界向け透明エアポップの小ロット短納期生産
体制の構築

髙砂吉孝

3,211 2527212411 大阪府 株式会社八尾金網製作所
多品種・小ロット・短納期対応型微細空間フィルター
金網の試作開発

八尾商工会議所

3,212 2527212413 大阪府 株式会社そごう商店
寒冷地における雪下ろし不要・地震時の落下にも人
に安全な瓦の開発

堺商工会議所

3,213 2527212416 大阪府 三晃工業株式会社
ＬＰガス自動車のアルミニウム製ガス供給用配管の
試作開発

ジャスト会計事務所

3,214 2527212419 大阪府 株式会社モリサワ モリサワ多言語組版クラウドサービス（ＭＣ－Ｃｌｏｕｄ） 小川泰彦

3,215 2527212421 大阪府 株式会社中嶋製作所
透明度と形状精度とを追求した医療用装置部品の開
発

ジャスト会計事務所

3,216 2527212423 大阪府 株式会社三木製作所
最新のハイブリッドベンダー導入による駐輪機生産
力の増強

堺商工会議所

3,217 2527212432 大阪府 株式会社池上金属製作所
三次元ＣＡＤ／ＣＡＭプログラムとフライス加工の内製
化で一貫加工体制による競争力強化事業

三井住友銀行

3,218 2527212433 大阪府 大和化学工業株式会社
自動溶接ロボット導入による高品質保持と生産性向
上を図る計画

市谷輝英

3,219 2527212434 大阪府 株式会社手束商事
精製装置の導入による、高品質バイオディーゼル燃
料の大量・安定的供給体制の実現

大阪信用金庫

3,220 2527212439 大阪府 株式会社とらい
溶接ロボット導入による金属製品の一貫生産体制の
構築とそれに伴う量産化及び短納期化

株式会社エフアンドエム

3,221 2527212441 大阪府 大和木工株式会社
ＣＮＣ複合ボーリングマシン及び窯業用集塵機導入
によるケイカル板切削加工事業への新規参入

永和信用金庫

3,222 2527212442 大阪府 株式会社神山鉄工所
盗難防止のための特殊形状頭部キャップ付高耐食
性ドリルねじの開発

阿波銀行

3,223 2527212443 大阪府 大阪ファインプラス株式会社
ハイブリッド型射出成形機の導入による医療器具用
部材（スーパーエンプラ）の量産化計画

株式会社エフアンドエム

3,224 2527212444 大阪府 イシイ株式会社
印刷本紙対応デジタル校正システム導入による商業
印刷物の競争力強化計画

株式会社エフアンドエム

3,225 2527212452 大阪府 株式会社井光エンジニアリング
大型シャーリングマシン導入による塗装ライン製造の
生産体制強化

株式会社エフアンドエム

3,226 2527212453 大阪府 株式会社システムステージ
農業の「自動化」に貢献するＢｌｕｅｔｏｏｔｈを利用したＧ
ＰＳ補正モジュールの開発

北おおさか信用金庫

3,227 2527212458 大阪府 株式会社横山ヒツチング製作所
汎用型つぎ手加工専用機の導入による産業用「つぎ
手」の生産体制強化計画

株式会社エフアンドエム

3,228 2527212461 大阪府 株式会社杉田プリディア
最新型精密抜き加工ライン導入による小ロットパッ
ケージ市場の開拓と競争力強化

池田泉州銀行

3,229 2527212463 大阪府 株式会社シュア製作所
新型デジタルロックの試作開発及び低コスト生産を可
能にする精密金型技術の確立

大阪シティ信用金庫

3,230 2527212464 大阪府 国忠ベンダー株式会社
火力発電設備等に使用する鉄鋼・ステンレス等最新
曲げ加工製品の開発

株式会社エフアンドエム

3,231 2527212468 大阪府 株式会社白光 在宅高齢者・障がい者向け洗濯宅配サービスの確立 若松経営情報研究所

3,232 2527212470 大阪府 株式会社東栄化成
ＥＶ電気自動車急速充電・大電流化への高密度成形
技術の確立

大阪シティ信用金庫

3,233 2527212471 大阪府 バイオシグナル株式会社 肉牛転倒検知・健康管理システム開発事業 尼崎信用金庫

3,234 2527212474 大阪府 株式会社弥生金属
直管型ＬＥＤ照明の大型化、長尺化に対応したベース
ライトの試作開発と生産体制の確立

南都銀行

3,235 2527212481 大阪府 立正運送株式会社
積載式タンクローリーの開発・導入による経営革新
サービスの展開

商工組合中央金庫
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3,236 2527212485 大阪府 豊国製油株式会社
ドライ真空ポンプ導入によるヒマシ油製品の高品質
化と競争力強化。

京都銀行

3,237 2527212486 大阪府 北口精機株式会社
シェールガス採掘に必要な大型圧縮機部品製造にお
ける加工方法の改善

大阪商工信用金庫

3,238 2527212487 大阪府 大一ニット株式会社
両面選針編機導入による高品質な子供服向けジャ
カードニット生地の提供。

北おおさか信用金庫

3,239 2527212493 大阪府 株式会社タブチ 医療施設用安定供給配管器具の開発 紀陽銀行

3,240 2527212495 大阪府 株式会社ＳＯ－ＫＥＮ
フルカラー可食印刷という新サービスの普及、新市場
の創造事業

あい統合税理士法人

3,241 2527212498 大阪府 サンコーマーク工業株式会社
高精度プリンター印刷機の導入による、高品質、短納
期、極小ロット生産の実現。

南都銀行

3,242 2527212499 大阪府 株式会社村中紙器工業所
紙器・自動平盤打抜機械によるコスト削減・精密加
工・品質向上・技術継承計画

三菱東京ＵＦＪ銀行

3,243 2527212507 大阪府 鴻池印刷株式会社
インキ制御と紙積みの効率化により機械稼働率を
アップし収益力を強化する

特定非営利活動法人ＮＰＯビ
ジネスサポート

3,244 2527212511 大阪府 河内産業株式会社
プレス加工によるリチウム電池向け超高精度複雑形
状部品の試作・量産体制確立

京都信用金庫

3,245 2527212512 大阪府 森川金属株式会社
最新鋭工作機械導入による異形精密難削材部品の
高品質化と生産性向上による低コスト化

阿波銀行

3,246 2527212513 大阪府 株式会社浅田製作所 自転車向けの高直伸性異型みがき棒鋼の試作開発 ジャスト会計事務所

3,247 2527212514 大阪府 有限会社中井製作所
最新型タレットパンチプレスの導入により精密板金加
工の高度化を実現

大阪厚生信用金庫

3,248 2527212515 大阪府 大阪利器製造株式会社
マシニングセンタ導入による高機能液晶フィルム作成
に必要な塗工機部品の製造体制強化

株式会社エフアンドエム

3,249 2527212516 大阪府 日本電音株式会社
ＮＣスピニングマシン導入による業務用音響機器製
造の短納期・低コスト化計画

株式会社エフアンドエム

3,250 2527212518 大阪府 一冨士ケータリング株式会社 新しい洗米・浸漬方式の考案と設備開発 三菱東京ＵＦＪ銀行

3,251 2527212533 大阪府 有限会社光工作所
３ＤＣＡＤを活用した新世代自動販売機用ポップ試作
開発事業

弓手宏亮会計事務所

3,252 2527212535 大阪府 五鈴精工硝子株式会社 特殊ガラスの高均質溶融技術の開発 大阪商工会議所

3,253 2527212536 大阪府 ダイワタオル協同組合
加工プロセスの一元管理体制構築による効率的稼働
及び品質・精度の向上

池田泉州銀行

3,254 2527212537 大阪府 鹿児島金属株式会社
圧造と切削及び研削技術の融合による高付加価値
製品の試作開発

東大阪商工会議所

3,255 2527212542 大阪府 エバーケミカル工業株式会社
Ｘ線分析装置の導入による環境対応型の切削油およ
び研削油に関する計測工程の内製化

株式会社エフアンドエム

3,256 2527212544 大阪府 山本紙器株式会社
小ロット・多品種のニーズに応える貼箱提案型製造
販売計画

矢野哲夫

3,257 2527212549 大阪府 株式会社オーイーエム
保守・メンテナンス用三次元位置情報システムの開
発及び製作

りそな銀行

3,258 2527212553 大阪府 株式会社上岡重工
高性能円筒研削盤導入によるエンジン部品の検査治
具製作の工数削減

のぞみ信用組合

3,259 2527212556 大阪府 有限会社明里スプリング製作所
多機能複雑構造バネの「超短納期」「高品質」による
製造体制の構築

北おおさか信用金庫

3,260 2527212558 大阪府 ジュラロン工業株式会社
射出成形によるスマートグラス用高精度小型樹脂プ
リズムの試作開発

商工組合中央金庫

3,261 2527212561 大阪府 株式会社坂上鉄工所
複合加工型ＮＣ旋盤による自動刺繍機向け特殊加工
部品の開発

昼馬義宏税理士事務所
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3,262 2527212563 大阪府 吉泉産業株式会社
介護高齢者が食べ易い微細な“さいの目”状に加工
する装置の試作開発

近畿大阪銀行

3,263 2527212566 大阪府 タナカプリコート株式会社
ボルト自動選別装置（画像処理機）導入で効率化・低
コスト化・短納期の実現

商工組合中央金庫

3,264 2527212570 大阪府 日本シンバン株式会社
ＣＮＣ門型精密平面研削盤導入による弊社製旋削機
械の加工スピード向上

堺商工会議所

3,265 2527212571 大阪府 株式会社日宝 旧式設備２台の更新によるコスト削減と増産 徳島銀行

3,266 2527212574 大阪府 株式会社テクノタイヨー
木造住宅用高減衰力の新型制振オイルダンパーの
開発

堺商工会議所

3,267 2527212581 大阪府 光精工株式会社
最新ＮＣ機導入による高精度多軸ヘッド開発・製作事
業

近畿大阪銀行

3,268 2527212586 大阪府 有限会社関西精工
ＣＮＣ複合旋盤による生産プロセスの改善と内製化
への取り組み

京都銀行

3,269 2527212587 大阪府 株式会社平岩製作所
高性能プレス機導入による様々なニーズに即応可能
な生産体制の強化

大阪信用金庫

3,270 2527212589 大阪府 チャンピオン工業株式会社
最新ＮＣ旋盤導入による切削加工の最速条件の探
索！金型部品製作の高収益化

東大阪商工会議所

3,271 2527212593 大阪府 西本タオル株式会社
タオルヘム機と整反機の導入による不良率の改善と
納期短縮の取組

安田コンサルティング

3,272 2527212594 大阪府 玉龍敷布工場
最新織機を導入し、顧客ニーズ対応のため多品種少
量生産対応力を強化する

株式会社エフアンドエム

3,273 2527212599 大阪府 有限会社酒井製作所
横型マシニングセンタを導入した切削加工による風
力発電用発電機等の軽量化及び高精度化

大阪商工信用金庫

3,274 2527212602 大阪府 住吉金属株式会社
制御プレスの導入による割れを生じない・精度の高い
絞りプレス技術の確立

株式会社エフアンドエム

3,275 2527212604 大阪府 フジ工業株式会社
ＰＶＣ押出成形による樹脂手摺の超対候性笠木の開
発

関西アーバン銀行

3,276 2527212607 大阪府 株式会社サンプラテック
培地削減・定温維持・パイロジェン管理の新技術によ
る、ｉＰＳ細胞・ライブ輸送容器の試作開発

三菱東京ＵＦＪ銀行

3,277 2527212610 大阪府 白川製本株式会社
６連結エアロータ方式の丁合機を活用した提案型製
本システムの構築計画

大阪商工会議所

3,278 2527212611 大阪府 あっと株式会社
非侵襲指先毛細血管状態の自動測定評価システム
の試作開発

大阪シティ信用金庫

3,279 2527212613 大阪府 株式会社シープロン化成
ゴムローラー加工（円筒研磨）における高精度安定と
効率化の実現

三菱東京ＵＦＪ銀行

3,280 2527212616 大阪府 吉田技研株式会社
金属部品用金型製作でのワイヤーカット工程の効率
化と生産性向上

大阪信用金庫

3,281 2527212620 大阪府 株式会社ケミック
工作機械の実機使用評価による水溶性切削油剤の
開発期間の短縮

紀陽銀行

3,282 2527212623 大阪府 有限会社そが製作所
イメージ再現性の高い大型で複雑形状の造形物の
完全自社製作体制の構築

北おおさか信用金庫

3,283 2527212624 大阪府 昌栄印刷株式会社
コンビネーションＩＣカードの高品質及び高効率な製造
方法の開発

ジャスト会計事務所　立野靖
人

3,284 2527212625 大阪府 ＳＳＴ設計開発センター株式会社
「防虫・防除ネットワークシステムサービス事業」を具
現化するハード＆ソフト開発

京都信用金庫

3,285 2527212626 大阪府 株式会社アイキ
ＣＮＣ３次元測定機導入による板金試作品の競争力
強化と事業の拡大

近畿大阪銀行

3,286 2527212627 大阪府 株式会社オンワードエム・エス
カッティング精密加工技術導入による短納期・低コス
ト・提案力強化

髙砂吉孝

3,287 2527212628 大阪府 伸興樹脂株式会社
全自動脱水装置の導入による生産プロセスの強化と
環境負荷の大幅削減

大阪シティ信用金庫
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3,288 2527212637 大阪府 旭プレス工業株式会社
耐熱用ゼロアスメタルガスケット、セミメタルガスケット
大型化計画。

伊予銀行

3,289 2527212638 大阪府 株式会社村田ダイカスト工業所
ムラタ技法（高効率エアー除去法）と複数面機械製品
加工の高精密融合

中島税理士事務所

3,290 2527212639 大阪府 ニューレジストン株式会社
製造ラインへの自動組立装置導入による品質、コス
ト、生産能力向上化計画

池田泉州銀行

3,291 2527212644 大阪府 株式会社エヌシーオート
建設業界の従事者の高齢化に伴い、バケット等の建
設機器動力をＥＶ化開発と推進

北おおさか信用金庫

3,292 2527212646 大阪府 大和技研株式会社
高性能溶接機・測定機導入による医療機器部品の高
品位・低コスト化計画

大阪シティ信用金庫

3,293 2527212647 大阪府 洲崎鋳鉃株式会社
高熱対応集塵機の設置による原材料の低コスト化と
高品質鋳鉄品の製造

久保西税理士事務所

3,294 2527212648 大阪府 山大興業株式会社
ドリルバンドソーの導入による高付加価値鋼材の短
納期化計画

株式会社エフアンドエム

3,295 2527212651 大阪府 カシハラ鐵構株式会社
複合加工機（複合旋盤加工機）導入による内作化と
大幅なコストダウン

関西経営コンサルタント事業
協同組合

3,296 2527212654 大阪府 ナルックス株式会社
「光インターフェイス用超精密小型複合レンズの革新
的な量産技術開発」

池田泉州銀行

3,297 2527212657 大阪府 勝川熱工株式会社
ＮＣ加工機導入による熱交換器チューブ部品加工技
術の高精度化計画

株式会社エフアンドエム

3,298 2527212661 大阪府 株式会社井上工作所
全自動ドリルマシンの導入により生産性向上と耐震
補強能力強化を図る（３２）

長谷川政二

3,299 2527212664 大阪府 三和レジン工業株式会社
繊維シートの熱成形によるチュービング加工製品の
量産試作機開発

北大阪商工会議所

3,300 2527212665 大阪府 株式会社小田刃物製作所
ワイヤー放電加工機の導入による超硬合金の高速
高精度加工の実現と需要拡大

北おおさか信用金庫

3,301 2527212666 大阪府 株式会社コンプリート
オンデマンド印刷機の導入による、厚物印刷の多品
種・短納期化計画

北おおさか信用金庫

3,302 2527212673 大阪府 株式会社ジャバララボラトリー
ジャバラ果皮粉末を原料とするエマルション化粧水の
開発

川口昌紀税理士事務所

3,303 2527212674 大阪府 田中手帳株式会社
両面インデックスコーティング加工（印字加工含む）の
更なる商品化事業

谷川勝信税理士事務所

3,304 2527212676 大阪府 栄光技研株式会社
自動車分野における販路拡大のための試作開発体
制の強化

宮本経営事務所

3,305 2527212678 大阪府 有限会社今村化学
圧縮成形技術によるデジタル電力量計用電線接続
ターミナルアダプター（仮称）の試作開発

北おおさか信用金庫

3,306 2527212679 大阪府 株式会社太陽マーク
最新型オンデマンド機導入による販促ＰＯＰの新製品
開発及び短納期、低コスト化計画

株式会社エフアンドエム

3,307 2527212680 大阪府 新生物流有限会社
短尺コラム開先加工機導入による高機能加工鋼材
の短納期化計画

株式会社エフアンドエム

3,308 2527212682 大阪府 株式会社西電通
新型電気錠をベースにした集合住宅向け次世代型ド
アシステムの開発

一般社団法人知財経営ネッ
トワーク

3,309 2527212685 大阪府 江見印刷紙工株式会社
大型インクジェット機とサンプル加工機の導入で自社
の良さを活かし顧客ニーズに対応する。

紀陽銀行

3,310 2527212688 大阪府 関西チューブ株式会社
ラミネートチューブ用自動外観検査機を開発導入し、
競争力強化を図る。

東大阪商工会議所

3,311 2527212690 大阪府 赤澤機械株式会社
超短パルスレーザによる高分子膜へのインナーマー
キング装置の試作開発

北陸銀行

3,312 2527212695 大阪府 カナテック株式会社
建築金具における多品種少量生産の製造効率を向
上させ、同業他社との差別化を図る。

南都銀行

3,313 2527212696 大阪府 株式会社眞田化鋼
金属とプラスチックのユニット化による暴風雨・暴風
雪に優れた建築用換気材製品の開発と展開

真田秀香税理士事務所
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3,314 2527212701 大阪府 株式会社清水鉄工所
特殊合金材質（チタン・インコネル・耐熱合金）におけ
る大型部品の高効率・高精度加工技術確立

八尾商工会議所

3,315 2527212707 大阪府 株式会社一心社
アニメキャラクターを作成、活用した小ロット対応販売
促進印刷物、パッケージ作成事業

近畿大阪銀行

3,316 2527212709 大阪府 草川鉄工株式会社
熱間鍛造における高効率誘導加熱炉導入による省
エネ化とコスト低減

八尾商工会議所

3,317 2527212711 大阪府 協和鉄工株式会社
高精度、低コストの軽量の中空カムシャフトを実現す
る「新型ケレン」の加工開発に伴うサーボプレス機の
導入

りそな銀行

3,318 2527212713 大阪府 有限会社宏正印刷
最新型高速自動印刷用刷版出力機導入による環境
対応と生産性強化による他社との差別化

紀陽銀行

3,319 2527212715 大阪府 有限会社小野製作所
歯科医療機器、レントゲン検査機器関連部材の工程
集約及び高精度加工

東大阪商工会議所

3,320 2527212720 大阪府 幸南食糧株式会社
高成分白米を製造する精米機を起案し、当機による
精米加工体制の事業化

税理士法人森之宮会計セン
ター

3,321 2527212722 大阪府 センターフィールド株式会社
地方物産を国内外へ販売する為の一元管理システ
ムの提供と代行。

Ｎ総合会計税理士

3,322 2527212728 大阪府 株式会社リボーンテクノ
車積一体型ミキシングプラント導入によるコスト力強
化、施工能力強化への取り組み。

近畿大阪銀行

3,323 2527212729 大阪府 株式会社まるしげフーズライフ
黒酢と発酵玄米由来のＤ－アミノ酸を高度含有する
新素材の開発

大阪信用金庫

3,324 2527212731 大阪府 巽製函株式会社
意匠性の優れたパッケージ商品開発と小ロット一貫
生産によるローコスト提供の実現

りそな銀行

3,325 2527212735 大阪府 株式会社ヒナセ金属製作所
最新ＣＮＣ旋盤の導入による自動車部品の高精度・
短納期化計画

株式会社エフアンドエム

3,326 2527212736 大阪府 エス・テー機設株式会社
中国高速鉄道向けの列車台車の空気バネ用金具の
試作

尼崎信用金庫

3,327 2527212737 大阪府 大枝印刷株式会社
両面バリアブル印刷を付加した資料作成・印刷・配送
一貫システム

北おおさか信用金庫

3,328 2527212738 大阪府 辻産業株式会社
３次元ＮＣ加工機導入による多品種小ロット高付加価
値サッシの製造

商工組合中央金庫

3,329 2527212741 大阪府 コドモエナジー株式会社 「高機能蓄光顔料の開発と試作」 近畿大阪銀行

3,330 2527212742 大阪府 株式会社岡本技研
最新複合加工機の導入による自転車精密部品加工
の納期短縮と生産体制強化

株式会社エフアンドエム

3,331 2527212744 大阪府 株式会社豊里金属工業
『大型油圧プレス機導入による生産能力向上と効率
化計画』

池田泉州銀行

3,332 2527212746 大阪府 株式会社小西樹脂工業所
軽量かつ薄型スマートフォンジャケットをＱＣＤバラン
スのとれた量産化の実現

永和信用金庫

3,333 2527212748 大阪府 株式会社グローバルキッチン
小口化、衛生管理強化に対応し、新市場を創造する
生食用馬肉加工システム

大阪信用金庫

3,334 2527212749 大阪府 ノースヒルズ溶接工業
医療用途等での超精密溶接部品の製造プロセスの
構築

池田泉州銀行

3,335 2527212751 大阪府 株式会社西田技研
新装置導入による自動車内装材料の生産性と品質
向上に伴うコスト競争力強化。

紀陽銀行

3,336 2527212754 大阪府 デンタルオフィス
売上ＵＰのための歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入
計画

黒瀬税理士事務所　黒瀬勇
治

3,337 2527212758 大阪府 有限会社起福
玄関キーを遠隔操作にて開解錠可能な福祉用具ス
マートドアロック開発

北陸銀行

3,338 2527212761 大阪府 三和軸受工業株式会社
産業用ロボット向けベアリングの小型軽量・高剛性化
及び高精度化

髙砂吉孝

3,339 2527212767 大阪府 株式会社信貴造船所
これに乗れば大丈夫！炎上海域から人命を守る救
命艇の試作開発

堺商工会議所
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3,340 2527212768 大阪府 株式会社川原電機製作所
「多機能高周波電源装置」を活用して高周波トラン
ス・リアクタ・加熱コイルの試作開発を行う。

京都銀行

3,341 2527212769 大阪府 株式会社マジカルレーシング
加熱プレス機の導入によるコンポジット部品の短納
期・高品質化

東大阪商工会議所

3,342 2527212770 大阪府 泉州作手紡績
作業性・安全性・デザイン性に優れた高付加価値軍
手の試作開発

紀陽銀行

3,343 2527212771 大阪府 園田機工株式会社
先端加工機技術で段取替レスで多種少量品への生
産性、顧客満足度向上

尼崎信用金庫

3,344 2527212772 大阪府 有限会社ワールドスタッフサービス
低風速でも発電可能な災害時用組立式小型風力発
電機の試作開発

井川満税理士事務所

3,345 2527212773 大阪府 有限会社伊藤歯車製作所 「歯車製造技術の向上と人材育成の成長戦略事業」 みのり税理士法人

3,346 2527212775 大阪府 株式会社盛光ＳＣＭ
グラファイト加工立形マシニングセンタ導入による、高
効率加工と完成品製作の拡大

大阪商工信用金庫

3,347 2527212777 大阪府 株式会社デンタルタイコニウム ３Ｄプリンタシステム増設によるデジタル化対応 阿波銀行

3,348 2527212778 大阪府 株式会社浜田
スマホや遠隔で状態監視可能な防災用蓄電池シス
テムの試作開発・商品化

滋賀銀行

3,349 2527212780 大阪府 理光フロートテクノロジー株式会社 世界初低比重フロートの生産実現化。 商工組合中央金庫

3,350 2527212782 大阪府 株式会社八尾製作所
高効率地中配電機器高圧電源側接続母線の試作開
発

堺商工会議所

3,351 2527212783 大阪府 岸野フェルト工業株式会社
災害対策工事用不織布の品質・生産力向上と廃棄
不織布再生事業

紀陽銀行

3,352 2527212784 大阪府 大正精工株式会社
地滑り抑止鋼管の加工工程全般を一貫して手掛ける
体制の構築

商工組合中央金庫

3,353 2527212785 大阪府 日本度器株式会社
「インクジェット印刷技術活用による鋼製巻尺特殊品
の生産プロセス強化と新製品開発」

商工組合中央金庫

3,354 2527212787 大阪府 株式会社森川紙器製作所
全自動貼り箱機導入により大幅な生産効率向上と品
質とコスト強化

大阪シティ信用金庫

3,355 2527212789 大阪府 株式会社上野鉄工所
最新型サーボプレス導入による冷間鍛造と精密プレ
スの高精度複合加工

紀陽銀行

3,356 2527212792 大阪府 徳永金属工業株式会社
新たな成形技術で雷からの攻撃に対して社会生活の
安全を守る。

大阪信用金庫

3,357 2527212793 大阪府 キャビテック株式会社
大型板金の高品質加工と短納期化、作業工程の効
率化実現事業

嶋田新一税理士事務所

3,358 2527212794 大阪府 シンコーケミカル株式会社
廃棄処分糸の商品化に向けたカーペット用リユース
糸の試作開発

泉南市商工会

3,359 2527212795 大阪府 株式会社藤田工業
円錐型ロールと溶接とバフ加工が一貫して出来る複
合機の開発

大阪商工会議所

3,360 2527212797 大阪府 北村精工株式会社 特殊形状のねじ山をもつＡＬＣ用ねじの設計・開発 柏原市商工会

3,361 2527212798 大阪府 伸和工材株式会社
樹脂小型部品の多品種・小ロット要求に対する効率
的製造手法の構築

梅澤貴宏税理士事務所

3,362 2527212802 大阪府 株式会社カンダ
「組立部品への三次元的な高精度保証を行った高精
度治具、検具の開発事業」

南都銀行

3,363 2527212807 大阪府 株式会社アラック
切削加工の段取り工程を軽減させる特殊加工治具
の開発

川西市商工会

3,364 2527212809 大阪府 株式会社山とし
現地へ出向き、その場で描いたものをＴシャツ等に印
刷して提供する事業

池田泉州銀行

3,365 2527212810 大阪府 セント・トワ株式会社
ゴミから液体燃料・金属資源等を製造する油化還元
装置の改良及び実証試験事業

山本晃司税理士事務所
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3,366 2527212811 大阪府 株式会社マーベックス
日射制御とデザイン性を兼ね備えた軽装安価なオー
ニングの開発

ｅ＆ｉ経営研究所

3,367 2527212812 大阪府 株式会社三雅
ＮＣフライス盤の増設による工程順ラインの構築と短
納期化計画

尼崎信用金庫

3,368 2527212817 大阪府 株式会社一貫堂 無線綴製本品質向上のための改造計画 池田泉州銀行

3,369 2527212819 大阪府 有限会社箸中化成
重ね切りＮＣ加工機導入による樹脂切削加工の生産
効率向上

大塚祐介公認会計士事務所

3,370 2527212820 大阪府 大和軽合金工業株式会社
三次元測定器導入による、高品質・高精度・短納期・
生産性向上による競争力強化事業

南都銀行

3,371 2527212821 大阪府 株式会社ウイングッド
専門飲食店向けメニュー制作自動化アプリの開発と
コンサルティングサービスの展開

ジョイン合同税理士事務所

3,372 2527212822 大阪府 株式会社アサヒ電子研究所
高機能フィルム製品の生産性向上に資するＴａＡｌ－Ｎ
複合薄膜による張力制御システムの開発

アズタックス税理士法人

3,373 2527212824 大阪府 南大阪フジキン株式会社
半導体製造装置用バルブ機器の開発リードタイム短
縮化

商工組合中央金庫

3,374 2527212825 大阪府 北次株式会社
３Ｄシミュレータを利用したポーチのオーダーメイドと
それを実現する生産システムの構築

枚方信用金庫

3,375 2527212826 大阪府 株式会社エイトテック
ＹＡＧレーザー溶接機の導入により、溶接品質の向上
を目指す

三井住友銀行

3,376 2527212827 大阪府 株式会社ハンナン
「ナマシ番線」の品質評価体制の向上および新製品
の投入

東大阪商工会議所

3,377 2527212830 大阪府 株式会社デリチュース
デリチュース（チーズケーキ）量産化のためのカス
タード製造工程機械化事業

谷川勝信税理士事務所

3,378 2527212832 大阪府 西村鐵工所
新型ＭＣ導入による航空機事業参入及び製品高精
度化・低コスト化・短納期化計画

北おおさか信用金庫

3,379 2527212845 大阪府 有限会社五感
最新式洋菓子製造機導入による、衛生性確保と生産
性アップによる競争力強化事業

池田泉州銀行

3,380 2527212846 大阪府 マツムラ電器株式会社
生産加工技術簡略化による作業者の育成と作業効
率の向上

商工組合中央金庫

3,381 2527212849 大阪府 有限会社ケイエスシステム
表面印刷工程の内製化とサイン＆ディスプレイ市場
への新規参入

髙砂吉孝

3,382 2527212853 大阪府 水谷精工株式会社
ＮＣ円筒研削盤導入による超細長工作機械部品の高
精度研削加工

八尾商工会議所

3,383 2527212855 大阪府 株式会社ナガサカ
蛍光Ⅹ線分析技術によるめっき製品の環境規制対
応計画

髙砂吉孝

3,384 2527212860 大阪府 田倉産業株式会社
缶内調色システムによる短納期・低コスト化技術の内
製化

京都中央信用金庫

3,385 2527212861 大阪府 関西化工株式会社
原生生物を用いた簡便で確実な水質モニタリング装
置の実用化

伊予銀行

3,386 2527212863 大阪府 株式会社加貫ローラ製作所
液晶その他高機能フィルム向け機能性ゴムローラの
加工技術の確立

大阪商工会議所

3,387 2527212864 大阪府 株式会社ニシオ金型製作所
新型放電加工機の導入による金型製造の短納期化
とコスト削減計画

株式会社エフアンドエム

3,388 2527212875 大阪府 株式会社イオックス
自動車用リサイクル装飾樹脂部品への低環境負荷
型めっき技術の開発

京都銀行

3,389 2527212876 大阪府 岡正織物有限会社 タフト機の改造補修による顧客ニーズへの対応計画 税理士法人ゆびすい

3,390 2527212882 大阪府 ニツコー熔材工業株式会社
Ｘ線分析装置の導入による溶接材料製造の高度化
及び内製化計画

株式会社エフアンドエム

3,391 2527212884 大阪府 株式会社日本プロトン
生産ライン一新による高付加価値表面処理技術「プ
ロトニクスシステム」の短納期化計画

株式会社エフアンドエム

131／186



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

3,392 2527212887 大阪府 東洋発條工業株式会社
プレス廃材の再利用で部品歩留まり２０％向上とコス
ト競争力の強化

北おおさか信用金庫

3,393 2527212891 大阪府 大研化学工業株式会社 ナノカーボンコンポジット導電性ペースト技術開発 大阪信用金庫

3,394 2527212895 大阪府 丸善精工株式会社
複雑形状の部品加工における高精度化と工程短縮
の実現

経営コンサルタント　竹内淳
朗

3,395 2527212898 大阪府 株式会社ニッシンテクノ
金型工具の高精度加工の納期短縮と新技術導入に
よる競争力強化

大阪商工信用金庫

3,396 2527212901 大阪府 株式会社オオウエ
２１世紀の和紙使いの文化・伝統を共創・イノベーショ
ンする場を作る

三菱東京ＵＦＪ銀行

3,397 2527212903 大阪府 株式会社鷺森製作所
複合加工機導入による工程集約および工場生産性
アップと輸送機器空圧部品の高精度化事業

税理士法人テイタス

3,398 2527212905 大阪府 サンエスダイカスト株式会社
最新加工機・計測機導入によるミリ波レーダー部品
加工の大幅受注拡大

八尾商工会議所

3,399 2527212906 大阪府 株式会社ベイテックジャパン
生産効率向上と環境負荷低減・低コスト化のための
メッキ用バレル開発計画

八文字正裕会計事務所

3,400 2527212907 大阪府 協和株式会社
ＩＣＴを利用した水耕栽培生産性向上の環境制御シス
テムの試作開発

高槻商工会議所

3,401 2527212912 大阪府 株式会社友栄精密 少ロット部品の高精度加工へのトライ 商工組合中央金庫

3,402 2527212920 大阪府 サカモト工業株式会社
独自の表面処理技術「ハイパーα 処理」専用の表面
処理装置の開発

南都銀行

3,403 2527212922 大阪府 丸井製作所
サーボモータープレス機導入による加工精度向上と
コスト削減への取組み

尼崎信用金庫

3,404 2527212923 大阪府 ハイテン工業株式会社
ＣＮＣ研削機導入による新素材加工への試み及び加
工領域拡大による短納期・低コスト化計画

堺商工会議所

3,405 2527212928 大阪府 シンドー株式会社
高混率複合繊維に対応する高精密なビーカー染色
及びレシピの開発

中島税理士事務所

3,406 2527212929 大阪府 株式会社西村技研
高倍率３Ｄ画像で表面状態の把握と微細寸法計測に
よるバレル研磨技術の高度化。

京都銀行

3,407 2527212939 大阪府 株式会社大阪エース
コールドプロセス石鹸製造法の効率化と高付加価値
化を実現する為の新規設備の構築

京都銀行

3,408 2527212941 大阪府 株式会社ＭＡＷ
インクジェット印刷機増設による生産能力向上とコス
ト低減事業

池田泉州銀行

3,409 2527212945 大阪府 有限会社フジムラ
ミクロン精度の寸法要求に対応するワイヤーカット加
工技術の確立

京都信用金庫

3,410 2527212946 大阪府 三和合繊株式会社
インテリア業界における新しい形態のニーズに対応
できるタイルカーペットの製造

池田泉州銀行

3,411 2527212948 大阪府 秋鹿酒造有限会社
全量循環型有機農法実現の為、酒粕を再利用した発
酵堆肥を製造する蒸留機の開発．製造。

豊中商工会議所

3,412 2527212949 大阪府 株式会社サン 放電細穴加工機による微細穴あけ技術の確立 大阪シティ信用金庫

3,413 2527212952 大阪府 ホリカワ硝子株式会社 クリプトンガス入複層曲硝子の開発・製品化 永和信用金庫

3,414 2527212954 大阪府 株式会社坂井印刷所
小ロットオリジナルパッケージ印刷サービス事業の立
ち上げ

山田秀樹税理士事務所

3,415 2527212955 大阪府 株式会社橋本工業
超微細箇所の見える化による高精度金型加工技術
の確立

永和信用金庫

3,416 2527212959 大阪府 マツナガニット株式会社
新設備によるニット商品の無縫製化および短納期
化、低コスト化計画

株式会社ダイワマネジメント

3,417 2527212960 大阪府 株式会社エーワイ電子
高精度フライス盤工作機導入によるオーディオ機器
筐体加工の品質、生産性の向上による競争力の強
化

北大阪信用金庫
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3,418 2527212965 大阪府 株式会社ヤナギモト
鋳物砂連続ミキサー導入による生産効率アップ、及
び、工場内環境向上計画

阿波銀行

3,419 2527212969 大阪府 有限会社南歯車製作所
立形マシニングセンタによる、軸直角ウォームホイル
の歯切り加工

地久里康和税理士事務所

3,420 2527212975 大阪府 ジャパンツール株式会社
多品種小ロットにおける特殊チゼルの生産性向上と
高品質化

京都信用金庫

3,421 2527212976 大阪府 杉本精機株式会社
試作品・開発品製造に特化した製造技術と量産体制
構築との融合による競争力の強化

東大阪商工会議所

3,422 2527212980 大阪府 有限会社マサカツ鋼材
高性能複合加工機の導入による短納期一括生産工
程の確立による競争力強化

京都信用金庫

3,423 2527212982 大阪府 株式会社なんつね
正確な厚みにスライスできる冷凍品用丸刃スライ
サーの試作開発

串阪功

3,424 2527212983 大阪府 日本合成洗剤株式会社
効率的な付着で紫外線防御効果を有する衣料用柔
軟剤および消臭剤の開発

八尾商工会議所

3,425 2527212988 大阪府 ＫＡＮＯＣＥＮＴＥＲ株式会社
鉄筋加工の情報化による環境の改善と生産プロセス
の新構築

金山熹章

3,426 2527212989 大阪府 有限会社三津屋電化工業所
精密ろ過装置導入による亜鉛めっき排水の新排水基
準への対応と環境負荷低減

北おおさか信用金庫

3,427 2527212998 大阪府 株式会社ウィズツーワン 学習塾向けＥラーニングシステムの試作開発 福田会計事務所

3,428 2527213003 大阪府 株式会社榮精工
高精度アルミ合金加工技術の確立による高速鉄道車
両用部品の量産体制の構築

近畿産業信用組合

3,429 2527213004 大阪府 株式会社美盛
「豆乳をベースとしたメニュー提案を核とする、新販路
の開拓」

佐々高秀税理士事務所

3,430 2527213012 大阪府 あさひ高速印刷株式会社
極小ロット多品種印刷である「可変印刷」の生産・品
質保証体制の構築

税理士法人グローバルマネ
ジメント

3,431 2527213018 大阪府 株式会社三笠鉄工所
最新パワステ部品の生産体制を構築し、世界中の
ユーザーの安心快適を陰で支える

税理士法人みなと元町会計
事務所

3,432 2527213022 大阪府 日本テストパネル株式会社
性能検査機器の導入による工場等臭気・ＶＯＣ除去・
集塵システムの最適化

大阪信用金庫

3,433 2527213024 大阪府 株式会社電子技販
自社商品で異分野に挑戦！世界市場を目指しブラン
ドを構築する事業。

池田泉州銀行

3,434 2527213028 大阪府 株式会社三立工業
医薬品製造工程のニーズに対応した高性能な粒体
排出バルブの試作・開発

伊予銀行

3,435 2527213039 大阪府 クローバー器材工業株式会社
レーザマシン新規導入による新規受注開拓、生産改
善、新製品開発

りそな銀行

3,436 2527213055 大阪府 柏原計器工業株式会社
中子成形と検査体制の高度化による高精度鋳造工
程の確立

商工組合中央金庫

3,437 2527213056 大阪府 株式会社プリント大阪
乱丁検出器付き最新型自動製本機導入による内製
化と競争力強化

八尾商工会議所

3,438 2527213059 大阪府
スキルインフォメーションズ株式会
社

・院内及び通所／在宅の脳卒中療養患者向け遠隔
個別リハビリ指導機器と見守りシステムの開発

ＦＭＢコンサルタンツ株式会
社

3,439 2527213063 大阪府 株式会社毎日舞台
熟練工が仕上げる３次元造形製品の開発（Ｍａｄｅｉｎ
関西）

北おおさか信用金庫

3,440 2527213064 大阪府 木田バルブ・ボール株式会社
横型ＮＣ旋盤導入による弁棒一体型バルブボールの
生産性向上と火力発電市場への参入事業

ＦＭＢコンサルタンツ株式会
社

3,441 2527213072 大阪府 中村商事株式会社
高品質鋼板製品の加工での高度検査システム構築
による信頼性向上

みずほ銀行

3,442 2527213080 大阪府 光陽電線株式会社
銅線の撚り線検査にかかる高精度かつ高速化を目
指す事業

堺商工会議所

3,443 2527213086 大阪府 株式会社吉川製作所
５軸制御複合加工機の導入による、多品種小ロット
精密部品の高効率加工技術の確立

三菱東京ＵＦＪ銀行
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3,444 2527213093 大阪府 有限会社作新機工
産業機械の一貫生産体制の強化による生産リードタ
イムの短縮と製造コストの低減

商工組合中央金庫

3,445 2527213097 大阪府 株式会社サテライト
子供の安全を見守る登下校通知システムの開発と普
及体制の構築

池田泉州銀行

3,446 2527213098 大阪府 株式会社ナカリキッドコントロール
マイクロスコープ（検査機）導入による産業用ディスペ
ンサーノズルの精度向上計画

株式会社エフアンドエム

3,447 2527213099 大阪府 東邦焼鈍株式会社 切削加工用鉄鋼素材の最適焼なまし条件の確立 倉矢税理士事務所

3,448 2527213105 大阪府 株式会社宮川
粉砕機導入によるリサイクル製品製造のコスト削減と
生産性・品質向上事業

松岡会計事務所

3,449 2527213107 大阪府 株式会社大波機械製作所
切削工具の高度管理による大型機械加工製品加工
効率向上事業

阿波銀行

3,450 2527213111 大阪府 大阪螺子販売株式会社
冷間圧造による自動車用新形状部品の開発のため
の技術力の向上

ジャスト会計事務所　立野靖
人

3,451 2527213118 大阪府 藤本工業株式会社
均一なメッキ加工が可能な４ｍ級のメッキ加工装置
の開発

東京中央経営株式会社

3,452 2527213122 大阪府 株式会社電研社 道路融雪用断熱材の試作開発
一般社団法人ヒューリットＭ
Ｆ

3,453 2527213126 大阪府 株式会社ジェノミックス 新規再生誘導医薬の開発 税理士法人和

3,454 2527213131 大阪府 株式会社関西Ｇ＆Ｓ
大型ガラス施工用の「Ｕ字ロケーター」量産技術開発
および販売体制の構築

紀陽銀行

3,455 2527213132 大阪府 株式会社エルエフ関西
ガスクロマトグラフ質量分析装置を用いた新たな環境
測定分析サービスの提供

広瀬税務会計事務所

3,456 2527213136 大阪府 有限会社米芳商店 無洗米を真空化することによる業務店への売上拡大 株式会社アソシエ

3,457 2527213139 大阪府 株式会社ジオベック
サロン運営に必要な管理・分析・販促すべてのＩＴ
サービスを提供する「ＳＯＳＩＡＰＯＳＳＡＬＯＮ」のネイ
ティブアプリ版の版の開発・提供化

スパイラル共同公認会計士
事務所

3,458 2527213145 大阪府 株式会社ミサキ
小口径に特化した小型横スリット加工機を使用して製
品の高精度・低価格・短納期化を推進する。

阿波銀行

3,459 2527213148 大阪府 株式会社ツジショー
新型プリンタによる製品の品質向上と多品種小ロット
対応および短納期化による新市場開拓

南都銀行

3,460 2527213149 大阪府 株式会社さかとういす
デザイン力を活かした生活雑貨品のトータルコーディ
ネート商品の開発

Ｎ総合会計税理士

3,461 2527213157 大阪府 グンジ株式会社
小型漁船活イカ魚槽用ろ過機能付冷水機の試作開
発

尼崎信用金庫

3,462 2527213159 大阪府 村角工業株式会社
病理検査包埋カセット用レーザー印字機の自動制御
及びシステム開発

みずほ銀行

3,463 2527213164 大阪府 有限会社大西商店
縁貼機新設による加工精度・生産性の向上と住宅リ
フォーム市場への参入

杉田公認会計士事務所

3,464 2527213166 大阪府 株式会社東鉄工所
新型プレス機開発及び新規顧客獲得のための設備
投資及び雇用拡大計画

近畿大阪銀行

3,465 2527213168 大阪府 株式会社堺十字屋
分散型入出荷管理システムの構築による短納期宅
配クリーニングの提供

近畿大阪銀行

3,466 2527213169 大阪府 株式会社ボディショップ栄一
三次元計測機、三次元修正機を活用した車の歪み診
断及び修理事業

鈴木和宏

3,467 2527213171 大阪府 株式会社オンザテーブル
３Ｄプリンターで制作した「型」を利用して生産する立
体デザインアイスクリームの開発

池田泉州銀行

3,468 2527213172 大阪府 株式会社ダイス
多品種小ロット生産に対応するアルミ合金簡易金型
加工システム

大阪信用金庫

3,469 2527213173 大阪府 株式会社八尾カワサキ
ＳＮＳを活用し知的情報コンテンツで集客を図る業界
初のマッチングサイトの構築

Ｎ総合会計
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3,470 2527213178 大阪府 有限会社三光金属
高性能放電加工機の導入による難加工材用精密金
型の開発及び成形品量産体制の確立

浅田会計事務所

3,471 2527213179 大阪府 株式会社三共製作所
複合ＣＮＣ（数値制御）旋盤導入による航空機部品等
新規製品の加工精度向上および短納期化

中野会計事務所

3,472 2527213180 大阪府 エイト鉄工株式会社
自動車のステアリングに使用される電動油圧モー
ター部品の微細形状加工

近畿大阪銀行

3,473 2527213182 大阪府 株式会社ティーズフロー
廃プラスチックを原料とした野外階段用ステップの改
良による生産性、耐久性の向上とリサイクルの促進

清水税理士事務所

3,474 2527213187 大阪府 西川商工株式会社
レアメタル含有金属廃棄物中のＮｉ・Ｃｏ・Ｍｏ・Ｗ含有
金属選別回収率の向上計画

八文字正裕税理士事務所

3,475 2527213188 大阪府 株式会社ダイカ
斜面防災事業で使用する軽量化・施工性向上を図っ
た新型アンカー部材の開発

南都銀行

3,476 2527213190 大阪府 日理工業株式会社
先端設備導入による農機向け新形状の駆動系シャフ
トの開発

ジャスト会計事務所

3,477 2527213194 大阪府 山一精工株式会社
炭素繊維含有複合材の射出成形によるネジ成形品
の開発

商工組合中央金庫

3,478 2527213195 大阪府 株式会社八千代パッケージ
ダンボール業者におけるより良い商品の開発とオン
デマンド対応を目指す新事業展開

植田潔

3,479 2527213203 大阪府 株式会社ユニソク
極低温走査型プローブ顕微鏡（ＳＰＭ）用循環式ヘリ
ウム（Ｈｅ）冷却機構の試作開発

京都銀行

3,480 2527213207 大阪府 山陽金属鋼業株式会社
引抜磨き棒鋼製造における先端把持口溶接機導入
によるコスト削減と競争力強化

八尾商工会議所

3,481 2527213211 大阪府 株式会社大番
革新的な開発による多品種・小ロット・短納期の顧客
ニーズへの対応

大阪信用金庫

3,482 2527213216 大阪府 ＧＦ株式会社
カット野菜の一般生菌を１０３／ｇレベルに制御する
細菌制御設備の新増設

りそな銀行

3,483 2527213224 大阪府 株式会社スワトー
電動式台車型大容量オンサイト浄水装置の製造（製
品名：オンサイト・ウォーター）

和泉商工会議所

3,484 2527213225 大阪府 有限会社コーエイ産業
ＣＮＣ工具研削盤の導入で加工時間２１％の短縮・高
精度品質の実現

三井住友銀行

3,485 2527213226 大阪府 クルーズカンパニー株式会社 インクジェットプリンタでのエコプリント量産化計画 みずほ銀行

3,486 2527213231 大阪府 株式会社アイエス工業所
３次元ＣＡＤ、検査装置導入によるバルブ製品の開発
量産期間半減

税理士法人ＭＧアカウンティ
ング

3,487 2527213256 大阪府 株式会社ナカテック
新型マシニングセンタ導入による高硬度素材を活用
した金型製造能力の向上

京都信用金庫

3,488 2527213258 大阪府 株式会社リングス
マイクロ波成形機の活用による医療器具製造の短納
期・低コスト化の実現。

京都信用金庫

3,489 2527213260 大阪府 猪野工業株式会社
５軸制御マシニングセンターの導入による精密切削
部品の短納期・高品質化計画

近畿大阪銀行

3,490 2527213262 大阪府 有限会社加来金型製作所
スーパーエンプラ素材大型成形品の試作・量産に対
応可能な生産体制の実現

北おおさか信用金庫

3,491 2527213279 大阪府 吉野壽司株式会社
保存料等の添加物を使用せず常温で３日の保存が
可能な寿司の開発

商工組合中央金庫

3,492 2527213281 大阪府
アサヒ・ドリーム・クリエイト株式会
社

新設備導入によるスチレンボード加工での短納期実
現とコスト低減事業

京都信用金庫

3,493 2527213282 大阪府 株式会社舞昆のこうはら
超粘性食品の分配装置の開発による新配分包装工
程の確立

池田泉州銀行

3,494 2527213284 大阪府 株式会社イイダ
「全加工モールドベース」増産要求に対応した高性能
マシニングセンタ導入による生産性向上と納期短縮
化

ＦＭＢコンサルタンツ株式会
社

3,495 2527213289 大阪府 延生金属株式会社
高性能防錆型ベーリングフープ生産量５０％アップ製
造体制構築

大阪信用金庫
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3,496 2527213290 大阪府 株式会社渡辺護三堂
フレキソ印刷版の高効率オンデマンド生産に資するク
ラウド生産管理システムの開発

池田泉州銀行

3,497 2527213294 大阪府 心和美創株式会社
光生体イメージングのための近赤外光を励起光とす
るアップコンバージョン蛍光体の開発

守口門真商工会議所

3,498 2527213296 大阪府 宮本工業株式会社
自動切断・曲げ加工機導入による一貫生産体制の構
築（２４）

長谷川政二

3,499 2527213299 大阪府 フジテック株式会社
サーボプレス機導入によるダイギャスト部品の製造
方法の変革

京都信用金庫

3,500 2527213300 大阪府 和田金属工業株式会社
高精度複合ＣＮＣ旋盤導入による空圧バルブ製品の
低コスト、短納期、高度化計画

みずほ銀行

3,501 2527213307 大阪府
株式会社森下商会
株式会社三栄精機製作所

小型オフロード用エアーハイブリッド３輪車の開発 のぞみ信用組合

3,502 2527213313 大阪府 大和写真工業株式会社
強力接着型製本機導入による「勝手に閉じない製
本」の商品化及び低コスト・短納期・小ロット対応によ
る市場拡大

三井住友銀行

3,503 2527213314 大阪府 植田基工株式会社
老朽化建造物建て替えに伴う地中障害物撤去工事
の新工法提案

北大阪信用金庫

3,504 2527213315 大阪府 アンジップ株式会社
発達障害など特別なニーズのある子どもに向けた知
育・教育サービスの提供

商工組合中央金庫

3,505 2527213317 大阪府 株式会社ミューパック・オザキ
シートの両面にチャックを接合する為の機械と専用ス
ライダーの試作開発

金谷修司税理士事務所

3,506 2527213318 大阪府 株式会社トップ
海外向け巻寿司マシーンの小型・簡素・低価格化の
試作開発と海外規格対応。

尼崎信用金庫

3,507 2527213321 大阪府 青山シャフト工業株式会社
市場にない鋼種で太丸ミガキ棒鋼の量産販売を目的
とする消耗具の開発と内作化によるコストダウン

阿波銀行

3,508 2527213322 大阪府 八阪バルブ工業株式会社
次世代エネルギープラントやタンカー、化学プラント向
け製品市場に向けた高品質バルブの試作開発

大阪信用金庫

3,509 2527213328 大阪府 有限会社イケジマ
新プログラムシステム導入によるステンレス加工の生
産性の向上

八尾商工会議所

3,510 2527213331 大阪府 株式会社デジタルマックス
顧客ニーズに沿って自動で作成、配信可能な電子チ
ラシ作成ソフトのクラウドサービス

税理士法人ミライト・パート
ナーズ

3,511 2527213336 大阪府 株式会社村上衡器製作所
ＪＣＳＳ分銅校正能力の向上とサブミリグラム分銅の
試作開発

耕泰一郎税理士事務所

3,512 2527213340 大阪府 株式会社ウッドトップ
ノウハウを活かした新生産システムの構築及び複雑
高機能家具の開発

りそな銀行

3,513 2527213341 大阪府 ユニコン電子株式会社 信頼性試験装置の導入による品質保証体制の構築 池田泉州銀行

3,514 2527213345 大阪府 株式会社大阪タケナカ ゴム成形品に係る品質管理システムの構築
株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

3,515 2527213346 大阪府 有限会社トーケン工業
横型タッピングボール盤導入による製造工程の改善
と生産能力向上の実現

南都銀行

3,516 2527213348 大阪府 株式会社光洋気化器
品質が限りなく新品に近い過給機の革新的リサイク
ル製品の提供

池田泉州銀行

3,517 2527213350 大阪府 合資会社モデック
最新精密測定機の導入による医療機器用精密部品
の高精度・低コスト・短納期合理化改革

尼崎信用金庫

3,518 2527213353 大阪府 株式会社アースクリエイト 環境に優しい樹脂複合材料の成形技術の開発 第三銀行

3,519 2527213354 大阪府 株式会社大江
世界一明るく軽く長寿命の照明を作る。新技術による
ＦＰＣ（注１）の製造

増田税理士事務所

3,520 2527213355 大阪府 株式会社マルイ
看護実践力の向上を支援するためのシミュレーション
教材の開発

商工組合中央金庫

3,521 2527213357 大阪府 有限会社エムアンドジーキタデ
メイク用拡大ミラーの高品質生産と独自技術による新
製品の開発

税理士法人パートナーズ関
西
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3,522 2527213358 大阪府 株式会社岡本建材
再利用技術導入による生コン副産物からの埋戻材試
作開発

末吉税理士法人

3,523 2527213362 大阪府 丸勝物産株式会社
自動ＮＣ裁断機導入による、椅子張り工程の高度化・
高効率化

八尾商工会議所

3,524 2527213365 大阪府 三星インキ株式会社
金属微粒子分散技術を用いたインクジェット用導電
性インキの開発

三井住友銀行

3,525 2527213366 大阪府 株式会社アルク生技研
少量多品種部品の高精度加工・短納期化のための
高速加工の実現

紀陽銀行

3,526 2527213371 大阪府 有限会社平成自動車
大型トラック向け「収納式可動バンパー」の収納部位
の自動化

東京中央経営株式会社

3,527 2527213373 大阪府 デジタルジェ－株式会社
歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭによるデジタル技工の安定的提
供サービス

池田泉州銀行

3,528 2527213377 大阪府 株式会社オオハシ
切断方式を油圧式からサーボ式に変更することで納
期を短縮し、コスト削減を図る事業

河内長野市商工会

3,529 2527213380 大阪府 第一工芸株式会社
切削・カット機導入により立体製作物を内作化する事
業体質の抜本的改革

大阪商工会議所

3,530 2527213381 大阪府 有限会社平野クメス
国際的な競争に打ち勝つための、ねじの生産性向上
と低コスト化

税理士法人日本経営

3,531 2527213383 大阪府 ミシマ鋳物工業株式会社
海外生産しているナット類を国内生産に切替える為
のマシニングセンターの導入

堺商工会議所

3,532 2527213384 大阪府 株式会社淀川製作所
中東諸国の食文化に貢献できるナツメヤシの種取り
機の試作開発

京都信用金庫

3,533 2527213386 大阪府 有限会社浦野製作所
大型マシニングセンタによる長尺部品の加工を可能
とし、納期短縮・コスト削減を図る事業

森本博義税理士事務所

3,534 2527213387 大阪府 株式会社シンクス
農業用ハウス等多機能シートの超幅広加工と高耐久
性シートの開発

池田泉州銀行

3,535 2527213388 大阪府 タナベウィルテック株式会社
遠心分離機及びろ過乾燥機の特殊部品内作化及び
加工技能継承

商工組合中央金庫

3,536 2527213391 大阪府 岸和田ステンレス株式会社
ねじ設備における材料供給の自動化と品質検査体制
の改善による生産性の向上

商工組合中央金庫

3,537 2527213392 大阪府 株式会社林金属製作所
ＹＡＧレーザー溶接機導入による生産率向上と低コス
ト化達成

原田徹

3,538 2527213393 大阪府 佐伯工業株式会社
高精度大型レーザ加工機の導入によるテーラーメイ
ド型鉄道車両用部品の高効率生産

池田泉州銀行

3,539 2527213400 大阪府 三佳屋
多言語対応のうどん体験会予約システムを用いた日
本文化の教育事業

西河豊

3,540 2527213402 大阪府 有限会社サツマプラン ＮＣ旋盤の導入による試作サンプル供給体制の強化
経営コンサルタント　竹内淳
朗

3,541 2527213406 大阪府
シャインスターホールディング株式
会社

LPガス用ＦＲＰ容器商品化のための試作品開発と性
能実証

合同会社事業承継プロジェク
ト

3,542 2527213410 大阪府 有限会社徳山食品
鶴橋から発信する新たな大阪名物「鶴橋スイーツ」の
試作開発

経営コンサルタント　竹内淳
朗

3,543 2527213412 大阪府 近畿基礎工事株式会社
現場アルカリ性排水処理のための、電気分解による
強酸性水製造設備の試作

りそな銀行

3,544 2527213413 大阪府 株式会社マツモト
ふりかけとろろ昆布製造装置導入により競争力強化
及び品質の安定とコスト削減

みずほ銀行

3,545 2527213414 大阪府 株式会社あさひパック
日本の「お弁当文化」を守るランチャームの製造プロ
セス高度化

南都銀行

3,546 2527213415 大阪府 ｓｏｒａｍａｒｋ
フォトセラピストが、高齢者とその家族を対象に家族
写真撮影を行う「有終写真館」

遠藤公也税理士事務所

3,547 2527213427 大阪府 株式会社ワイズ・ラブ 無電池型棚札システムの試作 堺商工会議所
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3,548 2527213431 大阪府 株式会社ジーシステム
オンライン受注入稿および校正承認システムの構築
とギャンギング運用による大幅コスト削減

近畿大阪銀行

3,549 2527213432 大阪府 株式会社アッシュ
婚礼施設のウエディング業務効率をアップさせるクラ
ウドアプリ「ＢｒｉｄａｌＢｏｏｋｉｎｇ」の開発

大阪商工会議所

3,550 2527213435 大阪府 三星産業貿易株式会社
ＣＦＲＰ羽根部をもつカーボン蝶ボルトの低コスト製造
技術の開発

東大阪商工会議所

3,551 2527213437 大阪府 株式会社弥生金属製作所
ワイヤー放電加工機導入による金属プレス用金型及
び金型部品の製作力強化

京都信用金庫

3,552 2527213438 大阪府 グリーンサイエンス株式会社
最新縁貼り機の導入による扉材の開発と扉材を活用
したオーダーメイドキッチン家具等の提供

りそな銀行

3,553 2527213440 大阪府 常国鉄工株式会社
アルミ溶接能力の強化を計り、ＱＣＤ向上と新規市場
開拓による利益拡大計画

近畿大阪銀行

3,554 2527213443 大阪府 株式会社三好
企画、開発、及び機動力の向上を目指した生産体制
内製化のための設備の更新。

南都銀行

3,555 2527213444 大阪府 株式会社大北製作所
金属微粉混入を完全に防止した航空宇宙用途リチウ
ム電池組み立て加工技術の開発

京都信用金庫

3,556 2527213448 大阪府 株式会社ＨＯＳＨＩＫＡ
海水淡水化プラントポンプの主要部品（難削材）の高
精度化及び加工時間短縮

阿波銀行

3,557 2527213457 大阪府 株式会社福田鉄工所
円筒容器内部のビード加工と圧着加工の同時加工
機械と金型の開発

澤井康二税理士事務所　澤
井康二

3,558 2527213462 大阪府 株式会社芦田製作所 航空機用ＣＦＲＰ成形機の過熱蒸気制御開発 京都銀行

3,559 2527213463 大阪府 カワムラ精機株式会社
プリント基板製造の手作業をロボット化するためのシ
ステム装置開発

近畿大阪銀行

3,560 2527213469 大阪府 株式会社関西クラウン工業社
全自動精密切断機導入による生産プロセス革新で短
納期・高品質を実現

八尾商工会議所

3,561 2527213472 大阪府 株式会社玉川化学工業所
複雑形状のインサート成形での不良削減と新商品受
注に向けた設備投資

税理士法人ＦＩＡ

3,562 2527213486 大阪府 関西工事測量株式会社
橋梁の維持管理におけるＵＡＶによる非接触型点検・
計測システムの構築

商工組合中央金庫

3,563 2527213501 大阪府
株式会社木幡計器製作所
株式会社ゲインシェアリング

計器専用ＲＦＩＤラベル及び計器・設備保全管理シス
テムの試作開発

近畿大阪銀行

3,564 2527213507 大阪府 有限会社アサヒプロテクトニーズ
ＤＩＹ用ホームセキュリティー商品のインターネット
（マーケットプレイス型モール）販売及びＤＩＹ錠の開
発・製造

鈴木和彦税理士事務所

3,565 2527213516 大阪府
有限会社アイ・シー・アイデザイン
研究所

独自開発したカタチが変化する知育玩具による新教
育プログラムの開発

1,031ビジネスコンサルティン
グ

3,566 2527213530 大阪府 株式会社アドバンス
大型高精度縦型ターレット旋盤導入による、大型円
形部品試作開発

大阪信用金庫

3,567 2528210840 兵庫県 井上鉄工株式会社
複合旋盤機導入による大口径パイプの高精度・高効
率加工の実現

丹波市商工会

3,568 2528210847 兵庫県 ニシガキ工業株式会社
最新鋭高性能マシニングセンタの導入による園芸用
工具の開発力・生産能力強化計画

株式会社エフアンドエム

3,569 2528210848 兵庫県 株式会社王子製作所
大型板金構造物の溶接作業における生産性向上化
計画

但陽信用金庫

3,570 2528210849 兵庫県 有限会社中川工業所
ガスタービン用耐熱合金鋼加工ラインの生産性向上
と生産能力拡大

稲美町商工会

3,571 2528210855 兵庫県 有限会社大谷造園
植物性１００％新製品堆肥の施用による高効率な農
産物生産と競争力のある農産物提供事業。

公益財団法人ひょうご産業
活性化センター

3,572 2528210856 兵庫県 株式会社網干造船所 ロボットを使った大学生向け総合教育の開発 兵庫信用金庫

3,573 2528210870 兵庫県 竹内鉄工株式会社
設備プラント等の多品種小ロット汎用機部品の製造
能力強化

商工組合中央金庫
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3,574 2528210875 兵庫県 神戸化成株式会社
食品用油溶性着色料の水溶性化・粉末化を同時に
行う

阿波銀行

3,575 2528210881 兵庫県 株式会社いづみや本舗
外国人観光客向けの風味と食感を兼ね備えた日本
の独自の饅頭「天下饅頭」の試作開発

尼崎信用金庫

3,576 2528210884 兵庫県 此の友酒造株式会社
フレッシュな吟醸酒の提供のための年間（四季）醸造
方法の開発

但馬銀行

3,577 2528210885 兵庫県 ニチリン化学工業株式会社
最新粉砕設備の導入による医薬用崩壊剤の増産及
び高品質化

三井住友銀行

3,578 2528210889 兵庫県 株式会社兵庫技研
小型高圧・吸水一体型車両導入による管渠更生工事
新工法の全国展開

株式会社クリエイション

3,579 2528210890 兵庫県 株式会社木栄
木質バイオマスボイラー導入による高品質・低コスト
な製品供給体制の構築

丹波市商工会

3,580 2528210893 兵庫県 並河産業合資会社
産業用部品の多品種小ロット生産体制の確立による
高精度化・低コスト化・短納期化強化計画

株式会社エフアンドエム

3,581 2528210894 兵庫県 山陽盃酒造株式会社
高カプロン酸エチル生成酒生成のための醸造設備の
構築

商工組合中央金庫

3,582 2528210903 兵庫県 ヨシミプリント
レーザー加工機を活用したオリジナル転写カッティン
グプリント技術の確立

丹波市商工会

3,583 2528210906 兵庫県 株式会社大西製作所
新たな絞り加工技術の確立による溶接ナットレス化
の実現

多可町商工会

3,584 2528210908 兵庫県 日本ワヰコ株式会社
無人機用エンジン向けコネクティングロッドの効率的
量産工法の開発

近畿大阪銀行

3,585 2528210910 兵庫県 柏原加工紙株式会社
紙に立体的なマークを刻印した、新感覚の印刷用紙
の開発と生産

丹波市商工会

3,586 2528210912 兵庫県 ツルイ化学株式会社
測定計測技術向上による樹脂製品の強度・化学評価
試験のワンストップ提供

株式会社クリエイション

3,587 2528210914 兵庫県 株式会社稲葉マシナリー
次世代高効率ガスタービン用燃焼機部品の生産効
率向上事業

姫路信用金庫

3,588 2528210915 兵庫県 株式会社丹波新聞社
最新鋭の新聞制作機導入による可読性の向上と生
産性向上による競争力強化事業

丹波市商工会

3,589 2528210918 兵庫県 株式会社ヤスサカ
福祉用具の洗浄・消毒・整備・配送の一元管理サイク
ルによる安全・衛生環境の提供

姫路信用金庫

3,590 2528210921 兵庫県 甲南ダイカスト工業株式会社 産業用精密部品の競争力・技術力強化計画 商工組合中央金庫

3,591 2528210923 兵庫県 藤井設備工業株式会社
他にない技術と設計施工ノウハウの融合による排水
処理提案

兵庫県信用組合

3,592 2528210925 兵庫県 カワタ工業株式会社
原料を問わない回転ドラム方式固体培養試験装置の
開発

尼崎信用金庫

3,593 2528210926 兵庫県 株式会社オカデン
新規凝集分離剤を活用した食品系排水の高効率全
自動処理装置開発事業

三菱東京ＵＦＪ銀行

3,594 2528210927 兵庫県 有限会社アルファ・プロンプト 電池駆動する汎用機器間通信（Ｍ２Ｍ）端末の開発 兵庫県信用組合

3,595 2528210928 兵庫県 植山織物株式会社
試織開発から量産までを担う「永続的に発展可能な
生産体制」の構築

兵庫県信用組合

3,596 2528210931 兵庫県 株式会社ファインシステム
市民マラソン大会における使い捨てチップの開発とカ
メレオンバーコードの活用

日新信用金庫

3,597 2528210933 兵庫県 中井工業株式会社
シェルモールドスタック法による建築・建設構造部用
小型鋳鋼品の高効率量産方法の開発

兵庫信用金庫

3,598 2528210934 兵庫県 日本特殊螺旋工業株式会社
難削・超難削材をデザイン重視形状に高精度・複合
加工する技術力獲得による競争力強化

尼崎商工会議所

3,599 2528210937 兵庫県 有限会社淡路
ゴミ袋の国内需要の増加に伴う生産性向上のための
生産設備の増設

みなと銀行
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3,600 2528210939 兵庫県 有限会社エノキ工芸
個人向けリペアスクールを業界初で試みブランド確立
を目指す

芦屋市商工会

3,601 2528210944 兵庫県 株式会社関西工事
機能美と操作性を高めた個人居宅向け一人用手足
温浴機の試作開発

尼崎信用金庫

3,602 2528210952 兵庫県 株式会社タイカイ
餃子成型器導入による製品の安全・高品質の維持、
需要に応える生産量の拡大及び生産プロセスイノ
ベーションの構築事業

税理士荒巻政文事務所

3,603 2528210954 兵庫県 関西電子工業株式会社
メッキ法によるＬＥＤ素子搭載用窒化アルミ基板の加
工プロセスの確立

ジャスト会計事務所

3,604 2528210958 兵庫県 ニチワ電機株式会社
板金複合加工機導入と生産ライン増設による外食産
業向け電気調理器の拡販

三井住友銀行

3,605 2528210961 兵庫県 株式会社アサヒレイテックス 水系接着剤による複合生地の製造技術の確立 姫路信用金庫

3,606 2528210974 兵庫県 株式会社リック・Ｃ・Ｓ・Ｒ
造園・園芸愛好家に向けたイージーオーダー式ガー
デンハウス開発

株式会社クリエイション

3,607 2528210975 兵庫県 株式会社陽進
生産終了車等のサスペンション部品の完全自作化に
よるニッチ市場への積極展開

正木総合コンサル事務所

3,608 2528210977 兵庫県 大阪油脂工業株式会社
電線の剥線及び電線被覆の熱融着防止を目的とし
た水系剥離剤の開発

税理士法人神戸あおぞら会
計

3,609 2528210980 兵庫県 井本刃物株式会社
ハンマーフェイス部の特性を品質改善させる熱処理
技術の開発導入

城本知可子

3,610 2528210982 兵庫県 国際振音計装株式会社
回路バランス法による低コスト型構造物の劣化・異常
検出装置の試作開発

尼崎信用金庫

3,611 2528210984 兵庫県 株式会社ジェイテック
計測技術の向上を図り、航空機産業に参入する為の
三次元測定機の導入

坂井会計事務所

3,612 2528210986 兵庫県 理容フジイ 育毛技術の商品化、プログラム化による業態転換 加東市商工会

3,613 2528210987 兵庫県 株式会社樽正本店
中世ヨーロッパに遡る伝統技法による我が国初の森
のいちごのフルーツバターの開発と販売

商工組合中央金庫

3,614 2528210989 兵庫県 藤本鉄工
自動検品システム導入による製品信頼性の向上と検
品時間の大幅短縮

加東市商工会

3,615 2528210992 兵庫県 多可染工株式会社
快適で豊かな社会生活に貢献する消臭機能繊維（機
能糸）の製造と応用化計画

兵庫県信用組合

3,616 2528210993 兵庫県 株式会社仁川設備 新工法開発ダクト試作プロジェクト 尼崎信用金庫

3,617 2528210998 兵庫県 株式会社武甲製作所
ハイカーボン鋼の高精度プレス加工による自動車部
品の開発体制の構築

尼崎信用金庫

3,618 2528211001 兵庫県 ヨコノ食品株式会社
真空フライ加工による無添加純国産野菜・果物チップ
スの開発・製造

税理士法人あおぞら会計

3,619 2528211002 兵庫県 神戸紅茶株式会社
ネットとリアル店舗を融合した地域密着型の神戸ブラ
ンド紅茶専門店

商工組合中央金庫

3,620 2528211003 兵庫県 株式会社澤田棉行
車輌用断熱材の製造過程における熱処理方法の改
善による品質性・生産性向上

三菱東京ＵＦＪ銀行

3,621 2528211004 兵庫県 美岡工業株式会社 両頭ＮＣフライス盤導入による国内空洞化対策 但馬信用金庫

3,622 2528211006 兵庫県 明正堂
和菓子製造機器の導入による生産性・品質の向上と
新たな販路開拓システムの構築

兵庫県信用組合

3,623 2528211011 兵庫県 株式会社カンベ自動車
省エネカ―の普及に伴う『ＨＶ車・ＥＶ車・ＰＨＶ車』専
門のサービスの提供

加東市商工会

3,624 2528211012 兵庫県 甲子園金属株式会社
重粒子線がん治療装置における重粒子線発生用
ターゲット材の試作開発

尼崎信用金庫

3,625 2528211014 兵庫県 株式会社クメダ精密
自動車製造ライン向け　自動固定装置における主要
部品の超硬合金化

商工組合中央金庫
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3,626 2528211016 兵庫県 三和鋼業株式会社
ゲリラ豪雨などの水害に対する止水対策として床防
水板の開発

尼崎信用金庫

3,627 2528211022 兵庫県 ｉＣＯＭ技研株式会社
双方向通信によるワイヤレス操作盤の試作開発・通
信技術の確立

加東市商工会

3,628 2528211026 兵庫県 有限会社松本商店
新しい製造手法によるバラティ豊かな和ろうそくの試
作品開発業

西宮商工会議所

3,629 2528211027 兵庫県 尼崎重機株式会社
素材に樹脂を用いた油圧ショベル用シリンダーガード
の開発及び販売

尼崎信用金庫

3,630 2528211031 兵庫県 株式会社マルアサ
新たな販路拡大を目指した小瓦の簡単施工セットの
開発と生産体制の構築

南あわじ市商工会

3,631 2528211037 兵庫県
株式会社フジテックエンジニアリン
グ

１次産業（水産物）再生復活事業 但陽信用金庫

3,632 2528211052 兵庫県 フジコー株式会社
従来不可能だった、大型シリンダーチューブに対す
る、内径めっき・研磨プロセスの確立

姫路信用金庫

3,633 2528211053 兵庫県 株式会社林田組
鉄筋用自動切断機と自動曲げ加工機の導入による
鉄筋加工事業の拡大

但陽信用金庫

3,634 2528211054 兵庫県 有限会社西神飯店
神戸ビーフの端材部分を使ったタンバーグ・タンコロ
の提供と量産体制の構築

北御門孝税理士事務所

3,635 2528211057 兵庫県 阪神動力機械株式会社
社会に貢献する下水処理用減速機の原価低減、納
期短縮で競争力強化（ＮＣフライス盤導入）

尼崎信用金庫

3,636 2528211058 兵庫県 井上工業株式会社
含浸装置によるによる高品質化、納期短縮等による
事業効率アップ

兵庫県信用組合

3,637 2528211059 兵庫県 株式会社佐用精機製作所
新規接合技術を使用した高密度ハイパワーＬＥＤの
試作

兵庫信用金庫

3,638 2528211060 兵庫県 井上ヒーター株式会社 ステンレス製コンパクト高温空気熱交換器 神戸信用金庫

3,639 2528211062 兵庫県 オートショップエンドウ
カーコンシェルジュカフェを併設したクイック車検サー
ビスの展開

多可町商工会

3,640 2528211065 兵庫県 株式会社エレーヌ 天然皮革で作る外反母趾の方のための靴開発 神戸商工会議所

3,641 2528211066 兵庫県 株式会社システムワット 風速補正超音波位置測位システムの実用化 神戸商工会議所

3,642 2528211068 兵庫県 株式会社ユカシカド
天然素材を活かしたオーダメイド型機能性食品の開
発

税理士法人スバル合同会計
垣本栄一

3,643 2528211069 兵庫県 共英油化株式会社
潤滑剤の耐摩耗、耐荷重能を測定する高速四球方
式試験機を用いた原価改善とリードタイム短縮による
増収計画

檜垣典仁

3,644 2528211070 兵庫県 株式会社ビーリンク
冷蔵食品向け　低温多湿環境への高精度梱包機構
の導入プロジェクト

高津拓也税理士事務所

3,645 2528211078 兵庫県 株式会社プレミアムグラス
有機ＥＬを主とする電子デバイス用ガラス加工に使用
するサンドブラスト購入と内製化

植木心一税理士事務所　植
木心一

3,646 2528211080 兵庫県 株式会社大谷精機
ハイスペック　大型バンドナイフマシン（スライスマシ
ン）の開発

姫路商工会議所

3,647 2528211081 兵庫県 戸﨑産業株式会社
最新形状認識型自動静電塗装装置導入で品質向
上・低コスト化による受注拡大。

但陽信用組合

3,648 2528211082 兵庫県 有限会社播磨海洋牧場
トレーサビリティを完全実施した安心でおいしい播磨
灘天然魚を用いた介護食材の生産

姫路信用金庫

3,649 2528211083 兵庫県 無塩ドットコム
世間で商品化されない無塩食品の開発と医療施設な
どへの提供

宝塚商工会議所

3,650 2528211085 兵庫県 ペタビット株式会社
未経験者や新規参入者のネット通販を支援する新規
サイトサービスの事業化

伊予銀行

3,651 2528211086 兵庫県 株式会社小西鉄工
取引先の高信頼度を勝ち取るため、難加工品への圧
入加工技術を確立する。

西村勝彦税理士事務所
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3,652 2528211087 兵庫県 有限会社サンテック
板厚０．５ｍｍ以下薄板板金製品のバリ取り技術開
発

神戸信用金庫

3,653 2528211088 兵庫県 株式会社カミネ商事
１００年経っても変わらない美しさ、家代々の宝物とな
るジュエリー絵画の試作開発

みなと銀行

3,654 2528211089 兵庫県 東洋スプリング工業株式会社
ばねを活用した運搬・設置が容易な「軽量型　害獣捕
獲用　箱罠」の研究・開発

多可町商工会

3,655 2528211090 兵庫県 奥山美装
液体を酸化させず容器内の液体をほぼ１００％吸い
上げられる容器の開発

尼崎信用金庫

3,656 2528211091 兵庫県 神戸ステンレス株式会社 レーザー切断事業改善計画 みなと銀行

3,657 2528211092 兵庫県 有限会社大朝工業
各種防音施設における、室内外換気用「らせん給排
気用ダクト」の試作・開発

松野茂

3,658 2528211093 兵庫県 有限会社ビューティーネットウェブ
冷凍と温熱を交互に使い脂肪細胞を撃退する美容メ
ニューの開発

商工組合中央金庫

3,659 2528211094 兵庫県 小林製作所
円筒研削機導入による外注作業の内製化での一貫
加工生産体制構築計画

姫路信用金庫

3,660 2528211095 兵庫県 株式会社ＳＯＲＡ
人材育成研修ツール「ＳＰトランプ」のタブレット版アプ
リ作成事業

神戸商工会議所

3,661 2528211096 兵庫県 株式会社三和金属工業所
３ＤＣＡＤシステムを使った加工機の開発による、自社
商品の高品質化および内製化

加東市商工会

3,662 2528211097 兵庫県 株式会社ミナミテック
次世代の新素材（超高張力鋼板：ハイテン）用の特殊
金型の開発

商工組合中央金庫

3,663 2528211098 兵庫県 株式会社トウジョウ
アクリル透明樹脂厚板積層板及び切削加工品の大
型化

兵庫県信用組合

3,664 2528211099 兵庫県 由不二産業株式会社
新型パネルソー導入によるＦＲＰ平板の生産体制強
化及び海外製品への競争力強化

株式会社エフアンドエム

3,665 2528211100 兵庫県 有限会社山秀工業所
新規塗装装置の導入により短納期及び付加価値向
上を実現する

税理士法人細川総合パート
ナーズ

3,666 2528211102 兵庫県 株式会社ＺＵＮＤ ご当地食材等を使った新食感の「麺」の開発 税理士法人三光会計社

3,667 2528211103 兵庫県 株式会社朋裕アトラス
飼料製造現場に密着した原料供給における新サービ
スの展開

商工組合中央金庫

3,668 2528211104 兵庫県 大一電機工業株式会社
新型旋盤機導入による生産能力向上と受注対応力
強化

但陽信用金庫

3,669 2528211105 兵庫県 丸菱油脂石鹸化学工業所
グッドデザイン賞受賞「旅する石鹸」の自動個包装機
導入による生産拡大

三木商工会議所

3,670 2528211106 兵庫県 香住鶴株式会社
高濃度アルコールの新しい日本酒“山廃ヌーボー”の
試作

掘上勝税理士事務所　堀上
勝

3,671 2528211107 兵庫県 有限会社オハラ工芸
一級技能士の技能を生かした屋外広告物の高品質
化に伴う顧客開拓事業

兵庫県信用組合

3,672 2528211108 兵庫県 株式会社バイオマスひょうご
有機肥料製造におけるローター攪拌機導入による発
酵日数の短縮化及び品質の均一化

吉川町商工会

3,673 2528211109 兵庫県 竹岡セラミックアート
ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを活用したメタルフリー歯科治
療用補綴物の試作開発

川西市商工会

3,674 2528211111 兵庫県 株式会社中谷鉄工所
大型ＣＮＣ三次元測定機を導入し、航空機ジェットエ
ンジン部品の最終仕上加工までを受注する。

高見正彦税理士事務所

3,675 2528211117 兵庫県 株式会社田中鉄工所
高精度三次元座標測定機導入による医療用ロボット
部品の高精度短納期供給体制の確立

淡路信用金庫

3,676 2528211121 兵庫県 足立醸造株式会社
諸味発酵サーマルタンク導入による高付加価値醤油
の開発と量産体制の構築

多可町商工会

3,677 2528211122 兵庫県 株式会社横山建設工業
溶接ロボット導入による溶接工程の内製化と供給能
力の拡大

みなと銀行
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3,678 2528211128 兵庫県 株式会社キューブエッグ
スマートフォンのバッテリーを長持ちさせるスマート
フォンケースの試作開発

尼崎信用金庫

3,679 2528211130 兵庫県 日成化学鍍金工業株式会社
ハイブリッド皮膜への塗装設備の機械化による生産
性の効率化

杉田宗久税理士事務所　杉
田宗久

3,680 2528211133 兵庫県 株式会社ユーエム工業
手動工具におけるデザイン性を配慮して高い機能性
実現のための研究開発

兵庫県信用組合

3,681 2528211145 兵庫県 株式会社平尾工務店
デザイン性の高い店産店消型植物工場の設計技術
向上

商工組合中央金庫

3,682 2528211146 兵庫県 株式会社アコオ機工 金属ガラスの加工技術開発並びに試作品製作 兵庫信用金庫

3,683 2528211151 兵庫県 株式会社ワンピース ３Ｄニットプリンタを用いたクリーンニットの国内生産 播州信用金庫

3,684 2528211152 兵庫県 ムツミ産業株式会社
製造工程のスピード化による価格競争力の強化と販
路拡大

商工組合中央金庫

3,685 2528211154 兵庫県 株式会社ＭＥＮ　ＡＴ　ＷＯＲＫ
ＷＥＢ配信を通してのビル清掃業務の「作業プロセス
の見える化」

芦屋市商工会

3,686 2528211156 兵庫県 丸山印刷株式会社
デジタル技術を活用した高級上製本のＯｎｅ　ｔｏ　Ｏｎ
ｅ市場拡大事業

商工組合中央金庫

3,687 2528211157 兵庫県 株式会社大島
生産ボトルネック解消による医療機器向け精密板金
部品事業の拡大

商工組合中央金庫

3,688 2528211162 兵庫県 株式会社大豊製作所
ミスト装置・画像検査機の開発による品質向上・加工
経費１６％削減

商工組合中央金庫

3,689 2528211163 兵庫県 株式会社ナード研究所
ＮＭＲを活用した化合物スクリーニングによる医薬品
候補化合物の探索

三菱東京ＵＦＪ銀行

3,690 2528211164 兵庫県 有限会社山口工業所
ＣＮＣ三次元測定機の導入による高精度加工の実現
及び生産工程のスピード化

多可町商工会

3,691 2528211165 兵庫県 株式会社西山工務店 環境重視型の無排土工法の実用化 但馬銀行

3,692 2528211166 兵庫県 新日本溶業株式会社
粉体プラズマ溶接法の高度化によるエネルギー関連
事業への本格参入

近畿大阪銀行

3,693 2528211168 兵庫県 株式会社坪田測器
実装技術向上による生産性・高品質を目指した超多
品種超小量生産体制の強化

株式会社クリエイション

3,694 2528211169 兵庫県 有限会社ソウルメイト
子どもと高齢者がふれ合える新規スカイアドベン
チャー事業の展開

森芳人税理士事務所

3,695 2528211170 兵庫県 灘菊酒造株式会社
播磨の地域資源を活用した辛口日本酒スパークリン
グの開発

姫路信用金庫

3,696 2528211173 兵庫県 株式会社棚澤八光社
ＵＶ－ＬＥＤ集積光源採用による、生産工程（省力化
および技術的改善）の技術力向上

佐用町商工会

3,697 2528211176 兵庫県 明和株式会社
麺の形状を自由に加工できる手延べ乾麺（素麺・うど
ん・そば）【仮称：自由形状乾麺】の開発

但陽信用金庫

3,698 2528211177 兵庫県 神戸衡機株式会社
レーザ加工機の導入による試作開発期間の短縮と
競争力強化

淡路信用金庫

3,699 2528211184 兵庫県 明石ダイカスト株式会社
ハイサイクル複合動作機導入によるダイカスト製品
鋳造技術の向上

兵庫県信用組合

3,700 2528211185 兵庫県 陰山電機株式会社
リード線巻取り工程の自社加工化により納期短縮、
品質と生産能力向上、コスト削減を図る事業

株式会社増田経営会計

3,701 2528211187 兵庫県 有限会社布尾鋼建
穴あけ装置導入による、建築鋼材部品のワンストップ
製造体制構築

西兵庫信用金庫

3,702 2528211188 兵庫県 株式会社ウエダ製作所
一貫生産体制の確立と“高齢者でも軽く使用出来る、
草抜き器”の試作開発

兵庫県信用組合

3,703 2528211192 兵庫県 株式会社イデア 耐熱性樹脂による真空注型法の研究開発 日新信用金庫
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3,704 2528211193 兵庫県 マルニ製油株式会社
日本の林業を救う無機系（ガラス系）木質保護強化
剤開発事業

和泉貴志税理士事務所　和
泉貴志

3,705 2528211195 兵庫県 甲東ミルクファーム きすきオーガニックワッフルの試作・量産・販売
公益財団法人ひょうご産業
活性化センター

3,706 2528211198 兵庫県 株式会社フジワラ
ガイドレス間欠輪転シール両面印刷機導入による品
質向上・コスト削減と新規市場開拓

兵庫県信用組合

3,707 2528211199 兵庫県
株式会社湊川金属テストピース製
作所

エネルギー・航空機に使用される材料の試験片精密
加工技術の確立

公益財団法人ひょうご産業
活性化センター

3,708 2528211206 兵庫県 株式会社スカイジェット
医療用遠隔画像手術支援システムによる地域医療
ネットワークの構築

神戸商工会議所

3,709 2528211207 兵庫県 株式会社アートルーフ
異常気象に対応するため、耐久性を向上させた建築
建屋の板金加工・施工サービスの提供

兵庫信用金庫

3,710 2528211209 兵庫県 株式会社ポニーファーマシー
『かかりつけ薬局であり続けるための新しい顧客（患
者）満足サービス』

兵庫県信用組合

3,711 2528211212 兵庫県 株式会社イトデンエンジニアリング 水力応用生態系配慮型ゴミ回収装置の試作・開発 兵庫県信用組合

3,712 2528211217 兵庫県 株式会社大協鉄工 自動溶接機導入による工場配管工事の高度化事業 徳野会計事務所

3,713 2528211218 兵庫県 有限会社うりた重機興業
有機性廃棄物（刈草枝葉）のリサイクル製品（土壌改
良材）の生産性向上事業

豊岡市商工会

3,714 2528211228 兵庫県 ミユキエレックス株式会社
腹腔鏡下手術用トロッカーのオプティカル挿入訓練シ
ミュレータ量産試作開発

伊丹商工会議所

3,715 2528211233 兵庫県 パイオニア精工株式会社
自動車サイド・エアバッグ用金型加工技術向上のた
めの５軸複合加工機導入計画

中国銀行

3,716 2528211235 兵庫県 株式会社森口製あん
揖保川伏流水を使用した餡作りによる、焼塩羊羹、
淡口醤油羊羹等の高品質化

たつの市商工会

3,717 2528211236 兵庫県 ラクダ護謨工業株式会社
健康ウォーキングパンプスの販売開始に伴う新たな
生産体制の構築

淡路信用金庫

3,718 2528211240 兵庫県 是常精工株式会社
高精度微細加工機導入による手術支援ロボット用鉗
子の開発

但陽信用金庫

3,719 2528211243 兵庫県 エステック株式会社 工場、店舗向け太陽光採光装置の開発 神戸商工会議所

3,720 2528211244 兵庫県 株式会社蒼龍刃物製作所
震災復興支援の為の、新型転造盤自動機導入によ
る多品種セパレーター製造

兵庫県信用組合

3,721 2528211245 兵庫県 株式会社アーチ
ＣＡＤ／ＣＡＭの導入により顧客満足度向上、労働環
境の改善を実現する

税理士法人日本経営　丹羽
修二

3,722 2528211251 兵庫県 株式会社四川麺本舗
野菜、海草原料を練り込んだ新生麺類の開発と多品
種生産に適した製麺設備の導入。

兵庫県信用組合

3,723 2528211252 兵庫県 株式会社滝川製作所
鉄筋コンクリート用棒鋼の番線結束機を油圧式から
電動式に変更

播磨町商工会

3,724 2528211257 兵庫県 キシダ化学株式会社
希少原料の安定調達を可能とするＸ線診断装置用薬
剤の新製法の生産体制強化計画

株式会社エフアンドエム

3,725 2528211258 兵庫県 株式会社サンキョー
個別受注型生産管理システムの導入による金型製
造の短納期化計画

株式会社エフアンドエム

3,726 2528211262 兵庫県 井上セメント工業株式会社
新たな製造方法の開発による小型製品の生産力増
強・コスト競争力強化

加東市商工会

3,727 2528211263 兵庫県 株式会社白浜工業所
最新のめっき設備導入により、多品種小ロット、低コ
スト高品質の生産体制を構築する

但陽信用金庫

3,728 2528211264 兵庫県 株式会社橋爪製作所
三次元送り装置を備えたハイエンドホールソー加工
専用機の導入による生産プロセスの革新

兵庫県信用組合

3,729 2528211265 兵庫県 佐藤精機株式会社
航空機用部品の輪郭度等の測定の内製化による事
業の高度化

みなと銀行
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3,730 2528211267 兵庫県 株式会社赤萩フランジ
小型マシニングセンタの導入によりフライス加工を内
作化し、納期短縮・コスト削減を図る事業

みなと銀行

3,731 2528211268 兵庫県 ジェミニ工業株式会社 社内一貫生産体制の強化による付加価値の実現 松下税務会計事務所

3,732 2528211269 兵庫県 株式会社阪神メタリックス
１μ 単位の切削加工を内作化し、航空機向け素材の
切削加工に新規参入する事業

りそな銀行

3,733 2528211278 兵庫県 株式会社中橋製作所
日本の伝統建築工法「在来軸組工法」で必要な『角
のみ』の海外展開に向けた生産システムの高度化

みなと銀行

3,734 2528211280 兵庫県 株式会社プラ・メイド
「金型製作と量産用加工機製作の完全並行作業化に
よる樹脂成形装置の大幅な納期短縮とコスト低減」

正木総合コンサル事務所

3,735 2528211285 兵庫県 株式会社姫路鍍金工業所
メッキ加工が困難な樹脂へのメッキ技術及び量産加
工技術の確立

姫路信用金庫

3,736 2528211288 兵庫県 株式会社イケウチ
ＳＲＣ造建築の需要拡大に対応した、鉄骨建築材料
生産ラインの増強

但馬信用金庫

3,737 2528211294 兵庫県 澁谷油脂株式会社
使用済みホテルソープを回収しリサイクル石鹸として
販売する循環型システムの構築

アナダマネジメントセンター

3,738 2528211305 兵庫県 株式会社達磨
抜型の刃付け精度向上及びデータ管理による簡素
化システムの構築開発

兵庫県信用組合

3,739 2528211312 兵庫県 ハリマ工業株式会社
ステンレス製圧力容器の精度向上、工程削減、低コ
スト化を目的とした新工法の開発

姫路商工会議所

3,740 2528211318 兵庫県 ホンマ・マシナリー株式会社
モジュラー設計とＣＡＤ／ＣＡＭ導入による生産性の
向上

南都銀行

3,741 2528211320 兵庫県 マルカン酢株式会社
味の数値化技術を応用した食酢、すし用調味酢の試
作開発の高品質化、地域性特化

池田泉州銀行

3,742 2528211334 兵庫県 株式会社ゼネラルリソース
マルチタッチディスプレイを利用した次世代デジタル
サイネージシステムの開発と販売

神戸商工会議所

3,743 2528211337 兵庫県 鰹節のカネイ株式会社
お年寄りもお子様もおいしく食べられるソフトな極薄
鰹ふりかけの製造

商工組合中央金庫

3,744 2528211348 兵庫県 有限会社正栄工業
ビン・ペットボトル容器搬送用機械の開発及び部品開
発

尼崎信用金庫

3,745 2528211360 兵庫県 田治米合名会社
食中熟成純米酒の多品種小ロット生産に対応した醸
造プロセスの改革

但馬銀行

3,746 2528211365 兵庫県 株式会社アクアシステム
排水処理における環境対応型の単槽式嫌気好気処
理装置の試作開発

株式会社エフアンドエム

3,747 2528211377 兵庫県 ＳＨＴ兵庫株式会社 ハイブリッド車向け電流センサーコアの開発導入 りそな銀行

3,748 2528211380 兵庫県 甲南興業株式会社
統合型生産支援システム及び連動型加工設備の導
入による建具・家具製作の高度化

姫路信用金庫

3,749 2528211382 兵庫県 丸中製菓株式会社
特注ミキサーと羽の導入により、高品質なパウンド
ケーキ製造と効率的な生産を図る事業

株式会社増田経営会計

3,750 2528211388 兵庫県 但東自動車株式会社
３Ｄ測定器導入による新製品設計時の内製化及び生
産性の向上

豊岡市商工会

3,751 2528211390 兵庫県 株式会社豊稔企販
高圧受電設備と新世代型鏡面ショットマシンの導入
による鎌事業の競争力強化

正木総合コンサル事務所

3,752 2528211393 兵庫県 株式会社いれ歯やさん
３ＤＣＡＤと加工機を活用した義歯製造工程の革新事
業

神戸信用金庫

3,753 2528211399 兵庫県 株式会社小林製作所 大型難削材加工部品の高効率化と高精度化 姫路信用金庫

3,754 2528211402 兵庫県 株式会社日鋼スチール
鋼材加工技術に対する高精度化と地域「ものづくり技
術」に対する伝承

税理士法人信和綜合会計事
務所　原昇平

3,755 2528211404 兵庫県 株式会社三洋工事
塗膜の高意匠化と工期半減が可能な塗装設備導入
による特装車業界での優位性の獲得

兵庫県信用組合
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3,756 2528211406 兵庫県 龍野コルク工業株式会社
立体物に関する作図および製作に関する生産性の
向上および新規分野参入

但陽信用金庫

3,757 2528211407 兵庫県 株式会社エコ花と緑のネットワーク
豪雪地域に対応、満遍なく発熱する外付け可能な省
エネ軽量融雪シート「雪備陣」の試作開発

りそな銀行

3,758 2528211408 兵庫県 株式会社ドリーム観光サービス
障害者・高齢者と家族の心を旅で繋げる『心と体、ゆ
とりプラン』開発

朝来市商工会

3,759 2529210279 奈良県 株式会社紀和鋳造
反転機付塗型装置導入による鋳物の寸法精度の向
上及び生産性の向上

南都銀行

3,760 2529210283 奈良県 ヨシリツ株式会社
新素材を原料とする組立ブロックの成形用精密金型
への設備投資

南都銀行

3,761 2529210284 奈良県 株式会社三興
いちご観光農園の温度制御による生産物供給システ
ムの構築

北おおさか信用金庫

3,762 2529210285 奈良県 有限会社いって研究所
無騒音・無停止・高稼働率な小型鳥翼風車発電機の
試作開発

南都銀行

3,763 2529210296 奈良県 株式会社電研端子製作所
医療機器市場へ進出するための業務展開と設備導
入

アタック・メイト奈良

3,764 2529210303 奈良県 株式会社井上工作所
ベアリング研削治具の高精度化と耐久性３倍を目指
した新製品開発

香芝市商工会

3,765 2529210305 奈良県 株式会社ヤマト容器
容器リサイクル減容樹脂を原料とした安価で高品質
な農業用トレー生産のための射出成形機改造

奈良中央信用金庫

3,766 2529210306 奈良県 中谷酒造株式会社
香り高い吟醸酒生み出す瓶詰め工程急速加熱殺
菌、急速冷却システムの導入

東口会計事務所

3,767 2529210310 奈良県 佐藤薬品工業株式会社
微粒子コーティングによる、薬物の苦味マスキング、
及び徐放性技術の構築と製品化

りそな銀行

3,768 2529210312 奈良県 有限会社吉田鉄工
溶接ロボットの使用部位専用化による、高品質で高
効率な生産体制の構築

奈良中央信用金庫

3,769 2529210317 奈良県 株式会社宮本金型製作所
金型製造（川中）専業者による特殊部品製造業（川
下）への多角化

兵庫太和税理士法人

3,770 2529210328 奈良県 株式会社戸田精機 特殊製品生産体制の強化による品質向上計画 アタック・メイト奈良

3,771 2529210330 奈良県 新生薬品工業株式会社
一般用医薬品における２色顆粒製品製造の為の設
備導入

高取町商工会

3,772 2529210332 奈良県 有限会社近藤豆腐店
手作り豆腐製造の衛生面向上と、それに伴う販路拡
張のための設備導入

南都銀行

3,773 2529210335 奈良県 ダイワ精密プレス株式会社
マイクロプレス加工技術による発熱インプラントの試
作開発

奈良県地域産業振興セン
ター

3,774 2529210338 奈良県 株式会社ファーマシー木のうた
地域包括医療体制整備のための無菌調剤室の設置
とそれに伴う機材と技術導入

増南会計事務所

3,775 2529210339 奈良県 株式会社きた山中谷堂
名物よもぎ餅の「日持ち商品」開発を軸とした新規事
業展開

南都銀行

3,776 2529210340 奈良県 株式会社水田精工
自動二輪車用アクスルシャフト及び試作品開発の製
作と内製化

南都銀行

3,777 2529210347 奈良県 株式会社コクブ
建築用ドリルねじの多様化する設計需要に対応でき
る試験設備の導入

奈良中央信用金庫

3,778 2529210348 奈良県 株式会社桝忠銘木店
対話型加工機導入と作業環境改善による女性及び
被再雇用者雇用促進事業

南都銀行

3,779 2529210356 奈良県 株式会社ハヤシ・ニット
着用することにより運動機能を高めるスポーツニット
ウェアの開発

南都銀行

3,780 2529210358 奈良県 ダイワ産業株式会社 間伐材の利用拡大を図る機械設備導入 南都銀行

3,781 2529210362 奈良県 株式会社タカトリ
高速往復走行揺動式マルチワイヤーソーの駆動部
品の材料革新

南都銀行
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3,782 2529210367 奈良県 株式会社萩原
ビスＮＣ設備による生産性向上および低コスト化、短
納期化計画

株式会社ダイワマネジメント

3,783 2529210368 奈良県 株式会社ソシアル
撚糸・縮絨工程の内製化による“マチュア加工”生産
体制の確立

株式会社ダイワマネジメント

3,784 2529210371 奈良県 株式会社奈良情報システム
超精密同時６軸引き切り加工の試験加工に向けたＣ
ＡＭ機能の開発

奈良県地域産業振興セン
ター

3,785 2529210372 奈良県 桑メリヤス株式会社 ３Ｄデザインソフト導入による製造プロセスの革新 株式会社ダイワマネジメント

3,786 2529210373 奈良県 多田化工株式会社
業界初　水上オートバイで牽引する水難救助艇の試
作開発

株式会社ダイワマネジメント

3,787 2529210375 奈良県 葛城工業株式会社
重度障害・被介護者向け浴室補助製品の開発と生産
体制の確立

株式会社ダイワマネジメント

3,788 2529210377 奈良県 河村歯研株式会社
ＣＡＤ／ＣＡＭによる高品質・短納期の補綴物生産体
制の確立

株式会社ダイワマネジメント

3,789 2529210378 奈良県 仲内株式会社
オートクレーブ装置導入による経年劣化のない透明
装飾釦の開発

株式会社ダイワマネジメント

3,790 2529210379 奈良県 株式会社ラステック
非接触吸着方式による壁面登攀可能な清掃／点検
ロボットの開発

奈良県地域産業振興セン
ター

3,791 2529210381 奈良県 フモト商会
姿バイト自動作成による高付加価値製品（ラクト釦）
の生産性向上

大和信用金庫

3,792 2529210382 奈良県 株式会社ｓｏｌｉｔｏｎ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
化学繊維の高精度先鋭加工技術開発による国内一
貫生産体制の構築

奈良県地域産業振興セン
ター

3,793 2529210388 奈良県 株式会社ジェムインターナショナル
細菌培養検査用培地製造技術（ＲＦＩＤゲル内封入実
装技術）の開発

南都銀行

3,794 2529210394 奈良県 株式会社ワカクサ
輸入合板に代わる住宅用基材の試作開発及び事業
化

奈良県地域産業振興セン
ター

3,795 2529210400 奈良県 三和ゴム工業株式会社
トラックターミナル向けクッションゴムの新製品試作開
発及び生産性強化

南都銀行

3,796 2529210401 奈良県 株式会社五條市青ネギ生産組合
“おいしいカットネギ”作りにこだわった製造ライン強
化

五條市商工会

3,797 2529210402 奈良県 株式会社辻本商店
百円均一商品製造での生産性の改革及び高品質
化・低コスト化の実現

税理士法人ＦＩＡ

3,798 2529210403 奈良県 至誠堂製薬株式会社
錠剤自動外観検査機の導入による錠剤の選別検査
工程の省人化と検査精度向上

南都銀行

3,799 2529210408 奈良県 三輪そうめん丸久
新製品（巻うどん等の商品）の開発と商品化のため
の設備改革

葛城市商工会

3,800 2529210413 奈良県 野原精密木工株式会社
特殊な接合部材（焼入れ釘）を用いた木製パレット釘
打装置の導入

田中会計事務所

3,801 2529210414 奈良県 ハラダ株式会社 高齢者向け高機能スポーツソックスの試作品開発 南都銀行

3,802 2529210420 奈良県 株式会社瑠光
新しいクリーニング技術の導入とＩＴによる工程管理
強化で生産性を向上

宇陀商工会

3,803 2529210421 奈良県 株式会社梅守本店
わさび葉寿し（手鞠）の製造販売拡大における生産
性、衛生面、安全性の向上計画

南都銀行

3,804 2529210423 奈良県 株式会社徳山製麺
トッポギの生産性を大幅に向上させる新たな製造方
法を可能とする製造設備の導入

経営コンサルタント　竹内淳
朗

3,805 2529210425 奈良県 株式会社クロスライン
柿渋の搾りかすを再利用した染色技術の研究開発と
新製品の試作

奈良県地域産業振興セン
ター

3,806 2529210426 奈良県 株式会社富士建設 快適住空間を創造する新不燃化技術 嶋村省志

3,807 2529210427 奈良県 池木プラスチック株式会社
オートパーツ部品試作に伴う高精度寸法管理及び品
質安定の生産能力強化

大和信用金庫
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3,808 2529210430 奈良県 岡下製麺所
地域性気候と県産材料の活用による『天の川式新手
延べそば麺』の開発

天川村商工会

3,809 2529210432 奈良県 クツワ工業株式会社
革職人技術の機械化により海外製品に勝つ高品質
低コスト筆入れを実現

奈良県地域産業振興セン
ター

3,810 2529210435 奈良県 第一金属工業株式会社
画像処理カメラ内蔵多関節ロボットの導入による美
術印刷缶フタの製造不良率の低下

大和信用金庫

3,811 2529210437 奈良県 中井鉄工建設株式会社
可搬型溶接ロボット導入における高品質・短納期・生
産性の向上計画

宇陀商工会

3,812 2529210438 奈良県 プロパティーアート株式会社
白金担持光触媒を高温条件で使用することで高濃度
ＶＯＣの分解を可能とする装置の開発

奈良県地域産業振興セン
ター

3,813 2529210442 奈良県 正木商事株式会社
不動産賃貸業の新たなサービス形態。「奈良ライフ」
のトータルコーディネートサービス。

税理士法人あおば

3,814 2530210217 和歌山県 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

中井会計事務所

3,815 2530210218 和歌山県 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

株式会社エフアンドエム

3,816 2530210221 和歌山県 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

株式会社エフアンドエム

3,817 2530210227 和歌山県 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

紀陽銀行

3,818 2530210228 和歌山県
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

内藤会計事務所

3,819 2530210230 和歌山県 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

商工組合中央金庫

3,820 2530210231 和歌山県 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

紀陽銀行

3,821 2530210232 和歌山県 ナロック株式会社 大型高速ストランダ－の開発 紀陽銀行

3,822 2530210236 和歌山県 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

紀陽銀行

3,823 2530210238 和歌山県 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

紀陽銀行

3,824 2530210242 和歌山県 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

田辺商工会議所

3,825 2530210243 和歌山県 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

経営コンサルタント　竹内淳
朗

3,826 2530210244 和歌山県 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

南都銀行

3,827 2530210245 和歌山県 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

紀陽銀行

3,828 2530210247 和歌山県 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

和歌山商工会議所

3,829 2530210248 和歌山県 井手印刷株式会社
次世代印刷物となる　Ｉ　Ｔ技術と連携した「動画と連
動するＡＲ印刷」の創造計画

紀陽銀行

3,830 2530210250 和歌山県 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 中谷会計コンピュータ事務所

3,831 2530210252 和歌山県 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　）

紀陽銀行

3,832 2530210253 和歌山県 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

三井住友銀行

3,833 2530210254 和歌山県 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

田辺商工会議所
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3,834 2530210255 和歌山県 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

紀陽銀行

3,835 2530210257 和歌山県 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

紀陽銀行

3,836 2530210261 和歌山県 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

商工組合中央金庫

3,837 2530210262 和歌山県 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

商工組合中央金庫

3,838 2530210264 和歌山県 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

飛多朋子税理士事務所

3,839 2530210266 和歌山県 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

紀陽銀行

3,840 2530210267 和歌山県 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

紀陽銀行

3,841 2530210268 和歌山県 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

第三銀行

3,842 2530210269 和歌山県 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

財団法人わかやま産業振興
財団

3,843 2530210273 和歌山県 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

紀陽銀行

3,844 2530210274 和歌山県 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

公益財団法人わかやま産業
振興財団

3,845 2530210275 和歌山県 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

紀陽銀行

3,846 2530210277 和歌山県 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。

紀陽銀行

3,847 2530210281 和歌山県 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

紀陽銀行

3,848 2530210292 和歌山県 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

公益財団法人わかやま産業
振興財団

3,849 2530210293 和歌山県 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

商工組合中央金庫

3,850 2530210301 和歌山県 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

紀陽銀行

3,851 2530210305 和歌山県 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

みなべ町商工会

3,852 2530210308 和歌山県 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

紀陽銀行

3,853 2530210310 和歌山県 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。

紀陽銀行

3,854 2530210313 和歌山県 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

紀陽銀行

3,855 2530210316 和歌山県 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

南都銀行

3,856 2530210320 和歌山県 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

紀陽銀行

3,857 2530210322 和歌山県 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 和歌山商工会議所

3,858 2530210324 和歌山県 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
公益財団法人わかやま産業
振興財団

3,859 2530210327 和歌山県 竹島鉄工建設株式会社
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

北畑会計事務所
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3,860 2530210335 和歌山県 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

西岡会計事務所

3,861 2530210337 和歌山県 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

水城会計事務所

3,862 2530210348 和歌山県 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

南都銀行

3,863 2530210350 和歌山県 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。

紀陽銀行

3,864 2530210354 和歌山県 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

新宮信用金庫

3,865 2530210359 和歌山県 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

森脇税理士事務所

3,866 2530210369 和歌山県 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 紀陽銀行

3,867 2530210370 和歌山県 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

公益財団法人わかやま産業
振興財団

3,868 2530210375 和歌山県 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

紀陽銀行

3,869 2530210379 和歌山県
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。

川村尚史

3,870 2530210385 和歌山県 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 水城会計事務所

3,871 2530210388 和歌山県 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 きのくに信用金庫

3,872 2530210392 和歌山県 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

速水愼一郎

3,873 2530210398 和歌山県 中家青果 果物形選別装置、処理能力高速化、高精度化事業 中尾彰税理士事務所

3,874 2531210083 鳥取県 株式会社寺方工作所
高精度スプロケットを板鍛造で製作する技術開発と
量産体制の確立

公益財団法人鳥取県産業振
興機構

3,875 2531210084 鳥取県 株式会社日本マイクロシステム
３次元位置特定技術による製造工程作業の検知・誘
導・監視システムの開発

公益財団法人鳥取県産業振
興機構

3,876 2531210085 鳥取県 有限会社ビタデント
歯科技工精度の安定化と高度化を目指すための「歯
科用ＣＡＤ／ＣＡＭシステム活用加工装置の導入」

坂口会計事務所

3,877 2531210086 鳥取県 サングレス株式会社
安価で耐久性に優れた、ステンレス線材製シートク
リップの量産工法開発

公益財団法人鳥取県産業振
興機構

3,878 2531210088 鳥取県 アロー産業株式会社 次世代ＵＶ－ＬＥＤモジュ－ルの開発と量産対応
公益財団法人鳥取県産業振
興機構

3,879 2531210089 鳥取県 アイコンヤマト株式会社
快適で安全な生活環境を創造する新たな防災危機
管理のためのシステム構築

鳥取県東部商工会産業支援
センター

3,880 2531210091 鳥取県 株式会社小銭屋
調理・配膳部門の生産性向上と温泉の保全高度化に
よるサービス向上

岸本信一税理士事務所

3,881 2531210093 鳥取県 スリーエステクノ株式会社
次世代塗料を用いた床暖房ヒーターの生産・増産に
掛かる設備投資

商工組合中央金庫

3,882 2531210094 鳥取県 智頭石油株式会社
【グリーンステーションプロジェクト】～循環型エネル
ギー社会の構築～

鳥取県東部商工会産業支援
センター

3,883 2531210097 鳥取県 株式会社大晃工業
ドライバーの視認性を向上させるデリネーター（視線
誘導標）の開発とその商品化

山陰合同銀行

3,884 2531210103 鳥取県 ブリリアントアソシエイツ株式会社
市場料理・賀露幸における食材・調理システムの新
たな構築による革新的サービスの実現

商工組合中央金庫

3,885 2531210107 鳥取県 株式会社海産物のきむらや
多品目で小ロット生産に対応できる、もずく用自動充
填機の開発導入

松本正福税理士事務所
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3,886 2531210108 鳥取県 中嶋米穀株式会社
コンタミネーションのない精米ラインを構築し、特殊米
の販路を拡大する事業

商工組合中央金庫

3,887 2531210115 鳥取県 株式会社新木コーポレーション
新たな加工方法による「原板パネルの製作」と、それ
を活用した「新商品の開発」を間伐材で

鳥取県中部商工会産業支援
センター

3,888 2531210116 鳥取県 旭東電気株式会社
医療・健康分野におけるヘルスケア機器の新製品開
発・試作・量産体制の確立

公益財団法人鳥取県産業振
興機構

3,889 2531210120 鳥取県 株式会社タシマボーリング
自然エネルギー活用、及び環境考慮型ボーリング工
事における設備面からの技術革新及び工法展開。

鳥取信用金庫

3,890 2531210121 鳥取県 久米桜麦酒株式会社
地元産原料を活用したビールを新開発し、より付加
価値の高いビールの製造・販売を拡大する。

鳥取県西部商工会産業支援
センター

3,891 2531210124 鳥取県 有限会社友森工業 スポーツ自転車ＳＵＳプレテンションフレーム開発 米子信用金庫

3,892 2531210126 鳥取県 株式会社内田スプリング大山工場
リン酸鉄被膜処理工程によるスプリング生産一貫生
産体制の構築

山陰合同銀行

3,893 2532210108 島根県 米田酒造株式会社
海外市場展開に向けた高品質で生産性が高い特定
名称酒の少ロット生産技術の確立

山陰合同銀行

3,894 2532210114 島根県 ドライクリーニング小笠原
布団のお預かりサービスの開発による、顧客満足度
の向上事業

石央商工会

3,895 2532210117 島根県 馬潟工業有限会社 難削材の素材切断の高速化
公益財団法人しまね産業振
興財団

3,896 2532210118 島根県 有限会社北脇鉄工所
難削材内径ねじ切りと長尺丸物加工のオンリーワン
技術を活かし新たな加工に挑戦

斐川町商工会

3,897 2532210119 島根県 有限会社山本産業
最新の検査装置を駆使した新生産ライン導入による
作業の効率化と高付加価値・高品質商品の生産と販
路拡大

邑南町商工会

3,898 2532210121 島根県 株式会社谷口印刷
製造工程の入れ替えとハイブリッド印刷による出版
物のシームレス生産及び極短納期対応

商工組合中央金庫

3,899 2532210122 島根県 有限会社内藤米穀
精米機、フルカラー選別機及び自動計量包装機導入
による精米機能の強化

大田商工会議所

3,900 2532210125 島根県 仁摩電器株式会社 公共事業向けアルミＮＯ．プレート製造ラインの開発 銀の道商工会

3,901 2532210131 島根県 株式会社協栄ファスナー工業
ＨＯＮＤＡフィット向けホースバンドのスポット溶接工程
自動化の試作開発

公益財団法人しまね産業振
興財団

3,902 2532210133 島根県 株式会社太陽電機製作所
曲げ加工機導入による太陽光発電用高圧受電装置
筺体の製造効率改善事業

松江商工会議所

3,903 2532210138 島根県 旭日酒造有限会社
高品質かつ効率的な商品詰めラインの導入による、
生産性、独自性と競争力の強化

山陰合同銀行

3,904 2532210140 島根県 株式会社竹田製作所
機械研磨からバフ研磨までの一貫研磨を目指し、短
尺量産品の受注体制を確立する。

斐川町商工会

3,905 2532210141 島根県 石見日東株式会社
車両用エンジン鋳造部品の革新的製造技術の確立
による競争力強化

大田商工会議所

3,906 2532210145 島根県 ステンレス産業株式会社
ＹＡＧレーザー溶接機導入による一貫生産体制の強
化及び厨房用ステンレスフードの受注拡大

東出雲商工会

3,907 2532210147 島根県 有限会社松葉屋
包あんロボット等の導入による米粉など地域資源を
活用したお菓子の開発及び量産体制の構築

山陰合同銀行

3,908 2532210153 島根県 有限会社エヌ・アイ
試作開発部品における特殊切削工具の内製化によ
る短納期・低コスト化

公益財団法人しまね産業振
興財団

3,909 2532210155 島根県 株式会社スタ－精機
自社製品試作開発試験と溶接工程内製化を兼ねた
ロボットシステムの導入

斐川町商工会

3,910 2532210156 島根県 有限会社辻木工
高周波フラッシュ接着機導入による生産性向上とデ
ザイン性の高い新商品開発

斐川町商工会

3,911 2532210161 島根県 協栄金属工業株式会社
大・中型精密深曲げ加工技術による新規製品の試作
開発と競争力強化

公益財団法人しまね産業振
興財団
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3,912 2532210162 島根県 株式会社スナハラ
包装ライン設備導入に伴う生産能力向上と低コスト
化による市場シェア・販路拡大

まつえ南商工会

3,913 2532210165 島根県 有限会社常松鉄工 単品生産における生産性向上、受注体制の構築 斐川町商工会

3,914 2532210166 島根県 玉櫻酒造有限会社
仕込み設備の改善による主力商品の品質及び生産
性向上

邑南町商工会

3,915 2532210167 島根県 株式会社シグナル
デジタルデータを活用した生産工程の改善並びに立
体造形等の提案

大田商工会議所

3,916 2533210443 岡山県 ミック工業株式会社
列車空調用ダンパーの短納期化の為のレーザー・タ
レットパンチ複合機導入。

りそな銀行

3,917 2533210444 岡山県 株式会社福島鉄工所 国内初！！ＣＬＴ工法対応接合金物の製造 津山信用金庫

3,918 2533210445 岡山県 坂田電機株式会社
高精度複合加工機導入による短納期・低コスト製造
体制の構築および新分野への参入

公益財団法人岡山県産業振
興財団、鏡野町商工会、中
国銀行

3,919 2533210451 岡山県 株式会社カモ井デリカ
食品製造技術で企画した１０セクションロータリー式
包装機の開発・製作・導入

公益財団法人岡山県産業振
興財団、中国銀行

3,920 2533210453 岡山県 大阪電具株式会社
電力配電線のアルミ電線への切り換えに伴うアルミ
スリーブ（接続金具）の一貫生産体制の構築

公益財団法人岡山県産業振
興財団

3,921 2533210455 岡山県 まからずやストアー
「寄島産牡蠣を使用した高品質冷凍食品と地元海産
物のネット販売」

浅口商工会

3,922 2533210456 岡山県 Ｓ．Ｏ．Ｆカワグチ
倉敷綿帆布製バッグの増産と多品種・短納期に対応
する生産体制の効率化

公益財団法人岡山県産業振
興財団、中国銀行

3,923 2533210462 岡山県 株式会社サイコン
高齢者にも優しい生産設備の新設よる製品（商品）供
給力の強化

公益財団法人岡山県産業振
興財団、岡山商工会議所、ト
マト銀行

3,924 2533210464 岡山県 株式会社インパムシール
点字ラベルなど従来の方法では表現できない特殊印
刷加工品の量産化

四国銀行

3,925 2533210468 岡山県 株式会社ユーテック
鉄道車両用ブレーキ金型の多様化、短納期化に対
応する精密加工設備導入

公益財団法人岡山県産業振
興財団

3,926 2533210471 岡山県 真鉄工株式会社
歯車加工における「公差０．０２２ミリ」への新たな挑
戦（歯車加工ラインの新設）

つくぼ商工会

3,927 2533210479 岡山県 倉敷精機株式会社
溶接ロボットを用いたフレキシブルな自動車用リンク
溶接機の開発

公益財団法人岡山県産業振
興財団

3,928 2533210484 岡山県 難波産業株式会社
合成繊維製カラーデニムを主な対象とした白色脱色
加工技術の開発及び実用化

公益財団法人岡山県産業振
興財団、中国銀行

3,929 2533210488 岡山県 丸五ゴム工業株式会社
自動車用ゴムホース曲付け工程の無人化工法開発
によるコスト競争力強化

公益財団法人岡山県産業振
興財団

3,930 2533210489 岡山県 三乗工業株式会社
リサイクル材料・端材を利用した循環型再生シートの
開発

商工組合中央金庫

3,931 2533210490 岡山県 尾浜プレス株式会社
生産効率５０％向上を目指した新開発プラズマ溶接
装置の導入

岡山県商工会連合会、近畿
大阪銀行

3,932 2533210493 岡山県 ヒルタ工業株式会社
自動車用ハンドルコラムの軽量・コストダウンを実現
する新工法開発

公益財団法人岡山県産業振
興財団

3,933 2533210495 岡山県 有限会社美研
業界初！！ステンレス部品の研磨“単品加工”から
材料の購入・点検・管理・加工を含めた研磨“セット加
工”事業への変革

津山信用金庫

3,934 2533210498 岡山県 株式会社フジコー
連続鋳掛鋳造法による熱間圧延用ワークロールの性
能高度化技術の確立

中国銀行

3,935 2533210503 岡山県 株式会社ファビオ
紙積み作業の機械化による、作業の効率化、生産性
の向上及び品質の安定化。

おかやま信用金庫

3,936 2533210505 岡山県 株式会社岡山大建
新型ＮＣルーターを導入し、生産力を強化、新たな
マーケットの開拓を図る

中国銀行

3,937 2533210506 岡山県 キャンパス株式会社
低価格で高品質、革新的な少人数制クラス授業シス
テムの構築

百十四銀行
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3,938 2533210510 岡山県 茶屋町鉄工株式会社
環境・エネルギー産業の拡大に伴う海洋資源の需要
増、ＬＮＧ運搬船建造増並びに発電設備増設に対応
する生産体制強化

公益財団法人岡山県産業振
興財団

3,939 2533210512 岡山県 株式会社ヒナセ
多面パレットチェンジャー付き高精度マシニングセン
タ導入による高品質検査機の製造体制確立

百十四銀行

3,940 2533210513 岡山県 株式会社城口
薄畳・縁無し畳等の多様なニーズに対応した畳製造
技術の向上によるさらなる競争力強化

公益財団法人岡山県産業振
興財団

3,941 2533210514 岡山県 白石建設有限会社
残コンの完全再生利用の実現による環境負荷を低減
した生コン製造体制の確立

中国銀行

3,942 2533210516 岡山県 株式会社トンボ
新型自動裁断機導入によるスポーツウェアのカスタ
マイズ展開での商品力強化

公益財団法人岡山県産業振
興財団

3,943 2533210518 岡山県 株式会社並松商会
代替燃料の生産増強による熱エネルギーの循環リサ
イクル構築

中国銀行

3,944 2533210519 岡山県 晃立工業株式会社
極小ＩＣチップの記録情報最終処理装置製造における
新しい開発工程の構築

鳥取銀行

3,945 2533210522 岡山県 株式会社伊藤運商店
切断機能付油圧ショベルの導入による新たな資源循
環サイクルの実現と廃棄物処理能力の拡大

中国銀行

3,946 2533210528 岡山県 株式会社徳山電機製作所
大型配電盤に本格進出するための高性能板金加工
機の導入と現地組み立てサービスの有償化

公益財団法人岡山県産業振
興財団、もみじ銀行

3,947 2533210531 岡山県 株式会社大熊製作所
最新鋭マシニングセンタ導入による高精度船舶用
ディーゼルエンジン部品製造の効率化実現

公益財団法人岡山県産業振
興財団、百十四銀行

3,948 2533210533 岡山県 宮下酒造株式会社
華やかな香りと雑味のないクリアな味が楽しめる岡山
発のピュアモルト・ウイスキーの製造

中国銀行

3,949 2533210534 岡山県 賀陽紙器株式会社
製箱分野のニッチ領域における競争力強化を図るた
め、万能平盤打抜機の導入。

瀬戸内市商工会、商工組合
中央金庫

3,950 2533210536 岡山県 ノーテープ工業株式会社 製靴用無溶剤型接着剤の開発 大阪シティ信用金庫

3,951 2533210541 岡山県 株式会社タダカン
業務用冷凍・冷蔵庫用ステンレス部品の増産に対応
する最新板金用曲げ加工機導入

公益財団法人岡山県産業振
興財団

3,952 2533210545 岡山県 コーエー電機株式会社
大型乾燥炉導入し生産性向上をはかった低コスト＆
短納期対応への挑戦

公益財団法人岡山県産業振
興財団、中国銀行

3,953 2533210546 岡山県 株式会社テオリ
竹材の直交積層加工の飛躍的な工程短縮を目的と
した３次元圧締機能付き高周波接着機の導入

真備船穂商工会、中国銀行

3,954 2533210549 岡山県 わかな合資会社
百貨店を通じた高付加価値商品販売による自社ブラ
ンドづくり

鏡野町商工会

3,955 2533210552 岡山県 株式会社ユーコム
クラウド型　ホテル旅館業務　フロント・予約システム
の開発

公益財団法人岡山県産業振
興財団

3,956 2533210556 岡山県 東部電子工業株式会社
最新の生産補助設備一式の導入による自動車用電
子部品の生産効率化・増産体制確立計画

公益財団法人岡山県産業振
興財団

3,957 2533210559 岡山県 有限会社ケイ・テクノ
低侵襲マイクロカテーテル製造装置用の精密樹脂部
品の生産体制確立による医療分野への進出

水島信用金庫

3,958 2533210561 岡山県 株式会社アキオカ
鋳造凝固シミュレーションソフトの導入による、開発試
作期間の短縮での競争力強化

公益財団法人岡山県産業振
興財団

3,959 2533210562 岡山県 株式会社アムリット．ＤＣ
高齢のペットのための移動式動物病院「ペット救急
車」事業の展開

山陰合同銀行

3,960 2533210564 岡山県 有限会社エール
立体溶着加工によるエアー遊具制作の工期短縮と新
分野商品開発

岡山商工会議所

3,961 2533210565 岡山県 上田ブレーキ株式会社
鉄道車両用集電部品の製品・量産化のための加工
設備及び検査ラインの構築

公益財団法人岡山県産業振
興財団

3,962 2533210567 岡山県 株式会社池田製紐所
世界最極細の人工筋肉を使ったソフトアクチュエー
ターの開発

商工組合中央金庫

3,963 2533210568 岡山県 有限会社上森鈑金
ＶＯＣ排出規制に対応した『水性塗料対応型塗装ブー
ス』の県下初導入による自動車塗装の競争力強化

公益財団法人岡山県産業振
興財団、中国銀行
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3,964 2533210572 岡山県
株式会社遠藤プラスチックス工業
所

自動車エンジン補機用の「エンジニアリング・プラス
チック」製品の製造

みまさか商工会、中国銀行

3,965 2533210575 岡山県 株式会社タグチ工業
高操作性・破砕力の建機用アタッチメントの軽量・高
出力シリンダーの製造

中国銀行

3,966 2533210576 岡山県 タツモ株式会社
世界最先端の超微細半導体露光装置を実現する半
導体ウェハ搬送ロボットの開発

公益財団法人岡山県産業振
興財団

3,967 2533210577 岡山県 株式会社武田製玉部
オリジナル食品トレーを用いた流通過程での食品成
形事業

トマト銀行

3,968 2533210584 岡山県 株式会社ブロス
２方向丁合機の導入で能力を倍増させ、超短納期、
小ロットの「同人誌」製作でＮＯ．１へ

中国銀行

3,969 2533210586 岡山県 林電化工業株式会社
円筒研削盤の導入によるポンプ用シャフトスリーブの
加工技術の高度化と生産能力強化

公益財団法人岡山県産業振
興財団

3,970 2533210591 岡山県 株式会社アイスライン
安全・安心・低コストのコンビニ・アイスコーヒー向け
「カップ入り氷」の開発

伊予銀行

3,971 2533210592 岡山県 岡山手延素麺株式会社
要介護高齢者向け介護用食品としてのうどん（乾麺）
開発及び量産化

浅口商工会

3,972 2533210593 岡山県 株式会社北村製作所
自動車エンジンの軽量化を実現する高機能複合難削
樹脂の高精度加工技術開発

公益財団法人岡山県産業振
興財団

3,973 2533210595 岡山県 ワタナベ工業株式会社
生産性の高い全自動小袋製袋加工設備導入による
ポリ袋製品の競争力強化

公益財団法人岡山県産業振
興財団、中国銀行

3,974 2533210598 岡山県 株式会社粟倉電機製作所
電動パワーステアリング用コントローラー部品増産に
対応する最新鋭竪型射出成形機の導入

公益財団法人岡山県産業振
興財団、中国銀行

3,975 2533210601 岡山県 株式会社Ｃｈａｎｎｅｌ
『Ｍａｄｅ　ｉｎ　Ｏｋａｙａｍａ』デニムの高付加価値化に向
けた生産体制の再構築

馬場輝税理士事務所

3,976 2533210605 岡山県 ユニカス工業株式会社
「複合加工機導入による、油圧操舵システムの一貫
生産体制の構築」

公益財団法人岡山県産業振
興財団

3,977 2533210607 岡山県 友野印刷株式会社
ＤＭ生産における低コスト・短納期の実現と活用提案
による競争力強化

おかやま信用金庫

3,978 2533210609 岡山県 通堂工業有限会社
市場の伸びが見込まれる介護及びレジャー関連分野
への事業拡大を目指した高性能レーザー加工機の
導入

瀬戸内市商工会

3,979 2533210615 岡山県 株式会社システムズナカシマ
Ｗｅｂアプリケーション作成のための「フレームワーク
（開発共通基盤およびＡＰＩ）」の作成

中国銀行

3,980 2533210616 岡山県 日本貿易産業株式会社
３Ｄスキャナー導入により新しいタイプの雛人形の開
発をし全世界で販売する

有限会社クリエイティブコン
サルタントグループ

3,981 2533210617 岡山県 ニチドー株式会社
当社独自の超音波ラミネート工法による多積層の保
冷袋等の商品力強化

公益財団法人岡山県産業振
興財団

3,982 2533210618 岡山県 株式会社コスモ情報システム
無給電式太陽自動追尾による太陽光反射装置の開
発・試作

中国銀行

3,983 2533210626 岡山県 株式会社イーアールディー
世界初となる継続的リハビリを支援する超小型筋電・
筋音同時計測ハイブリッドセンサ開発

公益財団法人岡山県産業振
興財団

3,984 2533210630 岡山県 嘉美心酒造株式会社
日本酒のしぼり工程改善による高品質化と発泡性清
酒の増産に対応するための環境整備

公益財団法人岡山県産業振
興財団、中国銀行

3,985 2533210633 岡山県 株式会社ミヤタシステム
エンボスキャリアテープ用金型を内製化し、一貫体制
の構築による事業拡大及び開発力強化

商工組合中央金庫

3,986 2533210636 岡山県 協同組合岡山鉄工センター
鉄道車両用部品の機能検査体制構築による高付加
価値戦略での競争力強化。

公益財団法人岡山県産業振
興財団

3,987 2533210640 岡山県 シバセ工業株式会社
ストロー後加工設備導入によるストロー付加価値増
大事業

トマト銀行

3,988 2533210650 岡山県 有限会社サンテル
小規模加工業向け「受注仕入生産販売管理システ
ム」の開発による事業拡大と競争力強化

トマト銀行

3,989 2533210653 岡山県 株式会社ミヤガワ
ドリルねじの高耐食性・高強度・低コスト化を目指した
研磨工程の内製化

りそな銀行
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3,990 2533210664 岡山県 オハヨー乳業株式会社 アイスクリーム包装工程へのカメラ検査装置導入 中国銀行

3,991 2533210671 岡山県 株式会社ネオ
瀬戸内食材を利用した小売店向け加工品開発・製造
への本格参入

玉島信用金庫

3,992 2533210674 岡山県 御津電子株式会社
高機能樹脂の射出成形技術の高度化と検査工程の
効率化による製造能力強化

公益財団法人岡山県産業振
興財団

3,993 2534210551 広島県 有限会社下垣内工業
生爪製品のコスト競争力強化のための、自動化ロ
ボット導入による生産性向上

もみじ銀行

3,994 2534210552 広島県 株式会社光文堂 胎毛（赤ちゃん毛）筆用桐箱の自動組立装置の開発
公益財団法人くれ産業振興
センター

3,995 2534210553 広島県
株式会社濵嶋金型デザイン＆カン
パニー

３Ｄ解析シュミレーションソフト導入によるプレス金型
設計の高度化と生産リードタイムの短縮

もみじ銀行

3,996 2534210555 広島県 藤鉄工業株式会社
砥石形状管理システムによる高精度複雑形状研削
の実現と生産体制の再設計

山口銀行

3,997 2534210558 広島県 株式会社野村鍍金 燃料電池用部材への表面処理設備投資 池田泉州銀行

3,998 2534210559 広島県 フタミ精機株式会社
熱変位制御機能を備えた機械導入による精度＆コス
ト優位性の確保

広島みどり信用金庫

3,999 2534210564 広島県 株式会社大田鋳造所
高精度門型五面加工機導入による品質確保と納期
＆価格競争力強化

広島銀行

4,000 2534210574 広島県 株式会社萩原製作所
ＮＣ複合旋盤導入における炭素繊維プレカーサー製
造ライン部品の高能率生産

もみじ銀行

4,001 2534210575 広島県 プレコ技研工業株式会社
プラズマ溶接システムによる溶接工程自動化と高付
加価値溶接の実現

税理士事務所猪原清　猪原
清

4,002 2534210577 広島県 株式会社メカトロデザイン
低価格で機能性に優れた三次元視覚機能付きバリ
取りロボットシステムの開発と事業化

東広島商工会議所

4,003 2534210578 広島県
株式会社ジャパン・エンジニアリン
グ・ワークス

プレス成形作業の自動化ライン導入によるコスト削減
及び生産能力増強

広島銀行

4,004 2534210583 広島県 株式会社サンブイ
高性能マルチスポット溶接機の導入による生産能力
増強と品質向上

広島県商工会連合会

4,005 2534210584 広島県 マナック株式会社
加工性に優れた新規高機能ポリマー型臭素系難燃
剤の開発と応用

公益財団法人ひろしま産業
振興機構

4,006 2534210587 広島県 有限会社オナベデンタルサービス
高品質で高効率な歯科技工物の製作に向けた歯科
用ＣＡＤ／ＣＡＭ及び３Ｄプリンターシステムの導入

広島銀行

4,007 2534210589 広島県 株式会社旭光製作所
高精度マシニングセンターによる多品種複雑形状金
型の実現と生産体制の改善

広島銀行

4,008 2534210590 広島県 株式会社ワイテック
溶接ひずみ解析技術導入による溶接プロセスの高度
化

広島銀行

4,009 2534210594 広島県 株式会社東亜ミシン針工業
イオン発生装置等で用いられる細径電子ピンの針先
を傷めず大量生産できる精密切断機の開発

公益財団法人広島市産業振
興センター

4,010 2534210595 広島県 有限会社瀬戸鉄工
高精度な温度圧力制御機能を付加した食品プレス加
工技術導入による新商品開発

広島県商工会連合会

4,011 2534210597 広島県 舛元木工株式会社
「ベッド専用収納パーツ（ＢＯＸ）」の製造プロセス革新
による新たな生産体制の構築

広島銀行

4,012 2534210599 広島県 徳山産業株式会社
国内のゴム製品の市場獲得と海外へ転注された製
品の奪還

広島信用金庫

4,013 2534210601 広島県 株式会社今田酒造本店
高品質スパークリング清酒の増産と常温流通、輸出
を可能にする生産プロセスの革新

広島銀行

4,014 2534210604 広島県 株式会社ケミカル山本
当社特許に基づく透過型電子顕微鏡用試料の低温
型電解研磨装置開発事業

広島銀行

4,015 2534210606 広島県 有限会社久保田
グローバル化によるコスト戦争に打勝つ金型製造法
の確立

広島市信用組合

155／186



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

4,016 2534210610 広島県 有限会社木場工業所
蒸気タービン部品製造におけるＮＣ旋盤による高生
産加工法の確立

もみじ銀行

4,017 2534210613 広島県 中国システム機器株式会社
プロジェクションマッピング技術を用いた祭壇装飾映
像の製作と提供

福山商工会議所

4,018 2534210614 広島県 株式会社津田製作所
鋳造型製作の内製化による試作品の納期＆価格競
争力強化及び収益性向上

もみじ銀行

4,019 2534210615 広島県 吉舎工業株式会社
曲げ補正機能付き厚板長尺専用機械導入による一
貫生産体制の実現

広島銀行

4,020 2534210616 広島県 カワダ株式会社
高精度高速工作機導入による複雑形状鍛造金型の
短納期低コスト化

広島銀行

4,021 2534210618 広島県 株式会社内海機械
納期短縮とコストダウンを実現するコレットチャックの
製作

中国銀行

4,022 2534210619 広島県 株式会社ユニコーン
市販の視線入力装置を活用した、四肢が不自由な重
度身体障害者向けパソコン操作システムの試作品開
発

公益財団法人広島市産業振
興センター

4,023 2534210623 広島県 新まるせ工事株式会社
牡蠣殻セラミックスを用いた高機能洗浄・抗菌剤の開
発

広島信用金庫

4,024 2534210626 広島県 井辻食産株式会社
米粉１００％使用春巻きの皮商品化及び生産能力強
化による事業拡大

広島信用金庫

4,025 2534210629 広島県 有限会社武昌
高精度測定機導入による特殊総型切削工具の市場
開拓・事業拡大

公益財団法人ひろしま産業
振興機構

4,026 2534210630 広島県 有限会社工房志楽
新たなデザインを可能にする内装用建材の生産性向
上とコスト削減

広島信用金庫

4,027 2534210634 広島県 東洋額装株式会社
高性能モルダー導入によるオーダーメイド額の生産
性向上と伝統技術の継承

商工組合中央金庫

4,028 2534210635 広島県 株式会社川本製作所
インプラント義歯製作用の５軸加工マシニングセンタ
導入

広島信用金庫

4,029 2534210638 広島県 株式会社バリューズ．コム
『地域密着型　超ニッチマーケットに特化したトータル
ワークフローシステム構築による新事業展開』

広島銀行

4,030 2534210642 広島県 岡本醤油醸造場
醤油製造過程において新型圧搾機導入により品質と
生産性の向上を図る

広島県商工会連合会

4,031 2534210644 広島県 有限会社はと印刷
過疎地から人口密集地への区域拡充のためのＩＴ活
用による営業基盤の再構成

広島銀行

4,032 2534210657 広島県 松井工作所株式会社
複合加工機の導入による工程集約で品質・価格・短
納期化の大幅向上

両備信用組合

4,033 2534210658 広島県 株式会社ＷＩＳ
デジタルプリント調光型ロールスクリーンカーテン（プ
リントＦＵＧＡ）の製造体制の確立による競争力強化

中国銀行

4,034 2534210659 広島県 有限会社共和
放射能汚染の除染土壌を入れる除染袋縫製の生産
能力の強化による受注拡大

公益財団法人ひろしま産業
振興機構、広島信用金庫

4,035 2534210663 広島県 ポエック株式会社
プレート＆シェル型熱交換器の余寿命診断に用いる
アタッチメント製作と余寿命診断測定装置の開発

商工組合中央金庫

4,036 2534210666 広島県 株式会社横山セイミツ
歩留まりの改善と工程の削減を実現する工業用プッ
シュピン製造ラインの試作・開発

もみじ銀行

4,037 2534210673 広島県 木曽精機株式会社
航空機部品の試作製作に関する最先端設備導入に
よる生産体制の強化

商工組合中央金庫

4,038 2534210674 広島県 中国精螺株式会社 ねじ加工機導入によるねじ多種少量生産体制の強化
東広島商工会議所、広島信
用金庫

4,039 2534210680 広島県 株式会社イワタ木工
日本発祥の伝統工芸「けん玉」の世界シェア拡大に
向けた高品質の量産化体制の構築

広島銀行

4,040 2534210686 広島県 岩本工機株式会社
輸出用鉄製梱包パレット製造の材料切断・穴あけの
全自動化

商工組合中央金庫

4,041 2534210691 広島県 株式会社レニアス ３次元転写技術による透明発熱窓の開発 中国銀行
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4,042 2534210699 広島県 株式会社ブロス 結婚記念熊野筆『花嫁筆』　地域初の新事業展開 広島銀行

4,043 2534210700 広島県 有限会社シーフーズウィッシュ
生鮮水産物１次加工における高度衛生管理体制の
維持、高度加工処理化事業

商工組合中央金庫

4,044 2534210702 広島県 西條鶴醸造株式会社
広島杜氏の伝統技術を生かした高付加価値清酒の
試作開発・商品化と顧客ニーズに応えるための生産
性強化による地域経済への貢献

呉信用金庫

4,045 2534210703 広島県 福山キッチン装飾株式会社 研削工程の高効率化実現による製品の短納期化 もみじ銀行

4,046 2534210704 広島県 株式会社ノーブル
新型プレス機導入により試作提案部品を内製化し開
発速度の向上を図る

福山商工会議所

4,047 2534210705 広島県 カネマサ製作株式会社
新規設備導入と新旧設備の入れ替えによる生産性
向上と社内一貫生産体制及び収益の改善

商工組合中央金庫

4,048 2534210706 広島県 早川ゴム株式会社
レーザ光を用いたホットメルト型粘着剤の接合プロセ
ス開発

広島銀行

4,049 2534210709 広島県 株式会社イーテック ＮＣフライス盤の導入による増産体制の構築 広島銀行

4,050 2534210713 広島県 有限会社セニヤ
設備投資による粉末合成技術を生かした商品開発と
社内活性化事業

藤原幸壯税理士事務所　藤
原幸壯

4,051 2534210714 広島県 有限会社新谷精機
横中ぐり盤加工のリードタイム短縮と技術伝承による
高生産法の確立

大岡税務会計事務所　大岡
弘欣

4,052 2534210715 広島県
株式会社シナジー
株式会社コムデック

クラウド対応した警備業界特化のソフトウエアシステ
ム開発導入事業

価値組思考コンサルティング
秋井正宏

4,053 2534210716 広島県 有限会社中野鉄工所
ゴム成形金型製造に適した最新高速マシニングセン
タ導入による競争力＆収益性向上

広島信用金庫

4,054 2534210717 広島県 寺岡有機醸造株式会社
有機醤油拡販を実現する為の低コスト・品質安定を
目的とした生産性向上

山口銀行、福山商工会議所

4,055 2534210718 広島県 東洋プラント株式会社
ＣＮＣプレスブレーキによる超多品種少量曲げ加工の
短納期化の実現と生産体制の改善

もみじ銀行

4,056 2534210722 広島県 宮本鋼機株式会社
大形レーザー加工機導入による高付加価値加工の
実現

伊予銀行

4,057 2534210723 広島県 有限会社馬場プラスチック 高機能プラスチック製品の精密加工への事業転換 株式会社ソアラサービス

4,058 2534210725 広島県 株式会社シギヤ精機製作所
拡大観察３Ｄ測定による円筒形状部品高精度研削評
価測定機の構築

商工組合中央金庫

4,059 2534210726 広島県 株式会社石川米穀
仲卸業者による特別栽培米の高付加価値化事業実
施のための設備投資

広島商工会議所

4,060 2534210727 広島県 株式会社オオサワ創研
顧客フォロー・工事管理が可能な中古住宅総合管理
システムと新販売形態の構築

山田毅美税理士事務所　山
田毅美

4,061 2534210731 広島県 有限会社ジャパン・ラム
診断薬原料としてのＣＫＭＢの組換えタンパク質、な
らびに抗体作製。

商工組合中央金庫

4,062 2534210732 広島県 株式会社オキ
農作物を害する病原性糸状菌（フザリウム）に対する
拮抗性微生物（放線菌）資材の研究開発

広島銀行

4,063 2534210735 広島県 有限会社織田鐵工所
３次元ＣＡＤ／ＣＡＭを活用した川上川下企業連携体
制による製品量産化リードタイムの短縮

もみじ銀行

4,064 2534210738 広島県 株式会社松浦造船所
複雑な形状の省エネ船建造の曲げ加工及び溶接技
術の再構築

広島県商工会連合会、もみ
じ銀行

4,065 2534210740 広島県 新中央工業株式会社
航空機部品に対する高速フレーム溶射の生産性の
大幅な向上とコストの削減

広島信用金庫

4,066 2534210744 広島県 和産業有限会社 腰痛を緩和する調節型木製ホームチェアーの開発 税理士法人すみだ会計

4,067 2534210750 広島県 光工業株式会社
長尺エアゾール缶リーク検査機導入による製缶体制
の拡大

商工組合中央金庫、東広島
商工会議所
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4,068 2534210753 広島県 有限会社五和工業
形彫放電加工機の導入による、切削加工が不可能
な部品の製造プロセスの確立

呉信用金庫

4,069 2534210754 広島県 株式会社池田鉄工所
３次元測定機及び真円度測定機による品質管理の
強化と生産管理システムの構築

商工組合中央金庫

4,070 2534210757 広島県 株式会社大下工業所
大型５面加工機導入による短納期化・低コスト化・内
製化

山田毅美税理士事務所　山
田毅美

4,071 2534210759 広島県 三建産業株式会社
セラミックローラを使用したホットスタンピング用加熱
炉の試作開発

広島銀行、公益財団法人広
島市産業振興センター

4,072 2534210760 広島県 株式会社松創
家具の海外市場への展開と府中家具の技術を活か
した国内宝飾市場への進出

広島銀行

4,073 2534210765 広島県 万汐農園
地域資源の無花果・柑橘類をドライフルーツ化した果
物菓子の商品開発

広島県商工会連合会

4,074 2534210767 広島県 株式会社白王
最新情報通信技術を活用した、受付体制の構築と信
頼性の高い預かり品管理体制による、クリーニング
サービスの提供

広島銀行

4,075 2534210770 広島県 株式会社ミヤテック
歯科技工製作の工程に機械とシステムを組み込み
短時間化することで、生産性向上と技術向上により
競争力を強化する。

呉信用金庫、株式会社エム・
アイ・シー・コンサルティング

4,076 2534210775 広島県 株式会社三城
自動車補修用部品の包装　出荷業務・生産業務の改
善のための管理システム刷新

広島銀行

4,077 2534210779 広島県 有限会社成行特機
修繕業から脱却し「ものづくり」が行える顧客ニーズに
合致した会社へ変革するための設備投資

広島信用金庫

4,078 2534210780 広島県 齋藤飲料工業株式会社
ラムネ（清涼飲料）の生産効率向上と海外への販路
拡大

商工組合中央金庫

4,079 2534210781 広島県 株式会社中本本店
印刷・製本機検査用カメラ導入による独自の「機密印
刷サービス」事業の展開

広島信用金庫

4,080 2534210783 広島県 深江特殊鋼株式会社
ＣＮＣ深穴加工機よる特殊鋼の多面傾斜深穴加工の
実現と生産体制のデジタル化

中国銀行

4,081 2534210784 広島県 株式会社和田製作所 ロボットシステム導入によるプレス加工ライン無人化 商工組合中央金庫

4,082 2534210790 広島県 トーホー株式会社
最高級品質のオリジナル商品「ＡｉＫｏビーズ」の製造
力を向上させるための設備導入

株式会社ソアラサービス

4,083 2534210791 広島県 株式会社コートテック 新設備導入による高性能な屋外掲示板製作 もみじ銀行

4,084 2534210793 広島県 ルーチェサーチ株式会社
中・小規模土砂災害現場の地形調査用小型無人ヘリ
計測システムの試作開発

公益財団法人ひろしま産業
振興機構

4,085 2534210799 広島県 有限会社熊谷ステンレス工業
ベンディングＣＡＭソフト及びそのデータ対応を可能に
するベンディングマシーン導入による短納期化とコス
トダウン

広島銀行

4,086 2534210800 広島県 有限会社ケィ・ワィ技研
外国人旅行者向け個室トイレ用音声案内装置の開
発

呉信用金庫

4,087 2534210805 広島県 豊テクノ株式会社
少量多品種の金属製部品（医療関連ほか）の高精度
かつ効率的な生産体制の整備・強化（自動化のため
のロボット、高性能洗浄機、測定顕微鏡の導入）

広島銀行、東広島商工会議
所

4,088 2534210806 広島県 株式会社制電社
遺伝子検査におけるＰＣＲ反応工程の自動化装置の
試作開発

中国銀行

4,089 2534210809 広島県 株式会社フィゾニット
リチウムイオン二次電池の品質管理評価システムの
試作開発事業

呉信用金庫

4,090 2534210812 広島県 髙橋技研株式会社
最新のＣＡＤ／ＣＡＭ／ＣＡＥ及び画像測定器を用い
たダイカスト製品生産システムの構築

公益財団法人ひろしま産業
振興機構

4,091 2534210816 広島県 池田工業有限会社
精密加工技術の向上により、新製品の製造に対応で
きるよう工程を再構築する

商工組合中央金庫

4,092 2534210820 広島県 株式会社エーシック
工作機械の稼働率向上を実現する機上工具監視シ
ステムの開発

広島信用金庫

4,093 2534210821 広島県 綾目精機株式会社
超電導磁気浮上式鉄道部品の液体ヘリウム循環用
内槽容器の精度向上、量産体制構築

もみじ銀行
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4,094 2534210824 広島県 株式会社美はる社
点字表記と立体標識サインの製作技術を習熟し、新
事業を確立・普及する

広島銀行

4,095 2534210825 広島県 有限会社追坂電子機器 アレイ電極筋電計測装置の試作開発 広島県商工会連合会

4,096 2534210827 広島県
株式会社ヒロコージェットテクノロ
ジー

量産化が見込まれる航空機用ジェットエンジン部品
の治具製作計画

呉信用金庫

4,097 2534210845 広島県 株式会社広島機工
最新の工具研削盤導入による、切削工具の高品質
化及び生産能力向上の実現

広島銀行

4,098 2534210846 広島県 クラタ食品有限会社
ムスリム市場対応ミートフリー・アルコールフリーラー
メンの製造開発

福山商工会議所

4,099 2534210849 広島県 株式会社ギケン
樹脂成形品の変形量を解析し、金型への予測変形
量折り込みによる納期短縮の検証

広島信用金庫

4,100 2534210852 広島県 株式会社坂本合金鋳造所
鋳造製品の品質向上及び高効率的な生産体制の構
築による収益基盤の強化

商工組合中央金庫

4,101 2534210859 広島県 有限会社イナズム
多品種少量の部品加工の効率化と複雑形状部品加
工受注による事業拡大計画

両備信用組合

4,102 2534210864 広島県 株式会社都
地域資源活用と革新的調理器具（「富士山の溶岩」を
使用した無煙ロースター）の導入による新業態飲食
店舗の展開。

広島信用金庫

4,103 2534210872 広島県 株式会社山本工業
複合加工機の導入による加工時間の短縮及びコスト
削減による競争力の強化

広島銀行

4,104 2535210212 山口県
有限会社フラップオート・ジャスティ
ス

レッカー事業強化による地域密着型自動車整備業の
展開

山口銀行

4,105 2535210213 山口県 興和産業株式会社
新型パネルソーの導入による輸出梱包用木箱、木枠
製造に関する生産体制強化計画

株式会社エフアンドエム

4,106 2535210214 山口県 山本産業株式会社
電子商取引システムとリンクし、極小リードタイム発
注にも対応可能な鉄道車両部品生産管理システム
の構築

広島銀行

4,107 2535210216 山口県 多機能フィルター株式会社
のり面保護・緑化マットの多品種少量生産能力の向
上

西京銀行

4,108 2535210217 山口県 株式会社朝日製作所 鉄道インフラ輸出における生産システムの構築 山口銀行

4,109 2535210219 山口県 株式会社光洋金属防蝕
環境に考慮した３価クロメ－ト亜鉛めっきライン新設
による省力化、品質安定化、環境負荷の改善及び新
液使用による生産性の向上

山口銀行

4,110 2535210221 山口県 株式会社徳機製作所
最新鋭型ベンダー加工機導入による加工品質及び
加工能力向上による生産プロセスの強化

西京銀行

4,111 2535210222 山口県 日本硝子建具株式会社
プログラマブル自動アルミ加工システム導入による多
品種生産力強化と、高性能省エネ建具分野への新
規参入

山口銀行

4,112 2535210223 山口県 株式会社岩井化成
高付加価値成形装置（ガスアシスト・ヒート＆クール）
導入による新商品開発力及び技術力の向上

広島銀行

4,113 2535210226 山口県
冨士高圧フレキシブルホース株式
会社

ホース生産ラインにおける作業時間の短縮化と効率
改善の取り組み

西京銀行

4,114 2535210228 山口県 株式会社タクス
高齢者社会に対応できる高齢者に美味しく・親切な・
安全安心な介護食の開発

山口銀行

4,115 2535210232 山口県 有限会社イシダＴＭＣ
短納期多品種少量生産用最新縦型マシニングセン
ターの導入

西京銀行

4,116 2535210234 山口県 株式会社サンポリ
再生プラスチックによる環境配慮型・低コスト・高収
率・高品質「トマト栽培システム」の開発と全国販売

山口銀行

4,117 2535210239 山口県 三和産業株式会社 ステンレス鋼の不動態化処理工程の確立 広島銀行

4,118 2535210240 山口県 金光酒造株式会社
日本酒需要の多様化に対応する多品種小ロット生産
化に向けた四季醸造設備の導入

萩山口信用金庫

4,119 2535210241 山口県 株式会社ヤマカタプラスチック
最新ＮＣルーター導入における医療・自動車製造ライ
ン部品の生産性と品質の向上

山口銀行
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4,120 2535210242 山口県 株式会社道中 超新鮮魚介類輸送パッケージシステムの開発 西中国信用金庫

4,121 2535210245 山口県 金井金属工業株式会社 新型アイトレーサー導入による高精度部材対応計画 西京銀行

4,122 2535210248 山口県 株式会社恵比須堂印刷
多品種・少量生産に適した輪転印刷・連続加工機の
開発

西京銀行

4,123 2535210249 山口県 有限会社森板金製作所
新規顧客獲得の為の、新型設備導入による高品位
加工の実現

山口銀行

4,124 2535210251 山口県 有限会社山陰ボデー
３次元計測機を使用した革新的な鈑金修理工程の確
立と水性塗料及び水性塗装ブース導入による環境修
理サービスの提供

萩山口信用金庫

4,125 2535210252 山口県 有限会社ほうえい堂
食の安全・安心や健康志向に応え、甘さを抑えた外
郎の開発・生産

柴田史雄

4,126 2535210253 山口県 株式会社シンラテック
木質バイオマス製造分野へ進出し、林業において流
通革新を起こす

西京銀行

4,127 2535210254 山口県 株式会社モリワカ 歩行リハビリ支援システムの試作開発 税理士法人維新

4,128 2535210259 山口県 株式会社ミコー食品 日本初！高森牛熟成ほし肉の品質、生産性向上 西京銀行

4,129 2535210262 山口県 株式会社日柳製作所
最新大型ＮＣ中ぐり機導入によるリニア部品の生産
効率の向上

もみじ銀行

4,130 2535210264 山口県 キッコウ・ジャパン株式会社
自然環境再生機能を有する職人不要の空石積み擁
壁工法の開発

西京銀行

4,131 2535210266 山口県 オオシマ自工株式会社
個別受注型生産管理システム等の導入により原価低
減及び受注拡大を実現する

広島銀行

4,132 2535210267 山口県 日進工業株式会社
水中インフラ構造物の点検、補修用磁石車輪システ
ムの試作開発

広島銀行

4,133 2535210269 山口県 三田尻化学工業株式会社
光合成細菌を主とした微生物資材によるサッチ分解
材と堆肥化促進剤の研究開発

山口銀行

4,134 2535210270 山口県 有限会社北田製作所
最新鋭立型マシニングセンター導入による真空部品
精密仕上げのヘール加工法確立

山口銀行

4,135 2535210274 山口県 ヒカリ乳業株式会社
アイスクリーム少量充填時のオーバーラン安定化ラ
インの開発

光商工会議所

4,136 2535210277 山口県 有限会社鳳山堂
製造技術の高度化による高級家具の生産性向上と
コスト削減を両立することで新たな市場（客層）を開拓
する

山口銀行

4,137 2535210283 山口県 新栄自動車株式会社
大型車輛整備設備設置による作業効率大幅向上と
整備納期短縮による顧客サービス向上計画

広島銀行

4,138 2535210291 山口県 株式会社ブンシジャパン
ベルト除菌洗浄装置の選択仕様（バリエーション）拡
大による様々な食品製造工場への拡販

商工組合中央金庫

4,139 2535210293 山口県 有限会社安本樹脂産業
廃プラスチックを利用した工業用リサイクル樹脂ペ
レットの生産

西京銀行

4,140 2535210295 山口県 株式会社中島屋酒造場
各製造工程における品質向上、生産能力の強化及
び販売拡大に必要な新しい製造設備の導入

山口銀行

4,141 2535210296 山口県 永岡鋼業株式会社
高精度・高効率管理と多品種少量生産での市場競争
力強化を実現する製造管理システムの導入

山口銀行

4,142 2535210302 山口県 株式会社Ｍ．Ｉ．Ｗ
３次元加工プロセス導入による新技術・新サービスの
展開

西京銀行

4,143 2535210303 山口県 株式会社大伝
粉体塗装ラインの構築による製造環境の改善と生産
性向上

西中国信用金庫

4,144 2535210312 山口県
有限会社メディカルソフトウェアラ
ボラトリー

保健医療福祉分野公開鍵基盤による電子認証機能
を搭載した医療福祉業務システムの開発と事業化

税理士法人いそべ

4,145 2535210314 山口県 周南マリコム株式会社
緊急通報システムを支える西日本サーバーネット
ワークの構築

西京銀行
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4,146 2535210320 山口県 カジマ水産有限会社
１００％残骨ゼロを実現する冷凍魚向け残骨エックス
線検査機の共同開発と設備導入事業

西中国信用金庫

4,147 2535210324 山口県 光和電業株式会社
溶接と３次元ＣＡＤ連携による環境負荷軽減型電源Ｂ
ＯＸの生産性強化

山口銀行

4,148 2535210325 山口県 株式会社周南歯科技工所
切削型３Ｄプリンター導入における歯科技工のプロセ
スの改善

西京銀行

4,149 2535210331 山口県 株式会社藤井電業社
省エネ推進の為の低価格普及型電力量＆電力料金
モニターシステムの開発

山口銀行

4,150 2535210335 山口県 株式会社エムテック
新調理システム・凍結含浸法の導入と加工食品の新
たな分野開拓及び生産体制の合理化計画

山口銀行

4,151 2535210344 山口県 エヌ・エス・エイ株式会社
嗜好に合わせた音声を手軽に作成・提供できるシス
テムの開発と提供サービスの販売

税理士法人いそべ

4,152 2535210348 山口県 株式会社新栄クリエイト ゼロエネルギー戸建賃貸住宅カシータの開発 西京銀行

4,153 2535210349 山口県 株式会社小野田ミート
最新の食品加工設備導入による大手食品メーカーの
国産回帰ニーズの取り込み

商工組合中央金庫

4,154 2535210352 山口県 長栄工業株式会社
生産管理システムの導入による生産工程管理の適
正化および生産効率の向上

山口銀行

4,155 2535210363 山口県 山陽鋼機建設株式会社
部材接合生産方法改善による生産効率を向上し価
格競争対応事業

萩山口信用金庫

4,156 2535210364 山口県 株式会社アルモウルド 最新鋭ワイヤーカット機の導入による新技術の開発 山口銀行

4,157 2535210365 山口県 アボンコーポレーション株式会社
鋳鉄［自社製品鋳田籠］を応用したゲリラ豪雨対策雨
水貯留槽システムの開発

上田和義

4,158 2535210366 山口県
株式会社Ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎ　Ｓｔａｔｅ　Ｔｅｃ
ｈｎｏｌｏｇｙ

有機半導体材料のための量子化学バンドギャップス
クリーニングＤＢの開発

公益財団法人やまぐち産業
振興財団

4,159 2535210372 山口県 日本海洋産業株式会社 ＬＮＧ－ＳＴＳ用緊急離脱装置 西京銀行

4,160 2535210373 山口県 株式会社宇都宮帆布工房
帆布裁断機等導入による多品種オリジナルプラット
帆布製品の製作工程の短縮・売上拡大

山口銀行

4,161 2535210375 山口県 山五青写真工業株式会社
個人に最適化し思い出も共有できる団体向けフォトア
ルバム事業

西京銀行

4,162 2535210376 山口県 水口電装株式会社
メンテナンスから「ものづくりへの転換」を目指した内
製化のための加工技術の高度化

石光税理士事務所　石光孝
英

4,163 2535210377 山口県 有限会社イケダ商会
気体溶解技術を用いた高効率・低コストの窒素海水
の製造装置の開発

山口銀行

4,164 2535210387 山口県 株式会社広島企業
光学選別機による容器包装プラスチックのＰＥ、ＰＰ素
材の単一選別・量産化

ＧＯ＆ＤＯ篠原税理士法人

4,165 2535210398 山口県 株式会社吉田総合テクノ 鯨油由来フィードオイル量産製造装置の導入 西中国信用金庫

4,166 2536210134 徳島県 髙野電機工業株式会社
モーター製品に関する高圧試験設備の導入による製
品試験体制の高レベル化計画

株式会社エフアンドエム

4,167 2536210140 徳島県 株式会社平田鋳造
生砂の温度管理で実現する、鋳造製品の高品質化と
工場環境改善のための設備事業

阿波銀行

4,168 2536210143 徳島県 株式会社ヨコタコーポレーション
ＣＮＣ複合旋盤導入によるベアリング部品の高精度、
高能率生産体制の構築

税理士法人アクシス川人税
理士事務所　川人洋一

4,169 2536210144 徳島県 株式会社バンブーケミカル研究所
竹の特性を活かした工業製品に利用する為の自動
竹粉高速加工・乾燥・分級一貫システムの開発

徳島銀行

4,170 2536210145 徳島県 馬居化成工業株式会社
コンクリート構造物の劣化防止のための無機系表面
含浸剤の開発

百十四銀行

4,171 2536210148 徳島県 光食品株式会社
製造コスト低減及び増産・新商品への展開を目的とし
た充填機械導入による各種調味料・ジュース生産体
制の確立

四国銀行
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4,172 2536210150 徳島県 四国化工機株式会社
自動計量・包装・検査ラインの新設による“乾燥おか
ら”の市場への安定供給

四国銀行

4,173 2536210151 徳島県 中飯地下工業株式会社
地下工事における水替えに係る当社独自の特殊工
法の事業化

徳島銀行

4,174 2536210155 徳島県 株式会社アプロサイエンス
ホルマリン固定パラフィン包埋組織切片のプロテオー
ム解析における前処理キットの開発

愛媛銀行

4,175 2536210157 徳島県 有限会社椅子徳製作所
高性能曲げ機導入による高いデザイン性・耐久性を
持つ高級椅子の製造

四国銀行

4,176 2536210161 徳島県 鳴門金時蒸留所
生産者の顔の見える鳴門金時を使ったクリアーで風
味等が忠実に再現された芋焼酎の開発

石井町商工会

4,177 2536210163 徳島県 株式会社笹倉スポーツ社
多様化したお客様ニーズに対応する業界初の独自ＩＴ
システムの開発及びデザイン・生産体制の構築

徳島銀行

4,178 2536210170 徳島県 株式会社マルアート
徳島県の「ＬＥＤバレイ構想」の一翼を担う高品位ＬＥ
Ｄ箱型文字看板の製作

徳島銀行

4,179 2536210171 徳島県 株式会社板久
病院ベッドサイドでも休息することに適した小型移動
型伸縮ベッドの試作開発

阿波銀行

4,180 2536210172 徳島県 有限会社籠谷鉄工
プレス絞り加工技術を活用した炭素繊維強化プラス
チック応用製品の製造販売

阿波市商工会

4,181 2536210182 徳島県 テック情報株式会社
食物アレルギーから子どもを守る給食アレルギー管
理システムの開発

阿波銀行

4,182 2536210184 徳島県 北島酸素株式会社
徳島県初の地域医療機関向けの高品質な医療用二
酸化炭素の製造と安定供給体制の確立

徳島銀行

4,183 2536210187 徳島県 株式会社栄工製作所
円筒研削工程の内製化による精密ステンレス部品の
一貫生産体制の確立

公益財団法人とくしま産業振
興機構

4,184 2536210193 徳島県 富田製薬株式会社 酵素分解耐性を有する核酸オリゴマーの試作開発 阿波銀行

4,185 2536210195 徳島県 有限会社天野鉄工所
環境・エネルギー機械部品の受注拡大に向けた横中
ぐりフライス盤の導入

阿波銀行

4,186 2536210198 徳島県 アイハラ貿易株式会社 かわいい紙ものの製造・販売・売場提案をする事業 百十四銀行

4,187 2536210200 徳島県 日産常盤株式会社
縫製柄合わせ商品の多品種小ロットに対する生産性
の向上と低コスト化。

商工組合中央金庫

4,188 2536210201 徳島県 トンボソーイング株式会社
「裁断・縫製工程の生産性向上のための機械の開発
と昇給アップの取り組み」

三好市商工会

4,189 2536210206 徳島県 スタンシステム株式会社
高い生産効率を実現する「太陽光発電利用・ＬＥＤ照
明自動制御式植物工場」の開発

阿波銀行

4,190 2537210264 香川県 株式会社ニーズ
多様化する顧客ニーズに迅速に対応できる印刷機械
及び裁断機の導入による新市場の開拓

百十四銀行

4,191 2537210265 香川県 四国装備株式会社
輸送用車輌等に用いる「スライド式カバー型ルーフ」
の開発・試作・販売

香川銀行

4,192 2537210268 香川県 株式会社大日機鋼
自動溶接ロボットライン導入による生産性の向上、短
納期納入の実現

観音寺信用金庫

4,193 2537210269 香川県 サンヨーフォーム工業株式会社
緩衝材の精密加工技術の確立による生産体制の強
化及び新用途開発

中国銀行

4,194 2537210272 香川県 株式会社メッツ
既設木造住宅に応用するための美観性と居住性の
良好な耐震補強構造体の開発

観音寺信用金庫

4,195 2537210275 香川県 ウインセス株式会社
独自方式による不具合検査用溶着手袋生産設備の
導入及び検証

百十四銀行

4,196 2537210278 香川県 株式会社菊井商会 コンクリート養生粘着シート製造装置の自動制御化 百十四銀行

4,197 2537210279 香川県 有限会社ファイトロニクス
巻取り自在な可搬式全天候型多機能ＬＥＤ表示器と
その制御装置の開発

百十四銀行
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4,198 2537210282 香川県 ケイ・タス株式会社
次世代型義肢装具企業向け業務支援システム企画
開発事業

百十四銀行

4,199 2537210284 香川県 株式会社シコク
３Ｄプリンタ導入による介護用品開発に係る効率化と
品質高度化

百十四銀行

4,200 2537210285 香川県 有限会社川北縫製
洋服の裁断工程へのＣＡＤ－ＣＡＭ生産体制の構築
による海外生産品に対する優位性の獲得

さぬき市商工会

4,201 2537210286 香川県 株式会社フェロー スマートフォンによる会話型コンシェルジュ・サービス 中山正文税理士事務所

4,202 2537210291 香川県 有限会社長谷川鉄工所
機械系部品における高精度自動機械導入による品
質向上と生産能力の強化

高松信用金庫

4,203 2537210294 香川県 合同会社内海精工所
ＮＣ旋盤導入による新しい生産体制でリードタイム短
縮と増産対応の強化を図るとともに、当社の精細な
加工技術力を生かした新規市場への進出

百十四銀行

4,204 2537210295 香川県 株式会社幸洋製作所
３Ｄ　ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による難削材加工コ
スト削減と生産性向上

伊予銀行

4,205 2537210296 香川県 大宝株式会社
製袋加工における生産プロセス改善によるユーザー
満足度ＵＰと柔軟な生産体制の確立

四国銀行

4,206 2537210299 香川県 讃州製紙株式会社
除じん装置の強化による中・低品位古紙に対応する
古紙プラントの確立

中国銀行

4,207 2537210300 香川県 有限会社藤田木工所
ＮＣルーター導入によるシェルター家具の開発と業務
効率向上による新市場の開拓計画

尾原慎也税理士事務所

4,208 2537210301 香川県 泰和株式会社
中国産塩安を使用するための、高純度バナジウム生
成反応速度制御システムの導入

伊予銀行

4,209 2537210304 香川県 愛媛紙販株式会社
食品産業の売上及び利益向上を支援するための生
産体制の実現とビジネスモデルの確立

伊予銀行

4,210 2537210306 香川県 讃岐化学工業株式会社
次世代半導体用の絶縁膜材料であるアミノシラン類
の試作開発

税理士法人二見・岩村会計
事務所

4,211 2537210312 香川県 株式会社増田鐵工所
レーザ加工装置導入による高精度溶接技術を確立
することでの競争力強化

観音寺信用金庫

4,212 2537210313 香川県 小林産業有限会社
自動円周溶接システム導入による長尺円筒形溶接
構造物の生産性向上

観音寺信用金庫

4,213 2537210318 香川県 ｈａｃｏｍｏ株式会社
コンパクトに輸送可能な段ボール製大型遊具の設計
開発

百十四銀行

4,214 2537210319 香川県 ヨークス株式会社
３Ｄ測定機器による採寸、データの分析・製品への
フィードバックと新市場開拓

百十四銀行

4,215 2537210320 香川県 浪越自動車有限会社
自動車車体寸法の三次元計測による、車体修理精
度向上及び作業効率化

伊予銀行

4,216 2537210325 香川県 有限会社丸亀リサイクルプラザ
微生物の力を使って食品廃棄物を液体飼料化する
設備の導入

観音寺信用金庫

4,217 2537210331 香川県 株式会社矢野材木店 収納庫生産工程の自動化促進による競争力強化 百十四銀行

4,218 2537210335 香川県 エールック株式会社

皮革新型ミシンの導入による製造工程の改善と効率
化（少量、多品種、短納期）、それによる高品質で高
機能素材（小豆島バージンオリーブオイルを使った皮
革製品）の縫製技術の構築

中国銀行

4,219 2537210340 香川県 サヌキ畜産フーズ株式会社
冷凍カツにおける原料肉成型（冷凍プレス機）・スライ
ス重量選別（ウェイトチェッカー）精度向上による歩留
り・生産性向上にともなう価格競争力強化

百十四銀行

4,220 2537210343 香川県 株式会社ルーヴ
菓子店の技術革新、新食感の多層構造焼菓子の開
発と事業化

百十四銀行

4,221 2537210344 香川県 有限会社八光船舶
熟練工と最新設備を掛け合わせた生産効率改善とデ
ザイン性向上による競争力強化

百十四銀行

4,222 2537210349 香川県 有限会社ディエスケイ
歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ装置導入によるインプラント治療
支援システムの確立

百十四銀行
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4,223 2537210351 香川県 株式会社岬産業
３６０°回転式レーザー測定機による構造物の劣化
状況確認および構造物カルテシステムの開発

百十四銀行

4,224 2537210354 香川県 株式会社太陽社
特色インキ自動調合機と最新鋭断裁機の導入で、当
社の強みを活かして新分野を開拓する

香川銀行

4,225 2537210359 香川県 株式会社ヤマガタファステム
救急絆創膏製品の品質管理画像検査装置の導入に
よる品質の向上を図る事業

百十四銀行

4,226 2537210363 香川県 株式会社ユーミック
資源エネルギー開発用建設機械の大型化に対応し
た長尺部品への研磨能力の拡充

公益財団法人かがわ産業支
援財団

4,227 2537210364 香川県 株式会社大和製作所
製麺機製造における技術を一部応用した製菓・製パ
ン用生地生成機械の開発。

商工組合中央金庫

4,228 2537210366 香川県 株式会社真鍋プランテック
レーザ溶接装置導入による溶接工程の低コスト化・
短納期化・高品質化の確立

観音寺信用金庫

4,229 2537210367 香川県 橋本特殊工業株式会社
チップソーの多種少量短納期生産に対応するチップ
シート加工装置の導入

公益財団法人かがわ産業支
援財団

4,230 2537210369 香川県 株式会社藤田製作所
大型三次元測定機活用による、大型・高精度・複雑
形状部品測定技術の確立

三豊市商工会

4,231 2537210371 香川県 株式会社スナガワ
テーブル形横中ぐりフライス盤導入による品質及び
生産性の向上

さぬき市商工会

4,232 2537210372 香川県 株式会社マルトク
最新ネット通販システム、木工用機械導入での受注
処理及び生産の効率化による「四国ブランド材の全
国への拡販を主軸としたネット市場拡大計画」

伊予銀行

4,233 2537210373 香川県 有限会社みやもとテント
安全で効率的な積み降ろし作業が出来る幌シートの
製造・販売

百十四銀行

4,234 2537210382 香川県 株式会社かねすえ
品質向上・生産性向上・食の安全を目的に、最新設
備導入による新生産ラインを構築する事業

百十四銀行

4,235 2537210386 香川県 有限会社協進精工所
高硬度・複雑形状部品の内製化による納期コスト競
争力強化と多品種少量案件の受注拡大

百十四銀行

4,236 2537210387 香川県 吉田技工有限会社
高性能ワイヤ放電加工機導入による、リサイクル用
破砕機の規格外部品への対応

百十四銀行

4,237 2537210388 香川県 大紀商事株式会社
フレキソ方式の印刷機を導入して、ティーバッグ用の
タグを新たに開発し、製造販売する事業

百十四銀行

4,238 2537210392 香川県 株式会社開洋
水産加工機器の導入による加工工程の効率化及
び、多様なニーズへの対応

高松信用金庫

4,239 2537210393 香川県 有限会社共立製作所
シェールガス由来エチレン設備部品増産の為の設備
導入と生産プロセス改善

香川銀行

4,240 2537210396 香川県 株式会社弘栄社
学校独自の特色を持った長期間保存が可能な卒業
アルバム文集の出版事業

百十四銀行

4,241 2537210397 香川県 高陽建設株式会社
大型木材加工機械の導入による木材製品の品質向
上と生産性を強化

百十四銀行

4,242 2537210398 香川県 有限会社坂出スチール工業
レーザー切断技術の平面物への加工から立体物へ
の加工のための新設備の導入

伊予銀行

4,243 2537210400 香川県 株式会社讃州
「半生うどん」の高品質化と生産性の向上、及び衛生
環境の改善の為の生産機械設備の導入

観音寺信用金庫

4,244 2537210405 香川県 株式会社村岡鉄工所
光学系フィルムハンドリング装置の高精度化による競
争力強化

百十四銀行

4,245 2537210409 香川県 株式会社田井タップ製作所
掘削用刃具製作における生産性の高品質化・効率
化・低コスト化の促進

三豊市商工会

4,246 2537210421 香川県 株式会社カワブ産業
トラックの位置情報の荷主企業との共有と配車の効
率化による輸送サービスの高付加価値化

さぬき市商工会

4,247 2537210428 香川県 新日本建工株式会社
得意先への品質・安全・安定した工程管理の提供の
為の社内業務ＩＴ化

百十四銀行

4,248 2537210429 香川県
有限会社ケイ・ワイコーポレーショ
ン

乗馬クラブへの脱着式屋根装置を利用した全天候型
の革新的サービス

高松信用金庫
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4,249 2537210432 香川県 有限会社都島興業
現場施工の大幅削減を実現する鉄筋工事のユニット
化システムの開発

公益財団法人かがわ産業支
援財団

4,250 2537210435 香川県 株式会社禾
三大食物アレルゲン（小麦粉・卵・乳製品）不使用の
長期保存可能な備蓄用食品の開発

公益財団法人かがわ産業支
援財団

4,251 2537210440 香川県 株式会社オーキッド
刺繍と昇華プリントの融合技術の全国初の開発及び
販売

百十四銀行

4,252 2537210441 香川県 株式会社ラブ・ラボ
ＷＥＢ上で使える、簡単・お手軽デザインカスタマイズ
シュミレーションシステムの導入による販売力強化事
業

百十四銀行

4,253 2537210445 香川県 株式会社ホリ
アレルギーフリー（卵、乳製品、小麦粉未使用）の衣
を使った瀬戸内産の『冷凍えびフライ』の試作・開発

大前香税理士事務所

4,254 2537210448 香川県 高松トーヨー住器株式会社
地場中小工務店に対するゼロエネルギー住宅提案
サポートサービス

公益財団法人かがわ産業支
援財団

4,255 2537210449 香川県 株式会社ドリーム
顧客別の購買履歴データベースを構築し、高齢者向
けサービスの強化により収益拡大を図る事業

百十四銀行

4,256 2537210451 香川県 株式会社ボープロジェクト
結婚式実施数の減少に歯止めをかける！当社独自
の「文化財ウエディング」によるサービス革命の商品
化

公益財団法人かがわ産業支
援財団

4,257 2537210455 香川県 有限会社ヨコウチ
アクティブな女性を全力で応援する高級福祉サロン
＆レシェブ

観音寺信用金庫

4,258 2538210259 愛媛県 東洋繊維協同組合
高精度制御型小型貫流ボイラ導入による繊維染色
短納期ニーズ等への対応

商工組合中央金庫

4,259 2538210262 愛媛県 株式会社ミヤタニ
機械制御に係る技術を活用した小型で低コスト化を
実現する「電動リニア・アクチュエータ」の試作開発。

伊予銀行

4,260 2538210264 愛媛県 有限会社タニグチ刺繍
生産速度、精度及び信頼性向上を目的とした刺繍製
造プロセスの改善

香川銀行

4,261 2538210265 愛媛県 株式会社三栄プラスチック工業所
新市場参入と需要家ニーズに応えるための特殊加工
設備導入

伊予銀行

4,262 2538210266 愛媛県 楠橋繊維株式会社
革新型タオル織機の導入による自主企画提案型企
業への転身

伊予銀行

4,263 2538210267 愛媛県 竹中金網株式会社
クリンプ金網素線製造の高精度化及び高効率化設
備投資事業

越智商工会

4,264 2538210268 愛媛県 イトマン株式会社
最新型包装機導入による自動包装のスピードアップ
化と生産効率改善による競争力向上

伊予銀行

4,265 2538210269 愛媛県 秀長水産株式会社 高度管理型養殖魚物流及び加工体制の構築 伊予銀行

4,266 2538210273 愛媛県 株式会社コスにじゅういち 特殊円筒加工用縦型ボーリング機の改良開発
株式会社西条産業情報支援
センター

4,267 2538210274 愛媛県 有限会社久保田板金工業
最新機器導入によるダクト製作の不良率低減と効率
化によるコストダウン

伊予銀行

4,268 2538210278 愛媛県 アプライズ株式会社
半重合熱可塑性プリプレグを素材とする部品要素設
計と加工技術開発

伊予銀行

4,269 2538210279 愛媛県
東予地区トラック運送事業協同組
合

高品位尿素水の導入による運送事業者のコストダウ
ンと環境保護

伊予銀行

4,270 2538210280 愛媛県 株式会社別子飴本舗
逆ピロー包装機、真空包装機導入による成長商品の
生産効率２５％アップ

向井重樹

4,271 2538210284 愛媛県 株式会社豊和工業
複雑形状鋳物における研削工程自動化による生産
性の向上

株式会社西条産業情報支援
センター

4,272 2538210286 愛媛県 みすまる産業株式会社
立体成型加工技術高度化による高精度・高機能「ＯＰ
製直立型の透明包装袋」生産体制確立

観音寺信用金庫

4,273 2538210287 愛媛県 株式会社伸栄設計
３次元ＣＡＤ導入による機械設計業務の改善につい
て

伊予銀行

4,274 2538210288 愛媛県 有限会社イロハヤベーカリー
製パン工程の効率化による多品種少量生産体制の
構築と新規顧客の獲得

伊予銀行
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4,275 2538210291 愛媛県 株式会社梅野精陶所
圧力鋳込み機の導入による砥部焼きの新たな魅力
づくりと生産性向上

伊予銀行

4,276 2538210292 愛媛県 株式会社エバラ
複合加工装置の導入による生産性の向上及び高精
密なスポット受注への対応

伊予銀行

4,277 2538210299 愛媛県
株式会社ケン・マツウラレーシング
サービス

エンジンブロック生産性と精度向上を達成し、競争力
強化のための設備投資

伊予銀行

4,278 2538210300 愛媛県 株式会社志賀商店
黒豆自動傷選別機の導入により、ばらつきの無い安
定した品質確保と作業効率化によるコストダウンを図
る

伊予銀行

4,279 2538210301 愛媛県 エヒメセラム株式会社
土練機と真空脱泡加圧攪拌機を導入し、流し込み成
形の加工用途を拡充できる体制の構築

伊予銀行

4,280 2538210303 愛媛県 株式会社ジェイコム
使用済み紙おむつを原料とする革新的高効率バイオ
エタノール製造装置の開発

四国銀行

4,281 2538210304 愛媛県 株式会社大可賀造機
連続運転対応パンチ・レーザー複合機の導入による
製品の高精度化と生産性向上

伊予銀行

4,282 2538210306 愛媛県 株式会社松永通信
Ｗｉ－Ｆｉ経由で画像ダウンロードできる太陽光発電カ
メラ制御ユニットの開発

伊予銀行

4,283 2538210308 愛媛県 有限会社田中製作所
立形マシニングセンタ導入による効率化と多品種・小
ロット対応事業

愛媛銀行

4,284 2538210309 愛媛県 有限会社メイワ工業
溶接用走行８ｍ対応可能ロボット導入による、生産性
及び作業効率の改善

伊予銀行

4,285 2538210318 愛媛県 局部熱処理株式会社
新たな加熱装置の導入による大型構造物溶接部熱
処理の受注獲得・競争力強化事業

株式会社西条産業情報支援
センター

4,286 2538210319 愛媛県 株式会社あまげん
スチームオーブンと和菓子伝統技術の融合による新
商品開発と自社ブランドの再構築

愛媛信用金庫

4,287 2538210321 愛媛県 平工業株式会社
自動細胞培養管理装置の試作開発と生産環境の高
度化による生産性向上

伊予銀行

4,288 2538210324 愛媛県 佐々木紙工株式会社
センサーカメラ付き丁合機導入による、カレンダー事
業の品質及び生産性向上

伊予銀行

4,289 2538210325 愛媛県 西田塗料株式会社
業務の効率化、製品の納期短縮及び在庫の適時製
品化を実現する技術導入計画

伊予銀行

4,290 2538210326 愛媛県 株式会社大亀製作所
ＶＡ提案による客先試作開発を可能にする、機械加
工部門強化設備の導入

近藤猛

4,291 2538210338 愛媛県 サンヨー食品株式会社
かきフライ用原料かきの自動個別冷凍機導入による
品質向上、生産性向上

中国銀行

4,292 2538210340 愛媛県 愛媛県繊維染色工業組合
高密度織物にも対応できる最新リージングマシン（畦
取り機）による生産体制の強化

伊予銀行

4,293 2538210344 愛媛県 株式会社中温
カット野菜の賞味期限を大幅に延長できるカット野菜
専用保冷庫の試作開発

愛媛信用金庫

4,294 2538210348 愛媛県 有限会社河野園芸
小松菜栽培の自動包装機導入による鮮度保持と生
産規模拡大

伊予銀行

4,295 2538210355 愛媛県 西日本搬送機有限会社
青果及び業務用青ネギの刈り取り収穫機の開発計
画

伊予銀行

4,296 2538210357 愛媛県 株式会社インプット
産直市を取り巻く環境変化へ対応可能な業界唯一の
システムの開発

伊予銀行

4,297 2538210366 愛媛県 株式会社大棟商事
ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による生産性向上、及び管理／受
注工程の効率化とコスト削減

伊予銀行

4,298 2538210378 愛媛県 泉製紙株式会社
高付加価値トイレ紙の需要増に対応する、高速・高
機能「巻き取り装置」の導入。

中国銀行

4,299 2538210390 愛媛県 丸栄タオル株式会社 縫製部門の技術・生産能力強化による収益力強化 伊予銀行

4,300 2538210391 愛媛県 株式会社ゼロシステム
ＩＰＡ（イソプロピルアルコール）乾燥方式に代わるフッ
素系溶剤を利用した乾燥方式

伊予銀行
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4,301 2538210393 愛媛県 越智源株式会社 特殊繊維加工技術の事業化による新分野開拓 伊予銀行

4,302 2538210394 愛媛県 株式会社梶田商店
地元産もち麦を活用した新商品開発（もち麦醤油及
びもち麦茶製造）の設備投資事業

伊予銀行

4,303 2538210397 愛媛県 株式会社西装
新型プレス機導入による軸装の品質改善と新商品の
開発

税理士法人あおば

4,304 2538210404 愛媛県 有限会社岩城電機商会
「コンバートＥＶ向けキャパシタ制御技術」の開発・導
入によるエネルギー高効率化とビジネスチャンスの
拡大

愛媛信用金庫

4,305 2538210405 愛媛県 有限会社有馬ファーム
最新コンポスト導入による堆肥処理のコスト低減と地
域社会に配慮した循環型社会を図る

伊予銀行

4,306 2538210406 愛媛県 株式会社西岡鉄工所
ファイバーレーザー溶接システム導入による高付加
価値溶接への取り組み

伊予銀行

4,307 2538210407 愛媛県 有限会社内田パン
健康志向対応の高付加価値パン製造による差別化
の推進及び売上利益の伸長

伊予銀行

4,308 2538210409 愛媛県 成龍酒造株式会社
日本酒製造工程における濾過圧搾設備の改善によ
る生産性と品質向上計画。

伊予銀行

4,309 2538210412 愛媛県 株式会社メタルコーティング四国
金属焼付塗装設備拡充に伴う競争力強化と市場
ニーズへの対応事業

愛媛銀行

4,310 2538210413 愛媛県 有限会社村上鉄工所
建設機械部品等に係る検査工程の抜本的見直しに
よる生産効率改善事業

伊予銀行

4,311 2538210415 愛媛県 株式会社グリーンヒル 食品残さ（ケール搾り粕）を活用した牛の飼料の生産 伊予銀行

4,312 2538210416 愛媛県 大浜タオル株式会社
高速タオル織機の導入による市場ニーズの対応と内
製化事業

愛媛銀行

4,313 2538210417 愛媛県 株式会社ダイテック
自動化による品質安定とチタン溶接技術開発による
新たな配管溶接市場の獲得

株式会社西条産業情報支援
センター

4,314 2538210418 愛媛県 株式会社サン・テックス
高能率投射型ブラストマシン導入による建機部品製
造作業の生産性向上計画

百十四銀行

4,315 2538210419 愛媛県 株式会社プライム・ハラ 短納期対応のための間欠凸版輪転印刷機の導入 伊予銀行

4,316 2538210420 愛媛県 武田ソーイング
特殊ジャガード縫製の生産体制整備による受注拡大
計画

愛媛銀行

4,317 2538210426 愛媛県 株式会社近藤機工
レーザー切断機導入による、加工精度の向上及び生
産性の高効率化

中国銀行

4,318 2538210434 愛媛県 株式会社エコアシスト
循環型社会の実現のために、太陽光パネルのリサイ
クルシステムの構築

伊予銀行

4,319 2538210435 愛媛県 加賀工業株式会社 熱絶縁工事用の「防熱布団」の製作 愛媛銀行

4,320 2538210438 愛媛県
ハイスピードコーポレーション株式
会社

既存技術の転用によるゲリラ豪雨対策等のための新
規工法の確立

伊予銀行

4,321 2538210439 愛媛県 株式会社道後屋ワケスポーツ
スポーツ用品の移動メンテナンス等による高付加価
値販売体制の構築

伊予銀行

4,322 2538210460 愛媛県 株式会社クオリア
モバイルシステム導入による訪問看護業務の効率化
とタイムラグのない情報把握・共有

伊予銀行

4,323 2538210465 愛媛県 酒六酒造株式会社
圧倒的鮮度の新酒販売および年間を通じた鮮度／
熟度管理による拡販の実現

伊予銀行

4,324 2538210467 愛媛県 株式会社島原本舗
「鯛・ハマチの未利用部位活用による機能性（カルシ
ウム等増量）水産練り製品の開発と需要及び販路拡
大計画」

宇和島信用金庫

4,325 2539210162 高知県 株式会社末広
高知の地域資源を使ったスイーツを特産品とする地
産外商推進計画

四国銀行

4,326 2539210164 高知県 株式会社建商
手摺・フロントサッシ・面格子のアルミ製品生産拡大
を図る機械設備の導入

高知商工会議所
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4,327 2539210169 高知県 高木酒造株式会社
特定名称酒品質向上と設備・製造工程改善による競
争力強化

香南市商工会

4,328 2539210172 高知県 有限会社濱田海産
高知県初となる蒸気ボイラーシステムと木質ペレット
ボイラー導入による商品力強化

伊予銀行

4,329 2539210175 高知県 株式会社岡林農園
主力看板商品「飲むジュレ」増産に対する課題解決
型設備投資

越知町商工会

4,330 2539210176 高知県 株式会社大進商工
ＣＮＣ旋盤導入による生産体制の強化と新規市場開
拓

南国市商工会

4,331 2539210177 高知県 株式会社飛鳥
企画出版の“効果的・効率的全国展開”を実現する、
新たなシステム・機械装置の導入

高知商工会議所

4,332 2539210179 高知県 有限会社太陽舎クリーニング 水洗・ドライ両面対応環境対応型クリーニングの実施 四国銀行

4,333 2539210181 高知県 株式会社キタムラコンピュータ
「勤務割」、「タイムレコーダ」、「勤怠管理」統合パッ
ケージソフトウェアの開発による統括的な勤務・勤怠
管理サービスの提供

四国銀行

4,334 2539210182 高知県 有限会社西岡酒造店
増産体制を確立する為の課題解決策として、充填・
打栓ラインを導入する。

中土佐町商工会

4,335 2539210184 高知県 室戸海洋深層水株式会社
室戸海洋深層水製塩工場の高効率化と化石燃料の
削減を目的とした設備投資

高知銀行

4,336 2539210186 高知県 有限会社松村鉄工所
高性能ホブ盤の増設による生産性向上と新規分野
への受注拡大

愛媛銀行

4,337 2539210190 高知県 株式会社リーブル
高精細印刷を活かした自費出版事業の生産性向上
のための簡易色校正機の導入

高知商工会議所

4,338 2539210192 高知県 株式会社エスイージー 高効率高精度な高周波焼入プロセスの構築 商工組合中央金庫

4,339 2539210193 高知県 プレジール
自動クッキー成型機導入及びオーブン増設による「高
機能クッキー」と「高知県産品を活用したクッキー」の
生産体制強化

四国銀行

4,340 2539210196 高知県 株式会社信貴精器
高硬度の難削材の高精度加工を高知工場で一貫し
て行う体制の構築

池田泉州銀行

4,341 2539210200 高知県 ＫＨＫ有限会社
イベント・ブライダルの演出及び観光集客手段として
低価格プロジェクションマッピングの提供

四国銀行

4,342 2539210201 高知県 株式会社ダイセン
品質・コスト・納期の改善を図り、ＣＯ２削減による環
境保全を実現する新たな機械設備の導入

高知商工会議所

4,343 2539210205 高知県 有限会社高知サンライズ
アレルギー体質の方に特化した新たなクリーニング
サービスの実施

高知商工会議所

4,344 2539210210 高知県 株式会社高陽堂印刷
大型無線綴じラインと行程管理システムを基盤とした
生産性向上と県内外販路開拓

高知商工会議所

4,345 2539210213 高知県
株式会社ナイフアンドフォークカン
パニー

高知県産食材を活用した新商品の開発と製造を実施
するベーカリー事業

高知銀行

4,346 2539210214 高知県 有限会社上田電機
クレーンの制振制御技術の高度化による競争力の強
化

高知銀行

4,347 2539210216 高知県 有限会社濵川商店
リキュール用瓶詰ライン導入による生産効率向上、
品質向上、競争力強化、短納期化

四国銀行

4,348 2539210220 高知県 株式会社ツヅラ
板金用３次元ＣＡＤ／ＣＡＭシステムの導入による事
業の生産性向上、及び売上・収益の向上

乾京子

4,349 2539210221 高知県 株式会社アイティエス
災害時における避難・誘導の災害インフラ機器の試
作開発

四国銀行

4,350 2539210222 高知県 有限会社四国浄管
災害対策としての地下貯蔵装置の試作及び耐久試
験

中嶋司税理士事務所

4,351 2539210226 高知県 司牡丹酒造株式会社
高品質な純米酒の醸造時のフレッシュ感（新鮮な品
質）を維持するための設備導入

四国銀行

4,352 2539210227 高知県 四万十コンクリート株式会社
環境に配慮した、ポーラスコンクリート製品の製造設
備の導入

川越税理士事務所
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4,353 2539210228 高知県 シネマ四国
ＤＣＰ機材の導入による非劇場映画会・移動上映会
の充実と活性化

四国銀行

4,354 2539210234 高知県 有限会社泉利昆布海産
品質管理、衛生管理の向上を図り、おぼろ昆布、白
板昆布の付加価値向上、販路拡大を目指す。

四国銀行

4,355 2539210235 高知県 有限会社西川製作所
鳥獣対策器具　くくり罠「わな造君」の改良製造のた
めの設備導入

特定非営利活動法人こうち
企業支援センター

4,356 2539210239 高知県 辻製油株式会社
未利用資源を有効活用した製品の市場拡大に向け
た設備導入事業

百五銀行

4,357 2539210247 高知県 ケイエスエー・プロテック株式会社 要介護者見守りサービスの開発と実用化実証事業 幡多信用金庫

4,358 2539210248 高知県 土佐食株式会社
アジア市場に向けた新商品開発及び製造プロセス強
化

特定非営利活動法人こうち
企業支援センター

4,359 2539210250 高知県 小島水産有限会社
県産養殖魚加工工程の高衛生化、高品質化、効率
化による商品付加価値向上

四国銀行

4,360 2539210254 高知県 株式会社シーフロアコントロール
高知県内初の裏表の異なるメタルジグ製造設備の新
設及び新商品開発

片岡税理士事務所

4,361 2539210260 高知県 株式会社黒潮町缶詰製作所
地域素材を活用したグルメ食品（缶詰）の製造体制を
構築する設備投資

特定非営利活動法人こうち
企業支援センター

4,362 2539210268 高知県 株式会社太陽 高性能でありながら低負荷の高効率な耕耘爪の開発 四国銀行

4,363 2540210623 福岡県 株式会社エイコー産業
高性能機械の導入で内製化率を向上し、高品質およ
び低コスト化

商工組合中央金庫

4,364 2540210624 福岡県 有限会社松原産業
ミーリング機能付き複合旋盤導入による短納期製造
工程の構築

八女商工会議所

4,365 2540210626 福岡県 株式会社フリント
スマートフォン向け基盤カット面品質向上のための新
型プレス金型の開発

遠賀信用金庫

4,366 2540210628 福岡県 有限会社小川製作所
射出成形による多品種少量生産品の品質・価格・納
期改善のための電動化設備導入

西日本シティ銀行

4,367 2540210630 福岡県 ＳＡ－ＫＵコンサルティング
定点画像モニタリング装置を活用した、飲食店向け
業務改善サービスの提供

公益財団法人北九州産業学
術推進機構

4,368 2540210635 福岡県 緒方鋳造株式会社 短納期に対応した高強度薄肉鋳造プロセスの開発 大川信用金庫

4,369 2540210637 福岡県 安心計画株式会社
今後のリフォーム市場に対応して地場工務店が高度
な内装デザイン提案を実現するＷｅｂシステムの開発

税理士法人武内総合会計

4,370 2540210639 福岡県 ナサ工業株式会社
医療機器用精密板金部品の高精度加工方法確立に
よる競争力の強化

豊和銀行

4,371 2540210640 福岡県 アイ・ティ・オ・エコ
独自のバイオ菌を使用した信頼性のあるグリースト
ラップ洗浄装置の開発

筑紫野市商工会

4,372 2540210641 福岡県 株式会社クロワッサン
医療用塩分規制・無塩・低塩パン専用の製造ライン
の確立による生産効率化と増産体制の実現

大野城市商工会

4,373 2540210644 福岡県
株式会社エスエルエスクリエーショ
ン

博多織を使ったタブレット端末向けケース、カバーの
新商品開発及び試作品製作

西岡隆

4,374 2540210650 福岡県 九州沖通信機株式会社
独居老人向け通話機能付ペンダント型緊急通報シス
テムの開発

西岡隆

4,375 2540210654 福岡県 株式会社高山プレス製作所
精密プレス部品の排出・搬送プロセス改善による生
産性向上・品質改善計画

福岡銀行

4,376 2540210656 福岡県 有限会社カホテクノ
ペットの腫瘍性疾患の診断に役立つ、高精度な遺伝
子検査法の開発

公益財団法人福岡県中小企
業振興センター

4,377 2540210657 福岡県 竹藤開発工業株式会社
新型耐熱ステンレス鋼の溶接において、ミグ溶接法
を導入することによる生産性の向上

宗像正博

4,378 2540210666 福岡県 株式会社ユーピーシグマ
不可能とされた超高分子量ポリエチレン（ＵＨＭＷ－
ＰＥ）曲げ加工の実現

北九州銀行
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4,379 2540210669 福岡県 株式会社プラズワイヤー
画像処理技術を用いた溶射飛行粒子モニタリング装
置の開発

北九州銀行

4,380 2540210671 福岡県 有限会社坂田織物
久留米絣における新しい織り組織の開発と生地幅の
拡張化

広川町商工会

4,381 2540210672 福岡県 松本工業株式会社
未利用バイオマス（間伐材、竹、剪定枝等）を使った
容器の製造

西京銀行

4,382 2540210674 福岡県 有限会社大創工芸
高性能自動縁貼り機導入による高機能・特殊デザイ
ンの家具・装備品等の新規商品開発及び事業の強
化、拡大

大牟田柳川信用金庫

4,383 2540210679 福岡県 杉プラスチック工業株式会社
最新ブロー成形機導入による耐熱性プラスチックボト
ル製造技術の高度化

立花洋介

4,384 2540210680 福岡県 株式会社川崎鉄工所
風力発電用増速機の大型化、部品の高精度化対応
「高度部品加工プロセスの強化」

飯塚信用金庫

4,385 2540210682 福岡県 株式会社しんこう
実演販売が可能なファクトリーショップ（体験型の直
販店）の開設

商工組合中央金庫

4,386 2540210689 福岡県 ＣＴＣ－ＬＡＮＫＡ株式会社
栄養豊かな地元の雑穀・野菜・果物を使った乾の燥
雑炊やリゾットにする缶詰の開発

西日本シティ銀行

4,387 2540210690 福岡県 株式会社庄分酢
地域農産品を発酵させたお酢、及びそのお酢を使用
した加工品の開発と販路開拓

大川信用金庫

4,388 2540210691 福岡県 大川木材事業協同組合
帯鋸目立加工機械の更新による製材機能の向上と
新たな事業機会の確保

大川信用金庫

4,389 2540210692 福岡県 株式会社内藤鍛造所
大型ローターシャフト生産のための金敷の試作開発
に要する２０００トン油圧鍛造プレス導入

山口慎輔

4,390 2540210693 福岡県 直方精機株式会社
ＤＥ対応３次元測定機を基軸にした成形解析と金型
の高精度・短納期化

福岡銀行

4,391 2540210695 福岡県 株式会社新興精機
０．５～１ＫｅＶの高密度中性ガス原子・分子ビーム照
射装置の試作

福岡銀行

4,392 2540210697 福岡県 株式会社岡田鋼材
次世代ファイバーレーザー切断機の導入による風
力・火力分野への進出

福岡ひびき信用金庫

4,393 2540210698 福岡県 株式会社メイホー
３Ｄプリンターと小型射出成形機による試作・少量生
産体制の構築

西日本シティ銀行

4,394 2540210703 福岡県 Ｍａｎｙｃｏｌｏｒｓ株式会社 小型海洋環境情報収集ブイ及びシステムの開発 長野煕

4,395 2540210709 福岡県 イースタジオ
スマホを利用した屋内における次世代型マーケティン
グシステムの開発

福岡商工会議所

4,396 2540210714 福岡県 有限会社ジェイズファクトリー
知的障害者のアートテキスタイルによるオリジナル商
品開発とオーダー生産システムの確立

西日本シティ銀行

4,397 2540210715 福岡県 株式会社芦屋ボデー
パネル、装備のモジュール化により実現するセミオー
ダーメイド移動販売車の試作開発

遠賀町商工会

4,398 2540210716 福岡県 有限会社佐野商会
光透過性に優れる医療用プラスチック製品の新規開
発に伴う射出成形システムの導入

三菱東京ＵＦＪ銀行

4,399 2540210718 福岡県 株式会社デキャンタージュ
ペットに対しての飼い主の知識を深めるためのシステ
ムの開発

福岡商工会議所

4,400 2540210720 福岡県 株式会社バンブーテクノ
竹由来バイオマス－廃プラスチック複合材料の側溝
用溝蓋の開発

八女商工会議所

4,401 2540210722 福岡県 株式会社脳力アルファ
脳活性を促す「直脳式」トレーニングシステムの構築・
展開

北九州商工会議所

4,402 2540210723 福岡県 株式会社リッツウェル
海外市場への競争力強化を目的とする高級家具ブラ
ンドの確立と開発力強化の実現

商工組合中央金庫

4,403 2540210724 福岡県 合名会社早田材木店
知育玩具の要素を持つ木製おもちゃの加工精度や
生産性を上げる取組み

筑邦銀行

4,404 2540210725 福岡県 株式会社アドウェルズ
超音波カッターホーンの高品質量産体制構築による
消耗品事業の拡大

福岡銀行
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4,405 2540210727 福岡県 久留米工具研磨
５軸ＣＮＣ工具研削盤導入による高品質・短納期対
応・生産性向上の実現

久留米商工会議所

4,406 2540210728 福岡県 吉川精密株式会社
大型モータコア金型の短納期化・高精度化に対応す
る為の生産体制の改革

公益財団法人北九州産業学
術推進機構

4,407 2540210729 福岡県 株式会社増田桐箱店
顧客ニーズに対応したデザイン性や付加価値が高い
桐箱の製造

古賀市商工会

4,408 2540210730 福岡県 株式会社シスコム
ＥＴＣ車載器を利用したコンテナ輸出入管理システム
の開発

福岡ひびき信用金庫

4,409 2540210732 福岡県 株式会社ケーワン
多様性のある強固な耐震性を有した軽量鉄骨下地
材（外装用Ｗバー）の開発

北九州商工会議所

4,410 2540210734 福岡県 株式会社筑水キャニコム
工作機械更新による加工精度向上とそれによる社内
加工比率向上

公益財団法人福岡県中小企
業振興センター

4,411 2540210735 福岡県 エグチ株式会社 大川組子ベット事業 大川信用金庫

4,412 2540210736 福岡県 有限会社和光研磨
超硬丸のこ再研磨作業における自動供給装置付研
磨機導入による効率化並びに販路拡大

株式会社さかい経営セン
ター

4,413 2540210737 福岡県 平川産業株式会社
手で簡単に開封可能な重量物の包装を想定したポリ
袋の拡販

福岡銀行

4,414 2540210738 福岡県 物流企画株式会社
ＩＴ技術を活用した倉庫管理システムの導入による販
売の拡大

伊予銀行

4,415 2540210739 福岡県 株式会社筑紫製作所
ユニット（イージーベース）を組み合わせた中規模施
設の基礎鉄筋事業進出

筑紫野市商工会

4,416 2540210742 福岡県 中川印刷
作成アプリの多様化に対応するシステムの導入によ
る短納期化と新規顧客の開拓

福津市商工会

4,417 2540210746 福岡県 創研プロテック株式会社
プラスチック精密金型用の高精度金型部品加工の
リードタイムの短縮

中村弘満

4,418 2540210748 福岡県 株式会社喜多屋 薮田式自動醪搾機改造による高品質化 商工組合中央金庫

4,419 2540210749 福岡県 有限会社チクシセイカン
ディスプレイ用陳列棚の樹脂化－組立式プラスチック
段ボールの開発

大野城市商工会

4,420 2540210753 福岡県 有限会社ケーキハウス・アン
完全オーダーメイド３Ｄケーキの販売・宅配事業の全
国展開

福津市商工会

4,421 2540210754 福岡県 株式会社アイエム特基
液状化対策と環境対応を行う地盤改良事業への参
入

神谷武昭

4,422 2540210761 福岡県 株式会社リョーワ
『多品種・高速コンベアラインにおける画像検査ユ
ニットの開発』

福岡ひびき信用金庫

4,423 2540210762 福岡県 株式会社大坪鉄工 新型全自動海苔乾燥機の試作開発と事業化 福岡銀行

4,424 2540210771 福岡県 土井インテリヤ工業株式会社
引出用レール取付装置導入による低価格・高品質家
具の生産

大川信用金庫

4,425 2540210777 福岡県
ジャパンシステムエンジニアリング
株式会社

次世代自動車向け電力制御用電子部品のインライン
超音波検査装置の開発

公益財団法人北九州産業学
術推進機構

4,426 2540210778 福岡県
ジャパン・エンジニアリング・ネット
ワーク株式会社

製鐵用金型（連続鋳造用鋳型）の機能ニーズ対応と
市場競争力確保

商工組合中央金庫

4,427 2540210780 福岡県 中村産業開発株式会社
培養装置開発によるジャガイモそうか病用微生物殺
菌剤の量産化体制の確立

西日本シティ銀行

4,428 2540210783 福岡県 株式会社藤本コーポレーション
機能繊維・編立構造・ファッション性の融合によるオン
リーワン製品での競争力強化

北九州銀行

4,429 2540210785 福岡県 株式会社ユニテックジャパン
初期起動性能に優れた高発電効率磁気浮上垂直型
風力発電機の開発

株式会社富士経営

4,430 2540210788 福岡県 アンコール・アン
本邦初！「あまおう」のフリーズドライでオリジナルか
りんとうまんじゅうを開発する

直方商工会議所
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4,431 2540210789 福岡県 池田製作所
熱変位補正機能を持つ新鋭複合ＮＣ旋盤の導入によ
る生産性の向上と受注増への取組

佐賀銀行

4,432 2540210790 福岡県 渕上鉄工所
ＣＮＣ普通旋盤導入による技術継承及び生産プロセ
ス強化による受注増への取組み

飯塚信用金庫

4,433 2540210795 福岡県 株式会社まあるいテーブル
スーパー海藻アカモクの外ぬめりまでも取込み、健康
と美味しさを追求したパスタの開発

商工組合中央金庫

4,434 2540210798 福岡県 株式会社ジュントス
コンクリート橋梁構造物における損傷画像処理システ
ムの開発

辻塚さおり

4,435 2540210800 福岡県 株式会社大建
社会インフラ書類等のＤＢ化でサービス・利便性向上
を図るシステムの実用化

中村治

4,436 2540210805 福岡県 株式会社ワイエスピー
無浸漬豆乳プラントの生産能力向上における試作開
発

飯塚信用金庫

4,437 2540210812 福岡県
株式会社福岡生物産業開発研究
所

飲食店・食品工場における機能的グリーストラップシ
ステムの開発

久留米東部商工会

4,438 2540210824 福岡県 株式会社東洋プレシジョン
加工工程のボトルネックを解消する最新細穴加工機
の導入

税理士法人ＳＫＣ

4,439 2540210826 福岡県 ＭｅｃｈａＴｒａｃｋｓ株式会社
携帯電話網経由で常時ネット接続する通信・制御一
体型組込機器の開発

福岡信用金庫

4,440 2540210830 福岡県 株式会社ユアーズ 高齢者介護施設や医療施設用の家具の試作開発 大川信用金庫

4,441 2540210831 福岡県 株式会社タック技研工業
最新設備導入による環境配慮型トップランナーモータ
の主要部品の開発

北九州銀行

4,442 2540210832 福岡県 株式会社米村エンジニアリング
熱処理設備による熱効率向上・排熱ロス低減による
省エネルギー化

りそな銀行

4,443 2540210833 福岡県 北九食品加工有限会社
最新型包餡機の導入による国産和菓子の輸出を含
めた生産量増加計画

株式会社エフアンドエム

4,444 2540210834 福岡県 有限会社テンマ
超精密・立体・複雑形状の金型加工法の確立と３次
元測定機の導入による生産能力拡大

公益財団法人北九州産業学
術推進機構

4,445 2540210840 福岡県 株式会社ダイキ・ジャパン
冷解凍技術を活用した処理方法による食肉等の鮮度
保持技術の開発

西岡隆

4,446 2540210841 福岡県 池田設計・企画
高機能洗濯物干しカバー（マジカルカバー）の革新的
開発

筑紫野市商工会

4,447 2540210842 福岡県 有限会社竹内建設
リアルな生活動線を可能とする繋ぎジョイントを使用
した転倒防止手すりの開発

西岡隆

4,448 2540210843 福岡県 有限会社ＳＧラボラトリー
新規耐酸性油脂分解菌の量産化技術および粉体製
剤製造技術の開発と事業化

出海俊賢

4,449 2540210844 福岡県 株式会社アール
バイオマス資源である樹皮を利用した環境浄化資材
の製品開発

西日本シティ銀行

4,450 2540210845 福岡県 株式会社ヴィンテージ
病院の収益改善を実現する「診療報酬加算計算・管
理システム」の試作開発

米倉博彦

4,451 2540210846 福岡県 アトラス化成株式会社 工業用シリンジ（注射器）の高性能化を実現する。
ザグ・インスティチュート有限
会社

4,452 2540210847 福岡県 久留米印刷株式会社
特殊用紙の新たなニーズに対応し生産性と品質を高
めるオリジナル印刷工程に取り組む

広川商工会

4,453 2540210850 福岡県 株式会社協栄エレクトロニクス
ＨＥＭＳ（ホームエネルギーマネージメントシステム）
次世代プラットフォームの試作開発

西日本シティ銀行

4,454 2540210852 福岡県 有限会社水上製作所
『２０１５年度省エネ法対応の産業用モーター部品製
造に伴う、加工精度・生産効率向上』

西日本シティ銀行

4,455 2540210853 福岡県 株式会社ソフトサービスライフケア
リハビリ効果を促進する　”リハプロモーションシステ
ム“　の開発

福岡銀行

4,456 2540210854 福岡県 ヒカリハイテック株式会社
０．０１ｍｍの精度を求めた刃物を製造するための精
密加工に優れた研削盤導入事業

大川商工会議所
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4,457 2540210855 福岡県 蛭子屋合名会社
多品種小ロット生産型醸造装置の導入によるオリジ
ナル味噌の開発

飯塚市商工会

4,458 2540210860 福岡県 株式会社スカイディスク
ＰＭ２．５など複数の大気環境を計測できるセンサと
大気環境データマップの開発

アドバンテッジ・リンク

4,459 2540210861 福岡県 有限会社津留﨑製作所
ＣＮＣホブ盤の新規導入による新規分野参入および
生産プロセス強化

税理士法人西方会計　西方
和久

4,460 2540210862 福岡県 ナゴヤパッキング製造株式会社
自動車内装に使用する独自技術「背割スリット加工
技術」の量産化

三井住友銀行

4,461 2540210863 福岡県 有限会社ＱＰＳ研究所
ＴＣＰ／ＩＰインターフェイスを有した小型人工衛星用
ユニットの試作開発

公益財団法人福岡県中小企
業振興センター

4,462 2540210864 福岡県 有限会社トマト
３次元の凹凸を持ったツキ板貼り不燃ボード商材の
商品開発

大川信用金庫

4,463 2540210865 福岡県 株式会社飯山工作所
５軸マシニングセンター導入による新分野進出での
受注増への取組

西日本シティ銀行

4,464 2540210867 福岡県 やまもと歯科
セレック治療とＣＴスキャン導入による歯科治療の時
間短縮と高度化の実現

ザグ・インスティチュート有限
会社

4,465 2540210868 福岡県 株式会社エコマテリアル 容リプラ原料を活用した鞄の中敷板製造 伊奈山厚

4,466 2540210869 福岡県 株式会社村上精機工作所
交流ドラム式新型電磁ブレーキの開発と高性能振動
発生装置の工数削減

公益財団法人北九州産業学
術推進機構

4,467 2540210870 福岡県 株式会社加来野製作所
未利用廃木材・廃竹材を利用した熱分解方式による
新型の『多目的簡易ボイラー』の試作・開発

西日本シティ銀行

4,468 2540210872 福岡県 ＢＺアドバンス株式会社
２４時間対応可能な投薬情報管理閲覧ＤＢシステム
「いつでも処方箋」の開発

古賀光雄

4,469 2540210875 福岡県 株式会社田中信鉄工所
海外展開を見据えた、旅客鉄道向け高精度鉄枕木
の開発及び生産体制構築

福岡ひびき信用金庫

4,470 2540210876 福岡県
株式会社アルス・リサーチ・システ
ム

カメラ画像を用いた人検知センサユニットの開発 税理士法人コスモス

4,471 2540210880 福岡県 力丸鋼機株式会社
鋼板加工（一次加工、二次加工）における加工原点
の併用による高精度加工

福岡ひびき信用金庫

4,472 2540210883 福岡県 九州計測器株式会社 バイオセンサおよびセンサチップの量産化 西日本シティ銀行

4,473 2540210887 福岡県
株式会社アジアケータリングサー
ビス

料亭の味を介護施設に給食するための作り置きしな
い独自の集中調理システム

商工組合中央金庫

4,474 2540210890 福岡県
株式会社グローバルエンジニアリ
ング

電力需要予測の最適化と部分供給対応システムに
よる電力供給コスト削減計画事業

古賀市商工会

4,475 2540210895 福岡県
ジャパンソーラーファクトリー株式
会社

太陽電池パネルの劣化を抑制する材料を用いた高
信頼性太陽電池パネルの開発・製造

大牟田商工会議所

4,476 2540210905 福岡県 株式会社大阪精密
ダイスポッティングプレスの導入による次世代自動車
向け大型ＣＦＲＰ金型技術の構築

八尾商工会議所

4,477 2540210910 福岡県 野村織物有限会社
糸切れ防止機能を組み込んだ久留米絣織機の導入
と化学染料を用いた新商品の開発

広川町商工会

4,478 2540210911 福岡県 有限会社ｋ，ｄｅｎｔａｌ
ＣＡＤＣＡＭ導入による革新的入れ歯の品質の向上
及び販路拡大

西日本シティ銀行

4,479 2540210914 福岡県 ダイワインクス株式会社 新デジタル印刷機導入によるＰＯＤの販路拡大事業 久留米商工会議所

4,480 2540210919 福岡県 マーク建設株式会社
土壌汚染の現地改良を目的とする安全で低価格な
混和材開発

福岡ひびき信用金庫

4,481 2540210925 福岡県 平田産業有限会社
フレッシュオリーブオイル純国産（九州産）ブランド拠
点化事業

福岡銀行

4,482 2540210927 福岡県 株式会社ＴＫＳ
新製品「ダブルヘッドツール」の量産体制を図るため
の生産工程の改善

八女市商工会
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4,483 2540210934 福岡県 株式会社環境フォトニクス
植物工場栽培レタスの発色性を促進するＬＥＤ光源
の試作・実証

北九州銀行

4,484 2540210937 福岡県
株式会社ネットワーク応用技術研
究所

ウェアラブルな筋電センサと操作インタフェースにタブ
レットを用いた運動装置

杉野泰雄

4,485 2540210942 福岡県 株式会社ミドリ印刷
高付加価値の印刷版出力機とＷｅｂを活用した営業
改革による競争力の強化と、新自動現像機導入によ
る環境への配慮

花園崇

4,486 2540210944 福岡県 福岡金属興業株式会社
製鋼原料製造における、処理時間の短縮と環境負荷
の低減

直方商工会議所

4,487 2540210948 福岡県 山の壽酒造株式会社
高品質特定名称酒の携帯端末醪温度管理システム
による製造能力強化モデルの確立

筑後信用金庫

4,488 2540210953 福岡県 株式会社幸和
液晶パネル製造装置の“新型熱処理炉”の製作の為
の“試作ユニット機製作と効果の解析”

商工組合中央金庫

4,489 2540210960 福岡県 株式会社成田美装センター
食品廃棄物の真空乾燥処理による飼料化、肥料化
設備の開発

米倉博彦

4,490 2540210962 福岡県 株式会社古賀歯車製作所 ＪＩＳ０（Ｎ４）級高精度ラックの標準品開発 佐賀銀行

4,491 2540210967 福岡県 桑野新研産業株式会社
機会損失額の解消と通販サイト（欧米人対象）の拡
充で収益の柱へ

久留米商工会議所

4,492 2540210969 福岡県 株式会社平戸屋
豆腐や厚揚げの個食化に対応した包丁を使わない
でよい一口サイズ商品の開発

福岡銀行

4,493 2540210972 福岡県 有限会社ＴＲＩＡＲＴ
スマホ・タブレットで実現する軽微でセキュアな遠隔
医療システムの構築・普及

福岡ひびき信用金庫

4,494 2540210981 福岡県 株式会社Ｂｒａｖｅｒｉｄｇｅ
ユーザーフレンドリーなＢＬＥ開発向け汎用通信プロ
ファイルの開発

福岡銀行

4,495 2540210988 福岡県 シバタ精機株式会社
金型及び機械部品用高精度金属プレート生産におけ
る高速・高精度面取機の開発・導入

西日本シティ銀行

4,496 2540210989 福岡県 株式会社ミツワ
複合旋盤導入による医療装置部品の高精度の製
作、及び短納期化の実現

福岡ひびき信用金庫

4,497 2540210991 福岡県 西日本住機株式会社
木質パネルの多品種小ロット大量生産に対応した革
新的高周波連続プレス機の開発

大川信用金庫

4,498 2540210995 福岡県 広松木工株式会社
希少価値の高い木材の有効活用と端材を使った商
品開発

大川信用金庫

4,499 2540210996 福岡県 株式会社タムラ
新しい微量計量機の導入による、品質の均一化と安
心・安全の実現

伊予銀行

4,500 2540210997 福岡県 野崎機器工業株式会社
酸素透過性シートを利用した細胞培養プレート製作
のための設備投資

福岡銀行

4,501 2540210998 福岡県 柴田産業株式会社
小型家電に含まれる希少金属・廃プラスチックの高
濃縮リサイクルラインの構築

筑邦銀行

4,502 2540211005 福岡県 ウメザキシートメタル株式会社
最新鋭の曲げ加工機導入による精密板金製函プロ
セスの生産性向上及び新規案件開拓

大牟田柳川信用金庫

4,503 2540211030 福岡県 カネックス刃物工業株式会社
全自動放電加工機導入による納期短縮・商品安定供
給・量産体制の構築

大川信用金庫

4,504 2540211039 福岡県 九州鉄道機器製造株式会社
鉄道分岐器用レール表面処理作業の機械化による
品質及び生産効率の向上

公益財団法人北九州産業学
術推進機構

4,505 2541210114 佐賀県 株式会社キョーワ
高性能ベンディングマシン導入によるトラック架装の
軽量化と生産性向上

伊万里信用金庫

4,506 2541210116 佐賀県 有限会社オーケイ・ラボセンター
ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による新素材に対応した
歯科補綴物の高精度切削技術の確立

唐津東商工会

4,507 2541210118 佐賀県 神埼工業株式会社
震災ごみ等を一括破砕する環境機器開発の為のＮＣ
横中ぐり盤導入による事業構築

神埼市商工会

4,508 2541210119 佐賀県 有限会社アドバンス
日本初の植物性代用肉と低カロリー低脂肪のラーメ
ンと餃子の開発

佐賀商工会議所
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4,509 2541210120 佐賀県 株式会社まんてん
佐賀鍋島藩の小紋柄の基になった地ごまの復活とそ
の関連商品「鍋島小紋ごま」の開発・販路開拓

佐賀商工会議所

4,510 2541210123 佐賀県 株式会社佐賀電算センター
スマートデバイスを活用した次世代酒類卸売業向け
販売管理システム開発

佐賀商工会議所

4,511 2541210124 佐賀県 株式会社オリオンユニット 外装タイルユニット製造における製造工程の機械化 伊万里商工会議所

4,512 2541210125 佐賀県 日研カシマ株式会社
黄色含水酸化鉄の耐熱性付与に係わる生産プロセ
スの強化

岐阜信用金庫

4,513 2541210129 佐賀県 株式会社伊万里鉄工所
大型次世代高性能旋盤による高硬度大型圧延ロー
ルの精密切削加工技術の確立

伊万里商工会議所

4,514 2541210130 佐賀県 株式会社中島製作所
再加熱カートの量産化に向けた、精密板金部品の生
産能力増強

佐賀商工会議所

4,515 2541210132 佐賀県 有限会社ミマツ工芸
海外市場を視野に入れた「木」と異素材を融合した高
付加価値ノベルティ商品の試作開発

神埼市商工会

4,516 2541210134 佐賀県 株式会社ユニオンワークス
小規模食品製造・飲食業者向け「超小型真空凍結乾
燥機」の開発

鳥栖商工会議所

4,517 2541210135 佐賀県 株式会社ナカシマ商会
「縁あり畳」製造技術を活用した市場ニーズの高い
「縁なし畳」の製品開発

みやき町商工会

4,518 2541210138 佐賀県 株式会社貞包鉄工所
難削材を用いた医療機器部品の完成品加工技術の
開発

横尾会計事務所

4,519 2541210144 佐賀県 株式会社香蘭社
立体造形技術導入による高付加価値商品開発の迅
速化

株式会社さかい経営セン
ター

4,520 2541210150 佐賀県 有限会社キューシボ
金型を高品質大量肉もり加工で修復、高出力ＹＡＧ
レーザー溶接機導入

鳥栖商工会議所

4,521 2541210151 佐賀県 有限会社富永製作所
生産性向上に繋がる汎用穴開け機の研究、開発、及
び試作機の製作

佐賀商工会議所

4,522 2541210155 佐賀県 有限会社江口製作所
急激に増加している太陽光パネル基台部分への
様々な取付金具溶着需要への対応

みやき町商工会

4,523 2541210156 佐賀県 福岡建設株式会社
環境第一を実現する、環境に極めて優しい地盤改良
事業の展開

佐賀信用金庫

4,524 2541210159 佐賀県 株式会社合瀬製作所 レアメタル材料の切削加工技術の開発と実践 商工組合中央金庫

4,525 2541210163 佐賀県 株式会社セリタ建設
脈動を使ったセメントスラリー噴射システムの試作品
開発

有田商工会議所

4,526 2541210166 佐賀県 株式会社坂田鉄工所
３Ｄ－ＣＡＤシステム導入による佐賀県初のトラス階
段、デザイン階段の一貫生産体制の構築

多久市商工会

4,527 2541210170 佐賀県 有限会社福泉窯
欧州市場及び洋食業界をターゲットとした、海外デザ
イナーとの有田焼の共同商品開発事業

有田商工会議所

4,528 2541210178 佐賀県 有限会社田中製麺
佐賀県産小麦粉や伊万里牛等の地域資源を活用し
た「伊万里ブランド麺」の開発と販路開拓

伊万里商工会議所

4,529 2541210192 佐賀県 レグナテック株式会社
レーザー加工機導入による木製小物商品の効率的
多品種少量生産体制の構築

佐賀市南商工会

4,530 2541210193 佐賀県 株式会社クキナミ
凹凸紙等特殊紙に対応、最新オンデマンド機でウェ
ディングペーパーアイテム

鳥栖商工会議所

4,531 2542210164 長崎県 重家酒造合名会社
手造り焼酎の品質向上、及び多品種少量生産への
体制を整え、グローバルな販売展開を目指す

壱岐市商工会

4,532 2542210165 長崎県 株式会社日本冷熱
民需用の中型風力発電設備用ニューコントロール翼
の試作開発

福田浩久

4,533 2542210172 長崎県 株式会社亀山電機
事業用発電所におけるボイラー向けスマート設備保
全管理システム開発

井手雅康税理士事務所

4,534 2542210175 長崎県 久保工業株式会社
３Ｄ詳細設計システム導入による「発電所ボイラ支持
鉄骨図面」の受注拡大と新市場への提案力強化

長崎三菱信用組合
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4,535 2542210176 長崎県 中野鉄構株式会社
最新鋭３次元レーザー加工機の導入による、精密製
缶加工とコスト競争力の強化

公益財団法人長崎県産業振
興財団

4,536 2542210177 長崎県 株式会社武次装飾
新型ミシン等導入による緞帳の製造工程の効率化お
よび品質の向上

長崎商工会議所

4,537 2542210180 長崎県 株式会社協環
新たな分析機器の導入で環境計量分野での受注拡
大と競争力の強化

一ノ瀬小川税理士事務所

4,538 2542210181 長崎県 株式会社ドゥアイネット
高齢者向けパワーリハビリテーション機器用モバイル
端末の試作開発

親和銀行

4,539 2542210186 長崎県 株式会社丸本
イチゴ栽培農家の収量増加・安定に寄与する、「流水
式イチゴ炭そ病予防育苗トレー」の新型開発事業

商工組合中央金庫

4,540 2542210188 長崎県 有田工業株式会社
溶融亜鉛めっき工程への樹脂製酸洗槽導入による
酸洗槽長寿命化と生産効率化

十八銀行

4,541 2542210189 長崎県 株式会社松永鋳造所
大型軸受向けの均一微細組織を有する高強度軸受
合金鋳物の試作開発

親和銀行

4,542 2542210190 長崎県 株式会社大東エンジニアリンク
移動式冷暖房装置の振動解析技術の構築による強
化と軽量化

西そのぎ商工会

4,543 2542210193 長崎県 有限会社菊祥陶器
「究極の白磁」と「透光性」を兼ね備えた陶器の開発
と設備投資による量産体制の確立

東彼商工会

4,544 2542210194 長崎県 有限会社小金丸造船
高所作業足場装置導入による工程短縮化と低コスト
実現による生産効率向上・競争力強化計画

壱岐市商工会

4,545 2542210202 長崎県 ミナミ化工産業株式会社
高規格溶接配管の製作ライン新設による環境・エネ
ルギープラント市場への参入

長崎三菱信用組合

4,546 2542210206 長崎県 チャイオーン株式会社
レンジで簡単に調理できる他社にない手作り感のあ
る焼小籠包の販売

長崎商工会議所

4,547 2542210207 長崎県 冨士樹脂株式会社
「燃費改善と環境保護」の為に開発された装置の製
造を完成して市場に提供したい。

十八銀行

4,548 2542210209 長崎県 株式会社久原水産研究所
アワビ陸上養殖の生産性向上による地場産業の育
成

十八銀行

4,549 2542210210 長崎県 株式会社プロデュースメディア
建物老朽化や災害への対応に資する建物調査・積
算業務の効率化システムの開発

高橋公祥

4,550 2542210211 長崎県 有限会社島原自然塾
高速野菜選別機の導入による環境指向型マーケット
の戦略的拡大

敷島税理士事務所

4,551 2542210215 長崎県 ＳＦＫメディカル株式会社 個人健康管理システム（ＰＨＲシステム）の開発 石井税理士事務所

4,552 2542210216 長崎県 株式会社プロテック
舗装道路等の切断時に排出される汚泥含有冷却水
の脱水設備を整備し完全リサイクルを行う事業

角下弘幸税理士事務所

4,553 2542210217 長崎県 長崎三共有機株式会社
営農者の利益率・作業効率向上の為の有機肥料の
リサイクルペレット化

アイジータックス税理士法人

4,554 2542210220 長崎県
株式会社三基
株式会社システック井上

固形燃料専焼ボイラの開発とビニルハウス自動加温
システムの開発

高橋税理士事務所

4,555 2542210223 長崎県 株式会社ウラノ
航空機部品専用マシニングセンター導入による納期
短縮及び競争力強化

親和銀行

4,556 2542210224 長崎県 壱岐の蔵酒造株式会社
米麹の品質向上による壱岐焼酎のブランド力アップと
コスト削減による市場競争力の強

壱岐市商工会

4,557 2542210225 長崎県 本田商會株式会社
ＩＴを活用した高圧ガス容器管理サービスの向上と高
付加価値化

永田吉朗

4,558 2542210226 長崎県 株式会社ピーエヌ機電
航空機車輪昇降装置メンテナンス用部品の生産性向
上のための複合加工機導入

アイジータックス税理士法人

4,559 2542210227 長崎県 有限会社田中旭栄堂
自動包餡機を導入することによる県産品を使用した
新商品の開発とギフト市場への参入

永池税理士事務所

4,560 2542210235 長崎県 平木工業株式会社
大量廃棄される食品廃棄物、規格外農産物の酵素
処理による豚用液状飼料化技術の開発

十八銀行
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4,561 2542210241 長崎県 有限会社東亜工作所
最新機械設備の導入で加工プロセス強化による航
空・宇宙分野への新規参入

公益財団法人長崎県産業振
興財団

4,562 2542210242 長崎県 株式会社森口鉄工所
５軸加工による高度金属機械加工技術確立プロジェ
クト

商工組合中央金庫

4,563 2542210244 長崎県 有限会社仲よし
外出困難なお客様を満足させるニュータイプの「お届
け料理」サービス

商工組合中央金庫

4,564 2542210254 長崎県 協和機電工業株式会社
機械の整備および加工工場から排出される含油廃水
に適用する高度処理装置の開発

ストラテジーシステム研究所

4,565 2542210255 長崎県 株式会社ＦＦＣ
睡眠時無呼吸症候群の根治目的の医療機器開発と
試用期間サービスモデル構築

永田吉朗

4,566 2542210256 長崎県 株式会社アイコック
海外展開の製造業向け工程進捗集中把握システム
の開発

親和銀行

4,567 2542210258 長崎県 株式会社岩嵜紙器
新型印刷機導入によるＡＫＥＲＵプロジェクト成功と事
業の拡大

アイジータックス税理士法人

4,568 2542210264 長崎県 小浜食糧株式会社
焼き菓子製造ロスを再利用した新商品開発と量産設
備導入による収益向上

税理士法人波多野アンド
パートナーズ会計事務所

4,569 2542210273 長崎県 株式会社ディアー・カンパニー
安心安全で高品質な雲仙牧場鹿の製造によるブラン
ド化と海外進出事業

南島原市商工会

4,570 2542210276 長崎県 島原ソーイング株式会社
医療機器「弾性ストッキング」製造に対応した生産性
向上の為のシステム構築

親和銀行

4,571 2543210202 熊本県 株式会社マークス
当社デザイン力を核とした多品種小ロット対応ウェア
プリント新規立ち上げ事業

肥後銀行

4,572 2543210212 熊本県 有限会社赤星水産
ナノバブル技術を活用した藻場用種苗の高効率生産
システムの事業化

天草市商工会

4,573 2543210214 熊本県 株式会社寺野鉄工製作所
３ＤＣＡＤ技術強化で製造プロセスを改革し部品加
工、組立迄のリードタイム短縮

中崎電算機会計事務所

4,574 2543210216 熊本県 協伸化成株式会社
高機能射出成形機の導入による切花輸送容器製造
の低コスト化と安定供給への取り組み

山鹿市商工会

4,575 2543210220 熊本県 株式会社オジックテクノロジーズ
スイゼンジノリから抽出される超高分子多糖体「サク
ラン」の量産化

肥後銀行

4,576 2543210223 熊本県 九州三永金属工業株式会社
ステンレス薄板の微細打抜き加工による金属スト
レーナー試作品開発事業

肥後銀行

4,577 2543210224 熊本県 西田精麦株式会社 国産大麦を使用した新商品の開発・製造・販売事業
税理士法人熊和パートナー
ズ

4,578 2543210230 熊本県 株式会社松島木材センター
住宅用高耐震筋交いを組み入れた省エネルギー壁
パネル開発事業

商工組合中央金庫

4,579 2543210233 熊本県 ホシサン株式会社
高効率設備導入による多品種小ロット品の生産体制
の強化と品質の向上

公益財団法人くまもと産業支
援財団

4,580 2543210234 熊本県 株式会社ホワイトボックス
アパレル用ＣＡＤ及びコンピュータ横編機の導入によ
る高付加価値ニットウェア生産システムの構築

公益財団法人くまもと産業支
援財団

4,581 2543210236 熊本県 株式会社くまもと健康支援研究所
高齢者向け運動機能向上による生活支援サービス
パッケージ化の実証

熊本市植木町商工会

4,582 2543210238 熊本県 株式会社倉崎
プレス機等自動化設備の導入による「高級極薄置き
畳」の試作開発事業

肥後銀行

4,583 2543210239 熊本県 新和精機株式会社
５軸加工機導入による、高精度な金型製作と短納期
化の実現による競争力強化

田河定茂税理士事務所

4,584 2543210240 熊本県 株式会社ワイズ・リーディング
高機能所見レポート作成支援システム搭載画像診断
ワークステーションの研究開発

公益財団法人くまもと産業支
援財団

4,585 2543210241 熊本県 株式会社ネローラ花香房
甘夏ミカンの花の芳香成分（ネロリ）の特殊抽出によ
る量産体制の確立。

公益財団法人くまもと産業支
援財団

4,586 2543210242 熊本県 華龍国際産業株式会社
特殊な製法で実現！中華の常識を覆した『低カロ
リー中華の開発』

肥後銀行
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4,587 2543210247 熊本県 有限会社城東化成
高精度画像寸法測定器導入によるプラスチック成形
部品の品質向上・短納期化・生産性向上の実現

株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

4,588 2543210251 熊本県 株式会社ヤマチク 竹箸製造装置（４面の自動研磨機）の開発導入 南関町商工会

4,589 2543210252 熊本県 ヨネムラクリーニング
顧客ニーズを追求した衣類の総合サービスの提供と
その効果検証のための設備導入

熊本信用金庫

4,590 2543210254 熊本県 熊本酸素株式会社
非水槽式耐圧試験装置導入により検査時間の大幅
な短縮による処理能力１５０％アップで生産性強化

肥後銀行

4,591 2543210257 熊本県 リバテープ製薬株式会社
高度医療に不可欠な消毒綿棒の安全性及び生産効
率向上事業

肥後銀行

4,592 2543210259 熊本県 日の丸産業株式会社
高性能ガラス加工機等の導入による工程改善と高付
加価値製品の開発

商工組合中央金庫

4,593 2543210261 熊本県 前田カッター株式会社
切断水を適正に処理し再循環させる環境に優しい舗
装切断工事法の確立

益城町商工会

4,594 2543210263 熊本県 九州ツバメタオル株式会社
名入れ（ジャガード）タオルの多品種小ロット受注体
制の整備と短納期化の構築

肥後銀行

4,595 2543210265 熊本県 美緑こふれ株式会社
南阿蘇で栽培されたハーブを使った化粧品の量産化
事業

公益財団法人くまもと産業支
援財団

4,596 2543210267 熊本県 株式会社熊防メタル 微細加工部品へのアルマイト技術開発 商工組合中央金庫

4,597 2543210268 熊本県 株式会社アラオ
３Ｄプリンター導入による３Ｄ一貫開発体制の構築と
生産管理高度化事業

坂田会計事務所

4,598 2543210274 熊本県 有限会社九州ホールセール
設備導入による技術の向上と効率化並びに高級衣
料クリーニングの新規展開

熊本商工会議所

4,599 2543210279 熊本県 合同会社イワ建開発
琴線に触れる、また、快適な建築空間を構築する水
硬体の製造技術

肥後銀行

4,600 2543210281 熊本県 有限会社清藤歯科技工所
３Ｄプリンター導入による歯科医療の高度化と地域医
療の恊働化

栗谷利夫税理士事務所

4,601 2543210292 熊本県 金剛株式会社 レーザ加工機による長尺パイプ加工作業の効率化 梅元昭宏税理士事務所

4,602 2543210293 熊本県 有限会社益田養鶏場
食中毒リスクを低減した液卵からつくる新たな加工品
とサービス

八代商工会議所

4,603 2543210295 熊本県 熊本鉄構株式会社
新規加工機の導入による作業効率改善及び省力化
による生産コスト削減

熊本東会計センター

4,604 2543210296 熊本県 株式会社シマヅテック
精密板金加工から切削加工まで対応可能な総合加
工実施体制構築事業

肥後銀行

4,605 2543210298 熊本県 ダンソフトウエア株式会社
「無線ネットワークによるバイタル測定値自動記録シ
ステムの構築」

公益財団法人くまもと産業支
援財団

4,606 2543210299 熊本県 ＡＳＤ株式会社
顧客参加型インタラクティブ・デジタルサイネージシス
テムの開発

赤塚智哉税理士事務所

4,607 2543210300 熊本県 株式会社吉永商会
「畜産廃棄物を含む有機性バイオマスの固形燃料製
造事業」

水俣商工会議所

4,608 2543210307 熊本県 木場木材工業株式会社
移動式竹切削チッパーを導入して竹林現場で製紙用
にチップ化し、荒廃竹林の整備を促進する

山鹿市商工会

4,609 2543210312 熊本県 株式会社藤興機
医療機器部品の低コストフレキシブル生産・品質保
証のための機器導入

林秀俊税理士事務所　林秀
俊

4,610 2543210313 熊本県 株式会社イズミ車体製作所
『次世代特装車両（環境・医療・省エネ）開発・生産環
境整備事業』

熊本市託麻商工会

4,611 2543210317 熊本県 株式会社プレテックＡＴ
インライン可視化装置導入によるウェーハ端面加工
＋洗浄一体化装置の開発

公益財団法人くまもと産業支
援財団

4,612 2543210321 熊本県 株式会社クラフトエンジニアリング
独自開発した軽量・丈夫・衛生的なフライヤーバス
ケットの量産化に向けた試作開発

菊池市商工会
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4,613 2543210324 熊本県 つたやクリーニング
クリーニング技術の強みを生かしたリユースサービス
の開発

河野修税理士事務所

4,614 2543210329 熊本県 テクノデザイン株式会社
３Ｄ一貫設計環境整備及び生産管理導入による生産
コスト削減事業

肥後銀行

4,615 2543210333 熊本県 株式会社藤井包材
手加工作業をなくす「自動コーナーカット機・インライ
ン角丸君」の設置

宍倉渉税理士事務所

4,616 2543210334 熊本県 肥後製油株式会社
野菜・果物等の乾燥物を活用した高機能性食用油の
開発と製造

肥後銀行

4,617 2543210338 熊本県 株式会社サラスバ
品質向上とリードタイム短縮を同時に実現させる殺
菌・冷却工程の改善

公益財団法人くまもと産業支
援財団

4,618 2543210341 熊本県 粟村打抜金網株式会社
継承してきた金型技能職のノウハウのデータベース
化

公益財団法人くまもと産業支
援財団

4,619 2544210165 大分県 株式会社エス・イー・アレックス
ファインバブル技術を応用した各分野の水処理シス
テムの試作機の開発

大分銀行

4,620 2544210167 大分県 ＴＲＹ株式会社
小物精密旋盤加工機の導入による生産性向上・コス
ト低減の実現

大分県産業創造機構

4,621 2544210170 大分県 豐州パイル株式会社
コンクリート杭製造工程内で発生する産業廃棄物の
抑制対策事業

大分銀行

4,622 2544210172 大分県 九州瑞穂株式会社
陽子線治療器具「ボーラス」製造用切削工具の高品
質化および生産性の向上

大分銀行

4,623 2544210173 大分県 大分もやし協業組合
生産時の腐敗率が低く、均一化された高品質のもや
し生産技術の確立

大分県産業創造機構

4,624 2544210175 大分県 中津木工株式会社
木工専用ＮＣルーターの導入による生産性向上・新
分野展開による受注拡大

大分県産業創造機構

4,625 2544210178 大分県 有限会社塩月自動車整備
自動車補修塗装において環境に優しい水性塗料を
利用するための技術の確立

佐伯市番匠商工会

4,626 2544210182 大分県 株式会社協同産業
洗浄機能付き汚水処理フィルター最適化確認テス
ター試作

大分信用金庫

4,627 2544210185 大分県 株式会社みらい蔵
農産物の食味成分や生体構成物質から逆算した臨
床検査及び栽培支援システムの開発

豊後大野市商工会

4,628 2544210186 大分県 高橋水産株式会社
産地での一次加工、及び、高度な技術開発による二
次加工品の開発事業

伊予銀行

4,629 2544210187 大分県 有限会社豊州モールド
立形マシニングセンター導入による金型製作の短納
期化と高付加価値化

伊予銀行

4,630 2544210189 大分県 有限会社豊和製作所
複雑な曲げ加工が可能な新設備の導入による加工
精度向上と短納期の実現

大分銀行

4,631 2544210190 大分県 株式会社太田旗店
綿用デジタル捺染インクジェットプリンタ導入による染
色領域の拡大・新商品開発

大分銀行

4,632 2544210192 大分県
株式会社東プラスチック・
エンジニアリング

高精度画像寸法測定器導入による小物精密成形品
の品質向上・短納期化・生産性向上の実現

藤田会計事務所

4,633 2544210196 大分県 株式会社シンシアリー
画像寸法測定器導入によるプレス製品の検査工程
短縮と生産性向上

大分銀行

4,634 2544210198 大分県 有限会社中野酒造
蒸米と製麹の工程改善による自製酒の製造能力増
大と海外等販路の開拓

杵築市商工会

4,635 2544210201 大分県 大分製紙株式会社
精密エンボスロールを活用した高付加価値製品の開
発

大分銀行

4,636 2544210203 大分県 有限会社Ｍ＆Ｍコーポレーション
国産二輪旧車（クラシックバイク）の逆輸入・レストア
事業

杵築市商工会

4,637 2544210205 大分県 有限会社古山乳業 地元農産物を使用したヨーグルトの生産拡張 大分ベンチャーキャピタル

4,638 2544210208 大分県 株式会社テルリア
丸編機の立体造形技術を駆使し足の形状にフィット
する靴下の開発

広陵町商工会
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4,639 2544210210 大分県 有限会社マルナカ・フーズ
高性能レトルト殺菌機等の導入による作業効率化と
椎茸加工の新商品開発および販売

大分県産業創造機構

4,640 2544210211 大分県 合資会社藤澤精麦工場
高度色彩選別機の導入による、味噌用麦原料の異
物混入防止並びに品質の向上

大分銀行

4,641 2544210212 大分県 株式会社アーテック
強度試験機の導入による、コンクリート構造物の調
査・試験事業に係る新たな需要の獲得

日田商工会議所

4,642 2544210218 大分県 フジヨシ醤油株式会社
醸造、醗酵技術を活用した醗酵大豆によるマヨネー
ズ風調味料の開発

大分県産業創造機構

4,643 2544210220 大分県 中央発条工業株式会社
サーボプレスマシン導入による低騒音・低振動化と生
産性向上、省エネの実現

大分銀行

4,644 2544210223 大分県 株式会社カワベ
再生可能エネルギーの増加に伴う送電線網整備事
業への部材（ゴム製品）供給事業の展開

大分県産業創造機構

4,645 2544210225 大分県 有限会社ひろせ水産
直結冷凍機式活魚タンク搭載車両導入による水産物
の遠距離輸送の効率化

大分銀行

4,646 2544210227 大分県 有限会社大野興業
木質バイオマスボイラー乾燥機の導入による事業拡
大と再生可能エネルギーの活用

大分県産業創造機構

4,647 2544210233 大分県 株式会社サラヴィオ化粧品
「皮膚・頭皮の診える化」サービスを付与した化粧品
販売システムの開発

中島誠税理士事務所

4,648 2544210234 大分県 株式会社江藤製作所
最新の円錐曲げローラー導入による競争優位の確
立と航空宇宙分野への新規参入

大分県産業創造機構

4,649 2544210235 大分県 株式会社クリア水産
全国へ向けて、九州の天然水産物を高安全性・高鮮
度で提供できる製造工程の確立

河野光雄

4,650 2544210237 大分県 有限会社新貝商店
里山資源（未利用広葉樹、竹等）の地域内高付加価
値循環モデルの構築

大分銀行

4,651 2544210238 大分県 株式会社大川技研
超音波と画像処理を用いた、非破壊検査用の高速・
高密度な自走式連続肉厚測定機の開発

大分県産業創造機構

4,652 2544210239 大分県 株式会社オモテ
高速・高精度加工機導入による、高付加価値の創造
と収益性の向上

大分みらい信用金庫

4,653 2544210241 大分県 株式会社愛商大分
金網溶接機導入による製造リードタイムの短縮化事
業

伊予銀行

4,654 2544210247 大分県 山正機械株式会社
高剛性、高精度ＣＮＣ旋盤加工による自動車関連部
品の生産ライン機械用特殊部品の製作

大分銀行

4,655 2544210248 大分県 ヤマキ株式会社
地域小売店による買い物難民対策・移動販売サポー
ト

大分商工会議所

4,656 2544210249 大分県 大分プラント工業株式会社
鉄骨加工用最新式溶接ロボット導入による生産性向
上・作業者の負担低減の実現

大分銀行

4,657 2544210250 大分県 株式会社レゾネイト
「久住高原×炭酸泉×地元食材」を活用したダイエッ
ト型ヘルスツーリズム商品の事業化

大分県産業創造機構

4,658 2544210254 大分県 株式会社長尾製作所
革新的自動溶接技術の確立及び設備導入による企
業競争力強化と新規分野参入

大分県産業創造機構

4,659 2544210257 大分県 株式会社戸高製作所
多国言語対応の旅客船向け運航情報提供設備の開
発

大分銀行

4,660 2544210259 大分県 有限会社共立精巧
高性能精密加工機（２機）導入による最適生産体制
構築と事業拡大

大分県産業創造機構

4,661 2544210263 大分県 株式会社長浦製網所
ラッシェル編網機導入による環境への負荷が少なく
信頼性の高い安全ネットの製造

大分県産業創造機構

4,662 2544210266 大分県 株式会社フクミヤ電子 『ダイバースーツ用ウォーマーの試作開発』事業 日出町商工会

4,663 2544210278 大分県 有限会社田中醤油店
大分県産農産物を使った調味料ブランドの開発・販
路開拓のための設備投資

大分みらい信用金庫

4,664 2544210279 大分県 株式会社なる良
カーテンの「形状記憶加工機」導入による生産性向上
について

伊予銀行
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4,665 2544210300 大分県 有限会社コトブキヤ文具店
アートの価値を高める額装をシミュレ－ションシステ
ムで実現する製造・販売事業

大分信用金庫

4,666 2544210302 大分県 ゴールドプランニング株式会社
中小零細飲食店向け差別化された業務用冷凍餃子
を開発及び、卸売事業

税理士法人ＡＣＳ

4,667 2544210307 大分県 株式会社大廣製作所
手作業による裁断加工工程を機械加工とすることで
納期短縮、生産能力向上、コスト削減を図る事業

堀田会計事務所

4,668 2544210309 大分県 合名会社まるはら
新発酵液体調味料に対応した少量多品種・クリーン
化の高機能充填機の導入

福岡銀行

4,669 2544210312 大分県 株式会社やまろ渡邉
大分県産魚を活用したファストフィッシュ等の新商品
開発

佐伯市あまべ商工会

4,670 2545210175 宮崎県 株式会社井崎製作所
ファイバーレーザー溶接機を導入し溶接技術高度化
による受注拡大を図る

公益財団法人宮崎県産業振
興機構

4,671 2545210176 宮崎県 大淀開発株式会社
ばいじん（産廃）有効利用による土木建設資材開発
共同研究事業

宮崎銀行

4,672 2545210179 宮崎県 株式会社鹿島園本舗
多機能設備の新製造ラインが実現する地元発着型
商品の販路拡大

商工会県北経営支援セン
ター

4,673 2545210180 宮崎県 株式会社ノムラ
化粧品用充填機の導入による生産性の向上及び大
量発注への対応

宮崎太陽銀行

4,674 2545210183 宮崎県 ヤマエ食品工業株式会社
業務用商品の容器見直しによる品質向上と販路拡大
計画

宮崎銀行

4,675 2545210184 宮崎県 サンヨー食品株式会社
お節料理、割烹料理等の需要に対する広範囲の食
材供給を実現する事業

折田武尚税理士事務所

4,676 2545210186 宮崎県 株式会社奈良鐵工
３次元ＣＡＤと自動切断・加工機の導入によるプラント
製造効率化とコスト削減

宮崎信用金庫

4,677 2545210187 宮崎県 株式会社ウイント
３Ｄ造形システムを活用した試作品の短納期化と開
発力強化

宮崎銀行

4,678 2545210188 宮崎県 千徳酒造株式会社 最新鋭生産設備導入による生産工程の高効率化 宮崎銀行

4,679 2545210190 宮崎県 有限会社シンワ鐵工
溶接ロボット設備導入により、受注物件増加に対応し
た生産体制強化

宮崎銀行

4,680 2545210191 宮崎県 吉玉精鍍株式会社
めっき生産ライン付帯設備の最新設備への更新によ
る生産体制の強化と品質向上

公益財団法人宮崎県産業振
興機構

4,681 2545210194 宮崎県 有限会社伊地知鉄工所
ネットワーク対応型プレス機械の導入による生産性
のアップ

日南商工会議所

4,682 2545210196 宮崎県 有限会社別府金物店
廃棄物石膏ボードの加熱処理による土壌改良・固化
剤製造の再資源化事業

宮崎太陽銀行

4,683 2545210197 宮崎県 猪塚水産
微細商品の色彩選別機能強化による高付加価値化
事業

串間商工会議所

4,684 2545210198 宮崎県 株式会社アシストユウ
３Ｄプリンタ－を活用した設計試作短納期化とユ－ザ
ニ－ズへの提案力強化

商工組合中央金庫

4,685 2545210202 宮崎県 五ヶ瀬ワイナリー株式会社
夕日の里でつくる五ヶ瀬町産１００％！スパークリン
グワイン開発

五ヶ瀬町商工会

4,686 2545210205 宮崎県 黒木工作所
複合加工機導入による加工技術の高度化及び生産
リードタイム短縮の実現

木城町商工会

4,687 2545210208 宮崎県 株式会社松長鐵工
最新剛健ＮＣフライス盤導入による大型製品への対
応、及び生産効率向上による受注増の実現

延岡信用金庫

4,688 2545210211 宮崎県 道本食品株式会社 個包装技術を応用した少量で簡便な新商品の開発 田野町商工会

4,689 2545210215 宮崎県 株式会社おぐら 宮崎郷土の味、おぐらの味を全国へ！
税理士法人馬服＆パート
ナーズ

4,690 2545210216 宮崎県 有限会社ヤマショウ木材
生産性向上を図り短納期化を実現し競争力を強化す
るための設備導入

野尻町商工会
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4,691 2545210217 宮崎県 株式会社モリタ
小型樹脂成形機導入による医療関連部品の最適生
産環境整備

田野町商工会

4,692 2545210219 宮崎県 株式会社ＨＤＳ
航空機部品加工の生産性向上と短納期対応及び他
分野進出の為の製造技術の確立

宮崎銀行

4,693 2545210221 宮崎県 株式会社アキタ製作所
マシニングセンター導入による機械部品加工のコスト
ダウン及び設計力向上の実現

伊地知経営研究所

4,694 2545210222 宮崎県 有限会社道前商店
急速冷凍機能を付加することで大容量冷凍庫を保有
する強みをビジネスで生かせる事業

門川町商工会

4,695 2545210223 宮崎県 デンタル・セラミック・井戸川
歯科技工作業コストの削減と加工精度保持により他
社と差別化を実現する事業

宮崎銀行

4,696 2545210225 宮崎県 株式会社押川春月堂本店
県内産フルーツを利用したフレッシュなジェラート製造
と従来販売網への展開事業

川南町商工会

4,697 2545210226 宮崎県 株式会社佐藤興業 竹酢液による新たな機能性を持った入浴剤等の開発 高千穂町商工会

4,698 2545210227 宮崎県 株式会社宮崎南印刷
最新オンデマンド印刷機で自費出版・電子書籍の小
ロット市場を創出し、需要を拡大する。

商工組合中央金庫

4,699 2545210228 宮崎県 有限会社モトショップウイリー
高精度５軸加工機を活用した二輪自動車部品の加
工技術向上及び価格競争力強化の実現

宮崎商工会議所

4,700 2545210230 宮崎県 有限会社輝龍
国内唯一のミミズ酵素とバクテリアを用いた免疫効果
増進の添加物の製造設備を導入し、大量生産・品質
向上・安定供給の達成

森川洋昭税理士事務所

4,701 2545210235 宮崎県 有限会社九南サービス
食品加工所の新設による新商品開発と製造、発送体
制の整備

宮崎銀行

4,702 2545210240 宮崎県 海晴機械株式会社 自動加工機導入による短納期化 芝誠税理士事務所

4,703 2545210244 宮崎県 宮崎キャビア事業協同組合
インキュベーター等を活用した熟成キャビア量産化の
実現

宮崎商工会議所

4,704 2545210245 宮崎県 宮崎デリカフーズ株式会社
鶏卵加工品の多品目化を実現することにより経営安
定化を図る事業

川南町商工会

4,705 2545210247 宮崎県 日玉中華食品株式会社
「焼き菓子」製造をＩＳＯ２２０００：２００５要求に基づき
自動化する。

宮崎太陽銀行

4,706 2545210248 宮崎県 有限会社大塚園
お茶商品の自家加工販売割合の向上による経営拡
大事業の実現

川南町商工会

4,707 2545210257 宮崎県 ヒラサワプレシジョン株式会社 ５軸加工による車載コネクタ金型のコストダウン 城寛税理士事務所

4,708 2545210258 宮崎県 有限会社セイブ
自動裁断工程の前段工程設備増強による女性の労
働環境改善および生産性向上

宮崎銀行

4,709 2545210270 宮崎県 株式会社北浦あげみ
長年の蒲鉾技術と形成機の機能を合わせた、新特産
商品開発及び生産性向上事業

延岡信用金庫

4,710 2545210271 宮崎県 株式会社光洋
九州初の高精度・高速制御の大型縫製設備を活用し
た短納期、生産能力増大の実現

商工組合中央金庫

4,711 2545210284 宮崎県 有限会社富士食品
独自の和菓子製造技術を活用したキャラクター商品
製造の販売実現事業

神中弘臣税理士事務所

4,712 2545210288 宮崎県 ケンコー食品工業株式会社
新商品開発と既存商品の品質向上を目的としたレト
ルト食品生産ラインの導入

宮崎銀行

4,713 2545210291 宮崎県 株式会社ニチワ
高剛性・高精度ＣＮＣ旋盤導入により金型製作の加
工時間短縮・内製化による収益向上

公益財団法人宮崎県産業振
興機構

4,714 2545210296 宮崎県 ウッドエナジー協同組合
既存事業の鉋屑利用で地産地消型の木質燃料（ペ
レット）製造・販売

南郷町商工会

4,715 2545210300 宮崎県 有限会社前田包装容器
小ロット・短納期で市場ニーズに対応できる商品パッ
ケージと販促品用印刷物の製造

宮崎商工会議所

4,716 2545210302 宮崎県 堀工業有限会社
自動化と熟練技術との融合によるクリーン分野産業
の生産力の向上

門川町商工会
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4,717 2545210306 宮崎県 株式会社フジキン
高精度曲げ加工機と加工ソフトの導入による生産性
向上と高品質化の実現

南日本銀行

4,718 2545210312 宮崎県 株式会社バクティ 食品用木箱の製造に必要な設備機器の導入 林税理士事務所

4,719 2545210313 宮崎県 西南電気株式会社
ＯＢ技術者の雇用延長と技術力活用を実現する　測
定計器校正事業の本格展開

宮崎銀行

4,720 2545210318 宮崎県 株式会社キレートジャパン
フリーズドライ製法を活用した安心・安全な基礎化粧
品の開発事業

富田会計事務所　富田健司

4,721 2545210319 宮崎県 泰誠工業株式会社
高精度複合加工機を導入による生産工程の合理化
と品質向上

鹿児島銀行

4,722 2545210320 宮崎県 おたに家株式会社
焙煎と乾燥技術を活用した高千穂産農産物一次加
工品の取引拡大

高千穂町商工会

4,723 2545210321 宮崎県 株式会社豊中ホット研究所
低ＶＯＣ塗装用・超高圧ナイロンホース大口径化のた
めの押出成形機導入

りそな銀行

4,724 2545210328 宮崎県 ゴールド工業株式会社
薄肉、軽量プラスチック製品の量産に向けた外観画
像検査装置付、自動超音波溶着・組立装置の開発

尼崎信用金庫

4,725 2545210334 宮崎県 有限会社郡鉄工所
高速、高精度マシン導入による、製造ラインの生産性
向上の効率化

宮崎太陽銀行

4,726 2546210223 鹿児島県 サンコーテック株式会社
プラスチック異形押出成形品の精密加工および高水
準品質保証の確立

株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

4,727 2546210225 鹿児島県 日水電気化学工業株式会社
クロム酸メッキ工程の生産性向上と受注獲得に向け
た自動メッキラインの導入

一般社団法人鹿児島県中小
企業診断士協会

4,728 2546210227 鹿児島県 株式会社ＦＣ技研
三次元測定器導入による短納期化と受注拡大の実
現

鹿児島相互信用金庫

4,729 2546210228 鹿児島県 永良部ガス事業協同組合
集中監視システムのブラッシュアップよる見守りサー
ビスの高付加価値化と事業分野拡大

鹿児島県商工会連合会

4,730 2546210232 鹿児島県 有限会社大成畜産
自社ブランド「やごろう豚」と天然塩と天然香辛料だけ
の手作りハム・ウィンナー類の製造

鹿児島県商工会連合会

4,731 2546210234 鹿児島県 株式会社内野ケルン
車載エンジン用シールドパッキン（ガスケット）金型の
試作及び生産プロセスの確立

南日本銀行

4,732 2546210236 鹿児島県 株式会社タイガー奄美
自動車エンジンボルト製作金型用エジェクタピン製造
工程の効率化

三井住友銀行

4,733 2546210239 鹿児島県 有限会社ナンカ
大型ＬＥＤディスプレイ筐体開発に伴う作業改善によ
る製造力強化

鹿児島県商工会連合会

4,734 2546210241 鹿児島県 有限会社牧之原鉄工
Ｈ形鋼自動開先加工機の導入による作業効率の向
上とディーセントワークによる人材育成事業

鹿児島県商工会連合会

4,735 2546210244 鹿児島県 有限会社かねしょう水産
先進乾燥技術を用いた魚食推進のための丸干しレン
ジアップ商品開発

阿久根商工会議所

4,736 2546210247 鹿児島県 鹿児島精機株式会社
ＣＮＣ複合旋盤機導入による加工コスト削減・生産性
向上

鹿児島銀行

4,737 2546210250 鹿児島県 竹下たたみ・ふすま店
高齢者家庭用及びペット愛好家向けの機能性畳の開
発と販売事業

鹿児島県商工会連合会

4,738 2546210255 鹿児島県 三好産業株式会社
『「間伐材」の再利用によるクリーンエネルギー活用
への取組み』

商工組合中央金庫

4,739 2546210256 鹿児島県 有限会社ファン・テック
多数個製作部品の生産性向上と短納期化の実現に
よる事業拡大

霧島商工会議所

4,740 2546210257 鹿児島県 ワールド工業株式会社
新型５軸マシニングセンタ導入による金型製作の納
期短縮と競争力強化

株式会社エフアンドエム

4,741 2546210260 鹿児島県 有限会社西田竹材工業所
レーザー加工機導入による新製品製造及び作業工
程の効率化

鹿児島県商工会連合会

4,742 2546210262 鹿児島県 株式会社富士工業所
最新鋭溶接システムによる、高品質化と生産性向上
で技術力・競争力をつける計画

鹿児島銀行
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4,743 2546210263 鹿児島県 株式会社井川産業
製品の微小化と歩留まり向上を目的とした真球シラ
ス製造装置の試作開発

鹿児島信用金庫

4,744 2546210264 鹿児島県 株式会社ＦＴＨ
農薬を使用しない環境に優しい苗類・果物等の病害
虫防除装置の試作．開発

商工組合中央金庫

4,745 2546210266 鹿児島県 テックス株式会社
多様化する表面処理市場ニーズを捉えた効率的部
品洗浄工程の確立

鹿児島銀行

4,746 2546210267 鹿児島県 松本商会株式会社
ペットボトルキャップ再生拠点の増設による収益の拡
大

鹿児島県商工会連合会

4,747 2546210268 鹿児島県 有限会社はじめ商事
大島紬の製造技術を応用した広巾裂き織り生地の試
作開発と市場開拓

奄美大島商工会議所

4,748 2546210274 鹿児島県 株式会社青友社
デザイナー主導によるローコストオーダーメイド家具
製造の為の設備導入

佐藤哲郎税理士事務所　佐
藤哲郎

4,749 2546210276 鹿児島県 株式会社太洋花火
デジタル点火器及び専用システム増設による花火大
会イベント事業拡大

川﨑公認会計士事務所　川
﨑孝雄

4,750 2546210277 鹿児島県 株式会社河内源一郎商店
自動製麹装置の大型装置化への対応と安価に製造
する機械の導入

鹿児島県商工会連合会

4,751 2546210278 鹿児島県 株式会社飯塚製作所
２軸型ＣＮＣ旋盤の導入による自動車・建機用部品等
の生産能力向上計画

株式会社エフアンドエム

4,752 2546210281 鹿児島県 有限会社マルチョウ
焼津式乾燥機の導入による鰹残さいの商品化の開
発と市場開拓

立石長男税理士事務所　立
石長男

4,753 2546210283 鹿児島県 きくなが動物病院
動物病院による再生医療とオゾン療法を用いた南九
州初の総合アンチエイジングサービスの提供

Ｋ－ＯＦＦＩＣＥ　角幸憲

4,754 2546210292 鹿児島県 株式会社クリエート技研
複合加工機導入による次世代自動車試作開発部品
の高精度加工技術の確立

川内商工会議所

4,755 2546210310 鹿児島県 マトヤ技研工業株式会社 水圧式豚枝肉用自動背割り機の開発 鹿児島相互信用金庫

4,756 2546210311 鹿児島県 カクイ株式会社
油流出等による環境汚染拡大を阻止する為、高性能
油吸着材を開発する。

鹿児島銀行

4,757 2546210314 鹿児島県 有限会社山吉國澤百馬商店
地域農家の規格外野菜を使用した野菜ダシパックの
製造

宇都宮税理士事務所　宇都
宮弘一

4,758 2546210315 鹿児島県 有限会社入木田鐵工
自動供給連続穴明切断複合加工機導入で増産体制
を構築し競争力強化を図る

南日本銀行

4,759 2546210316 鹿児島県 小脇製作所
新たな加工設備の導入による生産性と品質の向上
及び加工技術の高度化

鹿児島県商工会連合会

4,760 2546210326 鹿児島県 東フロコーポレーション株式会社
計測設備の新設改良におけるコスト削減及び計測精
度向上

鹿児島銀行

4,761 2546210328 鹿児島県 みずぐち歯科クリニック
ＣＡＤ／ＣＡＭシステムによるセラミックス素材を用い
た治療修復物の即日提供の実現

鹿児島県商工会連合会

4,762 2546210331 鹿児島県 株式会社信栄製作所
超硬合金素材製造の内製化率向上と材料粒径管理
による品質向上

アマヤ・パートナーズ税理士
法人

4,763 2546210333 鹿児島県 株式会社モダン薩摩
『真葛焼の浮彫技術復活と白薩摩焼のもつ伝統文化
との融合へのチャレンジ』

鹿児島銀行

4,764 2546210334 鹿児島県 有限会社丸八水産
地元地域資源のハモを使った新たな冷凍食品の開
発と販売事業

鹿児島県商工会連合会

4,765 2546210336 鹿児島県 有限会社徳重製菓とらや
薩摩伝統菓子「かるかん」自動ライン化による食品製
造環境の整備

商工組合中央金庫

4,766 2546210337 鹿児島県 有限会社カーセンター大隅
鈑金塗装設備導入によるトータルカーライフサービス
体制の確立

鹿児島県商工会連合会

4,767 2546210343 鹿児島県 吉村醸造株式会社
新火入れ装置の導入による品質の安定化と『甘口の
おいしい減塩醤油』の新商品開発

鹿児島県商工会連合会

4,768 2546210345 鹿児島県 株式会社黒松製材建設
住む人に優しい健康志向のフローリング材の製造と
販売事業

一般社団法人宮崎県中小企
業診断士協会
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4,769 2546210351 鹿児島県 下茂製作所
家業から企業へ、最新ＭＣで次世代へ向けた事業体
制構築

出水商工会議所

4,770 2546210354 鹿児島県 アサダメッシュ株式会社
変換効率の高い次世代型太陽電池セルを製造する
スクリーン印刷技術の開発

税理士法人日野上総合事務
所　日野上達也

4,771 2546210355 鹿児島県 有限会社島田屋
「出汁の王国・鹿児島」発信の新商品を地域産業資
源を活用して開発

鹿児島商工会議所

4,772 2546210357 鹿児島県 有限会社森田建具
日本の伝統的木工技術「組子」を用いた肖像画及び
大島紬とのコラボ商品の開発

奄美大島商工会議所

4,773 2547210179 沖縄県 株式会社バースデイ
中学イーラーニング　コンテンツとシステムの充実
～公教育導入へ～

沖縄銀行

4,774 2547210182 沖縄県 有限会社吉田開発
沖縄の泥土に対応した省エネ・排ガス軽減型、改良
土生産技術開発

金城弘明税理士事務所

4,775 2547210186 沖縄県 長嶺電機株式会社
高性能なＮＣ形鋼加工機を導入し、形鋼材製品の製
造革新と新開発

琉球銀行

4,776 2547210189 沖縄県
デュアル・アイ・ティー株式会社
株式会社ワイズライン

ＢＩＭ－ＣＡＤ設計業務のワンストップ連携処理システ
ムの共同構築

那覇商工会議所

4,777 2547210190 沖縄県 株式会社マグナデザインネット
携帯電話の品質向上に貢献する新通信規格対応小
型スキャナ装置の開発

公益財団法人沖縄県産業振
興公社

4,778 2547210191 沖縄県 合同会社沖縄ドライエイジング
経産牛等の付加価値向上とブランディングによる新
規マーケット創出

大嶺中小企業診断士事務所
大嶺眞

4,779 2547210193 沖縄県 株式会社マリヤ乳業
”溶けにくいアイスクリーム”と地域資源を活用したア
イスクリームの開発

石垣市商工会

4,780 2547210194 沖縄県 株式会社ポリモーフ
保育園向けクラウドコミュニケーションサービスの構
築

琉球銀行

4,781 2547210195 沖縄県 株式会社トリム
焼成炉におけるバーナー燃焼能力改善システム装置
の設置事業

沖縄銀行

4,782 2547210196 沖縄県 株式会社ニチハン繊維
ＣＡＭ（自動裁断機）の導入で高品質商品製造や生
産性向上で雇用拡大に繋ぐ

商工組合中央金庫

4,783 2547210197 沖縄県 株式会社フジタカクリエイション
スクリーン、インクジェット同時印刷による、商品力向
上の設備導入

西村眞一

4,784 2547210202 沖縄県 株式会社たみくさ
ダブルジェラートのカップ化並びに品質向上・量産体
制の確立

うるま市商工会

4,785 2547210205 沖縄県 南部オガ粉生産事業協同組合
廃木材の再利用、生産機械設備、工場内製造環境
の改善事業

琉球銀行

4,786 2547210217 沖縄県
農業生産法人株式会社熱帯資源
植物研究所

減圧平衡発熱乾燥法による農作物の機能性付加構
築と試作品開発

佐藤晃史税理士事務所

4,787 2547210218 沖縄県 株式会社ＡＶＳＳ
感染予防効果のある天然食材を含む新規機能性飲
料等の開発

今村茂雄

4,788 2547210219 沖縄県 有限会社宮城菓子店
地域資源素材入りチョコレート菓子製品の開発と生
産効率化

石垣市商工会

4,789 2547210220 沖縄県 石垣島ビール株式会社
冷却システムの複合化・重層化によるビール製造ラ
インの高度化及びリスクマネジメント

石垣市商工会

4,790 2547210221 沖縄県
コーラルインターナショナル株式会
社

原料産地離島製造工場の充填計量機導入による生
産力の向上計画

辻・本郷税理士法人　本郷孔
洋

4,791 2547210225 沖縄県 和洋菓子の店ふくや
うるま市ＰＲに伴う「うるま市キャラクター菓子」の試作
開発

沖縄銀行

4,792 2547210230 沖縄県 有限会社プティ・フール
パン製造の新規製造設備導入に伴う作業効率の改
善と販路開拓事業

うるま市商工会

4,793 2547210233 沖縄県 有限会社エム・ティー・シー
逆浸透膜の機能維持技術の高度化とコンパクト化水
処理装置の開発

沖縄銀行

4,794 2547210235 沖縄県 株式会社エコライフビジョン
浄水器大量生産対応に向けた多様な中空糸膜製造
手法の開発

宜野湾市商工会
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4,795 2547210243 沖縄県
サイオンコミュニケーションズ株式
会社

オムニチャネル型クラウドコミュニケーションプラット
フォーム開発

金城達也税理士事務所

4,796 2547210244 沖縄県 株式会社沖縄工芸村
琉球ガラスの新デザイン、耐熱ガラスの新開発をす
る為の電気窯導入。

公益財団法人沖縄県産業振
興公社

4,797 2547210245 沖縄県 ６７ａｎｄパートナーズ合同会社
ソーシャルを活用した個人間レンタルマッチサービス
のモデル化

本永敬三公認会計士・税理
士事務所

4,798 2547210246 沖縄県
農業生産法人株式会社クックソニ
ア

ドライベジタブル用真空フライヤー導入による規格外
野菜の有効活用

沖縄銀行

4,799 2547210249 沖縄県 株式会社レキオス
情報配信と入退管理ができる集合住宅向け通信機
器Ｌビーコン開発

琉球銀行

4,800 2547210251 沖縄県 有限会社東和
電気自動車を利用したＶｔｏＨ及びＨＥＭＳ連動型のエ
ネルギーサービス提供事業

沖縄銀行

4,801 2547210253 沖縄県 株式会社沖縄計測
陸上用磁気探査機器の内部回路並びに外装の高精
度・最適化

沖縄銀行

4,802 2547210254 沖縄県 株式会社アルマリゾート 「もとぶ香ネギそば」冷凍麺の熟成技術開発など 本部町商工会

4,803 2547210257 沖縄県 株式会社ＤＥＮＴ－ＥＡＳＥ
歯科技工のデジタル化と新素材を用いた安全で審美
的な商品の開発

沖縄商工会議所

4,804 2547210260 沖縄県 有限会社徳村食品
深搾り真空包装機・自動計量機の導入による生産体
制の強化

名護市商工会

4,805 2547210263 沖縄県 株式会社アイティオージャパン
顧客データ利活用による商新品開発と生産管理の徹
底

沖縄銀行

4,806 2547210265 沖縄県 有限会社勝山シークヮーサー ホモジナイザーを活用した高品質な新商品開発事業 名護市商工会

4,807 2547210268 沖縄県 沖縄パウダーフーズ株式会社
１００ｋｇ以下の原料を効率的に処理できる粉末乾燥
装置の開発

大城眞徳

4,808 2547210271 沖縄県 有限会社沖縄建装工業
沖縄の廃棄物赤瓦等を用いて景観塗材、遮熱塗材
等の研究開発

儀間常貞

4,809 2547210274 沖縄県 有限会社サイエンス・ソフトウェア
沖縄県北部地域の「地域資源・観光資源」の低価格
情報発信サービス

名護市商工会

4,810 2547210276 沖縄県 株式会社ポイントピュール 市場開拓を目的とした新製造ライン構築事業 久米島商工会

4,811 2547210281 沖縄県 有限会社與那嶺商会
久米島の特産物を用いた「久米島特産品煎餅シリー
ズ」の開発販売

琉球銀行

4,812 2547210282 沖縄県 有限会社クイックデリバリー
完全成果報酬連動型出版物の全国展開へ向けたビ
ジネスについて

沖縄銀行

4,813 2547210285 沖縄県 株式会社リ・インベンション
ＨＭＤ用コンテンツ評価技術の研究と評価アプリケー
ションの開発

那覇商工会議所

4,814 2547210295 沖縄県 アクシオへリックス株式会社
多機能センサーによるセキュアな遠隔見守り監視シ
ステムの開発

比嘉孝明

4,815 2547210297 沖縄県 株式会社うちなーファーム
選果機による品質向上、生産拡大と糸満ブランドマン
ゴーワインの開発

税理士荒巻政文事務所

4,816 2547210307 沖縄県 株式会社ケラマブルー
三世代が一緒に参加できる足で漕ぐカヤックを使った
マリン観光事業

座間味村商工会

4,817 2547210309 沖縄県 株式会社マーミヤ
沖縄地域資源の地魚（マグロ）等１００％のかまぼこ
加工の為の新機械設備の導入

石垣市商工会

4,818 2547210311 沖縄県 株式会社沖縄海上飛行機開発
複合材弾性構造を利用した高耐波性水上飛行機用
フロートの開発

沖縄銀行
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