
（受付番号順）

受付番号 都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

1 01210218 北海道 株式会社森機械製作所 高速マシニングセンタ導入により低価格製品の生産 佐呂間町商工会

2 01210219 北海道 有限会社石井鉄工場 「コンピューター制御自動積み込み大根収穫ロボット」 旭川信用金庫

3 01210220 北海道 株式会社三由農機製作所 CNC旋盤導入による切削加工の高度化 北海道銀行

4 01210221 北海道 株式会社タイヨー製作所 衛生的再生機能を有する連続式食品ダイスカッターの開発 奥山昌弘税理士事務所

5 01210222 北海道 株式会社シティ・サービス
高品質なリサイクルペレット製造に向けたプラスチック押出機タンデム化
事業

朝日税理士法人

6 01210223 北海道 正和電工株式会社 移動可能な「駆除シカの分解処理装置」の開発と試作 北海道銀行

7 01210224 北海道 伊藤製缶工業株式会社 プラズマ自動切断機導入による生産効率向上とコスト競争力強化 北洋銀行

8 01210225 北海道 サンマルコ食品株式会社 原料馬鈴薯の洗浄選別処理における品質向上と省力・省資源化事業 北洋銀行

9 01210239 北海道 株式会社道央メタル 異材溶接技術を活用した、カートリッジ式濾過フィルターの試作開発 北海道銀行

10 01210244 北海道 旭イノベックス株式会社 パネルヒーターの梱包材自動加工機の開発と導入
北海道中小企業総合支
援センター

11 01210247 北海道 伸和機型株式会社 型製造の「工程省略化によるローコストシステム」構築事業 北洋銀行

12 01210249 北海道 株式会社池田歯車製作所 歯車精度測定機のソフトユニット改造 北洋銀行

13 01210252 北海道 株式会社田中工業
鋳造製品の高品質化及び高効率生産のための「コンカレント生産システ
ム」構築事業

北海道中小企業総合支
援センター

14 01210253 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金型開発と最新電気保持炉導入によ
る試作開発

北海道銀行

15 01210255 北海道 ウエハラ産業株式会社
鉄骨用高低速ショットブラスト装置導入により「長期耐久性塗膜の向上」
に対応するとともに、取引先からの低価格化、短納期化のニーズに応え
ることによる事業規模の拡大

室蘭信用金庫

16 01210256 北海道 有限会社装研産業 災害派遣用・被災者支援用太陽光発電テントの試作開発
北海道中小企業総合支
援センター

17 01210257 北海道 株式会社竹原鉄工所
鉄骨製品製造工程の生産力増強に向けての先進製造設備導入による
高度生産ラインの構築

佐藤友昭税理士事務所

18 01210258 北海道 株式会社土谷製作所 酪農設備の異常監視および貯乳量等の遠隔監視システムの開発 北洋銀行

19 01210259 北海道 株式会社北日本工業所 ワイヤーメッシュ技術向上のための設備導入計画 北陸銀行

20 01210260 北海道
オホーツク・ショコラッティエ株
式会社

地域特産物を利用したチョコレート生産の小規模工場システムの開発と
新製品の試作

砂原政広

21 01210262 北海道 株式会社アンタス
野生動物の行動把握調査を大幅に省力化する映像スマートロガーの試
作開発

北海道中小企業総合支
援センター

22 01210263 北海道 株式会社電通システム
「老人ホーム向け簡易取付型・安否確認小型無線センサーユニット開
発」

北洋銀行

23 01210266 北海道 サンプラント有限会社 植物工場による高機能性スプラウトの安定生産システムの開発 札幌信用金庫

24 01210267 北海道 渡島冷蔵株式会社
噴火湾産未利用バイオマスを用いた低コスト高歩留り魚肉加工素材の
製造

渡島信用金庫

25 01210269 北海道 株式会社サンテック
切削加工技術の高度化による製材加工機械部品の小口・短納期生産
化に向けた生産プロセスの強化

旭川信用金庫

26 01210276 北海道 ノブタ農機株式会社
オーダーメイド型選別機の開発と短納期化のためのＮＣプレスブレーキ
の導入

帯広信用金庫

27 01210277 北海道 有限会社佐久間鉄工
高性能バンドソーマシン導入による切削技術の高度化と生産リードタイ
ムの短縮

室蘭信用金庫

28 01210278 北海道 株式会社Trees Network
医療MRI室向け電磁シールド機能を有する窓及び自動ドアの試作品開
発

北洋銀行
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29 01210279 北海道 オサダ農機株式会社
「金庫型熱風焼付乾燥炉」の導入による生産効率性の向上と塗装作業
環境の改善事業

北海道銀行

30 01210280 北海道
株式会社グローバル・コミュニ
ケーションズ

コンティニュア機器とデジタルペン対応小型サーバの機能を統合した、
医療・在宅連携を支援するサービス機器及び組込ソフトウェア開発

乙部町商工会

31 01210281 北海道 札幌高級鋳物株式会社
アルカリフェノール造型法、球形人工砂の活用と内部欠陥評価による耐
熱鋳鋼品の高品質化

北海道中小企業総合支
援センター

32 01210282 北海道
株式会社グリーン&ライフ・イノ
ベーション

乳牛の健康管理に役立つモニタリング機器の試作開発
北海道中小企業総合支
援センター

33 01210283 北海道 株式会社山下水産 二次発酵抑制による鮮度保持「本造り製法いずし」の試作開発 北海道銀行

34 01210285 北海道 北海教材木工株式会社
木工用レーザー彫刻機導入による生産体制の強化および製品の高付
加価値化

北見信用金庫

35 01210290 北海道 有限会社CAMセンター
ロボット制御用CAD/CAMソフト導入によるロボット制御プログラムの試
作開発および業種拡大

北洋銀行

36 01210291 北海道 北見情報技術株式会社
3Dプリンターを活用した低価格な小規模事業者向け複合型レジスター
の開発

北見信用金庫

37 01210292 北海道 寿機械株式会社
冷間プレス部品加工の短納期等を目的とした高性能マシニングセン
ターの導入

北洋銀行

38 01210293 北海道 グリーンテックス株式会社 未熟な堆肥を完熟堆肥にする『戻し堆肥用発酵促進剤』の試作開発 留萌信用金庫

39 01210294 北海道 株式会社北海道メタルアート 精密機械部品等をCNC自動旋盤機の導入による生産システムの革新 春野会計事務所

40 01210298 北海道 サンエイ工業株式会社 国際標準ISOBUSに対応したポテトハーベスターの試作開発 北海道銀行

41 01210301 北海道
株式会社札幌デンタル・ラボ
ラトリー

CAD/CAMを用いた保険歯科製品の鋳造プロセス構築及び歯科ネット
ワーク化

商工組合中央金庫

42 01210305 北海道 三和サービス株式会社 導入コスト削減と操作性向上を目指す懸架式散水ロボットの開発 北海道銀行

43 01210307 北海道 株式会社リナイス 鮭頭部表皮由来の皮膚型プロテオグリカン含有新規コラーゲンの開発 北洋銀行

44 01210308 北海道 十勝バイオ環境株式会社
畜産及び事業所排水処理の汚泥分離方式の改良及び連続処理装置の
開発

帯広信用金庫

45 01210309 北海道 日本動物特殊診断株式会社 乳牛用発酵飼料の品質管理の為の分析キット開発 北洋銀行

46 01210310 北海道 株式会社ケイ・アイ・ディ
高付加価値商品（ワサビ）の製造を行う省エネ型（雪冷房活用）植物工
場の開発事業

北洋銀行

47 01210314 北海道 空知単板工業株式会社
縦突きスライサーを用いた北海道産厚突き単板仕様フローリングの開
発

北洋銀行

48 01210318 北海道
北日本環境エナジー株式会
社

各種有機性廃棄物を混合処理する高効率メタン発酵前処理槽の開発 士幌町商工会

49 01210319 北海道 株式会社水野染工場
半纏（はんてん）染色のための厚地生地テキスタイルプリンターと生地
前処理剤の開発

北陸銀行

50 01210320 北海道 株式会社べつかい乳業興社 冷凍庫容量アップによるアイスクリーム等の冷凍商品の製造・販路拡大 大地みらい信用金庫

51 01210321 北海道 株式会社オーシャン 海外輸出向けラーメン商材の製造と物流プラットフォームの構築 北洋銀行

52 01210322 北海道 五嶋金属工業株式会社 高出力レーザ加工機導入による工程省略と生産リードタイムの短縮 室蘭信用金庫

53 01210323 北海道 清水鋼鐵株式会社 ビレット（鋼塊）質量管理精度向上を目的とした秤量機の設置 北洋銀行

54 01210324 北海道 システムバンク株式会社
スマートデバイス組み込みの看護師勤務表自動作成・管理システムの
開発

北洋銀行

55 01210327 北海道 有限会社ミヤタ技研工業
高性能NC旋盤導入による切削加工技術の高度化と生産リードタイムの
短縮

室蘭信用金庫

56 01210331 北海道 北海道内田鍛工株式会社
架線金物のプレス加工に於けるワーク搬送ロボットの導入によるコスト
低減

北海道銀行

57 01210336 北海道 株式会社總北海 PPフィルムの熱圧着による印刷物表面加工の内製化 川口幸三税理士事務所

58 01210337 北海道 ワコオ工業株式会社
大型プラントにおける高圧容器マンホール及び弁シール部の「自動切削
機」の開発

北洋銀行



59 01210338 北海道 株式会社残間金属工業
建築物の耐震化工法に係る技術導入による低コスト短納期化生産体制
の構築

釧路信用金庫

60 01210339 北海道 工房ペッカー
3D極彩色寄木技術を用いたインテリア製品の試作開発と新規市場の開
拓

北見信用金庫

61 01210340 北海道 株式会社石井鉄工 高性能レーザー加工機の導入による、高精度加工技術の確立
税理士法人小城会計事
務所

62 01210342 北海道 株式会社カンディハウス
特注家具製造ラインの増産・短納期化のための5軸制御NC加工機の導
入

税理士法人中央総合会
計

63 01210346 北海道 シオン電機株式会社 複数の自然エネルギーの高効率利用システム装置の商品開発 北洋銀行

64 01210347 北海道
寺岡ファシリティーズ株式会
社

太陽光発電自動ドアシステムの試作開発と実用化 北洋銀行

65 01210349 北海道 株式会社ホクドー ヒアルロニダーゼを用いたイヌ椎間板ヘルニア治療剤の開発 北海道銀行

66 01210350 北海道 株式会社三好製作所
保冷材とペルチェ冷却装置を用いた食品輸送用ハイブリッド保冷容器
の開発

室蘭信用金庫

67 01210351 北海道 SOCブルーイング株式会社 地場産の小麦「ハルユタカ」を活用したビールの生産力強化 札幌信用金庫

68 01210352 北海道 株式会社キメラ
高精度・高効率な燃料電池用セパレ－タ金型部品の切削技術・試作研
究開発

北海道中小企業総合支
援センター

69 01210355 北海道 J建築システム株式会社
住宅の省エネ化促進を目的に実施容易な新断熱診断システムの開発と
商品化

北海道銀行

70 01210357 北海道 草野作工株式会社
未利用バイオマスの微生物発酵による医療・化粧用バイオセルロース
シート（BC）の成型・加工技術の開発

北海道銀行

71 01210358 北海道 合同化成株式会社
チューブ特殊製袋機導入による多品種生産と短納期化体制構築の設
備投資

北洋銀行

72 01210359 北海道 トルク精密工業株式会社
自動車産業分野への参入促進に向けた低コスト・高信頼・高品質部品
製造システムの構築

北海道中小企業総合支
援センター

73 01210360 北海道 有限会社向畑製作所
金型製作の短納期化を目的とした新型ワイヤーカット放電加工機の導
入

札幌信用金庫

74 01210363 北海道 株式会社ヤマオ
北の「やまわさび」無添加生すりおろし加工の５倍生産増強設備の導入
による海外市場への進出

北海道中小企業総合支
援センター

75 01210365 北海道 株式会社ほんま 北海道産原材料使用低カロリー・健康志向あんドーナツ試作開発 北洋銀行

76 01210368 北海道 旭川機械工業株式会社
チップソーを用いた小型CNC木工旋盤の実用化に向けた開発及び生産
効率の向上

北洋銀行

77 01210369 北海道 株式会社いさみや 下面横式バンドソーを用いた省資源対応型家具の新規開発 旭川信用金庫

78 01210370 北海道 株式会社ノーザン
業界初ウッド融合型薄型LED発光文字サインの試作開発及びレーザー
カット超薄型LED文字の工期短縮化

商工組合中央金庫

79 01210372 北海道 有限会社アドナイ
ナチュラルチーズの新製品開発と生産能力強化を目的とした製造設備
の増設

北海道銀行

80 01210373 北海道 清水勧業株式会社
息や風、人などに反応して、ロウソクのように揺らぐＬＥＤ照明の事業化
開発

北洋銀行

81 01210374 北海道 株式会社菅製作所 原子層堆積装置の試作開発と成膜テストサービス事業 ZION株式会社

82 01210378 北海道 昭和木材株式会社 木造住宅構造軸材の加工の自動化 北陸銀行

83 01210383 北海道 有限会社ろまん亭 真空調理によるチョコレートラインナップの強化と海外輸出
税理士法人むらずみ総
合事務所

84 01210385 北海道 金滴酒造株式会社 高品質清酒醸造の為の製造設備の新規導入
税理士法人むらずみ総
合事務所

85 01210392 北海道 株式会社イークラフトマン
牛の体温データをリアルタイムに集配信するクラウド型データ管理シス
テムの開発

北洋銀行

86 01210393 北海道 株式会社ファイバーゲート
次世代通信規格対応WIFIルーターおよび高性能マーケティング機能を
実現する組込みソフトウェアの開発

札幌中央会計

87 01210394 北海道 有限会社サクラ工芸 紙器・段ボール什器の設計から量産までの短期化の実現
税理士法人むらずみ総
合事務所

88 01210395 北海道
株式会社ジーンテクノサイエ
ンス

抗体医薬品細胞株及び原薬の試作 北斗税理士法人



89 01210396 北海道 株式会社ズコーシャ タブレット端末による可変施肥制御用組み込み型ソフトウェアの開発 帯広信用金庫

90 01210400 北海道 株式会社C&R 管理型最終処分場におけるカルシウム含有浸出水処理技術の開発 厚真町商工会

91 01210404 北海道 株式会社だるま食品本舗
「たまふくら大豆」と「がごめ昆布」を活用した昆布納豆の試作開発及び
発酵条件と保存性の試験研究

北洋銀行

92 01210408 北海道 株式会社食の科学舎 セル技術製法によるピューレ少量生産工程の確立 藤本康男税理士事務所

93 01210410 北海道 株式会社エルムデータ 防災に向けた低ランニングコスト型大容量データ伝送装置の試作開発 北洋銀行

94 01210411 北海道 株式会社カネトイチ土門商店
身欠きニシンの長期保存技術と流通コスト低減、販路拡大ための試作
開発

小樽信用金庫

95 01210413 北海道 株式会社AEIINTERWORLD 北海道食材を活用した付加価値 加工食品製造の生産性強化 吉岡経営センター

96 01210415 北海道 株式会社トーワ建設 環境復元資材　新機能性土壌改良剤の研究開発、販売 旭川信用金庫

97 01210417 北海道 マルキ平川水産株式会社
輸出向け生ウニの鮮度向上による海外販路拡大のための先端加工技
術導入

近藤雄一税理士事務所

98 01210421 北海道 株式会社オノデラ
ポリカーボネート材の締結による除雪用プラウの機能性向上技術の試
作開発

旭川産業創造プラザ

99 01210425 北海道 株式会社新電機製作所
静電（帯電）式紛体塗装装置の導入による環境、作業効率の向上及び
収益現の多様化を目指す

室蘭信用金庫

100 01210426 北海道
株式会社GEL-Design
株式会社医学生物学研究所

未利用海藻ミルの培養技術確立と安定した機能性成分抽出法の確立 藤本康男税理士事務所

101 01210430 北海道 森産業株式会社
二次発酵工程の改善によるバーク堆肥製造安定性の向上及び高品質
化事業

士幌町商工会

102 01210431 北海道
株式会社バイオマスソリュー
ションズ

食品製造副産物を原料に製造した有機肥料の造粒化による高付加価
値化事業

北海道銀行

103 01210434 北海道 ジャパンアグリテック株式会社 新品種椎茸菌を用いた長期鮮度保持椎茸と機能性食品原料の開発 大林税理士事務所

104 01210436 北海道 角川建設株式会社 微生物を活用した汚水処理システムの試作開発 別海町商工会

105 01210439 北海道 株式会社美深振興公社 新規微生物・植物濾過法を用いた循環型チョウザメ陸上養殖 北洋銀行

106 02210068 青森県
株式会社ソルテック　青森工
場

射出成形技術の導入による微細化・高精度化に応える金型の製作 青森銀行

107 02210073 青森県 有限会社美豊　八戸事業所
最新鋭CNC旋盤の導入により、高付加価値化を目指す生産体制の確
立

公益財産法人21あおも
り産業総合支援セン
ター

108 02210076 青森県 かねさ株式会社 多様なニーズに対応するための顆粒味噌製造方法の開発
公益財産法人21あおも
り産業総合支援セン
ター

109 02210081 青森県 株式会社中屋敷建設 異型押出成形加工を可能とする炭素繊維強化PET樹脂の開発
公益財産法人21あおも
り産業総合支援セン
ター

110 02210082 青森県 有限会社石川工機
「医療・光学関連部品」のマシニング加工による微細・高面品位・深彫り
加工法及び治具の試作開発

青い森信用金庫

111 02210083 青森県 株式会社ピーシ－ブランド 小型製品用高機能表面塗装システムの試作開発
公益財産法人21あおも
り産業総合支援セン
ター

112 02210086 青森県 三浦建設工業株式会社 規格外鉄骨製品の生産性と品質向上の為の開先加工自動化事業
公益財産法人21あおも
り産業総合支援セン
ター

113 02210089 青森県
青森エコサイクル産業協同組
合

ホタテ貝殻と活性炭を用いた、VOC等吸着剤の開発
公益財産法人21あおも
り産業総合支援セン
ター

114 02210090 青森県
丸八鐵工建設株式会社　本
社工場

自動化推進で、受注競争力をUP！　～最新溶接ロボットによる納期短
縮と高品質安定化～

公益財産法人21あおも
り産業総合支援セン
ター

115 02210092 青森県 大青工業株式会社
冷涼な外気を活用した農産物貯蔵用外気補完ユニットの試作・フィール
ド試験

公益財産法人21あおも
り産業総合支援セン
ター

116 02210093 青森県
株式会社増子製作所　青森
工場

マイクロ流路チップ製造用高精度金型製作の設備導入と試作開発
公益財産法人21あおも
り産業総合支援セン
ター

117 02210094 青森県 株式会社ヒロタ
外注工程の自社化で「納期短縮」「低価格」のワンストップサービスの実
現

公益財産法人21あおも
り産業総合支援セン
ター

118 02210099 青森県 有限会社アップルウェザー
複合型環境センシング端末の試作開発と太陽光発電発電量予測システ
ムの構築

公益財産法人21あおも
り産業総合支援セン
ター



119 02210102 青森県 有限会社松野鉄工所 ステンレス製等高真空用部品の溶接技術の高度化と試作開発
佐々木徳先税理士事務
所

120 02210103 青森県 有限会社サンニサン プレスブレーキ導入による金属薄板製缶品製造能力の拡大 青森銀行

121 02210104 青森県 八戸酒造株式会社 濃醇極甘口低アルコール発泡清酒の試作開発
公益財産法人21あおも
り産業総合支援セン
ター

122 02210106 青森県 株式会社ANOVA 静電容量型タッチパネル用配線補助電極膜形成工程の生産性向上
公益財産法人21あおも
り産業総合支援セン
ター

123 02210108 青森県
株式会社ワールドコミュニ
ケーションズ

パソコン制御によるパソコンやテレビ等のHDMI映像切替機の試作開発
公益財産法人21あおも
り産業総合支援セン
ター

124 02210109 青森県
佐々木総業株式会社　バイ
オ・リサイクルセンター南郷

発酵工程を高精度化するための生産ラインの確立及び有機肥料の試
作開発

南郷商工会

125 02210111 青森県 有限会社ツカサ製作所 医療機械部品における新素材の加工技術の確立及び試作加工
公益財産法人21あおも
り産業総合支援セン
ター

126 02210113 青森県 青森環境開発株式会社 緊急誘導・スマートソーラー街路灯の試作開発 青森商工会議所

127 02210114 青森県
株式会社佐々木鉄工ベンディ
ング

免震ベースプレートの高精度化と低コスト化の両立による民間普及用免
震システムの試作開発

青森銀行

128 02210115 青森県 ハード工業有限会社
HVAF溶射装置の適正燃焼と皮膜の高品質化を実現する流量制御技術
の確立

商工組合中央金庫

129 02210116 青森県
シャラン　インスツルメンツ株
式会社

脆弱な結晶の精密特殊加工体制の確立 朝日ビジネスサービス

130 02210117 青森県 株式会社清藤木工 生活スタイル提案型「和イス」の開発
公益財産法人21あおも
り産業総合支援セン
ター

131 02210118 青森県 株式会社むつ家電特機 ホタテ貝耳吊り養殖用新穴あけ機の研究開発
公益財産法人21あおも
り産業総合支援セン
ター

132 02210120 青森県 有限会社三建プロジェクト パネルソー設置による木工製品生産能力の拡大 八戸商工会議所

133 02210124 青森県 有限会社名川製作所 表面実装関連設備導入によるプリント基板製作プロセス改善 近田雄一税理士事務所

134 02210125 青森県
並木精密宝石株式会社　青
森黒石工場

医療内視鏡用中空型マイクロ超音波アクチュエータの開発 みちのく銀行

135 02210128 青森県
株式会社永木精機　六ヶ所村
工場

自動検査・ハンドリング装置導入によるアースモールの生産性・品質向
上

公益財産法人21あおも
り産業総合支援セン
ター

136 02210129 青森県 山田板金工業株式会社 大型鋼製煙突の内製化と新ロール加工技術の開発及び高精度化事業 嶋谷税務会計事務所

137 02210130 青森県
株式会社遠山工業　黒石工
場

金属プレス加工法による厚板材の効率的な大量生産技術の開発
公益財産法人21あおも
り産業総合支援セン
ター

138 03210087 岩手県 株式会社釜石電機製作所
溶射法による光触媒技術を活かしたメンテナンスサービスビジネス構築
の為の製品の試作開発

岩手銀行

139 03210089 岩手県 工藤建設株式会社 小風力専用の縦軸型風力発電装置の実証開発 東北銀行

140 03210091 岩手県 株式会社シグマ製作所 高効率ドラムクーラー導入による鋳造品の生産性向上と不良率低減 岩手銀行

141 03210094 岩手県 有限会社みちのくマシナリー
高精密・高表面性状部品の製造技術確立と少量多品種生産対応による
他産業分野参入

及川哲也

142 03210095 岩手県 株式会社及精鋳造所 熱風装置付加キュポラ溶解による高強度鋳鉄の生産プロセス強化 商工組合中央金庫

143 03210097 岩手県 株式会社ヒラガ
少落差・少流量における高回転・高トルク水車型小水力発電装置の開
発

及川哲也

144 03210098 岩手県 株式会社セキエイ 自動車用長尺部品の開発から量産に向けた加工機の導入 北日本銀行

145 03210105 岩手県 株式会社ベスト 高級腕時計用ダイヤカット針及び多面体カット針の開発 北上信用金庫

146 03210107 岩手県 株式会社エヌエルフォーティ
新企画商品への対応力強化、および小口生産商品の更なる短納期化
事業

普代商工会

147 03210108 岩手県 有限会社ウスイ製作所
複合型CNC自動旋盤の導入による短納期・高品質・複雑形状な製品の
提供

北上信用金庫

148 03210110 岩手県 株式会社かわむら しゃきしゃきワカメを冷凍にて製造する新型凍結機の試作開発 岩手銀行



149 03210112 岩手県 株式会社コスモ通信システム 『廃ハンダペースト（容器・金属粉末）の洗浄リサイクル処理装置』 東北銀行

150 03210113 岩手県 株式会社オーレックス プレス仕上げ装置の導入による生産効率の向上と納期短縮化 宮古信用金庫

151 03210114 岩手県 株式会社小冨士製作所 顧客ニーズ対応し競争力を強化する為の塗装環境の改善及び増強
いわて産業振興セン
ター

152 03210115 岩手県
株式会社一戸ファションセン
ター

高速自動裁断機（CAM）の導入により、作業の単純化・製品の均一化・
短納期化と雇用拡大の実現

岩手銀行

153 03210121 岩手県 株式会社サトウ精機
コンカレントエンジニアリングによる自動車組立用治具の高度化提案体
制の構築

及川哲也

154 03210124 岩手県 株式会社富士精工 高耐久・短納期　新型プレス金型用パーツの開発 岩手銀行

155 03210126 岩手県 株式会社長島製作所 自動車エンジン部品の受注に向けたオリジナル溶接・切断ラインの開発 商工組合中央金庫

156 03210127 岩手県 株式会社ツガワ Tig溶接ロボット導入による加工時間短縮と厚物板金溶接技術の向上
いわて産業振興セン
ター

157 03210128 岩手県 岩手製鉄株式会社
3Dスキャン（非接触3次元測定機）導入による検査工程の効率化と品質
向上

いわて産業振興セン
ター

158 03210130 岩手県 有限会社エー・ディー・ディー
ペン型Bluetoothオシロ‐スマホを表示機として使用するオシロスコープ
の試作開発

いわて産業振興セン
ター

159 03210132 岩手県 株式会社北上エレメック
自動車用樹脂成形製品の組立品ユニット化対応のための生産設備強
化事業

北上信用金庫

160 03210133 岩手県 株式会社マーマ食品
クックフリーズ方式による長期保存冷凍和惣菜の開発並び直販体制の
構築

及川哲也

161 03210134 岩手県 日立鐵工株式会社
狭開先加工・溶接施工技術の高度化による省力化・低コスト・短納期に
対応した受注拡大

前沢商工会

162 03210135 岩手県
株式会社ピーアンドエーテクノ
ロジーズ

車載ネットワークCANに特化したデータロガーの試作
いわて産業振興セン
ター

163 03210137 岩手県 株式会社浦嶋商店
生産効率と品質向上を実現する、新たな調味加工技術を導入した高付
加価値型水産加工品の開発

いわて産業振興セン
ター

164 03210140 岩手県 有限会社エボテック
ECHONET Lite対応EMS（エネルギーマネジメントシステム）制御ソフト
ウェアの試作開発

いわて産業振興セン
ター

165 03210142 岩手県 株式会社伊藤工作所
仮設住宅避難者を対象とした料理教室や地域コミュニティー・イベント等
で活用する折畳み式簡易キッチンの開発

北日本銀行

166 03210143 岩手県 岩手モリヤ株式会社 突合せ縫製技術の量産体制構築による提案型縫製企業への進化
いわて産業振興セン
ター

167 03210144 岩手県 株式会社東邦テクノス 自動機に於ける小型プレス機の省スペース化と新機構システムの開発 一関信用金庫

168 03210145 岩手県
有限会社ホロニック・システム
ズ

真空ポンプ異常検出装置の試作開発
いわて産業振興セン
ター

169 03210148 岩手県 旭工業株式会社
精密板金における構造強度向上による軽薄化並びに低価格化提案及
び実現体制の構築

及川哲也

170 03210157 岩手県 ハイプラ化成株式会社 VaRTM工法及び接着工法を用いたエアデフレクターの試作開発 岩手銀行

171 03210159 岩手県 株式会社ヴォーグ
工程集約による生産性向上、高精度化、短納期対応強化、並びに５S改
善によるエコ化

及川哲也

172 03210163 岩手県 株式会社広沢製作所
超高張力鋼材(引張強さ980MPa級)の難成形加工を可能とするプレス加
工生産システムの構築

岩手銀行

173 04210100 宮城県 合名会社寒梅酒造 JAS認定有機栽培ゆずと自社清酒を使用した日本酒リキュールの開発 七十七銀行

174 04210103 宮城県
コミュニケーション・リンク株式
会社

高級食材の製造を可能とする乾燥装置の開発と乾燥加工品の販売 田中吉徳

175 04210104 宮城県 本田精機株式会社 高機能粉末材料製造のための粉末処理高度化技術の研究開発 根岸良子

176 04210107 宮城県 弘進ゴム株式会社
複合ゴムブロックを配置した新しい靴底パターンを有する超耐滑安全靴
の開発・事業化

みやぎ産業振興機構

177 04210110 宮城県 東北セラミック株式会社 多層熱電デバイスの試作開発 みやぎ産業振興機構

178 04210111 宮城県
プラスエンジニアリング株式会
社

金型部品向け高精度異径細長ピン加工工法改善による工程短縮化 日下部　健司



179 04210114 宮城県 株式会社ジェー･シー･アイ 逆進防止機能ならびに着座時後進防止機能内蔵車輪の試作開発 有坂　信彦

180 04210116 宮城県 株式会社相澤製作所 変圧器の金属プレス部品、低価格化のニーズに応える加工技術開発 商工組合中央金庫

181 04210118 宮城県 有限会社上戸製作所
医療バイオ・航空機・自動車産業の高付加価値部品の試作及び仕上げ
加工法の開発

七十七銀行

182 04210120 宮城県 テクノウイング株式会社
タブレット端末を使った地域密着型企業向け次世代型ポイントカードシ
ステムの試作開発

みやぎ産業振興機構

183 04210121 宮城県 株式会社コスモスウェブ
〝多機能・小型・低コスト〟の卓上ロボット用モーションコントローラの開
発

山形銀行

184 04210123 宮城県 八州工業株式会社
粉体塗装機及び焼付乾燥設備導入による焼付塗装製品の短納期化、
低コスト化の実現

商工組合中央金庫

185 04210125 宮城県 株式会社ケディカ 超抗菌ニッケルめっきの事業化 旭日税理士法人

186 04210129 宮城県 ヤグチ電子工業株式会社 スマートフォン接続型モバイル糖度センサーの開発 石巻商工信用組合

187 04210132 宮城県 株式会社タカシン
複合加工機導入による高精度化・低コスト化を実現し医療・航空機産業
への参入を目指す。

みやぎ産業振興機構

188 04210134 宮城県 岩機ダイカスト工業株式会社 3Dスキャナ導入による短納期実現で、国際競争力アップを目指す。 七十七銀行

189 04210135 宮城県 株式会社ヤマウチ 未活用資源活用による新しい機能性食品づくり 南三陸商工会

190 04210136 宮城県 株式会社プロスパイン 耐振型圧力計の非接触回転指針部の開発 大崎商工会

191 04210137 宮城県
協栄エンヂニヤリング株式会
社

工程改良に資する加工品計測システムの開発 城南信用金庫

192 04210138 宮城県 株式会社平孝酒造 ステンレスパネルを利用した新発酵技術による商品開発 七十七銀行

193 04210139 宮城県 株式会社東北田村工機 設備導入による木型製造に係わる生産性向上と技術の高度化 仙台銀行

194 04210142 宮城県 日進工具株式会社
レーザー加工によるダイヤモンド製回転切削工具の開発、および加工
技術構築

くろかわ商工会

195 04210143 宮城県 株式会社シマ精工
切削加工技術の拡充と短納期化に対応するための設備導入・高精度化
試作

七十七銀行

196 04210144 宮城県 株式会社イデアルスター フレキシブル有機薄膜太陽電池の作製試作 七十七銀行

197 04210145 宮城県
株式会社ホクトコーポレーショ
ン

ストーンシートへの水なし印刷技術を用いた環境印刷開発事業
株式会社高崎総合コン
サルツ

198 04210147 宮城県
東北パイプターン工業株式会
社

新エネルギーに対応する配管継手の開発事業 東松島市商工会

199 04210152 宮城県 株式会社鎌田製作所 「ヒーターチップ」の試作開発と生産プロセス強化による競争力強化 仙台銀行

200 04210154 宮城県 株式会社創惠 高硬度(熱処理後)大型丸物加工に対する精密旋盤加工技術の確立 名取市商工会

201 04210157 宮城県 大研工業株式会社 超硬度鋼､高硬度鋼への直彫り加工方法の開発 七十七銀行

202 04210160 宮城県 千田酒造株式会社
原料処理作業の正確性及び効率化を上げる設備の導入と研究による
付加価値・競争力向上

七十七銀行

203 04210161 宮城県 三丸化学株式会社 環境負荷低減プロセスを用いたリサイクルシステムの試作開発 七十七銀行

204 04210166 宮城県 新光電子株式会社
津波などの波面異常計測用24GHzレーダー式波高測距モジュールの開
発

未来産業創造おおさき

205 04210168 宮城県 株式会社カネキ吉田商店 冷凍生ウニの製品化及び鮑の高級調理品の開発、製造に関する事業 南三陸商工会

206 04210169 宮城県 株式会社3Dイノベーション
マルチビーム型光波距離計による大型精密部品の高速計測に関する
試作開発

みやぎ産業振興機構

207 04210172 宮城県
北光エンジニアリング株式会
社

大型化・高精度化する自動車部品用金型等の製作力強化 みやぎ産業振興機構

208 04210174 宮城県 株式会社聖人堀鐵工所 海外まき網船用軽合金製搭載艇の作業効率改善の為の開発 石巻商工信用組合



209 04210175 宮城県 萩野酒造株式会社 ワインを好む有職女性に向けた、新しい味わいの日本酒の研究・開発 七十七銀行

210 04210176 宮城県 匠ソリューションズ株式会社 小型掌紋認証システム端末の試作製品開発及びテスト販売 七十七銀行

211 04210177 宮城県 株式会社アルコム マイクロ研削盤による精密樹脂金型部品の製造新加工法開発事業 七十七銀行

212 04210182 宮城県 古川工業株式会社 タレットパンチプレスの導入によるコスト低減並びに生産性の向上 七十七銀行

213 04210184 宮城県 株式会社折居技研
超精密加工機、超切削工具を活用し微細マイクロレンズアレイ試作品
開発

七十七銀行

214 04210187 宮城県 株式会社放電
モールド金型部品及び、自動機部品製作時の低コスト・短納期化の実
現

七十七銀行

215 04210189 宮城県 株式会社玉川製作所 超電導コイル用精密位置決め付自動巻線機の開発 きらやか銀行

216 04210195 宮城県 株式会社ナカトガワ技研
 短納期対応のための設備投資及び標準部金型（半製品化）の試作開
発

公認会計士・税理士田
中吉徳事務所

217 04210196 宮城県 株式会社大町 ユニットハウス塗装工程における大型乾燥ブースの開発 みやぎ産業振興機構

218 04210203 宮城県 株式会社タカジョー 軟硝種材サブミクロン高精度レンズの開発および一貫生産体制の構築
株式会社エフピー・ワ
ン・コンサルティング

219 04210205 宮城県 トラスト・メカ株式会社 コスト競争力のあるネジ研削盤の試作、開発 みやぎ産業振興機構

220 04210207 宮城県 東北三吉工業株式会社 ステンレス薄板のスポット溶接技術の開発による品質と生産力の向上 みやぎ産業振興機構

221 05210122 秋田県 株式会社ドリームナース
多品種・小ロット・短納期生産体制の構築によるデザイン対応力等向上
事業

秋田銀行

222 05210124 秋田県
秋田ファイブワン工業株式会
社

設備投資及び多能工育成による受注対応力向上と小ロット製品の生産
拡大

秋田銀行

223 05210126 秋田県 有限会社菊地研磨 集成材ジョイント加工用フィンガーカッターの再研削技術の開発 秋田銀行

224 05210129 秋田県 有限会社さとう技研
医療向け小ロット・多品種・高難易度レンズの加工プロセス改革と加工
技術の伝承

佐々木　利理

225 05210130 秋田県 丸大機工株式会社 マイクロ波常温真空乾燥装置の開発 北都銀行

226 05210132 秋田県 株式会社フルヤモールド
3Dプリンタ及び3Dスキャナーによるコンカレントエンジニアリング体制の
確立

秋田銀行

227 05210134 秋田県 株式会社西目機工
スラリーを用いないシリコンウエハのエッジポリシングを可能とする加工
ユニットの開発

北都銀行

228 05210136 秋田県 株式会社トラストシール 新型シール印刷設備の導入による作業効率向上とコスト競争力の強化 羽後信用金庫

229 05210138 秋田県 株式会社マシンマックス ウェハー検査装置の部品の平面度確保 秋田銀行

230 05210140 秋田県 由利工業株式会社 高信頼性受動部品の開発 秋田銀行

231 05210141 秋田県 睦合成工業株式会社 インサート成形による複雑形状のコネクタ開発事業 秋田銀行

232 05210142 秋田県 秋田電装株式会社 送風用大型高効率直流ブラシレス扁平モーターの試作開発 北都銀行

233 05210143 秋田県 株式会社ヨシダアニー 無電気エネルギー排水管凍結防止システムの開発 秋田銀行

234 05210145 秋田県 大同衣料株式会社 製販一体型事業の実施に向けた企画製造力と販売力の強化 鈴木　典男

235 05210147 秋田県 株式会社浅利佐助商店 しょうゆ多品種少量生産体制の構築 秋田銀行

236 05210148 秋田県 株式会社里山村 障害者施設向けの水耕栽培プラントの製品化 秋田銀行

237 05210149 秋田県 小玉醸造株式会社 自社発酵技術を活用した加工品の製造・販売（未来へつなぐ秋田の味） 北都銀行

238 05210150 秋田県 株式会社ジャパンナース
市場ニーズの多様化・個性化に対応する変種変量短納期生産体制の
構築事業

秋田銀行



239 05210151 秋田県 株式会社たけや製パン 県産原料を用いた発酵種を利用した新しいパンの開発 北都銀行

240 05210152 秋田県
株式会社タニタハウジングウ
エア

生産プロセス上の課題解決を通じた競争力強化 長谷川　聖一

241 05210153 秋田県 東光鉄工株式会社
偏芯型2軸ローラーによる異物対策機能を備えた建築廃材用破砕機の
試作開発

秋田銀行

242 05210156 秋田県 株式会社平鹿サントップ
スポーツアパレル参入に向けた素材対応力の強化と機械化によるコス
ト低減活動

北都銀行

243 05210158 秋田県 シード株式会社 昇華転写スポーツウェアの更なる差別化の推進
有限会社ジー・エフ・
シー

244 05210159 秋田県 ミサキ化学工業株式会社 金属メッキ事業の生産効率及び品質向上に向けた生産ラインの設置 北都銀行

245 05210162 秋田県 株式会社大館工芸社 蓋・底製作の改善による部材の有効活用と生産性の向上
有限会社ジー・エフ・
シー

246 05210164 秋田県 株式会社土佐製作 石油ガスプラント関連設備向け精密切削加工技術の構築 秋田銀行

247 05210171 秋田県 株式会社小滝電機製作所 次世代ヘッドランプの工法開発 秋田銀行

248 05210172 秋田県 株式会社ビック
タブレット端末用部材画像検査機分野参入に向けたMCマシン及び3次
元検査機の導入

北都銀行

249 05210174 秋田県 株式会社テクノデザイン 局所感知式無線通知型の離床コールセンサーシステム開発 秋田銀行

250 05210175 秋田県 有限会社RBadvance ヘアカウンセリングのためのシミュレーションシステムの構築 秋田銀行

251 05210177 秋田県 サイチ工業株式会社 酸化セリウム砥粒の回収再生装置の製品開発 秋田銀行

252 05210178 秋田県 秋田丸善繊維株式会社 高級婦人服の多品種少量短納期生産体制確立事業 北都銀行

253 05210180 秋田県 有限会社長沼製作所 大型金属切削加工技術の確立による成長分野への参入 秋田銀行

254 05210182 秋田県 山﨑ダイカスト株式会社
アルミニウムホットチャンバーダイカスト法による自動車部品の製造技
術開発

秋田銀行

255 05210189 秋田県 株式会社クツザワ
電線圧着機部品生産工程の自動無人化システムの試作開発と、海外
製品に対する品質･価格の優位性確保

北都銀行

256 05210192 秋田県 比内時計工業株式会社
5軸複合工作機械導入による部品供給装置の切削加工技術の高度化
及び生産性向上

九嶋　信正

257 05210193 秋田県 有限会社藤原洋装 生産プロセスの革新と縫製技術の技能継承による人材育成 秋田銀行

258 05210199 秋田県 藤島林産株式会社 店舗用フローリングの開発と高機能塗装システムの確立 秋田銀行

259 05210200 秋田県 株式会社タニタ秋田 高ひょう量体重計重量センサーに使用する起歪体加工技術の開発 秋田銀行

260 05210203 秋田県 株式会社M'sコーポレーション 重機用コーティング洗浄装置の試作・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

261 05210205 秋田県 株式会社共進
ガラス基板・セラミック基板用・高精度・高速ＮＣ外形研削加工機の試作
開発。

北都銀行

262 05210206 秋田県 株式会社テクレコ スマートフォン対応カードリーダー用超薄型ヘッドの開発 秋田銀行

263 05210208 秋田県 株式会社イトー鋳造 最新上水道用ダクタイル鋳鉄管【GENEX】の生産体制構築 商工組合中央金庫

264 05210211 秋田県 吉田ビ二ール株式会社 短納期・低価格塩ビ製巻上げドラムの開発、及び設計手法の確立 北都銀行

265 05210212 秋田県 株式会社森井
最新円筒研磨機導入による品質向上・コスト低減・納期短縮→受注拡
大

新田　美恵子

266 05210214 秋田県 合名会社鈴木酒造店
「白神こだま酵母」を用いて「酵母の微発酵による香味改良技術」を応用
した『甘酒ベースの清涼飲料水の開発』

秋田銀行

267 05210219 秋田県 株式会社今野工業所
自動はんだ付け装置における微小ポイントに最適化したはんだ付け技
術開発

秋田銀行

268 05210222 秋田県 株式会社伊藤技研 ステンレス化粧鋼板加工傷レスプロセス確立による競争力強化 秋田銀行



269 05210223 秋田県 北光金属工業株式会社
低温用鉄筋向け鋳鉄製機械式継手試作品の材質改良実験および調査
時間の短縮化

北都銀行

270 05210226 秋田県 株式会社森井製作所 独自シンプル生産管理システム開発と導入による生産プロセス強化 新田　美恵子

271 06210121 山形県 株式会社エフ・ワン
小ロット・多品種・短納期に対応でき、流行の製品をいち早く販売店に直
納できる体制

土田徹税理士事務所

272 06210122 山形県 株式会社島津板金製作所
高生産性レーザー加工機導入による、多品種少量の精密板金製品の
受注拡大

山形第一信用組合

273 06210124 山形県 株式会社片桐製作所 超硬合金ダイス金型切削加工による短納期・コスト削減化 きらやか銀行

274 06210130 山形県 株式会社カネト製作所 新型ベンディングマシンの導入による工程圧縮効率向上とコスト削減 きらやか銀行

275 06210132 山形県 株式会社太陽メカテック
CNC汎用円筒研削盤の導入による研磨技術の高度化及び生産性の向
上

山形銀行

276 06210133 山形県 合資会社後藤酒造店 海外市場販路拡大に向けた高級清酒の製造プロセス強化 山形銀行

277 06210135 山形県 丸勝鉄工株式会社 ケガキプラズマ切断機導入による納期短縮化及び製造工程の効率化 山形銀行

278 06210136 山形県 株式会社ユーテック 真空チャンバーにおける溶接技術の高度化、高速化による生産性向上 山形銀行

279 06210138 山形県 有限会社池田シャープナー 工作機械用刃物における高精度な研磨技術の確立 山形銀行

280 06210139 山形県 八千代田精密株式会社
航空宇宙機器部品加工における生産量拡大要請の顧客ニーズに対応
する体制の構築

米澤信用金庫

281 06210143 山形県 株式会社三幸ソーイング 自動裁断機導入による、民・官需制服の増産体制の整備事業計画 山形銀行

282 06210146 山形県 株式会社ヤマトテック 鉛フリーはんだめっきにおける吸蔵ガス低減技術の開発 きらやか銀行

283 06210147 山形県 株式会社カナック 雰囲気炉を用いたレアメタル多孔質超硬治具の再生 米澤信用金庫

284 06210149 山形県 株式会社山本製作所 穀物乾燥機に搭載する送風機の高性能羽根車の試作開発 山形銀行

285 06210155 山形県 株式会社ジェー・エス 小径工具とNC工作機械による脆性材料の高速高精度切断技術の開発 きらやか銀行

286 06210157 山形県 株式会社伯楽製鋲所 スマートメーター用特殊部品製造の生産プロセス強化事業 武蔵野銀行

287 06210158 山形県 株式会社永田プロダクツ 三次元画像計測による自動車部品再利用のための表面検査システム 鶴岡信用金庫

288 06210160 山形県 株式会社最上世紀エンジニア CAE導入によるプラスチック金型の試作回数削減とプロセス強化 山形銀行

289 06210163 山形県 伊藤鉄工株式会社
超大型バルブ製品受注拡大に向けたCNC立型旋盤の導入とNCプログ
ラム生成ソフト開発

山形銀行

290 06210164 山形県 株式会社斎藤農機製作所 工場板金におけるバリ取り工程の自動化による生産プロセスの強化 荘内銀行

291 06210165 山形県
ケーイービー・ジャパン株式会
社

自動ドア用錠のギヤ加工（歯車切削）の高効率生産体制の構築 荘内銀行

292 06210166 山形県 本多アルミ株式会社 アルミニウム合金金型鋳造における実体特性向上に資する技術の確立 山形銀行

293 06210167 山形県 有限会社共栄開発工業 自動ガス切断機の導入による小口化・短納期化の実現 鶴岡信用金庫

294 06210170 山形県 ミクロンメタル株式会社
次世代大型有機ELディスプレイ製造装置の有機除膜ブラスト機試作開
発

荘内銀行

295 06210174 山形県 株式会社五十嵐精工 内径局面切削加工品製作に伴う機械設備導入
税理士法人　土田船越
事務所

296 06210175 山形県 株式会社アサヒニイズマ
少量多品種に応えるワンストップ品質保証体制と切削加工技術力アッ
プ

荘内銀行

297 06210178 山形県 鶴岡計器株式会社 ステッピングモーター駆動方式絞り機構の開発及び清算技術の確立
アダチマネジメントコン
サルティング

298 06210181 山形県 株式会社進興製作所 精密機械ミーリングセンター生産プロセスの強化 山形銀行



299 06210186 山形県 新和製作所有限会社 高品質化粧品部材生産装置開発 きらやか銀行

300 06210188 山形県 株式会社山形電機製作所 環境負荷低減に対応する次世代の表面処理技術の確立 山形銀行

301 06210189 山形県 株式会社ニューテックシンセイ 木製知育玩具向け切削加工機の試作開発による量産体制の確立 荘内銀行

302 06210190 山形県 株式会社佐藤鉄工所 グローバル規模で競争力あるトレーラートラック用補助脚の開発 酒田ふれあい商工会

303 06210191 山形県 南陽精函株式会社 最新タレットパンチプレス導入による生産プロセスの強化 山形銀行

304 06210193 山形県 山形螺子工業株式会社 長尺品や多品種少量品に対応可能なタレット精密旋盤の導入 きらやか銀行

305 06210194 山形県 株式会社ダイ精研
CNC画像測定システムの導入と高効率・高精度なコネクタ金型製造技
術の確立

きらやか銀行

306 06210196 山形県 株式会社ミューコス
超音波援用切削加工による耐食・耐熱合金の薄肉部品の高能率・高精
度加工技術の開発

荘内銀行

307 06210202 山形県 株式会社トキワプラス
3Dプリンタ導入による試作品製作・金型製作・成形量産のワンストップ
化の構築

荘内銀行

308 06210205 山形県 株式会社昌和製作所 耳の内視鏡手術に用いるマイクロ鉗子の試作開発 荘内銀行

309 06210206 山形県 山形精密鋳造株式会社 ロストワックス鋳造法における低コスト・短納期試作体制の確立 きらやか銀行

310 06210207 山形県 株式会社エスプレモ 短納期・低コスト対応による競争力強化のための体制づくり きらやか銀行

311 06210209 山形県 株式会社コステム
防衛・航空産業向け耐熱耐食超合金を使用した複雑形状部品の精密
切削加工

荘内銀行

312 06210211 山形県 株式会社山形ビニール商会 軟質プラスチック包装資材へのオンデマンドフルカラー塗装技術の確立 旭ブレインズ

313 06210213 山形県 有限会社グローバルアイ 発酵技術を活用した枝豆の莢及び種皮を原料とする粉末工品の開発 商工組合中央金庫

314 06210214 山形県 金山コネクタ株式会社 CAM導入による少量多品種の短納期、低コストの生産体制確立 新庄信用金庫

315 06210215 山形県 株式会社佐藤製作所 板金・塗装の一貫生産体制の確立による競争力強化 山形銀行

316 06210218 山形県 株式会社宮坂ポリマー
簡易な2色ゴム製品用射出成形金型の開発と、それを用いたゴム製品
の成型

きらやか銀行

317 06210219 山形県 ワテック株式会社 イメージセンサビデオカメラ事業の競争力強化 山形現行

318 06210224 山形県 株式会社第一テクノス
大型部品の厚付無電解ニッケルめっきプロセス確立及びライン導入計
画

きらやか銀行

319 06210226 山形県 有限会社蔵王アルミ工場
アルミニウム鋳物製ダイヤモンド工具用ホイール高効率生産鋳造シス
テムの量産化

きらやか銀行

320 06210228 山形県 株式会社大岸製作所 大型横型マシニングセンタ最新鋭機の導入 山形銀行

321 06210229 山形県 クロチュウ株式会社 FA事業の競争力強化と独自技術の確立 髙梨徹也税理士事務所

322 06210230 山形県 株式会社アートテック 静電気の影響を受けない新素材性パーツフィーダーの試作開発 荘内銀行

323 06210231 山形県 宮城興業株式会社
革素材の特殊金型プレス剪断によるハイドロプレーニング現象の低減と
三次元プラスチック成形フィッティング管理システムの構築

米沢信用金庫

324 06210235 山形県 株式会社玉野鈑金工業 新興国シェア拡大に向けた短納期実現によるグローバル競争力強化 米沢信用金庫

325 06210238 山形県
北日本エンジニアリング株式
会社

エアレシプロモーター及びエアモーターの開発 山形銀行

326 06210239 山形県 株式会社大西精工 新型プレストリマーの開発と測定検査の高度化による競争力強化
ヒューマンネット・コンサ
ルティング

327 06210240 山形県 藤庄印刷株式会社 BF（ビジネスフォーム）加工機械導入による生産能力強化計画 山形銀行

328 06210241 山形県 有限会社冨樫製作所
革素材における電子制御三次元鋭角加工金型システム開発とバリなし
加工への展開

米沢信用金庫



329 06210243 山形県 カクチョウ株式会社 超薄肉片状黒鉛鋳鉄製インペラ部品の製造体制の確立 山形銀行宮町支店

330 06210246 山形県 株式会社丸十大屋 脱塩装置の導入による生産プロセスの強化 山形銀行三日町支店

331 06210248 山形県 株式会社フューメック
キャパシタ製造装置の加工内製化による試作部品の開発容易化と納期
短縮・付加価値増大

米沢信用金庫長井支店

332 06210251 山形県 株式会社サンテック 三次元CAD/CAM導入による高難度形状部品加工への取組み 荘内銀行宝田支店

333 06210259 山形県 ハイメカ株式会社
切削・研削加工による産業機械用部品を短時間で高精度に評価する体
制の確立

きらやか銀行米沢支店

334 06210260 山形県 技研株式会社 塗装では再現できない加飾成形技術の試作開発 商工中金池袋支店

335 06210262 山形県 大成塗装有限会社
溶射・塗装のワンストップ化によるプロセス一括管理技術の強化及び産
学連携による気流コントロール給排気効率化と環境負荷低減

米沢信用金庫赤湯支店

336 06210263 山形県 有限会社南陽プレイティング
多品種変量品特化型メッキ技術コンサルティング型受注と即日出荷シ
ステムの強化

米沢信用金庫赤湯支店

337 06210268 山形県 株式会社安部吉
婦人服分野における、短納期・小ロットに対応した、先染大紋意匠商品
の開発

山形銀行米沢支店

338 06210269 山形県
ナチュラルプロセスファクト
リー株式会社

流体力学を応用した熱処理技術による常温乾燥食品の試作開発 荘内銀行米沢中央支店

339 06210273 山形県 株式会社栄進鈑金製作所 レーザ加工機導入による新興国向け建設重機市場への参入 米沢信用金庫東支店

340 06210274 山形県 株式会社東北ハム 『地元庄内豚を原料とした深い味わいのある生ハム製造技術の確立』 山形銀行鶴岡支店

341 06210276 山形県 渡部紙工株式会社 手帳カバー類の生産プロセス強化
米沢信用金庫本店営業
部

342 06210279 山形県
株式会社KEN OKUYAMA
DESIGN

ウエットカーボンの自動車ボディパネル製作技術の確立とプロトタイプ
の試作

税理士法人霞城会計事
務所

343 06210280 山形県 株式会社シリコンプラス 太陽電池生産量アップのための設備増強
高野総合ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ株
式会社

344 07210003 福島県 株式会社スズミ
ネットワーク対応ベンディングマシン導入による短納期の実現と生産性
の強化

秋本準一税理士事務所

345 07210004 福島県 株式会社カネコ 長尺シャフト加工技術の発展と高精度加工・短納期対応の体制確立 福島信用金庫　西支店

346 07210005 福島県 株式会社協栄製作所 精密機械装置及び部品の高精度化、短納期化対応体制確立計画
二本松信用金庫　東和
支店

347 07210009 福島県 東北江南株式会社 フッ素樹脂チューブの曲げ加工時間短縮および量産体制の確立 東邦銀行　方木田支店

348 07210014 福島県 白河コスモス電機株式会社 高精度サーメット系ポテンショメータ用厚膜抵抗ペーストの開発 東邦銀行　白河支店

349 07210017 福島県 株式会社ワイ・エー・ピー 自動車部品表面処理加工の生産能力強化と品質向上の為の設備投資 福島銀行

350 07210018 福島県 株式会社花見台自動車 輸送コスト削減・低環境負荷実現の為の輸送車輌研究開発事業 ひまわり信用金庫

351 07210019 福島県 会川鉄工株式会社
新設備を導入し風力発電装置タワーの短納期化と低コストを実現し販
路拡大を図る

福島銀行

352 07210023 福島県 日ノ出工機株式会社
食品残菜を利用したバイオマスステーション用消化液循環濾過システム
の試作開発

税理士法人若葉

353 07210024 福島県 株式会社亀岡治具製作所 最新小径複合CNC旋盤の導入による自動機用ピン開発計画
安部修太郎税理士事務
所

354 07210026 福島県 アサヒ通信株式会社 新規部品開発時の設計期間短縮と試作費用低減化 佐藤正則税理士事務所

355 07210028 福島県 大田精工株式会社 難削材を高速加工するためのNCウォーム盤の開発 東邦銀行　平支店

356 07210029 福島県 小島工業株式会社 軽量化された塀及び壁構造の開発 会津信用金庫

357 07210033 福島県
有限会社ミツワエンジニアリン
グ

完全非金属製車椅子の開発 玉川村商工会

358 07210034 福島県 株式会社アラオカ 短納期型自社用生産管理システム導入と歯車加工競争力強化計画 東邦銀行　平支店



359 07210036 福島県 株式会社エム・ティ・アイ 微細構造金型の事業化に向けた実証設備の導入
福島県産業振興セン
ター

360 07210037 福島県 サカモト・ダイテム株式会社
プラスチック金型用ベースにおける側面加工の高度生産システムの開
発

さわやか信用金庫　碑
文谷支店

361 07210040 福島県
株式会社鈴中電気化学研究
所

納期の短さを逆手に取ったラインの対応力強化 常陽銀行　小名浜支店

362 07210042 福島県 株式会社会津工場
高強度薄肉鋳物の試作開発品の短納期・低コスト実現に向けた独自生
産管理システムの構築

福島県産業振興セン
ター

363 07210043 福島県 株式会社エポック
ルーター切削加工の技術をベースとした特許技術によるメッキ文字サイ
ンの製作計画

税理士法人アイワ会計

364 07210044 福島県
有限会社エイチ・エス・エレク
トリック

ハイパワー・高周波パルス電源の製品化
佐藤万之輔税理士事務
所

365 07210048 福島県 磯上歯車工業株式会社
機械切削加工における大型重量物対応昇降回転テーブル装置の試作
開発

さわやか信用金庫　大
森南支店

366 07210049 福島県
日本クリーンシステム株式会
社

独自生産管理ソフト導入による海外案件向機器の開発（NEX，CRC）生
産性向上計画

南都銀行　帝塚山支店

367 07210051 福島県 倉敷レーザー株式会社 ハンドレーザー溶接による生産効率の向上 東邦銀行　福島西支店

368 07210052 福島県 三正工業株式会社 切削加工の高精度化と多品種少量・短納期ニーズへの対応 亀有信用金庫　本店

369 07210053 福島県 会津天宝醸造株式会社
みそ造りの技術をカスタマイズし生み出す新調味料による、新商品開発
とマーケット開発

東邦銀行　会津支店

370 07210057 福島県 トヨタ工機株式会社 波形制御型溶接機の導入による、薄板溶接構造金型の高品質化事業
税理士法人ハートフル
会計事務所

371 07210058 福島県 株式会社船山工業
柱大組立ロボット溶接機導入計画（溶接作業の自動化、及び品質の統
一化を図る）

福島信用金庫　西支店

372 07210061 福島県 マイナーズジャパン株式会社 3次元CAD導入による製品開発で、アジアで負けない体制づくり
ひまわり信用金庫　平
窪支店

373 07210063 福島県 株式会社吉城光科学
微小光学硝子部品製造に供する端面自動精密研磨加工装置の試作開
発

東邦銀行　須賀川支店

374 07210064 福島県 合同会社小名浜加工所 カーボン繊維断熱材の切削加工技術の高度化による試作開発 東邦銀行　小名浜支店

375 07210066 福島県 日本アイキャン株式会社
突風による港湾コンテナクレーンの逸走防止用高性能新型レールブ
レーキの開発

白河信用金庫　東支店

376 07210067 福島県
株式会社ナショナルマリンプラ
スチック

除染用フレコンの新加工方法確立による納期短縮と増産 大東銀行　審査部

377 07210069 福島県 有限会社西坂製作所
木工用マシニングセンター導入による自由曲面発砲スチロール金型の
短納期・高精度化

東邦銀行　本店営業部

378 07210070 福島県 株式会社インフィニティー 新サンプル生産システムによる高品質・短納期ニット製品開発事業 東邦銀行　保原支店

379 07210072 福島県 神田工業株式会社 航空機部品の3D切削機を用いた形状削り出し加工技術の開発
城南信用金庫　蒲田本
町支店

380 07210075 福島県 株式会社石川製作所 切削加工タイム短縮と短納期対応の体制確立
須賀川信用金庫　審査
部

381 07210081 福島県 株式会社興洋 高回転精度スピンドル搭載　次世代小型ガラス加工旋盤の開発 ひまわり信用金庫

382 07210084 福島県 株式会社戸崎通信工業
新製品市場投入速度向上を目的とした高機密シュレッダー用モーターコ
ントローラ評価モジュールの試作開発

大東銀行　審査部

383 07210088 福島県 合名会社高砂屋商店 地域特産農産品を活用した新たな味噌調味料の開発 会津坂下町商工会

384 07210089 福島県 山本電気株式会社 野菜スープおよび自動調理器の開発
税理士法人三部会計事
務所

385 07210090 福島県 有限会社武藤製作所 3Dプリンター活用による漆器製品開発の具現化・納期短縮 東邦銀行　坂下支店

386 07210093 福島県 株式会社新栄製作所 販路拡大に対応すべく金属プレス機・溶接機の新設備導入 福島銀行

387 07210094 福島県 太陽工業有限会社 ベンダー設備導入による工数短縮と生産技術の多様化
福島信用金庫　飯野支
店

388 07210095 福島県 明星電気株式会社
電子部品向け耐熱樹脂補強板とその接着テープの画像処理自動検査
機の開発と導入。

福島県産業振興セン
ター



389 07210096 福島県 古関株式会社 生産ラインIT化計画 宮崎實税理士事務所

390 07210100 福島県 株式会社タマテック 最新設備導入によるコスト削減及び競争力向上による雇用の創出
須賀川信用金庫　審査
部

391 07210101 福島県 日東加工株式会社 高温に耐える高強度ウェーブ構造織物の開発
福島県産業振興セン
ター

392 07210103 福島県 株式会社平戸製作所 鉄道用部品製造に於ける品質の向上と安定及びコスト競争力の強化。
商工組合中央金庫　営
業部

393 07210104 福島県 株式会社共進 小型自動半田付け装置の受注拡大に向けた短納期体制の強化 福島県商工会連合会

394 07210105 福島県 アイテック株式会社 小型ヘリウムガス気球とラジコンヘリの合体による空撮機器の試作研究 佐藤昌彦税理士事務所

395 07210106 福島県 遠藤工業有限会社 自動計測機器導入による検査工程の合理化と高精度製品の受注拡大 湯川村商工会

396 07210107 福島県 株式会社プリント電子研究所
静電容量方式のタッチパネルに実装するFPCの自動検査機の導入によ
る短納期・品質向上の実現

東邦銀行　四倉支店

397 07210112 福島県 株式会社常磐ボーリング 汚染地域の道路の高圧水による除染廃水の浄化装置の提供 大東銀行　審査部

398 07210113 福島県 有限会社カミノ製作所
納豆部門の復活・発展（商品開発から製造・販売まで）により、ニッチトッ
プを目指す

福島県産業振興セン
ター

399 07210117 福島県 旭計器株式会社 小ディファレンシャル対応サーモスタット開発
福島県産業振興セン
ター

400 07210118 福島県 小野鉄工所
多目的形鋼加工機導入による生産一元化と短納期・低コストの多品種
少量生産の実現

ひまわり信用金庫

401 07210119 福島県 株式会社アトック 石英薄板の表面修飾方法の確立とバイオセンサーチップへの応用 常陽銀行　水海道支店

402 07210121 福島県
株式会社グローバルファイン
ドネットワーク

真空成形技術とインジェクションによる射出成形技術を融合した樹脂成
形部品の高付加価値化提案。

西武信用金庫　橋本支
店

403 07210122 福島県 菅野繊維株式会社 リリヤンノップ糸を活用した最高級シルクニット市場への事業参入 東邦銀行　二本松支店

404 07210124 福島県
大野エンジニアリング有限会
社

ベローズシール流量調節弁の加工技術の社内標準化による短納期化・
低コストの実現

東邦銀行　湯本支店

405 07210125 福島県 有限会社明和印刷 デジタル印刷機の導入によるラベル事業拡大と地域貢献 東邦銀行　北福島支店

406 07210126 福島県 株式会社マコト精機 冷間ロール事業における加工技術向上及び生産性の改善 福島銀行

407 07210135 福島県 柳沼プレス工業株式会社
自動車部品製造の国内生産力、価格競争力強化のための炭化水素系
洗浄装置導入

福島銀行

408 07210136 福島県 有限会社東北大成 マッスルスーツ用人工筋肉の開発 あぶくま信用金庫

409 07210137 福島県 株式会社東北電子 光学用微細金型加工機の開発 常陽銀行　湯本支店

410 07210141 福島県 株式会社カイネ精密工業
外部電源を必要としないソーラー発電及び蓄電池を備えた防犯ライブカ
メラの試作開発

福島県産業振興セン
ター

411 07210152 福島県 フロンティア・ラボ株式会社 ガスクロマトグラフ用扁平金属キャピラリーカラムの開発 大東銀行　審査部

412 07210153 福島県 株式会社アイ・エス・アイ
プリンテッドエレクトロニクスに対応できる高品質スクリーン印刷技術の
構築

東邦銀行　瀬上支店

413 07210161 福島県 東京ブラインド工業株式会社 高性能吸音材の開発及び吸音パーティションの開発・商品化
商工組合中央金庫　東
京支店

414 07210164 福島県 ASK株式会社
NC複合機とロボットによる切削工程のワンストップ自動加工生産方式の
構築

イー・マネージ・コンサル
ティング協同組合

415 07210166 福島県 大木産業株式会社 鋳物業界の環境・技術・コスト問題解決の次世代粘結材の実用化
青木信用金庫　本店営
業部

416 07210170 福島県 永山産業株式会社 紳士シャツ高速生産システム構築 常陽銀行　白河支店

417 07210171 福島県 東邦ラス工業株式会社
新型矯正ロール導入による、エキスパンドメタル製造技術の可能性の
追求

商工組合中央金庫　営
業部

418 07210172 福島県 株式会社太田酢店
りんごソース及び、その中間製品である焼きりんご、りんごピューレーの
試作及び製品化。

東邦銀行　須賀川支店



419 07210173 福島県 有限会社ウルトラパーツ
CNC画像測定システム導入による検査方法の高精度化と品質保証力
の強化

七十七銀行　相馬支店

420 07210177 福島県 福島染工株式会社
コンピュータ・カラーマッチング・システムの導入による天然染料染色の
再現性向上と量産化

税理士法人寺田共同会
計事務所

421 07210180 福島県 株式会社白河川島製作所 ヒータブロックの内製化計画 東邦銀行　矢吹支店

422 07210182 福島県 株式会社北斗型枠製作所
作業効率向上と多品種少量生産・納期短縮実現のための業務管理シ
ステム導入事業

富久山町商工会

423 07210184 福島県 株式会社三船
多様化するニーズに合わせた、顧客要求仕様の実現、低コスト化、短納
期対応

東邦銀行　本宮支店

424 07210187 福島県 株式会社アストラ 障害者の方も使い易い野菜・果物の電動皮むき機の開発および販売 飯坂町商工会

425 07210188 福島県 有限会社宗像製作所 高品質な製品管理待機時間削減の為の三次元測定器導入計画 福島銀行

426 07210190 福島県 有限会社和精工
最先端ワイヤー放電加工技術開発による超精密金型製造の短納期達
成

あぶくま信用金庫

427 07210192 福島県 トモト電子工業株式会社 丸型ケーブル自動切断及び巻取機械装置の導入計画 菅野敦史税理士事務所

428 07210193 福島県 丸中白土株式会社 高強度の無機質軽量充填材（高強度シラスバルーン）の製造 福島信用金庫　本店

429 07210194 福島県 株式会社山際食彩工房
小生産者の6次産業化に向けた新技術・新調理システムでの商品開発
事業

会津商工信用組合

430 07210196 福島県 有限会社アポロン電子工業
新規設備導入による高品質化および生産性向上とハイスペック化する
医薬品分野の市場獲得

きたかた商工会

431 07210197 福島県 有限会社佐藤工業所
食品製造用汚水処理装置用タンク製造の短納期化・高精度化対応のた
めの設備事業

富久山町商工会

432 07210198 福島県 株式会社コミタ技研
短納期化及び多品種生産に対応することを目的とした高精度・高速立
形マシニングセンタ導入

福島銀行

433 07210201 福島県 合名会社大木代吉本店 酒粕を活用したプレミム料理酒の開発 片山正男税理士事務所

434 07210202 福島県 有限会社関根工業 機械設備による納期短縮及び若手社員の採用計画 福島銀行

435 8210340 茨城県 株式会社長浜合成工業所
プラスチック素材の多様性への適応力を活かした薄肉射出成形による
新たな市場への進出

株式会社
ディセンター

436 08210341 茨城県 柴沼醤油醸造株式会社
【農林水産大臣賞受賞　お常陸（ひたち）*を用いた生醤油海外展開事
業及びそれから派生する調味料開発輸出提案事業】*茨城県産丸大
豆、小麦を用いて醸造した弊社の醤油

公認会計士
菅井会計事務所

437 08210344 茨城県 株式会社榎戸製作所 CAD/CAMシステム再構築による生産性向上と生産タクト短縮 筑波銀行　筑西支店

438 08210345 茨城県 株式会社大実製作所
窓ガラス代替の大型透明樹脂加工品の課題である、μ 単位の表面キズ
を無くすための加工固定技術の試作開発

芝信用金庫　高輪支店

439 08210346 茨城県 橋場鐵工株式会社 石膏モールド工程の一貫内作化による部品試作期間の短縮
ひたちなか
テクノセンター

440 08210348 茨城県
ティ・エス・ネットワークス株式
会社

「テロ・盗難等社会不安が懸念される　中小規模劇毒物保管に伴う監視
警報及び入出庫管理を一元化した専用端末」の試作開発

ひたちなか
テクノセンター

441 08210349 茨城県 松本産業株式会社 長繊維カーボン樹脂成形による動物実験用ケージフタの開発 潮来市商工会

442 08210351 茨城県 ツクバリカセイキ株式会社
CFD(計算流体力学用ソフトウェア)の性能実証用 高速流体計測システ
ムの開発

谷口昌巳　会計事務所

443 08210353 茨城県 山藤鉄工株式会社 タービン発電機等重構造物における一貫生産体制の確立 常陽銀行　久慈浜支店

444 08210355 茨城県 株式会社蔵持
高機能放熱シートのプレス加工金型の開発と当生産ラインの自動化・効
率化を図る。

茨城県中小企業
振興公社

445 08210357 茨城県 有限会社フジ工業 小型バネ製造のオートメーション化を可能にするバネ製造機の導入
水戸信用金庫　玉造支
店

446 08210358 茨城県 有限会社柏伸銅
一般用電気自動車(以下ＥＶ車)用駆動モーターに使用される銅加工品
の試作・開発

常陽銀行　下妻支店

447 08210359 茨城県
株式会社石嶋モールドテクノ
ロジー

「マシニングセンタを利用した新工法の開発による高精度・短納期への
対応」

田中敏文税理士事務所

448 08210362 茨城県 溝口鍍金株式会社 軽量鉄骨部品の溶接品質向上と生産性誤50%向上
商工組合中央金庫　水
戸支店



449 08210363 茨城県 アクモス株式会社
消防通信指令システム向け汎用タブレットを活用した安価な車載端末を
実現するインターフェイス処理装置及び組み込みソフトウェアの試作開
発

ひたちなか
テクノセンター

450 08210364 茨城県 株式会社古室製作所 理化学機器部品の短納期化・精度保証の確立 常陽銀行　長倉支店

451 08210365 茨城県 アロイ・テック株式会社 高強度で靱性の高い薄肉アルミ鋳造材の開発 行方市商工会

452 08210371 茨城県 ツジ電子株式会社 微少電流測定回路構築とARMマイコン搭載の微少電流計の試作 常陽銀行　神立支店

453 08210373 茨城県 中島合金株式会社 IT導入による鋳造工場の技能伝承並びに工程自動化によるコスト削減
城北信用金庫　南千住
支店

454 08210375 茨城県 有限会社内山製作所
厚板精密加工分野への進出とリードタイム短縮を同時達成するための
高性能シャーリング設備投資計画

常陽銀行　下妻支店

455 08210377 茨城県 磯蔵酒造有限会社 「長期貯蔵熟成酒」と「自然発泡日本酒」の新開発
茨城県中小企業
振興公社

456 08210378 茨城県 株式会社中村工業所 電磁鋼板加工の高効率生産及び新加工方法の試作開発 常陽銀行　多賀支店

457 08210379 茨城県 株式会社関プレス チタン材の割裂加工技術確立による航空機産業への参入
茨城県中小企業振興公
社

458 08210380 茨城県 日新シャーリング株式会社 鉄鋼構造物製作における鋼板加工製造コスト削減と短納期化について 常陽銀行　岩間支店

459 08210382 茨城県 御前山精密株式会社 0.01㎜極薄板プレス剪断加工の金型技術開発
常陽銀行
長倉支店

460 08210383 茨城県 日本エクシード株式会社 SAW（表面弾性波）フィルター用ウェーハの高効率研磨技術の開発 常陽銀行　守谷支店

461 08210388 茨城県 大和薬品株式会社 水産未利用資源を活用した新規機能性食品素材の製造販売 常陽銀行　牛久東支店

462 08210389 茨城県 有限会社藤崎工業 ボイラーの低燃費化を可能とするエマルジョン燃料製造装置の開発 常陽銀行　守谷支店

463 08210390 茨城県 有限会社エム・ディー・エス
環境適応型生物忌避用添加剤によるプラスチック成型技術への応用開
発

常陽銀行　八千代支店

464 08210391 茨城県
栗田アルミ工業
株式会社

トランスミッション部品生産のリードタイム短縮・品質安定等のための多
軸ロボット導入についての試作開発

常陽銀行　桜町支店

465 08210392 茨城県 有限会社カシムラ工業所
亜鉛めっき加工におけるステンレス製キャリア導入による環境配慮型高
品質生産体制の確立

常陽銀行　多賀支店

466 08210393 茨城県 日本テクノサービス株式会社 ウイルス他定性・定量用試薬の試作
常陽銀行　研究学園都
市支店

467 08210395 茨城県 株式会社日出 街路灯のLED照明用プラスチック製集光レンズの開発及び量産
税理士法人
K&K　Japan

468 08210397 茨城県 株式会社サンメック
石油プラント向けポンプ用配管の溶接検査技術の確立と生産管理シス
テムの確立

常陽銀行　日高支店

469 08210398 茨城県 株式会社タナカ 高張力鋼板を使用した木造建築用ホールダウン金物の開発 常陽銀行　土浦支店

470 08210399 茨城県 アルバファインテック株式会社
有害ガス発生を抑えたポリ塩化ビニリデン食品容器端材のリサイクル技
術の確立

常陽銀行　岩井支店

471 08210400 茨城県 稲葉酒造場
地元ブランド米のコシヒカリを原材料にした新感覚の低アルコールにご
り酒の開発

常陽銀行　筑波支店

472 08210401 茨城県 株式会社アンプリー
新しい容器加工技術とテストマーケティング販路による新規顧客獲得計
画

税理士　小島　一元

473 08210402 茨城県 株式会社日本アクシス
中性子線の透過性能向上と強度性能確保を図る「極薄化真空試料槽」
の試作開発

常陽銀行　久慈浜支店

474 08210403 茨城県 株式会社茨城製砥
多品種・中ロット向け電着砥石用自動マスキング装置の開発およびマス
キング除去工程の自動化

常陽銀行　水海道支店

475 08210404 茨城県
合資会社バクープランニング
ファクトリー

静電容量型近接センサを使用したスイッチの開発
野口洋司
税理士事務所

476 08210405 茨城県 エヌエス金属工業株式会社 9ℓ角缶における油圧パネリングを用いた極薄板缶の高強度化
常陽銀行　研究学園都
市支店

477 08210407 茨城県 サンケー電機工業株式会社
多品種対応型高品質半田づけプロセス構築による鉄道電源分野への
進出

潮来商工会

478 08210408 茨城県 友栄塗装株式会社 粉体塗装ラインのシステム化と医療・食品業向け抗菌塗装の試作開発
商工組合中央金庫
さいたま支店



479 08210414 茨城県 清峰金属工業株式会社 一般及び特殊銅合金の棒材に対応した表面研削加工技術の開発 常陽銀行　土浦支店

480 08210417 茨城県 技研プロセス有限会社
半自動化型シリコン塗装ライン導入による生産性の効率化と加工数量
拡大の実現

筑波銀行　阿見支店

481 08210420 茨城県 株式会社テックス ポット回転機能付き低価格育苗ポット搬送装置の試作開発 潮来商工会

482 08210422 茨城県 エム・サービス株式会社 地中熱利用促進のための熱量測定器高度化事業
結城信用金庫　古河支
店

483 08210423 茨城県
スターエンジニアリング株式
会社

極微小ICタグの自動化製造ラインの構築
茨城県中小企業
振興公社

484 08210424 茨城県 有限会社中村製作所
最新CNC旋盤導入による納期短縮、精度向上、省エネ化、新規顧客獲
得

常陽銀行　三和支店

485 08210425 茨城県 株式会社大塚製作所 精密治工具の高効率生産を目的とした生産管理システムの開発
茨城県中小企業
振興公社

486 08210426 茨城県 株式会社ティーワイケー 歯列矯正用メタルブラケットを一体成形するプレス試作金型開発 常陽銀行　大みか支店

487 08210428 茨城県 株式会社三光精衡所 大型反射望遠鏡に用いられる大型反射鏡向けの鏡面蒸着装置の開発 千葉銀行　金町支店

488 08210431 茨城県 株式会社河村製作所
大型リチウム電池用電極の切削大幅削減による低コスト量産技術の開
発

茨城県中小企業
振興公社

489 08210432 茨城県 株式会社根本漬物 製造ラインの自動化による浅漬の過剰発酵抑制と賞味期限の長期化
茨城県中小企業
振興公社

490 08210435 茨城県 清水ノーヅル株式会社
次世代燃料噴射システムの高精度部品加工及び大幅な加工時間短縮
を実現

茨城県中小企業
振興公社

491 08210436 茨城県 株式会社東京クオーツ
半導体製造技術を応用した低コスト水晶式薄膜厚計センサー素子の開
発

多摩信用金庫　散田支
店

492 08210437 茨城県 株式会社三恵技研工業 バイオリアクター市場の拡大に伴う生産性向上の為の設備導入 常陽銀行　日高支店

493 08210439 茨城県 株式会社光洋産業舎
自社開発した高精度、高強度な新しい締結金具量産技術の開発　（特
願2012－75559号）

水戸信用金庫　大宮支
店

494 08210440 茨城県 マルイアドバンス株式会社
「工程シミュレーション機能による生産計画」・「動態」・「実績管理」を統
合した、小口化・短納期対応型生産管理システムの構築

商工組合中央金庫　水
戸支店

495 08210442 茨城県 金澤工業株式会社
プラスチック成形用の、材料ペレット製造設備の新規開発及び導入によ
る生産性向上

茨城県中小企業
振興公社

496 08210444 茨城県 木幡工業株式会社 3Dプリンターと3Dスキャナーによる多用途マウスピースの開発 常陽銀行　久慈浜支店

497 08210445 茨城県 株式会社コーリ
東日本における合成樹脂織物の熱融着加工技術の開発と一貫生産体
制の確立

常陽銀行　下館支店

498 08210446 茨城県 永和株式会社 建屋（住宅、事務所）用免震シリンダーの試作開発
M&O
コンサルティング

499 08210451 茨城県 株式会社三栄製作所 エレベータ用巻上機の製造、販売 常陽銀行　友部支店

500 08210452 茨城県 吉野電業株式会社
「重要保安部品・エレベータブレーキ用ボビンレスコイルの多層巻線設
備の開発」

ひたちなか
テクノセンター

501 08210454 茨城県 有限会社菊池製作所 溶接作業のロボット化による風力発電用部品の生産プロセスの強化
茨城県中小企業振興公
社

502 08210457 茨城県 株式会社泰成工業所
大型トラック用ギアチェンジ部品の焼結金属から板金プレス化への工法
転換

茨城県中小企業
振興公社

503 08210460 茨城県 千代川モールド
高度化目標であるインサート成形の時間短縮を可能とする成形品取出
装置の開発

下妻商工会

504 08210461 茨城県 株式会社大平繊維工業
高効率裁断機の導入による縫製作業の納期短縮確立、保温シートの試
作開発

筑波銀行　下妻営業部

505 08210463 茨城県 渡辺通商株式会社 ビニール製袋（ポリ袋）への封入物の自動封入装置の試作、開発
水戸信用金庫　菅谷支
店

506 08210464 茨城県 有限会社山崎工業所 難削材の加工効率と寸法精度の高度化による生産工程の改善 筑波銀行　日立支店

507 08210465 茨城県 株式会社レーザーマーク 光を透過する金属板の開発、及びそれを使用した照明器具の開発 佐藤修一税理士事務所

508 08210467 茨城県 有限会社テイコク
ワイヤー放電加工設備導入による切削技術の高度化および生産性の
向上

常陽銀行　柿岡支店



509 08210469 茨城県 株式会社フロンティア 金型内タップタンシプレス品ヒゲバリレス金型試作開発
水戸信用金庫　高萩支
店

510 08210472 茨城県 株式会社ノア デジカメ感覚で測定が可能なハンディ3Dスキャナの開発
常陽銀行　研究学園都
市支店

511 08210473 茨城県 株式会社フジキン X線撮影の精度を高めかつ被曝量を低減する新グリッド製法の確立 常陽銀行　谷田部支店

512 08210475 茨城県 株式会社富田製作所
公共インフラ向け長尺厚肉大径鋼管製作に必要な高効率・高信頼の内
面、外面自動溶接機の開発

茨城県中小企業
振興公社

513 08210479 茨城県
有限会社KNデンタルラボラト
リー

一貫加工体制確立による高品質な新素材歯科技工物の試作開発 常陽銀行　日立支店

514 08210480 茨城県 有限会社シーアンドアイ 光導波モードセンサ用LGL型４チャンネル分光器の開発
つくば研究
支援センター

515 08210481 茨城県 株式会社木城製作所 レーザー加工機用純銅製部品の切削加工技術の確立と量産化
株式会社
ディセンター

516 08210483 茨城県 株式会社橋本ブラシ製作所 世界初のダブルスパイラル自動機とループ毛材による新型ブラシ 常陽銀行　美浦支店

517 08210484 茨城県 日本メカニック株式会社 高品質と安価を両立した機械装置用搬送ローラーの試作開発 八千代銀行　赤塚支店

518 08210485 茨城県 株式会社マルショウ
乳酸発酵技術を活用した茨城産サバの水産加工品開発及び「常陸鯖」
のブランド化

常陽銀行　大洗支店

519 08210486 茨城県 橋本精密工業株式会社
自動車電子部品用コネクター端子ピンの部分接合を可能とする順送金
型開発

茨城県中小企業
振興公社

520 08210487 茨城県 有限会社協和精機
小口化・短納期化のための小型高真空ロウ付け装置の製作・運用・販
売

水戸信用金庫　市毛支
店

521 08210488 茨城県 株式会社朝一番 納豆製造工程への冷凍技術導入による品質向上と新商品の開発
茨城県中小企業
振興公社

522 08210489 茨城県 株式会社システムクラフト スマートメーターを活用した防災情報送受信システムの試作開発 常陽銀行　大みか支店

523 08210490 茨城県 東京特殊工業株式会社
レーザー加工機導入及び自動搬入装置の開発による生産能力向上・低
コスト化

常陽銀行　総和支店

524 08210491 茨城県 株式会社安部
真空技術を活用した気体置換と真空調理法を使ったレンコン食品の開
発

常陽銀行　神立支店

525 08210492 茨城県
有限会社ブルームーンソフト
ウェア

簡易無線型水田遠隔管理システムの試作開発 常陽銀行　磯原支店

526 08210494 茨城県 株式会社つかもと
「茨城県阿見町産「南高梅」の加工品開発・製造・販売による地域活性
化事業」

龍ヶ崎商工会

527 08210495 茨城県 株式会社牛久製作所 新規試作部品のマシニングセンター機械加工生産技術の効率化
茨城県中小企業
振興公社

528 08210498 茨城県 株式会社テクモア
BDFろ過技術を活用した廃食用油ボイラー用燃料化への製造技術の開
発および商品化

ひたちなか
テクノセンター

529 08210499 茨城県 有限会社台製作所 治療期間を1/3に短縮する歯科矯正治療期間短縮装置の開発
つくば研究
支援センター

530 08210502 茨城県 株式会社二葉科学茨城 タッチパネルの広面積化に対応する高精度熱処理装置の試作開発 常陽銀行　吉田支店

531 08210504 茨城県 株式会社スリーライク
国際基準に適合する日本初の超高輝度マイクロプリズム型再帰性反射
シートの開発

つくば研究
支援センター

532 08210506 茨城県
株式会社イソメディカルシステ
ムズ

ステンレス製品自動加工装置の開発
茨城県中小企業
振興公社

533 08210508 茨城県 株式会社大森電器工業
制御盤組込型ユニット製造における試験装置の導入による生産プロセ
ス強化

筑波銀行　日立支店

534 08210509 茨城県 小島工具研削所
多品種、精密特殊形状工具製作における高精度化と生産性向上、工程
短縮の実現

ひたちなか
テクノセンター

535 08210512 茨城県 RSE株式会社 極限環境での三次元精密位置決め用小型駆動ステージの開発
ひたちなか
テクノセンター

536 08210515 茨城県 株式会社マネジメントシステム
位置情報発信技術を使った公共バス交通向け 運行状況可視化クラウ
ドシステムの開発

常陽銀行　ひたちなか
支店

537 08210517 茨城県 株式会社染めQテクノロジィ 超微粒子化技術を駆使した構造物コンクリート用の浸透型補修剤開発
常陽銀行
境支店

538 08210518 茨城県 株式会社カドワキ電子
CAM及び3Dプリンタを活用した最適な製造方法提案型サービス体制の
構築

筑波銀行　多賀支店



539 08210519 茨城県 水戸暖冷工業株式会社 軽量、低コストの天吊カセット形ファンコイルユニットのパネルの開発
茨城県中小企業
振興公社

540 08210523 茨城県 カワサキテック
短納期・低コスト対応の為の管用テーパネジの全自動両端転造加工装
置の開発

常陽銀行　佐和支店

541 08210524 茨城県 株式会社小泉工業 乾燥工程の見直しによる塗装プロセス改善、コスト削減要求への対応 東日本銀行　日立支店

542 08210526 茨城県 有限会社こうじや
急速冷凍技術と減圧ガス置換技術を導入し、手軽・気軽に食べられる
寿司の開発・販売

常陽銀行　大洗支店

543 08210527 茨城県 大野ロール株式会社
リチウムイオン電池の電極板圧縮用ロールプレス機の自動板厚制御シ
ステムの開発

茨城県
中小企業振興公社

544 08210530 茨城県 有限会社三吉電器工業所 サイクルローダーを導入した生産工程自動化体制の構築
茨城県
中小企業振興公社

545 08210534 茨城県 株式会社タバタ ラジコン用スポンジタイヤ製造新工法の試作開発および販売 常陸大宮市商工会

546 08210537 茨城県 弘陽電機株式会社
自動車駆動用モータのケーシングの低コスト・高精度化技術開発と生産
技術の確立

茨城県中小企業
振興公社

547 08210540 茨城県 株式会社大友製作所 3Dレンチキュラー立体インサート成形製品の開発と販路の開拓
茨城県中小企業
振興公社

548 08210549 茨城県 株式会社エヌエルシー 海洋資源用（レアメタル等）掘削装置の特殊先端部品の試作開発
茨城県中小企業
振興公社

549 08210550 茨城県 株式会社栄伸精機
水処理プラント向け、多品種高精度ラビリンスの小口化需要に対応した
高効率切削技術の開発

茨城県中小企業
振興公社

550 08210551 茨城県 株式会社南部製作所
CMT（コールド・メタル・トランスファー）プロセス溶接による品質向上及び
溶接加工の効率化

茨城県中小企業
振興公社

551 08210552 茨城県 吉田精工株式会社 歯科用静音タービンハンドピース試作開発 常陽銀行　玉造支店

552 08210554 茨城県
有限会社古澤プラスチック金
型

低圧力ポンプで噴霧可能な小型プラスチックノズルの開発
吉田雅彦
税理士事務所

553 08210556 茨城県
株式会社ダイイチ・ファブ・テッ
ク

3D多関節ロボットの汎用プレス加工への活用
茨城県
中小企業振興公社

554 08210558 茨城県 株式会社ベルファーム
急速冷凍技術を活用した、酵素の破壊を抑えた生きた酵素食品の開
発、製造

常陽銀行　茎崎支店

555 08210561 茨城県 信和産業株式会社 精密鋳造用高品質セミソリッド成型ワックスの開発
商工組合中央金庫　押
上支店

556 08210563 茨城県
株式会社国盛化学　関東工
場

小ロット対応で高強度多機能を合わせ持つプラスチック段ボール製コン
テナの新規開発

大垣共立銀行　高辻支
店

557 08210564 茨城県 株式会社ひかり化成
3Dプリンターと真空成形を用いた試作・量産の少量多品種生産への対
応。

常陽銀行　太田支店

558 08210567 茨城県 大塚電機株式会社 デジタル制御を用いた産業機器向け小型SRモータの開発 常陽銀行　磯原支店

559 08210571 茨城県 株式会社アグメント 空港、医療分野で使用可能な非金属車いすの開発
水戸信用金庫　谷田部
支店

560 08210572 茨城県 日本卓球株式会社 卓球の新素材試作ボールをつくるための組立装置開発 足利銀行　古河支店

561 08210580 茨城県 杉崎計器株式会社 汎用性向上及び管理機能を強化したトルク測定器の試作開発 筑波銀行　新利根支店

562 08210582 茨城県 株式会社カナツー 労働事故を防ぐ産業用台車の低コスト安全装置の開発
一般社団法人バリュー
アップ・ジャパン

563 08210584 茨城県 シグマテクノロジー有限会社 マグネット・コイルポンプの試作開発
茨城県
中小企業振興公社

564 08210585 茨城県 株式会社神保製作所
短納期対応のための小径精密穴加工用特殊エンドミル及びトロコイド軌
跡型加工技術の開発

ひたちなか
テクノセンター

565 08210586 茨城県 有限会社ユキヒロ工業
金属ワイヤメッシュ製品※製造における 品質向上 と 生産効率向上 技
術の開発

常陽銀行　古河東支店

566 08210587 茨城県 株式会社マミヤ ショットブラストに代わるプレス新加工技術の開発 常陽銀行　久慈浜支店

567 08210588 茨城県 いがり産業株式会社
射出成形金型の製品突き出し用穴加工の新工法による金型加工時間
短縮化

常陽銀行　友部支店

568 08210590 茨城県
株式会社横島エンジニアリン
グ

取付管が接続され老朽化した下水管を開削しないで更生する事業 常陽銀行　石下支店



569 08210593 茨城県 日本原料株式会社 「新製法による水質浄化用特殊ろ過材開発」 高萩市商工会

570 08210594 茨城県 メッツエレクトロン株式会社
電子回路基板印刷のインクジェット化による多品種少量品のスピード生
産

多摩信用金庫　三鷹下
連雀支店

571 08210595 茨城県 株式会社角田製作所 交換部品10～460mmの新規生産ラインNo.1スピード納期計画 小松川信用金庫　本店

572 08210600 茨城県 株式会社ワールドシシュウ 全世界アパレル企業向けの低コスト高品質フルカラー刺繍の開発 常陽銀行　石岡支店

573 08210603 茨城県 株式会社エム・ディー精密 金型生産工程の合理化と内製化による競争力強化
茨城県中小企業
振興公社

574 08210605 茨城県
株式会社バイオフォトケモニク
ス研究所

バイオマス直接燃料電池（BMFC）の開発と商品化に向けたセルの試作
茨城県中小企業
振興公社

575 08210609 茨城県 有限会社北島マシンナイフ 干し芋製造用のスライス作業自動化機器の開発
水戸信用金庫　鉾田中
央支店

576 08210610 茨城県 株式会社屋代製作所 ネットワーク対応型ACサーボベンディングマシン増設による生産力強化
つくば研究
支援センター

577 08210612 茨城県 アイ・イー・シー株式会社
昼は電力監視・夜は自動で節電できるコンセントシステム（iエコタップ）
の開発

つくば研究
支援センター

578 08210615 茨城県 雪ヶ谷化学工業株式会社
PVA特殊スポンジによる排水（廃水）微生物処理の効率化に関する事
業

さわやか信用金庫　美
原支店

579 08210616 茨城県 下館精機株式会社 可視光、テラヘルツ波制御用超微細加工精密デバイスの試作開発 足利銀行　下館支店

580 08210617 茨城県 株式会社協立金型 半導体向け　超高性能ソケットの開発 筑波銀行　阿見支店

581 08210620 茨城県 株式会社常磐谷沢製作所 軽量、高強度用のCFRPヘルメットの試作開発 筑波銀行　磯原支店

582 08210621 茨城県 熊谷工業株式会社
自家発電装置の脱硝装置製作に伴う高効率化及び、生産体制強化、製
品の大型化への対応。

茨城県中小企業
振興公社

583 08210623 茨城県 小野工芸株式会社
高耐久コーティング技術の確立による鉄道ポイントの高耐久ジョウピン
の実現

株式会社
ウィレコンサルティング

584 08210626 茨城県 株式会社漆原 新規スタンパブルシート基材を用いた特殊軽量鞄の開発 筑波銀行　本店

585 08210627 茨城県 株式会社安達製作所
携帯電話機基地局や自動改札機用板金部品の小口･短納期化試行と、
その後の量産体制確立

常陽銀行　下館支店

586 08210629 茨城県 株式会社港和機器製作所
多品種小口・短納期ニーズへ対応した設備投資による工程集約・合理
化計画

京葉銀行　松戸新田支
店

587 08210638 茨城県 高浪化学株式会社 低強度プラスチック廃材から高品質プラスチックペレットの試作開発
株式会社
ディセンター

588 08210639 茨城県 有限会社結城ゴム プライマー塗付の機械化による後工程人員配置での生産プロセス強化
株式会社
ディセンター

589 08210640 茨城県 株式会社菊池精機 テスト加工ゼロ化を目指す最適加工算出システムの開発
株式会社
ディセンター

590 08210643 茨城県 株式会社カトー 高精度電子天秤基幹部品の高精度化への試作開発と低コスト化
株式会社
ディセンター

591 08210646 茨城県 株式会社アロイ ステンレス溶接形鋼の短納期化によるマーケットニーズの取り込み事業
樋口公認会計士
事務所

592 08210647 茨城県 合資会社浦里酒造店 新しい原料米処理による日本酒の試作開発と新市場開拓 常陽銀行　大穂支店

593 8210649 茨城県 有限会社高度技術研究所
複数計測項目(形状・サイズ等)多数血球同時計測技術による広視野・
高速血球検査装置の開発

常陽銀行　菅谷支店

594 09210241 栃木県 サンリード株式会社
精密金型から精密プラスチック成形と、表面処理の複合加飾に於ける
一貫生産体制強化による短納期・高付加価値型遊戯機器部品の開発と
製造並びに新規市場開拓

足利銀行

595 09210247 栃木県 株式会社成田製作所
ブローチ加工品の生産性の向上、低コスト化を実現する新たな加工技
術の開発

烏山信用金庫

596 09210248 栃木県 株式会社小林縫製工業 商品イメージ早期具現化による競争力強化事業 栃木信用金庫

597 09210252 栃木県 株式会社めいじ屋 高度な家具部材加工設備導入による受注拡大と生産体制強化の実現
株式会社田中経営パー
トナー

598 09210253 栃木県 平安実業株式会社
熱硬化性樹脂用の中型トランスファー成形機等導入による医療用分析
装置向け大型成形品の受注拡大

常陽銀行



599 09210255 栃木県 有限会社船木製作所
イオン水を使用した難削材切削加工における生産プロセスの強化と環
境負荷の低減

栃木銀行

600 09210257 栃木県 株式会社シダラ 原料高騰による堆肥自社開発及び対病性堆肥の開発 足利銀行

601 09210259 栃木県 有限会社マイスター 『医療用内視鏡部品製作における加工精度の向上と増産体制の確立』 栃木銀行

602 09210268 栃木県
株式会社栗崎歯車製作所
宇都宮工場

特殊歯車製造技術の開発 足利銀行

603 09210271 栃木県 株式会社万蔵
既存の加飾技術に、デジタル技術とアナログ技術を組み合わせ、大量
生産では不可能だった高意匠の加飾を施すシステム開発

足利銀行

604 09210272 栃木県 株式会社三峯金型
大型高精度ワイヤカット放電加工機導入によるプラスチック歯車成型金
型の高精度化・短納期化・低コスト化の実現

群馬銀行

605 09210276 栃木県
株式会社テクノスチールダイ
シン

ショットブラスト機の導入による建築用構造部材の品質向上と生産プロ
セスの改善による市場の拡大

足利銀行

606 09210278 栃木県 株式会社オンワード技研 「切削工具コーティング後の自動表面研磨による生産性向上」 足利銀行

607 09210279 栃木県 株式会社土谷龍治郎商店 安全なシルバーカー兼ドッグカーの開発 足利銀行

608 09210280 栃木県 大古精機株式会社
切削・研削によらないワイヤ放電加工によるｹﾞｰｼﾞの加工精度向上及び
加工時間の短縮

神宮会計事務所

609 09210281 栃木県 株式会社シンワモールド 微細,深物金型加工における高精度,高品位一貫生産体制の確立 東和銀行

610 09210282 栃木県 青木ソバ粉株式会社 冷凍空調技術の高度化による焼酎用そば粉の開発 常陽銀行

611 09210283 栃木県 有限会社ホンゴウ
バーコードを含む小ロット多品種短納期対応生産管理システムの強化
による収益拡大

足利銀行

612 09210284 栃木県 株式会社イケヤフォーミュラ 自動変速トランスミッション用ギアの試作設計・製作 鹿沼相互信用金庫

613 09210285 栃木県 株式会社エフエス
「マイクロコンデンサ製造装置用バキュームプレート」の試作並びに安定
供給体制の確立

足利銀行

614 09210287 栃木県
株式会社リベロエンジニアリン
グ

「超高精度 電気自動車用モーター試験装置」の実証モデル機の試作 栃木銀行

615 09210288 栃木県 有限会社那須バイオファーム キノコの食感と機能性を活かした発酵ピクルス食品の開発 栃木銀行

616 09210290 栃木県 MINATO株式会社 精密測定機部品加工における高精度・高効率による売上と収益の拡大 群馬銀行

617 09210291 栃木県 渡辺酒造株式会社 メロン系吟醸香を特徴とする劣化し難い新タイプ高級清酒の開発 菊地経営センター

618 09210293 栃木県 有限会社シバプラ
種々なエンジニアリングプラスチックの射出成型ノウハウの習得・確立を
通じた新分野進出

足利銀行

619 09210297 栃木県 細内金型株式会社
「金型修理のスピード対応」を特化技術として新規顧客獲得の為に事業
化する。

足利銀行

620 09210298 栃木県 株式会社エコツー技術研究所 高機能窓ガラス用遮蔽コーティング剤の用途別最適塗装条件の構築 足利銀行

621 09210299 栃木県 有限会社大宮司製作所 5軸マシニングセンター導入による受注拡大と新規分野参入事業 足利銀行

622 09210307 栃木県 吉澤石灰工業株式会社 水質浄化剤の量産化・低価格化を実現する自動製造プロセスの開発 群馬銀行

623 09210311 栃木県 有限会社柳沼ボデー工場 商業用特殊車両の改修製造、改造製造の短納期化。 栃木銀行

624 09210313 栃木県 天鷹酒造株式会社 超微粉米麹によるオーガニック商品開発 足利銀行

625 09210314 栃木県 株式会社大川鉄工所
マシニングセンター導入による高精度・短納期とコスト低減を実現するた
めの自動車部品用金型の試作開発

常陽銀行

626 09210315 栃木県 大生工業株式会社
新マイクロバブル発生ノズルを利用した環境配慮型切削後洗浄装置の
試作開発

近藤美恵子経営コンサ
ルティング事務所

627 09210316 栃木県 有限会社玉生石材センター 切削技術革新による大型光学用ガラス装飾製品等の試作 那須信用組合

628 09210318 栃木県 株式会社田部井製作所 迅速な3Dソリッド金型設計手法の開発による自動加工及び短納期化 足利商工会議所



629 09210320 栃木県 株式会社キャム
精密プラスチック成形の生産能力強化による車載用二次電池関連部品
の大量受注の獲得

栃木銀行

630 09210325 栃木県 株式会社オガ電子 スマートフォンと連携する温度計端末機の設計・開発
有限会社情報ビジネス
コンサルティング

631 09210326 栃木県 有限会社ナック 製造現場向け簡易型光学内径測定器の商品開発 足利銀行

632 09210329 栃木県 有限会社大阿久精工 NC研削盤の導入による自社開発製品「OSKロック」の生産プロセス強化 栃木信用金庫

633 09210331 栃木県 株式会社ワタナベプレス
レーザー加工ライン改革によるコアコンピタンスと付加価値の向上を目
指す。

栃木銀行

634 09210333 栃木県 松井電器産業株式会社 切削に変わる3Dプリンターによる生産サポート冶具製作への応用 足利銀行

635 09210336 栃木県 株式会社アイ・レック
屋上防水層内脱気システム改良のための試作開発と量産化のための
設備投資

足利銀行

636 09210338 栃木県 富士セイラ株式会社 薄板用プレススタッドの圧造・転造加工の製法技術開発及び設備投資
イー・マネージ・コンサル
ティング協同組合

637 09210339 栃木県 株式会社井上製作所 金型用傾斜カムの高精度・高効率加工プロセスの構築 群馬銀行

638 09210342 栃木県 有限会社スダ 婦人の各年代層に特化した絹を用いたストールの研究開発 足利銀行

639 09210343 栃木県 有限会社吉成工具研磨
再研磨工具、及び製造工具の高精度加工における精度保証と受注力
強化

足利銀行

640 09210344 栃木県 株式会社呉光製作所
建築構造材角パイプにおけるプレスによる穴加工の高効率化新手法の
確立

足利銀行

641 09210346 栃木県 有限会社YKソリューション
デジタイザーシステム導入による自動車用ボディ金型データ作成の短
納期化

アイ・ブレインズ足利事
務所

642 09210348 栃木県 株式会社川崎製作所 高機能化プレスと高速溶接技術融合による新規顧客拡大 足利銀行

643 09210351 栃木県
株式会社セントラルカッティン
グ

独自の製造技術を活かした高品質カット野菜製造開発 栃木銀行

644 09210354 栃木県 株式会社山形屋 付刃バイトの生産能力強化を目的とする熱間鍛造金型の高度化 足利銀行

645 09210357 栃木県 株式会社栃木日化サービス
太陽光発電パネル効率向上を目的とする冷却用多孔質板締結方法の
開発

宇都宮北リテールセン
ター

646 09210359 栃木県 有限会社エム・ディ・システム
短納期・高度化に対応したリニア駆動NC放電加工機による金型製造シ
ステムの構築

足利小山信用金庫

647 09210360 栃木県 銅市金属工業株式会社
屋根専門メーカーの技術を活かした、設備能力向上と生産ラインの見直
しによる、多種多様な金属屋根・外壁の生産プロセスの大幅な強化

小山商工会議所

648 09210364 栃木県 株式会社バンテック 塗装乾燥炉更新による生産プロセス強化事業
株式会社UI志援コンサ
ルティング

649 09210365 栃木県 株式会社栁井
3次元設計導入による自社一貫製作システムの構築と受注拡大への実
現

栃木銀行

650 09210366 栃木県 株式会社ヘクト
四輪車試作品の短納期及び高精度切削システムの実現による売上向
上。

足利銀行

651 09210368 栃木県 株式会社エスケイ
高性能搬送設備導入による金属プレス加工部品の生産性向上とコスト
低減の実現

浅沼みらい税理士法人

652 09210369 栃木県 モマサレース工業株式会社
消費者の感性に訴えかけるオンリーワンのレースカーテンを実現する製
造技術の確立

足利銀行

653 09210370 栃木県
東興機販株式会社　栃木工
場

オーダーメイド自動機の短納期化、低コスト化に対応する製造設備高度
化プロジェクト

七十七銀行

654 09210371 栃木県 レボルト合同会社
急速充電可能な超小型モバイル独立電源装置と機能性LED照明との融
合による新製品の開発及び事業化

東和銀行

655 09210373 栃木県 株式会社成正プレジテック
デジタルダイカストマシン導入による耐圧製品の高能率生産体制の構
築

栃木銀行

656 09210374 栃木県 小堀レース株式会社 新規アイデアによる医療福祉用カーテンのシェア拡大 足利銀行

657 09210379 栃木県 青和現代彫刻株式会社 新加工方法による自由曲面プレス機の開発 鹿沼相互信用金庫

658 09210381 栃木県 株式会社アペックス
『自動車のコーティング施工に関して、独自技術を生かしたコーティング
剤の試作開発と「焼付け乾燥装置」の導入による塗装工程の生産プロ
セス強化』

栃木銀行



659 09210384 栃木県 宇都宮ブルワリー株式会社
栃木県産農産物、シャンパン酵母を用いた長期熟成ビール（発泡酒）の
試作開発

足利銀行

660 09210385 栃木県 進栄工業株式会社 切削加工工程の集約・高度化による競争力強化と売り上げ拡大 鹿沼相互信用金庫

661 09210388 栃木県 飯沼銘醸株式会社 吟醸酒の全量生酒貯蔵で差別化を図りシェアを拡大する 栃木信用金庫

662 09210389 栃木県 株式会社テクノマイスター 半導体設備用部品加工における生産プロセス強化事業 足利銀行

663 09210391 栃木県 株式会社伸好舎 画像寸法測定器導入による測定時間の大幅な短縮 足利銀行

664 09210393 栃木県
有限会社西山鉄網製作所
南那須工場

溶接金網を使用した獣害対策製品の開発による新事業への進出 平田会計事務所

665 09210395 栃木県 こいしや食品株式会社
2段型絞り容器を採用した豆腐のクリーミィさを生かした発酵食品の試作
開発

栃木銀行

666 09210396 栃木県 東興金属工業株式会社
CO2削減装置部品の切削技術向上による低コスト化と超短納期化の実
現及び生産体制の確立。

中ノ郷信用金庫

667 09210397 栃木県 有限会社小林製作所
自社技術・ノウハウの活用と大型NC旋盤導入による、大物加工品内製
化と加工技術の向上およびワンストップ加工での競争力強化

足利銀行

668 09210398 栃木県 神和アルミ工業株式会社
航空機部材切断の短納期化および歩留率向上システムの構築による
売上向上

足利銀行

669 09210399 栃木県 櫛田興業株式会社 独自ブランド製作で競争力強化 群馬銀行

670 09210401 栃木県 宝金属工業株式会社
製品のプレス工程の大幅な削減による国内生産の優位性を確立する製
品の試作開発

足利小山信用金庫

671 09210402 栃木県 日東産業株式会社
『栃木県産二条大麦麹・米麹を用いた血圧上昇抑制成分（γ -アミノ酪
酸）を高含有した調味液の試作開発、並びに一貫生産体制の確立』

栃木銀行

672 09210407 栃木県 シントク工業株式会社 PHCコンクリート杭用の新型機械式継手 商工組合中央金庫

673 09210408 栃木県 有限会社若菜製作所
 高精度ワイヤーカット放電加工と検査工程の一体化による生産性向上
（加工・検査精度の向上、生産リードタイムの短縮、省人化）

税理士法人優貴会

674 09210409 栃木県
野田琺瑯株式会社　栃木工
場

ホーロー市場が求める少量多品種短納期化に向けた生産プロセス強化
計画

足利銀行

675 09210411 栃木県 ハネクトーン早川株式会社 ファッショナブルで高機能なリボン・ネクタイ・女性用事務服の新規開発
青木宏二郎税理士事務
所

676 09210412 栃木県 株式会社アキモ
発酵野菜ペーストの安定生産プロセスの確立による低アレルゲン野菜
ジェラートの販売拡大

群馬銀行

677 09210414 栃木県 有限会社佐藤精機 試作部品加工における3Dプリンタ応用で短納期、コスト低減に対応 足利銀行

678 09210415 栃木県 株式会社マルイテクノ
高精度深彫レーザーマーカーを使用し価格バランスに優れた高品質測
定工具（角度計）の製造

鹿沼商工会議所

679 09210416 栃木県 日本クラント有限会社 高品質にて小ロット短納期対応ができるマスク塗装ラインの整備 商工組合中央金庫

680 09210420 栃木県 株式会社アグリフォース 未利用バイオマスを利用した臭気低減高速堆肥化装置の開発 足利銀行

681 09210422 栃木県 チーズ工房那須の森 新たな白カビタイプチーズの作出と品質安定技術の開発 栃木銀行

682 09210423 栃木県 株式会社稲葉納豆工業所 ニッチな納豆の製造技術の確立 足利銀行

683 09210427 栃木県 有限会社大地 光合成細菌の大量生産システムの開発と機能性食品開発事業 小山商工会議所

684 09210428 栃木県 足利伊萬里
栃木足利産のビール規格外・二条大麦を活用した、“簡易短縮型新醗
酵法（魚醤低温醸造法と古式みそ醸造法の融合）”の確立と、新、“二条
大麦・黒味噌”およびその加工品等の開発と販売

足利銀行

685 09210429 栃木県 日光金属株式会社 熱処理炉のフレキシブル化による省エネルギー熱処理の開発 栃木銀行

686 09210431 栃木県 株式会社イーアンドエム 医療機器規格対応の小型電源ユニットの試作開発
有限会社情報ビジネス
コンサルティング

687 09210433 栃木県 オグラ金属株式会社
アルマイト処理工程の高効率化による多品種少量・短納期生産の構築
と高品質化

東和銀行

688 09210435 栃木県 株式会社SRK サーボプレスを活用した高精度・プレス工程短縮による試作開発 栃木銀行



689 09210437 栃木県 有限会社小林製作所
高精度三次元測定機の導入による空圧機器部品の低コスト・高精度品
質保証体制の確立

鹿沼相互信用銀行

690 09210438 栃木県 株式会社常盤製作所 最新鋭機械の導入により生産プロセスを見直しし、生産性向上を図る 足利銀行

691 09210439 栃木県 株式会社辻善兵衛商店 普通酒の品質向上による若い世代の顧客確保 栃木銀行

692 09210443 栃木県 クックベッセル株式会社 ハーモニカの和音を奏でるホーロー製笛吹ケトルの開発、商品化 足利銀行

693 09210445 栃木県 株式会社中村製作所 『コスト低減』を実現し、『受注拡大』を図る為の冷間鍛造機導入 足利銀行

694 10210003 群馬県 株式会社タノ製作所 材料自動混合工程と成形工程の同期化による低コスト化・短納期化
しののめ信用金庫　経
営相談部

695 10210006 群馬県 株式会社協進サクセス 航空機産業向けアルミ板金部品の高品質ブランク加工システムの構築 八十二銀行　高崎支店

696 10210008 群馬県
日東エンジニアリング株式会
社

高圧ガス特殊弁の製造における小口化・短納期化に対応するための製
造体制の構築

群馬銀行　渋川支店

697 10210015 群馬県 株式会社グンエイ
サーボプレスマシン導入による航空機部品向け新プレス加工工程の開
発

足利銀行　桐生市場支
店

698 10210018 群馬県 ダイセン株式会社 金型内製化等による樹脂製継手製品の開発期間短縮 群馬銀行　強戸支店

699 10210022 群馬県 大一金欄株式会社
高級感溢れる多色の絵柄を、立体構造物に高精度かつ低コストでプリ
ントする技術の確立

桐生信用金庫　相生支
店

700 10210025 群馬県 平和衡機株式会社 一品生産に対応できるステンレス製計量器（はかり）の製造技術の開発 群馬銀行　高崎支店

701 10210026 群馬県 有限会社菊地製作所
ブレーキ金型製造における信頼性の向上と短納期に特化した企業体制
づくり

館林信用金庫　西支店

702 10210029 群馬県 植木プラスチック株式会社
次世代航空機用シートカバー製品向け短納期、低コスト、プラスチック
製品の試作開発

群馬銀行　太田支店

703 10210031 群馬県 有限会社矢原製作所 長尺ステンレス難削材（SUS630）の高精度・高速加工技術の開発 群馬銀行　箕輪支店

704 10210037 群馬県 根岸物産株式会社 GABA産生乳酸菌による発酵キムトマソースの試作開発 群馬県商工会連合会

705 10210040 群馬県
フリースペースエンジニアリン
グ株式会社

高稼働率を目的とした板金用レーザ加工機システムの開発 丸の内税理士法人

706 10210042 群馬県 株式会社ビー・エヌ 肌にピタッとフィットさせる「ひもなしマスク」の試作・開発 足利銀行　桐生支店

707 10210044 群馬県 株式会社ヒルマ機工
プリンタ業界向けフレキシブルフラットケーブル自動折目付け装置の開
発

群馬銀行　総社支店

708 10210046 群馬県 株式会社白坂工業
既存プレハブ配管技術とフレア加工技術の融合による新たな配管工法
の確立

群馬銀行　安中支店

709 10210047 群馬県 小倉鉄工株式会社 自転車用ペダル軸製造ラインの生産性向上
瀧野川信用金庫　足立
支店

710 10210051 群馬県 株式会社武蔵製菓 冷凍空調技術の高度化によるイチゴ大福の通年製造プロセスの確立 群馬銀行　甘楽町支店

711 10210053 群馬県 古澤整経
先染め極細繊維をタテ糸に使用した製織するための高度な整経技術の
確立と市場育成

桐生商工会議所

712 10210059 群馬県 株式会社ハイ・テック
高効率、高精度ベンディングマシン導入による、小ロット生産、短納期化
の実現

東和銀行　韮川支店

713 10210068 群馬県
富士エンヂニアリング株式会
社

モーター回生エネルギーの効率的活用のための電力回生システムの開
発

群馬銀行　大原支店

714 10210070 群馬県 有限会社テーピス
人工衛星に使用される高耐食・高強度・軽量なチタン製コネクターの開
発

群馬銀行　冨岡支店

715 10210071 群馬県 株式会社鐵建
耐震性に優れた高品質な鉄骨建造物を供給するための溶接技術開発
と生産体制の構築

しののめ信用金庫　経
営相談部

716 10210077 群馬県 有限会社大友 エプロンの縫い縮み問題の解消による市場ニーズへの対応 群馬銀行　邑楽町支店

717 10210082 群馬県 有限会社サクラゴム産業 顧客と市場ニーズにマッチした低コストで高品質な浄化槽の散気管開発
しののめ信用金庫　経
営相談部

718 10210086 群馬県 株式会社旭光 複雑3次元形状部品のリバースエンジニアリング新規参入事業 群馬銀行　館林支店



719 10210087 群馬県 ポニー電機株式会社
高効率なバッテリ充放電型＆太陽光発電用パワーコンディショナの試作
開発

群馬銀行　新町支店

720 10210088 群馬県 旭化成株式会社 高精度試作品の納期短縮とコスト低減化によるＥＰＳ製品の開発 群馬銀行　駒形支店

721 10210090 群馬県 有限会社深澤工業 車椅子使用者の障壁となっている“段差”を解消するリフターの開発 桐生市黒保根商工会

722 10210092 群馬県 リバストン工業株式会社 プラズマカーテン溶射によるSiC皮膜形成技術の開発 武蔵野銀行　深谷支店

723 10210101 群馬県 株式会社特電大泉製作所
医療機器の高機能化・大容量化に伴う生産ラインの構築及び自動検査
装置の開発

群馬銀行　大泉支店

724 10210102 群馬県 株式会社北斗 高強度材の長尺プレス加工技術開発及び量産化 群馬銀行　大間々支店

725 10210109 群馬県 株式会社シェモワ 「焼成しても柔らかい」麹を利用した発酵豚肉加工品の試作開発 群馬県商工会連合会

726 10210110 群馬県 コガックス株式会社 新プレス切断技術の確立による、極限までの材料高歩留まりの実現 東和銀行　伊勢崎支店

727 10210113 群馬県 株式会社有田屋 燻製醤油の開発
しののめ信用金庫　経
営相談部

728 10210114 群馬県 株式会社カネトモ オーダーカーテン対応の「形状安定加工」技術の高度化 福田　秀幸

729 10210117 群馬県 西工業株式会社 ポリイミドフィルム製膜試験機の開発による生産性向上の実証 群馬銀行　桐生支店

730 10210123 群馬県 島岡酒造株式会社 低コスト冷却システム導入による微発泡清酒開発 群馬銀行　宝泉支店

731 10210124 群馬県 株式会社アタゴ製作所 エコキュート熱交換器を「熱交換モジュール」で構成する試作開発 東和銀行　桐生支店

732 10210125 群馬県 株式会社外山製作所 難削部品の短納期・低コスト生産技術の確立 群馬銀行　桐生南支店

733 10210126 群馬県 有限会社エクセル精機
CNC自動旋盤と精密測定の相乗効果による高度化。見える微細形状！
信頼の証!

しののめ信用金庫　経
営相談部

734 10210131 群馬県 株式会社堀辰 特殊ストレッチ織物等の効率的な製織技術の開発 群馬銀行　桐生支店

735 10210133 群馬県 株式会社フジマキネクタイ ポリエステル生地への転写染色による納期短縮と小ロット化
桐生信用金庫　本店営
業部

736 10210135 群馬県 株式会社山岸鍛工 制振ダンパー用高品質鍛造品の金型加工技術の構築と競争力強化 群馬県産業支援機構

737 10210138 群馬県 有限会社ライプニッツ
使用中の工作機械に後付けし、安価かつ効果的に生産管理を可能に
するデバイス及びシステムの試作

富士見商工会

738 10210139 群馬県 株式会社協和 鋼板の複雑曲げ加工で多品種、短納期対応体制の構築
しののめ信用金庫　経
営相談部

739 10210140 群馬県 株式会社大磯精工
積層セラミックコンデンサ生産設備に用いられるベースプレートの業界
初生産方法の確立

群馬銀行　安中支店

740 10210142 群馬県 三羽工業株式会社
顧客ニーズ実現のための製品管理システム導入による生産強化及び
効率化の実現

東和銀行　館林支店

741 10210143 群馬県 株式会社ジャオス 生産プロセス改善による四輪駆動車用品のシェア拡大 群馬銀行　金古支店

742 10210146 群馬県 株式会社五十矢製作所 安全衛生規則の施行に伴う食品加工機械の覆い・囲いの開発と標準化 館林信用金庫　西支店

743 10210149 群馬県 株式会社メイダイ
安全と荷役効率化の為の重量物運搬業者を主とする物流市場向け「全
開放型ボデーオープンスライダーの改良試作開発」

豊田信用金庫　猿投支
店

744 10210150 群馬県 有限会社陽春工業 エコキュート用熱交換器の銅管加工技術の開発 群馬銀行　韮川支店

745 10210154 群馬県 株式会社松田製作所 建設機械の国内生産強化に対し超短納期化する技術開発
しののめ信用金庫　経
営相談部

746 10210155 群馬県 東伸化工株式会社 画像処理データ活用による樹脂成形の高品質・低コスト化
しののめ信用金庫　経
営相談部

747 10210157 群馬県 有限会社倉和工機 アルミ削りだし部品の短納期・高精度対応を構築する
しののめ信用金庫　経
営相談部

748 10210158 群馬県
株式会社足利セラミックラボラ
トリー

コンピュータ制御による加工技術を取り入れた高精度な義歯の開発製
造

群馬銀行　足利南支店



749 10210159 群馬県 PVR
食品開発現場用の安価小型光励起電子線照射式殺菌装置の試作開
発

東和銀行　前橋北支店

750 10210160 群馬県 株式会社両毛製作所
クリーンディーゼルエンジンに使用する噴射ポンプ用部品の納期短縮と
低コスト化

しののめ信用金庫　経
営相談部

751 10210161 群馬県 ハイテックス協同組合 マルチ機能性糸の開発による多機能レースカーテンの商品化 石原　毅

752 10210164 群馬県 C.S.S.株式会社
世界初の非磁性体微細めっき技術の確立による精密位置センサーの
事業化

群馬県産業支援機構

753 10210165 群馬県 石関プレシジョン株式会社 LED素子リードフレームの自動検査システムの開発 群馬銀行　高崎支店

754 10210166 群馬県 有限会社ゴトー 最高峰レースに不可欠な高精度加工と治具レス生産による納期短縮 笠懸町商工会

755 10210167 群馬県 エスビック株式会社 高耐久プリントブロックの開発 東和銀行　高崎支店

756 10210169 群馬県 株式会社宮本製作所 木質チップ&家畜排泄物等混焼小型蒸気ボイラーの試作開発 安中市松井田町商工会

757 10210171 群馬県
株式会社ユニティーネットワー
ク

老人ホームの入居者見守りシステムにおける多機能コントローラの試作
開発

しののめ信用金庫　経
営相談部

758 10210173 群馬県 株式会社プラテック ＬＥＤ光源の極低温冷蔵倉庫用の400Ｗ水銀灯代替照明器具開発 石井　明

759 10210176 群馬県 株式会社池田製作所 ハイテン材に対応したせん断パンチの高耐久化 群馬銀行　太田支店

760 10210177 群馬県 斎藤鉄工有限会社
旋盤加工における超精密部品の試作・開発によって新規部品の注文獲
得を目指す

群馬銀行　桐生支店

761 10210178 群馬県 株式会社サンキ 3次元精密剥離技術の開発による生産プロセス強化 群馬銀行　新田支店

762 10210179 群馬県 株式会社プラスチック・ホンダ
サイクル短縮に於ける遺伝子検査用チップの安定成形及び生産性の向
上

足利銀行　館林支店

763 10210180 群馬県 株式会社イワタ
自動外観検査装置の高度化による品質の向上及びコスト低減による競
争力の強化

東和銀行　桐生西支店

764 10210182 群馬県 株式会社 タナカ精機 拡大する中国市場に向け精密光デバイス部品の試作・量産化への挑戦 群馬銀行　冨岡支店

765 10210186 群馬県 有限会社有美
インクジェットプリントによる新規繊維用転写シート及び転写プリントの
開発

群馬銀行　桐生支店

766 10210188 群馬県 新栄工業株式会社
自動車ステアリング部品向け難加工鋼材の塑性加工切断による生産体
制の構築

東和銀行　冨岡支店

767 10210192 群馬県 株式会社サーモテック
真空成型品事業で小ロット・短納期対応を強化しワンストップ型事業を
実現する。

群馬銀行　大泉支店

768 10210195 群馬県 有限会社穂刈製作所 3DCAD・CAMを用いた自動車用プレス部品金型の低コスト化開発 群馬銀行　桐生支店

769 10210196 群馬県 有限会社江尻刺繍
デザイン性の高い刺繍と撥水加工処理を施した衣料品及び服飾雑貨製
品の試作開発

桐生信用金庫　笠懸支
店

770 10210197 群馬県 株式会社キーテクノロジー
極厚鋼板の高精度（面粗度）切断のためのガス切断機活用による新工
法の開発

群馬銀行　本店営業部

771 10210198 群馬県 株式会社タイホープロダクト
太陽光発電・電気自動車向け、高電流密度・省スペース平角線角巻きコ
イル及び巻線機の開発

税理士法人栗林会計事
務所

772 10210199 群馬県 株式会社雨宮製作所
次世代自動車用部品の試作加工リードタイムの短縮化と精度向上の実
現

東和銀行　伊勢崎支店

773 10210200 群馬県 株式会社牧機械製作所 超高性能転造技術によるセレーション・スプライン加工の効率化 群馬県産業支援機構

774 10210202 群馬県 三栄商事株式会社 補強板を使用した木造建築物の耐震基礎補強の工法開発 島津会計税理士法人

775 10210204 群馬県 須裁株式会社
高付加価値な3D複合ジャカード織物の小ロット、多品種、短納期生産シ
ステムの開発

内田　伸

776 10210205 群馬県 株式会社ヨシカワ 押出し成形の高速化を適用した自動車用外装モールの試作開発 群馬銀行　太田支店

777 10210209 群馬県 有限会社岩崎鉄工 大物・長物・重量物と付属する精密小型部品の一括受注体制の構築 東和銀行　邑楽町支店

778 10210210 群馬県 株式会社タツミ製作所
切削技術を高度化し競争力を強化して海外転注阻止と次世代産業進出
を図る。

桐生信用金庫　大間々
支店



779 10210211 群馬県 株式会社半田製作所
ローリング式加工による自動車用燃料タンク部品の高精度化及び低コ
スト化の試作開発

群馬銀行　太田中央支
店

780 10210212 群馬県 シンコージャパン株式会社
水環境浄化とコスト低減を両立した使用済切削加工油廃液処理装置の
開発

足利銀行　太田支店

781 10210214 群馬県 株式会社テンダイ 多様化する高精度板金加工の受注に適応した製造技術の確立
しののめ信用金庫　経
営相談部

782 10210216 群馬県 有限会社小倉鋼材
厚板鋼材の溶断加工等における短納期化を実現する生産管理システ
ムの構築

群馬銀行　太田支店

783 10210219 群馬県 一場機械有限会社
薄肉・難加工形状部品の高精度加工及び低コスト化に向けた技術の試
作と開発

東和銀行　中之条支店

784 10210220 群馬県 株式会社大日方精密工業 高速・微細深穴連続加工技術の開発 群馬銀行　桐生南支店

785 10210225 群馬県 有限会社滝製作所 国内生産を維持する、長尺短径製品の精密切削加工技術開発
しののめ信用金庫　経
営相談部

786 10210228 群馬県 株式会社モハラテクニカ 自動車用バッテリー部品の金型精度向上と内製化に関する試作開発 群馬銀行　高崎北支店

787 10210229 群馬県 大木紙業株式会社 環境に配慮した輸送用梱包材の試作開発
桐生信用金庫　境野支
店

788 10210234 群馬県 株式会社トータル エス・ケー 塗料ミストの固液分離処理システムの性能向上による環境負荷の低減
税理士法人飯島会計事
務所

789 10210236 群馬県 株式会社海洋テクノ 無線通信機向け電池パック用高精度溶接自動機の開発 玉村町商工会

790 10210239 群馬県 株式会社江川化成 ソフトな感触を持つ、デザイン商品の基材となる樹脂複合材の開発 眞下武久税理士事務所

791 10210243 群馬県 株式会社布施製作所 航空機用ターボファンエンジンのブレード製造用金型の試作開発 群馬銀行　尾島支店

792 10210244 群馬県 株式会社赤城 建設、土木用高機能止水コーン用水膨張ゴム製品の製造
しののめ信用金庫　経
営相談部

793 10210247 群馬県 齋藤塗装工業有限会社 屋外設置用筐体塗装の低コスト化・品質向上と環境対策
群馬県信用組合　一の
宮支店

794 10210248 群馬県 株式会社石田製作所
未曾有の需要増に応える管理システムを導入し、被災された地域の復
興支援に取り組む

群馬銀行　桐生支店

795 10210249 群馬県
マチダコーポレーション株式
会社

遮熱機能による育成良好な緑化舗装用コンクリートブロックの開発 群馬銀行　本店営業部

796 10210250 群馬県 暁工業株式会社
店舗デザインに応じた多品種スイングドア開発と社内一貫生産体制の
確立

東和銀行　太田支店

797 10210251 群馬県 三喜産業株式会社 金属メッシュ一体成形法による電磁シールドBOX製造方法の開発
しののめ信用金庫　経
営相談部

798 10210252 群馬県 システムセイコー株式会社 特殊樹脂と特殊鋼材への高精度な微細加工手法の開発と実用化 群馬銀行　中泉支店

799 10210253 群馬県 株式会社住吉製作所 丸棒の曲げ加工技術の構築　試作～量産まで
桐生信用金庫　豊受支
店

800 10210254 群馬県 株式会社東京鋳造所 「アルミ鋳物における切削加工後製品の品質保証体制確立」 松波会計事務所

801 10210258 群馬県 有限会社ヤマザキフーズ 冷凍食品製造における旨味成分を逃がさない冷凍技術の開発
しののめ信用金庫　経
営相談部

802 10210260 群馬県 大幸化成株式会社 ベント式成形法の確立によるメッキ用成形品の品質と歩留まり向上 明和町商工会

803 10210261 群馬県 株式会社コマキン 切削技術の高度化による高品質・低コスト医療機器部品の国産化 群馬銀行　富岡支店

804 10210263 群馬県 有限会社金子製作所
3Ｄ-CAD/CAM導入による高精度切削加工技術の高度化、及び釣具ア
フターマーケット向け商品の試作開発

邑楽町商工会

805 10210265 群馬県
株式会社ハイテック・プレシ
ジョン

高精度振動センサの新開発によるバランシングマシンの計測精度の向
上

群馬銀行　桐生支店

806 10210266 群馬県 碓井鋼材株式会社
『小ロット・短納期・切断精度の向上に対応する切断システムの構築』
（納入先の短納期加工体制に寄与する、特殊鋼材の供給体制の構築）

商工中金　押上支店

807 10210267 群馬県 新井産業有限会社 慶弔用の織物装飾製品の開発のための裏打ち加工機の改良更新
桐生信用金庫　境野支
店

808 10210269 群馬県 フナダ特殊鋼株式会社 高速大型切断機導入による環境対応と短納期化 群馬銀行　伊勢崎支店



809 10210270 群馬県 武井漬物製造株式会社 浅漬製品の下漬け工程の低温度管理による日持ちの向上 群馬銀行　大原支店

810 10210271 群馬県 株式会社カキモ 摩擦圧接による部品の軽量化及びコストダウンの実現 千代田町商工会

811 10210274 群馬県 株式会社邦和
試作パネル製作技術の確立と成形情報の有効利用に依る金型開発期
間の短縮

笠懸町商工会

812 10210275 群馬県 ツバメ無線株式会社 27形薄型スリップリングの開発とコストダウン 東和銀行　前橋南支店

813 10210276 群馬県 ART-HIKARI株式会社 絶縁被膜付きメッキ鋼板用スポット溶接機の開発 群馬銀行　館林支店

814 10210277 群馬県 シーベル産業株式会社
フィルムアンテナ製品加工工程の生産性向上に向けたシステムと装置
開発

群馬銀行　大泉支店

815 10210278 群馬県 有限会社橋本商事
コジェネ、省エネ給湯器向け高精度、薄肉、極小曲げステンレスパイプ
の試作開発

東和銀行　邑楽町支店

816 10210279 群馬県
株式会社栄和コーポレーショ
ン

真空成形における量産金型の樹脂化、新技術の開発
アイオー信用金庫　あず
ま支店

817 10210280 群馬県 株式会社ユニマック φ 1㎜以下の小径エンドミルでの微細・深彫り加工技術の試作開発 群馬銀行　中居支店

818 10210281 群馬県 株式会社小久保精密
3次元加工プログラム導入により、既存設備能力の最大限活用ならびに
新規受注の獲得

東和銀行　足利支店

819 10210282 群馬県 川添工業株式会社 樹脂RIM成形加工における後加工工程の省力化 群馬銀行　渋川支店

820 10210283 群馬県 有限会社川島精機
少量多品種生産に向けた自動化による精度向上と効率化に向けた加
工技術の試作と開発

館林信用金庫　邑楽町
支店

821 10210284 群馬県 光榮鍍金工業株式会社
多品種めっき自動搬送ラインの開発販売及びレストレーション事業の展
開

桐生商工会議所

822 10210285 群馬県 有限会社金子製作所
一般消費者向け国産3Dプリンタ開発のための精度および生産効率の
改善への取組み

桐生信用金庫　川内支
店

823 10210286 群馬県 株式会社青木製作所 自動車用フォグランプの軽量化及び低コスト化に向けた試作開発 群馬銀行　高崎支店

824 10210288 群馬県
株式会社ワイヤーコンパウン
ド

太陽光発電パネル用配線ケーブル被覆材料の環境・低価格対応 桐生市新里商工会

825 10210289 群馬県 富沢鉄工株式会社 電力周辺設備の特殊化・低コスト化ニーズへの対応 東和銀行　前橋西支店

826 10210290 群馬県 有限会社菅沼縫製所 顧客ニーズに対応する医療介護用ユニフォーム開発とサービスの提供
館林信用金庫　本店営
業部

827 10210293 群馬県 株式会社マルナカ 600t順送プレス加工能力向上に伴う低コスト生産技術開発
公益財団法人群馬県産
業支援機構

828 10210294 群馬県 藤工業株式会社 微細複雑形状を有するDNA増幅装置部品の試作開発
しののめ信用金庫　経
営相談部

829 10210296 群馬県 有限会社シンエイ精研 精密研削の加工技術の高度化 東和銀行　桐生西支店

830 10210298 群馬県 アイ・ケイ・ケイ株式会社 トラック用LEDマーカーランプの試作品開発 ぐんまみらい信用組合

831 10210299 群馬県 株式会社E&E SYSTEM 木質バイオマスを燃料とする熱電供給システムの開発
桐生信用金庫　高林支
店

832 10210302 群馬県 有限会社宮本製作所
新型地盤測定マシンの開発と短納期化・低コスト化実現のための加工
技術の開発

群馬銀行　桐生南支店

833 10210303 群馬県 有限会社竹井金属工業
押出し型材、ロウ付け製品に対抗する半導体素子用スリットヒートシンク
加工製品の事業拡大

群馬銀行　館林支店

834 10210304 群馬県 有限会社山一製作所 エコカー電気駆動系部品の切削加工技術の研究開発
しののめ信用金庫　経
営相談部

835 10210305 群馬県 合資会社オリエンタル 古紙リサイクル装置における光沢紙対応のための技術開発事業 群馬銀行　桐生支店

836 10210306 群馬県 宇和断熱工業株式会社 省エネ自動販売機対応のための真空断熱パネルの試作開発 群馬銀行　伊勢崎支店

837 10210307 群馬県 株式会社トムコ ファインセラミックス材に対応した高精度加工技術の試作
しののめ信用金庫　経
営相談部

838 10210308 群馬県 新生工業株式会社
防災機器の需要増加に対応した短納期・多品種少量・高品質化のため
の粉体塗装システム整備事業

眞下武久税理士事務所



839 10210309 群馬県 株式会社三山精機 「省資源を実現するプレス内搬送工程用の新精密金型技術の開発」
しののめ信用金庫　経
営相談部

840 10210311 群馬県 アイエムエス株式会社 高把持特性と離型特性を有する新規パイプ加工用金型の試作開発 足利銀行　太田支店

841 10210313 群馬県 エルテック株式会社 高精度オイルクーラのホットガスバイパス弁の開発と制御 東和銀行　大泉支店

842 10210314 群馬県 有限会社銅林工業所
自動車用フロントワイパー接合部品のモーション加工による強度向上技
術の開発

しののめ信用金庫　経
営相談部

843 10210315 群馬県 株式会社ダイテック テレビ用LEDバックライト拡散レンズ（LE-Cap）の量産化技術の開発 群馬銀行　倉賀野支店

844 10210316 群馬県 新見化学工業株式会社 国内初の高品質デンタルフロス製造設備の開発
しののめ信用金庫　経
営相談部

845 10210319 群馬県 株式会社浅野 炭素繊維強化プラスチックと金属との一体成形技術の開発 群馬銀行　伊勢崎支店

846 10210320 群馬県 丸三綿業株式会社
原料繭からの新規製造工程を含む一貫生産による低コストシルクわた
の開発

眞下武久税理士事務所

847 10210321 群馬県 北辰機材株式会社 シート加工自動化による生産性改善・低コスト化実現と型試作開発 群馬銀行　伊勢崎支店

848 10210323 群馬県 フジセイコー株式会社
窒化ケイ素セラミックス素材の高速・高精度切断加工を実現する技術の
開発

しののめ信用金庫　経
営相談部

849 10210324 群馬県 株式会社柿沼製作所
自動車部品の「ローコスト化」のための切削技術開発による生産プロセ
ス強化

東和銀行　大泉支店

850 10210326 群馬県 株式会社ユニマーク
ワッペン製造販売の短納期化と刺繍・プリントを融合させた刺繍製品の
開発

群馬銀行　桐生支店

851 10210328 群馬県 株式会社プログレス 医療機器向け新素材の開発及び製造工程の確立 群馬銀行　箕輪支店

852 10210329 群馬県 有限会社大竹製作所 CAD連携ベンディングマシン導入による長尺プレス部品の内製化 東和銀行　邑楽町支店

853 10210330 群馬県 株式会社柳沢技研
スクロールコンプレッサーの小ロット生産化と切削加工の新市場展開に
向けた試作開発

群馬伊勢崎商工会

854 10210331 群馬県 株式会社新野
介護・自動車部品における低コスト・短納期化の実現と国内継続生産の
確保

桐生信用金庫　太田西
支店

855 10210333 群馬県 株式会社アルザック
鉄道車両内装部品向け研磨アルマイト品の長尺物の量産型完全自動
バフ研磨機の開発と生産革新

東和銀行　伊勢崎支店

856 10210334 群馬県 ムラタテクノ株式会社 次世代に不可欠な大電流エッジワイズコイル全自動巻線機の開発 大泉町商工会

857 10210336 群馬県 株式会社メーコー
新たなレーザー溶接技術導入による歪みの少ない高品質溶接加工の
実現

群馬銀行　豊受支店

858 10210339 群馬県 セキヤ工業株式会社 木質用刃物再研磨における長寿命化および効率的研磨の研究 群馬銀行　足利支店

859 10210340 群馬県 宮沢工業株式会社 テーブル型スポット溶接加工による品質向上・短納期化及びコスト削減
株式会社マイルストー
ン・コンサルティング・グ
ループ

860 10210345 群馬県 株式会社笠盛
光反射素材を刺繍糸に使用した、夜間の視認性を高めるためのスポー
ツウェア・アクセサリー等の開発

足利銀行　新宿支店

861 10210346 群馬県 株式会社ひさかたろまん 貸衣装付きこども写真館に対応するデザインと生産性の最適化 東和銀行　大胡支店

862 10210347 群馬県 株式会社ヤマザキテクノ
タッチパネル用カバーガラス表面の耐圧強度を高める端面研磨装置の
開発

桐生信用金庫　堀込支
店

863 10210349 群馬県 株式会社水島鉄工所 高機能グラウンドマンホール(鉄蓋)の設計開発・製造技術の確立 横浜銀行　高崎支店

864 10210350 群馬県
三笠産業株式会社　館林工
場

小型建設機械用溶接構造部品を高品質で低コストで製造するための溶
接ラインづくり

小野久男税理士事務所

865 10210352 群馬県 株式会社アート 繭タンパク質利用の高機能スキンケア処理剤と高機能化粧品の開発 群馬銀行　桐生支店

866 10210353 群馬県 株式会社ミート工房かわば
川場村内の清酒製造場で産出された酒粕と県産米豚を使用した生ハム
の開発

群馬銀行　沼田支店

867 10210355 群馬県 株式会社光佐
最新鋭フォトグラメトリー装置使用による自動車ボディー金型の高精度
3D測定技術の開発

足利銀行　太田支店

868 10210356 群馬県 有限会社宇井精研
表面処理技術の確立による精密金型設計と新工法でのプレス加工開
発

桐生信用金庫　太田支
店



869 10210361 群馬県 株式会社中央ハイテック
ハイブリットなルアー製品における新製品の開発期間を短縮しノウハウ
を蓄積するための製造方法の確立

公益財団法人群馬県産
業支援機構

870 10210363 群馬県 有限会社下山製作所 需要の多様化に対応した旋盤加工に関する要素技術の開発 桐生信用金庫　東支店

871 10210369 群馬県 株式会社石関工範
多品種少量生産に対応した自動車用電子部品生産管理システムの確
立

群馬銀行　高崎支店

872 11210002 埼玉県 株式会社エヌ・エス・イー
トレーディングカードの多種別丁合可能な自動投入機付き包装機の開
発導入計画

城北信用金庫　王子営
業部

873 11210005 埼玉県 株式会社ヤマダ精機 ガスタービン部品の新製作方法の開発
埼玉りそな銀行　上福
岡支店

874 11210006 埼玉県 有限会社金井工業所
鋼管つば出し成形加工機を用いた建築空調設備向け加工管試作製作
と、量産化対応に伴う加工管製造販売新規マーケットの拡大

しののめ信用金庫

875 11210007 埼玉県 株式会社中央食品工業
食品包装業界のニーズに対応した、包装工程の集大成ともいえる、高
品質な菓子包装ラインの試作開発。

東和銀行　蓮田市店

876 11210009 埼玉県 株式会社サンエイ 薄型基板の革新的乾燥装置の開発 東和銀行　熊谷支店

877 11210011 埼玉県 株式会社シルベック 高性能アルミ電極向け「新めっき工法」の開発
埼玉りそな銀行　八潮
支店

878 11210016 埼玉県 平田化工株式会社 高精度スーパーエンプラのシートバルブ部品開発
埼玉りそな銀行　坂戸
支店

879 11210018 埼玉県 協栄金型工業株式会社
高速・高精度グラファイト加工機を使用しての『 逆転の発想』による金型
作成の納期短縮化

埼玉建信用金庫　東岩
槻支店

880 11210019 埼玉県 株式会社ビップトップ 子供用防災頭巾の性能改善に関する研究開発
埼玉県信用金庫　片柳
支店

881 11210022 埼玉県 テクノプリント株式会社
高品質・高生産性を実現するタッチパネル用新洗浄システムの開発導
入

武蔵野銀行　大井支店

882 11210024 埼玉県 豊盛工業株式会社 部品のコンパクト化に対応した金属パイプ連続極小R曲げ加工
埼玉りそな銀行　坂戸
支店

883 11210026 埼玉県 大木工業株式会社
超精密成形シリコンチューブ、円形カム動力伝達による小型軽量化サニ
タリーバルブの開発

埼玉県信用金庫　鴻巣
支店

884 11210031 埼玉県 有限会社野火止製作所 極薄鋼板による微細シームを有する曲面溶接部分の開発と事業化 武蔵野銀行　志木支店

885 11210032 埼玉県 ユニパルス株式会社 ソフトMEMSによる次世代超音波センサの開発
一般社団法人首都圏産
業活性化協会

886 11210035 埼玉県 旭パーカライジング株式会社
金型用圧縮バネ等の電着塗装化の試作と小型・多色対応可能な専用
設備の開発

埼玉りそな銀行　八潮
支店

887 11210038 埼玉県 有限会社坂井精密 ヘリカル加工と難削材加工の技術習得による高付加価値製品の開発 秩父商工会議所

888 11210042 埼玉県 株式会社ステム 研削加工を廃止し切削加工のみで燃料噴射ノズルを加工する技術開発 飯能信用金庫越生支店

889 11210047 埼玉県 株式会社ペッカー精工 高機能・植物由来バイオプラスチック射出成形品生産技術の確立
埼玉りそな銀行　鶴ヶ島
支店

890 11210048 埼玉県 株式会社カネマス
ジャージ専門工場として多種多様のニーズに対応する、即納体制の構
築。

武蔵野銀行　羽生支店

891 11210052 埼玉県 レーザージョブ株式会社
レーザ高精度微細加工の高速化を実現する特殊光学システムの試作
開発

武蔵野銀行　戸田西支
店

892 11210056 埼玉県 有限会社安藤螺子製作所
短納期化実現のための切削・研磨同時加工による高性能自動車部品
試作開発

東和銀王　小川支店

893 11210058 埼玉県
オキ・ニューエモーション株式
会社

太陽光発電システムのソーラーパネル単位発電監視装置の開発 群馬銀行　本庄南支店

894 11210059 埼玉県 株式会社藤精機製作所
研削加工の高精度・低コスト化の為の被加工物接着固定システムの開
発と普及

入間市商工会

895 11210066 埼玉県 三信技研株式会社 東京外環道向けステンレス製チャック筋付きモルタルスペーサ―の製造
有限会社林ビジネスコ
ンサルタント

896 11210069 埼玉県 株式会社アイジェクト
薄膜形成技術に貢献するバッキングプレートの高精度銅加工法の試作
開発

首都圏産業活性化協会

897 11210071 埼玉県 豊栄産業株式会社 豊栄式オールケーシング拡底杭の築造
特定非営利活動法人と
うかつ経営支援グルー
プ

898 11210072 埼玉県 株式会社多賀製作所
環境対策高機能ブレーキシステム向け「ばね」製造に係る３次元加工技
術の開発

武蔵野銀行　浦和支店



899 11210073 埼玉県 株式会社東京金型 自動車用ランプアセンブリー部品の高精度金型の試作開発
埼玉りそな銀行　越谷
支店

900 11210079 埼玉県 山陽化工株式会社 「長繊維熱可塑性樹脂複合材製造技術」の開発・確立計画 商工組合中央金庫

901 11210083 埼玉県 株式会社ビッズソリューション 実装基板の曲げフォーミング加工のための技術開発。
埼玉りそな銀行　川越
支店

902 11210084 埼玉県 株式会社大宮鍍金工業 切削加工部品の防錆力強化に向けためっき工法の試作開発 栃木銀行

903 11210085 埼玉県 株式会社アシスト
ワイヤカット放電加工機を使用した超小型コイル製作用金型の試作開
発

埼玉りそな銀行　鶴ヶ島
支店

904 11210088 埼玉県 日本キム株式会社 液体類の注出時に外気の侵入を防止できる機能容器の開発
飯能信用金庫　さいたま
支店

905 11210089 埼玉県 株式会社精密歯研工業所 次世代自動車の発展に寄与する無音歯車の開発
中小企業診断士藤岡荘
志

906 11210090 埼玉県 石川金属機工株式会社 電子部品製造プロセス向け水直接分解法オゾン水生成装置の開発
城北信用金庫　前川支
店

907 11210091 埼玉県 ティーシーエス株式会社 ゴルフ場向け高精度・コンパクトなグリーン散水管理システムの開発 松本英伸

908 11210095 埼玉県 有限会社エートゥゼット 軽トラック用電気式冷凍車の開発と販売 足利銀行　春日部支店

909 11210096 埼玉県 日東ユメックス株式会社 環境対応型集塵機の遠心ファン、樹脂化の開発 東日本銀行　与野支店

910 11210100 埼玉県 筑波ダイカスト工業株式会社 ダイカスト製品の塗装レス化による短納期対応及び低価格化の実現
商工組合中央金庫　新
宿支店

911 11210102 埼玉県 株式会社ハーツテック埼玉
インジェクションブロー成形による多層容器を製造する新生産プロセス
の構築

東和銀行　桶川西支店

912 11210103 埼玉県 新彰被服株式会社 スポーツウェア市場開拓のため、小口短納期化と低コスト化の両立 武蔵野銀行　羽生支店

913 11210104 埼玉県 株式会社セイラ
超高速スピンドルを備えた複合旋盤加工機による油圧スプールの受注
拡大

アップストリーム中小企
業診断士

914 11210105 埼玉県 株式会社金剛製作所 紙器箱の抜加工時に出る紙材料のカス取り装置の開発
飯能信用金庫さ　いたま
支店

915 11210109 埼玉県 アイメックス株式会社 高機能材料創製に貢献する新しい超低温・ナノ微粒子粉砕装置の開発
商工組合中央金庫　押
上支店

916 11210110 埼玉県 株式会社佐々木建興 柱大組立溶接ロボットの導入による生産性向上と顧客満足の実現
埼玉県信用金庫　越谷
支店

917 11210111 埼玉県 株式会社ヤマザキ電機 粉末冶金焼結炉の競争力を強化する構造開発（実証研究） 税理士法人Dream24

918 11210114 埼玉県 サン電子株式会社
自動カシメ装置導入による、低コスト・高品質・短納期を可能にする社内
生産体制の構築

埼玉りそな銀行　本庄
支店

919 11210116 埼玉県 株式会社加藤製作所
真円度向上によるミッションセンサー部品と長もの切削加工技術の高度
化による電子制御センサーの開発

秩父商工会議所

920 11210118 埼玉県 株式会社馬場商店
住宅の長寿命化と冷房効率化を実現する棟換気機能付防水シートの開
発

高橋総合コンサルタンツ

921 11210121 埼玉県 サン電子工業株式会社 ソフトスイッチング方式による省熱AC/DC変換装置の開発
埼玉りそな銀行　秩父
市店

922 11210128 埼玉県 株式会社富士精工 溶接部の3D非破壊検査の導入と溶接水冷システムの開発
埼玉県信用金庫　ふじ
み野支店

923 11210129 埼玉県 大平電子株式会社 ブリッジレス電子トランスの試作開発と事業化
埼玉りそな銀行　東松
山支店

924 11210130 埼玉県 坂本精密工業所
高精度小径斜め穴加工技術の習得と同時加工の対応力向上による医
療機器部品・ハイセキュリティー鍵の開発

秩父商工会議所

925 11210133 埼玉県 株式会社イツミ製作所
樹脂と繊維から構成される軟質系複合廃材の分離再生装置の試作開
発

埼玉県信用金庫　霞ヶ
関支店

926 11210134 埼玉県 株式会社ソマールゴム 食品分野向け熱硬化性ウレタン製品の試作開発と付加価値の向上 首都圏産業活性化協会

927 11210135 埼玉県 東亜電子株式会社
海外安全規格に適合する医療用変圧器の新規開発による事業拡大
(IEC60601-1 第3版を取得した新商品の開発)

鴻巣信用金庫　西浦和
支店

928 11210138 埼玉県 株式会社新井製作所
フリーストップアームとスタッキング可能な６脚を有する医療用照明灯の
開発

埼玉県信用金庫　越谷
支店



929 11210148 埼玉県 サイデン化学株式会社 液晶ディスプレイ用粘着剤の新規パイロット製造設備の設置
埼玉りそな銀行　蕨支
店

930 11210149 埼玉県 エンバイロ・ビジョン株式会社
発酵技術を応用したドラム回転式生ごみ処理装置・排水汚泥減容装置
の試作及び性能確認

鴻巣信用金庫　東池袋
支店

931 11210151 埼玉県 株式会社中山製作所 汎用旋盤熟練工の高齢化対策としてNC旋盤への技術移転推進計画
亀有信用金庫　八篠支
店

932 11210152 埼玉県 株式会社ヒーロー
新方式によるリングゴムの試作開発と低コスト製造による競争力強化事
業

一般社団法人首都圏産
業活性化協会

933 11210155 埼玉県 佐藤真空株式会社 ドライ真空ポンプの開発
さわやか信用金庫　品
川支店

934 11210156 埼玉県 株式会社古川製作所
建設用重機等のキャビン製造時の金属の曲げ加工の精度向上に関す
る開発

東和銀行　桶川西支店

935 11210160 埼玉県 イワキパックス株式会社
自動車部品輸送の物流と環境に貢献する高精度樹脂梱包仕切材の試
作開発

一般社団法人首都圏産
業活性化協会

936 11210161 埼玉県 株式会社大西製作所
4輪自動車用サスペンション構成部品スプリングシート内径精度アップに
よる生産性向上

埼玉りそな銀行　栗橋
支店

937 11210163 埼玉県 柳下技研株式会社 自動車試作部品加工のための3Dプリンタ次世代試作システム開発 和光市商工会

938 11210164 埼玉県 株式会社バンテックセールス
車いす4台搭載可能で低床、小回り可能なFRPボディ車いす移動車の開
発

埼玉りそな銀行　所沢
支店

939 11210165 埼玉県 株式会社ドリマックス
業界初。不可能を可能にする食品カッター・スライサーによる高付加価
値化の実現。

武蔵野銀行　西川口支
店

940 11210167 埼玉県 有限会社草加ネジ 熱膨張収縮する配管固定のための特殊ボルトの開発 武蔵野銀行　草加支店

941 11210168 埼玉県 インター精工株式会社
自動車足回り部品のプレス及びプラズマ溶接化による低コスト技術の開
発

東和銀行　川越支店

942 11210169 埼玉県 小島染織工業株式会社
アパレル・インテリア業界向け藍染織物の開発のための設備投資と試
作開発

埼玉りそな銀行　羽生
市店

943 11210171 埼玉県 ミトテクノ株式会社
内視鏡部品等市場獲得の為、複合加工による高精度化・短納期化の実
現。

武蔵野銀行　北本支店

944 11210172 埼玉県 株式会社田端製作所 ナノレベルの高精度平滑度を実現する新しい鏡面研磨技術試作開発
埼玉りそな銀行　北浦
和支店

945 11210174 埼玉県 スミヨシ化成株式会社 給・排水装置開発のスピードアップと部品評価システムの構築
埼玉りそな銀行　久喜
支店

946 11210176 埼玉県
株式会社ダイチューテクノロ
ジーズ

保守サービス向けに特化したモバイル型 HDD/SSD 試験装置の開発 足利銀行　羽生支店

947 11210178 埼玉県 共和工業株式会社 高温下で使用される高精度ステンレス部品のプレス成形技術の確立
近藤美恵子経営コンサ
ルティング事務所

948 11210180 埼玉県 株式会社リコー化成
金属部品の樹脂化に対応する、ナイロン樹脂高密度射出成形システム
の開発

青木信用金庫　北支店

949 11210182 埼玉県
株式会社テクニカルエンター
プライズ

自動車向けプロジェクターレンズの高精度・高透明性成形品の開発 第四銀行　新発田支店

950 11210183 埼玉県 東成工業株式会社 VOC低減等により環境と安全配慮を実現するプラスチック製品製造 足利銀行　桶川支店

951 11210184 埼玉県 モディアシステムズ株式会社 微細加工向け切削／レーザーハイブリッドＮＣ加工機の試作開発 栃木銀行

952 11210185 埼玉県 株式会社トコウ 「調色工程の内製化による塗装の短納期化、即日塗装の実現」 國谷　真

953 11210186 埼玉県
有限会社宮下エンジニアリン
グ

ワイヤー放電加工による少量・複雑形状のプラスチック用金型とオリジ
ナルパターの開発

秩父商工会議所

954 11210187 埼玉県
エービーイーダイヤモンド株
式会社

ダイヤモンドチップの切削性・耐摩耗性の向上のための試作・開発 SMC税理士法人

955 11210188 埼玉県 株式会社親和 塗装用マスク治具の試作及び開発
埼玉りそな銀行　上福
岡支店

956 11210190 埼玉県 株式会社セイロジャパン プラスチック成形の製品・金型設計におけるシミュレーションの高精度化
千葉銀行　新検見川支
店

957 11210194 埼玉県 ウチノ看板株式会社 超大型サイン製作内製化による短納期化とコストダウン
飯能信用金庫　山口支
店

958 11210195 埼玉県 ツクモ工学株式会社 円錐ミラーとレーザー光による物体内壁の内面形状測定器の開発
飯能信用金庫　狭山西
支店



959 11210197 埼玉県 株式会社和光製作所
小型軽量で堅牢な防水性能の高い安価なLED屋外照明器具の試作・開
発

栃木銀行

960 11210198 埼玉県 株式会社エヌ・ワイ・ケイ 長周期地震動に対応した高い耐震性を有する受水槽の開発 北越銀行　東京支店

961 11210199 埼玉県 株式会社フジムラ製作所 最新技術スポット・スタッド溶接機導入による競争力強化確立事業
城北信用金庫　朝日町
支店

962 11210200 埼玉県 株式会社放電加工センター 可視化技術を活用したワイヤーカット高精度加工技術の開発 武蔵野銀行　所沢支店

963 11210202 埼玉県 株式会社ニイニ 難素材カット&ソーのセミオーダー受注・生産システムの開発と事業化 滝野川信用金庫

964 11210205 埼玉県 株式会社デジタルデザイン
「ピペットチップの金型多面化及びホットランナー化による生産プロセス
の強化」

鴻巣信用金庫　西川口
支店

965 11210207 埼玉県 有限会社三峰工業
スーパーエンプラ対応の高性能単軸押出機導入による小口化・短納期
化体制の構築

平山税理士事務所

966 11210208 埼玉県 株式会社真田製作所 難削材・複合材を安定的に切断するダイヤモンドバンドソーの開発
東京東信用金庫　浅草
支店

967 11210209 埼玉県 株式会社スパンドニクス デスクトップ型車載用電子機器サージ試験器の開発
武蔵野銀行　東所沢支
店

968 11210210 埼玉県 安田興産株式会社 切削加工の高度化（開先加工機導入による二次加工受注の本格化） 常陽銀行　六町支店

969 11210212 埼玉県
大精プレーティング工業株式
会社

電鋳パイプ製造に関する試作・開発 足利銀行　秩父支店

970 11210213 埼玉県 アールテック株式会社 根菜類乱切り自動化システムの開発 矢野会計事務所

971 11210214 埼玉県 株式会社大宮マシナリー 自動車部品の複雑形状加工を可能にする、高精度芯なし研削盤の開発 東和銀行　桶川支店

972 11210215 埼玉県 有限会社茂木製作所 旋盤加工設備導入による受注拡大・小ロット・短納期対応を実現
近藤美恵子経営コンサ
ルティング事務所

973 11210216 埼玉県 株式会社新光化学工業所 複合銅ナノ粒子による車載向けパワー半導体接合材料 栃木銀行

974 11210217 埼玉県 株式会社和幸製作所 交通インフラ製品等の短納期および低価格を狙った一貫内製化の構築
武蔵野銀行　北浦和支
店

975 11210219 埼玉県 株式会社あきば商会 過労運転交通事故の予防のための運転状況見える化システムの開発
足立成和信用金庫　梅
田支店

976 11210221 埼玉県 日創工業株式会社
当社仕様ガンドリルの開発による深穴加工精度向上・及び安定加工の
実現

公益財団法人さいたま
市産業創造財団

977 11210222 埼玉県 アミュード株式会社
ストレートつゆ及び野菜入りたれやソースの軟フィルムへのホットパック
充

埼玉りそな銀行　浦和
中央支店

978 11210227 埼玉県 大成樹脂工業株式会社
デザイン/機能を両立させ要介護者が食事を楽しめる自立支援食器の
開発

鴻巣信用金庫　本店営
業部

979 11210228 埼玉県 オーエスディー株式会社 精密小物コネクターの短納期に対応するための生産効率化 東和銀行東　松山支店

980 11210229 埼玉県 株式会社名取製作所
デジタル（数値）化による金属プレス加工の生産プロセス強化と試作品
開発事業

埼玉りそな銀行　大宮
支店

981 11210235 埼玉県 株式会社モリチュウ デジタル技術と地域ネットワークを活用した鋳物試作事業の開発 武蔵野銀行　川口支店

982 11210236 埼玉県 株式会社竹内製作所 新興国マーケット向け低価格フルスペック手術台の改良開発計画
アップストリーム中小企
業診断士

983 11210237 埼玉県 総伸工業株式会社 長尺アルミ型材加工機の導入による納期短縮と作業の合理化
アップストリーム中小企
業診断士

984 11210238 埼玉県 株式会社ペリカン
無菌全脂大豆粉を原料とする大豆醗酵乳製品の製造方法及び大豆醗
酵乳製品の開発

東和銀行　桶川支店

985 11210240 埼玉県 PLAMO株式会社 クラックレス樹脂ブロックの製造方法の確立 群馬銀行　本庄支店

986 11210242 埼玉県
株式会社ルクシオンサイエン
ス

超高精度リードフレーム外観自動検査装置および測定機能開発 株式会社ディセンター

987 11210243 埼玉県 有限会社三栄自動車工業
自動車鈑金塗装業における環境負荷低減となる水性塗装ラインの完全
確立

埼玉県信用金庫　三橋
支店

988 11210244 埼玉県 株式会社上武
短納期・低コストを実現する、電子部品製造装置で使われるフォトマスク
用ガラス基板の試作開発

本庄商工会議所



989 11210246 埼玉県 株式会社ハンダ
急速冷凍加工法を用いた保存可能で、成分損失を抑制した食用茶葉製
品の開発

飯能信用金庫　黒須支
店

990 11210248 埼玉県 株式会社未来樹脂
廃プラスチックを用いた輸送振動に強い部品積載用射出成形トレーの
開発

一般社団法人首都圏産
業活性化協会

991 11210254 埼玉県 有限会社小林製作所 内径測定時のシリンダーゲージ0合せマイクロの開発と量産用設備導入 東和銀行　上尾支店

992 11210257 埼玉県 曙機械工業株式会社 カメラ付き抜型裁断機のライン速度アップと機能向上
埼玉りそな銀行　行田
支店

993 11210260 埼玉県 アイクレックス株式会社 オス側高精度ピン端子と当該ピン端子用挿入装置の試作開発
埼玉りそな銀行　鶴ヶ島
支店

994 11210263 埼玉県 株式会社髙木工業所 薪ストーブ用煙突を取りつける専用部材の多品種小ロット、短納期対応 東京中央経営株式会社

995 11210264 埼玉県 日新精機株式会社 超硬合金切削加工の研究開発によるコスト低減と短納期化 栃木銀行

996 11210266 埼玉県 株式会社サンワ製作所
プラスチックス造形品におけるワンストップサービスの高速化技術の開
発

公益財団法人さいたま
市産業創造財団

997 11210267 埼玉県 株式会社ウイング
自動車用フランジ等の厚板プレス加工法改善と超音波加工導入による
大幅コストダウン

武蔵野銀行　川越支店

998 11210268 埼玉県 有限会社昭和プレス 省スペースで備蓄できる発電機能付き避難所用ストーブの試作開発
鴻巣信用金庫　西浦和
支店

999 11210269 埼玉県 二和電気株式会社 通信機器用直流電源ユニットの変換効率・機能UPとコスト改善
西武信用金庫新江古田
支店

1000 11210270 埼玉県 株式会社LCC 垂直配向セルに対応する高精度液晶光学測定装置の試作開発
一般社団法人首都圏産
業活性化協会

1001 11210271 埼玉県 メガワークス株式会社 3Dプリンターキットで課題の、精度・コスト・納期を解決する設備投資
一般社団法人首都圏産
業活性化協会

1002 11210273 埼玉県 中島プレス工業有限会社
日本初の「高精度3次元対応の形状記憶不織布」の試作開発と量産化
対応

埼玉県信用金庫　越谷
支店

1003 11210275 埼玉県 株式会社植田電器製作所 軽比重、高強度なシンタクチックフォーム複雑形状成形装置の開発 滝野川信用金庫

1004 11210278 埼玉県 仁科工業株式会社
めっき施工面積55㎡を超える大型機械製品への無欠陥の厚付け(100
～300μ m)無電解ニッケルめっき被膜形成技術の開発

武蔵野銀行　与野支店

1005 11210279 埼玉県 有限会社大和精工
フリクション付強固ロック機構による一眼レフカメラ用三脚自由雲台の開
発

武蔵野銀行　朝霞支店

1006 11210281 埼玉県 有限会社東洋モデル工業
5軸加工機による高精度及び短納期を目指した自動車関連部品の試作
開発

平山税務会計事務所

1007 11210282 埼玉県 株式会社テクノ工房 超音波振動・型温調を融合させた「配向レス金型」システムの開発 高柳公認会計士事務所

1008 11210284 埼玉県 新報国製鉄株式会社 高機能性低熱膨張（インバー）鋳鋼の開発
埼玉りそな銀行　川越
支店

1009 11210286 埼玉県 株式会社右川ゴム製造所 高発泡ゴム断熱材の開発・国内生産の実現
埼玉りそな銀行　八潮
支店

1010 11210287 埼玉県
ニチエイエンジニアリング株式
会社

大容量化・高密度化に対応した大型基板における電子部品実装の生産
体制整備事業

しののめ信用金庫　経
営相談部

1011 11210290 埼玉県 有限会社テクノ電子工業
ファインピッチ手半田実装技術による顧客ニーズ対応試作品開発一貫
体制の確立

公益財団法人埼玉県産
業振興公社

1012 11210291 埼玉県 石塚化学産業株式会社 塗膜残の影響が少ないバンパーリサイクル材の開発
埼玉りそな銀行　川口
支店

1013 11210292 埼玉県 有限会社和氣製作所
高輝度LEDスポットライト等水冷用400W対応軸流ファン仕様熱交換部
品の開発

東和銀行狭　山ヶ丘支
店

1014 11210293 埼玉県 株式会社今泉精機
ドリル冷却機能を持つ高精度複合機の導入による主軸関連部品の受注
拡大

アップストリーム中小企
業診断士

1015 11210298 埼玉県 株式会社シバサキマテリアル Indigo素材（Gパンに使われている糸）を使った新素材及び製品の試作 川口商工会議所

1016 11210299 埼玉県 株式会社アールキューブ 使用済み小型家電の無人回収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

1017 11210305 埼玉県 日新技研株式会社
高品質SiC半導体単結晶製造プロセス及び結晶品質保証可能な装置の
開発

多摩信用金庫　瑞穂支
店

1018 11210306 埼玉県 株式会社ミタカ
操作性向上のために部位毎の強度を変えたカテーテル先端コイルの開
発

群馬銀行　妻沼支店



1019 11210307 埼玉県 ヒーハイスト精工株式会社 樹脂フランジ一体成型によるフランジ付リニアボールベアリングの開発
埼玉りそな銀行　川越
支店

1020 11210308 埼玉県 株式会社モリタ東京製作所
低コスト化を実現する歯科用ハンドピースチューブへの表面処理技術の
開発

公益財団法人さいたま
市産業創造財団

1021 11210310 埼玉県 埼玉機器株式会社
商用車用クラッチマスターシリンダーの生産プロセス改善等による競争
力向上

マネジメントオフィス
KOBA

1022 11210312 埼玉県 株式会社MIYOSHI
位置決め機構の高精度化で綺麗な印字を可能にする「木札」用プリンタ
の試作開発

一般社団法人首都圏産
業活性化協会

1023 11210318 埼玉県 株式会社エムラ精工
「CNC自動旋盤」の導入により高硬度材部品の量産化を実現する取組
み

吉見町商工会

1024 11210321 埼玉県 株式会社三ヶ島製作所 ロードバイク用ビンディングペダル製品の開発と検証システムの構築
埼玉りそな銀行　所沢
支店

1025 11210322 埼玉県 光洋精機株式会社 シャフトドライブに対する高難度研磨技術の自動化（NC化）
埼玉りそな銀行　鶴瀬
支店

1026 11210324 埼玉県 株式会社ミクロ精工
高出力型サーボモータ搭載機を導入した原価低減と成長市場の競争力
強化

アップストリーム中小企
業診断士

1027 11210327 埼玉県
パンコミュニケーション株式会
社

配電盤・分電盤向け自動消火警報用ネットワーク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

1028 11210329 埼玉県 吉田キャスト工業株式会社 ロストワックス鋳造によるターゲット材の生産方法と鋳造機の開発
埼玉県損陽金庫　宮原
支店

1029 11210330 埼玉県 株式会社山陽 管推進工事における地中位置計測装置の小型軽量化試作
一般社団法人首都圏産
業活性化協会

1030 11210336 埼玉県 エフ広芸株式会社
新型ルーター機を用いた短納期で高品質かつ多様な広告用３Ｄ文字の
試作開発

武蔵野銀行　越谷支店

1031 11210337 埼玉県 株式会社照和樹脂 カーボンヒータを用いた『低環境負荷農畜産用温熱パネル』の開発
埼玉りそな銀行　三郷
支店

1032 11210338 埼玉県 株式会社広岡鉄工
トラック用自動車部品の多品種小ロット生産の効率が向上する溶接シス
テムの開発

東和銀行　桶川支店

1033 11210342 埼玉県 オリエンタル機鋼株式会社
シリコンウェハ熱処理用精密電気炉製作における労働集約的工程の自
動化ライン開発

埼玉りそな銀行　越谷
支店

1034 11210343 埼玉県 群馬精工株式会社
切削液改質装置導入による大幅な切削コスト削減と難削材切削技術の
確立

群馬銀行　新町支店

1035 11210345 埼玉県 ヤマテック株式会社
遠心攪拌を用いた曝気攪拌による微生物分解排水処理システムの新
規開発

さいたま市産業創造財
団

1036 11210349 埼玉県 株式会社弘輝
タブレット等の制御基板の不良率とコストを下げ競争力を高めた鉛フ
リーソルダペーストの開発

りそな銀行　八潮支店

1037 11210354 埼玉県 株式会社七星科学研究所 稼働率向上と品質安定化を目指したダイカストマシン用手許炉の導入
西武信用金庫　薬師駅
前支店

1038 11210356 埼玉県 有限会社滝沢化成
射出成形による高配光なLEDレンスの大型化に対する高品質な薄型プ
ラスチックレンズの開発

東和銀行　吹上支店

1039 11210357 埼玉県 株式会社高橋マシンテック 3D樹脂部品の短納期・多品種少量生産を可能とする工法と装置の開発 栃木銀行　武里支店

1040 11210361 埼玉県 和泉精機株式会社 極細管内視鏡の微小外径レンズホルダーの開発・製造
株式会社ヒューマンネッ
ト・コンサルティング

1041 11210362 埼玉県 有限会社比企オプティクス 光学ガラスレンズの超大口径成型品及び専用プレス装置の開発・製作
埼玉縣信用金庫　小川
支店

1042 11210371 埼玉県 株式会社大門製作所 モバイル液晶バックライト用超薄型導光板の開発・量産化
中ノ郷信用組合　堀切
支店

1043 11210372 埼玉県 有限会社セキネアルマイト
マイクロインバータ用筐体兼用ヒートシンクサンプルの48時間内製造の
実現

足利銀行　越谷支店

1044 11210373 埼玉県 有限会社アステック プラスチックレンズ用手磨きレス金型製作技術と特殊工具の開発
協同組合さいたま総合
研究所

1045 11210375 埼玉県 株式会社アールディエス
FDM工法の導入による炭素繊維成型品のリードタイムの大幅短縮化の
実現

武蔵野銀行　川本支店

1046 11210377 埼玉県 株式会社キャステック ダイカスト金型への高精度冷却穴加工の実現、及びその高効率化
埼玉りそな銀行　栗橋
支店

1047 11210382 埼玉県 株式会社G.W.JAPAN リチウムイオン電池用絶縁フィルム加工における異物対策
埼玉りそな銀行　大宮
支店

1048 11210386 埼玉県 東京金商株式会社
複雑形状の高品位な成形加工品の一貫内製化による短納期化とコスト
ダウン

商工組合中央金庫　上
野支店



1049 11210389 埼玉県 不二工業株式会社
硬化速度の異なる鋳物砂活用による鋳型造型の精度向上と効率化の
実現

川口商工会議所

1050 11210390 埼玉県 株式会社パーツ精工 高画素カメラに対応した高解像度レンズと鏡台の開発、製造 武蔵野銀行　三郷支店

1051 11210391 埼玉県 株式会社晃新製作所 モバイルに対応した、カスタマイズ大型モニター広告媒体の開発
埼玉りそな銀行　川口
支店

1052 11210394 埼玉県 株式会社今井製作所
パネル製造工程の洗浄機と剥離装置の一体化による効率化とコスト低
減

埼玉縣信用金庫　春日
部支店

1053 11210396 埼玉県 有限会社協和合金 新商品の開発ニーズに即した簡易金型と鋳造技術の研究開発
青木信用金庫　江戸袋
支店

1054 11210397 埼玉県 株式会社E-Joint 3Dプリンタを応用したプレスセラミックス製歯科技工物の開発
埼玉縣信用金庫　武蔵
藤沢支店

1055 11210399 埼玉県 株式会社福島紙器製作所 パッケージの小ロット生産と短納期化を実現する革新技術の確立
足立成和信用　金庫本
店

1056 11210401 埼玉県 ケミカルストレージ株式会社 スプレーめっき法による電磁波シールドめっき技術の開発
さいたま市産業創造財
団

1057 11210404 埼玉県 株式会社高島設計 グラファイト切削加工の高速、高精度加工技術を確立する
埼玉縣信用金庫　浦和
支店

1058 11210409 埼玉県 協和界面科学株式会社 スタンドアローン型モバイル接触角計の研究開発
埼玉りそな銀行　新座
支店

1059 11210410 埼玉県 東静工業株式会社 次世代EV・PHV用　新圧粉ニッケルレス磁心の開発、試作と事業化 東京信用金庫

1060 11210411 埼玉県 株式会社山口ナット サーボモーター活用によるウオームギアの精度向上
東京信用金庫　本所支
店

1061 11210412 埼玉県 株式会社有田ユニテム 福祉介護施設等向けの大型浴室のユニットバスの試作開発 株式会社ディセンター

1062 11210414 埼玉県 株式会社小森安全機研究所 せん断金型化工コイルと樹脂の精密モジュール化技術開発 商工中金さ　いたま支店

1063 11210418 埼玉県 有限会社氷川工作所 ３Ｄ造形システムを活用した医療器具等試作品超短納期提供事業
埼玉縣信用金庫　浦和
支店

1064 11210419 埼玉県 株式会社吉野ハード 異形状の粉末合金部品への高周波焼入装置の開発（油冷方法）
さいたま市産業創造財
団

1065 11210420 埼玉県 サンライズ工業株式会社
今までにない高効率・低コストな揮発性有機化合物（VOC）の冷却吸収
式処理装置の開発

常陽銀行　越谷支店

1066 11210422 埼玉県
日本バリデーション・テクノロ
ジーズ株式会社

薬剤評価のための溶出試験行程の一部自動化システム（NVT-ADS）開
発

埼玉りそな銀行　北越
谷支店

1067 11210423 埼玉県 丸善超硬株式会社
ねじ用ヘッダー分割型ダイスの開発による金型加工時間の短縮及び新
規顧客の取り込み

埼玉りそな銀行　戸田
支店

1068 11210424 埼玉県 株式会社ヒタチ 高精度小型NC旋盤の導入による、短納期受注体制の確立
埼玉縣信用金庫　鶴瀬
支店

1069 11210425 埼玉県
株式会社ユニオンダイキャス
ティング

アルミダイカスト品の短納期化に資する自動穴あけ装置の開発 首都圏産業活性化協会

1070 11210427 埼玉県 株式会社ケプラ 障害者用カーボンファイバー製装具開発
千葉銀行　三郷中央支
店

1071 11210428 埼玉県 株式会社ミナス精工 放電加工の電極の外段取り化と自動工具交換機能による生産性向上
埼玉りそな銀行　吉川
支店

1072 11210432 埼玉県 川口液化ケミカル株式会社 局部焦点冷却対応型液化窒素滴下器の開発
川口信用金庫　赤井戸
支店

1073 11210435 埼玉県 株式会社シーアイ工業 放射線測定用特殊樹脂（プラスチックシンチレータ）の高度化
西武信金　狭山ヶ丘支
店

1074 11210437 埼玉県 仲吉商事株式会社 天然竹製食器を業務用、医療用途向けに性能を大幅強化
東京都民銀行　板橋支
店

1075 11210438 埼玉県 株式会社ポリテック・デザイン 粉末焼結積層造形用の真球微粒子の試作開発
さいたま市産業創造財
団

1076 11210439 埼玉県 株式会社オーエム製作所
短納期・低価格化を目的とした、3軸(付加2軸)加工機による複雑形状部
品精密加工の実現

群馬銀行　上里支店

1077 11210440 埼玉県 株式会社関東技術開発 工作機械用スクロールチャックの小型･軽量･高精度品の開発 群馬銀行　本庄支店

1078 11210442 埼玉県 富士包装資材株式会社 真空セラミック断熱ブラインドの適正品質と生産性向上の技術革新
埼玉りそな銀行　東松
山支店



1079 11210444 埼玉県 株式会社プラニクス
SOFC（固体酸化物形燃料電池）用金属セパレーターへの高耐熱・低電
気抵抗表面処理技術の試作開発

武蔵野銀行　戸田西支
店

1080 11210449 埼玉県 泉工医科工業株式会社 アジア人の生活様式を可能とする深屈曲可能な人工膝関節の開発 朝日信用金庫

1081 11210450 埼玉県 株式会社エステック
難削材加工による真空炉・装置の社内一貫作成とコストダウン化の研
究及び開発

巣鴨信用金庫

1082 11210452 埼玉県 株式会社イー・エッチ・ティー
特殊車両用車載コンピュータの試作開発（コンパクトフラッシュの電源断
保護したボード設計）

松本　英伸

1083 11210453 埼玉県 株式会社エースパッケージ 保冷性・耐水性・耐油性機能を施した高機能段ボールの試作開発 小畑満芳

1084 11210454 埼玉県 有限会社新倉製作所 国際化に対応したものづくり最短試作加工及び効率的量産化計画 桶川市商工会

1085 11210456 埼玉県 株式会社朝霞工房
電気自動車用リチウムイオン電池の搭載量増大に向けた3次元切削加
工技術開発

武蔵野銀行　朝霞支店

1086 11210461 埼玉県 有限会社コスモテック 無菌環境下での微細作業を支援するロボットの試作開発 首都圏産業活性化協会

1087 11210463 埼玉県 及川産業株式会社
最新CAD/CAMシステムおよび4軸加工用テーブル導入によるシャトル
コック用精密金型製造ワンストップ化のための生産技術開発

草加商工会議所

1088 11210467 埼玉県 株式会社ユーテック PZT薄膜を成膜したシリコンウェハーの開発・製造 千葉銀行　新松戸支店

1089 12210205 千葉県 有限会社保坂プレス工業
レーザー加工装置を導入した板金製品生産プロセス革新による事業拡
大

市原商工会議所

1090 12210207 千葉県 有限会社ヨシカワ 多種一品生産の短納期化を目指した高付加価値加工システムの構築
千葉県産業振興セン
ター

1091 12210208 千葉県 内外マリアブル株式会社
グラインダー作業、バリ取り作業 の自動化及び試作開発を行い工数削
減・品質向上で新分野の開拓を行う

京葉銀行

1092 12210210 千葉県 ユニーク株式会社 エポキシ樹脂接着剤を用いた老朽構造物の耐震改善工法の開発研究 千葉銀行

1093 12210211 千葉県
株式会社マイクロテック・ニチ
オン

細胞応答を可視化するマルチシグナル同時計測用高感度ルミノメー
ターの開発

千葉銀行

1094 12210213 千葉県 日本機材株式会社 焼結部品の酸化被膜処理にかかる特性改善と量産短納期化 商工組合中央金庫

1095 12210214 千葉県 中島精管工業株式会社
β チタ ン材シーム レス素管の開発と連続伸管引 きによる低価格精密
管製造

京葉銀行

1096 12210215 千葉県 株式会社コスメテリアルズ
製品品質の向上、滅菌時間の短縮を可能とする高圧蒸気滅菌プラント
の導入

銚子信用金庫

1097 12210216 千葉県 株式会社平田精機 「細径鉗子 Endo Relief TM」の輸出
千葉県産業振興セン
ター

1098 12210219 千葉県 福井電化工業株式会社 バレルめっき工程の改造およびめっき条件の最適化
千葉県産業振興セン
ター

1099 12210220 千葉県
株式会社モニタリングサービ
ス

弾性波を用いた非破壊検査における杭、地盤改良の健全性試験装置
試験の開発

千葉県産業振興セン
ター

1100 12210223 千葉県 東製株式会社
BIB全自動充填機における型変え可能なピンホール発生リスク低減
ケーシング機構開発

千葉銀行

1101 12210224 千葉県 最上製作所
高性能なエアベリングの試作品開発並びに加工工程の集約・単納期対
応ラインの構築

勝浦市商工会

1102 12210225 千葉県 株式会社ナフタック
有機導電材料を使用した、電力ロスの小さな過電流保護デバイスの試
作開発

城北信用金庫

1103 12210226 千葉県 株式会社森川製作所
精密加工機導入によるガラスレンズ成形用金型部品の高精度化と短納
期化

千葉県産業振興セン
ター

1104 12210228 千葉県 株式会社サヤ
津波センサの生存能力の低さ等を克服したインフラサウンド津波センサ
の開発

千葉県産業振興セン
ター

1105 12210230 千葉県 東新理工株式会社 難削材における複合加工の実現と試作開発の効率化 佐原信用金庫

1106 12210231 千葉県 株式会社ヒロプラス
蓋の開放と噴霧動作を同時に行えるスプレーキャップの開発及び関連
市場の創造

京葉銀行

1107 12210232 千葉県 ロック技研工業株式会社 次世代大型タッチパネル用ITO成膜技術と巻取式真空成膜装置の開発 千葉興業銀行

1108 12210233 千葉県
エーベル・バイオクリーン株式
会社

油脂の酸化防止の開発―酸化防止剤を使わずに消費期限を延長する
新製法の確立

千葉銀行



1109 12210234 千葉県 アサヒサーマルラボ株式会社 新型管状炉の開発 阿部尚武税理士事務所

1110 12210235 千葉県 株式会社大樹
プラスチック成形加工の一貫生産体制の確立と顧客要求に応える生産
技術革新

高岡商工会議所

1111 12210236 千葉県 株式会社美山
消費者の多様なニーズに合わせたキムチ（伝統発酵食品）開発の高度
化（高品質化・低コスト化）

千葉銀行

1112 12210239 千葉県 藤澤鋼板株式会社 鋼板矯正（レベラーカット）における品質向上計画 商工組合中央金庫

1113 12210240 千葉県 株式会社恵比寿加工 高品質なクリーン精密塗工製品の開発と品質検査能力の強化 城北信用金庫

1114 12210241 千葉県 三徳工業株式会社 製品のハンドリング性向上を目的とした、造粒ガラス原料の開発 近畿大阪銀行

1115 12210242 千葉県 妙中鉱業株式会社
検査作業効率化と納期短縮による製造コストの削減を図り、受注拡大を
目指す

千葉県産業振興セン
ター

1116 12210244 千葉県 ケーエムマテリアル株式会社 省エネ船舶用「高性能樹脂製盤木」の開発 市原商工会議所

1117 12210245 千葉県 東京鉄製株式会社
波板鋼板（トタン板）機械による円滑（自動）加工生産ラインの開発及び
生産強化プロジェクト

千葉銀行

1118 12210246 千葉県 芙蓉鋳工株式会社
国内鋳鉄市場の獲得：薄物鋳物生産管理体制の強化と生産プロセスの
見直し

阿波銀行

1119 12210247 千葉県 株式会社竹中機械製作所 電気制御による石油タンク洗浄ロボットの開発
ライジングコンサルタン
ツ

1120 12210250 千葉県
有限会社ネクストエンタープラ
イズ

プラスチック成型加工における高速試作造形技術の開発
千葉県産業振興セン
ター

1121 12210253 千葉県 株式会社前田製作所 金属ペールのカール加工と品質改善に関する検討 千葉銀行

1122 12210254 千葉県 株式会社三協リール 充電機能搭戴のLEDランプ の開発（非常時・防災時も使用） 常陽銀行

1123 12210258 千葉県
昌和プラスチック工業株式会
社

BPAフリー透明容器の生産システムの開発及び量産体制の構築 京葉銀行

1124 12210262 千葉県 佐原テクノ工業株式会社
レーザ加工装置の高精度化と短納期化に有益な産業用高出力TOSA
の製品化

千葉銀行

1125 12210264 千葉県 日本ルーフ建材株式会社 外壁パネル加工分野への進出
千葉県産業振興セン
ター

1126 12210265 千葉県 株式会社万備 「自動化多品種カシメ機械」設計開発による生産性向上
税理士法人LRパート
ナーズ

1127 12210268 千葉県 株式会社尾崎製作所 ピニオン加工のリ－ドタイム短縮を目指した電気的同期加工の開発 巣鴨信用金庫

1128 12210269 千葉県 株式会社ティ・エス・シー 地域産材（県産材）需要に対応する人工乾燥材の内製化 千葉銀行

1129 12210274 千葉県 合同会社A-CLIP研究所 血管炎の重症化を特定するANCA-Fast-Me検査キットの製作 千葉信用金庫

1130 12210276 千葉県 株式会社さくら金属工業所 特殊超硬金型を適用した大幅コスト削減に資する金型加工設備の導入 石塚浩代税理士事務所

1131 12210279 千葉県 マルシン工業株式会社
自動車部品再生における洗浄と表面研削工程の一体化によるリビルト
システムの試作開発

千葉県産業振興セン
ター

1132 12210282 千葉県 株式会社町山製作所 塗料開発及び新規設備の導入による高気密性エアゾール缶の開発 千葉銀行

1133 12210291 千葉県 加研工業株式会社
再生と粒の界面処理新技術を用いた高品質再生といしの開発と無人化
による低コスト化の実現

千葉県産業振興セン
ター

1134 12210295 千葉県 メタロジェニクス株式会社
先天性銅代謝異常診断薬に包含させる新規蛍光検出プローブ「Cu-
Green」の高効率合成製造方法の開発

千葉県産業振興セン
ター

1135 12210298 千葉県 株式会社イーエスケイ スマートアグリシステムを実現する圃場センシング支援装置の開発 庄司会計事務所

1136 12210300 千葉県 株式会社トーヨー工芸工業 新型成形機導入による食品キャップの品質向上、低コスト化への対応 朝日信用金庫

1137 12210301 千葉県 FTB研究所株式会社 太陽電池用の単結晶成長に用いる石英坩堝の改善と低コスト化事業
千葉県産業振興セン
ター

1138 12210304 千葉県 株式会社シラヤマ
建築物における大空間を創造する為の、新たな高能率マシーン導入プ
ロジェクト

千葉銀行



1139 12210308 千葉県 株式会社辺見製作所
5軸マシニングセンタ導入による高精度・高効率・短納期の実現と新規
顧客の獲得

東京東信用金庫

1140 12210311 千葉県 町田プラスチック株式会社
医療、その他培養研究用のプラスチック容器洗浄の新手法による競争
力強化

税理士森敏夫事務所

1141 12210312 千葉県 日本アイリッヒ株式会社 リチウムイオン二次電池電極材製造用真空混練装置の開発 千葉銀行

1142 12210313 千葉県 株式会社丸山製作所
製造情報の3次元化・電子化により、顧客の低価格・短納期・特注ニー
ズに対応する。

千葉銀行

1143 12210314 千葉県 株式会社ESL研究所
車載組込みシステムの安全性・信頼性を向上するハイブリッド検証プ
ラットフォームの試作

千葉県産業振興セン
ター

1144 12210315 千葉県 マークテック株式会社 マルチラインカラービットコードマーキング・読み取り装置の開発 P&P税理士事務所

1145 12210316 千葉県 株式会社トーシン
スーパーエンジニアリングプラスチック(高耐熱、高強度)の再生加工方
法及び再生加工機械の開発

商工組合中央金庫

1146 12210317 千葉県 株式会社ヤマシタ レーザー加工機導入における、生産体制強化とワンストップ化 東京ベイ信用金庫

1147 12210319 千葉県 株式会社高橋製作所 五軸加工機導入による航空宇宙・医療のニッチ分野への進出
近藤美恵子経営コンサ
ルティング事務所

1148 12210321 千葉県
エーイーエムシージャパン株
式会社

「家庭向け消費エネルギーの見える化装置」等の改造のための設備投
資

千葉銀行

1149 12210322 千葉県 株式会社海老澤精機 特殊機能を持った航空機整備用作業台の開発設計製作
千葉県産業振興セン
ター

1150 12210324 千葉県 アイスマップ有限会社 視覚障害者生活支援のための携帯型時計の試作開発 千葉信用金庫

1151 12210325 千葉県 株式会社ユーエムエー
機能性ナノ粒子及び超精密塗布技術を用いた迅速で高感度な免疫クロ
マト検査試薬の開発と試作

亀有信用金庫

1152 12210326 千葉県 グラパックジャパン株式会社 優れた表面加飾が可能な高精度マイクロアレイレンズの開発 商工組合中央金庫

1153 12210328 千葉県 株式会社サンコー 簡易脱着可能なフライス盤用第二軸装置の開発 千葉興業銀行

1154 12210329 千葉県 五十嵐段ボール株式会社
硬質系樹脂素材を用いた高付加価値型広告製品に係る製造方法の構
築

千葉県産業振興セン
ター

1155 12210330 千葉県 中島硝子工業株式会社 ガラスの高機能化・高品質化・短納期化のためのコーティング設備導入 岡山県産業振興財団

1156 12210332 千葉県 株式会社下田金型工業
インライン成形機を導入するボトルメーカーに対する試作金型及び実装
金型の短納期製作

蛭田昭史税理士事務所

1157 12210333 千葉県
アシザワ･ファインテック株式
会社

湿式ビーズミル内部流動改善による省エネ機種の試作開発 京葉銀行

1158 12210334 千葉県 株式会社デンタルサービス CAD/CAMマシンの導入による新素材の歯科医療技工物の試作開発 税理士法人アクア

1159 12210337 千葉県 協和工業株式会社
電力の安定供給を可能とする水車機能を有したインライン型マイクロ水
力発電装置の開発

野々上総合研究所

1160 12210339 千葉県 株式会社橋本電業社 高速NCマシン導入による生産効率化と納期短縮の実現 千葉銀行

1161 12210341 千葉県 二宮産業株式会社 震災残土の処理に適したショベル用ふるいバケットシステムの開発 商工組合中央金庫

1162 12210343 千葉県 株式会社オチアイ ワイヤ放電加工機による高度精密３次元加工技術の開発
千葉県産業振興セン
ター

1163 12210348 千葉県
株式会社山本科学工具研究
社

シャルピー衝撃基準片の低コスト化を実現する生産体制の構築
千葉県産業振興セン
ター

1164 12210351 千葉県
株式会社ヒューマンネットワー
ク21

無線センサネットワークによる高齢者見守りシステムの開発と遠隔機器
監視

渋谷広志税理士事務所

1165 12210354 千葉県 弘洋電子機器株式会社
ロボットシステム導入による製造工程の短縮、短納期化による競争力強
化

千葉県産業振興セン
ター

1166 12210357 千葉県 株式会社シルド 薄肉、軽量化製品の需要増加に対応する冷間引抜金型の技術開発 千葉銀行

1167 12210360 千葉県 豊産マシナリー株式会社 電磁比例式ロールクーラント弁の開発 市原商工会議所

1168 12210365 千葉県 新盛工業株式会社 切断穴開け加工の自動化 千葉銀行



1169 12210367 千葉県 東京リベット工業株式会社
鍛造製品の弱点をカバーする同時加工設備の導入による高付加価値
製品の生産

千葉銀行

1170 12210370 千葉県 東京丸善工業株式会社 粒鋳造合金製造方法の開発及びこの工法による工程の短縮 京葉銀行

1171 12210376 千葉県 セルジャパン株式会社
特許技術を利用した可動締結式組ネジの開発と設計・検査技術の高度
化

千葉県産業振興セン
ター

1172 12210378 千葉県 株式会社小出ロール鐵工所 加工品と品質保証成績表の早期対応を可能にしたシステムの開発 千葉興業銀行

1173 12210381 千葉県
有限会社水谷理美容鋏製作
所

美容鋏の製造技術を転用した低侵襲腹腔鏡手術用鋏の試作開発
千葉県産業振興セン
ター

1174 12210382 千葉県 株式会社ビスト 建設機械用操作部油圧部品における新工法の開発・導入
千葉県産業振興セン
ター

1175 12210383 千葉県 有限会社匠精機
高精度ロール加工用、多機能旋盤による、小ロット生産プロセスの開発
（生産プロセス改革）

京葉銀行

1176 12210389 千葉県 沼沢製作所 ウォーム歯車等の短納期・低コスト単品加工技術の開発 市原商工会議所

1177 12210390 千葉県 株式会社工業計器製作所
船舶エンジン排気ガス用温度計の感温部新素材開発及び製造方法の
効率化

千葉銀行

1178 12210393 千葉県 春川鉄工株式会社
インプロセス測定技術を用いた高集積LSI分析試験片の精密加工シス
テムの開発

千葉県産業振興セン
ター

1179 12210394 千葉県 本田土木工業株式会社
アクリル樹脂を用いた、コンクリート構造物への浸透・結着型　添加・補
修剤の開発

千葉銀行

1180 12210397 千葉県 東原産業株式会社
三次元データ展開システム導入による低コスト化・短納期化・提案型営
業の実現

秋山慎太郎

1181 12210402 千葉県 株式会社エスコアール 医療等における失語症言語訓練の効率化を図る訓練装置の改良 千葉銀行

1182 12210403 千葉県
エイチ・ジー・サービス株式会
社

環境負荷や広範な地盤への適応性と経済性に配慮した新たな戸建住
宅向け地盤補強工事用施工装置の開発。

千葉銀行

1183 12210405 千葉県 有限会社渡辺機械 プレス部品の軽量化を実現する回転加圧成形機の実用化 東京東信用金庫

1184 12210411 千葉県 株式会社パール技研 小型CNC円筒研削盤導入による生産性向上とコスト削減 東京東信用金庫

1185 12210412 千葉県 株式会社キヨシゲ
建築部材の多様・複雑化と低コストに対応すべく、加工の工程の改善と
フレキシブル化を図る

千葉銀行

1186 12210413 千葉県 日弘ビックス株式会社 無機素材と有機素材の複合による無彩色の遮熱素材の開発 太田啓之

1187 12210414 千葉県 東都金属印刷株式会社
大型金属印刷機械（MetalDecoratingPress）導入により大板シートへの
印刷試作と生産効率の向上

京葉銀行

1188 12210415 千葉県 栄和化学工業株式会社 耐摩耗性チェーン用シールゴムの開発 京葉銀行

1189 12210418 千葉県 株式会社カネコ 冷間圧造難削材の生産性改善を目的とした深穴加工技術の開発 千葉銀行

1190 12210419 千葉県 株式会社メルテック 微細・高精度特殊エッチング試作/量産対応 千葉銀行

1191 12210422 千葉県 株式会社ナルビー トリクロールエチレンを使用しない熱処理用連続洗浄装置の開発 千葉銀行

1192 12210423 千葉県
株式会社ピックルスコーポ
レーション

真空減圧処理によるキムチ製造時の漬け時間の短縮化及び漬けムラ
改善による付加価値の向上

埼玉りそな銀行

1193 12210424 千葉県 株式会社西川 トンネルフリーザーの生産性向上及び工程ラインの品質管理向上計画 千葉銀行

1194 12210427 千葉県 株式会社オーケー光学
サングラスレンズ用薄型偏光板の球面加工技術開発と量産体制の構
築

千葉銀行

1195 12210428 千葉県 京新工業株式会社
短納期対応型ウレタン製高精度カテーテルチューブ生産システムの開
発

経営創研

1196 12210430 千葉県 有限会社ジェットストローク
高意匠自動車用装飾部品等の開発及び生産性向上並びに環境対応技
術導入

千葉銀行

1197 12210432 千葉県 信栄工業株式会社 メガソーラー用架台製造の生産能力向上 商工組合中央金庫

1198 12210433 千葉県 株式会社五関製作所
3次元測定機の導入により、海外製造される金型を日本で製造するため
の事業計画

竹内税務会計事務所



1199 13210896 東京都 株式会社テックメイク 知能ハンドによる加工作業自動化ロボット装置の試作開発
多摩信用金庫　残堀支
店

1200 13210898 東京都 有限会社佐久間製作所
難削材（ベーナイト鋼）の絞り用金型製作の3次元加工化による納期短
縮　コスト削減、精度向上

特定非営利活動法人東
京都港区中小企業経営
支援協会

1201 13210902 東京都 株式会社コヤマ
金属材料の性質に順応できる切削技術力を活かした難削材部品の供
給

株式会社ディセンター

1202 13210906 東京都 株式会社デイテク
一貫生産システムの構築による高品質プラスチック成形品の短納期化
の実現

一般社団法人首都圏産
業活性化協会

1203 13210907 東京都 株式会社江北ゴム製作所 サンドブラスト工程の内製化による一貫製造体制の確立
足立成和信用金庫　西
新井支店

1204 13210909 東京都
コンピュータ・ハイテック株式
会社

新生児連れ去り警報システムに有効な多軸アンテナ内蔵小型電子タグ
の試作開発

朝日信用金庫

1205 13210913 東京都 株式会社ベネテックス
広範囲に且つ逆光や暗所でも鮮明に被写体を映し出すハイビジョンカメ
ラの試作開発

一般社団法人首都圏産
業活性化協会

1206 13210914 東京都 ベスパック株式会社 「金属・樹脂インサート成形法によるLED照明直管の開発」
城南信用金庫　営業部
本店

1207 13210917 東京都 株式会社デュコル 遠心粉末製造装置　ガス循環システムの開発
公益財団法人東京都中
小企業振興公社

1208 13210920 東京都 株式会社ヒサワ技研 超高速回転可能なロータリーコネクタ（回転型コネクタ）の開発
多摩信用金庫　昭島支
店

1209 13210922 東京都 株式会社イマムラ 病院内のIT化に相応した、バーコード用入院患者識別バンドの開発 朝日信用金庫

1210 13210924 東京都 株式会社アイピー・フロント 高解像度・高感度の可視・近赤外ハイパースペクトルカメラの開発 朝日信用金庫

1211 13210925 東京都 株式会社スリーエス CPUを搭載したスマートポジショナの開発
瀧野川信用金庫　浮間
支店

1212 13210928 東京都 株式会社双葉マテリアル
インターカレーション技術による環境適応型生物忌避プラスチック成型
技術の開発

商工組合中央金庫　押
上支店

1213 13210929 東京都
有限会社竹石アロイツール工
業

新型エンジン用バルブの試作開発。その高精度化と納期短縮の実現。
東京東信用金庫　東砂
支店

1214 13210930 東京都
株式会社計算力学研究セン
ター

実測データを利用した音響シミュレータによる風車音低減支援事業
城南信用金庫　営業部
本店

1215 13210931 東京都 有限会社サンテック
PVDＦ加工時に発生する切り屑、熱膨張を抑制する生産プロセス強化
事業

東京東信用金庫　本店

1216 13210933 東京都 株式会社ネジの高山
3Dプリンターを活用した耐震用脚部アジャストの短納期化による販路拡
大

株式会社ヒューマンネッ
ト・コンサルティング

1217 13210936 東京都 株式会社エルエーシー 大型トラックボデイ用高速自動塗装装置の試作開発
株式会社翼コンサルティ
ング

1218 13210938 東京都 株式会社アイエム
可視化・可触化技術を駆使した内視鏡手術トレーニングのための３次元
臓器モデルの商品開発

東京信用金庫

1219 13210939 東京都 株式会社三輝 「水素ガス用流体継手の生産プロセス強化による国際競争力の向上」 湘南コンサルティング

1220 13210940 東京都 株式会社冨倉製作所 N700A新幹線向けアルミ製筐体の溶接法開発と自動溶接装置導入
有限会社林ビジネスコ
ンサルタント

1221 13210943 東京都 株式会社ケーツーブレインズ
3Dスキャナーと3Dプリンターを活用した、試作モデル作成の一元化技術
の確立

朝日信用金庫

1222 13210947 東京都 株式会社エス・アート 多種金属鍛造素材の切削による装身具の制作 上田智雄税理士事務所

1223 13210948 東京都 青梅鋳造株式会社 ・高強度ダクタイル鋳鉄の市場開拓を目的とした設備投資
多摩信用金庫　瑞穂支
店

1224 13210950 東京都 株式会社アサヒメックス
金属パイプ内面へ電気めっきを行うため、補助陽極付冶具の試作開発
および量産試作

シーロムパートナーズ税
理士法人

1225 13210952 東京都 パール光学工業株式会社 高精度・高効率自動レンズ調整装置の試作開発
城南信用金庫　碑衾支
店

1226 13210954 東京都 株式会社長沼製作所 高齢化社会に向けて、食品用小型カッターの掻きだし装置開発 東京東信用金庫　本店

1227 13210961 東京都 ineova株式会社 ピークカット向けハイブリッド蓄電システム用電力変換装置の試作開発 TOC事務所

1228 13210964 東京都
東フロコーポレーション株式会
社

液温制御用省スペース高効率静止型混合機の試作開発と設備投資 日野市商工会



1229 13210968 東京都 有限会社大里化工 一般消費者向け商品撮影用照明のコードレス化
東京東信用金庫　隅田
支店

1230 13210969 東京都 三光医理化株式会社
放射線（ガンマ線）遮蔽材の開発と遮蔽能力の検証及び放射線遮蔽容
器の開発

秋元弘光税理士事務所

1231 13210973 東京都 千代田ゴム株式会社
【ゴムスポンジスライス品の自動厚み計測による加工技術の向上と品質
の確立】

朝日信用金庫

1232 13210978 東京都 有限会社秀和製作所 JIS規格外大口径パイプ及びテーパーパイプ製造の高度化
西武信用金庫　長岡支
店

1233 13210980 東京都 株式会社ブロケード 断裁工程における位置決め課題の解決を通じた存在領域の確立 湘南コンサルティング

1234 13210983 東京都 株式会社藤村工業 難開封な容器入食品用（豆腐やゼリー）易開封容器製造装置の開発
東京東信用金庫　大和
町支店

1235 13210985 東京都
株式会社テクノランドコーポ
レーション

水産業向け放射性セシウムスクリーニング自動検査器の試作開発
一般社団法人首都圏産
業活性化協会

1236 13210987 東京都 土井精工株式会社 3次元自由曲面評価ソフトウェア導入による金型の超高精度化
城南信用金庫　荏原支
店

1237 13210992 東京都 三立機器株式会社
目に見えないPM2.5以下の微細塵（ナノ粒子）の脅威から作業者を守
る、工業用バキュームクリーナーの開発

巣鴨信用金庫　王子支
店

1238 13210993 東京都 株式会社デイシー
産業用車両自動走行装置組み込みを目指した低価格・高精度ジャイロ
センサ試作品の開発

青梅信用金庫

1239 13210994 東京都 株式会社舘野機械製作所 カバーガラス（スマホ、タブレット等）外周研削、研磨加工機の開発 東京信用金庫

1240 13210997 東京都 東京オートマック株式会社 超渦（うず）振動式刃研ぎ機の開発
さわやか信用金庫　荏
原支店

1241 13210999 東京都 株式会社和心 光造形機の導入によるサンプル作製期間の大幅な時間短縮
東京都民銀行　三鷹支
店

1242 13211002 東京都 株式会社クリエイティブライフ 長寿命の屋外用高性能遮熱塗料の開発とその実用化
巣鴨信用金庫　王子支
店

1243 13211008 東京都 城南電化協同組合 廃棄物2/3削減による生産コスト及び環境負荷の低減
税理士法人協立会計事
務所

1244 13211009 東京都 株式会社葵製作所
レーザー溶接機導入による溶接の高度化と、精密で高品質な機器用
ケースの開発

八十二銀行　八王子支
店

1245 13211011 東京都 有限会社カネバン 3次元エラストマー材料へのメッキフィルム熱転写工法の確立
一般社団法人首都圏産
業活性化協会

1246 13211017 東京都 ユーキャン株式会社 簡便な点検機構を実現した天井埋込式PTC蒸気加湿器の開発
一般社団法人首都圏産
業活性化協会

1247 13211018 東京都 株式会社大井プラップ 特殊塗料による海生生物付着防止技術の開発
さわやか信用金庫　東
糀谷支店

1248 13211019 東京都
株式会社スリープシステム研
究所

睡眠深度判定及び無呼吸判定装置の開発
中ノ郷信用組合　三崎
町支店

1249 13211020 東京都 有限会社有明電装
自然再生エネルギーによる無停電式省電発光避難誘導標識の試作開
発

一般社団法人首都圏産
業活性化協会

1250 13211021 東京都 株式会社谷口電子 X線装置用高性能化テレビカメラの試作・開発
多摩信用金庫　中野支
店

1251 13211022 東京都 株式会社プラックス 多品種少量の基板実装向け社内用外観検査機の開発 須永學税理士事務所

1252 13211023 東京都 電子磁気工業株式会社 携帯用超小型紫外線探傷灯の開発
瀧野川信用金庫　浮間
支店

1253 13211026 東京都 株式会社デントロケミカル 歯科用寒天印象材スティックの包装の衛生化とコストダウン
西武信用金庫　三ッ原
支店

1254 13211029 東京都 株式会社早川研磨工業 表面性状測定装置導入による技術開発及び高品質研磨製品の提供 税理士法人SIP

1255 13211032 東京都 廣澤電機工業株式会社 汎用PLC向け　ＩＰプロテクターの開発
城南信用金庫　大森支
店

1256 13211034 東京都 佐藤工業株式会社
「除水機」の生産効率向上に向けた、レーザー加工機の導入および設
計・製造工程の最適化

城南信用金庫　大森支
店

1257 13211035 東京都
日本ブレージング工業株式会
社

焼結金属を使用したトラック関連部品を炉中ろう付け加工する量産方法
の確立

青梅信用金庫

1258 13211037 東京都 株式会社エーワンテクニカ 射出成形技術の高度化による低価格下水処理部品の試作開発 朝日信用金庫



1259 13211040 東京都 株式会社エム・イー・システム 新規形状により骨折部分の締結力を強化した体内固定用ネジの開発
第一勧業信用組合　中
野新橋支店

1260 13211041 東京都 株式会社ケツト科学研究所 米穀用成分分析計の開発
城南信用金庫　馬込支
店

1261 13211042 東京都 有限会社アサヒバイオメッド
電気伝導度測定による炎症の早期診断に向けた新規演算処理ソフト
ウェアの開発

八千代銀行　神田支店

1262 13211043 東京都 株式会社コーネッツ
充電池駆動のみで２４時間連続使用を可能とする400MHz無線健診
リュックサック組込技術の試作開発

芝信用金庫　本店営業
部

1263 13211044 東京都 株式会社MI 3G回線とGPSを活用した車両管理通信システムの開発 朝日信用金庫

1264 13211045 東京都 太洋塗料株式会社 環境対応型の革新的ナノテク・グリーン船舶塗料の試作開発 北青山税理士法人

1265 13211046 東京都 株式会社三光製作所 テーパーメネジのタッピング（ナット）加工における高品質化・短納期化
東京東信用金庫　押上
支店

1266 13211047 東京都 三愛恒産株式会社 会話プライバシー保護を目的とした音声マスキング装置の試作開発
一般社団法人首都圏産
業活性化協会

1267 13211049 東京都 三喜電機株式会社 可変dv/dｔ型ノイズ強度検証試験装置の開発
西武信用金庫　八王子
支店

1268 13211053 東京都 有限会社かなや設計 自然エネルギーを有効利用する蓄熱型壁面放射パネルの実用化開発 東京東信用金庫　本店

1269 13211054 東京都 横田アスコム株式会社 TDW方式中圧ノーブロー工法によるガス管溶接加工事業の本格展開
東京ベイ信用金庫　城
東営業部

1270 13211055 東京都 株式会社平野製作所 炭素繊維強化プラスチックにおける量産システム開発
多摩信用金庫　錦町支
店

1271 13211056 東京都 株式会社竹内製作所
大物加工用複合NC旋盤の導入による製品の短納期化、低価格化、高
品質化

多摩信用金庫　調布北
口支店

1272 13211057 東京都 株式会社高橋発条製作所 架線用ばね式テンションバランサの試作品開発
東京東信用金庫　新小
岩支店

1273 13211060 東京都 ミズホ金属株式会社
封印性及び作業性に優れたドラム缶用新型ポリキャップシールの試作
開発

東京東信用金庫　綾瀬
支店

1274 13211061 東京都 株式会社GM3
介護後期の負担低減に資する無線式心拍計システムの開発と介護現
場での事業性検証

興産信用金庫　秋葉原
支店

1275 13211062 東京都 株式会社ハイメックス 円筒重量物に回転力を伝えるチャッキング方法の力学特性の解明
多摩信用金庫　東久留
米支店

1276 13211063 東京都
株式会社ヴィジョナリーバン
ガード

ヒューマノイド用　顔面マスク製造・開発プロジェクト 上田公認会計士事務所

1277 13211064 東京都 株式会社トリニティーラボ
転倒事故を未然に防ぎ安全生活を守る「移動型靴・床摩擦測定システ
ム」の試作開発

小出絹惠税理士事務所

1278 13211065 東京都 株式会社共立理化学研究所
生体触媒である酵素を用いた環境汚染物質（アンモニウム）比色測定
キットの開発

城南信用金庫　青山支
店

1279 13211067 東京都 小里機材株式会社 ゴムライク樹脂光造形（3Dプリンタ）による試作製作
東京都民銀行　錦糸町
支店

1280 13211068 東京都 株式会社エム・ソフト 拡張現実ARを使った物流現場向けピッキング支援システム開発
塙公認会計士税理士事
務所

1281 13211069 東京都 アカオアルミ株式会社 自動車用変速機CVTのオイルクーラー部品の製造、生産性向上。
商工組合中央金庫　池
袋支店

1282 13211070 東京都 株式会社堀口硝子 江戸切子の新規市場の開拓に向けた試作開発
東京東信用金庫　大島
支店

1283 13211072 東京都 株式会社ホロニック
「自動マップマッチング情報出力を備えた新たな走行調査用端末機器の
開発及び販売」

興産信用金庫　本店

1284 13211073 東京都 株式会社アトム精密
顧客が連結できる、電子部品実装用のフレキシブル卓上型ロボットの開
発

多摩信用金庫　八王子
四谷支店

1285 13211076 東京都 株式会社ジャパンセル サファイアの接合技術を応用した原子分析用特殊真空セルの開発
株式会社さがみはら産
業創造センター

1286 13211077 東京都 有限会社清田製作所 高品質高周波コンタクトプローブの生産プロセス強化による競争力向上
城北信用金庫　尾久駅
前支店

1287 13211078 東京都 有限会社創造社 環境に優しい避難標識灯の開発試作 青梅信用金庫

1288 13211079 東京都 株式会社ルケオ 高い面精度を有する超広帯域波長板の製造
巣鴨信用金庫　板橋支
店



1289 13211080 東京都 ニューロング工業株式会社 高効率・高精度で重量物用ポリエチレン袋を製造する機械の開発
城北信用金庫　白鳥支
店

1290 13211082 東京都
フジプラスチック工業株式会
社

超耐熱LCP樹脂の精密光学部品の成形を実現する金型設計及び加工
条件の確立

西武信用金庫　八王子
支店

1291 13211083 東京都 有限会社千葉精螺 大型NC旋盤加工による部品の一体化への取り組み
東京東信用金庫　高砂
支店

1292 13211084 東京都 株式会社ユーロテック
板厚0.5㎜薄板板金に対応した、セルフ・クリンチング・ナットとスタッドの
開発

横浜銀行　相模原駅前
支店

1293 13211085 東京都 日本海洋株式会社 海洋生態系モニタリング用海中音響観測システムの開発
公認会計士佐久間事務
所

1294 13211086 東京都 株式会社ハイファジェネシス
抗酸化カロテノイド・アスタキサンチンの大量かつ安価な生産方法の確
立

東京都民銀行　玉川学
園支店

1295 13211087 東京都 オリエント技研株式会社 ハードディスク製造における精密乾燥装置の自社試作・開発
多摩信用金庫　恩方支
店

1296 13211090 東京都
株式会社セラテックエンジニア
リング

圧電センサーを活用したバイタルサイン・体動検知無線送信システムの
開発

一般社団法人首都圏産
業活性化協会

1297 13211091 東京都 ツジカワ株式会社
パッケージデザイン・プロダクトデザインの試作開発支援の高度化・効
率化

商工組合中央金庫　船
場支店

1298 13211093 東京都 株式会社佐々木設計
マスフローコントローラ向け、デバイスネット－アナログ変換モジュール
の開発

多摩信用金庫　秋川支
店

1299 13211095 東京都
インターソリューション株式会
社

キック式3輪ビークルの車両技術と部品の締結技術の開発
城南信用金庫　瀬田支
店

1300 13211096 東京都 株式会社フェニックスデント 産業用小型非接触で計測可能な断層光測定器の開発
さわやか信用金庫　上
野毛支店

1301 13211097 東京都 東光化学工業株式会社 メタルフォトによる超微細印字、品質検査内製化事業
城南信用金庫　九段支
店

1302 13211099 東京都 近藤科学株式会社 22坪の工場内でのアクチュエーター試作生産完全内製化事業
税理士法人竹馬合同会
計

1303 13211100 東京都 株式会社三協商会 ソーラーパネル向けEVAにかかるプレス加工
商工組合中央金庫　上
野支店

1304 13211101 東京都 宮腰彫刻 現経営者と先代経営者が一体となり、改めて彫刻印字市場へ取り組む
多摩信用金庫　恋ヶ窪
支店

1305 13211102 東京都 株式会社エス・イー・アール バイオチップインタフェース標準ユニット開発 中根法律事務所

1306 13211104 東京都 株式会社富山 高精度長尺板金曲げ加工
西武信用金庫　長岡支
店

1307 13211107 東京都 株式会社畠山鐵工所 マニピュレーター能力増強に伴う海外案件（高付加価値材）の取込み
商工組合中央金庫　大
森支店

1308 13211109 東京都 アリオス株式会社 焼結用セラミック粒子球状化のための大気圧プラズマ源の開発 昭島市商工会

1309 13211114 東京都 株式会社プラセラム 真空技術を活用した高機能含浸木材の開発
西武信用金庫　三ッ原
支店

1310 13211121 東京都 株式会社一九堂印刷所
CD/DVDトレー『REPAK』の改良版の試作・開発。機動的なオリジナルエ
ンボス／箔押し加工を実現。

東京都民銀行　日本橋
支店

1311 13211129 東京都 内外化学製品株式会社 純水ボイラの腐食モニタリング技術開発
城南信用金庫　大井支
店

1312 13211130 東京都 FXC株式会社 低価格・高信頼性・高汎用性のテレマティクス端末の試作 税理士法人睦月

1313 13211133 東京都 株式会社須藤精密 最先端半導体デバイス向けの精密治工具の試作開発
西武信用金庫　長岡支
店

1314 13211139 東京都 ALPHA CHIP株式会社 セキュリティ認証に最適な真正乱数発生器の開発、商品化 本間合同法律事務所

1315 13211140 東京都
株式会社日興エボナイト製造
所

有害物質の非含有エボナイト製品の開発並びに歩留向上及び手作り筆
記具など新分野製品開発による売上向上

城北信用金庫　本店営
業部

1316 13211141 東京都 株式会社薄葉製作所
高性能金属プレス加工設備導入による小ロット高品質加工、短納期化
の実現

吉田会計事務所

1317 13211142 東京都 株式会社府中技研 臨時災害放送局用FM送信装置の試作開発
多摩信用金庫　府中支
店

1318 13211145 東京都 株式会社ヨシズミプレス ステンレス製一体形成型クリップ（自社オリジナル新製品）の開発
中ノ郷信用組合　立花
支店



1319 13211146 東京都 株式会社東京電機工業 小型高真空部品の加工工程における清浄性保証法の開発
多摩信用金庫　砂川支
点

1320 13211147 東京都 株式会社オーシャンサプライ 抱っこ紐とリュックサックとチャイルドシート兼用バケット 中央会計事務所

1321 13211151 東京都 南デザイン株式会社 三次元スキャナ導入による面精度保証化と検査時間・コストの削減 青梅信用金庫

1322 13211154 東京都 株式会社三和製作所
同時五軸CAD・CAMを用いた一貫生産体制構築による短納期化、及
び、高品質化

西武信用金庫　福生支
店

1323 13211155 東京都 株式会社今野製作所
ステンレス鋼板の異形R曲げ加工法の確立による熟練技能の標準化と
競争力強化

城北信用金庫　東尾久
支店

1324 13211157 東京都 株式会社ライト製作所 RX-11手持ち式眼（がん）診察機の開発計画
大東京信用組合　常盤
台支店

1325 13211158 東京都 有限会社アマンダスポーツ
ヒューマンパワー、剛性、振動伝達の動的計測による競技用自転車の
最適設計

城北信用金庫　尾久駅
前支店

1326 13211159 東京都 テクノツール株式会社 高齢者・障害者向け50音配列ワイヤレスキーボードの試作開発
多摩信用金庫　桜ヶ丘
支店

1327 13211160 東京都 株式会社日乃本錠前 製品の高強度、軽量化の為　材料強度試験機導入
瀧野川信用金庫　西ヶ
原支店

1328 13211161 東京都 株式会社永田製作所 レジスト生産装置の高性能化ならびに低価格化のための試作開発 千葉銀行　葛西支店

1329 13211165 東京都 有限会社松丸建具店 60分木製防火戸の開発と商品化
東京東信用金庫　南小
岩支店

1330 13211166 東京都 株式会社渡辺鍍金工場 環境負荷を低減させ、品質を落とさずに低コスト化を実現する。
税理士法人よしとみ
パートナーズ会計事務
所

1331 13211167 東京都 三輝工業株式会社 試作品、超短納期品の生産におけるワンストップ化展開 朝日信用金庫

1332 13211168 東京都 株式会社美山技研 次世代放送設備向け高密度プリント基板の試作開発
多摩信用金庫八王子
四谷支店

1333 13211171 東京都 有限会社新野金型製作所 化粧品金型の高精度化と短納期化の実現（研磨加工機の設備投資） 朝日信用金庫

1334 13211172 東京都 株式会社シマダジュエリー ジュエリー製造工程のデジタル化による納期短縮とサービス向上
近藤美恵子経営コンサ
ルティング事務所

1335 13211174 東京都 協栄プリント技研株式会社 燃料電池セパレーター用金型の高精度輪郭加工の開発
多摩信用金庫　調布北
口支店

1336 13211176 東京都 飯沼精研株式会社 NC平面研削盤を導入し、市場のニーズに応える。
西武信用金庫　長岡支
店

1337 13211178 東京都 有限会社清水技研 難削材の薄物加工技術の強化による競争力向上
東日本銀行　梅屋敷支
店

1338 13211179 東京都 英弘精機株式会社 紫外域から近赤外域を計測する全天候型分光放射計の開発 TMI総合法律事務所

1339 13211180 東京都 株式会社雄島試作研究所 低反射型光ファイバロータリコネクタの開発
多摩信用金庫　武蔵野
支店

1340 13211185 東京都
国際ディスプレイ工業株式会
社

室内用太陽電池で作動するブラシレスDCモータ 朝日信用金庫

1341 13211189 東京都 電化皮膜工業株式会社 構造用アルミ母材と樹脂接着の為の表面処理検査及び設備の増強
城南信用金庫　蓮沼支
店

1342 13211190 東京都 株式会社新栄プレス工業所 プレス技術を活かした自社製品の開発試作
特定非営利活動法人ｔｎ
ｃ中小企業支援センター

1343 13211191 東京都 数泰工業株式会社
次世代自動車のコスト削減に資する難削材精密部品の切削加工技術
開発

一般社団法人バリュー
アップ・ジャパン

1344 13211192 東京都 株式会社インターフェイス MPLD-Eを活用したASIC机上少量設計生産環境の構築
多摩信用金庫　武蔵境
南口支店

1345 13211195 東京都 株式会社K-WILL
放送サービスの運用効率を画期的に向上させるノイズ検出ソフトウェア
の試作開発

城南信用金庫　すずか
け台支店

1346 13211196 東京都 有限会社山本製作所
切削加工技術の高度化による自動車部品試作製造の生産プロセスの
強化

八千代銀行　町田木曽
支店

1347 13211198 東京都 有限会社さいとう工房
日本の生活環境で使用でき、個別対応しやすい高機能電動車椅子の
開発

東京東信用金庫　駒形
支店

1348 13211199 東京都 株式会社川上工業 高級ブランド用微細表面加工技術の開発
東京東信用金庫　八広
支店



1349 13211200 東京都 永島医科器械株式会社 高精度めまい検出装置の試作開発 朝日信用金庫

1350 13211201 東京都 株式会社エイ・テイ・エル
3Dプリンター及び付属機器導入によるコスト削減と製作時間の短縮（試
作品製作精度の高度化）

静岡銀行　大井川支店

1351 13211202 東京都 本多通信工業株式会社 機械・電気的な堅牢性に特化した次世代SDカードソケットの商品開発
東京中小企業投資育成
株式会社

1352 13211203 東京都 睦特殊金属工業株式会社 メッシュベルト焼結炉導入による生産性と品質向上開発事業 横浜銀行　町田支店

1353 13211204 東京都 株式会社光精機製作所 立軸ロータリー平面研削盤導入による生産性の向上
西武信用金庫　長岡支
店

1354 13211205 東京都 株式会社デンテック
バリ取りの自動化によるコスト削減と金属組織の観察による品質管理の
強化

東京都民銀行

1355 13211206 東京都 有限会社山本製作所 鉛フリー化が進むプリント基板実装に適合する生産設備体制の確立
西武信用金庫　長岡支
店

1356 13211207 東京都 有限会社海鴻社
短納期化や使用化学物質削減を目的とした金属製パッド印刷凹版の作
製、開発

青和信用組合　新小岩
支店

1357 13211210 東京都 マルチバック有限会社
リアルタイム画像解析法による医療現場型血液免疫反応検査システム
の開発

多摩信用金庫　東立川
支店

1358 13211211 東京都 株式会社伊東NC工業 自動車メーカーの次世代車両に貢献する歯車部品の試作技術開発
一般社団法人首都圏産
業活性化協会

1359 13211212 東京都 株式会社プリード 太陽光観測用長波全天分光日射計の開発
西武信用金庫　秋川支
店

1360 13211213 東京都 株式会社ハムロン・テック 防災用レスキュー倉庫ならびに高効率太陽光発電システムの開発
西武信用金庫　羽村支
店

1361 13211216 東京都 株式会社信濃工業
工場のはさまれ・巻き込まれ事故を防ぐ「危険回避用カラーサーチシス
テム」の開発

東京東信用金庫　葛飾
支店

1362 13211218 東京都 株式会社フクムラ 新規市場開拓、顧客満足度向上、企業競争力強化の為の設備導入
城北信用金庫　宮城支
店

1363 13211219 東京都 株式会社環境技術センター アワビ陸上養殖の高密度化を可能とする機能性配合飼料の試作開発
城南信用金庫　玉川学
園支店

1364 13211221 東京都 株式会社ハイメック 新方式による半導体ウェーハの表面欠陥検査装置
多摩信用金庫　永山支
店

1365 13211223 東京都
日本サイエンティフィック株式
会社

次世代故障解析用開封装置【エキシマレーザ使用によるIC開封及び研
磨技術の確立】

特定非営利活動法人
NPOビジネスサポート

1366 13211224 東京都 有限会社レイクラフト 薄物部品における応力変化のない精密加工プロセスの確立
西武信用金庫　三ツ原
支店

1367 13211225 東京都 有限会社三宏化成工業所
寒冷地域向けのアクリル製特殊アイランドサービスユニット（ISU）の試
作開発

小松川信用金庫　本店
営業部

1368 13211227 東京都 有限会社セレスト 次世代超高速液体クロマトグラフ用部品への極細穴切削技術の開発 知久美英税理士事務所

1369 13211228 東京都 株式会社宝泉製作所
中国向け省力化・自動化機械部品の高精度・短納期・低コスト加工の実
現

多摩信用金庫　武蔵境
南口支店

1370 13211229 東京都 鹿本技研株式会社 従来の遮音機能を維持した軽量・低コストの防音扉試作品開発
公益財団法人川崎市産
業振興財団

1371 13211232 東京都 イ．ソフト株式会社 K-BOXシステム開発 成倫税理士法人

1372 13211233 東京都
株式会社アシュラスコープイ
ンスタレーション

スクリーン、プロジェクター及び再生機一体型プロジェクション演出機の
試作及び研究

昭和信用金庫

1373 13211235 東京都
株式会社高山医療機械製作
所

医療用手術器具製造の小口化・短納期化のための試作開発及び設備
投資

巣鴨信用金庫　西日暮
里支店

1374 13211236 東京都 株式会社ESSテック 精密合金プローブの微細化と通電性能改善の技術及び製品開発 大竹賢吉税理士事務所

1375 13211237 東京都 ノダネーム株式会社 完全ワンストップ生産体制確立による短納期・高品質化の実現
西武信用金庫　小平支
店

1376 13211238 東京都 株式会社小宮商会 顧客がイメージする価格と納期に近づけるための生産プロセス開発
朝日ビジネスサービス
株式会社

1377 13211240 東京都 有限会社三幸 材料生産から研磨の内製化により一貫生産の出来る体制を目指す
東京東信用金庫　東和
支店

1378 13211245 東京都
テクノナレッジ・システム有限
会社

災害発生時の早期企業活動再開を支援する産業向け無線ＬＡＮ導入の
通信装置開発

ひらま経営相談事務所



1379 13211247 東京都 株式会社豊陽化学 『タッチパネル』銀回路細線化技術確立
多摩信用金庫　西八王
子支店

1380 13211248 東京都
株式会社エヌ・ティ・システム
ズ

鍼灸治療の「つぼ」位置にRFIDタグを設置した人体立体模型とその関連
情報が連動する学習電子書籍システム

東京中央経営株式会社

1381 13211249 東京都 有限会社藤井研究所 高精度ガラス目盛製品（スケール及びマスターガラス）試作開発
巣鴨信用金庫　東武練
馬支店

1382 13211251 東京都 株式会社金子製作所
新規工作機械導入による製麺切刃の品質、生産性の向上及び短納期
化

東京東信用金庫　本店

1383 13211254 東京都 興南研磨株式会社
汎用万能研削盤の導入による、多様な円筒研磨加工への高速・高精度
対応の実現

共立信用組合　武蔵新
田支店

1384 13211255 東京都 渡邊プレス工業株式会社
機密性・操作性・デザイン性を兼ね備えた機密書類回収ボックスの試作
開発

多摩信用金庫　昭島支
店

1385 13211261 東京都 株式会社ユニバル ノンメタルクラスプレジン及び製造システムの開発 七島信用組合

1386 13211263 東京都 コガソフトウェア株式会社 小型心電センサーとクラウドの統合による見守りシステムの開発 東和銀行　吹上支店

1387 13211264 東京都 株式会社ダイショウ 樹脂・金属（非鉄金属）の締結技術と装置の試作開発
多摩信用金庫　残堀支
店

1388 13211270 東京都 佐藤工機株式会社 旋盤用異形芯出し特殊コンビネーションチャックの試作・開発
多摩信用金庫　京王八
王子支店

1389 13211276 東京都 深中メッキ工業株式会社 大量生産による電子部品の低価格を実施する高度回転電気めっき法
城北信用金庫　吾嬬町
支店

1390 13211278 東京都 富士精器株式会社
難加工素材であるチタン素材を使ったつなぎ目の無い高級ミニ骨壺の
開発

ライジングコンサルタン
ツ株式会社

1391 13211279 東京都 デジタルファクトリー株式会社 3Dプリンタ後処理工程自動化装置の開発 朝日信用金庫

1392 13211280 東京都 有限会社菅原製作所 パイプ形状切断の特殊金型の新規開発
西武信用金庫　長岡支
店

1393 13211287 東京都 株式会社清原光学 超小型人工衛星搭載用軽量大口径地上観察反射望遠鏡の開発
八千代銀行　本店営業
部

1394 13211290 東京都
オーキット材料システム株式
会社

基地局用・超高性能発振器に用いられる水晶ブランクのベベル研磨加
工のプロセス開発

千葉興業銀行　逆井支
店

1395 13211292 東京都 リテールメイト株式会社 次世代型現金計数機の開発と大量生産 浅田益宏税理士事務所

1396 13211293 東京都 株式会社大王製作所
試作・開発を内製化し、新たな顧客経験価値を生む製品「ボタンアート」
を具現化

東京東信用金庫　浅草
支店

1397 13211294 東京都 株式会社古川精機製作所
次世代自動車の生産ラインにおける治工具、測定ゲージの開発製品を
供給する支援事業

共立信用組合　雑色支
店

1398 13211295 東京都 ポジション株式会社 認知症患者を見守る通信機能付きGPSアクセサリーの開発 ローズマインド株式会社

1399 13211297 東京都 ユカイ工学株式会社
海外で普及したZ-wave規格を日本でも普及させるための家庭用無線式
センサ機器の開発・製造

西武信用金庫　千駄ヶ
谷支店

1400 13211298 東京都 株式会社コムラッド
カーナビ向け　Wi-Fi　を活用した映像転送技術（Wi-Fi　Display）の試作
開発

昭和信用金庫

1401 13211299 東京都 関東合成工業株式会社 「品質強化の為の射出成形機と一連ライン効率化を図る設備投資」 東京東信用金庫　本店

1402 13211302 東京都 有限会社平宮
リチウムイオン二次電池の充放電試験検査治具（電池ホルダー）の開
発

西武信用金庫　秋川支
店

1403 13211304 東京都 株式会社ヴェルト ストレスマネジメント機能等搭載スマートウォッチの開発 野々上総合研究所

1404 13211305 東京都 旭産業株式会社 自己診断機能付エコサイクル型タイヤゲージの開発
税理士法人井出会計事
務所

1405 13211306 東京都 株式会社加藤製作所 排出ガス浄化システム向け精密金属部品の安定生産体制の確立 青梅信用金庫

1406 13211307 東京都 有限会社青梅精工
極小径斜め穴加工の試作開発による小型シートバルブ生産体制の構
築

一般社団法人首都圏産
業活性化協会

1407 13211310 東京都 株式会社アジャスト メタルファイバーフィルターのハブの生産方法革新
多摩信用金庫　花小金
井支店

1408 13211311 東京都 株式会社平田精機 CNC普通旋盤導入による新たな需要の取り込み 青梅信用金庫



1409 13211312 東京都 川崎鉄工株式会社
四本ロール機械を導入し、耐震強化によるコンクリート基礎杭部材の需
要増、短納期化に対応

一般社団法人首都圏産
業活性化協会

1410 13211313 東京都 ニッシンエレクトロ株式会社 ピアノ演奏レコーディングユニットの試作開発 西東京商工会

1411 13211314 東京都 株式会社エイム・トータス
NC複合旋盤機の導入と１回段取りで複雑形状を高精度に加工する技
術開発

青梅信用金庫

1412 13211315 東京都 有限会社國領電機製作所 フッ素樹脂被覆ヒーター三相センサー組み込みの開発 西京信用金庫

1413 13211319 東京都 東洋工学株式会社 様々な研削盤に容易に後付けできる砥石目立て装置の試作開発
東京東信用金庫　葛西
駅前支店

1414 13211320 東京都
株式会社太陽油化
株式会社ロッシュ

高濃度汚泥からの液体肥料や消臭剤の開発・製造・販売
特定非営利活動法人
NPOビジネスサポート

1415 13211324 東京都 大川三基株式会社 省エネとなる無電極ランプ用「安定器」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

1416 13211325 東京都 株式会社橋本鋳造所 無押湯方案による低膨張鋳造合金の競争力強化
商工組合中央金庫　大
森支店

1417 13211326 東京都 株式会社エクスビジョン 低価格・普及型高速トラッキング顕微鏡の開発 トライデント会計事務所

1418 13211330 東京都 株式会社三機コンシス 布ヒーターの更なる省エネ化と、その繊維電極の簡易作成法の確立
小松川信用金庫　菅原
橋支店

1419 13211331 東京都 有限会社アミネックス
金属機械部品製造の多品種変量・短納期・グローバル化に対する製造
プロセスの強化

多摩信用金庫　西八王
子支店

1420 13211337 東京都 株式会社y-brace 幼児対応の装具用カバーシューズの開発
巣鴨信用金庫　常盤台
支店

1421 13211339 東京都 株式会社池田車框製作所 自動車部品向け光沢錫めっきライン新設による競争力強化
商工組合中央金庫　大
森支店

1422 13211344 東京都 株式会社テクノロジック
チタン印章用高出力ファイバレーザー彫刻システムの試作開発による
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

1423 13211345 東京都 株式会社プラチップ マイナスイオン発生機能付きLED蛍光灯の開発と量産性確立
芝信用金庫　梅屋敷支
店

1424 13211350 東京都 SODA株式会社 小型で安価な美容向けの肌診断機器の試作開発
多摩信用金庫　八王子
中央支店

1425 13211351 東京都
株式会社中央歯科補綴研究
所

最先端のCAD/CAMシステム導入により歯科技工物生産体制のワンス
トップ化と新材料加工に対応した生産体制の構築

児玉智子税理士事務所

1426 13211352 東京都 坂田電機株式会社
近接土木工事で求められている地盤変状計測用小型水平傾斜計の試
作開発

東京都民銀行　阿佐ヶ
谷支店

1427 13211356 東京都 加藤光学工業株式会社
フロンガスを使用しない環境配慮型の冷凍空調システム部品の開発・
製造

巣鴨信用金庫　東武練
馬支店

1428 13211358 東京都
日本ビジュアルサイエンス株
式会社

三次元画像デバイスの高度化とデータ波及を促進する撮像環境の試作
開発

公認会計士小野尾啓二

1429 13211361 東京都 有限会社エムワン精工 微少精密送りネジおよび生産設備の開発 芝信用金庫　雑色支店

1430 13211364 東京都 株式会社電研精機研究所 高信頼性ノイズ（不要電磁波）防止装置の試作・開発
多摩信用金庫　東久留
米支店

1431 13211365 東京都 株式会社折勝商店 新素材塗料を使用したエコで実用性のある経木折箱の開発 椿公認会計士事務所

1432 13211367 東京都 伸和スチール株式会社 ホール内側断面を研磨したキャリア（ラップ盤専用治具）の試作・開発 東京中央経営株式会社

1433 13211374 東京都 スペック株式会社 高音質、小型、省エネ性能を備えた次世代オーディオシステムの開発 MABコンサルティング

1434 13211377 東京都 ケーディークロート株式会社 小型DNAチップスキャナーの開発 小澤裕司税理士事務所

1435 13211380 東京都 株式会社レイテック
摩耗に強く剥がれ難い新規なフッ素コーティング処理技術の量産事業
化

栁田美恵子税理士事務
所

1436 13211381 東京都 有限会社今製作所
最先端技術対応のNC複合加工機械の導入による切削加工高精度部
品の「生産プロセス強化」及び「短納期化」の実現

城南信用金庫　蒲田支
店

1437 13211386 東京都 株式会社鈴木製作所 電車車両部品の短納期、大量生産の強化
東京東信用金庫　綾瀬
支店

1438 13211389 東京都
インタープレイテクノロジー株
式会社

大型液晶テレビを使用した、高機能で安価な電子黒板と教育システム
城南信用金庫　青山支
店



1439 13211391 東京都 株式会社アクシオン・ジャパン
簡便・正確な歯周病検査を実現する歯科用レントゲン装置組込みソフト
ウェアの開発

公益財団法人埼玉県産
業振興公社

1440 13211394 東京都 株式会社サンレイ 組込みソフトウェアグラフィックライブラリの試作開発
多摩信用金庫　武蔵境
南口支店

1441 13211396 東京都 有限会社藤螺子製作所 大径・異素材・複雑切削加工技術の開発・内製化
さわやか信用金庫　戸
越公園支店

1442 13211397 東京都 SYCATUS株式会社 光通信用レーザにおける光周波数雑音測定装置の開発
多摩信用金庫　高倉支
店

1443 13211399 東京都 株式会社洲和 電動アシスト自転車向け、高性能トルクセンサーの開発
八千代銀行　西池袋支
店

1444 13211400 東京都 株式会社戸井田製作所 切削加工技術の高度化、短納期化、生産力効率化向上プロジェクト
多摩信用金庫　調布支
店

1445 13211403 東京都 アツデン株式会社 筐体部品の金型レス化による試作開発期間の短縮 三鷹商工会

1446 13211404 東京都 株式会社オーケイエス
飛躍的に省スペース、短納期化を実現する新たな外段取り装置及び治
具の試作開発

TOMA税理士法人

1447 13211405 東京都 株式会社コーデック
着席の見える化を実現する非接触型・近接センサーシステムの試作開
発

一般社団法人首都圏産
業活性化協会

1448 13211409 東京都
株式会社アドバンスト･コミュ
ニケーションズ

情報家電向けスマートゲートウェイボックス（Smart　Gateway　Box）の開
発

株式会社みらい経営

1449 13211410 東京都 有限会社エムテック 新形態小スペース型ビールサーバーの試作開発と量産化への取組み。 目黒信用金庫

1450 13211411 東京都 株式会社シーズグローバル 歯列矯正及びインプラント結骨期間短縮装置の開発 高木康行税理士事務所

1451 13211413 東京都 株式会社新興製作所 トラック用部品の軽量化対応としてのアルミ材の切削加工条件の開発 青梅信用金庫

1452 13211416 東京都
株式会社川渕機械技術研究
所

高齢者や障害者の自立支援用ロボットアームの試作開発 板垣国際会計事務所

1453 13211425 東京都 株式会社トアック 一般産業向けの名刺サイズのデータロガーユニット開発
商工組合中央金庫　大
森支店

1454 13211437 東京都 株式会社エヌ・ウェーブ
開発途上国の交通機関向け乗車運賃徴収ＩＣカード読取／書込み（Ｒ／
Ｗ）装置の開発

興産信用金庫　本店

1455 13211438 東京都 株式会社信栄テクノ
超微細切削加工のシステム化による高効率・高付加価値加工の安定化
開発

さわやか信用金庫　羽
田支店

1456 13211442 東京都
C．P．エンジニアリング株式
会社

駐輪場管理のＩＴ化と自転車のID化を実現する時間貸し駐輪場ゲート開
発

さくら共同法律事務所

1457 13211443 東京都 株式会社クーレボ 開発短納期化を実現する端末ソフトウェア開発基盤の高度化開発
千代田国際法律会計事
務所

1458 13211445 東京都 有限会社三ツ原工芸社
テーブル型レーザー加工機の導入による切削加工のワンストップ化の
確立

青梅信用金庫

1459 13211448 東京都 株式会社真精工
切削加工で研磨加工と同等な高精度を持つスロットルシャフトの試作開
発

西武信用金庫　楢原支
店

1460 13211449 東京都 株式会社幸立工業 『安価、省エネ型電子看板の開発』
多摩信用金庫　武蔵境
南口支店

1461 13211450 東京都 立川精密工業株式会社
航空宇宙機器部品の三次元切削及び測定技術の高度化と検査工数の
削減

一般社団法人首都圏産
業活性化協会

1462 13211451 東京都 株式会社野坂電機
アルミニウム押し出し金型のアルカリエッチングプロセスにおける改良
開発

商工組合中央金庫　大
森支所

1463 13211452 東京都 株式会社弘機商会
自社製工作機械「カシメ機」の改良による製造コストの低減と高機能化
の実現

フュージョンナレッジ

1464 13211454 東京都 株式会社ジェネシア
振動や温度変化によってもずれることなく性能を維持する光学ユニット
の開発

税理士法人アイム

1465 13211455 東京都 株式会社伊佐野製作所 高速光通信機基地局構造部品受注拡大計画
城南信用金庫　大井支
店

1466 13211458 東京都 株式会社東京ミュー精器
医薬・食品製造工程に供する中量級のヘビーデューティスケールの試
作開発

多摩信用金庫　多摩セ
ンター支店

1467 13211461 東京都 東京パーツ株式会社 各種容器の側面底面「凸部押し」で液が一定量確実に吐出する容器
多摩信用金庫　国立支
店

1468 13211464 東京都 昭和機械商事株式会社 低温プラズマ非加熱処理による食材滅菌技術、及び装置の開発 紀陽銀行　住吉支店



1469 13211465 東京都 近江精機株式会社
サンプル品・小ロット品の短納期化に向けた生産力の強化と提案力の
向上

多摩信用金庫　恋ヶ窪
支店

1470 13211468 東京都 株式会社アポロ化成
＜手術用糸付き針の包装体＞に関する諸問題を　射出成形（金型内組
立法）により解決するための試作開発

多摩信用金庫　恩方支
店

1471 13211471 東京都 株式会社内野精工 内視鏡機器向け精密加工部品のバリ除去技術の開発
多摩信用金庫　東立川
支店

1472 13211472 東京都 株式会社馬場製作所
NC複合旋盤と超音波振動装置による難削材の精密微細加工技術の確
立

阪口茂税理士事務所

1473 13211480 東京都 株式会社ケイアイ
新しい部材締結技術を用いた新発想の車椅子座位保持装置の試作開
発

西武信用金庫　楢原支
店

1474 13211483 東京都 有限会社大和製工 短納期化に対応するためのクリーンな塗装設備の導入 東大和市商工会

1475 13211485 東京都 株式会社三陽プレシジョン 高齢者の転倒予防に資する筋力計測システムの開発と試作 横浜銀行　大森支店

1476 13211492 東京都
株式会社エルム・インターナ
ショナル

多様なテープに対応可能な新電動テープディスペンサー（M-5000）の試
作開発

城北信用金庫　上板橋
支店

1477 13211493 東京都 城北工業株式会社
エアーシャワー内の塵埃等のゴミ取りシート及び同シート巻取り製造機
の開発

商工組合中央金庫　池
袋支店

1478 13211495 東京都 有限会社岩沢プレス工業 金属加工における曲げ工程の生産効率向上と高品質化
多摩信用金庫　八王子
中央支店

1479 13211496 東京都 エー・アンド・エー株式会社 生産プロセスの強化による難削異形材の高精度切削加工技術の確立
多摩信用金庫　秋川支
店

1480 13211497 東京都 テスプロ株式会社 600A大電流4端子コンタクトプローブの開発 アルファ税理士法人

1481 13211498 東京都 宏和商事株式会社 汎用キャンドモータの開発 美保税務会計事務所

1482 13211499 東京都 株式会社犬飼金型 直彫りによる金型加飾技術と安定生産システムの開発
芝信用金庫　尾山台支
店

1483 13211503 東京都 ナウ精工株式会社 医療用自己発電式超小型装置の振子部の試作開発 青梅信用金庫

1484 13211504 東京都 株式会社大洋バルブ製作所
ローコスト検出とマイコン処理で出力特性・コストを改善した油流量検出
器の受注拡大

商工組合中央金庫　大
森支店

1485 13211505 東京都 大浩研熱株式会社
植物の水耕栽培システム開発における、追肥装置の試作と果菜類の評
価基準の構築。

町田商工会議所

1486 13211508 東京都 株式会社BAL’S
再生可能エネルギー利用システム監視用の小型・低価格モニター機器
の開発

八千代銀行　府中支店

1487 13211509 東京都 株式会社アルファー精工 複合加工技術による反射型光学部品の開発及び生産プロセス強化
西武信用金庫　楢原支
店

1488 13211510 東京都 株式会社新和精機
ペットボトルリサイクルの効果的リサイクルを実現するための小型粉砕
機の開発

多摩信用金庫　瑞穂支
店

1489 13211511 東京都 株式会社打田製作所 PETボトルを利用した顆粒体収納容器の試作開発
東京都民銀行　城東支
店

1490 13211514 東京都 株式会社ミヤザキ マシニングセンタ導入による高精度・高機能化と生産プロセス改革
協同組合さいたま総合
研究所

1491 13211515 東京都 有限会社大広製作所
短納期および低コスト機械部品製造に向けた自動搬送機能付NC旋盤
導入による生産プロセス強化

西武信用金庫　羽村支
店

1492 13211518 東京都 大進精機株式会社
工程集約での高精度化とボトルネック解消による生産性向上と短納期
対応

城南信用金庫　蒲田支
店

1493 13211521 東京都 株式会社トーコネ 多品種少量生産・短納期に対応する新型コネクターの開発事業。
巣鴨信用金庫　成増支
店

1494 13211524 東京都 株式会社グラモ 次世代型ホームオートメーションを担う、制御・コントローラ製品の開発
埼玉りそな銀行　新座
支店

1495 13211525 東京都 株式会社マーシュ 医療用骨再建生体吸収性プラスチック（ポリ乳酸）メッシュ試作事業
税理士法人あすなろ会
計

1496 13211528 東京都 株式会社上島熱処理工業所
熱処理工程の納期短縮に係わる生産管理システムの改善と生産設備
の更新事業

芝信用金庫　仲池上支
店

1497 13211529 東京都 ビーコア株式会社 カラービットコードの改良とグローバルコード化による新システムの試作
株式会社エフピー・ワ
ン・コンサルティング

1498 13211530 東京都
株式会社プロスパークリエイ
ティブ

マトリックス分割型高精細校正検査システム装置の試作開発
東京東信用金庫　深川
支店



1499 13211532 東京都 有限会社平原精密工業 同時4軸制御加工設備導入による難削材の高精度加工技術の開発 青梅信用金庫

1500 13211533 東京都 株式会社ハレーバレー 適応アルゴリズムによる医療用ドリルの骨穿孔制御システム開発 清水銀行　浜松東支店

1501 13211534 東京都 テクノウッド株式会社 心筋保護装置の視認性・操作性に優れたコントローラーパネルの開発 武蔵野銀行　川口支店

1502 13211535 東京都 有限会社豊栄技研 新規電解加工設備の開発
多摩信用金庫　八王子
四谷支店

1503 13211536 東京都 株式会社東邦電探 水中放射能モニタリング装置及びその特性試験と校正設備の開発
西武信用金庫　浜田山
支店

1504 13211537 東京都 株式会社シーエスエス東京 感性価値、環境配慮を強化したプレミアムカーテンの開発 税理士法人K&KＪａｐａｎ

1505 13211538 東京都 京浜精機株式会社
「超精密プレス金型の短納期製作・高精度化を実現する最新ワイヤー
放電加工機を用いた新加工法及び新構造金型の試作開発」

城南信用金庫　蒲田支
店

1506 13211540 東京都 株式会社トップ 廃タイヤカーボンの活性炭加工装置の試作開発 東京シティ信用金庫

1507 13211544 東京都
アルウェットテクノロジー株式
会社

小型、軽量化を図った航空機搭載レーダー用アンテナの試作開発
多摩信用金庫　三鷹駅
前支店

1508 13211548 東京都 ピエゾパーツ株式会社 水晶振動子を利用した高感度微小変化量検知センサーの試作開発
多摩信用金庫　恩方支
店

1509 13211552 東京都 株式会社山之内製作所
CADの三次元化及び機械装置のネットワーク化による高品質化、低価
格化、短納期化、受注増計画

東京東信用金庫　お花
茶屋支店

1510 13211555 東京都 株式会社平本製作所 短納期・小ロット・低コスト化に対応し生産の海外流出を防ぐ事業
多摩信用金庫　八王子
四谷支店

1511 13211559 東京都 株式会社トムス 「高齢者向け健康状態見える化ボックス」の試作開発
多摩信用金庫　三鷹駅
前支店

1512 13211562 東京都
有限会社ユー・エスエンジニ
アリング

UV印刷とレーザー加工によるアクリルステンドグラスと3D印刷キーホル
ダーの開発

多摩信用金庫　片倉支
店

1513 13211570 東京都 ドゥクラフト株式会社 小型CNC5軸切削加工機によるオーダーメイド結婚指輪の試作品開発
西武信用金庫　阿佐ヶ
谷南支店

1514 13211573 東京都 株式会社ユカアンドアルファ アパレルCAD/インクジェットプリンターの連携による生産性の向上
朝日ビジネスサービス
株式会社

1515 13211578 東京都 株式会社響 「汗の臭い」「汗染み」解消と「着心地」の両立を図る制服の開発事業 芝信用金庫　三田支店

1516 13211583 東京都
株式会社ジェイアール総研情
報システム

カラー画像、LED照明、画像補正を用いたトンネル高精度検査装置の開
発・製品化

一般社団法人首都圏産
業活性化協会

1517 13211584 東京都 有限会社宮田精工
生産効率を飛躍的に向上させ、新分野進出も可能にする高性能マシニ
ングセンタの導入

西武信用金庫　長岡支
店

1518 13211591 東京都 株式会社リトルネロ ジェスチャー入力を振動に変換する装置の試作開発
東京東信用金庫　両国
支店

1519 13211597 東京都 株式会社英工芸
素材の少量化のために指輪製造を鋳造法から鍛造法に切り替えて価
格競争力を強化する事業

特定非営利活動法人
NPOビジネスサポート

1520 13211601 東京都 有限会社岸本工業
プラスチック高精度切削加工の3次元測定機導入による品質保証体制
の強化

さわやか信用金庫　六
郷支店

1521 13211602 東京都 ジョイントリンク株式会社 放射線計測用「線量サーベイ・スティック型」測定機器の試作開発 朝日信用金庫

1522 13211603 東京都 大森クローム工業株式会社 めっき品質レベルを数値化した品質管理システムの開発
東京都民銀行　大森支
店

1523 13211605 東京都 株式会社デカルジャパン 一元生産設備導入による高効率、低コスト化の確立
多摩信用金庫　散田支
店

1524 13211606 東京都 株式会社矢島製作所
LED基板市場の製品多様化と短納期化に対応する為の生産管理基幹
システムの再構築

税理士岡野哲史事務所

1525 13211607 東京都 サンコーデバイス株式会社
MRIやMRI室に取り付けるLEDライト用のノイズを100%カットしたLED電源
の開発事業

城北信用金庫　赤塚支
店

1526 13211608 東京都 有限会社内野製作所
顧客ニーズが高い、大口径精密ネジ加工の単品・短納期品の生産体制
の強化

西武信用金庫　村山支
店

1527 13211611 東京都 株式会社テクニー
環境経営の向上と増設費用軽減を両立させる次世代型レーザパターニ
ング装置の開発

東京都民銀行　蒲田支
店

1528 13211613 東京都 株式会社池田計器製作所
気象観測、防災・減災、社会インフラ管理用センサーネット端末の開発
（無線メッシュネットワーク、電池動作１０年、高精度、多機能、小型、
ローコスト、設置簡易）

巣鴨信用金庫　常盤台
支店



1529 13211614 東京都 有限会社遠藤鋳造所 砂型鋳物における巣及びピンホールの極小化及び鋳物砂開発事業。
城北信用金庫　赤塚支
店

1530 13211616 東京都 株式会社テクノリンク
顧客ニーズに対応した高機能で安価な研究開発用エンジン制御装置
（ECU）の開発

鴇沢会計事務所

1531 13211617 東京都 株式会社金森製作所 独自金型内製による納期短縮高精度高品質部品の作成
さわやか信用金庫　大
森南支店

1532 13211618 東京都 株式会社水上製作所 精密自動旋盤設備の導入による小口化・短納期化・高精度加工の実現
株式会社ウィレコンサル
ティング

1533 13211622 東京都 ユーヴィックス株式会社 非破壊検査用ヘッドマウント搭載UV-LED
商工組合中央金庫　池
袋支店

1534 13211626 東京都 山下電装株式会社 集光型太陽電池評価装置の開発・試作
西武信用金庫　楢原支
店

1535 13211629 東京都 アイティーオー株式会社 多品種少量生産品のコストメリット向上のための技術開発
西武信用金庫　瑞穂支
店

1536 13211634 東京都 南興セラミックス株式会社 切削加工部門立ち上げに伴う競争力強化
商工組合中央金庫　池
袋支店

1537 13211635 東京都 有限会社ファクタスデザイン 五軸制御切削加工機による腕時計の新製品の開発 阿部勝宣税理士事務所

1538 13211636 東京都 株式会社ポート電子
現場でリアルタイムに診断できる、携帯型　コンクリート等構造物劣化判
定装置の開発

一般社団法人首都圏産
業活性化協会

1539 13211638 東京都 Value Frontier株式会社 地震感知式電灯スイッチ（一体型）の試作開発事業 大保久哉税理士事務所

1540 13211640 東京都 広陽装備有限会社
当社独自の混合資材・発酵製造した堆肥による土壌改良サービスの開
発

経営創研株式会社

1541 13211643 東京都
株式会社デザインハウスワ
イ・ツー

模型加工システム増設による高精度化及び納期短縮化
税理士法人アーク&
パートナーズ

1542 13211644 東京都 株式会社NEアート 3Dホログラムレンチキューラー保護シール加工試作開発 ＮＦＴ法律事務所

1543 13211646 東京都 有限会社政井
複合加工機・3次元CAD・CAM導入による新生産プロセスでのコストダウ
ン・多品種・短納期・高精度化

多摩信用金庫　恩方支
店

1544 13211648 東京都 株式会社KS精機
同時5軸CAMシステム導入による短納期・高品質な工法の開発と受注
拡大。

西武信用金庫　瑞穂支
店

1545 13211650 東京都 株式会社逢坂製作所
男性用装飾品の対顧客提案力の強化を目的とした見本品作成の内製
化のための造形機械の導入

巣鴨信用金庫　常盤台
支店

1546 13211651 東京都 祥衞工業株式会社 痛みを大幅に軽減させた、世界初、夢の注射針の開発・製造・販売事業
巣鴨信用金庫　常盤台
支店

1547 13211652 東京都 真空光学株式会社 新物質・新材料開発に於ける極高真空質量分析装置の開発
城南信用金庫　矢口支
店

1548 13211653 東京都 有限会社三幸電機製作所
紙パウダー混合樹脂の射出成型技術（相溶・結晶化）確立と生産体制
構築

多摩信用金庫　残堀支
店

1549 13211654 東京都 月井精密株式会社 チタン合金を使用した磨きレス微細ガラスレンズ金型の開発
多摩信用金庫　桜ヶ丘
支店

1550 13211659 東京都 有限会社イワモト工学
測定顕微鏡の導入による、製品精度向上及び測定データを活用した金
型精度の向上計画

亀有信用金庫　堀切支
店

1551 13211660 東京都 スガオ精密有限会社 旋削とミーリングの共有保持具使用での工程短縮と加工課題の解消
多摩信用金庫　あきる
野支店

1552 13211661 東京都 株式会社工研社 汎用エンジン用空気清浄器開発及び樹脂成形品強化事業計画
東京都民銀行　三鷹支
店

1553 13211662 東京都 有限会社エニシング
日本伝統の「前掛帆布」製造技術維持拡大と個別受注型情報共有シス
テムの構築

小金井市商工会

1554 13211663 東京都 株式会社山友技術 5/1000ミリ精度を可能とする研削盤導入による生産プロセス強化
多摩信用金庫　秋川支
店

1555 13211665 東京都 株式会社サンエム 組立、調整プロセスの効率化と高精度化により、製品価値を高める
多摩信用金庫　羽村支
店

1556 13211666 東京都 株式会社協和 試料凍結乾燥装置の開発
西武信用金庫　秋川支
店

1557 13211667 東京都 株式会社ブリッド Wi-Fiホットスポット用T-F2次元QoEオプティマイズドバックホール
税理士法人山田＆パー
トナーズ

1558 13211671 東京都 ケイ・ワイ・ライト株式会社
種子の発芽率向上・成長促進効果がある低温プラズマ照射装置の試作
開発

西武信用金庫　秋川支
店



1559 13211672 東京都 ファインテック株式会社
試料を一斉移送できるマイクロプレート等診断デバイスのパッキンの開
発

西武信用金庫　阿佐ヶ
谷南支店

1560 13211674 東京都 ホームテック株式会社 屋内における動線分析システムの試作開発
多摩信用金庫　桜ヶ丘
支店

1561 13211679 東京都 スタック電子株式会社
誘電体実装技術の確立による高周波対応と小型化を同時に実現する
TM型バンドパスフィルタの試作開発

一般社団法人首都圏産
業活性化協会

1562 13211680 東京都 有限会社ケプラ 省エネハイブリッドFRC建材の開発
亀有信用金庫　水元支
店

1563 14210001 神奈川県 有限会社共栄木型鋳造 ロストワックス鋳造法同等を実現するステンレス砂型鋳造技術の開発 関口健二税理士事務所

1564 14210002 神奈川県 日本金泰株式会社
水素フリー高硬度DLC（Diamond-like Carbon）コーティング皮膜及び装
置の試作開発

eCima総研

1565 14210003 神奈川県 株式会社マルナカ 集合住宅向け雑排水管更生工事用自動化装置の開発 銀座K・T・C税理士法人

1566 14210004 神奈川県 有限会社日成工業 微細/薄肉部品の切削及び平面研磨加工技術のワンストップ化・試作
横浜銀行　武蔵小杉支
店

1567 14210005 神奈川県 株式会社コスモ・サイエンス フィルム材料に対応可能な高効率低ダメージ対向スパッタ装置開発 横浜銀行　厚木支店

1568 14210008 神奈川県 有限会社阿部製作所
数値制御による機械加工（NC加工）を活用した大型切削加工の短納期
化と新規市場（大型の精密金型製作）への参入

杉山盛重税理士中小企
業診断士事務所

1569 14210010 神奈川県 株式会社静科
騒音対策技術を活かした住宅リノベーション及び新設住宅用住宅材料
の開発

公益財団法人神奈川産
業振興センター

1570 14210011 神奈川県 株式会社光レジン工業 FRP製密閉型防災シェルターの事業化
多摩信用金庫　日野支
店

1571 14210012 神奈川県 株式会社山喜 精密用ベアリング部品の高精度加工技術の開発と生産力強化
商工組合中央金庫　横
浜支店

1572 14210013 神奈川県 株式会社シノザワ
大容量および分散型エネルギーの蓄電が可能な次世代省エネ用充電
器の試作開発事業

仲田パートナーズ会計

1573 14210014 神奈川県
有限会社青山モータードライ
ブテクノロジー

EV／HEV用レアアースレスモータ普及を目指した低コスト、実用的な高
速SRモータ駆動回路の開発

株式会社さがみはら産
業創造センター

1574 14210015 神奈川県 京浜産業株式会社 免震ゴム支承鉄部の生産プロセス強化のための設備投資計画
商工組合中央金庫　横
浜西口支店

1575 14210016 神奈川県 株式会社イワセ
建設・農業機械向けクラッチプレート(クラッチ板)の平面度向上とコスト
削減

横浜銀行　大和支店

1576 14210017 神奈川県 株式会社ミヤギ 高精度切削加工技術の確立と短納期対応による競争力の強化
公益財団法人神奈川産
業振興センター

1577 14210018 神奈川県 株式会社U'eyes Design 次世代自動車環境を想定したナビゲーションシステムの開発
横浜銀行　たまプラーザ
支店

1578 14210019 神奈川県 平塚金属工業株式会社 マリン向けディーゼルエンジン用ピストン市場への参入
平塚信用金庫　しあわ
せプラザ

1579 14210024 神奈川県
有限会社相模螺子　横山工
場

マシニングセンター導入による生産力倍増と製品競争力の強化 相模原商工会議所

1580 14210025 神奈川県 株式会社金澤鉄工所
型鋼用たて型ロールベンダーによるステンレス冷却パイプ（発電機用）
の成型加工

公益財団法人　川崎市
産業振興財団

1581 14210026 神奈川県 ミツワ工業株式会社
ワイヤーカット放電加工機導入によるキー溝加工技術の確立と対応力
の向上

座間商工会

1582 14210027 神奈川県 ANAテック株式会社
3次元CAD導入での生産プロセスの強化により新製品及び新市場・顧客
の拡大。

三浦藤沢信用金庫　北
久里浜支店

1583 14210028 神奈川県 岡田電機工業株式会社
3Dスキャナー・3Dプリンター・流動解析ｿﾌﾄ導入による新たな「ものづくり
プロセスの確立」

横浜銀行　横須賀支店

1584 14210029 神奈川県 株式会リ・フォース ロボットベンダー導入による曲げ加工の高精度化と生産効率の向上
公益財団法人川崎市産
業振興財団

1585 14210031 神奈川県 株式会社野毛印刷社
チェーンストア向け印刷物の個別パッケージ化によるワンストップサービ
スの事業化

城南信用金庫　横浜支
店

1586 14210032 神奈川県 株式会社試作工房電 セラミックス成形型製造のための５軸切削加工技術開発
平塚信用金庫　しあわ
せプラザ

1587 14210033 神奈川県 株式会社大野製作所 CNC複合旋盤の導入による気象観測装置部品の高能率加工
川崎信用金庫　勝田支
店

1588 14210034 神奈川県 盛和工業株式会社
発電所に使用するタービンバイパス弁の油圧サーボ駆動システムの開
発

仲田パートナーズ会計



1589 14210035 神奈川県 株式会社湘南技研
次世代新規市場開拓を目的とした試作開発・金型製作事業の低コスト
及び短納期化

八千代銀行　大和支店

1590 14210036 神奈川県 スペースリンク株式会社 革新的自動車用CNT蓄電池の開発
財団法人湘南産業振興
財団

1591 14210037 神奈川県 株式会社サンライズ 教育現場向け自動節電機能付「電力の見える化装置」の開発 相模原商工会議所

1592 14210038 神奈川県 株式会社ネクサスエアー 薄肉化バイオフィルム緩衝材と卓上エアー緩衝材製造機の試作開発 八千代銀行　登戸支店

1593 14210039 神奈川県 有限会社郷製作所
高機能繊維と熱可塑性樹脂を基材とした「複合材料製品」の短時間成
形システムの開発

公益財団法人神奈川産
業振興センター

1594 14210041 神奈川県 株式会社イー・アイ・イー 非接触電力ロガーの低価格、高精度、高速、小型化の試作開発
川崎信用金庫　宮前平
支店

1595 14210042 神奈川県 株式会社東京メタル
バネ座金に変わる新しい緩み止め機構を持った新座金「ヨッシャー」の
製品化開発

城南信用金庫　溝ノ口
支店

1596 14210045 神奈川県
株式会社日本システム研究
所

化粧品を提案販売するための肌診断機および肌診断ソフトウェアの試
作開発

公益財団法人川崎市産
業振興財団

1597 14210047 神奈川県
株式会社シンフォディア・フィ
ル

モータ、変速機などの故障予兆を振動で見える化するシステムの開発 東京中央経営株式会社

1598 14210049 神奈川県 株式会社十和田電機
情報端末機器用液晶表面プレート向け多品種少量生産専用加工装置
の開発

LRパートナーズ

1599 14210050 神奈川県 株式会社エフテック 複合型CNC旋盤導入による電動機部品のコスト低減および納期短縮化
芝信用金庫　梅屋敷支
店

1600 14210055 神奈川県 株式会社協同電気研究所
基板外観検査機導入と独自の実装プログラミング設定により、基板実
装完成品の検査工数大幅削減と短納期対応の検査体制構築

平塚信用金庫　しあわ
せプラザ

1601 14210057 神奈川県
アイピーテクノマチダ有限会
社

既存のエッチング加工では制作出来ない、多様化する金型加飾加工技
術に対応するレーザー加工によるデジタルデザインシボの金型の開発

株式会社さがみはら産
業創造センター

1602 14210060 神奈川県 共同カイテック株式会社 電力幹線システム（バスダクト）の絶縁加工フィルム成型の改善 横浜銀行　恵比寿支店

1603 14210061 神奈川県 サイエンスパーク株式会社 クラウドを活用した気温・気圧・湿度測定装置の試作開発
平塚信用金庫　しあわ
せプラザ

1604 14210063 神奈川県 株式会社インパル 高温下で使用可能なボルト軸力センサの開発 税理士法人　三浦会計

1605 14210067 神奈川県 有限会社杉山製作所
環境、エネルギー関連メーカー向けポンプ・発電機用　高精度切削加工
品「二つ割軸受け部品」への対応

公益財団法人神奈川産
業振興センター

1606 14210068 神奈川県 横浜製機株式会社
鉄道車両部品製造分野における、多種少量品の短納期対応による競
争力の飛躍的向上

公益財団法人神奈川産
業振興センター

1607 14210070 神奈川県 株式会社ユニオン産業
食品包装材に求められている抗菌性植物配合樹脂（バイオベースポリ
マー）の開発

川崎商工会議所

1608 14210075 神奈川県 株式会社高井精器 金型部品製作の短納期化に対応する高機能ジグボーラーの導入 小山税務会計事務所

1609 14210076 神奈川県 株式会社トーキンオール 環境配慮型小型風力発電システムの開発
公益財団法人川崎市産
業振興財団

1610 14210077 神奈川県 株式会社猿渡電機製作所
深絞りプレス成形品の小口化・短納期化に対応できる新たな成形加工
法の開発

公益財団法人神奈川産
業振興センター

1611 14210082 神奈川県 株式会社YAMABISHI 無停電電源装置、制御のデジタル化（組込ソフトウェアに置き換え）
静岡中央銀行　座間支
店

1612 14210083 神奈川県
株式会社柳田エンジニアリン
グ

高効率2サイクルエンジンシリンダー内径面取り加工の開発及び生産方
法の確立

公益財団法人神奈川産
業振興センター

1613 14210084 神奈川県 株式会社ミナミ技研
航空宇宙産業向けパイプ曲げ加工製品に対応する生産システムの開
発

静岡中央銀行　中山支
店

1614 14210095 神奈川県 株式会社横浜ネプロス
半導体用超高純度原料を供給する半導体製造装置部品の内面を超高
清浄化させる表面処理剤の試作開発

公益財団法人神奈川産
業振興センター

1615 14210096 神奈川県 株式会社医研工業
手術用縫合針「アイレス針」の糸付け部の加工精度・品質を向上させる
ための開発

公益財団法人神奈川産
業振興センター

1616 14210098 神奈川県 笠原特殊印刷株式会社
印刷及び検査工程のデジタル化によるプラスチック成形加工品製造シ
ステムの開発

相模原商工会議所

1617 14210099 神奈川県 有限会社コマツクリエート メッキレス銅リードフレーム保護フィルムの精密打ち抜き技術の確立 首都圏産業活性化協会

1618 14210103 神奈川県 サンワ株式会社 低コストブレーキ部品の開発
川崎信用金庫　百合丘
支店



1619 14210104 神奈川県 アクテス株式会社 多品種少量生産における異種ハンダ実装製品の短納期化 横浜銀行　厚木支店

1620 14210107 神奈川県 株式会社大平製作所 積層板金による板金市場拡大の実現 八千代銀行　厚木支店

1621 14210112 神奈川県 株式会社日本アッセー 鉗子等手術道具用カシメ技術の研究開発 静岡銀行　下土狩支店

1622 14210115 神奈川県 株式会社中込製作所 塗装設備全面改修事業
三浦藤沢信用金庫　磯
子支店

1623 14210118 神奈川県 株式会社共栄製作所 大型軸受用「ころ」一貫生産体制の構築による競争力強化
さがみ信用金庫　渋沢
支店

1624 14210119 神奈川県
株式会社アイワエンジニアリ
ング

小型CCD及び粉体供給装置を内蔵したハンド型レーザートーチの開発
八千代銀行　さがみ野
支店

1625 14210123 神奈川県 有限会社中野製作所 低圧力で駆動可能な圧力モーターの開発 横浜信用金庫

1626 14210124 神奈川県 川崎化成工業株式会社 動的粘弾性測定装置等導入による光重合用新規増感剤の開発
公益財団法人川崎市産
業振興財団

1627 14210129 神奈川県 大器機械株式会社
高機能部品加工において複合旋盤導入による工法改善で新興国に対
抗できるコストを実現

一般社団法人日本経営
士会

1628 14210130 神奈川県 コペル電子株式会社 破壊解析機能を強化した半導体熱抵抗測定システムの開発 横浜銀行　厚木支店

1629 14210131 神奈川県 アスカ工業株式会社
5軸マシニングセンター（MC）およびCAD/CAMソフト導入による短納期、
高精度化の実現

横浜銀行　厚木支店

1630 14210144 神奈川県 株式会社リガルジョイント
大幅な効率化を実現する流量計評価試験ラインの開発と食品加工機械
用流量計の試作

一般社団法人首都圏産
業活性化協会

1631 14210146 神奈川県 株式会社ムサシノ精機 極薄厚フィルム打ち抜き金型の高精度加工技術開発
商工組合中央金庫　川
崎支店

1632 14210148 神奈川県 株式会社ケイ・ジー・ケイ
空気駆動ポンプの空気切換弁改良による省エネ化、長寿命化の試作開
発

相模原商工会議所

1633 14210151 神奈川県 REVSONIC株式会社 無電源動作可能な小型・低コスト「電力センサノード」の開発 税理士法人C Cube

1634 14210156 神奈川県 株式会社マエダ 硬質クロムめっき工程のリードタイム半減 横浜銀行　大和支店

1635 14210159 神奈川県 平産業株式会社
タイヤ金型製造における穴あけ工程の電気スピンドル導入による生産
性の向上

横浜銀行　藤沢中央支
店

1636 14210169 神奈川県 株式会社コバヤシ精密工業
工作機械の無人化と多品種少量連続運転を可能にするロボットシステ
ムの開発

首都圏産業活性化協会

1637 14210175 神奈川県
オーエスエスブロードネット株
式会社

スマートエネルギー分野向け認証・暗号化＆自動構成設定組込みソフト
ウェアの試作開発

川崎信用金庫　高津支
店

1638 14210179 神奈川県 ハイテック株式会社
高速ソーセージ充填機と肉送りポンプの一体化による、ソーセージの品
質向上と省人・省力化事業

横浜銀行　青葉台支店

1639 14210181 神奈川県 株式会社レヂテックス
新製造法による黄変を抑制できる高純度天然ゴムラテックスの試作開
発

首都圏産業活性化協会

1640 14210183 神奈川県 シリコンライブラリ株式会社
完全防水携帯機器実現のための非接触HD映像転送無線通信モジュー
ルの開発

公益財団法人川崎市産
業振興財団

1641 14210184 神奈川県 株式会社三陽製作所 サーボプレスを活用した工法変更による機構部品の製造コスト低減 横浜銀行　金沢支店

1642 14210186 神奈川県 有限会社光栄製作所 極真空装置一体加工の加工能力拡大に伴う設備導入と開発
平塚信用金庫　しあわ
せプラザ

1643 14210191 神奈川県 日東化工株式会社 成形加工品のIT活用による技能デジタル化と品質保証技術の向上
株式会社さがみはら産
業創造センター

1644 14210192 神奈川県 マックス建材株式会社 耐震性、耐竜巻性屋根材の普及版開発事業 横浜銀行　新横浜支店

1645 14210193 神奈川県 玉川電器株式会社
自然エネルギー（振動）発電デバイスを実装した院内位置情報確認シス
テムの実用化開発

川崎信用金庫　向河原
支店

1646 14210198 神奈川県 株式会社HIDAKA 最新プラズマ加工機導入による競争力強化と市場開拓計画
さわやか信用金庫　糀
谷支店

1647 14210199 神奈川県 日本化工機材株式会社
カーエアコン用（モジュレーター内）のフェルト詰乾燥剤加工ラインの試
作・開発

相模原商工会議所

1648 14210201 神奈川県 株式会社日本油機 射出成形機搭載式プラスチック原料連続乾燥の「乾燥フィーダ」の開発
公益財団法人相模原市
産業振興財団



1649 14210210 神奈川県 株式会社共立
マルチアシスト粉体スパッタ装置の実用化に向けた成膜制御技術の開
発

首都圏産業活性化協会

1650 14210212 神奈川県 有限会社湘南化成
軟質血管モデルを自社設計の「型」により製造するための設備等導入と
その製造技術確立のための試作開発

さがみ信用金庫　渋沢
支店

1651 14210213 神奈川県 三和化成工業株式会社 発泡ポリスチレンを用いた新素材「軽量断熱型蓄熱・蓄冷材」の開発 横浜銀行　杉田支店

1652 14210216 神奈川県 有限会社五島製作所 切削加工技術の高度化による半導体関連部品の生産プロセス強化
川崎信用金庫　向ヶ丘
支店

1653 14210218 神奈川県 株式会社伊那精工 宇宙開発部品の高精度深穴加工によるシリンダー試作品の開発 首都圏産業活性化協会

1654 14210221 神奈川県 有限会社大高製作所
ダイカスト金型への加飾加工と、鋳造での転写性、及び着色技術の確
立

税理士法人Withyou

1655 14210224 神奈川県 サーボランド株式会社
応用分野に特化が容易なモジュール構造のスリム型サーボドライバの
試作開発

相模原商工会議所

1656 14210227 神奈川県 東新工業株式会社
接点部品に対する高性能めっき加工を実現するための新規設備の開
発

株式会社マイルストー
ン・コンサルティング・グ
ループ

1657 14210228 神奈川県 有限会社大利根精機 ICT導入による高精度・高効率な生産管理システムの再構築
公益財団法人神奈川産
業振興センター

1658 14210229 神奈川県 有限会社松山製作所
「次世代自動車向け各種端子試作品における嵌合接点部の安定性確
立」

NPO厚木診断士の会
あつぎ活性化プロジェク
ト

1659 14210230 神奈川県 熊沢酒造株式会社 安定した品質の日本酒を目指す新たな発酵プロセスの開発と商品化
静岡中央銀行　香川支
店

1660 14210234 神奈川県 株式会社鈴鈑工業
新型NC旋盤導入による高精度化、短納期化の実現と価格競争力の強
化

株式会社経営ソフトリ
サーチ

1661 14210236 神奈川県 有限会社シオカワ プラスチックを素材とした、高速加工を可能とする試作金型の開発
平塚信用金庫　しあわ
せプラザ

1662 14210239 神奈川県 新技術創造研究所株式会社
次世代電子回路基板用　酸化防止膜（ガラス薄膜）を有する導電性ペー
ストの開発

相模原商工会議所

1663 14210241 神奈川県 株式会社ラムダビジョン
世界初のデジカメ搭載用「レンズの自動反射率/透過率測定システム」
の試作

西武信用金庫　矢部支
店

1664 14210243 神奈川県 三吉工業株式会社 組込みソフトウェア技術を使用した機械設備改良の試作開発
川崎信用金庫　住吉支
店

1665 14210245 神奈川県 有限会社飯室商店 合せガラスのプラスチック中間膜国内水平リサイクル事業 フュージョンナレッジ

1666 14210248 神奈川県
エヌシーダイヤモンド株式会
社

高能率研削用ダイヤモンド砥石の試作開発 横浜信用金庫

1667 14210253 神奈川県 株式会社アズマ 高速高電流密度硫酸銅めっきの開発
公益財団法人神奈川産
業振興センター

1668 14210254 神奈川県 株式会社丹後製作所
新規設備導入にともなう生産体制見直しによる生産コスト低減及び短納
期化の実現

相模原市産業振興財団

1669 14210256 神奈川県 パーカー精密工業株式会社 大型樹脂成形機用スクリュー製造リードタイム短縮 綾瀬市商工会

1670 14210257 神奈川県 有限会社双葉精機製作所 自動車環境対策・プレス金型分野進出による3D CAD/DAM導入 綾瀬市商工会

1671 14210259 神奈川県 株式会社ミズキ 圧造困難材料による、モーター用シャフト圧造化技術の試作開発 首都圏産業活性化協会

1672 14210261 神奈川県 株式会社東京千曲化成 耐摩耗、耐腐食、抗菌性に優れたセラミックス刃・医療用部品の開発 株式会社コンサラート

1673 14210262 神奈川県 有限会社坂田彫刻工業所
新型軟質プラスチックケーブル札の社内一貫生産による競争力強化の
実現

川崎信用金庫　鹿島田
支店

1674 14210264 神奈川県 有限会社タカバ工業
多品種小ロット品の短納期対応を実現する為のネットワーク対応曲げ加
工機導入計画

平塚信用金庫　しあわ
せプラザ

1675 14210265 神奈川県 株式会社レオ 回折格子光学素子を用いたガラス割断用レーザエンジンの開発 首都圏産業活性化協会

1676 14210267 神奈川県 大草薬品株式会社
消化酵素配合整腸薬の利便性を向上させるための、包装用機械導入
による内用固形製剤（錠剤）の製造

横浜銀行　横須賀支店

1677 14210268 神奈川県 有限会社星野製作所 産業用光学部品の多品種・短納期対応型複合加工の開発
横浜銀行　武蔵小杉支
店

1678 14210269 神奈川県 株式会社ユウ・ピー・アイ 船舶用排ガス監視装置の開発
ベイ・タックス税理士法
人



1679 14210270 神奈川県 株式会社精光技研 再生医療向け培養組織の非侵襲高精度厚さ測定センサの試作開発 首都圏産業活性化協会

1680 14210271 神奈川県 フジ・プロダクト株式会社 CNC複合加工機導入によるコスト削減と新規顧客の開拓
一般社団法人日本経営
士会

1681 14210272 神奈川県 日昭ハイテック株式会社 屋外制御装置に実装する特定空間冷却ユニットの開発と実用化
公益財団法人神奈川産
業振興センター

1682 14210273 神奈川県 高周波粘弾性株式会社 高周波粘弾性計測装置の開発および事業化
ベンチャーサポート税理
士法人

1683 14210274 神奈川県 マイクロスクェア株式会社
広範囲照射のための革新的な平行光紫外線LED照射器の試作品の開
発

横浜銀行　相模大野支
店

1684 14210276 神奈川県 東京スリーブ株式会社 高精度鋳造素形材(新NNS鋳鉄)の生産設備充実による競争力強化 横浜銀行　大船支店

1685 14210277 神奈川県 株式会社ティーエム加工 新素材・複合素材の切削技術・方法の開発
協同組合さいたま総合
研究所

1686 14210278 神奈川県 コーワ機械株式会社
インサート金型の研磨加工時の固定具開発による歩留り率向上及び短
納期化の実現

公益財団法人相模原市
産業振興財団

1687 14210279 神奈川県 有限会社インフォホビー 携帯電話用コネクタの多品種切替可能な自動組立生産設備の開発
株式会社さがみはら産
業創造センター

1688 14210283 神奈川県 株式会社トーカイコンベア
ユニフォーム高速搬送コンベアの軽量化・量産化及び高速ソーティング
システムの開発

公益財団法人川崎市産
業振興財団

1689 14210284 神奈川県 旭東ダイカスト株式会社
赤外線カメラによる金型温度計測・画像処理によるダイカスト管理シス
テムの開発

商工組合中央金庫

1690 14210285 神奈川県 エイシン電機株式会社
蓄電池駆動式マッサージにおける消費電力削減のための制御システム
の開発

公益財団法人神奈川産
業振興センター

1691 14210287 神奈川県 有限会社アルファ精工
ワイヤー放電加工技術での試作品製作及び加工時間短縮による受注
拡大計画

税理士法人クリエイトコ
ンサルティング

1692 14210288 神奈川県 株式会社小川優機製作所 外壁調査診断装置の開発
城南信用金庫　上星川
支店

1693 14210289 神奈川県 エイト技工株式会社 マスキングレス防湿剤塗布装置の開発
横浜銀行　相模原駅前
支店

1694 14210292 神奈川県 油機工業株式会社 「油圧サーボ式の衝撃試験機」の開発による試験機の制御性能の向上
静岡中央銀行　平塚支
店

1695 14210293 神奈川県 株式会社アルファテック 半導体・液晶製造業界向け急速加熱ヒータ及び粉体トラップの開発 群馬銀行　相模原支店

1696 14210295 神奈川県 川崎自動車工業株式会社 小ロット多品種生産に向けた競争力のある在庫管理システムの開発 横浜銀行　川崎支店

1697 14210296 神奈川県 株式会社ワイ・エム研究所 高密度焼結金属部品の切削技術の開発
横浜銀行　武蔵小杉支
店

1698 14210297 神奈川県 株式会社新倉技研 断熱性および防水性を有する蓄熱槽の新たな改修方式の開発
株式会社マイルストー
ン・コンサルティング・グ
ループ

1699 14210298 神奈川県 角丸金属有限会社 定刻に飲み薬を知らせる機器の製品化に向けた試作開発
公益財団法人川崎市産
業振興財団

1700 14210302 神奈川県 スピック株式会社
熱可塑性炭素繊維強化プラスチック(CFRTP)のプレス金型技術の高度
化

公益財団法人神奈川産
業振興センター

1701 14210303 神奈川県
株式会社協同インターナショ
ナル

LED製造向サファイア基板用ナノインプリント加工システムの開発
公益財団法人川崎市産
業振興財団

1702 14210306 神奈川県 株式会社電子応用
自動車エンジンの燃費改善補助するターボチャージャー用センサの試
作開発

八千代銀行　久地支店

1703 14210308 神奈川県 南真化学工業株式会社 樹脂ペレット高効率連続乾燥機の開発 横浜銀行　登戸支店

1704 14210310 神奈川県 株式会社ナウ産業 溶接ロボット機導入と治具製作能力向上による生産効率・品質の向上
八千代銀行　さがみ野
支店

1705 14210315 神奈川県 サイバーレーザー株式会社
マイクロ・ナノプロセシング向け高出力超短パルスレーザー装置の量産
化

川崎信用金庫　加瀬支
店

1706 14210317 神奈川県 ウィルテック株式会社
プリント板実装品質を保証できる高精度で低価格のインサーキットテス
タの開発

相模原商工会議所

1707 14210321 神奈川県 山久興産株式会社
断熱材加工における自動接着剤塗布装置の導入による生産性向上の
実現

横浜銀行　大和支店

1708 14210322 神奈川県 スキルネット株式会社 静脈認証ドアロックシステムの開発 ローズマインド株式会社



1709 14210325 神奈川県 曙機械株式会社 温間板鍛造技術による高機能複雑形状鍛造品製造工法の実用化 横浜銀行　金沢支店

1710 14210326 神奈川県 株式会社ジョブ 円柱型高圧発生器一体モノタンクX線発生装置の開発 仲田パートナーズ会計

1711 14210327 神奈川県
株式会社オズコーポレーショ
ン

モータースポーツ対応高出力型 EV(電気自動車)の開発
川崎信用金庫　綱島支
店

1712 14210328 神奈川県 アビー株式会社
国産小型3Dプリンタの開発と一般ユーザーの使用環境整備及びデータ
サービスの提供

横浜信用金庫

1713 14210337 神奈川県 株式会社ケミックス
次世代パワーデバイス製造検査装置用「350℃超耐熱バーンイン基板」
の試作開発

公益財団法人相模原市
産業振興財団

1714 14210339 神奈川県 株式会社コスモテックス 3次元位置決めステージとそのコントローラの試作開発 フュージョンナレッジ

1715 14210340 神奈川県 株式会社アート1 アルミニウムダイキャストの高度化に関する画期的な表面処理法 大和商工会議所

1716 14210342 神奈川県 コーア株式会社
偽札検知、正・損識別（汚れ、破れ、穴、傷み、テープ等）機能を有する
独自の組込ソフトウエアを活用した紙幣計数機の開発

横浜銀行　相模大野支
店

1717 14210344 神奈川県 株式会社ゼオシステム
電池なしで磁気センサー信号を検出する携帯型尿流量測定装置の開
発と販売

公益財団法人神奈川産
業振興センター

1718 14210349 神奈川県 株式会社竹内型材研究所 次世代半導体/極微細回路用マスク保管・搬送用容器の開発 横浜銀行　伊勢原支店

1719 14210350 神奈川県 ユタカ精工株式会社
犬猫を対象とした、頭頸部における悪性腫瘍に対する放射線治療器具
の試作開発

相模原商工会議所

1720 14210351 神奈川県 株式会社ワークス 鉄道模型製造の為のカセット式金型の主型の開発 群馬銀行　相模原支店

1721 14210352 神奈川県 光明理化学工業株式会社 低消費型可燃性ガスセンサ用コイル巻線機の開発 誠和コンサルティング

1722 14210353 神奈川県 株式会社シンコーセンサー 粉末冶金部品を移動中に重量計測するシステム開発
公益財団法人神奈川産
業振興センター

1723 14210354 神奈川県 株式会社スマイル電工 電気ケーブルのビニル絶縁部分を加工する、ドリルアタッチメントの開発 東京中央経営株式会社

1724 14210355 神奈川県 殿村金型 精密板金を切削加工で試作・生産する技術の研究、開発 城山商工会

1725 14210356 神奈川県 株式会社豊田製作所 高速切削加工によるデファレンシャルギヤ用冶具等の試作開発
公益財団法人川崎市産
業振興財団

1726 14210357 神奈川県 株式会社光和電機
従来比2.5倍の拡大視認を可能にする高精度位置制御型基板検査装置
の開発

公益財団法人川崎市産
業振興財団

1727 14210358 神奈川県 日本蛍光化学株式会社 カラー印刷の高度化を実現するための赤色蛍光顔料の試作開発 横浜銀行　長後支店

1728 14210359 神奈川県 日本エンコン株式会社 3D CAD・3Dプリンタ導入による、製品の短納期化および開発コスト削減 東邦銀行　塩川支店

1729 14210360 神奈川県 株式会社コヒロ工具
ミニチュアボールベアリング製造用超硬チップ製造の高精度化及び生
産プロセス強化

川崎信用金庫　宮内支
店

1730 14210362 神奈川県 藤田化工株式会社 自動車部品および電子制御部品の洗浄技術の開発と自動化の確立
有限会社アダチマネジメ
ントコンサルティング

1731 14210363 神奈川県 ニイガタ株式会社 卓上型高温度対応型材料試験装置の商品化及び新規事業化
公益財団法人神奈川産
業振興センター

1732 14210367 神奈川県 エムテックスマート株式会社 LED用蛍光体の再利用プロセスの開発
城南信用金庫　日吉下
田支店

1733 14210370 神奈川県 株式会社内田製作所 統合無線式緊急通報システムの商品化 フュージョンナレッジ

1734 14210372 神奈川県
株式会社横浜トラスト歯科技
工研究所

3Dプリンターを活用した歯科技工の生産力強化プロジェクト
神奈川銀行　横浜西口
支店

1735 14210375 神奈川県 株式会社ソフィックス 工作機械内加工前計測システム 横浜銀行　新横浜支店

1736 14210376 神奈川県
株式会社日本サーキット・アド
バンスドテクノロジー

スーパーハイビジョン（8K4K）対応のエバリュエーションボードの開発
公益財団法人川崎産業
振興財団

1737 14210378 神奈川県 有限会社庄内工業 小型プレス機による厚板成形技術の開発 フュージョンナレッジ

1738 14210380 神奈川県 MDI株式会社 高気密砂型重力鋳造法の開発
川崎信用金庫　本店営
業部



1739 14210382 神奈川県 株式会社ティアンドティ LED照明器具の正確な照度が計測できる照度計の試作開発
八千代銀行　相模原支
店

1740 14210383 神奈川県 日崎工業株式会社 3次元CAD活用による、大型板金構造物の製作工程の合理化及び試作
公益財団法人川崎市産
業振興財団

1741 14210384 神奈川県 有限会社レーザー分光
ラマン分光及び画像処理技術を利用した高精度一包化薬自動鑑査装
置の開発

株式会社ブレイブコンサ
ルティング

1742 14210385 神奈川県 株式会社協友製作所 Tig溶接による低コスト・銅製水冷ジャケット部品の開発
三浦藤沢信用金庫　六
会支店

1743 14210386 神奈川県 株式会社エーシーエム
CFRP製部品の多段成形プロセス技術開発及び多品種小ロット生産に
おける納期短縮の実現

公益財団法人神奈川産
業振興センター

1744 14210388 神奈川県 有限会社吉田製作所 短納期対応を実現する為の材料自動搬入出装置導入計画
平塚信用金庫　しあわ
せプラザ

1745 14210389 神奈川県 株式会社日本サーキット 非接触センサ・無線ネットワークを利用した介護支援システム
公益財団法人川崎市産
業振興財団

1746 14210391 神奈川県 株式会社ファブエース ハイブリッドプレスを用いた樹脂・金属締結加工の生産性向上技術開発 横浜銀行　新横浜支店

1747 14210392 神奈川県 株式会社バイオクロマト 化学合成研究を効率化する多検体同時濃縮装置の開発
公益財団法人神奈川産
業振興センター

1748 14210397 神奈川県
株式会社インプランタイノベー
ションズ

最新のバイオ技術を活用した高付加価値植物の苗生産試作開発 石黒会計事務所

1749 14210398 神奈川県 株式会社神奈川フッ素 バルブ用ボールシートの高速かつ高精度切削加工の開発
静岡中央銀行　平塚支
店

1750 14210402 神奈川県 高和電氣工業株式會社
3D技術を用いた小型水力発電機用プロペラ部品の試作開発と量産用
金型設計技術の高度化

公益財団法人川崎市産
業振興財団

1751 14210403 神奈川県 フジテクノス株式会社
電気自動車、ハイブリッドカーなど次世代自動車のパワートレイン関連
部品の試作開発支援事業

商工組合中央金庫　横
浜支店

1752 14210406 神奈川県
株式会社クエイザーテクノロ
ジー

次世代小型機器用（NGFF）コネクターの開発 大和商工会議所

1753 14210407 神奈川県 有限会社東邦プラテック
意匠性の高い外装部品のエンプラ／スーパーエンプラでの安定成形に
関する試作開発

川崎信用金庫　長沼支
店

1754 14210410 神奈川県 富士精工株式会社 難削材の特殊加工技術による自動車用真空ポンプ部品の試作開発
平塚信用金庫　しあわ
せプラザ

1755 14210412 神奈川県
株式会社マキシマム・テクノロ
ジー

過電流防止用車載向けセラミックPTCの高信頼性リード線接合方式の
開発

横浜銀行　溝口支店

1756 14210414 神奈川県 株式会社北青
従来の職人感覚測定納品から三次元測定機の導入による精密測定納
品へ

株式会社経営ソフトリ
サーチ

1757 14210416 神奈川県 日本ケミカルコート株式会社
カテーテル用ガイドワイヤーへの深度マーク付与フッ素樹脂コーティン
グの試作開発

八千代銀行　橋本支店

1758 14210420 神奈川県 株式会社第一鈑金
ペットボトルラベル剥離・分離機の処理能力倍増ニーズに対応した新規
機種の開発

公益財団法人神奈川産
業振興センター

1759 14210421 神奈川県 扶桑精工株式会社
ガラスびん用金型の彫刻改修作業のNC機械化と金型市場における競
争力の強化

相模原商工会議所

1760 14210422 神奈川県 株式会社ノマドサイエンス
浅海域に特化した小型軽量・低価格の海洋観測フロート（潜水ロボット）
の開発

公益財団法人相模原市
産業振興財団

1761 14210424 神奈川県 ピーエムユー株式会社
ノイズ抑制素子　アモビーズ（カタログ添付）の国内一貫生産自動化設
備の開発と導入

川崎信用金庫　綱島支
店

1762 14210426 神奈川県 澤村電気工業株式会社
顧客のメンテナンスフリー要求に対応するブラシレスモータ生産のため
の管理システムの構築

首都圏産業活性化協会

1763 14210427 神奈川県 有限会社タップス
3Dプリンタの高精度化と表面処理技術の構築による自動車外装部品の
開発

川崎信用金庫　鶴見支
店

1764 14210429 神奈川県 株式会社トップス
地域特性、使用特性を考慮したEV（電気自動車）のシャシ＆ボディの開
発及び試作

群馬銀行　相模原支店

1765 14210430 神奈川県 株式会社ペダル 次世代自転車シェアリングシステムに関する試作機の開発
宇久田進治税理士事務
所

1766 14210433 神奈川県 株式会社ソーエー 無線ネットワークを活用した防災情報・避難誘導サインシステム 横浜銀行　新横浜支店

1767 14210434 神奈川県 タイジ株式会社 過熱水蒸気を利用したコンベアートースターの開発 フュージョンナレッジ

1768 14210435 神奈川県 株式会社テクノロード
小規模な組込みソフトウェア用モデルベース開発ソフトウェア及び機器
の試作開発

公益財団法人川崎市産
業振興財団



1769 14210438 神奈川県 田中サッシュ工業株式会社 工場製品化率を大幅に向上させた電磁シールドルームの開発
株式会社マイルストー
ン・コンサルティング

1770 14210439 神奈川県 株式会社ショウエイ 循環ろ過装置の設備水質監視システムにおける細菌センサの開発
公益財団法人川崎市産
業振興財団

1771 14210440 神奈川県 株式会社景泉機器
建機のオフロード法（排ガス規制）に対応した高性能油圧シリンダの試
作開発事業

三浦藤沢信用金庫　磯
子支店

1772 14210441 神奈川県 株式会社匠技術研究所
設定・インストール・運用・監視連動型VPNソフトウエアルーターの試作
と評価

公益財団法人川崎市産
業振興財団

1773 14210445 神奈川県 株式会社ケイ・ウノ ニッチ分野における競争力、オリジナリティー強化事業及び雇用促進
岡崎信用金庫　上前津
支店

1774 14210446 神奈川県 株式会社アピック
コネクタ端子金型における鏡面研削加工の高精度化・短納期化による
競争力の向上

城南信用金庫　宮前平
支店

1775 14210447 神奈川県 大栄機化工業株式会社
光学用途耐熱性有機無機ハイブリッド材料の試作開発とテスト販売によ
る早期事業化

湘南信用金庫　営業統
括本部

1776 14210449 神奈川県 株式会社音力発電 地域のマイクロ小水力を有効活用する“せせらぎ”発電装置の開発
財団法人湘南産業振興
財団

1777 14210451 神奈川県 株式会社ニットー 太陽光発電向け形鋼の多方向複合加工装置の開発
横浜銀行　金沢産業セ
ンター支店

1778 14210459 神奈川県 株式会社三興製作所 手作り試作・開発部品の高精度化と短納期に対応するための設備化
多摩信用金庫　永山支
店

1779 14210461 神奈川県 株式会社東京技術研究所
海外市場を意識したマントルヒーター製造における裁断工程でのコスト
ダウン投資

城南信用金庫　狛江支
店

1780 14210468 神奈川県 株式会社三陽 極小基板製造設備投資による事業拡大 横浜銀行　大雄山支店

1781 14210469 神奈川県
有限会社コンタミネーション・
コントロール・サービス

撮像素子製造工程における金属汚染低減を実現する表面処理技術の
確立

公益財団法人相模原市
産業振興財団

1782 14210470 神奈川県 株式会社昌和精機
医療機器や分析機器等試作品、開発品のリードタイム短縮による短納
期化

公益財団法人相模原市
産業振興財団

1783 14210471 神奈川県
株式会社Quantum Energy
Institute

真空技術で生成した、水素を燃料とする携行小型発電装置の開発
財産法人湘南産業振興
財団

1784 14210473 神奈川県 有限会社光製作所 “プレス化は1000個/LOT以上の常識を変える”ための町工場の挑戦！ 綾瀬市商工会

1785 14210475 神奈川県 株式会社エムアンドエヌ 発電所用のコイルバネ接点の開発 税理士法人K&K　Japan

1786 14210480 神奈川県 株式会社仙北 新規設備を導入した試作開発によるマシニング加工技術の高精度化 首都圏産業活性化協会

1787 14210481 神奈川県 株式会社アシストナビ 高密度実装を実現する3次元TSV加工技術の開発 フュージョンナレッジ

1788 14210486 神奈川県 有限会社椎野製作所 切削加工技術の更なる高度化による生産体制強化と他分野への参入
公益財団法人神奈川産
業振興センター

1789 14210487 神奈川県 有限会社諸隈製作所
自社技術とロボット溶接機の融合でコスト競争力強化と薄板・非鉄金属
への溶接技術を確立

相模原商工会議所

1790 14210490 神奈川県 株式会社エムイーエス ポイント噴流半田付装置導入による新アイテム顧客獲得と販路拡大化
八千代銀行　南林間支
店

1791 14210491 神奈川県 玉島工業株式会社 溶接品質の向上と作業時間短縮による、競争力強化と新規顧客の開拓
公益財団法人相模原市
産業振興財団

1792 14210496 神奈川県 大島機工株式会社 複合加工機における異形品加工技術の確立による短納期化の実現
公益財団法人相模原市
産業振興財団

1793 14210498 神奈川県 アセック株式会社 高機能アンダーフィルの開発 群馬銀行　相模原支店

1794 14210499 神奈川県 石山ネジ株式会社
次世代半導体製造装置向け部品加工の受注に向けた５面加工機導入
計画

公益財団法人神奈川産
業振興センター

1795 15210459 新潟県 燕物産株式会社
小口化・短納期化への対応し、障碍者の雇用増に資する新型洗浄機の
導入計画

協栄信用組合　本店営
業部

1796 15210460 新潟県 株式会社スリーピークス技研 ニッパ類刃付作業の刃研機導入による生産プロセス 三条信用金庫　本店

1797 15210462 新潟県 高橋ニット株式会社
超編目の細かいエレガントで最も美しいニット製品の開発と販路開拓事
業

北越銀行　五泉支店

1798 15210466 新潟県 株式会社ケイヒン
バルブ構造部品の一体化設計による医療・食品工場における配管バル
ブ作動不良の改善

にいがた産業創造機構



1799 15210467 新潟県 長谷川酒造株式会社 サーマルタンク増設による搾りたて風味そのままの生酒の通年提供 北越銀行　宮内支店

1800 15210468 新潟県 株式会社吉崎製作所 自動車部品の高精度化・短納期化に対応する為の技術開発 第四銀行　西川支店

1801 15210473 新潟県 株式会社直江津油脂 新商品開発に係る急冷凍と省エネルギー実現化事業計画 大光銀行　直江津支店

1802 15210474 新潟県 株式会社環境科学
短納期、多品種小ロットに対応した入浴剤包材開発と充填包装システ
ムの導入

第四銀行　平島支店

1803 15210475 新潟県
株式会社マシンプロセスィン
グ

石油・天然ガスプラント向けバルブ・ポンプ鋳造品の精密切削加工技術
の確立

北越銀行　燕支店

1804 15210477 新潟県 株式会社渡辺工作所
プレス打ち抜き金型の精度向上によるコスト低減と製品精度向上の実
現

三条信用金庫　保内支
店

1805 15210479 新潟県 株式会社中央製版 打抜・窓貼工程における短納期対応力および小ロット対応力の強化 大光銀行　三条支店

1806 15210480 新潟県 ライン精工有限会社
新規設備導入による多品種少量短納期生産対応と試作開発強化によ
る事業強化

大光銀行　新保支店

1807 15210482 新潟県 有限会社井出計器 自動機・ロボット対応型電動ドライバーの開発 青海町商工会

1808 15210485 新潟県 株式会社セキヤ 小ロット・短納期、及び高精度要求に対応するプレス加工体制の構築 三条信用金庫　燕支店

1809 15210486 新潟県 株式会社長岡金型 高強度厚肉樹脂成形品の自動生産システムの開発 第四銀行　長岡西支店

1810 15210487 新潟県 新潟精密鋳造株式会社 耐蝕耐熱鋳造合金とガラス質材との複合素材品の開発 新潟大栄信用組合

1811 15210490 新潟県 有限会社ランドマーク
スチールドアの板金加工における24時間無人対応の自動化ラインの開
発

第四銀行　亀田駅前支
店

1812 15210492 新潟県 オヂヤセイキ株式会社
CNCねじ研削盤の導入による特殊ねじゲージの工数削減による短納期
化

新潟県信用組合　小千
谷支店

1813 15210493 新潟県 株式会社タケコシ 抗菌ステンレスの新規加工法およびそれに伴う新製品の開発 協栄信用組合　南支店

1814 15210494 新潟県 新井工業株式会社 熱間鍛造工法を生かした改善活動による製造原価低減プラン にいがた産業創造機構

1815 15210497 新潟県 株式会社加藤製作所
小口化・短納期化により競争力強化を実現するためのバーコード生産
管理システム導入

第四銀行　小須戸支店

1816 15210498 新潟県 星野金型株式会社 電力送電機器カバー成形用絞り金型の試作開発 第四銀行　燕支店

1817 15210499 新潟県 株式会社田中鉄工所 「ガイドポストの高精度切削の確立と建設機械部品の試作対応力強化」 第四銀行　分水支店

1818 15210500 新潟県 株式会社星野製作所 「LNG等陸揚げ装置の基幹部品の高精度曲げ加工技術の確立」 北越銀行　新町支店

1819 15210507 新潟県 ヒムエレクトロ株式会社
ニッチ分野特化型　自動供給装置付き竹燃料ロケットストーブの試作開
発

北越銀行　小千谷支店

1820 15210509 新潟県 株式会社フーゲツ 段ボールパレットの接着プレス装置開発による量産技術の確立 北越銀行　片貝支店

1821 15210511 新潟県 協和シール工業株式会社
切断精度・作業効率向上のための超音波カッター搭載ゴム切断機の開
発・導入

第四銀行　新崎支店

1822 15210512 新潟県 株式会社青柳
新商品開発のための、高度な再現性を備えた染料調合システム導入に
よる染色工程管理の効率化

にいがた産業創造機構

1823 15210515 新潟県 有限会社日承テクニカル 高機能機械を利用した直線運動用レールの試作品開発 関根朝秋税理士事務所

1824 15210516 新潟県 サンメタル工業株式会社
地球環境および周辺環境に充分配慮した環境共生型の一貫生産板金
加工のワンストップ化の実現

第四銀行　高田営業部

1825 15210517 新潟県 有限会社小林鐵工所
大口径長尺合金の内径テーパー加工の自動化による小口短納期対応
体制構築事業

西村会計事務所

1826 15210520 新潟県 株式会社エレックス新潟
3次元 CAD/CAMシステムと、表面を傷つけない糸面取りシステムの開
発

第四銀行　分水支店

1827 15210524 新潟県
株式会社サッシサービスセン
ター

多品種・小ロット・短サイクル化に適応するアルミサッシ形材加工システ
ムの構築

北越銀行　神田支店

1828 15210526 新潟県 杉山金属株式会社 高熱効率鍋｢エコライン｣の普及を促進する低価格モデルの開発 第四銀行　燕支店



1829 15210528 新潟県 アイテックス株式会社
3次元CAD導入による提案型開発プロセスの構築、自動機導入による
生産性の向上

大光銀行　吉田支店

1830 15210529 新潟県 株式会社マイクロビジョン 現場に1台！加工精度向上のための三次元形状測定装置の開発 にいがた産業創造機構

1831 15210530 新潟県 共栄電工株式会社 特殊研磨工法の高度化と品質保証データ作成の迅速化 第四銀行　高田営業部

1832 15210531 新潟県
有限会社倉茂プレス金型製作
所

成形シミュレーションソフト及びマシニング導入による3次元加工の開発
及び製品化

新潟県信用組合　三条
支店

1833 15210536 新潟県 有限会社宮川工業 雪崩・落石防護柵の簡易加工機の開発 青海町商工会

1834 15210537 新潟県 株式会社浅田精機
高精度部品加工の短納期化・コストダウンによる競争力強化のための
新生産管理システム導入

北越銀行　片貝支店

1835 15210538 新潟県 有限会社フィロソフィー
次世代型ヘッドアップディスプレイに対応した超精密光学部品製造技術
の開発

第四銀行　柏崎南支店

1836 15210541 新潟県
ウルシヤマ金属工業株式会
社

アルミキャスト製品の鋳造技術高度化による生産プロセス向上で製品
競争力強化

巻商工会

1837 15210543 新潟県 株式会社栗山百造 中・大規模木造建築木質ラーメン構造用の規格接合金物の開発 第四銀行　三条東支店

1838 15210544 新潟県 有限会社斎藤精機 新興国向製品の高品質・低コストなものづくり生産システムの構築 新潟信用金庫

1839 15210546 新潟県 株式会社タカトニット ワイドゲージニッテング機導入による高度化、新商品試作開発事業 第四銀行　五泉支店

1840 15210549 新潟県 株式会社NSPM
特殊形状硝子等の仕上げ加工に対応する高品質・高付加価値な加工
プロセスの開発

大光銀行　豊栄支店

1841 15210551 新潟県 株式会社第一測範製作所 マンモグラフィの作動音と振動を50%低減するボールねじの開発 北越銀行　小千谷支店

1842 15210553 新潟県 セキ技研株式会社 高速で安定稼働が可能な小型電子部品組立装置用搬送技術の確立
商工組合中央金庫　長
岡支店

1843 15210556 新潟県 合同会社新コスモ 冷凍しても食品の品質を保てる液体凍結機の小型化事業。 江口経営センター

1844 15210557 新潟県 有限会社石坂工業 既存設備のNC機化による低価格でコンパクトなボールねじの開発計画 北越銀行　小千谷支店

1845 15210558 新潟県 株式会社ソリマチ技研
POS決済システム向け国際セキュリティ基準に準拠したアプリケーション
開発

第四銀行　長岡営業部

1846 15210562 新潟県 株式会社向陽製作所
評定取得住宅基礎ユニット鉄筋の普及を図るための全自動丸鋼切断機
の新設導入

中小企業診断士

1847 15210567 新潟県 株式会社丸菱電子 航空機産業への参入にあたっての工程管理システムの開発 北越銀行　江陽支店

1848 15210571 新潟県 ニイガタ製販株式会社
デジタル電動サーボプレス機導入による太陽光パネル取付金具等の競
争力の強化

第四銀行　三条北支店

1849 15210574 新潟県 株式会社長岡歯車製作所 高精度スパイラルベベルギヤの製造技術の高度化 北越銀行　本店営業部

1850 15210578 新潟県 株式会社徳利
デュアルサーボドライブプレスブレーキによる内燃機配管部品の生産性
向上と高精度化による生産システム開発

第四銀行　大潟支店

1851 15210581 新潟県 株式会社シンテック ワイヤ放電加工によるバルブボディー加工治具の試作開発
大光銀行　新潟駅前支
店

1852 15210582 新潟県 株式会社和田製作所 排気ガスのエネルギー化装置部品の試作開発 あさひ税理士法人

1853 15210583 新潟県 株式会社アズコーティング
塗装の洗浄ライン設備導入（改善）による品質向上と作業効率化による
受注拡大の実現

三条信用金庫　保内支
店

1854 15210584 新潟県 有限会社幸和工業 精密メスネジ加工技術確立によるマイクロ面取り測定器の試作開発 第四銀行　柏崎支店

1855 15210588 新潟県 株式会社三雄工芸
3Dプリンター造型機導入とダイレクト鋳造の実現による精密鋳造品の開
発

江口経営センター

1856 15210592 新潟県 株式会社三尾プレシジョン
油圧シリンダー部品「ピストンロット」の二分割加工から一体加工への挑
戦

北越銀行　津南支店

1857 15210593 新潟県 株式会社柴山機械 高性能立形マシニングセンタ導入による新分野受注拡大事業
協栄信用組合　中央通
支店

1858 15210599 新潟県 パールライト工業株式会社
スターリングエンジンの吸熱装置の組み立てに手動タイプレーザ溶接機
の導入

第四銀行　吉田支店



1859 15210601 新潟県 有限会社笠原パーツ工業 角のある形状を作るための絞りによるプレス金型の試作開発 大潟商工会

1860 15210603 新潟県 藤木鉄工株式会社 大型自動ブラストマシンの導入による塗装の生産プロセス強化 第四銀行　本店営業部

1861 15210604 新潟県 株式会社アスコーテック 特性インピーダンスコントロール要求への対応と顧客の獲得 高崎総合コンサルタンツ

1862 15210606 新潟県 旭金属工業株式会社
遊星歯車機構を利用した小型・軽量な手動型大出力倍力レンチの試作
開発

三条信用金庫　吉田支
店

1863 15210607 新潟県 株式会社清和モールド マグネットチャックを使用した金型製作の大幅な時間短縮化 新潟大栄信用組合

1864 15210609 新潟県 株式会社田辺金具 自動真空マシン設備導入による品質・生産性の向上 北越銀行燕支店

1865 15210610 新潟県 株式会社布施鉄工所 高性能精密中空形状加工旋盤設備を活用した特殊加工技術の向上
八十二銀行　直江津支
店

1866 15210612 新潟県 株式会社アンドウ 新素材の高付加価値加工体制の構築に向けたチャレンジ 北越銀行　新町支店

1867 15210615 新潟県 渡辺刃物製作所 密閉炉による鍛接、熱処理、圧着技術の開発 水落一文税理士事務所

1868 15210618 新潟県 日本ベアリング株式会社
直線往復運動製品群におけるミニチュアガイドのコストダウンと新規試
作開発

第四銀行　小千谷支店

1869 15210619 新潟県 第一食品株式会社 自社オリジナル果肉入りアイスクリームの製造に伴う設備の導入 江口経営センター

1870 15210620 新潟県
ウエカツエンジニアリング株式
会社

高速加工技術とバリレス加工技術の確立 北越銀行　高田支店

1871 15210621 新潟県 株式会社加藤研削工業
「不等ピッチメタルソーの製造及び再研削ｻｰﾋﾞｽの小口短納期対応の実
現」

新潟信用金庫

1872 15210622 新潟県 株式会社羽生田製作所 医療機器の試作開発時間及び小ロット製品の製造時間短縮の実現 第四銀行　加茂支店

1873 15210623 新潟県 株式会社オダジマ 「デジタル電動サーボプレス機」導入による新商品事業 北越銀行　燕支店

1874 15210626 新潟県 サンアロー化成株式会社 3次元曲面を有する製品に適用可能なタッチセンサ付外観部品の開発
新潟県信用組合　畑野
支店

1875 15210628 新潟県 古川機工株式会社
パン類・菓子類に於ける焼成食品等の天板プレートからの新移載方法
の開発

北越銀行　宮内支店

1876 15210629 新潟県 有限会社小林鐵工所
パレットチェンジ搭載マシニングセンター導入によるエアーニッパーの試
作開発

三条信用組合　南支店

1877 15210633 新潟県 株式会社齋鐡
表面処理鋼板を安定してスポット溶接結合する量産化技術確立と市場
の拡大

第四銀行　三条支店

1878 15210635 新潟県 株式会社丸勝 炭素繊維織物の熱可塑性樹脂ラミネートシートの開発 第四銀行　加茂支店

1879 15210636 新潟県 株式会社津南油圧 ナローミグで熔接作業の効率化とコスト低減に挑戦 北越銀行　津南支店

1880 15210637 新潟県 有限会社田辺工業 通信機器向け超高精度・高安定SCカット水晶ウェハ開発
第四銀行　エリア取引中
旗店333白根店

1881 15210639 新潟県 有限会社平原製作所 厚板高精度加工化のためのレーザー加工機の導入 第四銀行　分水支店

1882 15210640 新潟県 ササゲ工業株式会社 海外市場開拓　新たな「SAKE」「器」のブランディング開発プロジェクト 第四銀行　燕支店

1883 15210641 新潟県 株式会社初台製作所
蛍光ランプ用R17d口金製造に於ける、バリ取工程、カシメ工程(中国生
産)の自社工場内製化

城北信用金庫　足立支
店

1884 15210642 新潟県 佐野合成株式会社
大規模植物工場用プラスチック容器類のハイサイクル成形による生産
能力の強化と品質確保の確立に向けた開発

第四銀行　三条東支店

1885 15210643 新潟県 中村精工株式会社 女性の感性を活かした医療滅菌箱等の開発 三条信用金庫　本店

1886 15210644 新潟県 栃尾ニット株式会社
高級健康肌着用編地の絶滅を防ぎ未来に繋げる為に　機能糸の改良、
編機改造による生産プロセスの再構築

第四銀行　栃尾支店

1887 15210646 新潟県 ダイトゴム株式会社
自動車用ゴム部品試作開発のワンストップ化による顧客への短納期回
答

東和銀行　桶川支店

1888 15210649 新潟県 飯塚精工株式会社
バリ､バスター計画【バリ・・金属加工において主に切断面に発生するノ
コギリ状の鋭いエッジ】

第四銀行　燕南支店



1889 15210650 新潟県 吉新織物有限会社 小千谷縮、上布の原材料の糊付加工機を導入した多彩な糸製造 北越銀行　小千谷支店

1890 15210651 新潟県 株式会社内山熔接工業 次世代エネルギー・省エネルギー分野における受注拡大 第四銀行　燕支店

1891 15210653 新潟県 株式会社田辺製作所 最先端水晶振動子向け超低消費電力32.768KHz水晶ブランク開発
第四銀行　エリア取引中
旗店333白根店

1892 15210656 新潟県 関川鋼板株式会社
海外製品との価格競争強化の為の複合自動カシメ機導入と当社独自
性を活かしたオリジナル商品の開発

北越銀行　燕支店

1893 15210658 新潟県 株式会社パルメソ 世界初　MSE試験の普及を目指した受託試験サービスの拡大 山田一光税理士事務所

1894 15210659 新潟県 株式会社佐文工業所 眼科用手術用器具の開発 第四銀行　亀田支店

1895 15210660 新潟県 株式会社ケーワンクリエート 「無線式音声ナースコール(電話連動型)システム」の機能向上開発 長岡商工会議所

1896 15210661 新潟県 株式会社栄工舎
生産管理情報システムの導入により、大幅な短納期化や他のサービス
向上を目指す。

第四銀行　小出支店

1897 15210662 新潟県 有限会社ミッド デザイナーズテーブルの開発でシリーズ商品の強化を狙う
三条信用金庫　大崎支
店

1898 15210663 新潟県 有限会社吉武鉄工所
NC外周加工機導入によるリング状材料の外周加工高精度化及び生産
性向上

第四銀行　柏崎支店

1899 15210664 新潟県 株式会社和商
「十日町からむし」素材を利用したクールビズシャツの縫製加工体制の
確立

新潟県商工会連合会

1900 15210666 新潟県 米山工業株式会社 「3Dプリンターを活用した精度確認用検査治具の作製方法の確立」
三条信用金庫　塚野目
支店

1901 15210668 新潟県 新潟精機株式会社
日本で2社しか製造していない製品である「ピンゲージ」の加工方法改善
によるコスト削減

三条信用金庫　一ノ木
戸支店

1902 15210669 新潟県 山田精工株式会社 次世代型スマホ・タブレット向け高精度成形品の試作開発 第四銀行　小出支店

1903 15210671 新潟県 株式会社タカハシキカイ
コストパフォーマンスに優れたワーク搬送ロボット付全自動2頭式旋盤の
開発

第四銀行　小千谷支店

1904 15210673 新潟県 株式会社エビス 海外仕様の気泡管作成と気泡管・基準線の自動印刷ライン 第四銀行　燕支店

1905 15210674 新潟県 株式会社本間製作所 角型容器のスピニング加工による高付加価値化 第四銀行　燕支店

1906 15210679 新潟県 シマト工業株式会社
表面処理ラインの効率化に向けた生産システムの再構築および治具の
試作・開発

第四銀行　三条支店

1907 15210680 新潟県 株式会社MPT
アルミ箔基材を用いた超低消費電力型極薄フレキシブルヒーターの開
発と製造

山本　敏彦

1908 15210681 新潟県 株式会社フジレメック 5軸制御マシニングセンタ導入 三条信用金庫　東支店

1909 15210685 新潟県 有限会社ナジラーテ 超小型サイネージ機器用ファームウエアの開発
税理士法人スバル合同
会計

1910 15210688 新潟県 有限会社コアテックニイガタ 残留塩素除去と溶存酸素増加装置の小型汎用機の開発 第四銀行　柏崎支店

1911 15210692 新潟県 有限会社上原製麺所 金型成形技術を活用した一口麺の挑戦開発事業 杉田徳孝税理士事務所

1912 15210695 新潟県 有限会社坂井金型製作所 高精度、高品質測定による鍛造金型作製の新しい効果 北越銀行　三条支店

1913 15210696 新潟県 有限会社マルフジ剣山製作所 繰り返し使える花留め具の量産自動化設備の開発 第四銀行　燕支店

1914 15210700 新潟県 株式会社サンシン
特殊テープ方式によるインライン型セル板表面クリーナー装置の試作開
発

北越銀行　宮内支店

1915 15210703 新潟県 株式会社サイシン 高速高精度加工技術の応用による難削材加工の短納期化
加茂信用金庫　村松支
店

1916 15210705 新潟県
株式会社プロテックエンジニ
アリング

ワイヤロープ製品の内製化による品質の向上を目指した斜面防災製品
の試作及び製品化

第四銀行　出来島支店

1917 15210706 新潟県 株式会社外山刃物 「ヨーロッパ向け果樹剪定用電動はさみの試作開発」 大光銀行　三条支店

1918 15210709 新潟県 協立工業株式会社
CFRTP（炭素繊維熱可塑性複合材料）の低コストプリプレグとプレス成
形技術の開発

三条信用金庫　燕西支
店



1919 15210710 新潟県 有限会社新潟大成 プラスチック部品の成形不良を防ぐ「ウェルドレス金型」の試作開発 塩沢信用組合

1920 15210711 新潟県 株式会社結 「　トップスイマー用　競泳トレーニングマシンの開発　」 にいがた産業創造機構

1921 15210713 新潟県 株式会社フクエ精機 NC平面研削盤導入による高精度曲面精密バネ金型の試作開発 北越銀行　柏崎南支店

1922 15210715 新潟県 株式会社日研工作
3D　CAE導入による金型製作のコストダウン及び短納期化の実現と受
注先への提案力強化についての導入事業計画

上越信用金庫

1923 15210719 新潟県 株式会社酒井鉄工所 自動車機能部品の加工における工程集約化と量産化生産技術の研究 第四銀行　柏崎南支店

1924 15210720 新潟県 有限会社長沢熔接 新型ロボットによる高度な溶接法の確立・信頼・品質安定向上 三条信用金庫　島田店

1925 15210725 新潟県 シンワ測定株式会社 高齢化する磨き職人の技を、ロボットを使って継承 県央税理士法人

1926 15210727 新潟県 有限会社霜龍器物 スポット溶接機ハイマックスの導入によるフッ素加工製品の溶接 吉田商工会

1927 15210728 新潟県 宮本警報器株式会社
自動車用ホーンの音圧ＵＰ品の開発及び低コスト化・量産化のための半
自動化生産ラインの確立

東日本銀行　平井支店

1928 15210730 新潟県 株式会社和田助製作所
力覚センサー付きバフ研磨機の開発による金属器物の研磨技術の高
度化

第四銀行　燕支店

1929 15210737 新潟県 タカハシダイカスト株式会社 薄肉胴長形状のダイカスト製品の開発 第四銀行　三条東支店

1930 15210742 新潟県 バンブートライ株式会社
車載メーターヘッドアップディスプレイに使用する肉厚レンズの成形条件
の試作開発

第四銀行　柏崎南支店

1931 15210743 新潟県 三宝産業株式会社 レーザー溶接機の導入によるステンレス器物の高品位化
北越銀行　県央つばめ
支店

1932 15210744 新潟県 有限会社エムアイ技研 「 金型設計・試作一体化による海外市場等への提案型供給強化事業 」 税理士法人ツチダ会計

1933 15210745 新潟県 株式会社トーエイ
製缶・筺体等の生産プロセスにおける機械加工部門の強化と生産性向
上

北越銀行　新町支店

1934 15210746 新潟県 田上化工株式会社 プラスチック射出成形の短納期化を実現する生産管理システムの構築 第四銀行　三条東支店

1935 15210748 新潟県 有限会社ユー・アイ 工程数を減らし、より高気密で安全性が高い新型ガスコックの試作 大潟商工会

1936 15210751 新潟県 株式会社犀潟鉄工所
熱交換機用配管材の軽量化、高機能化を目的としたアルミニウム精密
異形管の開発

第四銀行　直江津支店

1937 15210753 新潟県 株式会社常盤製作所 耐摩耗性強化型クラッチドラムの試作開発 横浜銀行　鎌倉支店

1938 15210757 新潟県 山﨑醸造株式会社 米こうじを使用した新規甘味調味料の開発 小宮会計事務所

1939 15210761 新潟県 有限会社テクノプレート マシニングセンターによる新生産システムの構築
三条信用金庫　塚野目
支店

1940 15210762 新潟県 株式会社エトーメッシュ 異形線を用いた野球審判用及び捕手用の頭部保護マスクの開発
協栄信用組合　南吉田
支店

1941 15210764 新潟県 株式会社セキネ 3Dプリンタ導入による新規事業への参入 第四銀行　直江津支店

1942 15210766 新潟県 ナカヤマ紙工株式会社
紙器の打抜き技術を標準化し、地域の印刷・紙器加工・デザイン・防災
関連業界に貢献する

第四銀行　燕支店

1943 15210768 新潟県 新潟中央水産市場株式会社
新潟特産の魚及び未利用雑魚等を使用した魚醤油の効率的生産と、こ
の魚醤油を利用する水産加工品の開発

石田那経理事務所

1944 15210769 新潟県
マッシュトレーディング株式会
社

量産型発酵ミキサーの導入と生産工程の改善による「茸栽培用菌床の
高効率・低コスト生産」の実現

内藤安税理士事務所

1945 15210771 新潟県 アドバンエンジ株式会社 流体解析を用いた新型焼成炉の開発 富岡清嗣事務所

1946 15210775 新潟県 株式会社天朝閣
新潟県産コシヒカリを使用しビール発酵技術を活用したクラフトビール製
造販売の拡大化

あさひ税理士法人

1947 15210776 新潟県 熊倉シャーリング有限会社 ユニットハウスフレームの短納期化による全工程内製化の実現 第四銀行　燕南支店

1948 15210777 新潟県 越後製菓株式会社
-22℃までの低温域における生体材料の保存に特化した高圧装置の開
発

にいがた産業創造機構



1949 15210778 新潟県 株式会社玉川堂 銅ヘラ絞り技法を活かした銅製ワイングラス開発事業 第四銀行　燕支店

1950 15210779 新潟県 株式会社ニシヒロ
介護用リラクゼ－ション入浴装置の、板金接合技術改革による開発・試
作

三条信用金庫　巻支店

1951 15210781 新潟県 株式会社大泉物産
3Dプリンターとステンレス加工技術を合わせ、臓器外科手術器具を試作
開発

第四銀行　燕支店

1952 15210784 新潟県 昭栄印刷株式会社 速乾印刷技術の確立による出版印刷物の短納期化 高崎総合コンサルタンツ

1953 16210262 富山県 立山精密株式会社
3次元CAD/CAM導入による試作開発のスピードアップ及び高度化と生
産効率の向上化事業

北陸銀行

1954 16210263 富山県 マルマス機械株式会社
東アジア・東南アジアの精米機市場を攻略できる新型精米機の試作開
発事業

ジェック経営コンサルタ
ント

1955 16210264 富山県 株式会社ランブール
自動化・ＩＴ化による小ロット専用工程の構築とセミオーダー型下着の開
発

富山県新世紀産業機構

1956 16210265 富山県
株式会社トヤマエンジニアリン
グ

ダイキャスト金型製造工程の合理化による短納期化とコスト低減の実現 射水市商工会

1957 16210266 富山県 ショウコウアルミ株式会社
アルミ部材における曲げ加工と超精密切削加工の融合による技術の高
度化

高岡商工会議所

1958 16210268 富山県 株式会社シグマ
高難易度三次元形状の高品質プレス金型の調達時間短縮によるコスト
競争力の強化

高岡商工会議所

1959 16210269 富山県 株式会社山祐キャスト 製品の生産効率化および品質向上を実現する大型中子製造機の開発 高岡市商工会

1960 16210270 富山県 藤堂工業株式会社 CAE導入による高難度プレス金型の開発期間短縮 北陸銀行

1961 16210271 富山県 瀬尾製作所株式会社
デザイン宗教用具製品のワンストップ生産による高品質化と短納期化を
目指した生産体制の確立

高岡商工会議所

1962 16210274 富山県 三笑楽酒造株式会社
蒸米改善による、酒質の向上及び少量多品種生産に向けた生産プロセ
ス強化

南砺市商工会

1963 16210275 富山県 株式会社マエダ 生産管理の高度化により鈑金加工技術を効率化し顧客ニーズに対応 高岡商工会議所

1964 16210276 富山県 城西ニット有限会社 ニット用編疵検知装置の商品化 北陸銀行

1965 16210282 富山県 三晶技研株式会社
最新型CNCジグボーラー導入による金型製造における短納期・高精度
化の実現

北陸銀行

1966 16210284 富山県 株式会社安達工業 薄い板金を用いた高度な加工技術による食品加工機部品の試作開発 富山県新世紀産業機構

1967 16210285 富山県 日本オリゴ株式会社 除タンパク質高純度フラクトオリゴ糖の量産機の開発 富山県新世紀産業機構

1968 16210286 富山県 たけしま食品 おからと廃油等を利用した燃料製造と燃焼装置の開発 富山市八尾山田商工会

1969 16210287 富山県 松島工業株式会社 ジャッキダウンシステム構築による煙突制御操作盤の試作開発事業
ジェック経営コンサルタ
ント

1970 16210288 富山県 株式会社片山製作所
金型製造工程における熟練技能の『見える化』による生産効率向上プロ
ジェクト

高岡商工会議所

1971 16210289 富山県 西川産業株式会社
合繊メッシュフィルターの低コスト高付加価値生産に向けた一貫工程の
システム化

北陸銀行

1972 16210293 富山県 株式会社本保 精密鋳造による少量多品種型の仏具・供養具の開発事業 北國銀行

1973 16210294 富山県 株式会社アルケミー 増産体制整備のための展開システム高度化による生産性向上事業 高岡信用金庫

1974 16210295 富山県 株式会社恵伸工業 製缶品の一貫生産体制を構築し競争力強化を図る 南砺市商工会

1975 16210297 富山県 株式会社ヤハタセイコー ジグボーラーの導入による高精度ジグプレートの製造 入善町商工会

1976 16210298 富山県 日嶋精型株式会社
医薬品プラスチック容器の低コストに対応した高精度多数個取金型の
製作

南砺市商工会

1977 16210305 富山県 有限会社作田キャスト マンドレルタイプのシェルモールドマシン導入による競争力強化 小矢部市商工会

1978 16210306 富山県 プラテック市森 地域のバイオマスを活用したバイオマス配合プラスチック食器の開発 Jタックス



1979 16210307 富山県 タカタ精密工業株式会社
電子部品の小型化にともなう、高硬度材の微細高精度加工の技術開発
と短納期化

拓新

1980 16210308 富山県 有限会社河辺鉄工所 鋼板切断及び穴加工の高速・高品質化によるコストダウンの実現 富山市北商工会

1981 16210309 富山県 株式会社広上製作所
アルミサッシ向け部品製造の一貫生産体制を強化する生産効率向上事
業

高岡商工会議所

1982 16210310 富山県 株式会社三和製作所 アルミ超薄板と異種材溶接技術の確立と生産体制の改革 高岡信用金庫

1983 16210311 富山県 株式会社フジタ
金型資産のデータベース化により、海外企業との差別化をはかり海外
市場に販路拡大

高岡商工会議所

1984 16210312 富山県 丸栄運輸機工株式会社
半導体プリント基板検査装置用「樹脂製治具」の高精度平面切削加工
技術の開発

富山県新世紀産業機構

1985 16210315 富山県 株式会社渡製作所 超精密切削仕上加工技術の高度化による精度向上の実現 高岡信用金庫

1986 16210318 富山県 株式会社野中精機製作所
サーボプレス機を導入した多品種小ロットに対応した生産体制の高度
化

日本経営士会

1987 16210322 富山県 笹谷工業株式会社
高靭性厚肉球状黒鉛鋳鉄（FCD）の高品質化、及び省エネ低コスト化プ
ロセスの開発

北陸銀行

1988 16210323 富山県 株式会社コートせいでん 最新鋭の自動静電塗装ガンの導入による効率的な塗装工程の確立 富山銀行

1989 16210324 富山県 有限会社石﨑製作所 高精度金型の製造を可能にする高性能3Dスキャナーの導入 富山銀行

1990 16210328 富山県 株式会社カワベ
航空機治具部品製造産業への参入～治具部品表面キズ発生率0%への
挑戦～

南砺市商工会

1991 16210332 富山県 株式会社桐谷鉄工
CAD/CAMソフト導入による新市場の開拓と高付加価値加工技術の確
立

富山県新世紀産業機構

1992 16210335 富山県 株式会社グランテック 液状化現象を抑制するための施工技術及び新機材の開発
ジェック経営コンサルタ
ント

1993 16210340 富山県 株式会社オオツカ
優れた良質鋳物の安定供給と価格競争力確保のための微量元素管理
システム構築

富山商工会議所

1994 16210342 富山県 ファインテック株式会社 5軸切削加工技術によるマグネシウム合金の用途開発 富山銀行

1995 16210345 富山県 玉旭酒造有限会社
県内産ブランド米を利用した小ロット多品種のもろみ開発に伴う温度管
理可能な発酵設備の導入

富山市八尾山田商工会

1996 16210346 富山県 株式会社福光石工 耐震・耐水「墓」の量産に係る専用工作機械の試作開発 南砺市商工会

1997 16210347 富山県 株式会社小泉製作所
金属仏具の切削と生産プロセスの強化によるリードタイム圧縮で顧客
ニーズに対応

高岡商工会議所

1998 16210348 富山県 川田ニット株式会社 多様な柄に対応した編機一括管理システムの開発 高桑　伸英

1999 16210350 富山県 株式会社コージン 射出成形品の技術高度化の為の研究開発と設備投資 富山県新世紀産業機構

2000 16210351 富山県 株式会社広野
工程管理用錠剤目視自動検査機とその画像確認及び保存装置の試作
開発

富山県新世紀産業機構

2001 16210352 富山県 キタムラ機械株式会社
マシニングセンタの製造・販売グローバル一元管理体制構築による国
際競争力強化事業

高岡商工会議所

2002 16210353 富山県 富源商事株式会社
次世代のスマートメーターやハイブリッド自動車向け電気部品用素材の
精密化加工ニーズの対応

高岡商工会議所

2003 16210355 富山県 北越商工株式会社 油圧ホース及び接続部品の高度な締結技術の開発と即納体制の確立 高岡信用金庫

2004 16210357 富山県 株式会社能作 シェル鋳型処理装置の開発と、それに伴う治具の協同開発 富山県新世紀産業機構

2005 16210360 富山県
株式会社立山科学ワイヤレス
テクノロジー

920MHz帯無線機のIPネットワーク化 富山第一銀行

2006 16210363 富山県 丸和ケミカル株式会社 溶接作業における耐熱皮手袋の開発と量産化に向けた取組。 高岡信用金庫

2007 16210365 富山県 株式会社トミプラ
樹脂用レーザー加工機導入による、樹脂部門・サイン部門のシナジー
効果の最大化

富山商工会議所

2008 16210366 富山県 富山製鋲株式会社
航空機・宇宙開発産業へ進出するための自動外観検査選別装置の開
発

Jタックス



2009 16210370 富山県 ホワイト食品工業株式会社
配管洗浄機の自動化による「ランニングコスト削減」と「安定供給」を図る
事業

北陸銀行

2010 16210371 富山県 株式会社エコ・マインド
リサイクルのための“プラスチックと金属の複合物”の分離回収システム
の開発

北陸銀行

2011 16210372 富山県 株式会社二塚段ボール 2ピース段ボール箱自動糊付化による生産性向上と競争力の強化 高岡信用金庫

2012 16210373 富山県
株式会社北陸エンジニアプラ
スチック

放射線を完全に遮蔽する高機能強化プラスチックの開発と商品化 富山銀行

2013 16210374 富山県 三晶エムイーシー株式会社 小型竪型成形機導入による省スペース化とハイサイクル成形の実現 富山銀行

2014 16210378 富山県
株式会社アース・コーポレー
ション

高温乾式メタン発酵を利用した生ゴミ等からのエネルギー循環型堆肥
生産システムの開発

北陸銀行

2015 16210379 富山県 有限会社林精機 小口化・短納期化型（精密内面研削盤設備の導入） 北陸銀行

2016 16210381 富山県 株式会社ミズノマシナリー
「航空機関連の高精度な治工具の製造における多品種・小ロット・短納
期化に対応可能な加工工程の開発」

富山県新世紀産業機構

2017 16210385 富山県
高陵プラスチックス工業株式
会社

多様化するプラスチック製品ニーズに対応出来る生産管理体制の確立 高岡商工会議所

2018 16210386 富山県 協伸静塗株式会社 技術開発と塗装機導入による2ベイク製品の高収益・低コスト化の実現 北陸銀行

2019 16210387 富山県 株式会社三栄プラテック プラスチック部品の生産力向上とコスト低減でユーザーのニーズに対応 北陸銀行

2020 16210393 富山県 株式会社関口製作所
多様な金属及び樹脂材を含めた建材関連部品の試作開発システムの
確立

高岡信用金庫

2021 16210395 富山県 株式会社ミヤタ
短納期化の実現により、海外・競合他社に奪われているアルミプレス市
場を奪回・拡大する。

高岡商工会議所

2022 16210397 富山県 金山工業株式会社 深海対応のアルミ耐圧容器と海洋構造物向けのアルミボックスの製造 富山第一銀行

2023 16210399 富山県 澤川鍛造工業株式会社
金属加工技術を総合的複合化による強みで厳しくも多様な顧客要求に
対応する技術力向上

高岡商工会議所

2024 16210400 富山県 株式会社内山精工 試作開発品の切削加工の短納期対応及び刻印台金の受注拡大 北陸銀行

2025 16210402 富山県 有限会社沼田製作所 メッシュ鉄筋（D19×20本レベル）への自動溶接および一括曲げ加工 小矢部市商工会

2026 16210406 富山県 株式会社碓井製作所 生産管理システムの構築 北陸銀行

2027 16210408 富山県 協和マシン株式会社
L曲げベンダー用無人高速自動位置決め装置とロボット集積システムの
試作開発

高岡信用金庫

2028 16210411 富山県 株式会社トヨックス
毛細管ホースと熱伝導素材シートの複合化による改良型輻射空調パネ
ルの試作開発

富山県新世紀産業機構

2029 16210412 富山県 株式会社砺波製作所
歪み防止等熟練工の溶接技術の継承と3次元溶接システムによる高精
度加工技術の構築

高岡信用金庫

2030 16210418 富山県 株式会社エイゼット 貼付剤用基布の生産における「編み・染色の一貫加工工程」の確立 富山県新世紀産業機構

2031 16210419 富山県 株式会社ホクペレ
“流動パラフィン含有超高分子量ポリエチレン”再資源化による設備導
入及び高度技術開発

富山銀行

2032 16210420 富山県 エアロ工業株式会社
ダクト・ステンレス加工製品の製作工程における短納期化及び多様化プ
ロジェクト

高岡商工会議所

2033 16210421 富山県 中野合金株式会社
銅合金製大口径リングの試作・製品化のための連続鋳造設備の自社
開発事業

富山県新世紀産業機構

2034 16210422 富山県 株式会社渡辺功機
新 生産管理システム導入により生産性向上・営業力強化を図り小ロッ
ト・短納期品へ対応

富山県新世紀産業機構

2035 16210424 富山県 杉山製機株式会社 ワンチャックによる高精度シャッター部品の高能率一貫加工 北陸銀行

2036 16210427 富山県 三秀工業株式会社
板金プレス技術と生産情報管理システムの融合最適化による機動的生
産効率の強化

高岡商工会議所

2037 16210431 富山県 株式会社本田ししゅう
リストバンド刺繍範囲の拡大（360度刺繍）による高度化する顧客要求へ
の対応

北陸銀行

2038 17210244 石川県 土肥研磨工業株式会社 φ 1000クラス高精度旋回軸受の一貫生産体制の確立 北國銀行



2039 17210247 石川県 高千穂工業株式会社 カセットギヤコンプの短納期生産プロセス構築による試作開発 北國銀行

2040 17210249 石川県 株式会社塗装館エス･エス
大面積インテリア繊維製品へのプリントを可能とする染色布への下地処
理開発

財団法人石川県産業創
出支援機構

2041 17210250 石川県 株式会社ホリカワ工業 プレスブレーキ用防傷・防歪み金型の試作・開発
財団法人石川県産業創
出支援機構

2042 17210251 石川県 シシクアドクライス株式会社 6～250㎏まで広域荷重を支えるクッション付キャスターの開発 北國銀行

2043 17210252 石川県 IKK株式会社 高周波熱融着技術を活用した流動媒体を循環/固定する布帛の開発
財団法人石川県産業創
出支援機構

2044 17210256 石川県 有限会社ライブエイド 組込みソフトウェアを利用した肌年齢計の試作開発 上野　和人

2045 17210257 石川県 サンエス株式会社 縫製後に針穴を塞ぐ縫糸およびその製造装置の開発 北陸銀行

2046 17210261 石川県 株式会社浅野太鼓楽器店
木工用自動切削装置の開発による高精度な太鼓バチ製造システムの
構築

北國銀行

2047 17210262 石川県 岩本工業株式会社 新規業種受注拡大の為、技術の集約と試作生産体制の改革を図る
財団法人石川県産業創
出支援機構

2048 17210264 石川県 株式会社タガミ・イーエクス 特徴ある片側スポット全自動溶接機の商品化のための開発 能美市商工会

2049 17210266 石川県 株式会社本螺子製作所 新規防錆処理を施した高付加価値銅部材の開発
財団法人石川県産業創
出支援機構

2050 17210267 石川県 小松電子株式会社 X線を利用した計数装置の開発と製作 北國銀行

2051 17210270 石川県 株式会社松浦電弘社
レールガイドマイクロ波導波管による非接触給電搬送システムの基礎
開発

北國銀行

2052 17210273 石川県 宝機械工業株式会社
優位性のある動力伝達技術が大物・長尺でも適用できるキー溝加工機
の開発

北國銀行

2053 17210275 石川県 株式会社ロング
三次元の曲面化する工作機械カバーをフレキシブルに成形する生産シ
ステムの構築

商工組合中央金庫

2054 17210278 石川県 北陸プレス工業株式会社
テーパーベアリングリテーナ用プレス加工金型の短納期・低コスト製作
システムの構築

商工組合中央金庫

2055 17210279 石川県 株式会社コスモサミット
睡眠時無呼吸症候群を早期発見するためのスクリーニングシステム開
発

財団法人石川県産業創
出支援機構

2056 17210286 石川県 UHT株式会社
機上計装化研削盤の試作開発による微細電子部材用切断刃具の事業
強化

北國銀行

2057 17210287 石川県 塩﨑化成工業株式会社 病院・介護施設向けの高機能食器の開発
財団法人石川県産業創
出支援機構

2058 17210288 石川県 宮本産業株式会社
塗装技術の内製化・高度化による消費者ニーズに対応した樹脂製品の
試作開発

北國銀行

2059 17210289 石川県 株式会社青郊 九谷焼加飾（塗装等）印刷の短納期化及び高精細化と他分野への応用
財団法人石川県産業創
出支援機構

2060 17210291 石川県 株式会社オーティ・マットー
1個流し塗装ラインにおいて、塗装条件を自動調整する静電塗装システ
ムの構築

財団法人石川県産業創
出支援機構

2061 17210292 石川県 板坂ストレッチ物産株式会社 スポーツ向け体幹補強機能を有する骨盤ベルトの開発
財団法人石川県産業創
出支援機構

2062 17210293 石川県 株式会社スーパ・アロイ 航空機エンジン用カーボン部品の切削加工技術の開発と生産 加賀商工会議所

2063 17210294 石川県 箔一産業株式会社
色彩選別機を利用した金銀箔およびトッピング材料の自動検品機のラ
イン構築

久保　和夫

2064 17210297 石川県 株式会社丸山製作所
部品加工の内製化及びせん断加工機の導入による一貫生産体制の確
立

北陸銀行

2065 17210300 石川県 株式会社木戸設備工業
新しい配管接続工法を導入する事により、短納期や耐震工法といった
顧客ニーズへの対応化

北國銀行

2066 17210301 石川県
株式会社エムズ・クリエイティ
ブ

組込みソフトウェアによる送信機能付き在室表示プレートと状況表示ア
プリの試作開発

財団法人石川県産業創
出支援機構

2067 17210302 石川県 有限会社小山カバーリング コラーゲン配合糸『うるおう糸』を使ったオンデマンド生産体制の構築 かほく市商工会

2068 17210304 石川県 シオモト製紐
多品種、少量生産、低価格を可能とする生産体制の強化と細幅織物製
品の試作開発

北國銀行



2069 17210307 石川県 有限会社のむら農産 低温除湿乾燥法を活用した生産プロセスの改善による新商品開発
財団法人石川県産業創
出支援機構

2070 17210309 石川県 宮米織物株式会社
繊維加工業の品質問題解析力向上による極細繊維織物の早期量産化
の実現

財団法人石川県産業創
出支援機構

2071 17210311 石川県 双電産業株式会社 手製AVケーブルの製造システム化 大西　慶子

2072 17210312 石川県 株式会社梶製作所 織機の振動を利用した磁歪による発電装置の開発
財団法人石川県産業創
出支援機構

2073 17210313 石川県 株式会社近江工業所 3D CAD/CAMと連動した自動溶接ロボット導入による新規受注開拓 北陸信用金庫

2074 17210314 石川県 永野技研株式会社 レーザー肉盛りによる金型製作・設計変更の短納期化 森本商工会

2075 17210315 石川県 小松鋼機株式会社
加工ニーズに応え、｢小口、短納期、試作、開発｣にも対応できる鋼材販
売

財団法人石川県産業創
出支援機構

2076 17210316 石川県 中島メッキ工業株式会社
繊維機械及び工作機械の制御盤シャーシ類のクロムレスめっき技術の
構築

商工組合中央金庫

2077 17210319 石川県 株式会社メタルエンジニア 多品種少量生産プレス加工の安全化と自動化システムの構築
財団法人石川県産業創
出支援機構

2078 17210320 石川県 株式会社テックワイズ
リバースエンジニアリングによる非接触3Dデジタイザを活用した金型の
デジタル化と長期データ保存に関わる設備投資

北國銀行

2079 17210321 石川県 株式会社白山機工
多軸制御溶接ロボットの導入によるマグネットローラーコンベヤの試作
開発

北國銀行

2080 17210322 石川県 株式会社別川製作所 生産プロセスの強化～次世代板金設備導入～
財団法人石川県産業創
出支援機構

2081 17210323 石川県 有限会社クレセント
幅広い年代の使用者が簡単に利用できる画像認識処理機能を有する
組み込みソフトウェアを搭載した個体識別システム開発

のと共栄信用金庫

2082 17210324 石川県
株式会社シブヤコーポレー
ション

移動販売車輛ボディの凹凸部分へ直接塗装技術の開発
財団法人石川県産業創
出支援機構

2083 17210325 石川県 北陸化成株式会社
発酵原料由来の機能性入浴剤の試作開発とそれを衛生的に量産化す
るシステムの開発

北國銀行

2084 17210329 石川県 株式会社キタムラ産業塗装 『静電粉体方式による無溶剤塗料を使用した工業塗装技術の開発』
財団法人石川県産業創
出支援機構

2085 17210330 石川県 小松協栄瓦企業組合
廃瓦リサイクルにおける新商品開発の為の面取機の開発及び破砕機・
分別機の改良

財団法人石川県産業創
出支援機構

2086 17210331 石川県 天池合繊株式会社 透明織物“天女の羽衣®”の天然繊維交織オリジナルプリント加工 のと共栄信用金庫

2087 17210332 石川県 宮丸精密金型株式会社
小径工具(R0.5mm以下)による高硬度材の切削加工(L/D＝10以上)の高
精度化

北陸銀行

2088 17210335 石川県 株式会社松井製作所 型真空成形のための樹脂乾燥技術の高度化
財団法人石川県産業創
出支援機構

2089 17210342 石川県 有限会社ハヤカワ
最先端多軸ロボット導入による、プラスチック成型加工品の品質向上、
短納期化、真空検知システムの開発

北國銀行

2090 17210344 石川県 株式会社成宏電機
赤外発光撮影による太陽光パネルの非破壊劣化診断手法の開発と確
立

財団法人石川県産業創
出支援機構

2091 17210346 石川県 株式会社中野製作所 研磨レス化での精度保証実現で、他業種や多種少量品の受注拡大
財団法人石川県産業創
出支援機構

2092 17210347 石川県 株式会社サカモト精機
自動車部品における切削加工システム開発による金属プレス加工の一
貫生産体制の構築

北國銀行

2093 17210348 石川県 有限会社金装
床や壁面等に張った床材や壁紙等を放射熱工法で剥離させる機械の
試作開発

興能信用金庫

2094 17210350 石川県 カネナカ食品工業株式会社 「電気穿孔及び通電加熱処理を応用した加工食品の開発・販売」 北國銀行

2095 17210351 石川県 北栄パイピング株式会社
特殊配管溶接の自動化と溶接方法の標準化による品質安定性向上と
低コスト化

北國銀行

2096 17210358 石川県 株式会社清水金属 高精度曲げ加工技術の開発とiPS細胞対応の超無菌筐体の試作 北國銀行

2097 17210359 石川県 石川可鍛製鉄株式会社
ダクタイル鋳鉄製品の高精度化と少数ロットの短時間生産システムの
構築

財団法人石川県産業創
出支援機構

2098 17210361 石川県 イヅイ工業株式会社 多品種・少量・開発用高精度バルブボディー加工の研究開発
財団法人石川県産業創
出支援機構



2099 17210364 石川県 金剛建設株式会社 農業用防風発電装置の開発と事業化
畠&スターシップ税理士
法人

2100 17210365 石川県 中川産業株式会社 クッション性を特長とするストレッチ生地の試作品開発 北國銀行

2101 17210368 石川県
株式会社ジェイ・エス・エス
井筒管材株式会社

組込みソフトを用いたランニングコストに優れたロードヒーティングシステ
ムの開発

財団法人石川県産業創
出支援機構

2102 17210372 石川県 株式会社梅信 手を汚さない生理用タンポンの紐（取り出し用コード）の開発と製造
税理士法人表征史合同
税理士事務所

2103 17210374 石川県 株式会社小林製作所
溶接ロボットを多品種・少量・短納期の製品に活用するためのシステム
の研究開発

財団法人石川県産業創
出支援機構

2104 17210375 石川県 株式会社北陸カラーフォーム 発泡樹脂切削加工品の衛生管理生産システム
財団法人石川県産業創
出支援機構

2105 17210376 石川県 有限会社岡田テキスタイル
編機の糸送り装置、柄オサ駆動装置のPC化による小口化・短納期化と
新商品の開発

金沢信用金庫

2106 18210203 福井県 ジャパンポリマーク株式会社 ダイレクトスクリーン版製造工程の構築 福井銀行

2107 18210204 福井県 豊ファインパック株式会社 カットフィルムの寸法公差を縮小する切削加工技術の開発 北陸銀行

2108 18210206 福井県 ケイテー・テクシーノ株式会社 原糸分割機の導入による高機能織物の小ロット短納期生産工程の確立 福井銀行

2109 18210208 福井県 株式会社TOMI-TEX 幅広炭素繊維ヨコ入れフィーダーの開発 福井銀行

2110 18210209 福井県 株式会社パワーユニオン
最新鋭フィルム研磨装置及びロール研磨機導入による短納期体制の構
築

福井銀行

2111 18210210 福井県 株式会社福岡 建築基礎用スパイラル鋼管杭の製造販売事業 片川長州

2112 18210211 福井県 中村ライト工業株式会社
リサイクル用大型粉砕機導入によるプラスチック製品のコスト低減化計
画

株式会社エフアンドエム

2113 18210212 福井県 オカモト鐵工株式会社 平板自動開先加工機導入による切削加工能力の強化とコスト削減 福井銀行

2114 18210213 福井県 株式会社水井 電子線照射技術を活用したウィッグ用高品質人工毛の開発 福井銀行

2115 18210214 福井県 株式会社明光建商
土木用コンクリートに最適な真空脱水工法のポンプシステム開発とテス
ト販売

福井銀行

2116 18210215 福井県 マルイチセーリング株式会社 多様化するニーズにあった生産能力の向上 武生信用金庫

2117 18210216 福井県 株式会社箕輪漆行 高分散漆の量産とそれによる乾漆粉の製造 越前市商工会

2118 18210217 福井県 株式会社シー・アンド・エム 低コスト冶具を用いた超微小めっき加工 北陸銀行

2119 18210218 福井県 竹内産業有限会社 5軸マシニングセンター導入による、高難度なメガネフレームの製造 北陸銀行

2120 18210219 福井県 株式会社寺本鉄工 HV・EV用コネクター自動生産設備の高効率生産体制の構築 福井銀行

2121 18210220 福井県 北陸東工シャッター株式会社
高機能プレスブレーキ導入による板金加工の精密化と工程管理の高度
化

福井銀行

2122 18210221 福井県 五二化学工業株式会社 農薬原料の量産化に伴う設備投資計画 和歌山商工会議所

2123 18210222 福井県 有限会社谷口鉄工所 新興国市場獲得に向けた省力化機械の低コスト化・短納期化の実現 税理士法人たすき会

2124 18210223 福井県 株式会社フジ.デンタルラボ
機械化によるメタルフリー補綴物の安価・効率化・短納期サービスの構
築

武生信用金庫

2125 18210225 福井県 株式会社山下水産 地元海産物を活用したギフト用生鮮惣菜の開発事業 越前町商工会

2126 18210227 福井県 北伸電機株式会社 小型でハイパワーな電動自転車用充電器の試作・開発 松田一彦税理士事務所

2127 18210228 福井県
福井カーテンレース産業協同
組合

最先端液流染色機による高付加価値国産レースの生産プロセス強化事
業

北陸銀行

2128 18210231 福井県 株式会社ウノコーポレーション 高速切削可能な難削材用小径穴加工工具の開発 福井銀行



2129 18210232 福井県 フクイボウ株式会社 合成繊維による意匠性の高い特殊糸の試作開発 福井銀行

2130 18210233 福井県 山田兄弟製紙株式会社 書き味にこだわった長期保存のきく高級筆記用越前和紙の開発 越前市商工会

2131 18210235 福井県 株式会社アルマック オリジナルオーダーカーテンの短納期・多品種少量生産ライン構築 ふくい産業支援センター

2132 18210236 福井県 富士工業株式会社
最新大型インクジェットプリンター導入による高級壁紙小ロット生産体制
の確立

福井銀行

2133 18210238 福井県 小杉織物株式会社 ポリエステルフイルム糸の高速製織技術開発 福井県商工会連合会

2134 18210240 福井県 第一織物株式会社 高効率乾燥サクションドラムの導入によるコスト競争力強化と品質向上 福井銀行

2135 18210241 福井県 三好興業株式会社 度数によらず可視光透過率の変わらない着色矯正用レンズの製品開発 福井信用金庫

2136 18210242 福井県 株式会社ソディックDAC 次世代カッティングマシンによる小ロットパッケージの試作･製造 合同経営会計事務所

2137 18210244 福井県 有限会社マツバ精工 カメラレンズに取り付けられるプリズムレンズの試作・開発 福邦銀行

2138 18210245 福井県 サカセ化学工業株式会社 病院仕様プラスチック製カート・キャビネットの短納期生産体制の構築 福井銀行

2139 18210247 福井県 大日メタックス株式会社
アルミ形材切断加工自動機の導入による生産性向上とコスト削減の実
現

福井銀行

2140 18210248 福井県 株式会社田中化成 断熱性PPS樹脂成形技術開発による高機能食器製品の実現 福井銀行

2141 18210251 福井県
株式会社サカイ・シルクスク
リーン

屋外仕様の薄型・大型LEDエッジライト導光板方式電飾サイン看板の開
発製造

福井銀行

2142 18210252 福井県 株式会社KYOEI
視覚障害者及び総ての人々に利用しやすい屋内用誘導シートの開発と
販売

福井銀行

2143 18210253 福井県 井上商事株式会社 太陽光発電設備向け地上設置用基礎杭の量産化製造技術開発 北陸銀行

2144 18210258 福井県 有限会社小畑製紙所 ペーパークラフト向けバナナペーパーの試作開発 越前市商工会

2145 18210259 福井県 日野電子株式会社 LEDを用いた小型・高効率な紫外線照明器具の開発 福邦銀行

2146 18210263 福井県 松原産業株式会社 板状断熱材供給の短納期化 片川長州

2147 18210266 福井県 株式会社エツミ光学
両面同時コート成膜装置開発によるスマートタッチパネルコーティングの
低コスト化

北陸銀行

2148 18210270 福井県 株式会社五十嵐製紙 3Dファッション和紙ハンガー 福井銀行

2149 18210272 福井県 豊田工業株式会社 工場施設等の余剰蒸気を活用した小型ブロア発電システムの開発 北陸銀行

2150 18210277 福井県 テクノワープ株式会社 再帰反射糸使用の経編地の開発と商品開発 福井信用金庫

2151 18210280 福井県 株式会社武田機械 工作物自動交換機能付多面加工フライス盤の試作開発 福井銀行

2152 18210284 福井県 株式会社ホプニック研究所 調光偏光レンズの量産化工法の開発と試作
ケー・エムコンサルティ
ング

2153 18210285 福井県 石川製紙株式会社 タバコ臭に対する消臭効果を付与した和紙の開発 越前市商工会

2154 18210292 福井県 大喜株式会社 ジャカード織物に絡みを融合した心地よい新エコ・カーシートの開発 福井銀行

2155 18210293 福井県 ヤマトタカハシ株式会社 昆布シートのスタンダード実現化に向けて 福井銀行

2156 18210296 福井県 岩崎工業株式会社 溶接ロボット導入による競争力の強化 北陸銀行

2157 18210300 福井県 株式会社室次 新技術醸造発酵（速醸魚醤）装置の生産性強化による醤油の新開発 福井商工会議所

2158 18210301 福井県 高松メッキ工業株式会社 高強度繊維へのメッキ法の開発による新規市場の獲得 北陸銀行



2159 18210302 福井県 株式会社ミテック 肉厚層・多結晶ダイヤ焼結体の研磨・研削技術加工 福井商工会議所

2160 18210310 福井県 倉茂電工株式会社 耐磁気ノイズ性が高い特殊構造の通信ケーブル開発 ふくい産業支援センター

2161 18210311 福井県
株式会社ナ・デックスプロダク
ツ

レーザ入熱制御による次世代レーザ・スポット溶接の試作開発 敦賀商工会議所

2162 18210312 福井県 竹内菓子舗
超急速超低温冷凍機導入による長期保存｢福井米粉カステラ｣の試作
開発

福井商工会議所

2163 18210315 福井県 株式会社ナカテック バンドソー製作の一貫組立体制構築のための塗装工程の内製化 北陸銀行

2164 18210316 福井県 株式会社大阪合金工業所 銅合金の凝固結晶粒微細化材の開発 福井銀行

2165 18210317 福井県 有限会社ニッキンワーク 在庫リスク1/10以下のメガネ枠製造と新しいサービスの提供 福井銀行

2166 18210320 福井県 高嶋技研株式会社 飲料業界向け省スペース型X線入味検査装置の試作 福井商工会議所

2167 18210324 福井県 福井環境事業株式会社
廃プラ再資源化原料の多品種化・短納期化を実現する生産管理システ
ムの導入

福井商工会議所

2168 18210326 福井県 株式会社カブト 「従来対応困難であった多色押出成形技術の構築」 北陸銀行

2169 18210332 福井県 有限会社吉中精工 焼き入れ金型の狭ピッチ微細形状加工を研究開発 北陸銀行

2170 18210333 福井県 北陸マシナリー有限会社
材料形状切断から切削加工まで一貫した製造工程の構築による短納
期化の実現

福邦銀行

2171 18210334 福井県 株式会社西野工務店 間伐木材を活用した小断面木材のブロック連結複合梁の試作開発 わかさ東商工会

2172 18210335 福井県 岡本レース株式会社 特型カット装置導入による高強力素材を用いたモールの試作開発 福井銀行

2173 18210339 福井県
ヤマウチマテックス・エンジニ
アリング株式会社

医療向け極細線加工技術の試作開発及びその製造設備の製作 福井銀行

2174 18210341 福井県 有限会社三都テック 『複雑三次元形状に対する精密加工技術の確立』 北陸銀行

2175 18210343 福井県 稲山織物株式会社 使用する糸を選ばずに撥水性が確保される織物「トラフカット」の商品化 福井銀行

2176 18210345 福井県 株式会社キシモト商会 マットレスティッキングカバー用途 高密度ニット編地開発編成 福井銀行

2177 18210347 福井県 株式会社タイホウ
レーザー溶接機導入によるチタンメガネフレーム生産の短納期化と高品
質化の実現

福井銀行

2178 18210348 福井県 山金工業株式会社 粉体焼付塗装鋼鈑における昇華転写技術による再現性と質感の向上 福井商工会議所

2179 18210349 福井県 金津繊維株式会社 サイン用に特化したメッシュシートの開発 あわら市商工会

2180 18210352 福井県 株式会社とば屋酢店
醸造酢および関連調味料の多品種、小ロット、オーダーメイド対応によ
る競争力強化

小浜商工会議所

2181 18210356 福井県 株式会社ノサカテック 医薬品業界向け真空技術を用いた量産型薬液剤充填シール機の開発 福邦銀行

2182 18210360 福井県 株式会社橋詰研究所 LED基板を塔載したフラットヤーン横入れLEDテキスタイル事業 福邦銀行

2183 18210362 福井県 ユニックス株式会社 アセテート（眼鏡材）を特殊加工するNCフライス複合機導入 福井信用金庫

2184 19210105 山梨県 有限会社フィッツ 精密電動レべリングブロックの開発 山梨中央銀行

2185 19210107 山梨県 株式会社道志化学工業所
プラスチック射出成形におけるエジェクタ制御を利用したガス抜き工法
の開発

特定非営利活動法人も
のづくり支援機構

2186 19210110 山梨県 三栄精工株式会社
多品種・少量・短納期に対応した自動検査装置の開発による品質保証
体制の構築

南アルプス市商工会

2187 19210111 山梨県 株式会社石友 新素材［パラジウム］を用いた健康ジュエリーの鋳造による試作開発 山梨中央銀行

2188 19210113 山梨県 株式会社石山
改良型押出成形機の導入による「ビーズ法発泡スチロール製品」の高
効率・低コスト生産の実現と試作開発。

株式会社経営ソフトリ
サーチ



2189 19210114 山梨県 株式会社石原精機製作所 ガス器具部品の安定供給と試作品の開発による安全性の追求
公益財団法人やまなし
産業支援機構

2190 19210115 山梨県 株式会社アズマ工機 半導体レーザーを用いた微細モデル専用の小型3Dプリンターの開発 山梨中央銀行

2191 19210120 山梨県 株式会社信和
3Dプリンタの欠点を克服した金属材料超短納期多品種一括加工試作プ
ロセスの確立

甲府信用金庫

2192 19210121 山梨県 サンリツテクノ株式会社 大口径セラミックスの高精度平坦化技術の確立と評価システムの構築
公益財団法人やまなし
産業支援機構

2193 19210122 山梨県 株式会社渡兼
医薬品包装機向け等の部材の製造における短納期・小ロット・高精度化
対応のための設備導入および加工プロセスの確立

都留信用組合

2194 19210123 山梨県 北富士オリジン株式会社 抵抗溶接機用トランスの革新的小型・軽量化 A-MEC株式会社

2195 19210124 山梨県 クラウンファスナー株式会社 自動車用精密部品の高速画像検査処理装置の開発 A-MEC株式会社

2196 19210125 山梨県 株式会社クオファーム 可視光対応ハイブリッド光触媒塗料開発と小ロット生産体制確立 A-MEC株式会社

2197 19210126 山梨県 株式会社ギリオン
機能性素材（セラミック等）を組織中に含有する貴金属材料及び同装身
具の開発

A-MEC株式会社

2198 19210128 山梨県 有限会社塚原製作所 河川に置くだけで発電できる小水力システムの試作開発 A-MEC株式会社

2199 19210129 山梨県 甲陽電気 用水路や小河川に適した小水力システムの試作開発 A-MEC株式会社

2200 19210130 山梨県 株式会社中家製作所 大物板状製品簡易側面切削加工機の開発
公益財団法人やまなし
産業支援機構

2201 19210132 山梨県 株式会社光彩工芸
新素材の試作開発・連続鋳造による板材の開発およびヘッダー加工開
発

山梨中央銀行

2202 19210134 山梨県 株式会社昭栄技研 液体炭酸ガスによる機能性フィルム開発用試験装置の試作開発
特定非営利活動法人も
のづくり支援機構

2203 19210136 山梨県 アイトー電子株式会社 地域ニーズに対応した超小型EVモビリティの開発 都留信用組合

2204 19210137 山梨県
株式会社システムインナカゴ
ミ

人型小型ロボットによる独居高齢者見守りシステムの開発
公益財団法人やまなし
産業支援機構

2205 19210138 山梨県 株式会社山梨技術工房
低価格/小型化　次世代半導体向け光散乱センサユニット搭載表面検
査装置の開発。

山梨中央銀行

2206 19210139 山梨県 ジット株式会社 「インクジェットプリンター向け高機能インクと専用ヘッドの開発」
公益財団法人やまなし
産業支援機構

2207 19210142 山梨県 笹一酒造株式会社
真摯に日本酒と向き合い、酒造りを一から見直し、伝統技術をより高め
る

商工組合中央金庫

2208 19210144 山梨県 有限会社甲進化成 高精度中形射出成形プラスチックの開発 池田善一

2209 19210149 山梨県 ワイエス電子工業株式会社 双極子プラズマによるコーティング膜着脱両用装置の開発
公益財団法人やまなし
産業支援機構

2210 19210152 山梨県 株式会社Toshin
「水の流れ解析・低損失トルク伝達技術による国際規格対応ローコスト
水道メータの開発」

中央市商工会

2211 19210154 山梨県 京西電機株式会社 熱の発生を大幅に抑制する回生型充放電電源試験装置の製品化 多摩信用金庫

2212 19210161 山梨県 株式会社コイケ
弾性表面波デバイス用タンタル酸リチウム単結晶の高収率育成技術開
発

公益財団法人やまなし
産業支援機構

2213 19210165 山梨県 井出酒類販売株式会社
酒粕と麹の両者の相対性を発酵技術により融合化させた挑戦的かつ画
期的商品。

丸山孝雄

2214 19210170 山梨県 株式会社平山ファインテクノ
直接描画技術を活用した高密度プリント基板のソルダーレジスト形成工
法の開発

公益財団法人やまなし
産業支援機構

2215 19210172 山梨県 株式会社マステック
水晶片の視認と周波数の微調整が可能な水晶振動子のクリスタルパッ
ケージ開発

公益財団法人やまなし
産業支援機構

2216 20210001 長野県 株式会社セリオテック
高トルク駆動伝達小径シャフト連結部の構造強化部品量産化にむけた
開発

特定非営利活動法人諏
訪圏ものづくり推進機構

2217 20210002 長野県 株式会社アコーズ 超小型通信式活動量計及び健康管理システムの開発 八十二銀行　鼎支店

2218 20210005 長野県 株式会社スカイワークス ロジックICを用いた新しいタイプの水位計・浸水計の開発 中箕輪村商工会



2219 20210006 長野県 株式会社三鷹金属化工所 アルミ素材への高耐食性ノンクロム化成被膜の開発
東京都民銀行　三鷹支
店

2220 20210007 長野県 有限会社丸源鋸工場 新型目立て機による切れ味と丈夫さを兼ね備えた高性能鋸の開発 八十二銀行　須坂支店

2221 20210008 長野県 きそミクロ株式会社
貫通穴付ガラスウエハー基板の位置決め機能付特殊加工装置の開発・
実用化

公益財団法人長野県テ
クノ財団

2222 20210009 長野県 株式会社サワイ
新・生産管理システム開発・構築による国際競争力 強靭化 と 差別化
を実現

佐久商工会議所

2223 20210012 長野県 サンエスシステムズ株式会社
製品含有化学物質のJIS化に沿ったエビデンス管理システムの研究・開
発

長野県中小企業振興セ
ンター

2224 20210013 長野県 信越明星株式会社 流水解凍タイプ茹で冷凍そばの開発にかかる事業計画
浅間リサーチエクステ－
ションセンター

2225 20210014 長野県 株式会社CMC総合研究所
カーボンマイクロコイル（CMC）を塗布した高機能性繊維製品の試作開
発

長野県テクノ財団

2226 20210015 長野県 有限会社久保田工作所 非磁性材の研削加工における高精度微細加工技術の開発 豊丘村商工会

2227 20210017 長野県 株式会社アクセス
人々に安全安心を提供する『見守りシステム』の開発と新たな『見守り手
法』の確立

松本商工会議所

2228 20210019 長野県 澤田産業株式会社 長野事業所精密高速切断ライン導入プロジェクト 商工組合中央金庫

2229 20210020 長野県 マリモ電子工業株式会社 HTML5を使用したWeb計測装置の製品試作開発 群馬銀行　上田支店

2230 20210022 長野県 株式会社カミイナ
最新アパレルCAD・CAMの活用による、衣服縫製品の「多品種少量生
産及び短納期化」への対応力強化

八十二銀行　宮田支店

2231 20210023 長野県 有限会社中山ステンレス 板金加工品の面取りブラシの研究開発と設備の導入
長野県信用組合　中野
西支店

2232 20210025 長野県
カイシンエレクトロニクス株式
会社

プリント基板加工用極小径ドリルの自動研磨装置の試作開発
長野県中小企業振興セ
ンター

2233 20210026 長野県 株式会社ネハシ ワイヤカット放電加工機導入によるプレス加工部品の短納期立上げ 長野銀行　箕輪支店

2234 20210027 長野県 株式会社玉村本店 自家栽培ホップを活用したビールの生産力強化
八十二銀行　山ノ内支
店

2235 20210028 長野県 株式会社ハヤシ
多品種小ロット短納期の幅広い受注に応えるための、ローダー付NC旋
盤導入

小野寺浩一公認会計士
税理士事務所

2236 20210030 長野県 有限会社フジ精密工業
3次元設計による金型標準化と図面簡略(3次元図面の開発)でリードタ
イムを削減する

八十二銀行　辰野支店

2237 20210031 長野県 株式会社佐々木工業
高精度ベンディングマシン導入による厚板長尺の一括板金加工システ
ム構築

佐久商工会議所

2238 20210033 長野県 株式会社イトウテック 自動弁バルブ部品の溶接品質・生産能力向上のためのシステム開発
長野県信用組合　茅野
支店

2239 20210034 長野県
株式会社ピーエムオフィス
エー

3Dレーザースキャナー測量並びに3Ｄプリンターを活用したプラスチック
キット開発

八十二銀行　諏訪支店

2240 20210035 長野県 株式会社彩世
ラインマン（Lineman）商品化プロジェクト（高均一光輝度レーザライン
ジェネレーター）

神奈川銀行　六角橋支
店

2241 20210036 長野県 株式会社ＮＹツール
大型特殊切削工具の高精度製作技術の開発と、既存商品の高精度
化。

長野県信用組合　岡谷
支店

2242 20210038 長野県
安曇野本多通信工業株式会
社

高性能3次元測定器による金型技術力の向上 安曇野市商工会

2243 20210039 長野県 有限会社南安鐵工所 高速プラズマ鋼板切断機導入による短納期対応強化と競争力強化 松本信用金庫

2244 20210041 長野県 シスマック技研有限会社
複合加工技術の高度化によるステアリング用特殊ボスユニットの試作
開発

八十二銀行　茅野支店

2245 20210043 長野県 有限会社宮山電子製作所
実装マウント工程の生産性・精度向上を実現する専用治具開発及び最
新マウンター導入

美斉津　晃

2246 20210044 長野県 株式会社エヌ・ピー・シー
微細精密金属プレス製品の生産工程効率化による価格競争力強化と
受注拡大

五味　桂一

2247 20210045 長野県 株式会社髙﨑製作所 プレス部品自走式外観検査装置の開発
商工組合中央金庫　長
野支店

2248 20210046 長野県
有限会社プロセスクリエイショ
ン

外科手術用特殊メス及び生体親和性向上人口歯根の製作のための
レーザー加工技術の開発

公益財団法人長野県テ
クノ財団



2249 20210047 長野県 株式会社ミハマ
高機能クランプの試作開発と、多品種･少量生産･カンバン納入に対応
可能な生産管理システムの開発導入

多果谷宣子税理士事務
所

2250 20210049 長野県 ハード技研工業株式会社
極薄金属材料コイル材の低ひずみ化熱処理技術と表面処理加工技術
の開発

公益財団法人長野県テ
クノ財団

2251 20210051 長野県 株式会社伸和精工
板鍛造技術の高度化による超精密軸受切削部品のプレス加工技術の
開発

八十二銀行　箕輪支店

2252 20210053 長野県 株式会社シナノ デザインの優れた歩行杖の加飾工程の開発と設備の最適化 佐久商工会議所

2253 20210055 長野県 株式会社浜島精機
旋盤とマシニングセンターでの高精度共通治工具運用システムの開発
と運用

飯田信用金庫

2254 20210057 長野県
オリオンワイヤリング株式会
社

塗装工程の生産性/品質向上を図る付着塗料剥離機開発及び新型焼
付炉導入

長野県信用組合　戸倉
支店

2255 20210058 長野県 日本電熱株式会社 小型移動式　冷却・加熱装置（ニュークックチル）の新規開発 安曇野市商工会

2256 20210061 長野県 日野製薬株式会社 ブドウ種子等の抗酸化物質を配合した機能性集積型健康食品の開発 八十二銀行　福島支店

2257 20210064 長野県 立信精機株式会社 漁業定置網用の同期点灯フラッシュライトの製品開発
商工組合中央金庫　長
野支店

2258 20210066 長野県 株式会社山崎屋木工製作所
生産システム構築と部材開発による､20%のコストカット実現への高断熱
性木製サッシ開発事業

長野信用金庫

2259 20210067 長野県 大永工業株式会社 セルフ・クリンチング・スペーサー圧入作業時間短縮のための試作開発
長野県信用組合　坂城
支店

2260 20210069 長野県 丸金パイプ株式会社 ポリエチレン管プレファブ加工商品の品質安定と普及促進計画 近畿大阪銀行

2261 20210070 長野県 株式会社マイクロネット ANC（能動騒音制御）装置の小型・省スペース化の試作開発
商工組合中央金庫　川
崎支店

2262 20210072 長野県 株式会社ワークソリューション プラズマと紫外線を併用した簡易殺菌装置の試作開発
公益財団法人長野県中
小企業振興センター

2263 20210073 長野県 株式会社荻窪金型製作所 刃物形状の測定と加工条件の最適化による微細切削加工技術の確立
公益財団法人長野県中
小企業振興センター

2264 20210075 長野県 株式会社ジェナジー スパッタリング用Auターゲットの結晶粒制御技術確立及びその量産化
税理士法人成迫会計事
務所

2265 20210076 長野県 株式会社矢沢光学 医療機器用光学レンズ面精度向上試作開発
諏訪信用金庫　下六斗
橋支店

2266 20210077 長野県 株式会社大久保西の茶屋
手打ちそばの風味を生かした自然食、美味しい冷凍生ソバの試作・開
発

長野県信用組合　本店

2267 20210079 長野県 湖北工業株式会社 切削加工部品の「小口・短納期化、低コストへの新工法」開発
八十二銀行　下諏訪支
店

2268 20210081 長野県 有限会社プライムシステムズ モバイル型汎用計測器制御機器の試作・開発 八十二銀行　茅野支店

2269 20210084 長野県 二光光学株式会社 高精度サファイア製品の試作、開発
アルプス中央信用金庫
箕輪支店

2270 20210089 長野県 株式会社アルプス鋼
大型異形状溶接加工物・大物非鉄加工物の高精度・短納期加工技術
の確立

諏訪信用金庫　下諏訪
支店

2271 20210091 長野県 芙蓉酒造株式会社
高原野菜由来ミネラル豊富な高機能新リキュール開発と関連生産設備
整備

佐久商工会議所

2272 20210092 長野県 株式会社山岸製作所
高精度・難削材加工技術の習得と最新設備の導入による短納期・変種
変量生産体制の構築

公益財団法人長野県中
小企業振興センター

2273 20210096 長野県 久保田容器工業株式会社 スチール製18リットル再生缶量産設備の能力強化
八十二銀行　南松本支
店

2274 20210099 長野県 中島工業有限会社 超極薄板材を高品質化のための旋削を応用した新加工法開発 阿智村商工会

2275 20210100 長野県 山清電気株式会社
高齢化社会に向けたハイブリッド式コードレス温熱ヘルスケア機器の開
発

公益財団法人長野県テ
クノ財団

2276 20210102 長野県 有限会社滝沢工研 上下駆動リンク機構開発と応用市場販路開拓
長野県信用組　更埴支
店

2277 20210103 長野県 有限会社オノガワ精機 同時5軸加工による航空機用複雑形状部品の迅速作成技術の開発 阿智村商工会

2278 20210104 長野県 有限会社アイテック グラファイト電極の放電加工によるプラスチック金型の工法の確立 辰野町商工会



2279 20210105 長野県 株式会社ミクロン精工 『インフィールド研削盤による高精度部品加工の多品種少量生産』 長野銀行　茅野支店

2280 20210106 長野県 株式会社マスターマインド 円筒形容器側面全周に直接印刷するプリンタの試作開発 松本商工会議所

2281 20210107 長野県 ハーバー電子株式会社
小型フィルムコンデンサの溶射及び溶接技術の高度化による製品コスト
の低減

八十二銀行　岡谷支店

2282 20210110 長野県 株式会社進和製作所 パルプを原料とする射出成型品の開発（PIM成形）
八十二銀行　上田東支
店

2283 20210115 長野県 株式会社東京電機 地滑り計測用高深度ひずみセンサーの開発と生産プロセスの構築 八十二銀行　丸子支店

2284 20210119 長野県 株式会社エーアイテック
車載電子部品の低高温検査装置用省エネ型熱風発生機(CO2ヒートポ
ンプ)の開発

商工組合中央金庫　松
本支店

2285 20210122 長野県 白鳥ガスケット製造株式会社 絶対数納品に対応する計数機アタッチメントの試作開発 美斉津　晃

2286 20210123 長野県 有限会社ハイメック
液晶ディスプレイ製造に必須な配向露光工程を2倍以上の高いエネル
ギー効率でフィルムに転写する機能を持った光学エンジンの開発

株式会社佐々木会計事
務所

2287 20210125 長野県 株式会社エスイー工業
下請脱却のための製品開発：「連続割れ事故」を100%防ぐ、注射剤反転
機構の試作開発

小野寺浩一公認会計士
税理士事務所

2288 20210127 長野県 有限会社エフ・クリエート 高効率小容量ソーラーパネル充電システムの試作開発
公益財団法人長野県テ
クノ財団

2289 20210128 長野県 プロスク株式会社
アミューズメント顧客よりの短納期化及び小Lot化要求を満たす設計・開
発システムの実現

上原会計事務所

2290 20210129 長野県 株式会社タカモリ EV&HEV向け高効率材の積層金型の試作開発 豊丘村商工会

2291 20210130 長野県 カイシン工業株式会社 上下駆動をガイドする高精度・長寿命摺動部品の試作開発
公益財団法人長野県中
小企業振興センター

2292 20210131 長野県 松川光学有限会社
光学（医療機器・理科教材）メーカー等からの要求による試作及び少
ロット・短納期対応事業化の推進

飯田信用金庫

2293 20210132 長野県 株式会社スター精機 低コスト・短納期対応のための複合切削加工技術の開発
商工組合中央金庫　諏
訪支店

2294 20210133 長野県 株式会社タカギセイコー
眼科で使用する新しいスリットランプマイクロスコープとその付属品の開
発

長野県信用組合　中野
支店

2295 20210134 長野県 セラティックジャパン株式会社 パワーエレクトロニクス用セラミック基板の高精度加工技術の開発
公益財団法人長野県テ
クノ財団

2296 20210135 長野県 武重本家酒造株式会社 低アルコール濁酒の効率的な火入れ方法の確立 八十二銀行　望月支店

2297 20210137 長野県 有限会社サンプラスチック 海外とのコスト競争に耐えうる成形ラインの開発 税理士法人未来経営

2298 20210138 長野県 株式会社キャドソン 微小な精密部品の低コスト生産を実現する冷間鍛造技術の試作開発
諏訪信用金庫　宮川支
店

2299 20210139 長野県 有限会社浅間精機
円筒・万能研削盤導入により、金型高精度化・高品質化の実現をし、有
力市場を獲得する。

長野県信用組合　小諸
支店

2300 20210142 長野県 株式会社ハルピンフーズ
『四年仕込み発酵味噌だれ』の製造期間短縮と製造原価低減のための
プロセス開発

諏訪信用金庫　飯島支
店

2301 20210143 長野県 株式会社BMEユニバーサル
義足・歩行支援スーツへの適用を目指し、人への親和性の高い膝関節
継手の試作開発

公益財団法人長野県中
小企業振興センター

2302 20210144 長野県 株式会社協和設備
FPシステム（フレアプレハブシステム）導入による配管工法の高付加価
値化

松本信用金庫

2303 20210145 長野県 株式会社サンリエ 高精度ベンディングマシン導入による金属プレス試作製品の短納期化 八十二銀行　市田支店

2304 20210146 長野県 精工舎 自動車メーカー向け複雑形状部品の高速・高精度化による試作開発。 八十二銀行　戸倉支店

2305 20210147 長野県 GAST JAPAN株式会社 プラスティックへの高機能コーティングにおける先端工法の開発 長野銀行　伊那東支店

2306 20210152 長野県 株式会社松本製作所 建設用機械部品に係る試作立上げから量産までの期間短縮化
長野市商工会鬼無里支
所

2307 20210153 長野県 有限会社五味精工 高精度化・複雑形状化・短納期化を実現する切削加工技術の高度化
八十二銀行　富士見支
店

2308 20210154 長野県 株式会社イツミ 衣料仕上プレスの加圧コテ型の機械加工化 諏訪信用金庫　原支店



2309 20210156 長野県 株式会社日誠イーティーシー 車載モーター用ステーターの巻線とはんだ付けの自動化及び連動化
一般財団法人浅間リ
サーチェクステンション
センター

2310 20210158 長野県 シナノカメラ工業株式会社
新たな実装プロセス開発による、競争力強化と即効的需要喚起への取
組

八十二銀行　松本営業
部

2311 20210159 長野県 アスザックフーズ株式会社 高齢者に優しく美味しい、非常食にも活用可能な食品の開発
公益財団法人長野県中
小企業振興センター

2312 20210162 長野県 株式会社シード・アドバンス 小ロット・難塗装のニーズに挑戦する「塗装の110番」 大沢会計事務所

2313 20210163 長野県 有限会社プロテック 歯科用の補綴物を機械を用いて加工する計画 税理士法人小山会計

2314 20210164 長野県 株式会社アルカディア 鉄道駅ホーム可動柵扉および省力化システムの開発計画 税理士法人小山会計

2315 20210165 長野県 有限会社山田精機製作所
軸受け機器製品検査における新技術導入での自動車部品不具合低減
の実現

八十二銀行　長地支店

2316 20210166 長野県 株式会社飯沼ゲージ製作所 スマートフォン、タブレットPC用カバーガラス製造装置の試作開発 八十二銀行　茅野支店

2317 20210167 長野県 みやま工業有限会社 アルミダイカスト新鋳造技術 低温低圧鋳造の構築
八十二銀行　富士見支
店

2318 20210168 長野県 合資会社山万加島屋商店 味噌作りの一貫した製造ライン構築による新製品・新サービスの開発 大沢会計事務所

2319 20210170 長野県 株式会社タキワ 「新材料供給装置導入による生産プロセス強化」 八十二銀行　波田支店

2320 20210171 長野県 株式会社クラフト小松 受注の多品種小口化、短納期化ニーズへの対応のための設備改善 箕輪町商工会

2321 20210173 長野県 有限会社近藤鉄工
製函品に適用する溶接ロボット応用技術の開発とそれに伴う生産工程
の改革

アルプス中央信用金庫

2322 20210175 長野県 株式会社ツバサ セラミック等難削材の加工精度の高度化 八十二銀行　市田支店

2323 20210176 長野県 株式会社アビックス 公共施設向け案内表示LED内照式ピクトグラムの事業化 松本商工会議所

2324 20210177 長野県 株式会社高和製作所 日本ブランドの次世代型鋳物製薪ストーブの開発
八十二銀行　篠ノ井支
店

2325 20210178 長野県
株式会社世界最速試作セン
ター

先端三角折り機能付全自動トイレットペーパーホルダーの商品開発 八十二銀行　諏訪支店

2326 20210179 長野県 コトヒラ工業株式会社 クリーン化機器用の高機能樹脂ノズル開発と商品化による事業拡大
公益財団法人長野県中
小企業振興センター

2327 20210180 長野県 大澤酒造株式会社 アルコール清酒の新作製造に関わる冷蔵庫化と新圧搾機導入 八十二銀行　望月支店

2328 20210181 長野県 株式会社信越工機
３D　CAD CAM CAE導入による省エネ建材切断切削加工用特注機械
製造業の　NEWビジネスプラン開発実証を行う

長野県信用金庫

2329 20210182 長野県 有限会社二光精機製作所
医療器部品の信頼性向上のための難削材における深穴加工技術の開
発

諏訪信用金庫　原支店

2330 20210184 長野県
株式会社乾光精機製作所
飯田工場

高輝度LED曲面発光照明器の試作開発（意匠権登録予定） 串原　義通

2331 20210185 長野県 株式会社つばくろ電機 金属加工部品表面仕上げ(バフ研磨)自動化装置の開発 松本信用金庫

2332 20210186 長野県 小松工業株式会社
冷間鍛造加工における連続加工を可能とする『3次元サーボトランス
ファー加工方式』の開発

商工組合中央金庫　諏
訪支店

2333 20210188 長野県 株式会社柳原製作所 3Dプリンター活用による金型製作時間の短縮とオリジナル金型の開発 上田市商工会

2334 20210189 長野県 三立電機株式会社
設備導入によるPT板ユニット試作製造の短納期・低コストプロセスの確
立

あおい税理士法人

2335 20210190 長野県 鈴木プレス工業株式会社
高精度ワイヤーカット放電加工機導入による「板鍛造部品」の国内外の
シェア拡大

唐澤孝好

2336 20210192 長野県 宮坂ゴム株式会社 コリ緩和商品の低コスト化に向けた試作開発 八十二銀行　茅野支店

2337 20210193 長野県 株式会社小松製作所
油圧ショベルのフレームハウス溶接工程の削減と一体化の試作開発で
低価格化を実現

松本商工会議所

2338 20210195 長野県 株式会社光和 放電加工機導入による金型製作短納期化と付加価値向上の実現
一般財団法人浅間リ
サーチェクステンション
センター



2339 20210199 長野県 有限会社八剣技研
医療機器分野の部品加工における、難削材の微細且つ高精度な加工
技術の高度化

八十二銀行　茅野支店

2340 20210201 長野県 株式会社ユウワ 狭ピッチコネククタ成形品の成形機連動画像検査機の開発 八十二銀行　小諸支店

2341 20210202 長野県
有限会社
GENCORPORATION

災害遭難支援用二重反転型ヘリコプタの開発 志水達也税理士事務所

2342 20210203 長野県 フィット工業株式会社
建築・金物用切り板及び太陽光フレーム関連分野へ参入する生産体制
の構築

松本商工会議所

2343 20210204 長野県 日機工業株式会社 歯科用インプラントの開発改良による医療機器事業の拡充
長野県信用組合　坂城
支店

2344 20210206 長野県 株式会社シンエイ・ハイテック エンコーダーセンサーモジュールの開発 長野合同税経事務所

2345 20210207 長野県 有限会社中澤製作所 介護用上半身不安定な人向け歩行補助（リハビリ）装置の開発 八十二銀行　須坂支店

2346 20210208 長野県 有限会社古川製作所 工業用ランプの口金をコスト削減する新しいプロセス
諏訪信用金庫田　中町
支店

2347 20210209 長野県 有限会社小林精工
5軸加工機を軸とした短納期化システムによる微細金型部品の試作開
発

八十二銀行坂城支店

2348 20210211 長野県 株式会社ミクロ化学 きのこキャツプ自動組立て製造装置の開発
長野県信用組合　中野
支店

2349 20210212 長野県 有限会社多田プレシジョン
高精度放電加工機導入による医療機器部品の形状複雑化、短納期の
対応強化

安曇野市商工会

2350 20210213 長野県 株式会社ピーエーイー 新製品開発における時間短縮と開発精度向上のための体制づくり。 原久事務所

2351 20210214 長野県 アタゴシステム株式会社 土壌汚染原位置浄化用の樹脂製薬剤投入管の試作開発 吉田税務会計事務所

2352 20210216 長野県 株式会社鬨一精機 3Dモデルからの直接変換によるNCプログラム作成システムの開発
八十二銀行　南松本支
店

2353 20210217 長野県 株式会社山田製作所 域の防災力の底上げにつながる新たな消火設備の開発
諏訪信用金庫　六斗橋
支店

2354 20210218 長野県 有限会社カイセイ 薄肉形状加工品の高精度化、低コスト化、短納期化の実現
上田商工会議所　川西
支所

2355 20210219 長野県 有限会社福沢製作所 複合旋盤導入による加工精度の向上と生産性のアップ
アルプス中央信用金庫
箕輪支店

2356 20210220 長野県 ウインテック株式会社 ロボット活用による製品の自動整列を行う生産プロセス強化事業
八十二銀行　岩村田支
店

2357 20210221 長野県 有限会社ニシキ精機
多品種少量の難削材製品での「短納期」実現による競争力強化への取
組

岡谷商工会議所

2358 20210223 長野県 株式会社協電社 成長分野である医療・工業分野への新製品開発による新規参入事業 八十二銀行　松川支店

2359 20210224 長野県 株式会社小野酒造店
日本酒の国際化に対応した火入れ酒の高品質化による新しい市場の
開拓

八十二銀行　辰野支店

2360 20210227 長野県 有限会社キットウ
「両頭側面フライス盤を用いたリードタイムの圧縮と小ロット・短納期生
産の実現」

八十二銀行　辰野支店

2361 20210228 長野県 株式会社プロノハーツ
中小企業の設計製造現場で利用可能なカスタマイズ型3Dプリンタの開
発

八十二銀行　塩尻支店

2362 20210229 長野県 株式会社カスケード資源研究
発酵技術による難分解性バイオマス資源「リグニン」の低分子化成功と
試作品の開発

税理士法人成迫会計事
務所

2363 20210231 長野県 株式会社高島計器 新しい市場に応えた、高性能高圧ガス圧力計の開発 八十二銀行　諏訪支店

2364 20210232 長野県 株式会社吉野電機 3D複雑形状金属部品の低価格化に応える冷間鍛造工法の試作品開発 共立信用組合　本店

2365 20210233 長野県 株式会社安曇野漬物
酵素の働きと高圧殺菌との組み合わせで、漬物で新しい需要を掘り起こ
す。

安曇野市商工会

2366 20210234 長野県
有限会社テクノロジーサービ
ス

小型軽量の多自由度関節力学試験装置の開発 八十二銀行　茅野支店

2367 20210235 長野県 株式会社ジェルモ
超高性能ハンダ印刷機を導入し電子部品・デバイスの超高密度実装を
実現する

八十二銀行　伊那市駅
前支店

2368 20210236 長野県 辰野光学株式会社 アルカリ電解水を用いたガラス素材に対する切削研磨技術の高度化 辰野町商工会



2369 20210237 長野県 株式会社ホシバ 多種少量製品の架枠溶接作業における組み方と溶接作業の開発 八十二銀行　塩田支店

2370 20210238 長野県 株式会社サンテム
光学機器性能向上の為に光反射現象を抑える事が出来る絞り羽根の
開発

長野県信用組合　宮川
支店

2371 20210239 長野県
株式会社ダイエンジニアリン
グ

電気制御式真空ダイカストシステムの試作開発 上田商工会議所

2372 20210240 長野県 株式会社キョウユウ技研
高速道路等工事・事故処理作業者の2次災害防止用、後方警戒装置の
開発

アルプス中央信用金庫
箕輪支店

2373 20210241 長野県 有限会社山岸製作所
ワイヤーカット放電加工機・3次元CAD導入による金属プレス金型製作
の生産効率向上・短納期化・低コストを実現する生産体制の構築

税理士法人ハートフル
会計事務所

2374 20210243 長野県 有限会社伸和工作
増大する超精密短納期試作要求に対応する高速加工機の導入と高水
準の切削加工技術を組み合わせた高効率・短納期生産体制の確立

諏訪信用金庫　長池支
店

2375 20210245 長野県 日邦電機株式会社 超軽量・小型DCブラシレスモータの開発 飯田信用金庫

2376 20210246 長野県
インダストリーネットワーク株
式会社

老朽化した建造物の検査等に資する壁面走行ロボット2号機の試作開
発

五味　桂一

2377 20210247 長野県 関本CAPA株式会社 精密砂型鋳造法を用いた金型試作鋳物の代替品開発 八十二銀行　岡谷支店

2378 20210256 長野県 株式会社ダイワテック 地中熱・太陽熱・空気熱のハイブリッド農業用ヒートポンプの開発
長野県信用組合　岡谷
支店

2379 20210281 長野県 株式会社オーイーエス 車載部品のはんだ付け工程におけるボイドレス化製品の試作・開発 飯島町商工会

2380 20210297 長野県 有限会社武村精機 大型・高精度CCTVレンズ鏡枠の低コスト化・短納期化の実現
長野県信用組合　岡谷
支店

2381 20210306 長野県 株式会社赤羽電具製作所 自動実装可能なアキシャル型・超高抵抗・耐高電圧抵抗器の開発 八十二銀行　伊那支店

2382 20210308 長野県 樫山工業株式会社 新機構ベーン式ドライ真空ポンプの開発 エイワ税理士法人

2383 20210309 長野県 有限会社デンタルクラフト 歯科技工工程のデジタル化による もの(金冠)づくりの高度化 池田町商工会

2384 20210319 長野県 チヨダエレクトリック株式会社
有機ELの貼り合わせ工程の高生産効率に対応する真空オーブンの研
究開発

八十二銀行　屋代支店

2385 20210320 長野県 有限会社金森軽合金 受注拡大に向けた生産プロセスの効率化と資源エネルギーの再利用 飯田信用金庫

2386 20210332 長野県 株式会社ミクロ発條 自動車向け高度化加工技術開発による精密スプリング製造 八十二銀行　諏訪支店

2387 20210357 長野県 カンリウ工業株式会社 新たな米粉製粉技術の開発による小型製粉機の事業化 八十二銀行　広丘支店

2388 21210416 岐阜県 株式会社加藤製作所
生産技術の複合化による短納期生産及び高付加価値化生産体制の構
築

十六銀行　中津川支店

2389 21210420 岐阜県 株式会社豊菱製作所 レーザータレットパンチプレスの高効率化による短納期化の実現
岐阜信用金庫　各務原
支店

2390 21210421 岐阜県 東洋工芸株式会社 レーザー加工システムによる加工技術の向上と競合他社との差別化 アイオン

2391 21210426 岐阜県 株式会社清水刃物工業所
新たなレーザーエッチング技術によって刃物製造技術向上と付加価値
サービスを提供する事業

関信用金庫　本町支店

2392 21210427 岐阜県 中日本カプセル株式会社
バンドシール技術を利用した 有用乳酸菌高含有ソフトカプセル新技術
の開発

公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター

2393 21210431 岐阜県 株式会社ユースフルパースン
LANケーブルを利用したLED照明制御用ソフトウェア及び制御機器の試
作開発

大垣共立銀行　本店

2394 21210434 岐阜県 今井航空機器工業株式会社
ドイツ製工具焼きばめ装置導入による多頭５軸加工の高効率切削の確
立

公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター

2395 21210439 岐阜県 有限会社角野製作所 2kW級低落差対応型の高効率な水力発電装置の試作開発 十六銀行　恵那支店

2396 21210440 岐阜県 株式会社中島窯業 タイルの多品種少量生産を可能とする生産システムの構築
東濃信用金庫　笠原支
店

2397 21210443 岐阜県 株式会社日伸歯車工業 鉄道車両・船舶用減速機の高精度複合歯車の試作開発 十六銀行　各務原支店

2398 21210444 岐阜県 株式会社シズテック
切削加工部品の後工程洗浄における低環境負荷な新プロセスの開発と
装置試作

十六銀行　西関支店



2399 21210446 岐阜県 PDE株式会社 ダイヤモンドダイスの製品開発及び生産技術開発と量産化 浅野雅大税理士事務所

2400 21210450 岐阜県 株式会社マルエイ 自動車用『高光沢樹脂製内装部品』塗装の製造原価30％削減計画 十六銀行　各務原支店

2401 21210453 岐阜県
ヤングビーナス薬品工業株式
会社

岐阜県特産物「麦飯石」を活用した『固形入浴剤』の製造技術の確立と
試作品開発

公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター

2402 21210454 岐阜県 夏目金網工業株式会社
高強度鉄筋自動曲装置の導入による難加工材「ウルボン1275」の成形
技術の高度化

豊橋信用金庫

2403 21210455 岐阜県 株式会社キタムラフォーセット
3Dデータの積極的活用による鋳造品生産工程の短納期化と競争力強
化・開発の低コスト化の実現

関信用金庫　本店

2404 21210456 岐阜県 鈴木刃物工業株式会社
理美容ハサミの少量多品種生産と短納期化を可能とする加工工程の自
動化技術の確立

関信用金庫　桜ヶ丘支
店

2405 21210460 岐阜県 有限会社岡田木工製作所
食洗機にも強い人工大理石包丁ハンドル（柄）の新加工法による試作
開発

ミッドランド税理士法人
ぎふ永田会計

2406 21210461 岐阜県 日電精密工業株式会社
LEDリードフレームのインサート成形と画像処理のインライン化による一
貫生産体制の構築

公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター

2407 21210464 岐阜県 アイテック株式会社 バリレス金型の開発による工程短縮/コスト低減の実現
十六銀行　美濃加茂支
店

2408 21210465 岐阜県 株式会社森田木型 デジタルプロセッシング化による鋳造用木型製作方法の革新
公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター

2409 21210467 岐阜県
株式会社トウメイエンジニアリ
ング

ポリイミド電線の端末処理装置の開発と試作機製作
公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター

2410 21210469 岐阜県 大永工業株式会社
生産プロセス強化の為の新設備導入と、製品の高付加価値化への取
組み

大垣信用金庫　大垣イ
ンター支店

2411 21210470 岐阜県 天龍コンポジット株式会社 超精密研削技術の確立によるCFRPロールの試作開発
大垣共立銀行　川辺支
店

2412 21210471 岐阜県 株式会社千窯 仕上げ工程の精度向上による高品質な製品製造
岐阜信用金庫東　多治
見支店

2413 21210473 岐阜県 有限会社藤井加工所
全自動端子圧着機導入によるワイヤーハーネス製品の多品種・小ロッ
ト・短納期生産体制の強化と品質向上の両立

東濃信用金庫　白川支
店

2414 21210474 岐阜県 華陽技研工業株式会社 高精度印刷を伴う高品質めっき製品の試作開発
公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター

2415 21210475 岐阜県 株式会社鷲見化工 高機能ペレット増産要求に対応した新設備導入による生産性向上
十六銀行　東各務原支
店

2416 21210476 岐阜県 ミタカ電機株式会社 最新鋭レーザー加工技術の導入による複合板金生産システムの構築
大垣共立銀行　高辻支
店

2417 21210477 岐阜県 杉山鉄工株式会社
大型部品の加工技術向上により船舶等の大型化に対応するための設
備投資計画

各務原商工会議所

2418 21210478 岐阜県 丸武製本紙工
落丁防止、カラー印刷、厚紙製本ができるPUR（ポリウレタン系ホットメ
ルト）製本機械導入

大垣共立銀行　今小町
支店

2419 21210479 岐阜県 有限会社岡嵜
耐久性・安全性に優れた高品質な純国産LEDストリングスライト(装飾用
ライト)の試作開発

公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター

2420 21210482 岐阜県 信栄ゴム工業株式会社
自動車用防音・防振ゴム部品、不具合検出のための画像処理装置の導
入

岐阜信用金庫　各務原
支店

2421 21210483 岐阜県
株式会社メイホーエンジニア
リング

染色廃水処理のための高機能凝集剤および凝集剤投入機の試作開発
公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター

2422 21210484 岐阜県 株式会社エイト 多色発光薄型LEDプレートの3D切削加工への試作及び製作 各務原商工会議所

2423 21210485 岐阜県 株式会社黒田製作所
短納期化、複雑形状化等に対応するための、モデリング技術の確立と
試作開発

岐南町商工会

2424 21210486 岐阜県 東洋パッキング株式会社 航空機部品の高精度・一貫加工体制の構築
株式会社マイルストー
ン・コンサルティング・グ
ループ

2425 21210490 岐阜県 新日本工業株式会社
水輸送用塗覆装鋼管、異形管製作による新規市場獲得及び既存市場
の安定化をはかる為の設備増設計画

大垣共立銀行　東野支
店

2426 21210491 岐阜県 上田石灰製造株式会社
鉄鋼分野における低温溶融、低粘度と高脱硫の機能性を付与させた造
滓剤の試作開発

公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター

2427 21210494 岐阜県 株式会社ナフサ 廃棄未加硫ゴムを使用した新製品開発及び販売事業
公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター

2428 21210497 岐阜県 株式会社丹羽工機 治具製作において3次元形状部の高速鏡面加工機の設備導入。
公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター



2429 21210499 岐阜県 プロジェクトジャパン株式会社
ファイバーレーザー溶接を利用した偏摩耗再生肉盛溶接及び薄板溶接
技術の確立

尾西信用金庫

2430 21210500 岐阜県 株式会社東和製作所 次世代型方式によるストロークセンシングシリンダの基盤技術の確立
大垣共立銀行　美濃加
茂支店

2431 21210501 岐阜県 株式会社エフ・アイ・ティ 超小型軽量高機能オールインワン制御装置の開発 各務原商工会議所

2432 21210505 岐阜県 有限会社ヤマウチ工業所 熟練の高難度研磨加工の機械化及び異分野への低コスト研磨の提供 山県市商工会

2433 21210506 岐阜県 株式会社杉山
震災復興需要と駆け込み需要で急増する金属プレスによる住宅耐震部
材の短納期化

大垣信用金庫　各務原
支店

2434 21210507 岐阜県
株式会社エクシールコーポ
レーション

ゴミ除去率99%のフォークリフト対応除塵粘着エコマット製造設備の導入 NEXT

2435 21210508 岐阜県 株式会社エムテック ドリル再研磨加工の短納期対応と内製化による生産性の向上
東濃信用金庫　蘇南支
店

2436 21210509 岐阜県 株式会社共和鋳造所
流動・凝固解析技術を用いた工作機械向け鋳物素材の製造による歩留
まり率向上と高品質化

浅野雅大税理士事務所

2437 21210510 岐阜県 株式会社アリス開運堂
岐阜県産米粉を使用したピザ生地の開発及びグルテンフリー食品の発
酵技術の開発

公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター

2438 21210515 岐阜県 有限会社カネマル精巧
水栓金具の高機能化に対応するプラスチック部品生産金型の生産プロ
セス強化

岐阜信用金庫　関支店

2439 21210517 岐阜県 株式会社田口鉄工所 CAD/CAMを利用したロボット部品の生産体制革新
公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター

2440 21210519 岐阜県 大塚高分子工業株式会社 中空繊維を用いた自動車内装材の軽量化
公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター

2441 21210520 岐阜県 アラフカゴム工業株式会社
油性シリコーンゴム用成形金型の開発によるコネクター部品成形技術
の確立

山県市商工会

2442 21210521 岐阜県 株式会社加藤製作所 ガンドリル機導入による顧客ニーズの順応とニッチ分野の市場拡大 各務原商工会議所

2443 21210522 岐阜県 株式会社山本製作所
“世界初”新材料の加工への挑戦と新材料を活かした新型水栓機器の
試作開発

山県市商工会

2444 21210524 岐阜県 株式会社宏栄精機工業
燃料電池自動車用部品の高精度化、低コスト化の為の画像解析装置
の導入

公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター

2445 21210526 岐阜県
マルイクレイアンドセラミックス
株式会社

セラミック製品の原料製造に係る省エネ、短納期化及び生産プロセスの
強化

東濃信用金庫　本店

2446 21210530 岐阜県 幸栄テクノ株式会社 複合レーザー加工システムの開発による精密金属加工技術の高度化 尾西信用金庫

2447 21210531 岐阜県 有限会社志津刃物製作所 最軽量（従来比1/2）かつ抜群な切れ味のキッチンナイフ試作開発 十六銀行　西関支店

2448 21210532 岐阜県 有限会社棚橋鉄工
新規加工機の導入に伴う低価格オリジナルサブテーブルの確立及び、
その量産化に向けた試作開発

輪之内町商工会

2449 21210533 岐阜県 旭金属工業株式会社
航空・宇宙向けアルミ合金における6価クロムフリー化成皮膜処理技術
の確立

大垣共立銀行　安八支
店

2450 21210535 岐阜県 株式会社服部樹脂
リサイクル材を使用したプラスチック製花器の短納期・多品種少量生産
の為の高速成形システムの構築

公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター

2451 21210537 岐阜県 株式会社アルプスサイン 画像処理技術による罹災被害者捜索装置の試作 高山信用金庫　融資部

2452 21210538 岐阜県 株式会社刃物屋トギノン NC研削盤、制御ロボット研磨機の導入による新たな製造方法の確立
岐阜信用金庫　各務原
支店

2453 21210540 岐阜県 昭和製陶株式会社 業務用食器の多品種・少量生産、短納期化に対応した生産体制の確立
東濃信用金庫　駄知支
店

2454 21210543 岐阜県 株式会社田幸 伸縮糸シャーリング技術の確立と生産設備投資
税理士法人所会計事務
所

2455 21210545 岐阜県 株式会社杉山バルブ製作所
3Dプリンターによる製品開発リードタイム短縮と青銅鋳物少量多品種生
産の実現

十六銀行

2456 21210546 岐阜県 サンリツ株式会社 「低コスト・高品質の綿棒の開発・製造」 小坂町商工会

2457 21210554 岐阜県 美濃包材株式会社 熱曲げ加工と接着を用いたフリーサイズパレットの開発・製造
大垣共立銀行　多治見
支店

2458 21210555 岐阜県 鳥羽工産株式会社 航空機部品調達再編に対応したトータル管理システムの開発 十六銀行　各務原支店



2459 21210556 岐阜県 株式会社ムトー 3次元NC加工機による新規生産プロセスの開発。
税理士法人TACT髙井
法博会計事務所

2460 21210557 岐阜県 親和木材工業株式会社
圧密木材製造システムを利用した低コスト国産杉間伐材製品の試作開
発

税理士法人NEXT

2461 21210559 岐阜県
株式会社丸治コンクリート工
業所

環境に配慮した製品（ロードプラス）の製造
岐阜信用金庫　東多治
見支店

2462 21210560 岐阜県 ヤマカ陶料株式会社 水処理フィルタ用多孔質セラミックの成形方法の開発及び試作
大垣共立銀行　多治見
支店

2463 21210561 岐阜県 株式会社東伸
「ローラー製造の内製化による短納期化・コストダウンの実現による受
注拡大」

株式会社ヒューマンネッ
ト・コンサルティング

2464 21210562 岐阜県 千古乃岩酒造株式会社
日本の棚田百選認定「恵那市坂折棚田」産玄米100%使用の玄米日本
酒の試作製造、販売事業

土岐商工会議所

2465 21210563 岐阜県 株式会社サン精機
【高品質絞り金型の開発】既存市場での優位性確保と新規市場獲得に
向けて

十六銀行　芥見支店

2466 21210566 岐阜県 亀山建設株式会社
木造建築物に於ける伝統的木組みを生かした環境型耐震接合部の開
発

大垣共立銀行

2467 21210567 岐阜県 山口車体工業株式会社 溶接ロボット導入による生産工程の強化とリードタイム短縮計画 各務原商工会議所

2468 21210569 岐阜県 株式会社田口石材
全国唯一の耐震性切削加工技術を応用した石材加工による省力化事
業

岐阜県商工会連合会
中津川北商工会

2469 21210571 岐阜県 株式会社亀井製作所 日本初の機能・デザインがあるアクティブシニア向けキッチン
いちい信用金庫　柏森
支店

2470 21210572 岐阜県 株式会社セキテック 多品種少ロット生産用タイル成型油圧プレスの開発 税理士　関谷　健仁

2471 21210573 岐阜県 株式会社山田製作所 自動車ブレーキ用バキュームポンプのギヤの切削加工の低コスト化
大垣共立銀行尾頭橋支
店

2472 21210574 岐阜県 株式会社三井製作所
リニア部品の品質向上・納期短縮に対応するサーボプレス機の導入計
画

各務原商工会議所

2473 21210575 岐阜県 名北工業株式会社 NC内面研削盤の導入による伸線ダイス形状の研究開発と試作品製作
十六銀行　美濃加茂支
店

2474 21210576 岐阜県 株式会社レグルス 超軟質エラストマーの成形性向上と肉薄化を実現する樹脂の試作開発 十六銀行　尾西支店

2475 21210580 岐阜県 大山木工所
品質向上と合理化を目指した塗装ロボットの導入と自動化プログラムの
開発

大垣共立銀行　高富支
店

2476 21210582 岐阜県 株式会社樋口製作所 自動車用シートベルト部品の自動かしめラインの開発 十六銀行　各務原支店

2477 21210585 岐阜県 ブレインシール株式会社 自動車用ゴム製品の、多機能合成ゴム材料の開発体制構築
公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター

2478 21210596 岐阜県 株式会社久田見製作所 中量生産ライン増設による生産プロセスの徹底強化とコスト競争力強化
東濃信用金庫　兼山支
店

2479 21210597 岐阜県 二宮宝石株式会社
画像処理によるダイヤモンド輝度測定装置の店頭評価モデル機試作開
発

公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター

2480 21210598 岐阜県 三甲株式会社 プラスチック製物流容器の固体管理ダイレクトマーキング設備導入 十六銀行

2481 21210599 岐阜県 早川工業株式会社
少ロット・小口生産対応の生産管理システム導入による生産効率改善
及び収益向上

公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター

2482 21210600 岐阜県 三星染整株式会社 小ロット短納期対応による国産テキスタイル『高感性価値商品』の拡大 十六銀行　尾西支店

2483 21210601 岐阜県 株式会社美工 解析技術の向上による高品質鋳造技術の確立
岐阜信用金庫　美山支
店

2484 21210603 岐阜県 笠原鋼鉄株式会社 材料の効率化と高精度な部品加工を可能にする鋼材を供給する事業
ミッドランド税理士法人
ぎふ永田会計

2485 21210604 岐阜県 株式会社パーチ
瓶専用宅配用箱　落としても割れない新開発ダンボール製緩衝材の新
商品開発と設備導入

公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター

2486 21210605 岐阜県
ダイキャスト東和産業株式会
社

自動車メーカー向けバリ抜き・品質保証工程の自働化ラインの試作開
発

公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター

2487 21210607 岐阜県 株式会社工和製作所
太陽光発電の架台のアルミ形材切断の自動化設備の導入によりQ・C・
Dの強化を図る

垂井商工会

2488 21210610 岐阜県 彩生技研株式会社
電子ビーム溶解によるチタン合金ダライ粉の高純度再資源化実用技術
の開発事業

十六銀行　桜山支店



2489 21210612 岐阜県 株式会社タナック シリコーン等の表面を改質する事による高機能製品（医療品等）の開発
公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター

2490 21210613 岐阜県 有限会社KANOPrecision 段取り時間を半減し多品種少量生産対応の為の機械設備改修
関信用金庫　桜ヶ丘支
店

2491 21210614 岐阜県 株式会社丸富精工
産業機械用ユニットの個別受注・短納期に対応する人材の多能工化と
生産システムの開発

各務原商工会議所

2492 21210615 岐阜県 林金属工業株式会社
リードタイムを劇的改善する高精度プレス金型の試作開発及び製造技
術の確立

関信用金庫　長森支店

2493 21210620 岐阜県 株式会社エス・ケイ・ワイ シリコーンと3Dプリンター造形品の複合成形 森　隆亮

2494 21210624 岐阜県 株式会社藤澤鐵工所 ロボット溶接機を搭載した大型製缶自動溶接設備の開発導入 各務原商工会議所

2495 21210629 岐阜県 株式会社トーヨーイス 多品種、小ロット、短納期に即応する生産体制と自社ブランドの構築 海津市商工会

2496 21210632 岐阜県 株式会社アイコットリョーワ
戸建住宅用タイルパネルの製造に係る生産プロセス強化と小口対応の
強化

十六銀行　多治見支店

2497 21210636 岐阜県 株式会社奥田
航空機や自動車のCFRP素材部品への最適な塗装方法および量産化
に向けた技術開発

関信用金庫　美濃支店

2498 21210637 岐阜県 株式会社佐々木製作所 5軸マシニングセンタ導入による薄肉切削加工技術の高度化 各務原商工会議所

2499 21210641 岐阜県 丹羽治産業株式会社 改良型形状記憶加工付きオーダーカーテンの開発
大垣共立銀行　各務原
支店

2500 21210650 岐阜県 株式会社グランドリーム
多目的利用可能な竹チップを生成する竹チッパー機（粉砕機）の試作・
開発

公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター

2501 21210651 岐阜県 東洋化工株式会社 微細高精度化・難加工材のレーザー溶接技術の確立
京都信用金庫　久御山
支店

2502 21210652 岐阜県 メタル・アート株式会社 設備投資による短納期化計画 十六銀行　西関支店

2503 21210653 岐阜県 トーカイサポート株式会社 バーコード、タブレットの活用による生産プロセスの強化
税理士法人グッドパート
ナーズ会計事務所

2504 21210657 岐阜県 株式会社恵美製作所 超細穴放電加工機導入による品質向上と業務拡大事業 十六銀行　中津川支店

2505 21210658 岐阜県 サルド株式会社 普及型ローコスト水素濃度計の開発と製造
公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター

2506 21210659 岐阜県 ヤマニ工芸有限会社
天然木のオーダーメイド製品及びセミオーダーシステム確立のための設
備投資

税理士法人NEXT

2507 21210661 岐阜県 有限会社土方精機
航空機治工具（高硬度鋼）の高能率切削加工と工程集約における設備
導入

岐阜信用　金庫関支店

2508 21210663 岐阜県 有限会社板津バレル
純銅製品（自動車部品）に対する専用ショットブラスト機の導入による研
磨技術確立

関信用金庫　加茂野支
店

2509 21210666 岐阜県 株式会社マツバラ 非接触3次元測定機導入による短納期化と品質管理の強化 各務原商工会議所

2510 21210667 岐阜県 株式会社マインド松井
原産地証明可能な無農薬綿を使用した製糸から縫製までの技術開発・
製造・販売

各務原商工会議所

2511 21210669 岐阜県 株式会社北栄建設 レーザー光線を活用した降雪・積雪時の道路走行車両の安全確保技術 酒井智義税理士事務所

2512 21210672 岐阜県 株式会社グラベル・クリーン
大型薄肉円筒状の製品を固定保持し搬送位置決めに利用する固定治
具の試作開発

十六銀行　蘇原支店

2513 21210680 岐阜県
株式会社朝日土質設計コン
サルタント

国内初の林業用路網開設専用のジオテキスタイルの開発・実証プロ
ジェクト

十六銀行　市橋支店

2514 21210682 岐阜県 株式会社トレフテクニカ
高精度NC平面研削盤　導入による、再生・資源活用　リサイクルビジネ
ス

公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター

2515 21210683 岐阜県 カワボウ繊維株式会社 高品質ストレッチ糸製造装置の改良
公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター

2516 21210684 岐阜県 株式会社岩田鉄工所 3Dモデル部品加工と試作部品製作の作業効率化
岐阜信用金庫　東羽島
支店

2517 21210686 岐阜県 株式会社ヨコチュー
真空パックの自動化・カスタマイズ化による迅速対応とバリエーション展
開

岐阜信用金庫　羽島支
店

2518 21210687 岐阜県 株式会社ワカミヤ商会
出血、青あざ発生をバネで押さえ、防止する『持続的加圧止血具』の開
発

公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター



2519 21210689 岐阜県 丹羽鋳造株式会社 高精度の分析装置導入で高難易度鋳物製品の不良低減！ 清水薫税理士事務所

2520 21210690 岐阜県 有限会社ソハラ電装 鋳物材料供給機のソフト開発及びプログラム実証計画。
東濃信用金庫　蘇原支
店

2521 21210691 岐阜県 ユーエスウラサキ株式会社
中小モノづくり環境改善に向けた加工機用集塵機フィルターの試作品開
発

十六銀行　各務原支店

2522 21210692 岐阜県 協同印刷株式会社
デジタルカッティングマシン導入による、パッケージ印刷の多品目・短納
期・小ロット対応の実現

関信用金庫　山田支店

2523 21210694 岐阜県 織司株式会社 扁平糸を使用した、カーテンをはじめとするジャガード織物の研究開発 各務原商工会議所

2524 21210697 岐阜県 有限会社カタヤ 高付加価値を実現するための金型製造プロセスの強化 池田正人税理士事務所

2525 21210698 岐阜県
株式会社尾関ホットランナー
プラン

プラスチック射出成形金型用ホットランナーの省エネ化
江崎真理子税理士事務
所

2526 21210699 岐阜県 株式会社愛工舎 超音波振動切削加工による微細穴加工技術の開発
スライヴパートナーズ株
式会社

2527 21210701 岐阜県 旭ゴム化工株式会社
樹脂2材射出成形が既存設備を使用して行う事ができる設備と金型の
試作開発

大垣共立銀行

2528 21210707 岐阜県 有限会社伊藤工機製作所 多品種少量生産の品質向上及び短納期化への生産プロセスの改善 大垣市赤坂商工会

2529 21210709 岐阜県
有限会社交告プラスチック加
工

多様化したスリット加工に対応するプラスチックコアの開発と最適生産
の短納期効率化

岐阜信用金庫　中津川
支店

2530 21210712 岐阜県 佐藤精密株式会社 ヒートシンク金型製造における技術革新と医療機器分野への本格参入
株式会社ジェック経営コ
ンサルタント岐阜事務所

2531 21210713 岐阜県 有限会社兼和精機
自社開発治具を活かした独自製法により、航空機部品製造コストの低
減を実現

株式会社ジェック経営コ
ンサルタント岐阜事務所

2532 21210716 岐阜県 長谷撚織工業株式会社 組紐技術を応用したファッションヤーンの試作 十六銀行　砂町支店

2533 21210719 岐阜県 穂積建設株式会社
森林内の木材運搬効率を飛躍的に高めるための木材運搬車両の試作
開発

大垣共立銀行　白鳥支
店

2534 21210720 岐阜県 株式会社ハイビックス
革新的工法による安価な褥瘡予防マットレスの生産技術開発と欧州向
け褥瘡予防マットレスの製品開発事業

税理士法人TACT高井
法博会計事務所

2535 21210721 岐阜県 株式会社アスカ
高速、高精度曲げ加工機と板金CADをネットワークでつなぎ小口化、短
納期化

大垣信用金庫　各務原
支店

2536 21210724 岐阜県 株式会社ユタカ電子製作所
高齢者障害者用高信頼性安全優先低価格リモコンスイングドア駆動装
置の製品化

西濃信用金庫　羽島支
店

2537 21210730 岐阜県 株式会社アプリコア 災害調査、既設構造物調査向け自律型無人航空機の開発 JI会計事務所

2538 21210731 岐阜県 近藤技研株式会社
三次元測定機導入により品質保証システムの高精度化と航空機分野
への参入

海津市商工会

2539 21210732 岐阜県 明成プラス株式会社 市中病院向け簡易内視鏡訓練模擬装置の開発 各務原商工会議所

2540 21210736 岐阜県 山一工業株式会社
刃物のデザイン性・機能性向上に貢献するハイカーボン材とステンレス
材の異種材料の溶接技術の確立

公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター

2541 21210737 岐阜県 株式会社アルナックス
間伐材とアルミ形材を組み合わせた太陽光発電用モジュール架台の試
作

恵那商工会議所

2542 21210741 岐阜県 株式会社ツカダ
精密プレス金型製作工程の見直しによるコスト削減・短納期化プロジェ
クト

関信用金庫　山王通支
店

2543 21210742 岐阜県 株式会社郡上螺子
航空宇宙産業の多様なニーズに迅速対応可能な複合旋盤加工技術の
構築

大垣共立銀行　八幡支
店

2544 21210744 岐阜県 有限会社加藤化成
心肺蘇生訓練キッドの機能部品（胸骨部）の形状開発および量産化へ
の試作開発

公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター

2545 21210747 岐阜県 飛騨産業株式会社
高圧水蒸気を用いた木材の3次元深絞り成形加工による試作トレーの
開発

十六銀行　高山支店

2546 22210522 静岡県 有限会社北島金属工業 ピストン鍛造金型の新工法開発による大幅コストダウンへの挑戦 税理士法人北川会計

2547 22210527 静岡県 株式会社坂下製作所 自動車部品の量産加工技術を転用した新分野低価格部品の開発事業 遠州信用金庫

2548 22210528 静岡県 株式会社ムラマツ 高精度検出を実現したロボット画像処理検査装置の試作開発 島田信用金庫



2549 22210529 静岡県 株式会社共立電機製作所
耐熱合金（難削材:インコネル-718、モネル、6-4チタン）の加工方法を確
立する

横浜銀行

2550 22210532 静岡県
西光エンジニアリング株式会
社

乾燥中の乾燥物重量を計量し乾燥を制御するマイクロ波真空乾燥機 静岡県商工会連合会

2551 22210534 静岡県 株式会社大須賀製作所 高速ねじ画像検査選別機の導入による短納期対応および品質の向上 静岡信用金庫

2552 22210536 静岡県 株式会社後藤製作所
高精度、短納期を実現する自動測定機導入による海外製品との差別
化・高品質体制の確立

静岡銀行

2553 22210538 静岡県 株式会社たつみ電機製作所
防音BOX等新製品開発の為の３次元板金CADソフトと関連加工機用サ
ブソフト導入による統合システム管理の確立

清水銀行

2554 22210539 静岡県 株式会社プラポート
製品の高精度化、短納期・小ロット対応を実現するプラスチック切削技
術の確立

静清信用金庫

2555 22210540 静岡県 有限会社ピイエムシイ静岡 小口化・短納期化型に対応する塗装システムの開発 静岡銀行

2556 22210545 静岡県 羽立化工株式会社 大型ブロー成形の生産プロセス強化及び工程開発 浜松信用金庫

2557 22210549 静岡県 株式会社小林製作所 無停止型突き合せ接合機の試作開発 静岡銀行

2558 22210553 静岡県 株式会社恭和 無線接続カメラによる車載映像システムの開発 望月光男会計事務所

2559 22210557 静岡県 東海熱処理株式会社 金属チップソーのチップ座加工精度の向上と工数削減 磐田信用金庫

2560 22210558 静岡県
株式会社富士アールアンド
ディー

長時間安定使用できる実験用小型スパッタリング装置の開発 植松経営労務事務所

2561 22210560 静岡県 株式会社伊藤鋼材RC&LOGO
多色彩高耐久性サスペンションを実現する新イオンプレーティング技術
の開発

浜松信用金庫

2562 22210565 静岡県
株式会社メディカルプロジェク
ト

浴槽内での見守りセンサシステムの試作開発 静清信用金庫

2563 22210573 静岡県 株式会社幸伸技研 自動車金型の機能部品を小型機械で高速無人加工する為の技術開発 静岡銀行

2564 22210575 静岡県 株式会社アマノ
介護浴槽の昇降機機構部の試作開発と製品コストダウンを実現する生
産体制の構築

磐田信用金庫

2565 22210576 静岡県
ゼンウェルオーダード株式会
社

低価格・短納期に対応可能な体制構築と特化製品開発による市場の獲
得

磐田信用金庫

2566 22210580 静岡県 有限会社山本電機製作所
蓄電システム専用変圧器の量産設備開発と突入電流抑制装置の試作
開発

静岡銀行

2567 22210582 静岡県 株式会社浜名ワークス
3次元CADによるトラック架装事業の受注、解析、設計、製造プロセスの
革新

遠州信用金庫

2568 22210586 静岡県 株式会社エスティーモールド FRPの新たな成型方法確立による生産プロセスの改善 磐田信用金庫

2569 22210588 静岡県 株式会社ミズデン静岡
多品種・高品質・短納期・低コストに対応したLTE中継基地局電源用放
熱器（ヒートシンク）の量産環境の整備

東京シティ信用金庫

2570 22210589 静岡県 共和成産株式会社
（切削・締結）加工技術を確立するためのソフトウェアを組み込んだロ
ボット加工機の開発

静岡銀行

2571 22210590 静岡県 株式会社トーキン アーク溶接ロボット用トーチの先端部品自動交換システムの開発 浜松信用金庫

2572 22210591 静岡県 宏城工業株式会社
ピストンピン孔コニカル（円錐状）加工に対応するための生産プロセスの
強化

磐田信用金庫

2573 22210592 静岡県 株式会社ビー・アライブ 『股関節ゆらし運動機器』の試作開発 三島信用金庫

2574 22210594 静岡県 丸廣加工有限会社 微細加工に特化した高精度モーターコアの試作開発 湖西市商工会

2575 22210597 静岡県 株式会社西川機械製作所 三次元測定機による大物高精度加工の実現と技術力の強化 静岡中央銀行

2576 22210600 静岡県 株式会社テクニカル・ワークス
炭化水素系真空3槽式全自動洗浄機導入による環境負荷の低減・洗浄
品質の良化・低コスト化・短納期化

島田信用金庫

2577 22210601 静岡県 株式会社大場鋳造所 高合金鋳造による複雑形状部品の一体成型技術の開発 磐田信用金庫

2578 22210602 静岡県 株式会社古山鋼材 長尺難加工材の、高精度、高能率加工技術の開発 静岡銀行



2579 22210603 静岡県 アポロ精工株式会社 高精度自動はんだ付け用のコテ先の開発と製造 静岡中央銀行

2580 22210606 静岡県 第一印刷株式会社 循環型社会の容器「かみ缶」の大型口径化 静岡銀行

2581 22210607 静岡県 株式会社サンパーツ
高性能設備導入により切削技術を高度化し生産プロセス強化による短
納期化

静岡銀行

2582 22210608 静岡県 株式会社ベルスター・スズキ
高精度・短納期化が要求される医療機器の製罐・板金技術の高度化事
業

静岡銀行

2583 22210609 静岡県 有限会社渡辺工具研磨
使用済「エンドミル」「スロアウェイチップ」の再研磨技術の活用による低
価格化ニーズへの対応

静岡中央銀行

2584 22210611 静岡県 磐田化学工業株式会社 ビタミンの発酵生産システムの確立及び機能性食品素材の製品化 磐田信用金庫

2585 22210612 静岡県 ヤブタ塗料株式会社 医療用製品・精密機器へのフッ素塗装による付加価値化の実現 静岡銀行

2586 22210615 静岡県 有限会社神田鉄工所 多能加工による多品種少量製作・短期納期体制の確立 浜松信用金庫

2587 22210616 静岡県 第一化成株式会社
金型加工技術と成形技術による透明樹脂の高透過率レンズの試作開
発

静岡銀行

2588 22210617 静岡県 株式会社ゴトー理研 複合素材へのメッキ加工技術の開発 浜松信用金庫

2589 22210622 静岡県 株式会社神田鉄工
5軸複合加工機導入による、試作品製造工程におけるワンチャック多方
向加工の確立

清水銀行

2590 22210624 静岡県 有限会社大和技研
超高張力鋼板用金型製作の短納期化ニーズに応える生産体制構築と
強化

静岡中央銀行

2591 22210625 静岡県 有限会社親幸産業
パイプ加工の検査工程において2方向エアブローとブラシで切削屑を完
全除去する検査装置の開発

湖西市商工会

2592 22210626 静岡県 都商事株式会社 金属資源破砕後の高度選別ライン 静岡信用金庫

2593 22210629 静岡県 株式会社袴田精機 低燃費車の高度化するエンジン部品加工への対応 浜松信用金庫

2594 22210630 静岡県
株式会社三光ダイカスト工業
所

特殊ダイカスト法の技術確立による高品質製品の開発 三島信用金庫

2595 22210631 静岡県 株式会社サンエス 生産性向上のための高度化金型の試作・開発 静岡銀行

2596 22210632 静岡県 NNP電子株式会社 悪条件下対応型電子基板実装技術の構築 浜松信用金庫

2597 22210635 静岡県 株式会社鈴木化学焼津 自動車用微細メッシュ樹脂製一体成形フィルターの研究開発 焼津信用金庫

2598 22210636 静岡県 株式会社深井製作所 金型加工における作業体制の構築、短納期化の実現 静岡銀行

2599 22210638 静岡県 株式会社中里メッキ
「内径5㎜以下の極細径金属パイプにおいて内面にめっきを均一に施す
新技術」の開発

富士宮商工会議所

2600 22210640 静岡県 本橋テープ株式会社 伸縮可能で強度を併せ持つループ付多機能細幅織物の開発 吉田町商工会

2601 22210641 静岡県 有限会社髙坂製作所 熟練技術とITを融合させた次世代精密金型製造プロセスの革新 菊川市商工会

2602 22210642 静岡県 三光製作株式会社 機能性無光沢皮膜の試作開発と自動化による生産プロセス強化 浜松信用金庫

2603 22210643 静岡県 静岡化成株式会社 自動裁断システムによる開発工程及び裁断工程の高効率化 浜松信用金庫

2604 22210645 静岡県 吉村紙業株式会社
手切れ性に優れた、少量多品種の個包装用プラスチック成型フィルム
の開発と設備投資

イー・マネージ・コンサル
ティング協同組合

2605 22210655 静岡県 司ゴム電材株式会社
曲げ加工の高速・高精度化による長物・厚物板金部品の試作と補正作
業ゼロ化への取組

磐田信用金庫

2606 22210659 静岡県 有限会社エステック 集光レンズの品質向上及び製造コスト削減に向けた金型の試作開発 清水銀行

2607 22210662 静岡県 有限会社戸塚綜業
塗装工程をロボット化することによる、高品質スパッタリング加工技術の
確立

掛川信用金庫

2608 22210665 静岡県
株式会社フィットコーポレー
ション

食品カップの小口生産及び在庫リスク軽減に向けた、低コスト生産機材
の導入

静岡中央銀行



2609 22210668 静岡県 株式会社丸仲鐵工所 鏡面化粧板の新しい製造法の確立 静岡信用金庫

2610 22210669 静岡県 有限会社積志工業
「プラスチック再生加工」の工程内製化によるコストダウン・短納期化の
実現

静岡銀行

2611 22210670 静岡県 株式会社テクノネット
インクリボンカートリッジの小巻機械新規製作による生産力強化（高度
化生産機械の開発）

静岡銀行

2612 22210672 静岡県 株式会社サカイ 塗料削減・生産効率アップ事業 浜松信用金庫

2613 22210677 静岡県 有限会社フソウ精工
フラッシュバット式突合わせ抵抗溶接機の開発とそれを用いた管材溶接
プロセスの確立

芝川商工会

2614 22210681 静岡県 株式会社東海製鋸鋼業所 ダイヤモンド砥石/CBN砥石を成形する特殊補助装置の試作 菊川市商工会

2615 22210682 静岡県 有限会社幸印 脊椎及び頭蓋骨インプラント製造への参入計画 静岡銀行

2616 22210683 静岡県 サンカプセル株式会社
小ロット多品目製品の生産・短納期化のニーズに対応可能な生産体制
の構築

静岡銀行

2617 22210685 静岡県 キソー株式会社
最先端複合加工機（タレットパンチプレス＆レーザ加工機）導入による板
金加工プロセスの改革

富士商工会議所

2618 22210686 静岡県 有限会社田中工画 既存部品の収益力アップと中小ロット高精度部品加工の受注拡大 静岡銀行

2619 22210688 静岡県 杉本金属工業株式会社 スポット溶接品質の向上　スパッタレス化を目指して 静岡銀行

2620 22210689 静岡県 株式会社アローセブン 無線フォークリフト呼出しシステムによる工場内物流効率化市場獲得 静岡銀行

2621 22210690 静岡県 株式会社竜洋 既存屋根上に設置物を固定するための取付金具の開発 磐田信用金庫

2622 22210692 静岡県
長泉パーカライジング株式会
社

新分野進出の突破口に！オールアルミ製熱交換器フィンの親水処理施
工に伴うアルミ化成処理ラインの自動化 三島商工会議所

2623 22210693 静岡県 株式会社ニッサブ
鋳鉄鋳造の炉前管理において、カーボン、シリコン成分測定の迅速化、
自動化、ハンディ化

税理士法人坂本＆パー
トナー

2624 22210695 静岡県 株式会社和田機械製作所
医療機器の国産化に繋がる、5軸加工機を用いた人工骨等の加工技術
の確立。

静岡銀行

2625 22210697 静岡県 三丸機械工業株式会社 ナノ乳化製品を作製可能なホモジナイザーの開発 三島信用金庫

2626 22210698 静岡県 浜松鉄工株式会社
長尺品、複合加工部品における一貫加工の実現と多品種少量部品の
生産体制の構築

浜松信用金庫

2627 22210700 静岡県 株式会社フジコーポレーション 高性能2輪車用ブレーキシステムの開発 静岡銀行

2628 22210704 静岡県 日本硝子産業株式会社 医療用硝子容器生産の低膨張材料の新カット機械開発 経営ソフトリサーチ

2629 22210706 静岡県 小楠熱処理工業株式会社
熱処理におけるトランジスタ式高周波焼入機導入による品質安定化・コ
スト削減

商工組合中央金庫

2630 22210710 静岡県 株式会社鈴昇 株式会社鈴昇　袋井工場　　プラズマ切断機　導入計画 清水銀行

2631 22210712 静岡県 有限会社菅野鉄工所 ボールジョイント構成部品製造における生産プロセス強化 静岡銀行

2632 22210713 静岡県 小松螺子製作株式会社
小ロット・短納期・高効率・省力・低投資を実現する高耐食性めっき設備
の開発

清水銀行

2633 22210717 静岡県 株式会社高部鉄工所
砥石曲線成形機能を有するCNC研削盤導入による少ロット異形状研削
部品の受注拡大と短納期化

浜松信用金庫

2634 22210718 静岡県 大石鐵工所株式会社 食品容器に混入した金属片を一括検査するX線装置の試作開発 磐田信用金庫

2635 22210719 静岡県 アポロ電気株式会社
植物育成用照明器具に搭載する自社インバータの栽培実験検証と設備
投資

静岡銀行

2636 22210720 静岡県 有限会社根上工業 FCF工法の技術開発で難加工品の大幅なコスト削減と品質向上 三島信用金庫

2637 22210721 静岡県 有限会社アタラシ製作所 3次元測定に依る品質保証体系の開発 遠州信用金庫

2638 22210722 静岡県 有限会社イナバモデル 検査治具用開閉式取付金具の短納期化および高度化試作開発 静岡中央銀行



2639 22210723 静岡県 興和産業株式会社 3Dデジタル技術を活用した商業施設用立体意匠壁面材の事業化 静岡銀行

2640 22210725 静岡県 株式会社松永特殊溶接 樹脂成型用金型の鏡面部における溶接技術の確立
公益財団法人静岡県産
業振興財団

2641 22210726 静岡県 株式会社カナック ヒートサイクル試験機を用いた高品質窒化処理の開発を目指す。 静岡銀行

2642 22210729 静岡県 株式会社内山精工 車載ECU用小型・薄肉・軽量ヒートシンクの開発プロセスの構築 静岡銀行

2643 22210730 静岡県 株式会社ナノプロセス レーザーによる高速微細同時多穴加工装置の開発 浜松信用金庫

2644 22210731 静岡県
三和エンジニアリング株式会
社

低消費電力化を実現させた次世代型ホモゲナイザーの開発 スルガ銀行株式会社

2645 22210740 静岡県 株式会社クリヤマ機工 ボラゾン（CBN）工具使用による金型精度の向上と加工時間の短縮 静岡銀行

2646 22210741 静岡県 株式会社エコー
毛髪、ビニール片等の異物を、高精度、高効率で除去するニッチ分野の
静電選別装置の開発

静岡銀行

2647 22210743 静岡県 ナクス株式会社 免震試験装置の開発によるエキスパンションジョイントの高付加価値化 島田信用金庫

2648 22210744 静岡県 株式会社日翔工業
立体形状への均一なナノ薄膜技術の確立と密着性の向上による医療
機器市場の拡大獲得

静岡信用金庫

2649 22210746 静岡県 山本機工株式会社 NC複合加工機導入による高精度、納期短縮化への対応 静岡信用金庫

2650 22210747 静岡県 小林機工株式会社
取引先の金型増産要求に対応する高性能なワイヤーカット放電加工機
の導入

税理士法人MGアカウン
ティング

2651 22210748 静岡県 金子歯車工業株式会社
航空機産業向けアクチュエーター主軸の高精度化とコストダウンに向け
た技術開発。

静岡銀行

2652 22210749 静岡県 株式会社協和製作所
各種機械フレームの製造に当たりボーリング加工技術を活かし加工の
迅速化と確実性の向上を実現

静岡銀行

2653 22210750 静岡県 有限会社大沼工業 金属部品切削加工における高速安定生産プロセスの開発 浜松信用金庫

2654 22210751 静岡県 有限会社カイセイ
NCフォーミングマシン導入による試作開発期間の短縮および新市場獲
得

静清信用金庫

2655 22210752 静岡県 株式会社岩清
甘糀を活用し、発酵技術により熟成させた鯖肉を餡とする健康食シュウ
マイの製造開発

焼津信用金庫

2656 22210754 静岡県 株式会社エステック オーダー型大腿骨インプラントの短納期生産体制の構築 三島信用金庫

2657 22210755 静岡県 株式会社榛原電業
電力の実使用状態を監視できる、汎用多回線電力監視システムの機器
開発

掛川信用金庫

2658 22210756 静岡県
株式会社ビーアンドエス・コー
ポレーション

乳酸菌発酵技術を活用した介護施設向けゼリーの開発 湘南コンサルティング

2659 22210757 静岡県 羽立工業株式会社
射出成形における熱可塑性熱伝導樹脂での発熱器用筐体・ケース軽量
化開発

浜松信用金庫

2660 22210758 静岡県 三明機工株式会社 アルミ鋳造用注湯ロボットの開発 静岡銀行

2661 22210759 静岡県 株式会社藤田鉄工所
スノーモービル用大排気量２サイクルエンジンのピン付クランクシャフト
の開発

掛川商工会議所

2662 22210764 静岡県 株式会社エヌエー 新工法導入における磁気近接スイッチの生産プロセス強化 磐田信用金庫

2663 22210767 静岡県 ナルテック株式会社
自社製システムLSI“NALTEC　N10”と組込みLinuxによるCPUボードの
試作開発

静岡銀行

2664 22210768 静岡県 株式会社スギヤマ 海外需要取り込みのためのチップソー短納期化技術の開発 静岡銀行

2665 22210769 静岡県 株式会社精信機工
穴加工に於ける､異形状に対応する高速･高精度スピンドルユニットの
開発

浜松信用金庫

2666 22210771 静岡県 太田工作株式会社
当社独自構築生産管理システムを組み込んだ５軸複合旋盤導入による
高品質・複雑な試作部品加工の単品・短納期化実現

島田信用金庫

2667 22210774 静岡県 株式会社アーステック
汎用大型ハイブリッド蓄電インバーターのマルチ制御開発による多品種
対応

三島信用金庫

2668 22210775 静岡県 有限会社兼子鉄工所 安全で身体的負荷を軽減するトラック荷台昇降用梯子の開発 磐田信用金庫



2669 22210777 静岡県 タタラ株式会社
リフォーム､特注の造作､収納家具類に適合する高品質扉を､加工／施
工業者に対して小口販売

静岡銀行

2670 22210779 静岡県 株式会社上島電興社 高齢かつ軽度な認知症患者の服薬支援装置の開発 浜松信用金庫

2671 22210780 静岡県 有限会社松野塗装工業 粉体塗料による静電塗装装置・技術の設備投資 小沢康人税理士事務所

2672 22210781 静岡県 城南電機工業株式会社
自動車用ランプ製造における、高品質、短納期を実現する一括生産体
制の構築

静岡銀行

2673 22210782 静岡県 株式会社システム・ジェーピー 「人間の腕と同じ動作を実現できる超高精度な医療用固定器の開発」 静岡銀行

2674 22210784 静岡県
大和エンジニヤリング株式会
社

単品部品製作における短納期対応・コスト削減の為の生産プロセス強
化事業

浜松信用金庫

2675 22210790 静岡県 株式会社キャムソニア 業務用大型インクジェットプリンターの乾燥機ユニットの試作開発 静岡信用金庫

2676 22210791 静岡県 有限会社梅沢工機
CFRP用成形金型製造におけるＮＣ成形研削による高精度化及び短納
期化の実現

焼津信用金庫

2677 22210792 静岡県 共栄メタル株式会社 介護支援に貢献できるステンレス製手摺の効率化 静岡銀行

2678 22210796 静岡県 有限会社松本工業
アルミダイカスト製品のバリ取り工程の自動化による生産プロセスの強
化

静岡中央銀行

2679 22210801 静岡県 株式会社市川板金工業所 輸送機器試作部品の超短納期生産システム開発 磐田信用金庫

2680 22210804 静岡県 株式会社バンテクニカ 発電機能付き非接触スリップリングの試作・開発 静岡中央銀行

2681 22210806 静岡県 小林工業株式会社
フレーム部品製造に適した溶接から外観仕上げまでの高効率一貫生産
ラインの構築

浜松信用金庫

2682 22210809 静岡県 有限会社鈴和製作所
半導体製造装置等の高能率化を企図した、チタン合金等の難削材加工
技術の精度向上

静岡銀行

2683 22210810 静岡県 株式会社オプトメカトロ 免疫医療診断用の高感度、高ダイナミックレンジな光検出器の開発 浜松信用金庫

2684 22210811 静岡県 株式会社マルヨシ
ペットの健康を訴求した「水産系乳酸発酵ペットフードの開発」と「世界
市場の開拓」

静岡信用金庫

2685 22210813 静岡県 イワタプレス工業株式会社 多工程を1工程化できる「ロボット搬送プレス機」の開発
株式会社オオサワ・ビジ
ネス・コンサルティング

2686 22210814 静岡県 西尾金庫鋼板株式会社
最新タレットパンチ・レーザー複合機導入による新製品の試作開発及び
多品種小ロット・短納期に対応する生産体制の構築

静清信用金庫

2687 22210815 静岡県 株式会社神津製作所 画像センサによるアーク溶接外観検査装置の開発 浜松信用金庫

2688 22210817 静岡県 植田部品株式会社 レーザー加工による樹脂材料への生産技術力強化 静岡銀行

2689 22210819 静岡県 株式会社石橋鉄工所
3次元測定機ソフトの導入による製品の高精度化及び短納期ニーズへ
の対応

静清信用金庫

2690 22210822 静岡県 深澤電工株式会社
試作品(多品種小ロット)を中心にした高密度実装の、技術力・生産力の
構築

三島信用金庫

2691 22210825 静岡県 シロワ部品工業株式会社 樹脂製検査治具の試作開発によるニッチ分野の開拓 静岡銀行

2692 22210826 静岡県
株式会社クリエティブ・システ
ム

一体型リテーナ・コッタ圧入機の開発と新たな生産管理システムの構築 浜松信用金庫

2693 22210829 静岡県 株式会社髙橋製作所 高性能測定機等導入による多品種少量・短納期化対応 静岡銀行

2694 22210830 静岡県 有限会社山静製作所 ステンレス加工品の最終工程である酸洗い設備の導入 清水銀行

2695 22210831 静岡県 日本形染株式会社
デジタル捺染による企画･生産･販売まで一貫した生産システムの構築
と新製品の開発

静岡銀行

2696 22210833 静岡県 株式会社サンテックイシカワ
三次元測定システム導入と5軸MCとの一体運用による高精度加工及び
検査体制の確立

静清信用金庫

2697 22210836 静岡県 株式会社コーリツ 熱処理工程の強化による高精度シフトフォーク部品の開発 静岡銀行

2698 22210838 静岡県 株式会社美浜工業 攪拌、吐出技術向上による導電性ウレタン樹脂の試作開発 浜松信用金庫



2699 22210840 静岡県 三美鍍金工業株式会社 バレル式　高ニッケル　亜鉛―ニッケル合金めっきの試作開発 遠州信用金庫

2700 22210841 静岡県 崇和株式会社
｢災害対策バルク貯槽ユニット｣及び｢エネルギー供給ボックス｣普及に向
けた配管セットの試作開発と生産体制の構築

静岡銀行

2701 22210843 静岡県 株式会社三方原キカイ 非鉄金属（アルミ材）の切削加工における高品質化への需要対策措置 浜松信用金庫

2702 22210846 静岡県 鈴木晒整理株式会社
多様なニーズに応える多品種小ロット対応が可能なワッシャー加工技術
の確立

浜松信用金庫

2703 22210849 静岡県 株式会社ミツムロ 硬質ステンレスパイプの複雑形状加工及び一体化製品の試作の開発 静岡銀行

2704 22210853 静岡県 日商産業株式会社 腫瘍断端距離確保を目的としたアタッチメントの研究・開発 長泉町商工会

2705 22210856 静岡県 株式会社オ－ジェイシステム 産業用ロボット事業部の立上げによる生産システムの強化 静岡銀行

2706 22210857 静岡県 村松精機株式会社
多品種少量生産・短納期に対応する高精度基準面・穴加工技術の高度
化

浜松信用金庫

2707 22210859 静岡県 株式会社サンエンテック
三次元測定機の導入により複雑形状・微細精密部品加工の品質保証
体制を確立する。

浜松信用金庫

2708 22210860 静岡県 株式会社井田商店 マカダミアナッツ専用焙煎装置の開発による健康食品市場への進出 静岡銀行

2709 22210862 静岡県 村松風送設備工業株式会社 サイクロン集塵機高性能化 浜松信用金庫

2710 22210863 静岡県 株式会社ポリシス 高防振性能をもつ軽量発泡防振材の開発及び量産体制の確立 静岡銀行

2711 22210868 静岡県 エンシュー化成工業株式会社 ヨーグルト容器蓋材用撥水フィルムの品質安定化技術開発 静岡銀行

2712 22210869 静岡県 株式会社カシマ
医薬品生産ライン用クリーンステンレス容器製作に関わる3D-CADCAM
モデリングを活用した高精度・低コスト缶体展開プレス方法の開発及び
導入

静岡銀行

2713 22210871 静岡県 株式会社岡崎製作所 多品種少量生産部品の短納期化のための設備投資 清水銀行

2714 22210872 静岡県 株式会社カンナ工業 高圧配管継手（消火器など）の複合加工法開発 静岡中央銀行

2715 22210873 静岡県 オーメックス株式会社 マシンカバーの薄板化と段曲げ工法による溶接レス化技術の開発 静岡銀行

2716 22210875 静岡県 志田紙工株式会社 PSシート内製化によるコストダウンと短納期化の実現 富士宮信用金庫

2717 22210877 静岡県 西田工業株式会社 圧倒的な工程削減によるサイクルタイムと段取時間の短縮 浜松信用金庫

2718 22210884 静岡県 株式会社ビデオ・テック
放送業界で使用される映像メディア保管装置の耐震性強化・小型化の
実現

静岡銀行

2719 22210885 静岡県 有限会社伊藤木型製作所 鋳造技術導入による短納期・ワンストッププロセスの開発 静岡銀行

2720 22210886 静岡県 株式会社テミック
難削材ステンレスの切削加工の高精度・短納期化を可能にする多品種
小ロット生産体制の構築

浜松信用金庫

2721 22210888 静岡県 ヤザキ工業株式会社
改良型リリース制御型ピッチングマシンの試作開発及び量産化に向け
た改良

富士市商工会

2722 22210889 静岡県 株式会社IWAMA
「消臭・静音性能を強化しメンテナンス面を簡易化した自動排泄処理装
置の試作開発」

富士市産業支援セン
ターｆ-Ｂｉｚ

2723 22210890 静岡県 株式会社小松工業 サーボプレスによる量産型「精密せん断打ち抜き技術」の確立 浜松信用金庫

2724 22210891 静岡県 株式会社司技研 自動車開発用部品の小ロット・短納期化対応
富士市産業支援セン
ターｆ-Ｂｉｚ（株式会社イド
ム）

2725 22210892 静岡県 内田工業株式会社
国内生産プロセス強化による『アクセルドライブ/アクセルメイン』製造用
金型の海外市場獲得

静岡銀行

2726 22210893 静岡県
株式会社セイコーバイオテク
ノ

BDF製造時に排出される粗グリセリンを原料とした低環境負荷液体洗剤
製造装置の開発

静岡銀行

2727 22210894 静岡県 シンズ工業株式会社
最新のCAD,CAMソフトによる、5面加工機の能力UPで試作・開発の強
化。

静岡中央銀行

2728 22210897 静岡県 株式会社協和アルテック 電動アシスト自転車新規部品の高付加価値化 静岡銀行



2729 22210900 静岡県 池上塗料工業株式会社 模型用塗料の多品種小ロットかつ高精度化への取り組み 静岡銀行

2730 22210901 静岡県 フジ工業株式会社 新裁断機導入による超短納期裁断商品の実現 静岡銀行

2731 22210903 静岡県 東西工業株式会社 新型プレス機による断熱パネルの生産強化 静岡銀行

2732 22210904 静岡県 株式会社サカエ金型工業
エンプラ製歯車精度向上による次世代自動車モーターアクチュエータ市
場の開拓

静岡銀行

2733 22210905 静岡県 東洋コーティング株式会社 スマートフォン、タブレット用の光学フィルムの高品質化 神戸商工会議所

2734 22210906 静岡県 株式会社寺田製作所
飲料、食品素材として利用可能な製茶中に排出される蒸気の凝縮水回
収装置の開発

静岡銀行

2735 22210907 静岡県 永田塗装株式会社 塗装・印刷・レーザー加工による新商品の開発 奥浜名湖商工会

2736 22210908 静岡県 株式会社エンブレム 圧空を利用したプラスチックフィルムの三次元成形の試作開発 静岡銀行

2737 22210910 静岡県 合資会社東洋メタル
フェライト化焼鈍炉と塗装設備(バッフルブース)施工による、納期・品質
管理の向上

静岡銀行

2738 22210911 静岡県 カネオト石橋商店
発酵・醸造技術を応用した、うなぎエキスの開発と“うなぎ蒲焼風かまぼ
こ製品”の試作開発

焼津信用金庫

2739 22210912 静岡県 有限会社西尾金型 高精度・超短納期を実現する精密金型の生産体制構築 磐田信用金庫

2740 22210914 静岡県 協和工業株式会社 微生物による工業廃液発酵分解効果を活用したニッチ分野の事業開発 静岡銀行

2741 22210917 静岡県 株式会社エフ浜松 NCルータ設置による各種産業資材の最適切削加工技術の確立 浜松信用金庫

2742 22210919 静岡県 株式会社大石溶接
短納期化と製造コスト削減を可能にする溶接技術の習得、溶接スパッタ
軽減化及び加工・切削条件等のデータベース化

清水銀行

2743 22210920 静岡県 株式会社長野製作所 噴射管向SUS材C．NUTの鍛造による低コスト量産化の確立 税理士法人トップ

2744 22210921 静岡県 株式会社佐藤工業所 水量変動に対応できる鋼板水路を用いた段差用発電設備の開発 焼津信用金庫

2745 22210922 静岡県
株式会社タジマモーターコー
ポレーション

浮揚式津波避難シェルター商品化のための量産試作および性能試験、
生産準備

磐田信用金庫

2746 22210923 静岡県 有限会社丸善冷機工業
橋梁等の金属製品製造においてレーザー加工機更新による一貫生産
ラインの構築

静岡銀行

2747 22210925 静岡県 株式会社トウネツ
ECO電動式鋳造装置の開発と事業化～小型一体式電動鋳造機の事業
化～

静岡銀行

2748 22210928 静岡県 株式会社N・I・Nジンガー 断続スプレー装置による離型剤少量塗布技術の確立 静岡銀行

2749 22210931 静岡県 株式会社SANWA 発電用超大型ガスタービン向けの新機構コンプレッサシステムの開発 焼津信用金庫

2750 22210933 静岡県 小早川工業 “そり”の無いセルフ・クリンチング・ナット圧入板金部品の試作開発 沼津信用金庫

2751 22210934 静岡県 有限会社石岡プラスチック ダイキャスト部品から樹脂化部品化による試作量産生産体制の強化 浜松信用金庫

2752 22210938 静岡県 岡本工業株式会社
丸物精密加工から角物複合加工の一貫生産体制によるワンストップ化
の実現

浜松信用金庫

2753 22210940 静岡県 有限会社トラス
中間素材であるプリプレグ材(繊維織物に熱硬化性樹脂を含浸させた素
材)とコア材(ペーパーハニカム・発泡体等)を使用し、一回の成形サイク
ルで複数の複合材パネル製品を多段積みによる成形でコストダウンを

沼津信用金庫

2754 22210943 静岡県 小林工業株式会社 新規取引先獲得のための、試作・量産金型製作の時間短縮 静岡銀行

2755 22210945 静岡県 スズエ電機株式会社 リサイクルプラスチック擬木の避難路階段の新製品開発 浜松信用金庫

2756 22210946 静岡県 富士高砂酒造株式会社
静岡酵母に低温醸造製法を用いた究極の大吟醸酒『花高砂(仮称)』の
開発製造

RS経営コンサルティン
グ

2757 22210948 静岡県 株式会社宮本技研工業
海外需要獲得に向けたコスト・納期削減を目指した生産管理システムの
導入

浜松信用金庫

2758 22210951 静岡県 ハマサン株式会社 設備生産工程の革新：生産リードタイムの半減 静岡銀行



2759 22210952 静岡県
株式会社おさだ製茶
カネ松製茶株式会社
株式会社荒畑園

新規機能性成分強化型微生物制御発酵茶及び新規機能性成分添加緑
茶飲料の試作

静岡銀行

2760 22210953 静岡県 株式会社日栄総業
多様化するワイヤーハーネス製作における短納期、低コスト、高品質の
確立

静岡銀行

2761 22210954 静岡県 美光産業株式会社
レーザー加飾機導入による付加価値の高い自動車蒸着部品の試作・開
発

静清信用金庫

2762 22210955 静岡県 株式会社ベルクス
ボールジョイント用ダストカバー金具の生産プロセス強化のための開発
事業

静岡銀行

2763 22210958 静岡県 旭化学工業株式会社 自動車座席用ポリカバーの生産プロセス強化による競争力の向上 浜松信用金庫

2764 22210962 静岡県 株式会社高池 ハーネス加工における多品種・小ロット・多客先ラインの実施 清水銀行

2765 22210965 静岡県 レワードグループ協同組合 昇華　絢爛　・　彩色　絢美 浜松信用金庫

2766 22210967 静岡県 株式会社モス 短納期システム強化計画 静岡銀行

2767 22210968 静岡県 日興工業有限会社 YAGレーザー導入による短納期・高精度加工体制の構築
株式会社マイルストー
ン・コンサルティング・グ
ループ

2768 22210969 静岡県 株式会社伊藤製作所 新技術開発による市場シェアの獲得 静岡銀行

2769 22210970 静岡県 有限会社鈴精機
製造体制と部品構成の見直し及び新規マシニングセンターの導入によ
るダクトホース試作金型の短納期化の実現

静岡銀行

2770 22210972 静岡県 株式会社マルハチ村松 鰹加工品製造副産物を主原料とした機能性発酵調味料の開発 静岡銀行

2771 22210973 静岡県 株式会社中央発明研究所 ダイカスト部品内鋳巣及び含浸剤のDual Energy X線計測装置の開発 遠州信用金庫

2772 22210974 静岡県 株式会社金原金属工業所 歩留り効率がよく、短納期で環境に良い鍛造品の開発 静岡銀行

2773 22210975 静岡県 肥田電器株式会社 スーパーエンプラを利用したバリレス成形工法の開発 袋井商工会議所

2774 22210976 静岡県 株式会社アイ電子工業
小規模ユーザー向け、簡単設置、簡単操作のデジタルサイネージシス
テムの開発

浜松信用金庫

2775 22210977 静岡県 TSK株式会社
超低温処理（CryoForge）による金属材料の強化に寄与する原子の再配
列を促す技術の高度化

浜松信用金庫

2776 22210979 静岡県 有限会社山口製作所
金属パイプの多方向同時穴あけ加工技術の確立と専用設備の開発・販
売

富士宮商工会議所

2777 22210980 静岡県 カナエ工業株式会社
自動車の旧型部品(サービス部品)用金型の長期保管問題を解消する
管理システムの開発

富士宮商工会議所

2778 22210981 静岡県 サンコウ電子株式会社 制御装置の短納期化を実現する、盤内ハーネス生産技術の構築 浜松信用金庫

2779 22210984 静岡県 株式会社三友機械製作所 金属容器向け自動内面画像検査装置の開発 焼津信用金庫

2780 22210985 静岡県 マツカワ株式会社 三次元ガラスパターン切断機の開発･試作 静岡銀行

2781 22210987 静岡県 珠電子株式会社 蛍光寿命測定装置用深紫外LED短パルス光源の開発 遠州信用金庫

2782 22210988 静岡県 富士鋼業株式会社 複合加工機の導入による小口・短納期生産体制の確立 静岡銀行

2783 22210991 静岡県 株式会社エス・テック
熱溶着性繊維を使用した製品開発のための、熱加工・成形装置の開発
と導入

静岡銀行

2784 22210995 静岡県 株式会社日幸製作所 最先端がん治療装置用部品の納期短縮と検査体制の強化 静岡銀行

2785 22210997 静岡県 株式会社松下工業 鋳物に使用される中子砂の再利用による試作開発 磐田信用金庫

2786 22210998 静岡県 石塚工業株式会社
最新設備導入による高精度な試作品製作・短納期要請への対応力向
上

静岡銀行

2787 22210999 静岡県 株式会社山登
幅広NCレベラフィーダ（大型幅広コイル材料供給装置）導入による部品
加工の大型化対応と順送加工の短縮化によるコストダウン。

沼津信用金庫

2788 22211001 静岡県 有限会社マツオ工機 バリ取り加工ロボットシステムの製品化 浜松信用金庫



2789 22211004 静岡県 東洋レヂン株式会社
医療機器におけるプラスチック射出成形加工設備およびシステムの開
発・試作

清水銀行

2790 22211005 静岡県 株式会社ヤマテ工業
アルマイト加工設備導入による、ホイール加工ラインの生産プロセスの
確立

浜松信用金庫

2791 22211011 静岡県 株式会社大村屋酒造場 ボトルクーラー導入による商品の高品質化事業 静岡銀行

2792 22211012 静岡県 株式会社ライズワン 国産バンドマーキング装置開発 静岡信用金庫

2793 22211013 静岡県 有限会社高柳製作所
鋳造に代わる単発プレス機を用いた加工方法の開発及び順送プレス方
式への応用

湖西市商工会

2794 22211015 静岡県 有限会社友和溶接
産業用機械部品の製造・加工・レーザーマーキングまでの一貫体制の
構築

清水銀行

2795 22211018 静岡県 有限会社ソフト・ワ井メカ 超精密マシニングセンタ購入による高精度製品対応技術の確立 静岡中央銀行

2796 22211022 静岡県
合資会社ベアードブルーイン
グ

生産能力拡大・6次産業化に向けた農産物加工所新設プロジェクト 静岡銀行

2797 22211025 静岡県 有限会社鈴木工機 高精度・短納期を可能とさせる穴あけ加工技術の確立 浜松信用金庫

2798 22211028 静岡県 有限会社村松研磨工業
研磨工程のオートメーション化による「品質安定化」「省人化」を図り、生
産コストをコントロールすることで安価な海外製品との競争力を確保す
るための生産プロセス強化

静岡銀行

2799 22211033 静岡県 有限会社後藤鉄工所
NC立旋盤導入の生産性向上による受注拡大及び旋盤技術継承による
事業の継続性強化

清水銀行

2800 22211034 静岡県 有限会社刑部製作 3Dプリンターによる医療系の樹脂製品（介護用品等）の試作開発 浜名商工会

2801 22211037 静岡県 有限会社静岡洞江水産
獲りたての水産物の美味しさをそのまま消費者の食卓にお届けする
CAS冷凍の導入

公益財団法人静岡県産
業振興財団

2802 22211038 静岡県 株式会社NSM 空調機用銅配管部品の多品種小ロット短納期対応設備の開発導入 静岡銀行

2803 22211039 静岡県 有限会社山崎鋳造 高強度、高品質な鋳物である「球状化黒鉛鋳鉄」の低コスト、省力化 菊川市商工会

2804 22211040 静岡県
UCHIDASystemManagement
有限会社

横型万能測長機導入による、短納期化・低価格化の実現 静岡銀行

2805 22211043 静岡県 サンワ化学株式会社
高圧微粒研磨材噴射加工によるタブレット及びスマートフォン用大板強
化ガラス基板の切断技術の開発。

鈴木達雄税理士事務所

2806 22211046 静岡県 有限会社シイ・エム・ピイ 積層成形加工技術の構築ならびに小ロット・短納期生産体制の構築
西ヶ谷博行税理士事務
所

2807 22211048 静岡県 株式会社イハラ製作所 アルミダイキャスト製品におけるリークテスト装置の開発 静岡銀行

2808 22211049 静岡県 株式会社サンレイ CNC旋盤導入による短納期化事業 静岡銀行

2809 22211050 静岡県 東洋カプセル株式会社 医薬品分野に対応する、新規グミ製剤の開発 静岡中央銀行

2810 22211053 静岡県 丸成金属塗装株式会社 №2静電塗装機の回転数可変化による塗膜の美麗化 浜松信用金庫

2811 22211054 静岡県 有限会社オーエム技研
高精度マシニングセンター導入による生産プロセス強化で医療機器の
開発部品に対応

富士市産業支援セン
ターf-biz

2812 22211055 静岡県 株式会社武政精工 超微細加工による生産設備用超高精度治具の開発 焼津信用金庫

2813 22211057 静岡県 三基精工株式会社
金属プレスにおける難加工分野への進出及び工法転換による高付加
価値化への取り組み

静清信用金庫

2814 22211059 静岡県 トルク工業株式会社 自動車用機能部品の生産プロセス再構築による競争力強化 さがみ信用金庫

2815 22211064 静岡県 株式会社スグロ鉄工 コアピン検査工程の高度化による生産プロセス再構築 清水銀行

2816 22211065 静岡県
株式会社プラズマアプリケー
ションズ

200～800℃で動作するPETE型熱電子発電器の開発研究 高部税理士事務所

2817 22211066 静岡県
株式会社プリンシパルテクノ
ロジー

ワイヤレス給電に関する特許技術の試作開発による発明の効果の実証 磐田信用金庫

2818 22211067 静岡県 株式会社フジマシン
監視機能及びフィードバック機能を備えた変動状況対応クランプシステ
ムの開発

公益財団法人静岡県産
業振興財団



2819 22211069 静岡県 有限会社遠州研業 製作工程の合理化による、切削工具部品の短納期生産技術の構築 浜松信用金庫

2820 22211072 静岡県 株式会社宮田製作所 高形状精度、高寸法精度、短納期の新興国対抗金型の製造 静岡銀行

2821 22211073 静岡県 株式会社GF技研 ハイブリッドソーラパネル用多重層ラミネーション接合技術の確立 静岡銀行

2822 22211076 静岡県 加藤タオル株式会社 独自の肌触り感を実現する細番手綿糸製織技術の高度化 浜松信用金庫

2823 22211077 静岡県 有限会社三江
厚みがあり表面が凹凸があるパネルへ1個から直接ＵＶインクジェット塗
装をする技術の確立

浜松信用金庫

2824 22211079 静岡県 有限会社芹沢鉄工所
レーザー加工機導入による円形加工等の小口化・短納期化及び作業効
率向上

清水銀行

2825 22211081 静岡県 株式会社真誠 社内切断試験体制整備による新製品開発力・提案力の強化 静岡銀行

2826 22211083 静岡県 株式会社ホンダ
超音波ウェルダー、プラスチックリベッター導入による小口化・短納期化
への対応力強化

富士市産業支援セン
ターf_Biz

2827 22211085 静岡県 企業組合テンテック パーソナルタイプの点滴チェッカーの開発と商品ラインナップの充実 商工組合中央金庫

2828 22211089 静岡県 有限会社米山製作所
生産プロセス強化による、拡大する医療機器市場を獲得するための設
備投資

沼津商工会議所

2829 22211092 静岡県 有限会社ウィットラボ
溶接試作における工程毎リアルタイム測定による新たな試作手法の開
発

静岡銀行

2830 22211093 静岡県 有限会社山崎塗装工業所 塗装作業の標準化と環境負荷の軽減 浜松信用金庫

2831 22211095 静岡県
富士鋼販株式会社
有限会社三和コラム

テーパーコラムコア材の生産に伴う、価格競争力を高めるための生産プ
ロセスの強化

静岡銀行

2832 22211096 静岡県 花の舞酒造株式会社
酵母が生きた生酒の短納期化を実現する冷蔵管理生産物流システム
の構築

浜北商工会

2833 22211098 静岡県 株式会社久野金型製作所 ハイテン材（高張力鋼の高精度）成形金型の短納期化技術の開発 静岡銀行

2834 22211099 静岡県 株式会社ヤマモトファンドリー 球状化黒鉛鋳鉄を利用した鋳造技術の開発 静岡銀行

2835 22211103 静岡県
有限会社浜松コンピューティ
ング

ディープサイクルバッテリーテスターの開発 静岡銀行

2836 23210910 愛知県 株式会社ジュトク
中・小零細製造業の最適労働環境の実現に向けたリメイク作業服の製
造技術の開発

豊橋信用金庫

2837 23210912 愛知県 株式会社ビー・クラフト 性能評価対象試作品の一貫製作を目指すための試作開発 松原　智恵蔵

2838 23210913 愛知県 山旺理研株式会社
クロムめっき液中の不純物除去システム確立によるクロムめっき液の再
生

愛知銀行

2839 23210914 愛知県 株式会社山田製作所
電気自動車向けリチウム電池に使用される絶縁プレート生産用金型の
開発

碧海信用金庫

2840 23210915 愛知県 白金鍍金工業株式会社 マイクロ・ナノバブルによる表面処理後の残留溶剤除去の試作開発 岡崎信用金庫

2841 23210918 愛知県 三光金型株式会社
磁場界、及び構造解析を活用した設計手法による、骨伝導振動子の開
発期間の短縮

愛知銀行

2842 23210919 愛知県 前田バルブ工業株式会社
水道管を活用した「住宅仕様」の乾式スプリンクラーの低コスト化に向け
た試作開発

中京銀行

2843 23210920 愛知県 オーエムヒーター株式会社 着磁能力向上の為の高圧着磁電源装置及びヨークの導入事業 税理士法人中央経営

2844 23210921 愛知県 ツカサ工業株式会社 生産方式改革及び設備強化による生産効率化計画 半田信用金庫

2845 23210922 愛知県 株式会社サンライズ
新たな試作プロセスの構築による金型の高精度化と射出成形品生産性
の向上

名古屋銀行

2846 23210923 愛知県 三起化成株式会社 医療用チューブ製品の製造技術開発及び品質向上技術の開発 名古屋銀行

2847 23210928 愛知県 光洋スプリング工業株式会社
精密コイルバネ製造技術のデータ化による技術の伝承と短納期低コス
ト化の実現

豊橋信用金庫

2848 23210929 愛知県 株式会社三琇ファインツール
高速計測技術の応用による、金型製作技術の高度化と短納期化の確
立

岡崎信用金庫



2849 23210930 愛知県 大久保金型工業株式会社
数値制御平面研削盤の導入により平面加工の高精度化・長寿命化・低
価格化を実現したダイカスト金型の製造

中京銀行

2850 23210931 愛知県 有限会社白光舎
医療機関・施設等で着用する病衣・ユニフォームへのオゾンガス殺菌・
脱臭による院内感染防止繊維加工

幸田町商工会

2851 23210933 愛知県 株式会社杉浦機械 航空宇宙産業用部品等の高精度化のための技術と試作品の開発事業 石川　泰隆

2852 23210935 愛知県 株式会社フジイ金型 先進的3D化設備の導入による金型成形シミュレーション技術の高度化 岐阜信用金庫

2853 23210937 愛知県 ムツミ産業株式会社 最新鋭電子顕微鏡元素分析機能搭載機で塗装品質評価、管理強化。 碧海信用金庫

2854 23210938 愛知県 株式会社水谷鉄工所
複合素材を組み合わせた自動車用アクチュエーターケースの試作開発
および工程開発

瀬戸信用金庫

2855 23210940 愛知県 中村鉄工株式会社 多品少量種の生産に対応した生産管理システムの構築と運用 愛知銀行

2856 23210941 愛知県 ビーエム工業株式会社 薄壁軽量保温容器の試作開発 愛知銀行

2857 23210942 愛知県 小松プレス工業株式会社 溶接ロボットのリンク機能と外部軸を使用した溶接システムの開発 名古屋銀行

2858 23210943 愛知県 株式会社バリアス・ワークス
自動車の冷却水ハウジング用高精度プラスチック樹脂加工部品の短納
期金型開発

碧海信用金庫

2859 23210944 愛知県 株式会社堀江設計事務所
圧縮空気利用型無段変速機付自転車の試作開発による運転者の負担
軽減と安全性向上

豊橋信用金庫

2860 23210945 愛知県 有限会社スキノス技研 心理・生理学研究用定性的発汗計測装置の試作開発 愛知銀行

2861 23210946 愛知県 株式会社コネクティボ ネットワークセキュリティ製品の低価格化への生産プロセス強化事業 岡崎信用金庫

2862 23210947 愛知県 高木木工株式会社
NCボーリングマシン導入による小口化・短納期化対応可能な生産体制
の構築

岡崎信用金庫

2863 23210948 愛知県 東海エコ工業株式会社
介護市場獲得を目指すための電気不要による車椅子利用者向時差式
マット自動ドア開発

碧海信用金庫

2864 23210950 愛知県 株式会社岡田鉄工所 油圧プレスマシンに使用される高精度部品のコスト削減 碧海信用金庫

2865 23210951 愛知県 杉本ハガネ株式会社 新型設備導入を機に切削加工技術を高め市場競争力を確立する計画 中京銀行

2866 23210954 愛知県 東光工業株式会社 人参・ごぼう乱切り加工機械の開発 十六銀行

2867 23210956 愛知県 中部産業株式会社 自動車板金部品のプレス加工工程における新工法の研究開発 碧海信用金庫

2868 23210957 愛知県 合資会社マルスギ
日本伝統色の継承と高度な色彩管理技術を用いたデジタル捺染綿製
品の試作開発

愛知銀行

2869 23210963 愛知県 株式会社小垣江鉄工所
CAD．CAM導入による、小径・低価格刃具を使用した、従来にない高速
加工技術を研究し、高効率切削加工システム構築の実現

百五銀行

2870 23210964 愛知県 株式会社柘植製作所 多軸対応CAMシステム導入による加工範囲の拡大 税理士法人イータック

2871 23210971 愛知県 株式会社ヤシロ技研
シャーレ包装機による新市場開拓を目指すための斜めピロー包装機の
試作開発

林　一伸

2872 23210972 愛知県 株式会社三幸テック 小ロット短納期に対応した加工データ化業務への新システムの構築 岡崎信用金庫

2873 23210973 愛知県 安井精工株式会社 ヘミング加工技術により加工範囲を拡大した製品の試作開発 名古屋銀行

2874 23210975 愛知県 有限会社五ツ橋製菓
瞬間冷凍技術の導入による、生ういろうの販路拡大を目的とした全国進
出計画

名古屋銀行

2875 23210976 愛知県 中島特殊鋼株式会社 ウォータージェット用研磨剤（ガーネット）のリサイクル回収技術 岡崎信用金庫

2876 23210979 愛知県 株式会社名美
シニアマーケットの市場確立・獲得を目指す機能付きファッションの試作
開発

碧海信用金庫

2877 23210980 愛知県 株式会社風岡塗装
大型製品対応自動洗浄設備導入による作業の効率化と高付加価値化
で新市場へ進出

飛島村商工会

2878 23210981 愛知県 金城化工株式会社
ゴム製からプラスチック製（樹脂化）へ。　自動車のブレーキ及びクラッチ
のペダルパッドの試作・開発から量産化への生産プロセスの強化。

税理士法人創経



2879 23210983 愛知県 永井撚糸合資会社
高機能マスク市場への販売拡大を目指した現行品よりソフト感を高めた
マスク紐の試作開発

いちい信用金庫

2880 23210984 愛知県 アダチ鋼材株式会社
NC曲げ加工機導入による「高品質曲げ加工品」の納期、価格面で競争
力を高めた供給体制の確立

豊橋信用金庫

2881 23210987 愛知県 株式会社片山電子 野球及びソフトボールのローコスト無線カウント表示器の開発 豊橋信用金庫

2882 23210988 愛知県 株式会社コンドウ 多種少量向け簡易対話式円筒研削盤，LGK-300NCの試作開発 名古屋銀行

2883 23210989 愛知県 インクス株式会社 厨房用に特化した新型　IHインバータの開発 東京中央経営株式会社

2884 23210991 愛知県 株式会社水野精機 冷間鍛造によるニア・ネット・シェイプ自動車部品の試作開発 瀬戸信用金庫

2885 23210994 愛知県 株式会社葵ファニチャー
多目的電動チェアの生産プロセス強化と新規リンク機構の試作開発事
業

碧海信用金庫

2886 23210995 愛知県 株式会社建重製作所
プレス成形シュミレーションシステム導入によるホットスタンプ及び超ハ
イテン材プレス試作部品の高精度・短納期化

岡崎信用金庫

2887 23210996 愛知県 株式会社遠藤製作所
最新複合NC旋盤による工程集約とリードタイムの短縮と品質向上の技
術開発

名古屋銀行

2888 23210997 愛知県 株式会社エーピーシィ 小型成形機及び同時インジェクション設備の導入による顧客シェア拡大 碧海信用金庫

2889 23211001 愛知県 井上鋳工株式会社
ダクタイル鋳鉄（FCD450～700）の材質別溶湯管理方法の確立と組成
分析、品質保証の確立

商工組合中央金庫

2890 23211005 愛知県 神谷鉄工株式会社 コンプレッサシリンダ切削加工ラインの工程集約＆加工時間短縮 知多信用金庫

2891 23211007 愛知県
株式会社ケイユニフォーム
サービス

アパレルの市場獲得を目指す為の縫製業のロボットによる再生 大垣共立銀行

2892 23211008 愛知県 株式会社渥美工業所
橋梁長寿命化に対応した耐食性材料を曲げ加工する専用機の試作開
発

豊橋信用金庫

2893 23211014 愛知県 和泉化成株式会社
成形機の変更によるサイクル時間の短縮とエネルギーコストの削減及
び、新分野の開拓

尾西信用金庫

2894 23211016 愛知県 さんわ機工有限会社
サイン業界等の新分野市場開拓に向けた、立体形状の高機能金属治
具（新蓄光式避難誘導製品）の試作開発

いちい信用金庫

2895 23211017 愛知県 株式会社鈴木製作所 金属プレス金型の精密および立体加工を可能にした設備導入 豊川信用金庫

2896 23211018 愛知県 宮田毛織工業株式会社 プリント加工によるウール素材のハイゲージダブルニットの開発 十六銀行

2897 23211020 愛知県 大山工業株式会社 特殊鋼板曲げ加工技術精度向上計画（航空機用積層治具） 大垣信用金庫

2898 23211022 愛知県 東洋クッション株式会社 土木資材製造ラインの生産プロセス強化 秦　隆文

2899 23211023 愛知県 有限会社フルセ鉄工所 金型部品の高精度化、短納期化に対応するための生産プロセスの強化 碧海信用金庫

2900 23211025 愛知県 株式会社ハアーモニー
マイコン式インバータ制御による可変速軽量シャッター用開閉機の試作
開発

百五銀行

2901 23211027 愛知県 株式会社東海機械製作所
アルミニウムを主材料とするLNGの大型貯蔵タンクや運搬船向けの構
成部材の試作開発

碧海信用金庫

2902 23211028 愛知県 株式会社ニッコーインテック 医療用カテーテルに使用する精密部品の試作開発 名古屋銀行

2903 23211029 愛知県 川口合成株式会社 ・各種薄手樹脂フィルムに対応する全面植毛技術の確立 いちい信用金庫

2904 23211030 愛知県 株式会社小島産業
めっき加工の高品質化・低コスト化・環境配慮に対応した生産プロセス
の強化

中京銀行

2905 23211031 愛知県 有限会社吉荒化工
工業塗装の新プロセス導入による多品種少量製品への対応と高品質
化の実現

豊橋信用金庫

2906 23211037 愛知県 大野精工株式会社 超精密研削加工における短納期化の生産プロセス確立 蒲郡信用金庫

2907 23211042 愛知県 増田ビニール株式会社 エラストマー発泡成形開発によるニッチ分野の市場創造事業計画 野本　伸一郎

2908 23211043 愛知県 守田光学工業株式会社 高精度な偏角マイクロプリズムの試作開発 税理士法人トリプルエー



2909 23211045 愛知県 株式会社ホウショウEG
電力等のエネルギー源を必要としない生活用水生成のための簡易型濁
水処理装置の試作開発

豊橋信用金庫

2910 23211046 愛知県 株式会社ヤマヂ精密
超高精度治具製作のための最新研削機導入による生産プロセスの強
化

愛知銀行

2911 23211047 愛知県 クシダ工業株式会社 バルブ部品生産能力向上及び試作開発強化 名古屋銀行

2912 23211048 愛知県 大弘株式会社 同時一体成形できるパイル（ナイロン短繊維）付きフィルムの試作・開発 名古屋銀行

2913 23211049 愛知県 有限会社寺部鉄工所
新生産プロセスの開発による多品種・小ロット・試作品ウォームギアの
短納期の実現

豊橋信用金庫

2914 23211050 愛知県 昭和医科工業株式会社 試験冶具の作製及び3Dプリンタ導入による新プロセスの開発 豊橋信用金庫

2915 23211053 愛知県 三敬株式会社
オーダーメイドギフトに対応できる小口生産体制の構築、及び三河木綿
のガーゼタオル素材の開発

豊川信用金庫

2916 23211054 愛知県 株式会社山田製作所
金属プレス金型の短納期化と環境配慮した低コスト化の製造プロセス
導入

名古屋銀行

2917 23211055 愛知県 株式会社イナック
医療分野の市場獲得を目指すため切削加工による人工骨削り出しの試
作開発

岡崎商工会議所

2918 23211057 愛知県 有限会社明輝
乾燥炉の導入による品質向上と作業効率アップのための工場集約化の
実現

飛島村商工会

2919 23211058 愛知県 株式会社マイセック
長尺仕様のチューブ交換式チューブヒーターの試作開発及び新分野へ
の販売促進

愛知銀行

2920 23211060 愛知県 櫻井技研工業株式会社
足場の市場獲得を目指すための強力永久磁石と脱着金具によるマグ
ネット足場の試作開発

春日井商工会議所

2921 23211061 愛知県 東名技研株式会社 特殊歯車の切削加工精度向上及び生産能力強化のための設備投資 大垣共立銀行

2922 23211062 愛知県 株式会社田中スプリング SUS304を素材とした自動便座用コア部品の試作開発事業 鳴海商工会

2923 23211064 愛知県 加藤鉄工株式会社
インタークーラー部品の孔加工における、切削孔加工からプレス孔加工
への転換

十六銀行

2924 23211068 愛知県 株式会社AIKIリオテック
Ｔ型コートハンガーダイを用いた熱可塑性樹脂用の複合材成形装置の
試作開発

河崎　一男

2925 23211070 愛知県 株式会社平井減速機製作所
生産効率を高め顧客へのスピード対応を実現する最新の生産管理シス
テム導入

大垣共立銀行

2926 23211071 愛知県 株式会社加藤製作所 試作用の減圧凍結ラインを改良して、実用化を促進する。 礒野　道則

2927 23211073 愛知県 日本街路灯製造株式会社 環境に配慮したオーダーメイドカバナBOXの製作 商工組合中央金庫

2928 23211075 愛知県 株式会社びーふる 3次元データからCADデータへの新たな変換手法の研究開発 尾西信用金庫

2929 23211076 愛知県 株式会社マーチ 従来の電動二輪車両の3倍の航続距離を実現するための試作開発 曽我　達郎

2930 23211081 愛知県 丹羽工業株式会社
海外に勝てる価格競争力を達成するべく新設備導入による30%以上の
生産性向上を目的とした設備投資

中京銀行

2931 23211082 愛知県 有限会社横井研削工業所 短納期で高精度加工管理体制の為の精密測定機器の整備計画 大垣共立銀行

2932 23211084 愛知県 有限会社シンセイ印刷 デジタル印刷を中心とした印刷製品製造技術およびシステム開発 尾西信用金庫

2933 23211089 愛知県 株式会社テシオテクノロジ スマートフォンのユーザビリティ向上のための新デバイスの試作開発 名古屋銀行

2934 23211091 愛知県 株式会社エスケイモールド リアルな樹皮表面の加工技術の開発による住宅建材市場の革新 豊橋信用金庫

2935 23211096 愛知県 日本エンヂニヤ株式会社 小水力発電の稼働率向上を実現する、新型除塵装置の試作開発 名古屋銀行

2936 23211097 愛知県 川北特殊鋼株式会社 お客様の工程省略化を実現する特殊鋼の切断加工サービス体制構築 豊田信用金庫

2937 23211099 愛知県
昭和精機株式会社　高蔵寺
工場

生き残りを賭けたニッチ分野である高速ドットヘッド事業への設備投資 百五銀行

2938 23211100 愛知県 岐阜工業株式会社 ハイブリッド・ドライブベンダーによる高品質、短納期、低コストの実現 尾西信用金庫



2939 23211101 愛知県 大仙産業株式会社 最新の真空技法を用いた老人福祉施設向け調理済み食材の開発。 岐阜信用金庫

2940 23211103 愛知県 有限会社荒木製作所
建設機械や産業機械向け銅合金油圧部品、軸受精密部品の試作開発
及び受注獲得・航空機部品への拡大

第三銀行

2941 23211105 愛知県 株式会社酒井製作所
製缶・板金における複雑な立体形状材料の高精度且つ高速加工技術
の開発

豊橋信用金庫

2942 23211108 愛知県 エバー株式会社 ぎょう虫卵検査のデジタル処理化による高速・高精度化 大矢知　哲也

2943 23211109 愛知県 シー・ケィ・ケー株式会社
多結晶ダイヤモンド工具の耐摩耗性向上を目的とした試作開発及び生
産体制の確立

鈴木　健司

2944 23211110 愛知県 有限会社羽田鉄工所 小型/低価格な部品集約システム装置の試作開発 蒲郡信用金庫

2945 23211112 愛知県 株式会社河村スプリング
金型技術プロセスの強化による、最適品質の確立と高技術低コスト化
の実現に向けた、製品の試作開発

愛知銀行

2946 23211113 愛知県 ヤマコー産業株式会社 「カメラ検査装置」開発による、検査の高度化 岐阜信用金庫

2947 23211114 愛知県 昭和機械株式会社
内製化による金属プレス加工精度向上及び高品質維持のための設備
投資

愛知銀行

2948 23211115 愛知県 長谷川電器株式会社
冷間鍛造プレス加工法におけるデジタルサーボプレス導入による試作
品開発・量産加工の高性能低コスト化の実現

株式会社マイルストー
ン・コンサルティング・グ
ループ

2949 23211117 愛知県 株式会社ダートフリーク
日本国内及び海外市場におけるオートバイ用スポークホイールの試作
開発

瀬戸信用金庫

2950 23211118 愛知県 株式会社富田鋳工所
新黒鉛球状化プロセス導入による溶湯性状の高機能化と生産体制の
確立

商工組合中央金庫

2951 23211119 愛知県 株式会社松浦紙器製作所
飛び出す絵本の機能を応用したポップを付けたオリジナルギフトケース
の試作・開発事業

大口町商工会

2952 23211121 愛知県 藤工業株式会社
精密切削加工による難削材PCDを用いた大型ブレードの試作開発及び
製造設備開発と導入

名古屋銀行

2953 23211124 愛知県 株式会社デンケン
アジア諸国との競争を勝ち抜く、溶接の人とロボットの協働による30%の
大幅コストダウンの達成

百五銀行

2954 23211125 愛知県 東洋高周波工業株式会社
焼入機能力強化による多品種・少ロット・短納期・設変、新規品への対
応

名古屋銀行

2955 23211126 愛知県 株式会社前田工作所
搬送装置というニッチな分野に特化し、高速化高機能化を図る試作開
発

久野　恭裕

2956 23211127 愛知県 株式会社ニッテン フィブロネクチン自動分離精製装置の開発 第三銀行

2957 23211131 愛知県 河﨑発條株式会社 自動車シートワイヤーの製造工程の短縮 十六銀行

2958 23211132 愛知県 岡本漁網株式会社 超強力繊維を使用した「新タイプ　獣害防止ネット」の試作開発 豊橋商工会議所

2959 23211133 愛知県 エス・イー・ティー株式会社 低コスト化、且つ軽量化の自動車用ジョイント部品の開発 蒲郡信用金庫

2960 23211134 愛知県 株式会社エイブプラスチックス
次世代型生産管理方式と次世代型成型機をマッチングさせ、低価格化
に応える

名古屋銀行

2961 23211135 愛知県 株式会社シーエンジ 生産性向上のための網状構造体「C-CORE」の端面処理技術の開発 豊川信用金庫

2962 23211136 愛知県 株式会社維研 デジタルプリントとコンピュータージャカード極細織物の融合 岐阜信用金庫

2963 23211138 愛知県 株式会社三枝 非鉄金属高速切削技術推進事業 名古屋銀行

2964 23211140 愛知県 水野板金有限会社
長尺物Ｒ形状の曲げの平行度を0.3㎜以下にする精密板金システムの
開発

碧海信用金庫

2965 23211142 愛知県 有限会社井本精機
金型加工の高精度化、短納期化、低コスト化とエラストマー用金型業界
への新規参入

豊田信用金庫

2966 23211143 愛知県 アピュアン株式会社
「打つ、捻る、押す」の多機能、且つ低振動、低騒音エアーハンマーの開
発

豊田信用金庫

2967 23211148 愛知県 寺尾機械株式会社 JIS規格に沿った高性能緩み止めボルトの試作開発 名古屋銀行

2968 23211151 愛知県 株式会社恵南電機 新機能性フィルムによる広角配光小型LED光源の試作開発 名古屋銀行



2969 23211152 愛知県 オリザ油化株式会社
フラボノイド変換発酵イチゴ種子エキスによる高齢者向けドライスキン改
善剤の試作開発

大垣共立銀行

2970 23211153 愛知県 株式会社フタバ化学
地域特産品等を用いたせっけん・スキンケア製品を生み出す試作乳化
ライン構築

愛知銀行

2971 23211154 愛知県 鈴木化成有限会社
高精度画像処理選別機能を付加して生産プロセス強化による小型プラ
スチック市場の開拓を目指す。

西尾みなみ商工会

2972 23211157 愛知県 伊藤工業株式会社
平面研磨技術とフライス加工技術を融合した製造工程集約技術の開発
事業

西尾信用金庫

2973 23211158 愛知県 株式会社フカミ
高齢者に配慮した、低グレアLED照明用のプラスチック導光板精密加工
の開発

豊橋信用金庫

2974 23211162 愛知県 アイティテクノ株式会社
光学製品の高度化に対応する超精密表面金型の、高精度磨きレス加
工システムの開発

百五銀行

2975 23211163 愛知県 株式会社日鉄 高付加・高効率切削加工ラインの構築事業 日進市商工会

2976 23211164 愛知県 日進電気株式会社
多品種少量の電子機器製造に特化した総合的部品管理システムの試
作開発

名古屋商工会議所

2977 23211166 愛知県 丸松織布株式会社 コスト競争力を有する高付加価値医療用基布製造技術の開発 名古屋銀行

2978 23211172 愛知県 中部特殊鋼株式会社 大径鋼材切削切断の新サービス化に伴う投資事業 名古屋銀行

2979 23211175 愛知県
大山エンジニアリング株式会
社

航空宇宙エンジン部品の高精度切削技術の試作開発と短納期化 瀬戸信用金庫

2980 23211176 愛知県 株式会社石実メッキ工業所
欧州自動車部品市場へ参入するための『コバルト塩非含有の亜鉛めっ
き工程』の構築と試作開発

愛知県中央信用組合

2981 23211177 愛知県 株式会社平松製作所
耐震補強・高圧架線金具等に使用する大型鍛造品の機械加工設備導
入事業

名古屋銀行

2982 23211178 愛知県 株式会社オオヤブ
通信用ケーブル保持金具　タッピング加工の合理化とデジタル位置決
め、自動検査装置の開発

十六銀行

2983 23211179 愛知県 知多製鋲株式会社 既存設備のレトロフィットによる生産性と価格競争力の強化 西尾信用金庫

2984 23211181 愛知県 国光スプリング工業株式会社
精密・多品種・小ロット製品の低価格・短納期を実現する最新の「画像
寸法測定器」の導入

株式会社翼コンサルティ
ング

2985 23211182 愛知県 ツタイ工業株式会社 廃プラスチックを利用した自転車駐輪ラックの開発事業 西尾信用金庫

2986 23211183 愛知県 株式会社名古屋精密金型
ＩＴ技術で技能伝承と短納期低コストを並行実現する金型製造工程の開
発

愛知銀行

2987 23211185 愛知県 東海漬物株式会社
乳酸菌と酵母の発酵技術を利用した新しいぬか床の開発とぬか漬け製
品の試作開発

豊橋信用金庫

2988 23211186 愛知県 有限会社ALMEC INC
自動車部品組み立て工程における小型・低価格ボルト切り出し機の開
発計画

岡崎信用金庫

2989 23211189 愛知県 サンソー技研株式会社
事後発泡型空洞充填材の現場製造簡素化及び充填性向上のためのプ
レ調合材料の試作開発

瀬戸信用金庫

2990 23211190 愛知県 関谷醸造株式会社 低アルコール日本酒、及び発泡性を付加したアルコール飲料の開発 豊橋信用金庫

2991 23211191 愛知県 株式会社名南精密製作所 建設機械用電磁弁スリーブの高精度加工技術の開発 大垣共立銀行

2992 23211193 愛知県 ベリテック三協株式会社 装飾メッキから物理特性を付与した機能メッキ事業への参入 西村　高史

2993 23211196 愛知県 株式会社美鈴工業
自動化設備ユニット導入による新素材熱源ヒータの製造コスト低減及び
品質向上の両立

大垣共立銀行

2994 23211197 愛知県 名興発條株式会社
高強度シャフト材曲げ製品の獲得を目指し工程短縮によるコスト低減の
試作開発

名古屋商工会議所

2995 23211198 愛知県 シナノア株式会社
有機銀錯体による電磁波透過及び非導電性機能を有する光沢装飾表
面処理工法開発

瀬戸信用金庫

2996 23211199 愛知県 蝶プラ工業株式会社
中国製桐材「すのこベッド」の市場獲得を目指す為、プラスチック化によ
る生産コストの30%引き下げを図る

公益財団法人　あいち
産業振興機構

2997 23211202 愛知県 小川染色株式会社
ナノカーボン・金属イオンを付加する為の、高機能染色を安定化させる
低浴比染色機と反応乾燥機の試作開発

西尾信用金庫

2998 23211203 愛知県 中野工業株式会社 ハンマー用マニプレーターによる自由鍛造品（リング、円盤形状）の製造 阿久比町商工会



2999 23211210 愛知県 株式会社ティエムエフ
自動車・OA機器用樹脂フィルムの打ち抜き加工時の位置ずれ精度向
上による高精度化事業

西尾信用金庫

3000 23211211 愛知県
NUエコ・エンジニアリング株式
会社

窒化物半導体パワーデバイス用大口径高密度ラジカル源の試作開発 豊田信用金庫

3001 23211217 愛知県 株式会社仲井
工場・店舗などの屋根省エネ工法や太陽光パネル設置に活用できる金
具及び新工法の開発

岡崎信用金庫

3002 23211218 愛知県 有限会社堀山技研工業
タレットパンチとボールスクリュープレスブレーキとの連動によるR曲げ
加工技術の確立

尾西信用金庫

3003 23211219 愛知県 株式会社ダイワエクセル
特殊形状工業ファスナー市場獲得を目指す為、めっき後工程自動化へ
の設備投資及び試作開発

名古屋銀行

3004 23211221 愛知県 KTX株式会社 自動車内装部品向けの低価格で汎用性の高いトリミング装置の開発 岐阜信用金庫

3005 23211230 愛知県 日本クインライト株式会社
新規フレキシブルシートワインディング（FSW）成形機の開発と大口径積
層管の試作

春日井商工会議所

3006 23211231 愛知県 株式会社大藤製作所
三面同時仕上げ加工機導入による小口化・短納期化対応可能な生産
体制の構築

蒲郡信用金庫

3007 23211232 愛知県 株式会社三喜工作所 自動車部品等自社工程内ローコスト自動形状検査装置の開発と商品化 あま市商工会

3008 23211238 愛知県 株式会社エル・ジーシー
プラスチック異形押出し成形技術を活用した自動車部品収納箱の試作
開発

西尾信用金庫

3009 23211239 愛知県 日本化繊株式会社
複合素材染色加工に適した染薬品の自動計量・自動注入システムの開
発

十六銀行

3010 23211240 愛知県 ニッポー工業株式会社 高機能発泡ウレタンの試作開発事業 岡崎商工会議所

3011 23211241 愛知県 サカック株式会社
1台のプラスチック射出成型機で透明と色つきの部品両方が可能な生産
体制の構築

愛知銀行

3012 23211242 愛知県 株式会社昭栄精機
高速サーボモータにおける低振動、低騒音のモーターシャフトの試作開
発と加工法の構築

岡崎信用金庫

3013 23211243 愛知県 極東ケミックス株式会社
機能を向上させた使い易いノズル付き接着剤向け軽量プラスチック容器
の開発

税理士法人フレスコ綜
合会計事務所

3014 23211245 愛知県
三和式ベンチレーター株式会
社

太陽光を採り入れた電気代ゼロの補助採光照明の試作開発 いちい信用金庫

3015 23211246 愛知県 ゴトープラスチック株式会社 ブロー生産工程の生産リードタイム短縮を目的とした工程の開発 岐阜信用金庫

3016 23211247 愛知県 株式会社タイセイプラス
難燃性を必要とするターボチャージャー搭載自動車向け多層ブロー成
形品の開発

商工組合中央金庫

3017 23211248 愛知県 株式会社中工
短納期・低コストを実現するための3DCAD導入による金属プレス加工の
工程改善とオリジナルデザインを付与した試作開発

尾西信用金庫

3018 23211250 愛知県 株式会社太飛
家庭用寝具へ高照度光照射技術を実装するための電子部品・デバイス
の研究開発

豊橋信用金庫

3019 23211251 愛知県 株式会社マグニック 銀を用いたメッキ代替鏡面塗装技術の確立 瀬戸信用金庫

3020 23211252 愛知県 株式会社キョードーポピンズ
高効率LED素子を使用した省エネで環境に優しい大型投光器の試作開
発

十六銀行

3021 23211253 愛知県 菱輝技術センター株式会社
高精度金属プレス加工部品の熱処理後における100%不良流出を防ぐ
画像診断装置付き検査装置の試作開発

碧海信用金庫

3022 23211254 愛知県 株式会社東洋製作所
高齢者の安全性・快適性を考慮した、最適なセニアカー操作系統の開
発・実装

十六銀行

3023 23211257 愛知県
株式会社伊藤プラスチック工
業

人型ロボットを用いた多品種小ロット対応自動生産システムの実現 大垣共立銀行

3024 23211258 愛知県 東陽機械興業株式会社
筐体の製作精度向上と、部品の内製化による自動搬送設備の競争力
の強化

岡崎信用金庫

3025 23211259 愛知県 株式会社近藤商店
デジタル設計・3D加工等を可能とするマルチカッティングマシンを導入
し、低コスト・短納期・高精度・小ロットの製品開発

中日信用金庫

3026 23211260 愛知県 株式会社ナガラ
エンジン部品の市場獲得を目指すための鋳造品から冷間鍛造品への
試作開発

中央朝日コンサルティン
グ株式会社

3027 23211261 愛知県 株式会社奥田製作所
「産業機械業界向けの切削・熱処理・研削加工のワンストップ化の為の
設備投資」

岐阜信用金庫

3028 23211262 愛知県 株式会社伊勢安金網製作所
従来より3～5倍の引張強度を持つ素線で製造する低コスト落石防護用
金網の試作品開発

岡崎信用金庫



3029 23211263 愛知県 株式会社ワールドテック 電子式車両用警音器の開発 岡崎信用金庫

3030 23211265 愛知県 豊川印刷株式会社
・葬儀業界の新市場に向けてオリジナルの会葬礼状「追悼のしおり」提
供の為のCTP導入

豊川信用金庫

3031 23211266 愛知県 株式会社ナノシーズ
耐熱無線センサーによる測定困難な工程環境の可視化システムの開
発

株式会社みらい経営

3032 23211267 愛知県 株式会社オリエント総業
極小ロット・環境負荷低減を達成する水性インキを使用したフレキソ印
刷機の開発

大垣共立銀行

3033 23211268 愛知県 かきもと株式会社
消費者デザインによるステージ衣装のための、CAMを利用した広域ア
パレル事業の構築

名古屋商工会議所

3034 23211269 愛知県 株式会社マルジュー
ガーゼ繊維製品の小口化短納期での生産システムの構築と付加価値
商品の試作開発

名古屋銀行

3035 23211270 愛知県 有限会社大丸本舗 職人技金太郎飴製造の専用自動機の開発・試作による事業拡大 春日井商工会議所

3036 23211271 愛知県 日進工業株式会社
3Dプリンタ等の導入による試作品開発のスピードアップと提案力強化事
業

名古屋銀行

3037 23211272 愛知県 東洋ファイン株式会社
異材樹脂の型内成形を可能とする射出樹脂成形型の開発及び製作と2
色射出成形試作機械の導入

酒向　潔

3038 23211280 愛知県 株式会社高木化学研究所 廃PETを活用した原着中空繊維の試作開発 岡崎商工会議所

3039 23211285 愛知県 株式会社タマリ工業
産業機械の市場獲得を目指すための　レーザハイブリッド溶接法による
試作開発

岡崎信用金庫

3040 23211287 愛知県 株式会社ハットリマーキング
デザイン性豊かな意匠によるカーラッピングの実現で対消費者市場等
への進出

西尾信用金庫

3041 23211289 愛知県 株式会社栗本工業
振動溶着機導入で顧客の幅広いニーズに対応可能な一貫生産体制確
立

十六銀行

3042 23211290 愛知県 株式会社八百彦本店
食中毒防止用（特にノロウイルス対策用）手洗い監視システムの開発事
業

名古屋商工会議所

3043 23211292 愛知県 有限会社長江鉄工所
試作ロスのゼロ化を目指した、『高性能荷重制御ベンディングマシン』の
導入

瀬戸信用金庫

3044 23211293 愛知県 株式会社くにまつ機開
高精度ワイヤー放電技術を利用したマシニングセンターの高機能化事
業

岡崎信用金庫

3045 23211294 愛知県 株式会社松江鉄工所 自社固有の強みを生かした金型のグローバル市場へのチャレンジ 西尾信用金庫

3046 23211295 愛知県 伸光技研産業株式会社
難加工ステンレス材の冷間圧造法による試作開発及び検査設備等導
入

名古屋銀行

3047 23211296 愛知県 株式会社オークス 牛糞発酵燃料製造のための高速発酵処理技術の試作開発 大矢知　哲也

3048 23211297 愛知県 株式会社マツザキ
木製フラッシュドア製作における多品種・量産加工を可能とする四面NC
加工機への設備投資。

岡崎信用金庫

3049 23211298 愛知県 株式会社フカデン
発電効率維持の為、太陽光発電パネルの清掃を行うロボットの試作開
発

豊田信用金庫

3050 23211301 愛知県 立石ファイバー株式会社 付加価値の高い高精度平面研磨加工の技術確立と作業環境の改善 瀬戸信用金庫

3051 23211303 愛知県 森藤技研工業株式会社
金属表面ショットブラスト加工の専用設備試作・開発による意匠パネル
事業への拡大

春日井商工会議所

3052 23211305 愛知県 鈴木鉄工株式会社 冷間鍛造機導入による自動車用パワーシート部品の工程集約化 西尾信用金庫

3053 23211308 愛知県 株式会社メック プレス金型技術・工法開発によるシェア拡大 豊田信用金庫

3054 23211313 愛知県 株式会社ヴィッツ
自動車および産業機械向け機能安全■規格対応（ISO　26262■，IEC
61508■）高信頼通信ミドルウェアの試作開発

名古屋銀行

3055 23211314 愛知県 株式会社岸本製作所
ハイブリッド車向けに必要な、ステンレス製複雑形状品の切削加工技術
の向上

西尾信用金庫

3056 23211315 愛知県 株式会社鳥居発条製作所 小物ばね生産プロセスの強化と新分野への受注拡大 みよし商工会

3057 23211316 愛知県 有限会社エムケイ・システム ワイヤレス機能をマイコン搭載して実現する制御装置の試作機開発 春日井商工会議所

3058 23211317 愛知県 株式会社橋本鉄工所 建築鉄骨加工のコスト削減を目指した生産プロセスの強化事業 岡崎信用金庫



3059 23211320 愛知県 有限会社山田製作所 パルスレーザによる精密切削加工技術の構築 愛知銀行

3060 23211321 愛知県 株式会社加藤カム技研 低燃費化に向けたエンジンカムの研削加工技術の獲得 豊川信用金庫

3061 23211322 愛知県 株式会社三井酢店
野菜・果物を使用した醸造酢の新発酵技術・新製品開発と生産性向上
を図る事業

知多信用金庫

3062 23211323 愛知県 山鉄株式会社
5軸高速加工機導入による切削加工部品の高精度化、低コスト化、短納
期化による価格競争力の向上

豊田信用金庫

3063 23211326 愛知県
ミニチュアファクトリー株式会
社

ものづくり日本として海外輸入品に負けない為の新技術開発及び生産
プロセスの強化

豊橋信用金庫

3064 23211327 愛知県 ミズホクラフト株式会社
最新型航空機の修理用キットの市場獲得を目指すためのヒーターとコン
トローラーの試作開発

大垣共立銀行

3065 23211328 愛知県 株式会社中井製作所
高速・高精度の圧入機械を開発、導入し不良率の低減と生産能力を上
げる。

大垣共立銀行

3066 23211330 愛知県 山下機械株式会社 消耗工具類を含める生産財管理システムとその機材の試作開発 名古屋銀行

3067 23211333 愛知県 富士レジン化工株式会社
多成分原料を溶融混練する高機能押出機導入によるコストダウン、品
質安定化

株式会社アタックス・ビ
ジネス・コンサルティン
グ

3068 23211334 愛知県 ツヤトモ株式会社 車両内装生地のエンボス加工の試作開発 尾西信用金庫

3069 23211335 愛知県 株式会社名神精工
導光レンズなどの、厚肉成形の成形サイクルタイムの短縮するための
試作開発

大垣共立銀行

3070 23211336 愛知県 株式会社名古屋熱錬工業所 表面処理技術の高度化によるステンレスの耐食性・耐摩耗性の向上 岡崎信用金庫

3071 23211339 愛知県 株式会社サンコー技研
自動車部品の試作開発における「デザイン・イン」を推進する為の生産
プロセス体制強化

豊田信用金庫

3072 23211342 愛知県 株式会社内田製作所 工具研削機導入による小径工具研削の技能継承と生産体制の構築 碧海信用金庫

3073 23211343 愛知県 株式会社ハモコ・ジャパン
プレスインジェクションによるタブレット向け高光効率導光板の高速成形
技術開発

豊川信用金庫

3074 23211345 愛知県 株式会社エム・シー・ケー
タッチパネル市場獲得を目指す為の歩留低減を実施する真空ラミネー
ターの試作開発

岐阜信用金庫

3075 23211349 愛知県 株式会社ユー・ティー・エム
肝臓がんに対する動脈塞栓術分野に特化したマイクロバルーンカテー
テルの開発と製造支援設備

蒲郡信用金庫

3076 23211355 愛知県 株式会社HEALTHYA
当社の永年のノウハウを凝縮した天然繊維の高機能・高デザインニット
&製品（インナー）の開発

瀬戸信用金庫

3077 23211356 愛知県 合資会社斉木研磨工業所
自動倉庫機器部品における、短納期・高精度のための難削材の加工方
法の研究開発

いちい信用金庫

3078 23211358 愛知県 孟鋼鉃株式会社 ＩＣＴを活用した「原価低減と納期短縮」で、ものづくり競争力の強化
中央朝日コンサルティン
グ株式会社

3079 23211359 愛知県 株式会社富士技研
水素吸蔵特性を併せ持つ水素透過金属膜を利用した溶存水素濃度計
の開発試作

山本　富彦

3080 23211360 愛知県 石敏鐵工株式会社 省力化設備の導入による試作開発品のリードタイムの短縮 愛知県中央信用組合

3081 23211362 愛知県 株式会社サイキ 高精度パイプ切削加工技術応用による大型部品の試作開発 岐阜信用金庫

3082 23211364 愛知県 株式会社日栄 ［射出成形＋圧縮成形技術］によるポンプ部品のプラスチック開発 奥谷　弘和

3083 23211367 愛知県 株式会社新美鉄工所 超音波機器市場への進出及び高精密部品の試作開発 西尾信用金庫

3084 23211370 愛知県 長尾工業有限会社 難加工のハイテン材をプレス加工するための設備導入及び試作開発 名古屋銀行

3085 23211372 愛知県 三協合成株式会社
検査ゲージ（検査治具）製作における顧客ニーズ対応と新規顧客開拓
のための設備強化事業

大垣共立銀行

3086 23211373 愛知県 株式会社田中金型製作所
型彫り放電加工機の高性能化による人件費圧縮効果で短納期・低コス
ト化実現

大垣共立銀行

3087 23211375 愛知県 ツカサ機工株式会社 車載用ホットプレスラインに伴う加熱ワークの新型搬送システム開発 岡崎信用金庫

3088 23211376 愛知県 株式会社ソイエンス
地盤補強用鋼管杭品質向上及びコストダウンのための溶接ロボット導
入

大矢知　哲也



3089 23211377 愛知県
株式会社中島工業エンジニア
リング

SUS薄板低歪全周溶接による自動車用高性能環境試験装置の試作 第三銀行

3090 23211379 愛知県 株式会社シンテック 建設機械用スプールバリ取り自動化による生産性向上と品質安定化 大垣共立銀行

3091 23211383 愛知県 株式会社羽根田商会 高温加熱用電子レンジるつぼの試作開発 愛知銀行

3092 23211384 愛知県 山増電機製陶株式会社 特殊セラミックス充填物の試作開発と設備の構築 瀬戸信用金庫

3093 23211389 愛知県 コクネ製作株式会社 『市場の精度要求確保のための非接触型３次元測定器の導入』 西尾信用金庫

3094 23211390 愛知県 三洋技研株式会社 高精度金型製作システムの構築 愛知銀行

3095 23211393 愛知県 株式会社ワイクリード パイプ端末加工用粗材の供給方向の識別と整列自動化
財団法人中部生産性本
部

3096 23211395 愛知県 株式会社トレステック 難素材を高精度に無縫製編立加工する技術の開発 愛知銀行

3097 23211396 愛知県 株式会社古久根 自社製品による新たな事業形態の確立のための試作開発 西尾信用金庫

3098 23211401 愛知県 株式会社ウィン
ダイカスト製造業者向けリサイクルアルミニウムインゴットの一貫生産体
制構築事業

岡崎商工会議所

3099 23211406 愛知県 株式会社五合 “直感型”クレーンコントローラの操作情報管理システム構築 十六銀行

3100 23211408 愛知県 タツミ産業株式会社 ドライカーボン成形物の短サイクル量産成形技術の確立と応用 碧海信用金庫

3101 23211409 愛知県 中瀬織布合資会社
最新型大口電子開口装置（ジャカード）とデザインシュミレーターの導入
による商品開発の強化

蒲郡信用金庫

3102 23211410 愛知県 株式会社睦木型
大型鋳物用模型において木型と発泡型のそれぞれの長所を同時に満
たす新型模型の試作開発

西尾信用金庫

3103 23211411 愛知県 有限会社鈴木プレス工業所 「小ロット」対応の生産プロセス開発及び「女子職人育成計画」 豊橋信用金庫

3104 23211414 愛知県 株式会社ケイテック
高精度・超精密化の位置決め精度向上に係る検査装置の試作開発及
び設備導入

名古屋銀行

3105 23211420 愛知県 株式会社三洋化成 糸入りホース100%再生利用達成のための試作開発及び設備投資
株式会社経営ソフトリ
サーチ

3106 23211421 愛知県 株式会社よしいけ工業所 最新CNC旋盤導入による生産能力増強とコスト低減のシステム開発 十六銀行

3107 23211422 愛知県 UR中部株式会社 ペットボトルリサイクル事業の高付加価値化 愛知銀行

3108 23211423 愛知県 株式会社正和鉄工所
金型製作において非接触３次元測定システムの活用による保証体制の
開発と金型補修における展開

西尾信用金庫

3109 23211433 愛知県 株式会社ホリウチ
高強度で安全且つ施工性に優れた太陽光発電パネル固定金具の試作
開発

いちい信用金庫

3110 23211435 愛知県 株式会社武山精密 ハイブリッド車の軽量化に必要な、金型の新たな溶接工法の開発 西尾信用金庫

3111 23211440 愛知県 藤井整絨株式会社 ウール生地の超高圧・圧縮加工新技術の開発とレザー調生地の試作 松川　幸弘

3112 23211441 愛知県 株式会社ストライカー オンデマンド転写箔ルアー開発事業 中村　典司

3113 23211442 愛知県 株式会社ライフク 橋梁の長寿命化に寄与する排水設備の試作開発 岡崎信用金庫

3114 23211451 愛知県 有限会社入江金型工業所
破断面・ダレ・バリの発生を抑制し、高いせん断面比率を実現するプレ
ス金型の試作開発事業

岡崎信用金庫

3115 23211452 愛知県 タツミ化成株式会社
住宅設備/部材向けの正圧弁（正圧緩和器）の開発／評価方法確立と
大幅コスト削減

碧海信用金庫

3116 23211453 愛知県 中川ゴム工業株式会社 3軸自動制御打抜機の活用による加工精度向上と小口対応力強化 商工組合中央金庫

3117 23211454 愛知県 CSS株式会社
切削工具用高精度ドラッグフィニッシュ処理プロセスの開発と刃先処理
形状の最適化

碧海信用金庫

3118 23211457 愛知県 中部冷間株式会社 3軸サーボ制御冷鍛プレス機導入による長尺自動車部品の試作開発 碧海信用金庫



3119 23211459 愛知県 株式会社サンコー精機
新素材高張力鋼板における曲げ、絞り工程の工程短縮および短納期へ
の取り組み

碧海信用金庫

3120 23211464 愛知県 鋳場化成有限会社
省力化インサート成形工法の確立による生産性の向上とコスト競争力
の強化

西尾信用金庫

3121 23211466 愛知県 株式会社東海化学工業所 医薬品の品質保持期間を延長する高機能乾燥剤の開発 豊田信用金庫

3122 23211467 愛知県 株式会社二村研磨工業所 製品管理システムの導入により、稼働率向上を図り納期短縮を実現 名古屋銀行

3123 23211468 愛知県 大和スリット株式会社 超高精度プレス部品製造を実現するバリ無し帯鋼製品の試作開発 林　正樹

3124 23211470 愛知県 株式会社三愛工業所 設備導入によるコスト削減及び品質安定化 愛知信用金庫

3125 23211471 愛知県 株式会社中根工業 鋳物砂混練装置（ミキサ）の入れ替えとレイアウトの自動化 西尾信用金庫

3126 23211472 愛知県 株式会社葵サービステクノ
粒子径0.5μ 以下を捕集を可能とする高性能フィルターレスミストコレク
ターの試作開発

十六銀行

3127 23211475 愛知県 有限会社鈴木建具店 表面仕上げ工程、下地研磨工程機械化による塗装品質向上 豊橋信用金庫

3128 23211478 愛知県 宝合金鋳造合資会社
鋳物製品の肉厚数値の計測により、一体成型された製品の信頼性を向
上させる

いちい信用金庫

3129 23211480 愛知県 株式会社フジキカイ 弁当容器へのテープ貼りする機械の開発 大垣共立銀行

3130 23211484 愛知県 株式会社浅井鉄工所
3次元CAD、CAMを使ったクランプ治具の高精度一体化に対応する加工
体制の構築

尾西信用金庫

3131 23211485 愛知県 キュリアス精機株式会社 油圧バルブ部品のクロス穴　複合加工化によるコスト半減化 住田　貴司

3132 23211490 愛知県 株式会社オカスギ
ショットブラスト用ゴム砥石メディアおよびメディア金型製造プレス機の試
作開発

西尾信用金庫

3133 23211491 愛知県 合同機工株式会社
試作市場を目指すための多軸加工機による試作品の短納期化と低コス
ト化

西尾信用金庫

3134 23211493 愛知県 有限会社山田製作所
切削加工技術の高度化による高精度な油圧空圧小物部品等の試作開
発事業

岡崎信用金庫

3135 23211494 愛知県 東洋精鋼株式会社
ピーニングにより強化された溶接止端部を非破壊で検査する装置の開
発

百五銀行

3136 23211496 愛知県 鍛治賢工業株式会社 地震に強い天井クレーン落下防止装置の開発 西尾信用金庫

3137 23211497 愛知県 渥美鋳造株式会社 自社製品の改良及び製造・加工コスト削減の為のCNC旋盤設備導入 西尾信用金庫

3138 23211498 愛知県 株式会社スガテック 新素材のカーボン材によるＥＶ等次世代自動車用軸受けの試作開発 税理士法人みどり経営

3139 23211499 愛知県 中央製乳株式会社
乳酸菌FK-23入りヨーグルトの設計開発と設備投資による先駆的発酵
技術の開発

豊橋信用金庫

3140 23211501 愛知県 株式会社大建化学 一般家庭向け窓ガラス用水性遮熱剤の開発 加藤　悦造

3141 23211502 愛知県 日之出化成株式会社 レーザー印刷による新製品・新分野の開発とコスト削減事業 名古屋銀行

3142 23211504 愛知県 株式会社サンウェイ 路面検査画像の日影部分を自動的に補正できるシステムの開発
公益財団法人　名古屋
産業振興公社

3143 23211509 愛知県 株式会社松本義肢製作所
動物に負荷がかからないかたどりが出来る位置決め技術の開発及び設
備導入

中部産業連盟

3144 23211516 愛知県 シバタテクノテキス株式会社
ステルス的に組み込むことのできるセンシングシステムのための導電性
織物（e-テキスタイル）の開発

いちい信用金庫

3145 23211517 愛知県 愛産樹脂工業株式会社 短納期・品違い防止システムの構築 愛知銀行

3146 23211518 愛知県 株式会社中村
プレス業界における、生産プロセスの計量工程の軽減・計数100%保証
の確立

名古屋銀行

3147 23211519 愛知県 株式会社愛和鉄工 耐震性能向上並びに短納期の実現を図るための高強度溶接機の導入 豊橋信用金庫

3148 23211526 愛知県 株式会社中根工業所 熱可塑性ウレタン樹脂成型方法の高度化による合理化事業 西尾信用金庫



3149 23211531 愛知県 株式会社ナツメ
特殊銅合金の低コスト化・環境対応化を実現する新製造プロセスの開
発

名古屋銀行

3150 23211532 愛知県 株式会社鈴木傔詞鉄工所
意匠性要求の高い製菓用金型の短納期化を図る製造方法の開発・導
入

西尾信用金庫

3151 23211540 愛知県 株式会社青山商店
航空機用炭素繊維熱処理用治具に使用される特殊鋼材（低膨張鋼板）
の精密切断

名古屋銀行

3152 23211550 愛知県 大仙興業株式会社 プラスチック射出成型後の製品取出し時間高速化と正確性の向上 豊橋信用金庫

3153 23211551 愛知県 東海化学工業株式会社 検査工程の自動化による検査精度及び生産性の向上 豊田信用金庫

3154 23211553 愛知県 フジタス工業株式会社
重点育成商品「畳める柔道場」の高品質化実現のための高精度ネット
ワーク対応プレス機器類導入計画

十六銀行

3155 23211554 愛知県 有限会社名南機械製作所 民間航空機部品の低コスト・短納期化できる品質保証システムの構築 岡崎信用金庫

3156 23211556 愛知県 有限会社栄工業所 マイスターハンドル付き円筒研削盤導入による高精度切削加工の実現 西尾信用金庫

3157 23211562 愛知県 伊藤金型工業株式会社
目指せ！修正回数ゼロの金型作り。シュミレーション&巧みの技で、高
張力鋼板の成形見込み値最適化。

名古屋銀行

3158 23211564 愛知県 鈴木特殊鋼株式会社 高品質・短納期を可能にする、高速切断加工機の導入 岡崎信用金庫

3159 23211566 愛知県 有限会社ゴールドワーク リサイクル原料を利用した油脂吸着材（ナノファイバー）製造の事業化 碧海信用金庫

3160 23211568 愛知県
株式会社ジャパン・ティッシュ・
エンジニアリング

オーダーメイド再生医療製品の生産管理システムの試作開発と生産効
率化

蒲郡信用金庫

3161 23211569 愛知県 松野工業有限会社
切削加工における試作加工分野進出に向けた試作治具作成及び試作
加工の短納期化の開発

西尾信用金庫

3162 23211570 愛知県
チタカ・インターナショナル・
フーズ株式会社

介護市場向けデザート商品の開発及び販路拡大 岡崎信用金庫

3163 23211571 愛知県 株式会社プロスティール戸谷
親会社要請と会社方針の一貫加工体制達成の為の順送プレス設備の
導入

岡崎信用金庫

3164 23211573 愛知県 株式会社シンテック 身体バランス計測システムの試作開発 碧海信用金庫

3165 23211574 愛知県
株式会社インディ・アソシエイ
ツ

AR技術と3D物理シミュレーション技術を使ったウェディング衣装試着シ
ステムの試作開発

税理士法人創経

3166 23211577 愛知県 有限会社協同プラスチック 最新NC設備を用いた精巧かつ安心・安全な児童向け遊具の提供 大垣共立銀行

3167 23211580 愛知県 西村工業株式会社 営利生産者向け栽培用トレーの高機能化における試作開発 西尾信用金庫

3168 23211581 愛知県 株式会社ケイアイワールド
国際競争力のある高精度で、コストパフォーマンスの高い超硬切削工具
の開発

岡崎信用金庫

3169 23211583 愛知県 株式会社カワサキ 町工場で取組む環境に優しいクリーン塗装ブースの開発 名古屋銀行

3170 23211587 愛知県
株式会社エムアイシーグルー
プ

UV特殊印刷の市場獲得を目指すための、3D（立体）印刷の試作開発 西尾信用金庫

3171 23211590 愛知県 共和化工株式会社
新型アプリケーション搭載射出成形機及び周辺機器導入による自動車
シートベルト部品の高品質化及び低コスト化の実現

西尾信用金庫

3172 23211593 愛知県 株式会社旭工業所
生産情報システムの構築による切削加工部品のQCDに関する顧客要
求の実現

碧海信用金庫

3173 23211596 愛知県 三位化学株式会社
精密プラスチック製品における小ロット、短納期に対応した品質保証体
制の確立

中京銀行

3174 23211602 愛知県 株式会社菅沼
仕上げ工程省力化及び仕上げ検査工程の改善によるサイクルタイム短
縮に資する設備投資

豊川信用金庫

3175 23211603 愛知県 市川織布工場
テキスタイルを用いて、高通気性や新しいデザイン性を持つ屋外看板等
の試作開発

蒲郡信用金庫

3176 23211609 愛知県 ヤマハチケミカル株式会社 ペン先事業拡大を目指す為、機器導入による高品質製品の試作開発。 西尾信用金庫

3177 23211615 愛知県 株式会社ヨコヤマ精工
大型プレス機の導入と複合加工の金型技術を活かして顧客ニーズに対
応

愛知銀行

3178 23211616 愛知県 オカタ産業株式会社 3Dスキャナ導入による試作・開発プロセスの高度化 豊田信用金庫



3179 23211617 愛知県 株式会社筒井鉄工所 5軸複合機のCAD/CAMの導入と設備強化による生産プロセス強化 愛知銀行

3180 23211619 愛知県 株式会社共宥社
プラスチック材料および木質材料の高機能化加工の生産プロセス強化
事業

愛知信用金庫

3181 23211626 愛知県 株式会社島由樹脂 『単一部品生産』から『ユニット品生産』へのビジネスモデル刷新事業 東濃信用金庫

3182 23211627 愛知県 幸南工業株式会社 ブラスト機導入による工程の集約化とコスト削減 岡崎信用金庫

3183 23211629 愛知県 株式会社三幸製作所 高能率溶接機による圧力容器の納期短縮と溶接技術の確立 大垣共立銀行

3184 23211632 愛知県 株式会社山城産業 新設備導入による生産効率向上・高機能化学合成技術の高度化事業 岡崎信用金庫

3185 23211633 愛知県 伊藤機工株式会社 表面改質用低流量微粒子ピーニング装置の試作開発 碧海信用金庫

3186 23211634 愛知県 株式会社東海塗装工業所
塗装治具のメンテナンスにより不良率低減並びに低コスト・高品質化の
実現

岡崎信用金庫

3187 23211635 愛知県 有限会社タグチ鉄工所
操作性に優れた包装フィルム用グラビア印刷機（小ロット対応機）の開
発

春日井商工会議所

3188 23211636 愛知県 丸栄工業株式会社 転造機（ねじ切りの機械）の自動機導入によるコスト削減と効率化 いちい信用金庫

3189 23211638 愛知県 エフテック株式会社 レーザー溶接技術を活用した気密性の高い精密金型の試作開発 西尾信用金庫

3190 23211639 愛知県 セリム株式会社
排熱の温度差発電による再生エネルギーを利用した水冷装置及び、制
御システムの試作開発

三上税理士法人

3191 23211643 愛知県 渡辺精工株式会社
切削加工サイズの拡大、精度向上、能率向上による短納期対応での競
争力の向上

西尾信用金庫

3192 23211644 愛知県 中部高熱工業株式会社 高機能断熱材を用いた省エネ・小型工業用電気炉装置の試作開発 愛知銀行

3193 23211647 愛知県 有限会社石黒製作所 航空宇宙分野の試作開発における切削加工技術とＱＣＤの向上
株式会社翼コンサルティ
ング

3194 23211648 愛知県 株式会社八木製作所 金属切削加工の品質向上と生産性向上を目指す生産プロセス強化 豊田信用金庫

3195 23211656 愛知県 大藪織物株式会社 椅子生地の品質向上を果たすジャカード織機の改良事業 岐阜信用金庫

3196 23211657 愛知県 株式会社イタノ 鍍金に替わる真空高圧熱による融着被膜融合機の試作開発 豊橋信用金庫

3197 23211661 愛知県 株式会社幸和製作所 住宅基礎工事用金属部品のリンクプレス機導入による高強度化 岡崎信用金庫

3198 23211664 愛知県 岩瀬鉄工株式会社 自動車試作部品開発における切削工程のワンストップ化 西尾信用金庫

3199 23211670 愛知県 株式会社国盛化学
プラスチック段ボールや樹脂板などの板物を締結する「樹脂製ワンタッ
チ締結ピン」の試作開発

大垣共立銀行

3200 23211671 愛知県 株式会社松尾製作所 非接触式ストップランプスイッチの試作開発 大垣共立銀行

3201 23211675 愛知県 和光技研工業株式会社 次世代航空機CFRP穴あけ用特殊超硬工具の生産力強化事業 碧海信用金庫

3202 23211679 愛知県 株式会社パワークリエイト ソーラーパネル毎の発電状況監視・遠隔監視システム開発事業 岡崎信用金庫

3203 23211681 愛知県
ティー・エム・ティーオカモト株
式会社

次世代リチウムイオン電池における超精密円弧補間精度の実現 愛知銀行

3204 23211682 愛知県 ナガサキ工業株式会社
多品種少量生産の溶接作業の効率化と工程数削減による生産性向上
実現事業

岡崎信用金庫

3205 23211683 愛知県 有限会社近藤研究所 次世代の超小型軽量ライト及び拡大鏡の開発 名古屋銀行

3206 23211684 愛知県 宇都宮工業株式会社
建築土台基礎部の巾止め金物の施工における省人化と特殊形状によ
る原価低減のための試作開発

豊川信用金庫

3207 23211685 愛知県 株式会社ヤマ伍三矢商店
安定した高品質と安全性確保の為、真空解凍技術を利用した水産加工
品の試作開発

西尾信用金庫

3208 23211686 愛知県 アサダ株式会社 固定式フロン漏えい検出器の試作開発 中京銀行



3209 23211691 愛知県 株式会社久門精機
乳児・医療向けシリコーン成型に向けたバリの生じない金型技術の試作
開発

名古屋銀行

3210 23211692 愛知県 有限会社三河螺子
高精度・低コストが要求される次期新型エコカーのエンジン部品の試作
開発

西尾信用金庫

3211 23211693 愛知県 株式会社ワカイ産業 高精度ベンディングマシン導入による流線型カバーの試作 春日井商工会議所

3212 23211694 愛知県 藤工業株式会社 太陽光発電パネル架台の開発と市場拡大 大垣共立銀行

3213 23211699 愛知県 株式会社鬼頭
医療、製薬関連の市場獲得を目指すためのアクリルと金属の複合体の
加工方法の開発

名古屋銀行

3214 23211700 愛知県 榊原精器株式会社
多品種生産の為のフレキシブルライン化、及び各種自動化システムの
導入による製造体質の効率化

西尾信用金庫

3215 23211701 愛知県 石原化学工業株式会社 食品用プラスチック容器の安全性向上を図る製造方法の開発・導入 西尾信用金庫

3216 23211704 愛知県 株式会社新晃製作所
「板ガラスに防火性能を付与する防火シート」というニッチ分野の市場獲
得を目指す試作開発

静岡銀行

3217 23211709 愛知県 株式会社トヨテック 自動車用表示装置向け自由曲面ミラーの試作開発 商工組合中央金庫

3218 23211710 愛知県 株式会社清水フェルト工業
「廃熱エネルギーを循環利用した自動車内装材（遮音性の向上・軽量
化）の試作開発」

十六銀行

3219 23211711 愛知県 株式会社佐津川モールド
樹脂インテークマニホールドのハイサイクル化と早期量産を目的とした
金型設計開発

豊橋信用金庫

3220 23211712 愛知県 株式会社ノダ化成
プラスチック成形機械の高度化による生産性の向上と価格競争力の強
化

西尾信用金庫

3221 23211714 愛知県 株式会社ネオ 聞こえない人のものづくりナビ 大垣共立銀行

3222 23211715 愛知県 千代田鋲螺株式会社 太陽光パネル取り付け用「新形状ボルト」の試作開発 名古屋商工会議所

3223 23211717 愛知県 トーカイモールド株式会社
薄型のプラスチック形状を有する口内法X線撮影用デバイスの生産体
制の構築

名古屋銀行

3224 23211721 愛知県
株式会社三弘
株式会社HRD Technology

高機能材料の力学挙動解明に役立つその場観察用試験装置の開発 北國銀行

3225 23211722 愛知県 株式会社動研 HUD市場獲得に向けた塗装技術を活用したコンバイナ基板の試作開発 税理士法人ヤマダ会計

3226 23211724 愛知県 株式会社岩福セラミックス 平板瓦における雨垂れ防止袖瓦の金型試作開発 高浜市商工会

3227 23211725 愛知県 アイワスチール株式会社
多様化する顧客ニーズに対応した、短納期・低コスト・高品質の製品を
提供する製造設備の導入

豊橋信用金庫

3228 23211730 愛知県 杉山電機株式会社 自動金属プレス現場で容易に打痕検出できるセンサシステムの開発
公益財団法人名古屋産
業振興公社

3229 23211731 愛知県 株式会社オカノ金型
自動化「型彫り放電加工機」の導入による高精度・短納期・低コストの実
現と国際競争力強化

豊橋信用金庫

3230 23211733 愛知県 有限会社キットカッター 新射出成形法による光触媒入り樹脂製反射鋲試作開発及び設備導入 名古屋銀行

3231 23211734 愛知県 株式会社コメットカトウ
新規技術を用いた業務用厨房機器スチームコンベクションオーブンの試
作開発

愛知銀行

3232 23211743 愛知県 株式会社名南ゴム工業所
高機能樹脂フィルムを接着した特殊ゴム製品の歩留大幅改善と生産性
向上の達成

愛知銀行

3233 23211745 愛知県 株式会社オガワスプリング 高強度材料のピーニング処理技術による試作開発 大垣共立銀行

3234 23211748 愛知県 株式会社渡辺製作所
高度化された工作機械の導入による生産効率の向上及び新加工方法
の研究開発

名古屋銀行

3235 24210187 三重県 有限会社ハンドワークおがわ
真空ポンプ用金属製タービン翼ローターのNC工作機械導入による高品
質・生産効率向上事業

北伊勢上野信用金庫

3236 24210189 三重県 有限会社早川鉄工所
特殊仕様キー溝フライス盤による高効率及び高精度加工の実現とサン
プルの試作

百五銀行　蓮花寺支店

3237 24210190 三重県 株式会社吉川製作所
遠隔操作で光量・波長分布を細かく設定でき、植物工場に最適なLED照
明装置の開発

三重県産業支援セン
ター

3238 24210197 三重県 有眼会社豊和精機 フロアハッチの一体成型を可能にするプレスブレーキの導入 北伊勢上野信用金庫



3239 24210199 三重県 松井機工有限会社 高精度、複雑形状部品の対応力向上による低コスト化
三重県産業支援セン
ター

3240 24210200 三重県 株式会社ゴーリキ 太陽光利用による“eco木材乾燥保管庫”の試作開発 百五銀行　伊勢支店

3241 24210201 三重県 ハシテツ株式会社
半導体搬送装置の誘導線ガイドの短時間成形用加工機の導入による
販路拡大

百五銀行　伊勢御薗支
店

3242 24210202 三重県
北勢ダイキャスト工業株式会
社

真鍮のセミソリッド加工法の実用化 桑名三川商工会

3243 24210203 三重県 株式会社内藤 横型３ダイス式転造盤の開発 百五銀行　四日市支店

3244 24210204 三重県 株式会社タイヘイ産商 天然抽出物と高機能化学合成品を併用する遺体保存方法 百五銀行　矢田支店

3245 24210205 三重県 有限会社山藤
地元で水揚げされる地魚を活用したオリジナル性の高い、安心・安全な
干物の試作開発とテスト販売

南伊勢町商工会

3246 24210206 三重県 株式会社一誠堂
ゆうメール・メール便対応の2折・3折DMを全国ネット販売の拡大計画を
実施するための設備投資

三重県産業支援セン
ター

3247 24210207 三重県 株式会社シエン
きのこ（食用担子菌）から得られる抽出物を利用した免疫強化補助剤
（サプリメント）等の開発

三重県産業支援セン
ター

3248 24210208 三重県
有限会社HIRANO METAL
WORKS

難削材加工技術の確立による航空機部品分野への進出
三重県産業支援セン
ター

3249 24210209 三重県 伊藤精工株式会社
素材分析から加工、検査までの一貫製造体制構築よる高精度医療機
器部品加工への進出

FMBコンサルタンツ株式
会社

3250 24210210 三重県 日本ケミカル工業株式会社 真空断熱材と発泡スチロールを一体成型させた高効率断熱材の開発
三重県産業支援セン
ター

3251 24210211 三重県 有限会社マツヤ 生産・原価管理システムの開発および導入
三重県産業支援セン
ター

3252 24210214 三重県 NIT株式会社 海水ナノアイス製氷機の開発
桑名信用金庫四日市支
店

3253 24210216 三重県 長谷製陶株式会社
海外向けセラミックス製調理鍋の試作開発と高品質化を実現する成形
工程設備の導入

北伊勢上野信用金庫

3254 24210217 三重県 株式会社イナダ鉄工所 3次元CAD/CAMシステムを利用した高機能可変ねじれｽｸﾘｭｰの開発
三重県産業支援セン
ター

3255 24210218 三重県 三協精工株式会社 専用旋削機の開発・導入による多様な形状と高精度な円筒ころの試作 安屋敦史税理士事務所

3256 24210219 三重県 株式会社水谷精機工作所
最新式高精度3Dプリンター（光造型機）の導入による、精密部品の試
作・組立

株式会社マイルストー
ン・コンサルティング・グ
ループ

3257 24210226 三重県 エス・イー・アイ株式会社 産業用次世代型高出力密度リチウムイオン二次電池の試作評価
三重県産業支援セン
ター

3258 24210227 三重県 株式会社紀和マシナリー
超高圧クーラント液が使用可能なマシニングセンタ用ツールホルダーの
開発

三重県産業支援セン
ター

3259 24210229 三重県 オキツモ株式会社 カバーガラス一体型タッチパネル向け高耐熱白色加飾インクの開発 百五銀行　名張支店

3260 24210231 三重県 株式会社アイシス 改良型生体インピーダンス測定器と応用システム商品の開発 北伊勢上野信用金庫

3261 24210233 三重県 イタニアルミ株式会社 アルミ鋳造品の生産プロセスを強化する高精度５軸制御MCの導入 北伊勢上野信用金庫

3262 24210242 三重県 伊藤製油株式会社 高機能ポリウレタンフォーム用新規植物由来原料（ポリオール）の開発
三重県産業支援セン
ター

3263 24210244 三重県 大藤株式会社
複雑形状の発泡模型の小ロット短納期化に対応できる成形補助装置の
開発と成形評価

三重県産業支援セン
ター

3264 24210246 三重県 若林工業株式会社
高速印刷機用ローラー部品の高精度・多品種少量生産に適した生産体
制構築のための試作開発

佐久間紀

3265 24210247 三重県
東邦エンジニアリング株式会
社

半導体研磨パッドの自動バリ除去装置の開発
三重銀行本店　法人営
業部

3266 24210248 三重県 株式会社鈴木製作所 FMC模型の最終検査プロセスの改善と測定用機器の開発 第三銀行　名張支店

3267 24210257 三重県 三電工業株式会社 「回転物バランス測定加工」の生産能力強化と拡販 いなべ市商工会

3268 24210261 三重県 清和酵源株式会社 ビタコーゲンの液体化製品に係る研究開発
三重県産業支援セン
ター



3269 24210262 三重県
株式会社ケイディーエンジニ
ア

添加剤自動供給装置付き小型の24チャンネル鉛バッテリー再生装置の
試作

百五銀行　蓮花寺支店

3270 24210263 三重県 エイベックス株式会社 燃料電池自動車の市場獲得を目的とした精密小物商品の試作開発 株式会社名南経営

3271 24210264 三重県 下津醤油株式会社 調味液を、加熱充填することにより液の発酵、腐敗を防止する。 百五銀行　一身田支店

3272 24210269 三重県 木曽岬精機株式会社 短納期・一貫生産をする為の深穴加工の開発
三重県産業支援セン
ター

3273 24210270 三重県
日栄ホールディングス株式会
社
日栄化工株式会社

寒冷地用接着剤の開発 南都銀行吉田支店

3274 24210273 三重県 株式会社DMS 新シーケンス制御導入による撥水性加工技術の躍進
三重県産業支援セン
ター

3275 24210274 三重県 光精工株式会社 油圧機能部品の一体成形技術の開発と量産技術の確立 百五銀行　桑名支店

3276 24210275 三重県 株式会社ミツボシ
伝統建築物複製・補修とクールジャパン戦略に硬質発泡ウレタン成形
品で参入

朝明商工会

3277 24210276 三重県 株式会社渡辺製作所
制御盤の筺体の製造において幅広い顧客ニーズに迅速に対応できるも
のづくり体制の構築

三重県産業支援セン
ター

3278 24210277 三重県 株式会社アポア エンドユーザー視点で開発する省エネ低クラック漆喰の開発 津商工会議所

3279 24210278 三重県 松阪メタル株式会社
新規の曲げ加工機導入により落蓋式Ｕ型側溝鉄筋の生産向上による
短納期化

百五銀行　松阪支店

3280 24210280 三重県 朝日精機株式会社 災害時避難脱出に役立つ手摺型軽量バール（てこ棒）の試作開発
三重県産業支援セン
ター

3281 24210281 三重県 シグマ―技研株式会社
ギヤモータの標準小ロ品及び特殊仕様小口品の生産短納期化対応シ
ステムの開発

大垣共立銀行　桑名支
店

3282 24210282 三重県 コサカ製作所
段取り改善と加工時間短縮を実現する高精度４軸搭載ＭＣ加工機の導
入

伊賀市商工会

3283 24210283 三重県 有限会社ケー・アイ宮本
バッテリーターミナル直接上締めタイプの開発及び順送金型加工による
独自技術の確立

中田　健一

3284 24210284 三重県 御木本製薬株式会社 個別肌対応型化粧品自動製造システムの小型軽量化
三重県産業支援セン
ター

3285 24210287 三重県 株式会社青山製作所
機械温度管理システム導入による高精度製品の連続加工化実現のた
めの研究開発

桑名信用金庫本店営業
部

3286 24210289 三重県 株式会社瓢屋 鋳造用けい砂を高付加価値化する鋳物砂粒形改善処理装置の導入
三重県産業支援セン
ター

3287 24210291 三重県 瀧住電機工業株式会社
「普及型」家庭用LEDペンダント（吊下型）照明器具の商品開発と量産化
体制構築

南都銀行帝塚山支店

3288 24210292 三重県 株式会社ハツメック 電解研磨事業で新分野（医療機器部品）進出のための技術改良 百五銀行　桑名支店

3289 24210294 三重県
株式会社中部コーポレーショ
ン

3次元シミュレーションによる軽量化マンホール蓋の試作開発
三重県産業支援セン
ター

3290 24210295 三重県 大谷鉄工
新型航空機の複合素材機体への装備品取付け治工具を製作するため
の高度加工技術環境の整備

桑名信用金庫阿下喜支
店

3291 24210296 三重県 パネフリ工業株式会社 介護用の新しいマットレスの製造ラインの構築
三重県産業支援セン
ター

3292 24210297 三重県 株式会社マキシンコー 高性能小型減速機の軽量化試作・商品化 近畿大阪銀行

3293 24210298 三重県 豊栄工業株式会社 アルミ溶接技術の自動化による新幹線用部品の開発と市場開拓 東員町商工会

3294 24210300 三重県 株式会社マインデックス ハーネス導通検査器の開発と導入
桑名信用金庫大矢知支
店

3295 24210301 三重県 株式会社高山化成 タイル製品の高品質化と生産性の向上に関わる体質改善事業 紀陽銀行　八尾南支店

3296 24210303 三重県 株式会社イズミ 再生PP樹脂利用によるリサイクル炭素繊維複合発泡ボードの開発 桑名信用金庫員弁支店

3297 24210304 三重県 片桐樹脂加工所 次世代航空機CFRP穴あけ用ドリルプレート生産事業 木曽岬町商工会

3298 24210305 三重県 日亜精密工業株式会社 金型加工方法の改善により低コスト・短納期化による競争力アップ
商工組合中央金庫堺支
店



3299 24210307 三重県 有限会社いせ梅田 押し蓋式圧縮梱包機の導入による効率的な「古着」等の製品化 小俣町商工会

3300 24210308 三重県 有限会社二色電子
取引先からの小口・短納期生産に応える生産体制の構築と受注品種増
大のための省スペース化

大紀町商工会

3301 24210309 三重県 株式会社三重フリット 粉末ガラスの粉砕制御技術の確立による小ロット一貫生産体制の構築 愛知銀行　四日市支店

3302 24210311 三重県 サンユー技研工業株式会社 金型製品形状部位の3次元レーザー測定を利用した高精度金型の開発
三重県産業支援セン
ター

3303 24210312 三重県 アイオーレーザ株式会社
最新３Dレーザ装置導入における切削技術の蓄積と生産性の向上及び
自社開発機への応用

三重県産業支援セン
ター

3304 24210313 三重県 中部オートメ株式会社
自動組付け機に於ける挿入工程の高精度・高速度化のための試作開
発

三重県産業支援セン
ター

3305 24210315 三重県 株式会社續橋製作所 縦型NC旋盤導入による増産体制の確立 税理士法人中央総研

3306 24210323 三重県 合資会社西村商店
無塩発酵技術(弊社特許)を利用した無塩・減塩調味料の商品開発と生
産体制の確立

玉城町商工会

3307 24210328 三重県 株式会社プリンシプル
二酸化塩素を用いた次世代型鼻咽喉軟性内視鏡洗浄消毒機の試作開
発

百五銀行　河芸支店

3308 24210330 三重県 株式会社東和食彩
真空技術（真空加熱調理・真空包装）を応用した、栄養価、長期保存性
に優れた高品質な非常食の開発

三重県産業支援セン
ター

3309 24210333 三重県
シンコーエンジニアリング株式
会社

道路除草作業で発生する刈り取った草を自動回収する装置（集草機）の
開発

北伊勢上野信用金庫

3310 24210335 三重県 ファイン株式会社 歯ブラシ用高速自動仕上機導入による高精度化、短納期化
さわやか信用金庫立会
川支店

3311 25210149 滋賀県 株式会社山王 蒸留塔と吸収塔（大気汚染除去）のプラスチック製充填物の競争力強化
商工組合中央金庫　大
津支店

3312 25210152 滋賀県 株式会社杉岡織布
地域登録商標「高島ちぢみ」の多色多機能化による、受注型から提案型
への「機業進化計画」

滋賀銀行　新旭支店

3313 25210155 滋賀県 株式会社古川与助商店
和紙を極細幅に裁断後撚糸加工し、天然素材糸と交織して、軽くて爽や
かな生地の試作開発

廣田　光政

3314 25210157 滋賀県 株式会社ユージ産業
切削加工技術により培われた金属加工技術を用いた、スマートフォンや
タブレット用保護ケースの開発事業

滋賀県産業支援プラザ

3315 25210158 滋賀県 株式会社福井弥平商店 日本酒の高品質化による競争力強化を図る貯蔵・出荷工程の革新 滋賀銀行　高島支店

3316 25210160 滋賀県 日の本辨工業株式会社 使用環境の汎用性に優れた高耐久・低コスト船用バルブの試作開発 大辻税理士法人

3317 25210163 滋賀県 株式会社山富 メガソーラー専用の基礎ブロックの試作開発 竹内　淳朗

3318 25210165 滋賀県 株式会社コムビック
自動車部品の計測・検査技術をベースとした安価な３次元計測器の試
作開発

京都銀行　石山支店

3319 25210166 滋賀県 新旭電子工業株式会社
LED照明用金属プリント配線板自動位置決め付き穴あけ自動小型プレ
ス機の試作開発(実装前のアルミベース基板の生産性向上)

滋賀銀行　新旭支店

3320 25210167 滋賀県 株式会社寺嶋製作所 ファィバーレーザー溶接に必要な圧入技術の開発及び確立 滋賀銀行　桜川支店

3321 25210170 滋賀県 有限会社西村織布工場 耐環境性高機能織物の試作開発及び改良と商品化計画 滋賀銀行　新旭支店

3322 25210173 滋賀県 株式会社サンエー
農作物への薬剤散布の安全性とコスト低減のための小型ポンプと無飛
散ノズルの開発

京都銀行　草津支店

3323 25210174 滋賀県 株式会社フジックス
連続式無水染色システム構築による縫い糸の機能化と染色工程の高
効率化

京都銀行　本店営業部

3324 25210176 滋賀県 有限会社オプトセラミックス
微小な格子状内面反射セルからなる高精細な空中結像光学パネルの
試作開発

京都信用金庫　向日支
店

3325 25210178 滋賀県 SKメディカル電子株式会社 歯科技工用セラミック鋳造電気炉（「セラプレスファーネス」）の開発 滋賀銀行　長浜支店

3326 25210181 滋賀県 株式会社アオイ
納期短縮と製造コスト削減のための治具の内製化による製造体制の強
化

協同組合京滋中小企業
経営サポートセンター

3327 25210183 滋賀県 株式会社片岡精起製作所 高精度高耐久性を持つ精密金型の試作開発
滋賀中央信用金庫　審
査部

3328 25210185 滋賀県 株式会社住谷製作所
大手機械メーカーが参入しない特殊ロール加工に対応する送り制御式
(NC)4本ロールベンディング機（テスト機）の試作開発

甲賀市商工会



3329 25210186 滋賀県 川島織布株式会社 「高島ちぢみ」ブランドの新商品開発 滋賀銀行　新旭支店

3330 25210188 滋賀県 フジヤマジャパン株式会社 攪拌効率の優位性を持つ不等速高効率攪拌機の自動化
京都信用金庫　南草津
支店

3331 25210193 滋賀県 株式会社伊吹機械
成形シミュレーション技術を活用した短納期、低コストのプレス金型製造
技術確立事業

滋賀銀行　高月支店

3332 25210194 滋賀県
株式会社ゲインコーポレー
ション

ダーツの2投目以降の命中率向上のためのダーツ用フライト（羽根部）
の更なる開発

廣田　光政

3333 25210196 滋賀県 日光化成株式会社 食品業界をターゲットにした高蓄熱トレイ材開発と製造方法の開発 滋賀銀行　梅田支店

3334 25210200 滋賀県 堀内製粉 高温焙煎処理による米穀粉のアルファ化に関する開発 山本　善通

3335 25210202 滋賀県 株式会社マツバヤシ
滋賀県発！！新型鉛フリー銅合金「ビワライト」の多軸・迅速加工による
用途・販路拡大事業

滋賀銀行　大藪支店

3336 25210204 滋賀県 株式会社大和バルブ 『トロコイド機構を取り入れた防災設備用電動操作バルブの開発』 滋賀銀行　彦根支店

3337 25210209 滋賀県 株式会社大木工藝
冷凍・空調設備の省エネ・節電を目的とした熱伝導・熱拡散に優れた極
薄炭素シート(熱媒体)に補強材を貼り合わせる最適接着工法の確立

京都産業21

3338 25210210 滋賀県
滋賀県生コンクリート工業組
合

くみコン戸建て住宅専用基礎コンクリート『JYUCON　100』の試作・開発
関西アーバン銀行びわ
こ営業部

3339 25210213 滋賀県 株式会社やまじょう
野菜味噌漬の全国展開へ向けた包装プロセス強化と試作による増産体
制の構築

協同組合京滋中小企業
経営サポートセンター

3340 25210214 滋賀県 戸倉商事株式会社 2室制御ドゥコンディショナーの背丈縮小化による海外への販売拡大 滋賀銀行　本店営業部

3341 25210215 滋賀県 株式会社北川鉄工所 地上式消火栓の短納期化による競争力強化計画 滋賀銀行　彦根支店

3342 25210216 滋賀県 株式会社藤堂製作所
ロール状長尺重量物の高所への受け渡し機能を有する業界初の搬送
装置の開発

京都銀行本店営業部

3343 25210217 滋賀県 トキワ精機株式会社
3次元測定機の導入による生産工程改善に伴う品質向上と短納期化の
実現

滋賀銀行　草津西支店

3344 25210218 滋賀県 株式会社サン機工 カッタービット製造工程の強化と受注拡大
協同組合京滋中小企業
経営サポートセンター

3345 25210220 滋賀県 山豊テグス株式会社 独自のデザインと小ロットに対応できる連続染色技術の新開発 京都銀行　草津支店

3346 25210222 滋賀県 岡村精機製作所
「金型製造に於ける削出・仕上工程の生産力強化および効率化による
短納期の実現」

東近江市商工会

3347 25210223 滋賀県 近泉合成繊維株式会社
非衣料分野向け　太い繊維束製造工程の大幅な品質改善と生産効率
の向上

近畿大阪銀行　営業統
括部

3348 25210224 滋賀県 株式会社K&M 廃木材粉及び再生プラスチックからなる合成木材の試作開発 ウィレコンサルティング

3349 25210228 滋賀県
株式会社日本ジー・アイ・
ティー

UWB無線による高感度レーダーシステムの開発及び試作
滋賀中央信用金庫　草
津支店

3350 25210229 滋賀県 大久保精工株式会社 汎用高精度高剛性モータ内蔵型重切削スピンドルユニットの試作開発 竹内　淳朗

3351 25210230 滋賀県
有限会社八田フィルタークロ
ス

湿式濾過布の短納期・小ロット対応事業およびワンストップ化推進事業 滋賀銀行　新旭支店

3352 25210232 滋賀県 北島酒造株式会社 日本酒（生（き）もと製造法）の高品質・高効率製造の確立と新製品開発
滋賀銀行　甲西中央支
店

3353 25210234 滋賀県 旭化学工業株式会社
あらゆる電気機器及び通信機器業界において、①タッチパネル機器の
拡大及び②ガラスからハードコートフィルムへの市場の需要移行に伴う
加工設備導入

甲賀市商工会

3354 25210237 滋賀県 心和美創株式会社 無機蛍光体を用いた太陽電池効率化用波長変換ディバイスの開発 京都銀行　大日支店

3355 25210240 滋賀県 トーフレ株式会社 10～50A　超ハイプレッシャーホースの開発 市川欽一税理士事務所

3356 25210242 滋賀県 双葉金属株式会社
付加軸マシニングセンタ導入による高圧特殊バルブ部品の短納期化の
実現

滋賀中央信用金庫　高
宮支店

3357 25210244 滋賀県 株式会社マスダ 広幅高速織機を用いての新しい“高島ちぢみ”の試作開発 滋賀銀行　新旭支店

3358 25210245 滋賀県 桐生株式会社 次世代液晶パネル対応の薄型導光板開発
関西アーバン銀行　草
津支店



3359 25210250 滋賀県 林鉄工所
工業用温度計部品における高技術加工及び短納期に対応するCNC旋
盤の導入計画。

京都銀行　堅田支店

3360 25210251 滋賀県 共栄電機工業株式会社 汎用的なプログラミング言語による生産設備制御ソフトの試作 廣田　光政

3361 25210252 滋賀県 株式会社図司穀粉
粒度分布を狭めた粉の組み合わせによる高品質ミックス粉の多品種・
小ロット生産体制の構築

経営コンサルタント竹内
淳朗

3362 25210253 滋賀県 株式会社永樂屋 3Dカタログによる市場訴求力向上と開発力強化 三宅由佳税理士事務所

3363 25210255 滋賀県 有限会社石田鋳造所 凝固解析ソフト導入及び20ｔクレーン設置による生産力強化 滋賀銀行　彦根支店

3364 25210256 滋賀県 株式会社リンテック 流量センサにかかわる微細管のレーザー溶接技術の開発
京都信用金庫　守山支
店

3365 25210257 滋賀県 株式会社暁電機製作所
「外貨両替サービス業務におけるオンライン型自動両替機の商品化開
発・試作」

京都信用金庫　草津支
店

3366 25210258 滋賀県 淡海酢有限会社 果実酢の製造体制を整備するための醸造用濾過装置等の導入と試作 高島市商工会

3367 25210260 滋賀県 株式会社栄工業 アルミスポット溶接工法の試作開発によるアルミ製品製造の受注拡大
協同組合京滋中小企業
経営サポートセンター

3368 25210261 滋賀県 松瀬酒造株式会社
「松の司　古代醸造をモデルにした新しい日本酒の製造と貯蔵、出荷計
画」

竜王町商工会

3369 25210269 滋賀県 エール技研
NC自動加工機の導入によるドリル再研磨の生産性向上と小ロット製品
製造への事業拡大

大津北商工会

3370 25210272 滋賀県 金剛精機株式会社
金型製造における焼入材の加工技術開発による納期短縮と設備投資
による大型化への取組

瀬田商工会

3371 25210275 滋賀県 有限会社ブリッジリンク 取付工事不要の超軽量高輝度大型LED照明器具の開発 滋賀銀行　野洲支店

3372 25210276 滋賀県 有限会社案浦製作所
高性能マシニングセンターの導入と高速加工化による取付治具の試
作・開発

瀬田商工会

3373 25210277 滋賀県 有限会社山脇バネ製作所 簡易・汎用金型製造における生産性改善に係る先端設備導入事業
滋賀銀行　瀬田駅前支
店

3374 25210280 滋賀県 義岡テクニカル株式会社
精密製缶製品における短納期化および高精度化を目的とした高性能
レーザー機械の導入

栗東市商工会

3375 25210282 滋賀県 yamato株式会社
試作品加工のための複合加工機導入による同時進行生産プロセス構
築と短納期化の実現

商工組合中央金庫　船
場支店

3376 25210283 滋賀県 エース化学工業株式会社 「品質保証技術の向上と生産効率化による短納期化の実現」 山本　善通

3377 25210284 滋賀県 株式会社開伸 自動製函機対応用透明ケース加工機の開発
大垣共立銀行　長浜支
店

3378 25210287 滋賀県 有限会社乾工作所 新規8軸加工CNC自動旋盤の導入により競争力を強化する体制の構築 京都銀行　堅田支店

3379 25210288 滋賀県 株式会社サンエス 治具の切削加工における高精度化、低コスト化、納期短縮化 松原智子税理士事務所

3380 25210289 滋賀県 サンテクノス株式会社 次世代LSI用電磁波シールドケースの製造技術開発
滋賀銀行　彦根駅前支
店

3381 25210291 滋賀県 長岡産業株式会社 高導電性高分子コーティング材料の開発 滋賀銀行　石山支店

3382 25210294 滋賀県 株式会社ティグ水口 小スペースで保管できる製造現場用のスマートな作業台車の試作 甲賀市商工会

3383 26210298 京都府 オープン工業株式会社 成形品のホットランナー化による環境配慮と省資源化 京都銀行　西院支店

3384 26210302 京都府 株式会社梅田製作所 高い耐焼付性を有するステンレス特殊ネジ製造技術の開発 京都銀行　峰山支店

3385 26210305 京都府 株式会社ウエダ 新型金型導入によるビル・住宅用窓枠製品の高精度化・短納期化計画 株式会社エフアンドエム

3386 26210306 京都府 日本ポリマー産業株式会社 リサイクル炭素繊維製不織布材料の開発 京都銀行　摂津支店

3387 26210307 京都府 株式会社ネオノア
「新しい表面処理の採用により、自然エネルギー、医療、電子部品等新
分野への販路拡大」

公益財団法人京都産業
21

3388 26210308 京都府 三洋機工株式会社 横型マシニングセンター導入による多品種小ロット部品製造対応 京都銀行　吉祥院支店



3389 26210310 京都府 城陽富士工業株式会社 3m超長尺精密加工の開発と生産性向上によるコストダウン・市場拡大 城陽商工会議所

3390 26210311 京都府 クラウド・テン株式会社
高齢者と家族に向けた「安心と生き甲斐のクラウドシステム」の試作開
発

米田会計事務所

3391 26210312 京都府 西垣金属工業株式会社
京都の伝統工芸とヘラ絞り加工を融合させた高付加価値インテリア製
品の試作開発

京都信用金庫　東山支
店

3392 26210313 京都府 大洋エレックス株式会社 カメラリンク仕様による新たな検査装置の試作・開発 税理士早川嘉美事務所

3393 26210314 京都府 株式会社京スパ 「曲げ成形設備の開発・導入」 京丹波町商工会

3394 26210315 京都府 株式会社理工化学研究所 自動溶存マンガンモニターの開発
京都中央信用金庫　向
島支店

3395 26210317 京都府 株式会社ユーサイド
真空入荷機の導入による『地産の優良素材を利用したこだわりの加工
食品』の製造効率化・多品種少量への対応

NBMコンサルティング株
式会社

3396 26210318 京都府 株式会社ビーエムジー
優れた性能と高い安全性を有する医療用接着剤用の噴霧デバイスの
開発

京都中央信用金庫　八
条口支店

3397 26210319 京都府 株式会社KOYO熱錬
航空機部品参入のための高信頼性、短納期を実現する新規生産管理
システム構築

京都銀行　西院支店

3398 26210320 京都府 関西機械工業株式会社
除染や試験装置向け、残液が僅少な小型樹脂製底部傾斜タンクと少液
量でも撹拌可能な撹拌機ユニットの試作開発

滋賀銀行　山科支店

3399 26210321 京都府 株式会社大洋発條製作所 プレス金型の精度向上ならびに短納期、低コスト化 矢野嚴税理士事務所

3400 26210322 京都府 株式会社東光弁製造所 販路拡大のための生産システム構築事業
京都信用金庫　園部支
店

3401 26210324 京都府 株式会社Eサーモジェンテック 効率回収が可能熱源パイプ排熱の高な熱電発電モジュールとその応用
京都中央信用金庫　東
寺支店

3402 26210328 京都府 株式会社サンキ 創薬スクリーニングのためのマルチウェル対応粘性評価装置の開発
公益財団法人京都高度
技術研究所

3403 26210329 京都府 株式会社ベルテックス 金型製作の短納期化による産業用機器分野の売上拡大
公益財団法人京都産業
21

3404 26210330 京都府 ケーピーエス工業株式会社 ソーラーポンプシステムの開発
税理士法人川嶋総合会
計

3405 26210333 京都府 株式会社オプト・システム 高機能チップオンウェハ（CoW）ボンディング装置（ダイボンダー）の開発
アドバンスト・エム株式
会社

3406 26210334 京都府 株式会社サビア 大型高精細3Dデジタルシステム実用機の試作 税理士法人広瀬

3407 26210335 京都府 株式会社北村鉄工所
自社製品の開発・製造・販売　【オリジナルのトレーサーガスを利用した
食品包装パッケージの個別包装漏れ検査機の開発】

公益財団法人京都産業
21

3408 26210338 京都府 株式会社サンテック
汎用WiFi無線装置の自社製品化及び3D-Cad/Camによるプロトタイピン
グの短期化

公益財団法人京都産業
21

3409 26210340 京都府 サンエー電機株式会社 LED照明用電源の短納期に対応した生産体制の構築 京都銀行　久世支店

3410 26210341 京都府 佐々木酒造株式会社 市場要求を逃さないための高品位日本酒の量産化 京都商工会議所

3411 26210344 京都府 株式会社ナンゴー
インターネット受託システムによる金属機械加工の高精度化、短納期化
技術の確立

京都銀行　宇治支店

3412 26210345 京都府 ヘルスビューティー株式会社 キノコの発酵能を利用した美白エキスと、それを配合した化粧品の開発
福永会計事務所　福永
義昭

3413 26210346 京都府 株式会社髙木製作所
バリ取り機を使ったＲ面取り（丸く面取りを行う加工）技術開発による品
質の安定化と生産プロセスの強化

京都信用金庫　久御山
支店

3414 26210347 京都府 ヨネ株式会社 老朽水道管の管更生工法に最適な革新的分岐技術の開発 京都銀行　本店営業部

3415 26210350 京都府 株式会社テック技販
センサ内蔵型高精度ランニングマシーンの初の国産化に向けた試作開
発

南都銀行　真美ヶ丘支
店

3416 26210351 京都府 株式会社山嘉精練 湿潤発熱性をもつ機能性天然繊維のシルク等の開発
公益財団法人京都産業
21

3417 26210355 京都府 株式会社金森製作所 超微細ワイヤ放電加工機による高品質化と生産リードタイム短縮化 ひかり税理士法人

3418 26210361 京都府 株式会社ビークル
新しい検出法を利用した世界初のB型肝炎ウイルス抗体測定キットの開
発

京都銀行　西山科支店



3419 26210364 京都府
株式会社色素オオタ・オータ
ス

感熱製版フィルムの広幅化による汎用性拡大事業 京都銀行　大宮支店

3420 26210371 京都府 高橋練染株式会社
銀ナノ高度技術による殺菌・消臭等高機能を、介護医療向けの生地・不
織布に加工開発する。

公益財団法人京都産業
21

3421 26210372 京都府 株式会社ユウコス
ＵＶニスコーターの開発企画…UV-LEDを駆使した世界最小のUVニス
コーターの開発

杉田公認会計士　杉田
徳行

3422 26210379 京都府 株式会社リベックス フルアブソリュートロッドセンサの性能測定装置の開発
京都信用金庫　西大路
支店

3423 26210382 京都府 マイコム株式会社 持ち運び容易な廉価版自動刻印機の試作開発 石原　豊

3424 26210383 京都府 株式会社清水製作所
ワイヤカット機導入による、短納期化、低コスト化、高精度化による生産
プロセス強化

池田泉州銀行　京都支
店

3425 26210384 京都府
ケイ・アイ・ケイエンジニアリン
グ株式会社

高精度歯車用高精度工具の開発及び量産
京都信用金庫　上鳥羽
支店

3426 26210385 京都府 スキューズ株式会社
多種多様なカスタマイズニーズに対応したロボット用性能評価装置の試
作・開発

京都信用金庫　朱雀支
店

3427 26210386 京都府 光映工芸株式会社 熟練の職人技と機械化の融合による世界へ羽ばたく金彩バッグの開発
京都信用金庫　三条支
店

3428 26210390 京都府 株式会社コンピューテックス 組込みソフトウェア開発企業向け動的テストツールの開発
京都信用金庫　東山支
店

3429 26210391 京都府 ウインドナビ株式会社 低コストの排気処理を実現する工場用省エネ排気誘導装置の試作開発
公益財団法人京都高度
技術研究所

3430 26210393 京都府 有限会社桃辻製作所
自動車メーカー向け難加工部品の高速・高精度複合加工による試作開
発

京都銀行　吉祥院支店

3431 26210394 京都府 株式会社京都マテリアルズ 最先端表面改質法による高耐久性精密金型の開発
公益財団法人京都高度
技術研究所

3432 26210395 京都府 株式会社サスライ 情報家電メーカー向け金型の「大型・高精度」化の為の試作開発
京都信用金庫　くずは
支店

3433 26210396 京都府
株式会社京都薄膜応用技術
研究所

フィルムへのRTR連続成膜における誘電体薄膜の高速成膜法の開発
池田泉州銀行　京都支
店

3434 26210398 京都府 バイオベース株式会社 耐熱性に優れた真空成形用植物由来プラスチックの開発
公益財団法人京都産業
21

3435 26210400 京都府 株式会社山元塗装工業 全自動塗装前処理洗浄装置の設備新規導入計画
京都信用金庫　吉祥院
支店

3436 26210401 京都府 日本ハートビル工業株式会社 点字鋲生産精度の向上と中国製商品流入に伴う機会損失の回避
京都信用金庫　西山科
支店

3437 26210403 京都府 株式会社西川電機 太陽光パネル電圧電流測定システムの開発 京都銀行　久世支店

3438 26210404 京都府
株式会社コミュニケーション・
テクノロジー

省電力無線モジュールを用いたセンサネットワークの基礎技術開発と省
電力無線ユニットの商品化

京都中央信用金庫　駅
前支店

3439 26210405 京都府 南栄鍍金株式会社
生産プロセス見直しによる多品種少量生産と大量生産を同時実現した
生産性向上と低価格化対応

京都銀行　東九条支店

3440 26210408 京都府 株式会社シーメイダ 小型フィトンチッド拡散器の試作・開発
西山茂税理士事務所
西山　茂

3441 26210409 京都府 株式会社田中製作所 高効率変速装置部品の高精度特殊加工機械装置試作開発 京都銀行　吉祥院支店

3442 26210414 京都府 明立電機株式会社 間欠運転型水耕栽培装置 久御山町商工会

3443 26210415 京都府 株式会社内田製作所
画期的なバリ取り方法による、納期短縮、高品質、低コストの為の設備
投資

藤田巖税理士事務所
藤田　巖

3444 26210420 京都府 河長樹脂工業株式会社 顧客開発品の試作サンプル作製期間1/10を実現 京都銀行　向日町支店

3445 26210421 京都府 株式会社エンザミン研究所
発酵技術を応用した保健栄養食品の試作開発サービス効率化による製
品開発

京都銀行　淀支店

3446 26210424 京都府 株式会社フジタイト 高機能試作品加工用の特殊刃物・高生産性刃物の内製化体制構築
京都中央信用金庫　向
島支店

3447 26210431 京都府 トクデン株式会社
過熱蒸気発生装置の最高使用温度1200℃対応機器の開発と新規用途
開発

京都銀行　山科支店

3448 26210432 京都府 株式会社井元製作所 在宅透析に有用な小型医療廃棄物処理装置の開発 アイマーク税理士法人



3449 26210433 京都府 クロイ電機株式会社 養殖光設備事業計画 京都銀行　本店営業部

3450 26210434 京都府 グローバリーテック株式会社 植物工場における二酸化炭素量等の計測・制御装置の開発
京都信用金庫　向日支
店

3451 26210436 京都府 株式会社ミヤコケミカル 小顔（顔痩せ）機能に特化した美顔器の開発事業 安田有一

3452 26210439 京都府 株式会社川口金属 組紐技術を用いたCFRP(炭素繊維強化プラスチック)パイプ製品の開発 京丹後市商工会

3453 26210440 京都府 宮本樹脂工業株式会社 高速サーボ制御回路を搭載した射出成形機での生産効率の向上
京都銀行　西五条企業
会館支店

3454 26210441 京都府 辰己屋金属株式会社
環境対応自動洗浄機の導入により、切削洗浄社内一貫体制を築き、建
設機械業界の業務拡大。

京都銀行　東大阪支店

3455 26210442 京都府 株式会社富士電工
多品種少量生産と高性能を兼ね備えたLED照明器具天板とセード試作
開発

京都信用金庫　長岡支
店

3456 26210443 京都府 バンテック株式会社 黒ウコン省エネ全天候型高機能LED植物工場試作開発
公益財団法人京都産業
21

3457 26210444 京都府 三和化工株式会社 高耐熱性ポリエチレン架橋発泡体の製品化開発
公益財団法人京都産業
２１

3458 26210445 京都府 株式会社仁張工作所
パンチング･レーザー複合機導入による生産対応力強化と雇用維持拡
大事業

商工組合中央金庫　梅
田支店

3459 26210446 京都府 株式会社白金製作所 高精度要求を満たすための加工システムの確立 京都銀行　大井支店

3460 26210447 京都府 株式会社徳田製作所 工程統合による製造コスト削減と短納期化
南都銀行　宇治大久保
支店

3461 26210449 京都府 株式会社佐々木工作所
眼科医療におけるスリットランプのカメラ撮影システムのケースボディ試
作・開発・製造

京都信用金庫　九条支
店

3462 26210452 京都府 株式会社広瀬製作所 高精度・短納期化対応システムの確立による経営効率化事業
京都中央信用金庫　吉
祥院支店

3463 26210454 京都府 寺田薬泉工業株式会社 「柿右衛門の赤」を再現する高彩赤色Al置換ベンガラ顔料の事業化 京都銀行　西院支店

3464 26210455 京都府 株式会社東和技研 PM2.5等大気環境の屋外計測表示システムの試作開発
アドバンスト・エム株式
会社

3465 26210457 京都府 株式会社アルバス 訪問介護業者向けヘルパー支援システムの開発 京都銀行　吉祥院支店

3466 26210458 京都府 アルメックスコーセイ株式会社 分析測定装置向け小型圧力流量合体コントローラーの開発。
公益財団法人京都産業
21

3467 26210460 京都府 吉樂 機能性繊維対応及び高速型プリント加工設備増設事業
京都中央信用金庫　久
我支店

3468 26210461 京都府 株式会社京都紋付
洋装事業でのデザイン力、加工技術を応用し、世界最高レベルの「深黒
染」技術を活かした洋装風着物の開発、製造、販売。

公益財団法人京都高度
技術研究所

3469 26210463 京都府 株式会社川越精研 精密測定機による加工精度向上と加工分野シェア拡大
京都信用金庫　西大路
支店

3470 26210464 京都府 NKE株式会社 高速多連搬送シャトルの性能向上およびコストダウンによる競争力強化 糸島　貴裕

3471 26210466 京都府 株式会社テクノブレイン 航空管制訓練シミュレータULANS国際対応バージョン試作 滋賀銀行　山科支店

3472 26210467 京都府 佐井鋼株式会社 専用工場と切断機新設による鋼材当日配達事業の新規立ち上げ 京都銀行　吉祥院支店

3473 26210472 京都府 有限会社イシダ製作所 パイプ加工品の多品種・小ロット及び短納期生産体制の実現 京都商工会議所

3474 26210474 京都府 株式会社中金 高硬度・高耐摩耗性 陽極酸化皮膜の開発と現場導入 京都あおい税理士法人

3475 26210476 京都府 株式会社金山精機製作所 CNC精密円筒研削盤の導入による航空機パーツ製造事業進出計画 滋賀銀行　山科支店

3476 26210477 京都府 玉乃光酒造株式会社
新設する麹室設備で純米吟醸酒造の合理化・品質競争力を強化する事
業

中野公認会計士事務所

3477 26210478 京都府 エヌシー産業株式会社 高精度穴明技術を用いたスマートフォン筐体の一貫生産体制の構築
FMBコンサルタンツ株式
会社

3478 26210481 京都府 株式会社井尾製作所 油圧機器向けソレノイドバブルの組立作業の省力化開発
京都信用金庫　東山支
店



3479 26210484 京都府 黄桜株式会社
微生物の機能を生かし糖化と発酵技術を融合した低アルコール発泡清
酒の開発

京都商工会議所

3480 26210488 京都府 株式会社洛北義肢 医療業界初「硬性ジュラルミン製脊椎疾患用コルセット」の試作開発
公益財団法人京都高度
技術研究所

3481 26210491 京都府 株式会社サンエムカラー UVインキローラのグレーズ自動洗浄機と洗浄液の開発 今尾　元彦

3482 26210494 京都府 株式会社成和化学工業 高清浄化技術実現のための成型工場のクリーンルーム化 税理士法人京都経営

3483 26210496 京都府 株式会社足立製作所 小型高効率な汎用タブレット打錠成形機の開発 長岡京市商工会

3484 26210498 京都府 中嶋金属株式会社 分析機器用ナノ構造、金メッキ技術を用いた超高反射部品の試作開発
公益財団法人京都高度
技術研究所

3485 26210500 京都府 株式会社造形村
原型製作における3Dスキャナー、3D光造形機の導入による高精度化・
短納期化

京都信用金庫　壬生支
店

3486 26210503 京都府 山城繊維工業株式会社
自動車用エアバッグ（PA66不織布シリコンコート）の製造時に発生する
打ち抜き屑をマテリアルリサイクルして再資源化する事業

北陸銀行

3487 26210506 京都府 株式会社野間製作所
FA機器の高性能小型化に伴う小型機での独自の加熱冷却成形法の開
発

京都信用金庫　久御山
支店

3488 26210510 京都府 コフロック株式会社 低流量測定用カルマン渦式流量計(液体用)の開発・製品化 京都銀行　田辺支店

3489 26210511 京都府 アイ’エムセップ株式会社 革新的炭素めっき大型処理装置の試作開発 京田辺市商工会

3490 26210513 京都府
有限会社トリビオックスラボラ
トリーズ

チタンの微細加工によるオゾンマイクロナノバブル殺菌装置の試作 京都銀行　高野支店

3491 26210515 京都府 デファクトスタンダード
遠隔ひび割れ計測システムを活用したアセットマネジメントシステム
（AMS）の開発

隅田守税理士事務所
隅田　守

3492 26210516 京都府 株式会社朝日計器製作所
電力試験設備導入による、高品質な制御装置の製作と、コストダウンへ
の対応

京都中央信用金庫　十
条支店

3493 26210518 京都府 三逢株式会社 アパレルCAD・スキャナ及びそれに連動するアパレルCAMの導入 滋賀銀行　四ノ宮支店

3494 26210519 京都府 西村陶業株式会社 業界初ハイパワーLED用低コスト高放熱性セラミックス基板の試作開発
公益財団法人京都高度
技術研究所

3495 26210520 京都府 清水焼団地協同組合
京焼・清水焼の新分野進出による市場創出　－工房建設・生産機械設
備整備－

京都中央信用金庫　山
科中支店

3496 26210527 京都府 京都樹脂株式会社
京織物を融合接着した高付加価値特殊アクリル樹脂板の開発・量産・
販売

京都信用金庫　西大路
支店

3497 26210528 京都府 株式会社野村板金
YAGレーザー溶接機導入による、「短納期」「品質向上」の実現と販路の
拡大

税理士法人今西総合会
計

3498 26210529 京都府 有限会社共立機工
九州大学開発新型レンズ風車における機械部品の低価格化及び量産
化確立事業

税理士法人今西総合会
計

3499 26210530 京都府 小川食品工業株式会社 京都産筍による発酵技術を用いた試作品開発 長岡京市商工会

3500 26210531 京都府 日栄技研株式会社 省資源、低コストを実現した、二重金めっき法の確立 中央綜合税理士法人

3501 26210532 京都府 株式会社ナカタ工業
曲げ加工の品質向上とリードタイム短縮による差別化で、競争力と収益
力を強化する。

今西総合会計

3502 26210534 京都府 成和サプライ株式会社 高病原性鳥インフルエンザ対策用オゾン発生装置の試作品開発
株式会社成岡マネジメ
ントオフィス

3503 26210535 京都府
イーテック・プレシジョン株式
会社

小ロット加工の工程分割生産方式の確立による機械加工の効率化、超
短納期化と自動ラベル貼り付け装置向け部品試作

城陽商工会議所

3504 26210536 京都府 株式会社大登工業
横中ぐり盤NC機導入による一貫生産プロセス強化・ワンストップ化の実
現

八幡市商工会

3505 26210538 京都府 株式会社エスジーエー
生産管理ソフトの導入により、生産プロセスを強化し原価低減、受注拡
大を目指す。

株式会社MHCアドバイ
ザリーサービス

3506 26210539 京都府 株式会社桂精密
高硬度超硬合金を使用した超精密極小セラミックコンデンサー金型の開
発

FMBコンサルタンツ株式
会社

3507 26210540 京都府 株式会社名高精工所
複合旋盤導入による ソレノイド部品の短納期化及び量産時の生産性向
上。

京都銀行　小倉支店

3508 26210543 京都府 株式会社峰山鉄工所
熱間鍛造成形領域の拡大と高精度を実現する為の冷間油圧サーボプ
レスの導入

京丹後市商工会



3509 26210545 京都府 株式会社渡辺商事 熟練技術の高性能機械化による即日納期及びコスト削減事業 藪壽人

3510 26210547 京都府 小阪金属工業株式会社 高性能EVスポーツカー用アルミフレームの高精度量産技術の確立 京都銀行　東舞鶴支店

3511 26210551 京都府 株式会社横井製作所
超スーパーエンプラを使用した複写機プリンタ用高摺動・高耐熱樹脂
パッド射出成形用設備導入

京都中央信金　向島支
店

3512 26210552 京都府 山中工業株式会社 少量多品目・短納期・生産能力拡大・コスト削減・高品質計画 京都信金　吉祥院支店

3513 26210557 京都府 岡島鋼機株式会社
精密機械と消耗部品の切削工程の高度化による小口多品種・短納期体
制の構築

京都信金　田辺支店

3514 26210559 京都府 株式会社飯田照明 LEDと導光板を用いた、究極の薄型・省エネ・快適照明システムの開発 京都信金　西山科支店

3515 26210565 京都府 株式会社タムラ 高性能加工機導入による製造装置用部品の加工精度向上と納期短縮 京丹後市商工会

3516 26210569 京都府 株式会社ウミヒラ
受注拡大に備えた、医療機器に対応し得るウミヒラ独自の生産システム
の開発

公益財団法人京都産業
21

3517 26210573 京都府 株式会社扶桑プレシジョン 無線線量測定器と線量表示システムの開発
京都中央信金　吉祥院
支店

3518 26210574 京都府 株式会社井上製作所 医療機関、介護機関向け過熱水蒸気式配膳カートの試作開発 京都信金　城陽支店

3519 26210581 京都府 田勇機業株式会社
無機繊維を使用し、丹後ちりめんの製織技術を応用した織物の研究・開
発

京丹後市商工会

3520 26210584 京都府 西陣織工業組合 産地のニーズに対応した新型力織機開発事業
公益財団法人京都産業
21

3521 26210587 京都府 岩田精工株式会社 エキスパンドメタルの加工技術革新と生産システムの技術開発。 八幡市商工会

3522 26210588 京都府 有限会社SKツール
超硬パンチピン加工のさらなる生産効率の追求と短納期・ブランド力強
化。

八幡市商工会

3523 27211248 大阪府 株式会社山田工作所
大型マシニングセンター導入による真空成形用金型の短納期・低価格
対応型製造ラインの構築

商工組合中央金庫

3524 27211250 大阪府 鈴木鍛鋼株式会社 ローリングミル効率化改造計画 岸和田商工会議所

3525 27211252 大阪府 中辻産業株式会社 自動車部品（トリポード）切削ライン導入計画 商工組合中央金庫

3526 27211253 大阪府 株式会社グラント
狭域(会議室等)におけるWi-Fi(無線LAN)の多重アクセスポイント機器の
開発

MGアカウンティング

3527 27211254 大阪府 株式会社興国鋳鋼所 再生砂の温度管理による鋳銅製品の品質の安定と生産性の向上 南都銀行

3528 27211255 大阪府 株式会社播彦
日本の美味しい農産物(鹿児島産薩摩芋、宇治産抹茶、和歌山産豆等)
を主原料とした煎餅の製造

紀陽銀行

3529 27211257 大阪府 株式会社神山鉄工所 極太ドリルねじの段付き刃先の開発によるドリルタイム２／３化 阿波銀行

3530 27211259 大阪府 株式会社エムツール 生産性向上のための切削工具開発 南都銀行

3531 27211264 大阪府 株式会社三和製作所 ハイス製マイクロバイトの新規開発による新規市場の創出、獲得 南都銀行

3532 27211265 大阪府 泉本精工株式会社
段取性が格段に向上した新規設備による高付加価値軸受の小ロット生
産

税理士法人杉井総合会
計事務所

3533 27211266 大阪府 ケージーパルテック株式会社
引戸の指詰防止及び閉め残りを両方向で防止するソフトクローザーの
開発

南都銀行

3534 27211267 大阪府 株式会社盆木製作所
焼結ダイヤによる超長寿命コレットチャック(PCDコレットチャック)の開発
及び製造の効率化

第三銀行

3535 27211268 大阪府 株式会社ディアローラ 大阪ベイラボ生産拡大計画 税理士法人マークス

3536 27211269 大阪府 園田機工株式会社
高周波誘導加熱による製品材料の結晶粒の微細化と歪低減による品
質及び生産性向上

摂津水都信用金庫

3537 27211271 大阪府 株式会社イーステック クレーン衝突防止装置の開発 紀陽銀行

3538 27211275 大阪府 株式会社岡崎金型工作所 3次元多方面スライドゲートカット金型の開発 京都信用金庫



3539 27211276 大阪府 株式会社EVジャパン オーダーメイド型超小型EVトラックの開発および周辺機器の試作開発 摂津水都信用金庫

3540 27211277 大阪府 ツカ・カナモノ株式会社 鋼製束における、めっき剥がれのないカシメ接合技術の確立 商工組合中央金庫

3541 27211278 大阪府 旭化工株式会社
開発の短納期化を実現する為、デザインから設計完了までの時間短縮
を図る

摂津水都信用金庫

3542 27211281 大阪府 小田鋲螺株式会社 高感度画像検査機の導入による不良品率低減、コスト削減化計画 エフアンドエム

3543 27211282 大阪府 株式会社岩井鉄工所
生産設備用機械に使用する部品製作に係る高精度・短納期・低コスト化
計画

エフアンドエム

3544 27211283 大阪府 株式会社キタイ製作所 ガラス瓶代替のプラスチック厚肉成型容器開発 池田泉州銀行

3545 27211287 大阪府 竹中鋼鈑株式会社
自動車向け巾狭プレス部材の高品質シャーリングプレス加工システム
の構築

商工組合中央金庫

3546 27211288 大阪府 ホット株式会社 新規設備・NC旋盤導入によるコンパクトボールバルブの開発 椿井　清

3547 27211289 大阪府 株式会社ニッサチェイン 伝動用ラダーチェーンの自動製鎖機の新規開発・設備投資 大阪信用金庫

3548 27211290 大阪府 福家鈑金工業有限会社
大型パネル用高効率自動スタット溶接機導入による納期短縮と高精度
化

おのえ経営事務所

3549 27211292 大阪府 株式会社金木工業 安価で高機能な粉塵防止マスクの製品化 商工組合中央金庫

3550 27211293 大阪府 株式会社高洋商会 機能性繊維ボードを用いた透水性コンクリ－ト型枠の開発 岸和田商工会議所

3551 27211297 大阪府 日本扉金物製造株式会社 捩じり多角管を形成する3Dベンダーの開発 紀陽銀行

3552 27211298 大阪府 株式会社三和金属工業 世界戦略車向けグリスニップル高精度複合自動検査機の開発導入 近藤元信税理士事務所

3553 27211300 大阪府 株式会社谷岡ドレス
日本伝統工芸西陣織りと洋服が融合したホテルコスチュームの試作開
発。

十三信用金庫

3554 27211301 大阪府 長谷川精工株式会社 地盤調査用機器の試作開発 池田泉州銀行

3555 27211304 大阪府 株式会社山口技研
ゴム成形用接着剤塗布において精密塗布を実施し面倒な手作業及びマ
スキング等の無駄を省き

秦雅彦税理士事務所

3556 27211305 大阪府 丸一株式会社 三次元試作機導入による、新たな開発提案型営業スタイルの確立 服部隆行税理士事務所

3557 27211308 大阪府 株式会社サンエイ 公共下水道における「加圧浮上式スカム分離装置」の開発 近畿大阪銀行

3558 27211311 大阪府 泉精工株式会社
NC旋盤開発と既存ラインへの導入による生産性向上と工数低減(コスト
ダウン)

紀陽銀行

3559 27211314 大阪府 和光合成樹脂株式会社
塗装工場より排出されるVOCの除去を目的とする高効率かつ安価な装
置の試作

池田泉州銀行

3560 27211319 大阪府
クロセスクリーン工業株式会
社

打抜金網の製作精度の向上と工程の時間短縮による付加価値向上 商工組合中央金庫

3561 27211321 大阪府 株式会社土谷金属 低圧ハンドバーナーの新しい着火方式の開発 八尾商工会議所

3562 27211323 大阪府 株式会社キンダイ
高性能マシニングセンタ導入による木製イス製品の高精度化・短納期
化計画

エフアンドエム

3563 27211324 大阪府 株式会社シモオカ
安全歩行の確保に資する省エネかつ簡便な手摺り用照明具の大量生
産

伊予銀行

3564 27211326 大阪府 光陽レース株式会社
製造設備の高効率化による新規フリーズドライ製品の開発と従来製品
の高品質化

大阪信用金庫

3565 27211328 大阪府 YSテック株式会社 特殊熱処理工程の管理用耐熱バーコードラベルの開発 池田泉州銀行

3566 27211331 大阪府 阪本工作所
スクリューコンプレッサー導入による非鉄金属加工の納期短縮と生産プ
ロセス強化

茂見寛二税理士事務所

3567 27211334 大阪府 特機工業株式会社 超音波伝達技術の確立による産業用洗浄機の開発 近畿大阪銀行

3568 27211335 大阪府 浪華合成株式会社 熱硬化性プラスチックの生産性向上による低コスト製品の生産 近畿大阪銀行



3569 27211338 大阪府 株式会社システックキョーワ 社内一貫生産システムに於ける設備体制維持強化 大阪商工信用金庫

3570 27211341 大阪府 株式会社加平 合成皮革に対する防汚性能を有したフルカラー印刷技術の開発事業 南都銀行

3571 27211342 大阪府 辰巳織布株式会社
タテ・ヨコに太さを極端に変えた糸を使用した高密度でファンシーな織物
の開発

紀陽銀行

3572 27211343 大阪府 高田金型工業株式会社 新規成長分野の試作開発と技術の高度化による製造プロセス強化 大阪信用金庫

3573 27211344 大阪府 大阪金具株式会社 クレセントの改良、開発によりベランダ等事故防止・空き巣対策実施 十三信用金庫

3574 27211345 大阪府 アークリード株式会社 地球温暖化に対し抑制効果のある、「加煙試験器」の開発 大阪市信用金庫

3575 27211346 大阪府 中川鉄工株式会社
マグネシウム合金の特性を活かした新製品の試作開発と、加工技術の
確立そして販路開拓

大阪商工会議所

3576 27211347 大阪府 株式会社八尾金網製作所 高分子濾過用極細線チタン金網の開発 八尾商工会議所

3577 27211350 大阪府 有限会社エヌ・エス・ケミカル ステンレスベルトコンベアの短納期生産体制の確立
経営コンサルタント竹内
淳朗

3578 27211352 大阪府 睦工業株式会社
独自の顧客参加型納期即答システム等で精密機械切削加工の『超短
納期化』達成

八尾商工会議所

3579 27211353 大阪府 株式会社昌和発條製作所 小径バネの製造・分離・整列連続自動システムの試作開発 長谷川　政二

3580 27211354 大阪府 株式会社西田歯切工場
ワイヤ放電加工機による海外規格の歯車及びスプラインの補修並びに
再製作の短納期化の実現

唐澤匡税理士事務所

3581 27211355 大阪府 近藤電子株式会社
養鶏業界にて簡便に利用可能な害虫（ワクモ）駆除システムソフトウェア
の開発

関西アーバン銀行

3582 27211356 大阪府 株式会社岡本製作所 高精度プレス金型の製造からプレス加工までの一貫生産体制の強化 阿波銀行

3583 27211357 大阪府 株式会社I&L
ヘッドの打点位置とスピードを自ら検知する知的ゴルフクラブの試作開
発

大阪商工会議所

3584 27211358 大阪府 新日電熱工業株式会社 高温長寿命シーズヒータ（絶縁型電気ヒータ）の開発と商品化 城垣税理士事務所

3585 27211360 大阪府 金剛セメント工業株式会社 練玉対策と生産能力向上へのコンクリートプラント全面改良計画 山科　治三郎

3586 27211368 大阪府 株式会社日清精工 3Dデザインの製品制作事業
税理士法人タックス関
西

3587 27211370 大阪府 東送風機株式会社 高効率、低価格のインペラ開発プロジェクト 御堂筋税理士法人

3588 27211371 大阪府 丸中タオル株式会社 自社生産増強による生産性向上と価格競争力強化 南都銀行

3589 27211372 大阪府 株式会社マーベックス 戸建住宅用の壁内埋設型熱交換換気装置の開発 e&i経営研究所

3590 27211373 大阪府 株式会社丸高金型 鏡筒部品における、強度を高めた金型構造の開発 池田泉州銀行

3591 27211375 大阪府 株式会社ニコシス 無線通信モジュールを組込むスマホ用のワイヤレス充電パッドの試作 大阪商工会議所

3592 27211376 大阪府 イセキテック株式会社
CNC複合旋盤機導入による加工工程改善に伴う顧客要望への対応と
競争力強化

Officeイワサ

3593 27211377 大阪府 株式会社平和化研 高性能亜鉛めっき液での生産・品質性向上の金属表面処理の開発 阿波銀行

3594 27211378 大阪府 三国製鏡株式会社 スマートフォン用薄型ガラス等の切削加工技術の開発 中西会計事務所

3595 27211379 大阪府 三國製薬工業株式会社
摺動性自動車部品に使用される高機能性樹脂（CPレジン®）の原料増
産

豊中商工会議所

3596 27211380 大阪府 株式会社コーワ産業
簡単・安全にねじ込み配管継手の締付け及び緩め作業ができる治具の
新開発

豊中商工会議所

3597 27211385 大阪府 株式会社ウッドヴァレー
WIFI・シリアル通信のできる小型液晶操作端末の試作開発（略称：WIFI・
SIO対応小型操作端末）

八尾商工会議所

3598 27211386 大阪府 佐藤金属工業株式会社 板鍛造プレス部品の幾何学精度の保証体制構築による競争力強化 堺商工会議所



3599 27211390 大阪府 植田基工株式会社 鉄道等高架の老朽化に伴う耐震・補強工法の開発 十三信用金庫

3600 27211391 大阪府
宝永興業株式会社
宝永株式会社

小ロット対応、防風透湿フィルムボンディング加工の構築 池田泉州銀行

3601 27211393 大阪府 今在家精工株式会社 ワンストップ化の推進により「モノづくりのコンビニ」を実現する 池田泉州銀行

3602 27211394 大阪府 株式会社丸昌商店 日本初の低コスト・高付加価値な繊維加工糸の開発と生産の確立 池田泉州銀行

3603 27211395 大阪府 株式会社エリートグリップ 射出成形機の導入によるゴルフクラブ用高性能グリップの大量生産 浅田益宏税理士事務所

3604 27211397 大阪府 高槻ダイカスト株式会社 『GPSスーパーダイカスト』鋳造システム開発事業計画 滋賀銀行

3605 27211398 大阪府 ナロック株式会社 新素材ダイニーマSK777を材料とする高強度繊維ロープの開発 紀陽銀行

3606 27211399 大阪府 株式会社武菱 平成24年取得特許プロックス転写加工拡大生産工場設立 大阪商工会議所

3607 27211401 大阪府
トーヨーオプトデバイス株式会
社

広帯域で低反射率を実現する高性能反射防止膜の開発 商工組合中央金庫

3608 27211402 大阪府 大和化成株式会社
高機能接着剤、表面処理剤に使用される高品質サッカリンを効率よく精
製生産する

摂津水都信用金庫

3609 27211403 大阪府 平野整機工業株式会社 フレコンバッグ用粉体結晶等固結ほぐし機の開発 堺商工会議所

3610 27211404 大阪府 株式会社川田製作所
特殊形状フランジの試作開発および顧客ニーズに対応できる生産管理
体制の構築

大阪信用金庫

3611 27211405 大阪府 和田精工株式会社
超微細形状加工技術による単一樹脂素材使用を通じた低環境負荷ペ
ンの開発

ジャスト会計事務所

3612 27211407 大阪府 株式会社スミヤセンイ 名入れタオル受注に特化したクイックレスポンス体制の確立 池田泉州銀行

3613 27211408 大阪府 天雲産業株式会社 耐震アンカーボルトの生産性向上・高品質化による生産プロセスの強化 香川銀行

3614 27211410 大阪府 株式会社扇機械製作所 包装機械の複合機を先行提案し製薬業界に　販売強化計画 尼崎信用金庫

3615 27211411 大阪府 合資会社三和歯ブラシ工業所
高速切削モデラー機による乳幼児安全歯ブラシの短期間開発と費用低
減

八尾商工会議所

3616 27211412 大阪府 サン電材工業株式会社 ワイヤーハーネス、小ロット多品種、対応製造ライン計画 大阪東信用金庫

3617 27211413 大阪府 関西利工株式会社
住宅メーカーの耐震強化住宅用の外壁材をトラック輸送する為の専用
ラックの試作及び開発

井上準治税理士事務所

3618 27211414 大阪府 マイクロ波化学株式会社 焼結助剤用途への希土類酸化物超微粒子試作とその製造装置の開発 奥村佳文税理士事務所

3619 27211419 大阪府 株式会社幸和工業 5軸制御立型マシニングセンターの導入 大阪東信用金庫

3620 27211420 大阪府 イコマ工業株式会社
ネットワークブレーキプレスと3DCAD/CAMによる短納期化及び高精度
な物づくりを実現

東大阪商工会議所

3621 27211421 大阪府 株式会社サワフジ 3Dプリンターによる視覚障害者用の点字案内表の作成 大阪市信用金庫

3622 27211424 大阪府 株式会社丸平精研
単結晶サファイヤ製カメラレンズ保護カバー（携帯端末用）製造事業計
画

東大阪商工会議所

3623 27211426 大阪府 株式会社ノムラテック 3Dモデルによる設計精度向上と新機構製品開発スピード化の実現 阿波銀行

3624 27211430 大阪府 関西チューブ株式会社 オーバル(楕円)チューブの製造技術を確立し業容の拡大を図る 東大阪商工会議所

3625 27211431 大阪府 株式会社佐伯製作所 LED照明の製造工程における塗装ロボット導入による生産性向上 池田泉州銀行

3626 27211432 大阪府 日本マグネット工業株式会社
自動車向け、メッシュフィルターと新形状プラスチック磁石の複合成形
フィルターの実用化

ジャスト会計事務所

3627 27211434 大阪府 株式会社東邦 レボルバー式石鹸型打機の導入による洗濯石鹸の生産能力増強 南都銀行

3628 27211435 大阪府 コスモケミカル株式会社
三次元造形機を用いた試作品製造による短納期化と多様化する市場
ニーズへの対応強化

八尾商工会議所



3629 27211437 大阪府 株式会社ダイワ 磨きレス加工技術による金型の生産工程省力化体制の構築 高砂会計事務所

3630 27211438 大阪府 株式会社石川製作所 CNC円筒研削盤導入による生産工程の改善と短納期化 出川　洋

3631 27211439 大阪府 有限会社八馬総合企画 印刷技術を複合化し新しい印刷方法を構築し生産力のアップ 永和信用金庫

3632 27211440 大阪府 株式会社オーテック 地震発生によるガス事故防止用海外向け感震遮断ボックスの開発 新居合同税理士事務所

3633 27211441 大阪府 株式会社マスター 3D-CADを活用した石鹸成形用金型の内製化による競争力強化 堺商工会議所

3634 27211442 大阪府 ハンエイファスナー株式会社 製品の安定製作を目指し、転造ダイス改良のためのデータ取得計画 近畿大阪銀行

3635 27211443 大阪府 新庄金属工業株式会社 ハイブリッド型複合NC旋盤機導入によるフレキシブル生産体制の構築 大阪厚生信用金庫

3636 27211444 大阪府 株式会社ミナミダ シャフト製造における切削工程の自動ライン化 商工組合中央金庫

3637 27211446 大阪府 株式会社エストー 高性能自動測定機導入による生産性向上と品質強化の実現 福本茂樹税理士事務所

3638 27211447 大阪府 株式会社鍛治屋
取引先からの大物品の加工要求を達成する為の、次期主力加工機の
導入

富田林商工会

3639 27211448 大阪府 株式会社清水製作所 ITを活用したプレスブレーキによる長尺材の曲げ製法の確立と試作 池田泉州銀行

3640 27211449 大阪府 末広工業株式会社
ステンレス新素材に適した溶接用治具(ジグ)の開発と溶接技術指導
サービス

尼崎信用金庫

3641 27211450 大阪府 羽賀金属株式会社
低コスト・短納期化のためのレーザー加工機導入による生産プロセスの
強化

辻　勝

3642 27211452 大阪府 東洋紙工株式会社
素材厚みに適応した試作機導入と設計データベース構築による開発期
間の短縮

大阪信用金庫

3643 27211453 大阪府 大阪ケミカル株式会社 高硬度２層ウレタンスキージーの開発と生産・販売 十三信用金庫

3644 27211456 大阪府 理光産業株式会社
新型プレス導入による、プレス圧力均等化によるフロートバリレス成形
の開発

富田林商工会

3645 27211457 大阪府 ニッセンファスナー株式会社 製品の拡販と生産効率化を目指した選別機の開発 京都銀行

3646 27211458 大阪府 サンレイズ工業株式会社 病院内の“放射線室の安全性”検査システムの開発 池田泉州銀行

3647 27211459 大阪府 勝川熱工株式会社 産業用熱交換器の開発・改良による高性能化・短納期化計画 大阪東信用金庫

3648 27211460 大阪府
株式会社山口パーカー工業
所

黒染め加工（＝四酸化鉄皮膜加工）生産プロセス強化によるユーザー
ニーズの向上

大阪東信用金庫

3649 27211461 大阪府 木村化学工業株式会社 干渉縞の生じにくいポリカーボネートの開発 古野会計事務所

3650 27211463 大阪府 株式会社サンワード商会
新型触媒による繊維への抗菌消臭機能加工　ナノキャタリストの試作と
実用化

尼崎信用金庫

3651 27211464 大阪府 西野電気株式会社 空冷と電圧制御による制御基板の耐久性向上機器の製造 池田泉州銀行

3652 27211465 大阪府 株式会社テムスヒラハラ 大規模食品加工機（ハム・ソーセージ製造用）の国産開発化計画 大阪東信用金庫

3653 27211468 大阪府 株式会社テクノカンサイ 三次元座標測定機の導入による金型製作の高精度化・短納期化計画 大阪東信用金庫

3654 27211469 大阪府 株式会社ヤマエ マシニング高精度加工機導入による時間短縮・コスト削減・品質安定化 安田　勝也

3655 27211470 大阪府 国忠ベンダー株式会社
産業インフラ設備等に使用する鉄鋼・ステンレス等曲加工製品の高精
度・短納期化計画

大阪東信用金庫

3656 27211472 大阪府 有限会社國分製作所 機械化により新たな生産プロセスを構築し、競合他社との差別化を行う 南艸康充税理士事務所

3657 27211473 大阪府 重里タオル株式会社 特殊ガ－ゼ織物の効率的生産体制の構築 池田泉州銀行

3658 27211474 大阪府 新生発条工業株式会社 スプリング機械の加工の位置決め装置の高精度化・加工短縮化 近畿大阪銀行



3659 27211475 大阪府 株式会社小西製作所 自社仕様にカスタマイズした軌道研削盤導入によるコスト競争力強化 堺商工会議所

3660 27211479 大阪府 株式会社ベツセル工業 人間工学を踏まえた電動工具グリップのデザイン 代田　和一

3661 27211482 大阪府 阪南チーズ染晒協同組合 小ロット染色加工によるコスト競争力強化と販路拡大 紀陽銀行

3662 27211483 大阪府 たちばな電機株式会社 IPS細胞培養装置の温度制御に係る技術革新 南都銀行

3663 27211484 大阪府 株式会社ティサポート マイクロ波プラズマでCO2を分解・削減するユニットの製品開発 京都信用金庫

3664 27211489 大阪府 株式会社ジェイクラフト ゲルパッド電極を咽頭部分に完全密着させるための装着器の開発 堺商工会議所

3665 27211490 大阪府 株式会社東大阪製作所 配管曲げ加工の高精度化とNCパイプベンダーによる加工範囲拡大 税理士法人SAT

3666 27211491 大阪府 株式会社リンク 照明柱等の埋設部腐食状態を検査する簡易型超音波検査装置の開発 森田　務

3667 27211492 大阪府 株式会社前田製作所 NIH規格実験ケージの試作開発＆高品質・短納期生産システムの構築 尼崎信用金庫

3668 27211497 大阪府 日章アステック株式会社
ステンレス・難削材の複雑加工対応と短納期化を実現する新加工シス
テムの構築

豊中商工会議所

3669 27211499 大阪府 有限会社カワイ彫刻工芸 金型の高硬度・高精度化の実現による競争力強化 南都銀行

3670 27211501 大阪府 株式会社レザック 災害避難所用簡易組立二段式カプセルルームの開発 大阪東信用金庫

3671 27211506 大阪府 株式会社宮本工業所 環境負荷低減型穿孔機開発製造 KVI税理士法人

3672 27211507 大阪府 株式会社イーガー
孤食高齢者の食事介護と認知症進行抑止リハビリ食事方法効果計測
システムの試作開発

山本　淳

3673 27211509 大阪府 株式会社川島金属製作所 ゲージ式スピニングマシンのCNC化改造 大阪信用金庫

3674 27211512 大阪府 株式会社アテクト 粉末射出成形技術を用いたセラミックスヒートシンクの開発 池田泉州銀行

3675 27211515 大阪府
株式会社ミツヤコーポレーショ
ン

世界最小ダメージの食品冷凍解凍法の普及と実用化 TOMO

3676 27211517 大阪府 株式会社ダイセン電子工業 組み込み技術学習用ロボットの機能拡張型 試作開発 永和信用金庫

3677 27211518 大阪府 株式会社共進機型製作所 鋳造品試作サンプル用木型の短納期生産体制の確立 竹内　淳朗

3678 27211519 大阪府 三協化学工業株式会社 プラスチック用着色剤の国際競争力を実現する生産プロセス強化 商工組合中央金庫

3679 27211521 大阪府
明興クレオエンジニアリング株
式会社

電車運転士のためのシミュレーション研修装置の開発 大阪信用金庫

3680 27211524 大阪府 光洋化学工業株式会社 3Dプリンター活用によるプラスチック試作品の受注拡大 法円坂法律事務所

3681 27211526 大阪府 株式会社ハイテック和泉
汎用（単色）成形機にて対応可能な厚肉成形品向け金型開発と成形試
作

南都銀行

3682 27211527 大阪府 豊中計装株式会社 画像処理、非接触センサーによる非接触遠隔計測監視装置の開発 近畿大阪銀行

3683 27211528 大阪府
株式会社公害防止機器研究
所

オゾン溶解水を用いた高効率窒素酸化物吸収除去・再資源化装置の試
作および技術の実証

京都信用金庫

3684 27211530 大阪府 東洋ステンレス化工株式会社 複合加工機導入による高精度化、及び短納期化・受注量UPの実現 岸和田商工会議所

3685 27211531 大阪府 特殊車輌整備工業株式会社 短納期化を目的としたショットブラストマシン設備の導入 おのえ経営事務所

3686 27211534 大阪府 株式会社雨風 新規機能を付与した伝統的発酵食品の開発 堺商工会議所

3687 27211535 大阪府 株式会社マーケテック
制服の不正流出の防止、厳密な個体管理及びトレサビリティを実現する
ハイセキュリティエンブレムの開発

田中　信大

3688 27211536 大阪府 株式会社サンコー技研 サーボプレスによる生産性の高い放熱基板金型打ち抜き工法の開発 大阪東信用金庫



3689 27211537 大阪府 江商螺子株式会社 長尺物における切削加工での競争力強化 大阪信用金庫

3690 27211541 大阪府 株式会社タケックス・ラボ モウソウチク抽出物の抗菌性・消臭性を付加した機能性不織布の開発 摂津水都信用金庫

3691 27211544 大阪府 株式会社髙橋鉄工所
長尺（5m）CNC円筒研削盤導入による研磨精度向上と一貫体制化で国
内外競争力強化

唐澤匡税理士事務所

3692 27211545 大阪府 株式会社三和軽合金製作所 金型重力鋳造法における吸引減圧凝固法の確立 アドバンスト・エム

3693 27211546 大阪府 株式会社タニノ
インパクト時のロフト角が常に一定となるゴルフのパター用クラブヘッド
の試作開発

大阪信用金庫

3694 27211555 大阪府 関西化工株式会社 省エネ型微細気泡散気装置開発事業 伊予銀行

3695 27211556 大阪府 株式会社マスパック カメラ付カッティング機による紙製ディスプレイ試作期間の短縮化 阿波銀行

3696 27211557 大阪府 株式会社マックマシンツール 大型シュレッダーに替わるインハウス型大型紙溶解処理機の開発事業 伊予銀行

3697 27211559 大阪府 テコールシステム株式会社
絆創膏型生体情報センサの実用機開発、製造技術確立、コストダウン
実現

十三信用金庫

3698 27211561 大阪府 本田武織布有限会社 フェルト量産化事業計画 矢野　哲夫

3699 27211564 大阪府
株式会社システムプランニン
グ

アルゴス受信機 (I/Qデコードによるソフトウェア受信機)の試作開発 大島総合会計事務所

3700 27211565 大阪府 梅南鋼材株式会社 ファイバーレーザーによる極薄板加工技術の確立と新規市場開拓 大阪信用金庫

3701 27211567 大阪府 株式会社アートウインズ 大型マシニングセンターによる切削加工領域の拡大と効率化アップ！ 黒瀬税理士事務所

3702 27211569 大阪府 株式会社オークマ工塗 ロボット塗装装置の導入による試作品塗装の採算化と短納期化計画 大阪東信用金庫

3703 27211571 大阪府 南海シャフト株式会社 口付け旋盤の段取りの簡略化による小口化・短納期化の実現 岸和田商工会議所

3704 27211574 大阪府 株式会社エムテック 金型技術を生かした長もののアングル鋼・チャネル鋼の加工事業 横山経営研究所

3705 27211577 大阪府 大阪府テントシート工業組合
大規模空間建築物の天井構造への帆布材天井膜の試作とその施工技
術の開発

吉田会計事務所

3706 27211578 大阪府 クツワ株式会社 2枚刃を用いた世界初の鉛筆削り開発 商工組合中央金庫

3707 27211580 大阪府 安田工業株式会社 高精度の鋳物型作成の実現により、日本のものずくりを伝承する 大阪市信用金庫

3708 27211582 大阪府 有限会社川西製作所
CNC複合加工機導入による機械部品の工程短縮及び耐震装置試作品
開発

大阪商工会議所

3709 27211584 大阪府 テクノロール株式会社 フレーム溶射技術による導電性ナイロン樹脂ロールの開発 池田泉州銀行

3710 27211585 大阪府 三国金属工業株式会社 新規テープ補修方法によるラミネート缶の改善 池田泉州銀行

3711 27211589 大阪府 株式会社中島電機製作所
プリント基板実装機のタンデム配置による小ロット化・短納期対応の実
現

京都信用金庫

3712 27211591 大阪府 株式会社逸品化成 押出成形での炭素繊維加工技術の確立 大阪東信用金庫

3713 27211592 大阪府 マミヤ株式会社 世界初「夢のクロス」！ 超高密度ストレッチジャージーの開発
関西経営コンサルタント
事業協同組合

3714 27211593 大阪府 広栄工業株式会社
ステンレスコイル切断設備(広幅レベラー機)利用の小ロット化・短納期
化

小川会計事務所

3715 27211594 大阪府 株式会社ヒサシプラス
超大型ペットボトル製造における3Dレーザー切断ロボットの導入による
効率化と新商品の開発

南都銀行

3716 27211597 大阪府 セキセイ興産株式会社 背幅強化により、長期利活用可能とする「伸長ファイル」の開発 商工組合中央金庫

3717 27211598 大阪府 片岡工業株式会社 樹脂製スパウト（流動食用）の自動組立及び自動梱包システムの導入 嶋田新一税理士事務所

3718 27211602 大阪府
株式会社三和ダイヤモンド工
業所

CNC内面研削盤の導入による絞り加工用超硬合金ダイスの精度向上 北陸銀行



3719 27211603 大阪府 株式会社ウチダ
鉄骨溶接ロボットシステム導入による加工工程改善に伴う生産性と品
質の向上

Officeイワサ

3720 27211604 大阪府 マルツ工業株式会社 柔軟性素材へのメッキ調加飾の開発及び製造 磐田信用金庫

3721 27211605 大阪府 共栄精工株式会社
全軸受重要部品の新規開発機製造に伴う高精度加工機による品質向
上

柏原商工会

3722 27211608 大阪府 株式会社ベスト
金属細線と糸状繊維との織編加工による、「切り屑レスメッシュ製品」の
開発

商工組合中央金庫

3723 27211609 大阪府 株式会社サンテック 中水道利用システム実用化のためのシステムと製品の開発 大阪信用金庫

3724 27211610 大阪府 株式会社レイカラー
2.5Dルーター（湾曲面）による2.5D切削加工の小ロット生産及び短納期
計画

紀陽銀行

3725 27211611 大阪府 有限会社脇田
オレフィン系（ポリプロピレン）樹脂用　塗料・インキの性能向上添加剤
の開発

雪松税理士事務所

3726 27211613 大阪府 株式会社レック制御 自動車の燃費改善をする発電型ショックアブソーバー 池田泉州銀行

3727 27211615 大阪府 金星鋲螺株式会社
複合工作機械の高度化を通じた次世代車輌向け超高精度保全部品の
開発

ジャスト会計事務所

3728 27211616 大阪府 弥栄電線株式会社 電線の保護被覆（シース）を発泡させて押出成形する技術の開発 堺商工会議所

3729 27211617 大阪府 株式会社ヤハタ イネ科植物生育装置の試作開発 大阪東信用金庫

3730 27211624 大阪府 株式会社DG TAKANO 石炭を含んだ水用の特殊洗浄ノズルの開発 春田公認会計士事務所

3731 27211625 大阪府 株式会社つくし巧芸
レーザー加工機とプラスチック端面鏡面加工機による新たなプラスチッ
ク板面発光技術の開発

尼崎信用金庫

3732 27211626 大阪府 田中鉄工株式会社 「高精度切削加工を可能にしたワンストップサービス化計画」 広瀬税務会計事務所

3733 27211628 大阪府 関西セイキ工業株式会社 一包化薬剤監査支援装置の商品化における試作機開発 浅田恒博税理士事務所

3734 27211630 大阪府 株式会社キングプリンターズ 付加価値印刷を目指して！《平面から立体への挑戦！！》 田淵　宏明

3735 27211634 大阪府 井前工業株式会社
新規芯材を採用した真空断熱材の高生産性設備開発と真空断熱材の
試作開発

池田泉州銀行

3736 27211637 大阪府 株式会社ミューパック・オザキ 合掌製袋機の導入による新工法の試作開発と新規分野への展開 金谷修司税理士事務所

3737 27211638 大阪府 株式会社アキュベリノス 高速イメージセンサ評価システムの開発 池田泉州銀行

3738 27211639 大阪府 上田製袋株式会社 先端医療現場で使用する滅菌樹脂袋用レーザー溶着機の試作 京都銀行

3739 27211641 大阪府 立山工業株式会社
自社設計の各種治工具製作及び販売における高精度化・低コスト化・
短納期化計画

エフアンドエム

3740 27211646 大阪府 ニューレジストン株式会社
超高速製造ラインの構築による革新的な高性能・低価格砥石の市場投
入

池田泉州銀行

3741 27211649 大阪府 吉村メディカル福祉株式会社
肌温度計測電子お灸(医療機器)の独自立体回路基板製法・実装・組立
技術の開発

若松経営情報研究所

3742 27211658 大阪府 株式会社谷兼製作所 高精度長尺プレスブレーキ導入による当社独自の曲げ加工技術革新 大阪信用金庫

3743 27211659 大阪府 株式会社右田製作所
冷間鍛造製品の高精度化要求（新材料、寸法精度、面粗度など）への
対応事業

南都銀行

3744 27211661 大阪府 株式会社アクアバンク 新しい水素発生デバイスの開発 安田光男税理士事務所

3745 27211662 大阪府 星軽金属工業株式会社 災害対策用アルミ合金製折り畳める可搬橋の試作開発 大阪東信用金庫

3746 27211663 大阪府 株式会社ニイタカ
業務用食器洗浄機用洗浄剤拡販のための安定した洗浄剤供給装置の
開発

滋賀銀行

3747 27211667 大阪府 勝山精工株式会社 球体追加工用専用機の開発 尼崎信用金庫

3748 27211668 大阪府 株式会社星光 旅客案内LED表示器のマルチ対応コントローラの試作開発 池田泉州銀行



3749 27211669 大阪府 旭洋精工株式会社 最先端医療機器部品生産のための品質保証体制を含む新体制の整備 ジャスト会計事務所

3750 27211670 大阪府 株式会社末弘工作所
マシニングセンター等の導入による産業用エンジン部品の低コスト化計
画

エフアンドエム

3751 27211672 大阪府 株式会社宮本製作所 鋳造金型における 冷却性能の向上による高性能化。 岸和田市商工会議所

3752 27211673 大阪府 株式会社田村製作所 金属印刷鋼板の加工性及び生産性向上のための試作開発と設備投資 堺商工会議所

3753 27211674 大阪府 伊藤工機株式会社 3Dプリンター導入による海外向け製品開発のスピードアップ 東大阪商工会議所

3754 27211676 大阪府 山内金属株式会社
アルミ長CNC6軸加工機導入による少量多品種・短納期生産体制の確
立と競争力強化事業

安井　聖美

3755 27211677 大阪府 株式会社昭栄 海外向け「引火性液体用耐圧防爆型電動ドラムポンプ」の試作開発 池田泉州銀行

3756 27211678 大阪府 株式会社三輝ブラスト ダイカスト法によるLED照明用Mg合金製ヒートシンクの試作開発 八尾商工会議所

3757 27211680 大阪府 美鈴紙業株式会社 段ボール貼合時のロス低減に向けた新技術設備の導入 商工組合中央金庫

3758 27211683 大阪府 株式会社バネックスアイエス 卓上型ディスク画像検査装置の開発 商工組合中央金庫

3759 27211684 大阪府 石垣ゴム工業株式会社
複雑形状プラスチック成形金型の加工期間短縮を通じた小口化及び短
納期化の実現

ジャスト会計事務所

3760 27211685 大阪府 株式会社KMT
医療機械・食品機械・半導体装置メーカー等の環境ビジネス市場へ向
けての自社ブランド製品の開発及び提供。

嶋末税理士事務所

3761 27211686 大阪府 南口精工株式会社 レーザー刻印装置導入による生産体制構築事業 税理士法人ゆびすい

3762 27211688 大阪府 株式会社ヤナギモト
NC複合加工機導入による工程集約、それによる短納期化・コスト削減・
品質向上計画

阿波銀行

3763 27211690 大阪府
株式会社アイ電子製作所
杉岡システム株式会社

【鉄道用監視カメラ制御部ボードのHD化及びネットワーク化の開発】 大阪商工会議所

3764 27211691 大阪府 カツラギ工業株式会社 真空式ドラムドライヤの試作開発 近畿大阪銀行

3765 27211693 大阪府 株式会社アスコ 高いポータビリティと信頼性を備えた、革新的な産業用端末の開発 堺商工会議所

3766 27211696 大阪府 大阪樹脂工業株式会社 CS向上に向けた、独自の加工技術向上を目指した開発事業 商工組合中央金庫

3767 27211697 大阪府 大同化工株式会社 小型・軽量で低価格な調剤薬局用軟膏混練機の試作開発 大阪能率協会

3768 27211699 大阪府
デンタルルネサンス
CAD/CAMセンター株式会社

CNC搭載精密加工機による歯科保険代替材料の加工法の確立 池田泉州銀行

3769 27211700 大阪府 株式会社テクノメタル ダイカストプラテン現地修復加工時の溶接ロボット化に伴う加工機開発 京都信用金庫

3770 27211701 大阪府 赤澤機械株式会社
シート材の高速切断用炭酸ガスレーザ搭載型ガルバノ切断ヘッドの開
発

北陸銀行

3771 27211705 大阪府 日本テクノプラス株式会社 粉末冶金，溶射材専用の機械的性質の計測・評価装置の開発・製造 十三信用金庫

3772 27211706 大阪府 田中電機工業株式会社 メッキ工程のスケジュール及び、トレーサビリティーの強化システム開発 横山経営研究所

3773 27211707 大阪府 株式会社ウチダ 多工程同時加工によって生産性を高めたホットプレス量産型の開発 南都銀行

3774 27211708 大阪府 有限会社門本鉄工所 旋削内径加工における面粗度を向上させるための治具開発・導入 京都信用金庫

3775 27211709 大阪府 カネタ鉄工株式会社 切粉圧縮処理装置の小型化 尼崎信用金庫

3776 27211710 大阪府 伸榮産業株式会社 生産環境の改善に貢献する低価格局所空調ブースシステムの開発 京都信用金庫

3777 27211712 大阪府 二光発條株式会社
大型コイリングマシン導入による生産効率改善効果で熱間コイルばね
製品の売上拡大

山本　淳

3778 27211713 大阪府 ラブリー・ペット商事株式会社 顧客満足度向上実現のための「ローコスト物流システム」の導入 商工組合中央金庫



3779 27211716 大阪府 旭株式会社 加工困難な日本独自の食材を調理出来るフードプロセッサー開発事業 大阪市信用金庫

3780 27211718 大阪府 株式会社新興製作所 高品位鏡面単結晶SiCウェハーの試作開発 大阪商工会議所

3781 27211722 大阪府 株式会社西尾商店 非鉄金属セパレータ導入による低コスト生産体制の構築 高砂会計事務所

3782 27211723 大阪府 株式会社露無工作所
先端技術繊維を含む繊維産業機械の高精度部品提供とレストアレー
ションの強化！～競争相手に負けてたまるか！～

大阪信用金庫

3783 27211727 大阪府 坂口鋼材株式会社 特殊鋼ゲージ鋼板　切断・フライス販売事業の開始 大阪東信用金庫

3784 27211728 大阪府 山村築炉工業株式会社 アルミニュウム溶湯搬送用取鍋の保温性の向上、軽量化 池田泉州銀行

3785 27211729 大阪府 株式会社IS DESIGN 3Ｄプリンタ活用による樹脂製品設計から金型製作までの高効率化 結城順吉税理士事務所

3786 27211731 大阪府 エスピー工業株式会社 小規模生産型、冷菓製造充填装置の試作製作 池田泉州銀行

3787 27211733 大阪府 株式会末広工業 刈払機用ドライブシャフトの海外拡大販売のための競争力強化 南都銀行

3788 27211736 大阪府 大庫洋紙株式会社
個々の早産児に応じた胎内光環境調整のための保育器カバーの試作
開発

紀陽銀行

3789 27211741 大阪府 田中電工株式会社
微細金属加工品の検査治具開発による検査工数削減と品質保証体制
の強化

近畿大阪銀行

3790 27211746 大阪府 株式会社美作研磨工作所
平面研削加工の高精度化と効率化およびイレギュラー形状への効率的
対応

上田吉昭税理士事務所

3791 27211748 大阪府 帝国イオン株式会社
新規な印刷プロセスによる放熱基板への低コストめっき回路の試作開
発

大阪東信用金庫

3792 27211750 大阪府 株式会社電子技術工房 2次元温度センサーによる故障診断支援ツールの開発 大阪信用金庫

3793 27211752 大阪府 サンビー工業株式会社
ヘアブラシ用の合成樹脂毛を、射出成形で製造した後、植毛加工を行
う。

北陸銀行

3794 27211757 大阪府 理研発条工業株式会社 農業・園芸用の支柱同士を締結する組付クリップの開発から製造販売 近畿大阪銀行

3795 27211764 大阪府 堀田カーペット株式会社
ウール素材の太番手、強撚糸タイルカーペットの開発及び新しい裁断技
術の構築

紀陽銀行

3796 27211769 大阪府 株式会社永大シャーリング フラットエプロン製作用加工機開発 十三信用金庫

3797 27211771 大阪府 株式会社新興電機製作所 シールド電線加工の生産性向上の実現 若松　敏幸

3798 27211773 大阪府 株式会社廣野鉄工所 3次元レーザー加工の技術を用いた工程集約並びに新規受注獲得 商工組合中央金庫

3799 27211775 大阪府 株式会社テクト NCルーター加工機の導入による短納期化及び製品の高精度化 堺商工会議所

3800 27211778 大阪府 株式会社浪花製作所 低価格・高精度の大型径ゴム車輪試作開発 尼崎信用金庫

3801 27211779 大阪府 カタギ食品株式会社 燻製による新規風味付与ゴマの開発 京都銀行

3802 27211782 大阪府 三和特殊鋼株式会社 圧造金型加工におけるピン加工分野への参入と競争力の強化 中央税理士法人

3803 27211783 大阪府 阪神特殊鋼株式会社 切断事業拡大による短納期・多品種大量納入の実現 梅原　清宏

3804 27211785 大阪府 株式会社リーズワークス
バーコードハンディターミナルを使用した生産管理システム導入による
製造の納期短縮化と原価低減化

奥村圭祐

3805 27211786 大阪府 株式会社ナニワ製作所 自動化による少量多品種向け生産ラインの確立 近畿大阪銀行

3806 27211787 大阪府 有限会社ミクロ精機 ゴムクローラー向け国産金型の低コスト化と短納期化事業 大阪東信用金庫

3807 27211788 大阪府 株式会社菰下鎔断 熱処理炉新設による焼入焼戻し加工技術の導入及び製品の試作 近藤　正雄

3808 27211793 大阪府 株式会社シアル LCD表示付音声ペン開発事業 京都銀行



3809 27211794 大阪府 有限会社マサカツ鋼材
円筒成形機の導入による配管ダクト一次加工品の低コスト生産システ
ムの開発

京都信用金庫

3810 27211798 大阪府 ジャパンマテックス株式会社
世界初の革新的な高シール性かつクリーンな環境配慮型ガスケットの
開発

紀陽銀行

3811 27211799 大阪府 カンナル印刷株式会社
自動枚葉検査機画像処理新システムの導入による顧客ニーズ対応・競
争力強化

十三信用金庫

3812 27211800 大阪府 株式会社国誉アルミ製作所 車両空調部品アキュムレーター製作用自動ロー付け機の開発 堺商工会議所

3813 27211802 大阪府 淀川機械株式会社 『省スペース対応、角度自在、高精度高速切断機』の試作開発 摂津水都信用金庫

3814 27211804 大阪府 有限会社マイスター システム32工法による木製家具製造のための生産プロセスの強化 梅原　清宏

3815 27211809 大阪府 株式会社稲葉屋冷熱産業 レーザー加工機導入で工程短縮化・高効率化による生産効率上昇計画 近畿大阪銀行

3816 27211811 大阪府
株式会社エフォート.コーポ
レーション

超薄板ガラス試作加工プロセス革新と運用 京都銀行

3817 27211814 大阪府 下西技研工業株式会社
人に優しいを目的とした小型衝撃吸収装置内蔵ヒンジモジュールの開
発

税理士法人フェニックス

3818 27211818 大阪府 株式会社讃岐田製作所 製薬向け圧力容器製造における、品質の向上と省力化計画 南都銀行

3819 27211819 大阪府 株式会社HCI 極細ケーブル用押出成形の新システム及び、押出機の極小・短尺化 紀陽銀行

3820 27211820 大阪府 マグネットフォース株式会社 ベアリング専用脱磁器および残留磁気判定機の試作開発とテスト販売 京都銀行

3821 27211821 大阪府 袋谷タオル合資会社
タオル織機導入により受注機会確保、生産効率の改善と水なすタオル
などの新製品開発

紀陽銀行

3822 27211825 大阪府
エンジニアリングサービス株
式会社

MEMSの品質確認用試験測定システムの開発 岡田　明穂

3823 27211827 大阪府 株式会社三和鋲螺製作所 高精度・高品質を必要とするねじ切り加工の自動化装置の開発 東大阪商工会議所

3824 27211829 大阪府 有限会社橋本工作所 大型NC旋盤導入による生産性向上と新規切削加工技術への挑戦 十三信用金庫

3825 27211832 大阪府 井上樹脂工業株式会社 噴霧用ノズルの製法における革新的微細加工技術の開発 枚方信用金庫

3826 27211834 大阪府 久門紙器工業株式会社
段ボールケースの高品質印刷システムの開発による新分野への販路
拡大事業

北大阪商工会議所

3827 27211836 大阪府 誠和産業株式会社
樹脂成型加工技術と面ファスナーの組み合わせ技術によるユーティリ
ティーアタッチメント試作開発事業

大阪市信用金庫

3828 27211838 大阪府 ヴイストン株式会社
中高齢者のQOLの向上、日々の運動習慣形成をサポートする体操支援
ロボットの開発

商工組合中央金庫

3829 27211841 大阪府 株式会社日本ラスパート 薄膜で高耐食な低温焼付け型防錆塗料の開発 山田　史郎

3830 27211842 大阪府 株式会社NF精密
シリコン・スライス用マルチワイヤーソーの高精度な主軸受け部品の開
発

紀陽銀行

3831 27211850 大阪府 システム建材株式会社
高性能切削加工機の導入による価格競争力強化と提案型事業への転
換

谷口　昇一郎

3832 27211851 大阪府 阪和化工機株式会社 省エネ・高効率3次元3枚プロペラ翼の開発 関西アーバン銀行

3833 27211853 大阪府 大阪特殊金属工業株式会社 めっき精度の向上を図るための生産プロセスの見直し 大阪市信用金庫

3834 27211855 大阪府 日本坩堝株式会社 太陽電池シリコンインゴット製造用容器の試作開発 東大阪商工会議所

3835 27211857 大阪府 株式会社松尾熔工所
多機能型高出力CO2レーザ装置の導入による複雑3次元形状加工シス
テムの構築

大阪東信用金庫

3836 27211860 大阪府 株式会社田辺金属工業所 店舗什器における陳列金具の溶接廃止への取り組み 池田泉州銀行

3837 27211861 大阪府 大都産業株式会社 生産プロセス強化のための生産管理システム導入 永和信用金庫

3838 27211862 大阪府 オー・エム・シー株式会社 画像処理を用いたリチウムイオン電池の極板検査装置の高度化 京都信用金庫



3839 27211872 大阪府 有限会社石切精密
高精度複合CNC旋盤と最新CAMシステム導入による生産性向上と次世
代への技術継承

南都銀行

3840 27211877 大阪府 株式会社長尾工業所 カーエアコン用摩擦板バリ取り作業の自動化による原価低減と販売増 大阪東信用金庫

3841 27211878 大阪府 株式会社カワデン 高速・大トルク緊急遮断弁の試作開発 関西アーバン銀行

3842 27211879 大阪府 株式会社エヌビー サーボベンディングマシンによる特注品の短納期・少ロット化への実現 池田泉州銀行

3843 27211881 大阪府 株式会社エルトニック サプライ品ストッカー（商品名：ETAA13試作機）の試作開発 大阪信用金庫

3844 27211882 大阪府 株式会社井上鉄工 高度な切削加工技術の自動化を図り、低コスト生産のための研究開発 大阪市信用金庫

3845 27211884 大阪府 株式会社武田晒工場 染色性が高く環境に配慮した浴衣生地加工の開発 尼崎信用金庫

3846 27211885 大阪府 アズマレーベル株式会社
ラベル印刷用自動版製造装置の導入による省力化及び高精細･高品質
印刷による競争力強化

近畿大阪銀行

3847 27211887 大阪府 ホクメイ株式会社 高齢者や障害者が安全かつ楽に入浴できる手すりの開発 商工組合中央金庫

3848 27211891 大阪府 株式会社阪神フード
特殊冷凍技術を利用し、自然解凍で食べれる冷凍寿司・惣菜の開発と
量産化体制の整備

尼崎信用金庫

3849 27211892 大阪府 智頭電機株式会社 産業用ロボットとカメラによる新型実装機の開発 京都銀行

3850 27211899 大阪府 株式会社福田鉄工所 自動車ガソリン給油口のネジ部品と曲げパイプの1ピース化を実現 南口　純一

3851 27211900 大阪府 株式会社土井鍍金 排水処理付帯業務自動化による、低コスト生産体制の整備 AEGIS

3852 27211902 大阪府 電装精機株式会社 ウエハー大型化に対応した生産プロセスの確立 京都銀行

3853 27211905 大阪府 モアコスメティックス株式会社
最新鋭化粧品製造設備導入によりアレルギー・アトピーを予防する安
心、安全な化粧品を提供

近畿大阪銀行

3854 27211907 大阪府 株式会社日工 自動車軽量化で要求される部品の軽量化加工技術と品質保証の確立 株式会社ティグレ

3855 27211908 大阪府 東陽精工株式会社
高品質なダイカスト製品の共同開発を目指したアルミ連続溶解保持炉
設備の導入

石橋　研一

3856 27211909 大阪府 株式会社大幸精機
ナノレベル加工を実現するため、研磨機導入による社内一貫体制の構
築

大阪信用金庫

3857 27211911 大阪府
サークルアンドスクエア株式
会社

研究開発用途におけるプラスチック光デバイス試作製造の高能率化 京都銀行

3858 27211912 大阪府 株式会社ジム工芸 3Dレーザーマーカーによる効率的で高精度な印字技術の取り組み 大阪信用金庫

3859 27211917 大阪府 株式会社カサタニ
コイルばね製品の低コスト化と難加工形状ばねの生産実現による競争
力強化

商工組合中央金庫

3860 27211918 大阪府 株式会社ジェイエムピー 「金属粉末3Dプリンタを活用したカスタムメイドインプラント開発」 摂津水都信用金庫

3861 27211919 大阪府 株式会社マグエナジ
交番磁界を利用した非接触の動力伝達機の開発及びこの動力機を利
用した風力発電機の開発

関西アーバン銀行

3862 27211926 大阪府 株式会社サンテック 耐水性を付与した食品用加工紙軸の開発 近畿大阪銀行

3863 27211929 大阪府 谷口アルミ工業株式会社 フロントサッシ製造技術を応用したゴミステーション・物置の開発 京都信用金庫

3864 27211936 大阪府 中性固化土工事業協同組合
津波堆積土砂等と産業副産物・産業廃棄物等との混合による土質材料
として再資源化

杉山　好江

3865 27211940 大阪府 株式会社ヤマニ
最軽量マグネシウム合金の無処理加工条件確立による高強度軽量材
料の開発

大阪商工会議所

3866 27211941 大阪府 太洋機工株式会社
オプチカルシャフト測定システム導入で製品精度保証の高度化と迅速
化を図る

大阪市信用金庫

3867 27211943 大阪府 第一商事株式会社 非常時・災害時の水浄化用錠剤の開発 結城　順吉

3868 27211946 大阪府
株式会社平和エンジニアリン
グ

多機能ドリルマシーン導入による厚板構造物加工の生産性向上 米本合同税理士法人



3869 27211949 大阪府 ステラグリーン株式会社 快適性指標を中心としたセンシングシステムの試作開発 堤　昌之

3870 27211951 大阪府 株式会社北山熱錬工業所 熱処理炉のハイフリッド化による省スペース化と省エネルギー化の実現 岸和田商工会議所

3871 27211953 大阪府 有限会社今岡製作所
3Dスキャナと3Dプリンターを活用した高齢者用軽量オーダーメイドス
テッキの試作開発

大阪市信用金庫

3872 27211954 大阪府 株式会社新川製作所
亜鉛メッキの優位性を備えた、サビない保管用ラック「エコテナー」の開
発

尼崎信用金庫

3873 27211956 大阪府 サムテック株式会社
熱間鍛造加熱工程の主課題を全て解決する新高周波誘導加熱炉の開
発導入

商工組合中央金庫

3874 27211963 大阪府 株式会社足立鉃工所 試作及び小ロット成形品に特化した多機能 カセット金型の開発 大阪市信用金庫

3875 27211964 大阪府 山陽紙器株式会社 カッティグマシンを活用した強化段ボール小口重梱包の事業の開発 大阪信用金庫

3876 27211965 大阪府 株式会社協立化工業
エンジニアプラスチック樹脂部品製造加工機の高精度化と高速化によ
る短納期化の実現

池田泉州銀行

3877 27211966 大阪府 チトセ工業株式会社 コルゲートフィンを使用した高効率スマート熱交換器の開発 大阪東信用金庫

3878 27211968 大阪府
丸竹コーポレーション株式会
社

長期保存と保管スペースの削減を可能とする災害備蓄用生理用品の開
発

竹内　淳朗

3879 27211969 大阪府 株式会社大阪ファスニング 軽量気泡コンクリート（ALC）製外壁用のアンカーボルトの開発 吉田　謙一

3880 27211971 大阪府 株式会社タブチ 震災対策用水道器具の試作開発 紀陽銀行

3881 27211974 大阪府 兵田計器工業株式会社 新規旋盤導入により多品種な設備に実装するためのネジ製作 大阪東信用金庫

3882 27211976 大阪府 北村精工株式会社 高品質、低コストのサイディング用ねじの開発・製造 大阪東信用金庫

3883 27211981 大阪府 ニチダイ株式会社 最重要プロセス「原材料計量工程」の一大改善による取引の拡大 東大阪商工会議所

3884 27211983 大阪府
日本プロテックソフトウェア株
式会社

模擬ドプラー波による超音波センサー検査装置の開発 石川　益啓

3885 27211986 大阪府 株式会社酒井製作所
多品種少量受注品の精密高品位・高速加工による生産性向上と短納期
化の開発

大阪信用金庫

3886 27211991 大阪府 有限会社マツヤ精工所 安定したプリベリングトルク性能を持つ緩み止めナットの試作開発事業 中野　誠

3887 27211992 大阪府
株式会社システムネットワー
ク

トレース法によるタブレットPCを用いた上肢機能協調性評価機器の開発 十三信用金庫

3888 27211994 大阪府 株式会社三翠社 コージェネレーション装置導入による生産プロセス強化 税理士法人ゆびすい

3889 27211998 大阪府 株式会社モトユキ 切削加工用超硬丸鋸刃への耐摩耗性向上マーキングの試作開発 阿波銀行

3890 27212001 大阪府 直居鉄工株式会社
最新鋭レーザー加工機の導入による精密製缶・板金部品の加工精度の
向上

大阪信用金庫

3891 27212002 大阪府 株式会社酒井製作所
丸形状、角形状を組み込ませた複合3次元形状金型の試作・開発及び
一貫生産体制の確立

尼崎信用金庫

3892 27212003 大阪府 株式会社辰美電機製作所 ビールジョッキを急速に氷結させるビールジョッキ氷結装置の開発 岡田　明穂

3893 27212005 大阪府 株式会社大成工作所 ワンストップ化型体制を整備し売上・収益性・技術力の強化 京都信用金庫

3894 27212006 大阪府 株式会社三立工業
過熱水蒸気の特性を引出すために洗浄ノズルを改良した、安全・確実
な薬品製造機器洗浄装置の試作・開発

池田泉州銀行

3895 27212015 大阪府 三島金型株式会社
精密射出成形加工の金型・成形技術経験を活かしたゴルフ用品の新製
品開発

摂津水都信用金庫

3896 27212022 大阪府 タカラベルモント株式会社 患者さんである高齢者の手術に適した眼科_白内障手術台の開発 近畿大阪銀行

3897 27212024 大阪府 株式会社河邊商会 環境にやさしい、塗装レス、金属代替のメタリック成形加工技術の開発 堺商工会議所

3898 27212025 大阪府 三陽工業株式会社 港湾用クレーン逸走防止用ブレーキの開発 寺西　大弐



3899 27212034 大阪府 株式会社池田化工 アルミ箔フィルムにスリット加工を可能とする機械の改良 雪松弘

3900 27212036 大阪府
株式会社和泉精密金型製作
所

医療分野におけるインサート成形金型の高精度・短納期化の確立 阪広久

3901 27212040 大阪府 株式会社DCウエムラ ダイカスト金型の長寿命化と溶解炉能力増による顧客対応力の強化 池田泉州銀行

3902 27212041 大阪府 昭和ステアテクノ株式会社 ウエルドヨークの旋削工程におけるコレット着脱の自動化 紀陽銀行

3903 27212042 大阪府 理化工業株式会社 環境対応型防錆処理『ジコラムコーティング』生産ラインの構築 大阪東信用金庫

3904 27212045 大阪府 株式会社杉田製作所 超高精度、ミクロン単位の加工精度でニッチ分野への技術強化 京都銀行

3905 27212055 大阪府 小田鋼機株式会社 大型レーザー加工機導入による、三次元展開切断の発展化 池田泉州銀行

3906 27212057 大阪府 有限会社エフ・エー・エム 複雑形状化製品及び難削材製品の試作品の加工 尼崎信用金庫

3907 27212060 大阪府 株式会社エンジニア
十字穴が潰れ、頭を掴んで回せないネジでも外せるドライバー状手工具
の開発

植田　卓

3908 27212062 大阪府 株式会社アート
市街地駐輪場の景観美化とソフトを組み込んだ電磁ロック式サイクル
ラックの開発

堺商工会議所

3909 27212063 大阪府 合同会社amuse oneself コンパクトでリアルタイム撮像が可能なトンネル点検装置の試作開発 商工組合中央金庫

3910 27212066 大阪府 和興化学工業株式会社
冷却水循環装置向け 省エネ、機器の延命化、水質保全に効果的なメン
テナンス用新薬剤の開発

大阪市信用金庫

3911 27212075 大阪府 株式会社ワイズ・ラブ 飛行ロボット製品開発を支援する自律飛行制御システム基盤の試作 堺商工会議所

3912 27212079 大阪府 株式会社カム･ネッツ 「口腔内スキャナーによる歯科印象採得及び歯科技工のデジタル化」 南都銀行

3913 27212081 大阪府 株式会社万立
強力・安全・安価な消毒液を使用する内視鏡消毒装置の試作開発と事
業化

柏原市商工会

3914 27212083 大阪府 サトイ金属株式会社 津波対策における特殊鋼管製作事業 近畿大阪銀行

3915 27212085 大阪府 株式会社コーテック 光学設備導入によるフレキ基板の高精度化 東大阪会議所

3916 27212087 大阪府 株式会社ノダ 高精度真空成形木型の試作・開発計画 中島　幸子

3917 27212088 大阪府 株式会社ワビット 健康被害を回避したネイルチップ及び専用プリンタの開発 東大阪商工会議所

3918 27212090 大阪府 永井株式会社 中空（ブロー）成形法にて使用する医薬品容器用金型の試作開発 近畿大阪銀行

3919 27212092 大阪府 株式会社ドリーム・ジーピー
3D足形データを元にしたインソール(足底板)の自動切削加工技術の確
立

大阪信用金庫

3920 27212093 大阪府 株式会社サトウ
トレーナーやＴシャツといった完成品への刺繍加工の実現による高付加
価値商品の提供

きのくに信用金庫

3921 27212094 大阪府 三進金属工業株式会社 新事業「太陽光パネル架台製作」にかかる設備更新 忠岡町商工会

3922 27212095 大阪府 有限会社大幸製作所
ミニマルファブ製造装置に使用する大型難削材を加工するための生産
プロセス強化

尼崎信用金庫

3923 27212096 大阪府 株式会社コエックス 日本初、動作要因を分析し自己判断するスマートブレーカの試作開発 池田泉州銀行

3924 27212099 大阪府 マツバラ金網株式会社
CAD/CAMを利用した金網のレーザー加工及びスポット溶接による金網
の二次加工の内製化

大阪東信用金庫

3925 27212101 大阪府 株式会社ハヤシセーラ
ロートフロー式転造盤における高精度高品位化と生産性向上技術の開
発

阿波銀行

3926 27212103 大阪府 株式会社センシュー ハイテン鋼を利用した高強度・高耐摩耗建機部品の試作開発 商工組合中央金庫

3927 27212104 大阪府 有限会社ジャックスクリーン 新しい切削樹脂文字サイン商品の開発の為の新切削設備の導入 大阪市信用金庫

3928 27212105 大阪府 摂津機電株式会社 加減圧式軽合金鋳物製造用金型(グラビティ)鋳造機の試作開発 近畿大阪銀行



3929 27212107 大阪府 有限会社三浦製作所 噴霧ノズル向け及び医療機器向け、樹脂高精度切削加工技術の開発 京都銀行

3930 27212108 大阪府 進栄化工株式会社 省エネルギー遠赤外線介護用布団生地ヒーターメンパツ 大阪信用金庫

3931 27212109 大阪府 株式会社ハイビック平田
亜鉛めっき3価クロメート生産プロセス見直しによる生産性向上と新市場
開拓

京都銀行

3932 27212110 大阪府
プランドゥシー・メディカル株式
会社

パインアップル果芯部を利用した新素材・新商品の開発 大阪信用金庫

3933 27212115 大阪府 向井二タオル株式会社 ニーズに対応した生産力の構築と企画商品開発 池田泉州銀行

3934 27212119 大阪府
株式会社マテリアルデザイン
ファクトリー

有機触媒CVD技術によるシール機用温度センサー製造装置の試作 丸谷　善雄

3935 27212130 大阪府 株式会社林鉄工所 「びびり」マークを低減させた高圧プラント用高精密加工パイプの試作 大阪東信用金庫

3936 27212131 大阪府 藤原工作所
航空機部品の高品質化と短納期化を実現するための生産評価技術の
確立

南都銀行

3937 27212133 大阪府
株式会社ピーエムシーコーポ
レーション

低コストの「輸液バッグ容器」の開発 近畿大阪銀行

3938 27212138 大阪府 株式会社ナカヤマ
新素材(高機能フィルム等)対応、ワンストップ型極小ロット試作品製造装
置の開発

南都銀行

3939 27212140 大阪府 福光金型株式会社 熱間鍛造金型製作の短納期化 東大阪商工会議所

3940 27212143 大阪府 治部電機株式会社 アモルファスを利用したリアクトルの開発 十三信用金庫

3941 27212157 大阪府 金剛鉄工株式会社 自動車用レンズ金型のミガキレス技術の確立 平川会計パートナーズ

3942 27212159 大阪府 日本電子工業株式会社
日本の誇る引き戸文化に対応、引き戸用セキュリティ電気錠の開発・試
作

尼崎信用金庫

3943 27212160 大阪府 株式会社カーペットワークス
本格乾燥機導入による、裏糊付タイルカーペットの量産化及び家庭用
滑り止め付タイルカーペットの開発・量産化 池田泉州銀行

3944 27212161 大阪府 三平興業株式会社 小判包装機使用による生産性向上 商工組合中央金庫

3945 27212165 大阪府 株式会社リバテック 切削加工における異形薄肉製品の無人化システムの新規導入 堺商工会議所

3946 27212166 大阪府 三栄建材工業株式会社 開放制限離脱式ストッパーの試作開発と低コストでの事業化 大阪商工信用金庫

3947 27212167 大阪府 ウィンテル株式会社
汎用LEDテスターを利用したLED実装基板の自動検査システム試作開
発

京都信用金庫

3948 27212169 大阪府 有限会社ナイキ歯研
CAD・CAM活用による歯科技工物の製造システムの確立及び納期の短
縮

北大阪商工鍵所

3949 27212171 大阪府 トライト株式会社
ライティング プロダクト&デザイン イノベーション(照明器具製造技術とデ
ザインの革新)(innovations in production & design of Lighting
equipment)

大阪市信用金庫

3950 27212172 大阪府 株式会社パアグ 暖房器付き照明器具の改良・小型化における構造等の試作開発 摂津水都信用金庫

3951 27212184 大阪府 デンヨー株式会社 小型化・低価格化のダンボール印版用「超音波洗浄機」の試作開発 京都信用金庫

3952 27212185 大阪府 国際振音計装株式会社 簡便で軽量コンパクトな高精度ねじり振動計測システムの試作開発 尼崎信用金庫

3953 27212186 大阪府 田中鉄工株式会社
新型モノポンプ開発や高ジェネレーションタービンブレード開発を軸とし
た生産プロセス強化

堺商工会議所

3954 27212188 大阪府 株式会社センショー エネルギー関連部品への内面めっき被膜向上の為の管理設備の増強 永和信用金庫

3955 27212190 大阪府
株式会社清明エンジニアリン
グ

世界№1企業を支える品質保証強化計画 大阪東信用金庫

3956 27212191 大阪府 米山化学工業株式会社
低温真空乾燥を特長とする高純度再結晶方式の試作開発対応少量多
品種製造設備

南都銀行

3957 27212194 大阪府 株式会社神光 金属印刷に於ける金属焼付機の熱源改善と品質改善への計画 商工組合信用金庫

3958 27212196 大阪府 五光精機株式会社 医療用輸液ポンプの注入機構部品の試作開発事業 岸和田商工会議所



3959 27212197 大阪府 能美工業株式会社 複合加工機及び3次元CAD・CAM導入に伴う試作開発体制の確立 尼崎信用金庫

3960 27212198 大阪府 株式会社ナクロ 全自動脱水装置導入による生産プロセスの強化 佐野　元洋

3961 27212199 大阪府 東洋エレクトロン株式会社
熱源周辺機器と相互情報連動、情報受発信型FCU自動制御機器の開
発

摂津水都信用金庫

3962 27212200 大阪府 池田工業株式会社
次世代真空装置の試作開発及び新規ユーザーの販路拡大を目指す事
業計画

枚方信用金庫

3963 27212201 大阪府 伊藤電機株式会社 電子デバイス実装における高難易度、高密度の実装技術開発 倉内　貞敏

3964 27212207 大阪府 有限会社ニシケン精工 円筒研削盤の新規設備投資により品質向上をし、競争力をアップ 大阪東信用金庫

3965 27212209 大阪府 株式会社ナガモト
研削及び放電加工技術を用いた高精度薄肉スリーブ（ステンレス）の開
発

大阪市信用金庫

3966 27212211 大阪府 株式会社PS&T 世界初の超高速乾式粉砕機の開発 堺商工会議所

3967 27212213 大阪府 関西特殊光学株式会社 研削・研磨方式による非球面レンズ量産技術開発 阿波銀行

3968 27212216 大阪府 有限会社トップス ラック＆ピニオン方式波力浮力発電のモジュール試作 安田　有一

3969 27212217 大阪府 堺刃物素形材研究所 新素材断裁刃の長尺化による多用途化のための試作開発 石本　和治

3970 27212218 大阪府 布施真空株式会社 受治具作製のプレプラニングによる３次元加飾製品の短納期化 南　幸治

3971 27212219 大阪府 トーキンミデイアン株式会社 有害微粒子を削減する為の超薄膜の触媒塗装技術の開発 大阪東信用金庫

3972 27212220 大阪府 株式会社浪速工作所 最新型NC旋盤導入による耐震パイプ用金型加工技術の開発計画 税理士法人ゆびすい

3973 27212221 大阪府 北次株式会社
ニッチ分野の中小企業が新製品を開発しやすい生産システムを構築す
る。

枚方信用金庫

3974 27212222 大阪府 株式会社カワキタ 試作開発プロセスの見直しによるスムースな提案体制の構築 竹内　敦朗

3975 27212223 大阪府 オリヱント化学工業株式会社 電子写真トナー用の機能性高分子材料の開発 商工組合中央金庫

3976 27212225 大阪府 株式会社出野製作所
新製品開発及び試作生産に対応する為の金型製作から射出成形まで
の生産工程プロセスの開発

大阪東信用金庫

3977 27212226 大阪府 株式会社ケーシ製作所 品質保証の確立に伴う新規顧客及び現状顧客よりの受注拡大 大阪東信用金庫

3978 27212235 大阪府 株式会社村井水栓製作所
浴槽内での転倒事故を防止する、着脱自在な浴槽用排水ゴム栓の試
作開発と生産効率化

大阪市信用金庫

3979 27212236 大阪府 株式会社園田製作所 静電場スクリーンによる新防虫・ほこり防止装置の試作開発 西浦　正道

3980 27212239 大阪府 株式会社MZ プラスチック金型業界向け6面研磨鋼材販売事業の拡大 大阪商工信用金庫

3981 27212240 大阪府 ESC建材株式会社
土木工事の品質の向上及び効率化と安全のための掘削工事管理シス
テム開発

紀陽銀行

3982 27212248 大阪府 黒川製鏡有限会社 使い捨てデンタルミラーの製品化 大阪信用金庫

3983 27212249 大阪府 若松金属工業株式会社 含浸装置導入による多様化するニーズへの対応と応用技術開発事業 税理士法人ゆびすい

3984 27212251 大阪府 金陵電機株式会社 耐久性と軽量化を両立させた無線コントローラ用ジョイスティックの開発 大阪商工会議所

3985 27212252 大阪府 クルン株式会社 新型回転歯ブラシの開発 大阪商工会議所

3986 27212254 大阪府 イトウ精工株式会社 高精度の位置決め装置導入による精密加工品の量産体制の構築 近畿大阪銀行

3987 27212255 大阪府 松岡特殊印刷株式会社 高精度位置決め機構の導入による品質競争力強化プロジェクト 大阪東信用金庫

3988 27212256 大阪府 池永精機株式会社
順送型受注拡大に向けたワイヤー放電加工機導入による生産及び競
争力強化計画

十三信用金庫



3989 27212258 大阪府 峯製簾所 伝統に学んだ高品位すだれの高収益率製造方法の開発 河内長野市商工会

3990 27212260 大阪府 アリスケミカル株式会社 短納期・小口生産及び難押出成形加工の受注に関わる設備導入計画 商工組合中央金庫

3991 27212261 大阪府 株式会社定松製作所
福祉・医療用部品の軽量化を目的とした難削材（チタン等）加工技術の
試作開発

大阪東信用金庫

3992 27212262 大阪府 有限会社東洋鉄工所
マシニングセンタ・NC装置＆駆動部交換で実現する生産性向上による
コスト競争力の強化

大阪市信用金庫

3993 27212263 大阪府 大津毛織株式会社
染色機集中管理システム導入による多品種小ロット化への対応と短納
期化

大西　正一

3994 27212265 大阪府 株式会社シンセイ
射出成形機の新設備導入による生産能力の向上及び市場競争力の強
化

南都銀行

3995 27212266 大阪府 富士高周波工業株式会社 高出力半導体レーザによる歯車レーザ焼入れ装置の開発 大阪信用金庫

3996 27212271 大阪府 有限会社イーエフテクノ 架橋ポリエチレン管パイプの融着接合における環境適合化技術の開発 奥山　公二

3997 27212273 大阪府 有限会社伊豫鉄工
大型NC旋盤加工導入による長尺物およびネジ切り加工の更なる高精
度化

摂津水都信用金庫

3998 27212274 大阪府 株式会社ビティー ゾーニングが可能な「殺菌機能付き配膳カウンター」の試作開発 藤本　雅彦

3999 27212280 大阪府 株式会社システム工房 バイクのナンバー読み取りシステム 商工組合中央金庫

4000 27212281 大阪府 株式会社大京精研 介護用座高可変式浴用型チェア（上下動可能）の試作開発 石本　和治

4001 27212282 大阪府
株式会社クトクコーポレーショ
ン

住宅内装建材における収納部材の需要拡大に対応した、生産効率と多
品種少ロット生産計画

商工組合中央金庫

4002 27212284 大阪府 ロザイ工業株式会社
中小企業の小型炉におけるリジェネバーナの更なる普及を目的とした
新小型リジェネバーナ開発

商工組合中央金庫

4003 27212288 大阪府 株式会社リック
日本の歯科技工業の「手作り職人」という業態に、3Dスキャナ一、歯科
用CAD、3Dプリンターを使用した新しい生産システムを構築する

商工組合中央金庫

4004 27212295 大阪府 株式会社門真キャップシール シュリンクラベルのロール品加工における品質向上・生産量増加計画 京都信用金庫

4005 27212299 大阪府 株式会社松下縫工所 肌や体質・体型に合わせた衣料製作のための試作開発 石本　和治

4006 27212300 大阪府 有限会社吉則工業
高負荷試験により大幅な試験時間短縮の可能な“重荷重疲労試験機”
の開発

尼崎信用金庫

4007 27212301 大阪府 株式会社小寺製作所 パイプ端末プレス加工による溶接レス化事業 南都銀行

4008 27212304 大阪府 株式会社岡モールド DNA鑑定用機器向け金型製作のための精密加工技術 十三信用金庫

4009 27212313 大阪府 ナルト金属株式会社
各種産業機器用金属加工品の大型化及び加工速度を向上させるため
の「NC旋盤」の増設

阿波銀行

4010 27212315 大阪府 株式会社日惠製作所 産業用表示灯の検査設備増強による商品品質・ものづくりの強化計画 石本　和治

4011 27212320 大阪府 株式会社アスカメディカル
医療現場の小スペースに対応した、小型低温ガス滅菌器（医療機器）の
開発

大阪商工信用金庫

4012 27212322 大阪府 メトロン技研株式会社
高効率モータ開発等に活用する、磁性材料特性の評価技術と装置の開
発

関西アーバン銀行

4013 27212324 大阪府 株式会社梅田鉄工所 NC旋盤によるナット用冷間圧造金型試作開発 尼崎信用金庫

4014 27212326 大阪府 カーノ特殊印刷株式会社 自動混合装置付給水循環器設置及びゴミ取りローラー開発、設置 大阪市信用金庫

4015 27212327 大阪府 福地金属株式会社
金型の内製化により、冷間鍛造部品の短納期、低コストでの開発力を
強化する

大阪商工信用金庫

4016 27212329 大阪府 株式会社飛鳥電機製作所 足底面を対象とした糖尿病検査機器の開発 東大阪商工会議所

4017 27212330 大阪府 大同機械製造株式会社
横型マシンニングセンター導入による精度向上（品質向上）とリードタイ
ム削減

京都信用金庫

4018 27212332 大阪府 株式会社三星製作所 トルクAssy加工工程のライン化による生産性の向上と低コスト化の実現 阿波銀行



4019 27212336 大阪府 抱月工業株式会社 溶断製品の高付加価値化（プラモデル方式）による競争力強化 商工組合中央金庫

4020 27212337 大阪府 株式会社坂本建装社 切削技術の導入による新製品製作と市場拡大 紀陽銀行

4021 27212340 大阪府 有限会社平野クメス 多品種少量生産及び短納期化に対応した生産体制の構築 日本経営

4022 27212341 大阪府
D.O.Cデンタルオフィスクリ
エーション

歯科技工物製作をデジタル化し、CAD/CAM製作に転換する技術開発
及び製品化

商工組合中央金庫

4023 27212345 大阪府 株式会社徳永製作所 キャップの位置決め能力を高め、充填前工程の処理能力を2倍にする Officeイワサ

4024 27212346 大阪府 八光電子工業株式会社 アナログからデジタルへ、プリント配線板の印刷プロセスの強化 東大阪商工会議所

4025 27212347 大阪府 高由金属株式会社
3次元CAD/CAM導入及び内製化促進による高付加価値品の一貫生産
体制の構築

京都銀行

4026 27212348 大阪府 猪野工業株式会社
新素材(カーボン素材)の精密切削加工の効率up・納期短縮に対応する
マシニングセンターの導入

近畿大阪銀行

4027 27212349 大阪府 三興化成 パワー半導体向けインサート成形の省力化による国際競争力の強化 新居　誠一郎

4028 27212350 大阪府 東洋理機工業株式会社 鍛造用「高速・省エネロボット」の試作開発 尼崎信用金庫

4029 27212351 大阪府 株式会社三協
精神的苦痛を軽減させたフラットパネルディテクタ（FPD）対応型小児用
Ｘ線撮影台の開発

大阪市信用金庫

4030 27212352 大阪府 株式会社須藤製作所 公共インフラ向け耐震強化型Uボルト製品の試作開発事業 ダイワマネジメント

4031 27212353 大阪府 株式会社八意 宅配水用冷温サーバーの研究開発 忠岡　博

4032 27212363 大阪府 株式会社協同精工
自動車メーカー向長尺・大径鋼管・大径シャフト加工に伴う品質安定性
の強化

近畿大阪銀行

4033 27212366 大阪府 株式会社アクアリンク 独自定流弁を利用した節水シャワー装置開発 高津　拓也

4034 27212367 大阪府 株式会社大昇加工 タッチパネル用カバーガラス大型化への対応と納期半減計画 岩佐　修二

4035 27212369 大阪府 株式会社西園製作所 次世代パワーデバイスにおける耐熱接合の工法確立 関西アーバン銀行

4036 27212370 大阪府 あさひ高速印刷株式会社 小型LED-UV乾燥装置導入による機能性素材への小ロット印刷 池田泉州銀行

4037 27212372 大阪府 株式会社ヤマヒロ 農業用ビニールハウス向けの高性能タッピングの試作開発事業 税理士法人ゆびすい

4038 27212375 大阪府 PDM株式会社 高性能な無機有機複合の貼着型断熱剤（除熱剤）の試作開発
税理士法人ライカブリッ
ジ

4039 27212378 大阪府 株式会社中島工作所 バルブ製作のための簡易NC旋盤の導入と加工データベース化 南都銀行

4040 27212381 大阪府 太盛工業株式会社 グリーンマシニングによる複雑形状焼結部品の製造法の開発 京都銀行

4041 27212383 大阪府 ウエダ印刷株式会社 金型開発及び印刷機械の改良に基づく積層体シール商品の開発 竹内　友章

4042 27212384 大阪府 有限会社アールテック工業
コンベアーローラー及び部品の高精度製品(他社品との差別化)及び短
納期対応

大阪市信用金庫

4043 27212385 大阪府 三友工業株式会社
非常用発電機遠隔監視装置の多品種小ロットに対応した製造体制の構
築

池田泉州銀行

4044 27212386 大阪府 アイン食品株式会社 未・低利用魚を用いた特徴ある魚醤油(発酵調味料)の開発 堺商工会議所

4045 27212387 大阪府 鹿児島金属株式会社 品質保証システムの構築による新規顧客開拓と短納期対応化の実現 大阪東信用金庫

4046 27212397 大阪府 林金属工業株式会社 包装容器生産の低コスト・高品質・安全性向上化事業 トリプルグッド

4047 27212402 大阪府
株式会社東海屋
株式会社シナガワ

業界初、乾燥海藻類食品加工用の高能率クランク型等プレス裁断機と
金型の開発

池田泉州銀行

4048 27212406 大阪府
株式会社坂本設計技術開発
研究所

手の外科手術で用いる手術用保持具（医療用機器）の試作開発 京都銀行



4049 27212411 大阪府 信貴精器株式会社
高速検査システム導入による検査測定時間の短縮化と品質の見える化
システムの確立

池田泉州銀行

4050 27212412 大阪府
ウツミリサイクルシステムズ株
式会社

ボトルtoボトル（BtoB）のニッチな高付加価値用途開発 関西アーバン銀行

4051 27212416 大阪府 株式会社AFIテクノロジー
再生医療実現に必要な細胞（iPS細胞・ES細胞等）製造工程における、
優良細胞の選別・分離技術確立

摂津水都信用金庫

4052 27212419 大阪府 デジタルファッション株式会社 簡便に仮想試作できる型紙製品向け3次元CADの試作開発
税理士法人グローバ
ル・コーポレート・コンサ
ルティング

4053 27212422 大阪府 株式会社新生 光解析による偽造防止の技術開発 商工組合信用金庫

4054 27212423 大阪府 住吉金属株式会社 環境対応型プレス油の試作開発による加工性能の向上 紀陽銀行

4055 27212425 大阪府 光栄自動機株式会社 ゼリー分包機の製造試作機の設計・開発 福永　義昭

4056 27212427 大阪府 アクト株式会社 高速溶解性洗剤の生産効率化によるリネン市場向けの新製品開発 税理士寺田慎也

4057 27212429 大阪府 株式会社光洋マテックス
メッキ技術を用いたタングステンカーバイド皮膜とその皮膜を施した機械
部品の開発

岡田　明穂

4058 27212430 大阪府
株式会社博洋エンジニアリン
グ

航空機コックピットディスプレイ部品の大型化対応に向けた生産体制の
改善と低コスト化実現

FMBコンサルタンツ株式
会社

4059 27212433 大阪府 株式会社大つる 銅釜で、炊いた旨味を急速冷凍により閉じ込めた小分け総菜の製造 中島　幸子

4060 27212435 大阪府
株式会社プレスツールエンジ
ニアリング

高精度大型プレス導入による金型製作の短納期化及び高精度化 尼崎信用金庫

4061 27212438 大阪府 松畑金属工業株式会社 NC複合機の導入による、多品種小ロット試作品開発への対応強化 土肥会計事務所

4062 27212449 大阪府
株式会社ナショナルデンタル
ラボラトリー

3Dプリンター・全自動研磨装置導入によるクラウン加工工程の効率化に
伴う競争力強化

神緒　美樹

4063 27212450 大阪府 TOHO株式会社
段取り改善と加工時間短縮を実現する高精度マシニングセンターの導
入

大阪信用金庫

4064 27212454 大阪府 森川金属株式会社 バルブステムのコスト削減で目指すタイヤ製造国内回帰 阿波銀行

4065 27212456 大阪府 株式会社関西工具製作所
長尺ドリルの切削工程改善と全自動化を実現するスイス型CNC旋盤の
導入

永和信用金庫

4066 27212457 大阪府
東阪エンジニアリング株式会
社

半導体製造装置に搭載する新型ガス流量電子制御器の開発 池田泉州銀行

4067 27212458 大阪府 株式会社空研 当社新製品用新型クラッチ機構構成部品の加工に必要な設備の導入
税理士法人なにわ合同
会計

4068 27212459 大阪府 浪速熔材株式会社 溶接機器のメンテナンス修理部門の設備投資における短納期化実現 古野　裕則

4069 27212461 大阪府 淡路パッキン株式会社 QDC金型を利用した生産効率向上のための手法の確立 十三信用金庫

4070 27212463 大阪府 株式会社西田製作所 短納期化及び高精度金属切削加工技術の実現 京都信用金庫

4071 27212467 大阪府 周防工業株式会社 化粧品容器用のキャップに高級感を付与する加工方法の確立 京都銀行

4072 27212468 大阪府 株式会社デジック 次世代火力発電所向け先進超々臨界圧対応パッキンの試作開発 八尾商工会議所

4073 27212470 大阪府 みすず精工株式会社 空調用フィルタのシール性向上に特化した特殊プレス加工機の開発 福永　義昭

4074 27212471 大阪府 株式会社太陽商会
150℃の高温化でも使用可能な「砥粒入り耐熱ナイロン」ブラシの新製
品開発

大阪信用金庫

4075 27212472 大阪府 千代田空調機器株式会社 ランニングコストが不要な高性能太陽光パネル冷却装置の開発 税理士法人ゆびすい

4076 27212475 大阪府 株式会社菊川モータース 超小型モビリティ（二人乗り超小型電気自動車）を試作する事業 金谷　修司

4077 27212476 大阪府 宏和製作株式会社 曲加工新設、部材拡大計画 南都銀行

4078 27212477 大阪府 株式会社エートス
木質ボードに代わるケナフ繊維のボード化によるエコ建材の試作開発
計画

大阪信用金庫



4079 27212478 大阪府 有限会社古川製作所 ＮＣコントロール付フライス盤の導入による競争力強化事案 守口門真商工会議所

4080 27212479 大阪府
株式会社シー・シェルコーポ
レーション

太陽光発電能力劣化診断モニターの開発と試作機製造 大島　伸明

4081 27212480 大阪府 アートダイワークス株式会社
蒸気ボイラ更新・熱管理装置の設置・蒸気ライン保温による省エネ・省
力化計画

池田泉州銀行

4082 27212481 大阪府 大阪鋼業株式会社 製造設備の酸化鉄除去能力強化に伴う製品品質向上計画 東大阪商工会議所

4083 27212483 大阪府 宝栄産業株式会社 外壁用光触媒遮熱断熱エコ塗料の開発 池田泉州銀行

4084 27212484 大阪府
有限会社ヨドガワコーポレー
ション

日本の食文化に貢献する水産加工機械の一貫生産体制の構築 京都銀行

4085 27212485 大阪府 富士電子工業株式会社 高周波加熱時の熱変形シュミレーション手法の開発 八尾商工会議所

4086 27212488 大阪府 株式会社オオタ 猛獣の排泄物を利用した忌避持続性の高い猫用忌避剤の開発 大阪信用金庫

4087 27212491 大阪府 株式会社シーズウェア
スマートフォンのようなジェスチャ操作ができる産業機器用ブラウザ端末
の試作開発

忠岡町商工会

4088 27212493 大阪府 日清工業株式会社 高開孔率高速めっきバレル導入による短納期及び加工コストの削減 藤村　恭弘

4089 27212495 大阪府 日興金網工業株式会社 溶接金網製品にてのマーケット拡大による設備更新事業 永和信用金庫

4090 27212496 大阪府 株式会社宇翔 顕微鏡下におけるレーザ微細加工装置の開発 大阪信用金庫

4091 27212499 大阪府 ニチマン工業株式会社 チタン材料の深絞りプレス技術の開発とサンプル用試作品の製作
京滋中小企業経営サ
ポートセンター

4092 27212500 大阪府 東樹脂工業株式会社 樹脂原料配合押出加工・短納期化・量産化事業計画 大阪市信用金庫

4093 27212502 大阪府 山本マーク株式会社
容積可変塗装ブースの開発、導入によるエンブレム製造工程の最適化
の実現

紀陽銀行

4094 27212503 大阪府 有限会社大泉研磨所 乾式バレル機導入による自転車部品の試作開発及びコスト削減 堺商工会議所

4095 27212505 大阪府 株式会社ワイエム・モールド 刃物切削による超微細加工の試作開発 大阪東信用金庫

4096 27212508 大阪府 株式会社三紅メディカル 多孔質メンブレン（膜）の撥水撥油加工処理の自動化 税理士法人ブレイン

4097 27212509 大阪府 株式会社日本電研 滅菌用高圧電源装置の試作開発及び量産化計画 八幡市商工会

4098 27212510 大阪府 株式会社樋口プレシジョン
プラスチック金型における文字、マーク刻印 等の仕上品質向上のため
の金型駒割り化

京都信用金庫

4099 27212513 大阪府 株式会社浜田製作所 精密加工事業拡大に向けた高精度ワイヤー放電加工機の導入 のぞみ信用組合

4100 27212514 大阪府 有限会社栄ライト工業所 自動車ワイパー水位検知器部品の自動化成形による短納期化 古野　裕則

4101 27212517 大阪府 株式会社岡野製作所
金属加工するにあたり、画像寸法測定器を活用した品質管理体制の強
化と効率化

近畿大阪銀行

4102 27212519 大阪府 日本スリッター工業株式会社
食品用輸入包材への混入異物の検知・事前除去による短納期化、ワン
ストップ化

京都中央信用金庫

4103 27212520 大阪府 一久味噌醸造株式会社 小ロット・多品種生産の実現 近畿大阪銀行

4104 27212521 大阪府 香川工業株式会社 市場ニーズの高い安価な真円度の高い板巻パイプ成形技術の開発
税理士法人コーポレー
ト・コンサルティング

4105 27212522 大阪府 株式会社T・U・M 耐久性ナイロンを使用したインプラントオーバーデンチャーの製作 摂津市商工会

4106 27212523 大阪府 光フォーム印刷株式会社
フォームカッター本機の増設（ドットプリンターからレーザプリンターへの
加速化に対応）

紀陽銀行

4107 27212524 大阪府 株式会社かさはな
着物生地を日傘として再生する過程での紫外線カットや撥水・防水処理
装置の開発

岡田　明穂

4108 27212525 大阪府 三栄ケース工業株式会社 3Dプリンター活用による樹脂パッケージ企画力の向上 堺商工会議所



4109 27212527 大阪府 石田精工株式会社 世界初の工具改良と高圧切削水と設備機械導入による短納期化達成 原田　徹

4110 27212528 大阪府 メディカル・エイド株式会社 電磁環境調査用の測定設備・装置の試作開発と電磁界調査市場拡大 横尾　美晴

4111 27212529 大阪府 角一化成株式会社 「Smart Process」（樹脂製品製造のスピード化と外観加飾技術）の確立 税理士法人和

4112 27212531 大阪府 サカエ金属工業株式会社 銅鋳物をベースに銅合金の鋳物を提案し試作開発を行う 大阪市信用金庫

4113 27212534 大阪府 株式会社ミサキ
水・温泉・地熱及びガス調査井他の金属製横スリット型ストレ－ナ管の
試作開発。

阿波銀行

4114 27212535 大阪府
JOINTエンジニアリング株式
会社

ﾌｯ素樹脂ライニング缶体の設計及び製作の合理化 田中　道彦

4115 27212536 大阪府 株式会社豊里金属工業
進化型ハイブリッド金型による薄板板金試作加工の生産プロセス強化
計画

池田泉州銀行

4116 27212538 大阪府 内橋エステック株式会社 直流高電圧・小型・低コスト　ヒューズの製品化 大阪商工会議所

4117 27212541 大阪府 株式会社ジーテック 真空蒸発濃縮機の新伝熱技術の開発 尼崎信用金庫

4118 27212542 大阪府
株式会社山下合金ダイス研
究所

CVDダイヤモンド・焼結ダイヤモンドを使用した、長寿命・高精度金型の
開発と拡販

大阪市信用金庫

4119 27212546 大阪府 株式会社上原精工 乗物用インホィールモータの切削加工技術の確立 豊中商工会議所

4120 27212548 大阪府 株式会社タイラ化成
サーボトグル式打抜プレス機導入による多品種少量・短納期化体制の
構築

高砂　吉孝

4121 27212549 大阪府 新光テック株式会社 大量生産が可能な蓄電池ケースの超精密ステンレス深絞り金型の開発 高砂　吉孝

4122 27212550 大阪府 ダイコー自動車整備株式会社 ガソリン専用自動車のガスハイブリッド車への仕様変更開発 髙砂　吉孝

4123 27212551 大阪府 合同インキ株式会社
意匠性・視認性を損なわない、環境対応型自動車用透明放熱塗料の開
発

髙津　拓也

4124 27212552 大阪府 株式会社太陽機械製作所 3D立体成型による不織布の製造装置およびその製造方法の開発 商工組合中央金庫

4125 27212553 大阪府 株式会社松本製作所 EV・HEV向けモーターコア用電磁鋼板の全自動溶接装置の試作開発 大阪市信用金庫

4126 27212555 大阪府 第一精工株式会社 3Dプリンターによる釣用品開発期間の短縮化 原田　徹

4127 27212556 大阪府 株式会社ヒサシ
バイロショット成形のパイロットプラント設立による、小ロット受託事業と
システム一括開発の提案向け事業の開発

南都銀行

4128 27212557 大阪府 太陽産業株式会社 溶接ラインのユニバーサル化に伴う、自動化及び共通治具の開発 堺商工会議所

4129 27212558 大阪府 有限会社ユーアイ産業 超音波プレス加工 福井銀行

4130 27212559 大阪府 小林鉄工株式会社 カスタムメードの工作機械用チャック製造の高精度化と短納期化 泉南市商工会

4131 27212562 大阪府 株式会社ケン・ウェルディング 食品工場等で廃棄している低圧蒸気を安価で再利用できる機器の開発 近畿大阪銀行

4132 27212564 大阪府 有限会社十三プレス工業所 デジタル電動サーボプレス導入による絞り加工プレス製品の精度向上 嶋　誠也

4133 27212566 大阪府 株式会社日本フューテック 災害時非常用太陽光発電装置 東大阪商工会議所

4134 27212570 大阪府 株式会社双和製作所 定電圧ダイオード用極小鋭角形状の角絞りケースの試作開発。 大阪東信用金庫

4135 27212571 大阪府 株式会社田渕製作所
パック電池部材の大型化による大型精密金型の製作と製品精度保証
の対応

京都信用金庫

4136 27212572 大阪府 河本化成工業株式会社
樹脂材料による溶接法以外の接着剤を使用しない融着の研究開発と安
定生産の確立

京都信用金庫

4137 27212575 大阪府 リグナイト株式会社 高機能活性炭素材用の熱硬化性球状粒子の開発 堺商工会議所

4138 27212576 大阪府 株式会社エス・エッチ・ティ 次世代ハイブリッドリアクトル（①低損失、②静音タイプ）の試作開発 商工組合信用金庫



4139 27212579 大阪府 中辻金型工業株式会社
短納期、高精度の金型製造及びそれに伴う小ロットプレス加工の短納
期対応サービス

永和信用金庫

4140 27212581 大阪府 株式会社砂川商店
高機能樹脂含浸木材と新しい製造技術による幾何学模様化粧ツキ板
シートの開発

尼崎信用金庫

4141 27212582 大阪府 有限会社南歯車製作所
特殊NC歯切盤の導入による、規格外スプライン歯切の多様化と効率化
と高精度化の実現

商工組合中央金庫

4142 27212584 大阪府 大裕鋼業株式会社 太陽光発電用リアクトルの変換効率を向上させる加工技術の開発 堺商工会議所

4143 27212586 大阪府 株式会社MGIC 「メカトロニクス電子技術者育成用学習キット」開発 摂津水都信用金庫

4144 27212587 大阪府 株式会社マルテン商会 一般住宅用ローコストの簡易型浸水防止装置の試作開発 中島　幸子

4145 27212588 大阪府 昭和製線株式会社 めっき生産プロセス強化による製品リードタイム短縮計画 富田林商工会

4146 27212590 大阪府 株式会社大同工業所 爆発危険場所に適用する絶縁型本質安全防爆バリアの開発試作 大阪商工会議所

4147 27212592 大阪府 株式会社サインポスト 遺伝子情報を活用した肌質評価とスキンケア提案統合システムの開発 妙中　茂樹

4148 27212593 大阪府 溝端化学株式会社 液体添加製品専用の自動充填包装機の開発 竹内淳朗

4149 27212594 大阪府 藤原プラスチック工業 得意先の要求に応える一貫生産体制の確立 尼崎信用金庫

4150 27212595 大阪府 貴和化学薬品株式会社 金属表面処理剤の特殊化少量短納期化に対応する設備導入 豊中商工会議所

4151 27212596 大阪府 株式会社サヌキ
可動棚製品の生産設備スペースの大幅な縮小・新商品開発短期化・新
商品導入コスト削減・製品納期短縮が出来る長尺製品生産設備の開発
による競争力強化事業。

大阪東信用金庫

4152 27212598 大阪府 株式会社トモエ
再生タイヤにおける生産性の向上と故障の低減を目的とした金型の開
発

久田　輝雄

4153 27212600 大阪府 日紅シンキング株式会社 メモリースティックを使ったワンタッチセッティングデータ管理システム 尼崎信用金庫

4154 27212602 大阪府 ワイエム工業株式会社
3Dプリンター導入による、いかなるニーズにも対応できる手摺の試作・
開発

税理士杉本庄吉

4155 27212603 大阪府 共栄産業株式会社 蛋白質低吸着素材を用いた、蛋白質等検査容器の開発
税理士法人久保田会計
事務所

4156 27212604 大阪府 株式会社櫻製作所 省エネ・小型化を図った新型掻取式熱交換機の開発 坂本　善哉

4157 27212605 大阪府 ダイネツ商事株式会社 プレス加工のライン化による作業性向上・短納期対応の確立 堺商工会議所

4158 27212606 大阪府 共栄化成株式会社 再生樹脂を活用した成形品「防虫剤ケース」の生産プロセス強化計画 大阪商工信用金庫

4159 27212608 大阪府 細田工業株式会社 ジェットシンク加工（新規事業）参入と製造工程ライン効率化改善事業 古野　裕則

4160 27212623 大阪府
ニューメディカ・テック株式会
社

開発途上国向け高度処理浄水ユニットの試作開発 田中　明子

4161 27212624 大阪府 第三舶用工業株式会社
小型漁船用エンジンの排気熱で駆動する熱音響機関冷水製造装置の
開発

大阪市信用金庫

4162 27212625 大阪府 株式会社塩崎鉄工所
無振動の水平対向型往復動コンプレッサの開発と複数台制御回路の開
発

永和信用金庫

4163 27212626 大阪府 株式会社谷口製作所 横型マシニングセンター導入による加工工程短縮及び加工精度向上 京都銀行

4164 27212627 大阪府 太陽精密株式会社
アルミダイカスト製品の2次加工の効率化による低コスト・多品種小ロッ
ト短納期生産技術の構築

堺商工会議所

4165 27212630 大阪府 三和鍍金工業株式会社 多種金属及び表面処理上への高耐食性ノンクロム処理の試作実用化 近畿大阪銀行

4166 27212632 大阪府 近藤溶工
現地工事用溶接機、高性能溶接機一式導入による既設炉改造（低燃
費・省エネ）市場での受注拡充

関西アーバン銀行

4167 27212633 大阪府 うめだ印刷株式会社 高性能CTPの導入により、短納期、高生産を実現して競争力を強化 大阪信用金庫

4168 27212634 大阪府 有限会社大洋工業 設備導入による大型特殊樹脂部品の加工技術開発と生産性の強化
税理士法人岡本会計事
務所



4169 27212635 大阪府 株式会社奥ボーリング工業 ロボットボーリングマシンの開発 倉田　收

4170 27212639 大阪府 株式会社アドバンセル FPC自動圧着装置の要素技術開発と商品化 商工組合中央金庫

4171 27212644 大阪府 正栄工業株式会社 異業種の住宅メーカーと協業して日本一を実現するニッチ分野の開拓 阿波銀行

4172 27212646 大阪府 株式会社関西モリッツ
今まで不可能だった円錐形状体への回転治具を使ったダイレクトプリン
トシステム

大阪市信用金庫

4173 27212648 大阪府 有限会社藤本金属製作所 ファイル等の文具用品における樹脂製とじ具の試作開発 篠原　東

4174 27212649 大阪府
有限会社エムスリーデザイン
ワークス

玩具銃部品のレーザー刻印加工の自社加工・短納期と低コスト化 河瀬　真章

4175 27212650 大阪府 株式会社村上電子工学
ナノ粒子乾燥装置による生産プロセスの強化とグローバル産業への飛
躍

大阪東信用金庫

4176 27212651 大阪府 下山産業株式会社 ステンレス6面フライス加工販売事業の開始 京都銀行

4177 27212652 大阪府 アルドネット株式会社 新たな遠隔監視サービスの試作開発 堺商工会議所

4178 27212653 大阪府 株式会社櫛部製作所
リチウムイオン電池・リチウムイオンキャパシタ電極用アルミ箔・銅箔の
極薄微細孔パンチングシートの量産化技術の確立

横田　浩一

4179 27212654 大阪府 株式会社デファクトスタイル
自転車や車いすを主としたパンクしないタイヤ（チューブ部分）の開発及
び販売

千葉県産業振興セン
ター

4180 27212655 大阪府 株式会社プリント・キャリー ダイレクトメール業界初、CPP封筒への封入封緘工程の自動化 池田泉州銀行

4181 27212658 大阪府 協栄電機株式会社 スリップリング長寿命化の為の新材質開発とその生産プロセス強化 池田泉州銀行

4182 27212662 大阪府 Biocosm株式会社
高アスペクト比微細構造金型と成形条件の高度化による高感度遺伝子
検出デバイスの開発

尼崎信用金庫

4183 27212663 大阪府
株式会社テクニカルプロ
デュース

デジタルシボ技術の樹脂切削加工ノウハウを確立するための加工実験
及び試作品製作

枚方信用金庫

4184 27212664 大阪府 山陽製紙株式会社 電線・鉄鋼分野向けの高い強度と伸縮性を持つクレープ紙の開発 泉南市商工会

4185 27212666 大阪府 圓井繊維機械株式会社
超微細ループを形成する編物技術を利用した医療用ニットチューブの開
発

摂津水都信用金庫

4186 27212667 大阪府 シンコー建材株式会社
カウンターとシンクを一体成型した安全・安心な次世代型人工大理石シ
ンクの開発

摂津水都信用金庫

4187 27212668 大阪府 株式会社関西クラウン工業社
屋外工事のナット締め課題を解決する電動ドライバー補助工具の生産
体制構築

大阪東信用金庫

4188 27212670 大阪府 IGAバイオリサーチ株式会社 綿繊維精練用バイオ薬剤の工業生産法の確立 大阪信用金庫

4189 27212671 大阪府 株式会社吉野製作所 トータル加工システムの構築による短納期・価格競争力強化の実現 南都銀行

4190 27212672 大阪府 不二合金株式会社
黄銅鋳造とアルミ鋳造のコラボネーション鋳造(アルミ鋳物による銅合金
鋳物の鋳包み鋳造法)の事業化

税理士法人ゆびすい

4191 27212673 大阪府 港製器工業株式会社 太陽光発電（メガソーラー）用システム補助部材の開発 摂津水都信用金庫

4192 27212674 大阪府 株式会社祐和社
高生産、高品質デジタルオンデマンド印制機導入による競争力強化事
業計画

百十四銀行

4193 27212675 大阪府 株式会社日本シーアール リング冷間転造加工高度化による薄肉リング試作・開発プロジェクト 紀陽銀行

4194 27212676 大阪府 株式会社ブレス 切削加工の自由化による省エネ真空機器の試作開発 田中　邦雄

4195 27212679 大阪府 株式会社エムトピア フィルムインサート加工によるプラスチック製品開発のワンストップ化 南都銀行

4196 27212681 大阪府 株式会社日本リサイクル
建築廃材の焼却時に生成する焼却混廃を用いたゼオライト機能を有す
る砂の商品化

松岡　成幸

4197 27212682 大阪府 笹野電線株式会社
アパタイト被覆二酸化チタン/ナノ銀粒子を用いた光触媒塗料の品質向
上

池田泉州銀行

4198 27212685 大阪府 ハリキ産業株式会社 フライフィッシング用フェルールの高精度低価格化で海外進出 東大阪商工会議所



4199 27212686 大阪府 エム・テクニック株式会社 強制薄膜式マイクロリアクターのスケールアップ装置の高精度化 税理士柏之雄

4200 27212687 大阪府 ジロー株式会社 M22高力ボルト対応　軽量油圧ナットスプリッター製作 大阪商工会議所

4201 27212690 大阪府 株式会社三好 多様化するファッショントレンドに対応する為の設備の更新 南都銀行

4202 27212693 大阪府 株式会社オーエスアイツール あらゆる転造を見える化　高精度転造モニターの開発 池田泉州銀行

4203 27212695 大阪府 株式会社サクラクレパス アルミニウム多孔質陽極酸化皮膜の新規高耐久性多色化法の開発 長島　広明

4204 27212701 大阪府 株式会社ショクシン
加工工程及び製品管理の効率化により高鮮度製品を製造する仕組み
の開発

植木　保雄

4205 27212713 大阪府 恩智製鋲株式会社 セン断及び曲げモーメントに対して強度保証可能なボルトの開発 池田泉州銀行

4206 27212719 大阪府 神藤タオル株式会社
特殊織商品の生産性向上による潜在的需要の獲得とB品発生率低減
技術の確立

池田泉州銀行

4207 27212720 大阪府
株式会社富士眼鏡機械製作
所

ハイカーブフレーム対応メガネフレーム形状測定装置開発計画 藍澤證券

4208 27212725 大阪府 株式会社八代塗装 多彩化と水性塗料化に対応した塗装システムの構築 池田泉州銀行

4209 27212728 大阪府 有限会社住友 ケーキ等の焼き型の膨らみ防止具 大阪商工信用金庫

4210 27212729 大阪府 株式会社三興 可動機構内蔵型超軽量・小型浮体式洋上風車スケール模型の開発 京都信用金庫

4211 27212730 大阪府 竹山木管楽器製作所 木製リコーダーの新商品の開発と設備投資 池上　弘美

4212 27212732 大阪府 株式会社伊藤製作所 板鍛造プレス品の試作及び順送型による量産品の開発 守口門真商工会議所

4213 27212734 大阪府 株式会社長寿堂恵佳 冷凍技術を駆使した他にはないフルーツや野菜入りわらび餅の開発 京都銀行

4214 27212735 大阪府 橋本食糧工業株式会社 ISO22000対応の充填・生産管理システムの開発・導入 横山経営研究所

4215 27212737 大阪府
和弘プラスチック工業株式会
社

「エアインフレーションマット」の商品化における生産性向上とローコスト
提供の実現

南都銀行

4216 27212738 大阪府 大平金属工業株式会社
従来品では実現できなかった自由角度の新型パイプ継ぎ手の開発・試
作

京都信用金庫

4217 27212739 大阪府 日東工作所
電気自動車向け小型発電機用バンケル型ロータリーエンジン（RE）の開
発

大阪東信用金庫

4218 27212741 大阪府 株式会社アイエス工業所 多種多様な水槽を制御する為の、受水槽水位制御装置の開発・試作
税理士法人MGアカウン
ティング

4219 27212743 大阪府 株式会社ネージュ
アイスバー冷凍技術の試作設備による多様な美味しさ、添加物ゼロな
商品開発

八尾商工会議所

4220 27212745 大阪府 株式会社あかとり研究所 食品製造リスク解析ソフト掲載モバイル機器の開発
税理士法人パートナー
ズ関西

4221 27212750 大阪府 コバックス株式会社 トイレ内での倒れこみ検知及び離床検知(ベッド)センサと制御器の開発 堺商工会議所

4222 27212752 大阪府 新日本鋼機株式会社 生産管理ソフトの導入によるものづくり競争力の強化 松岡　成幸

4223 27212757 大阪府
ゼネラルビジネスマシン株式
会社

ポイントカード（可変情報付き）及び診察券の小ロット、短納期対応及び
耐久性向上計画

税理士法人テイタス

4224 27212759 大阪府 大阪バネ工業株式会社 高性能懸架ばねの開発のための新設計セッチング設備(装置)の考案 東大阪商工会議所

4225 27212762 大阪府 株式会社上田鐵工
独自技術による「可能な限り磨耗しにくい」ステンレス製ロータリーギヤ
ポンプの開発

藤田　恵美子

4226 27212767 大阪府 太陽パーツ株式会社 樹脂製品製造用の三次元造型機の試作開発 堺商工会議所

4227 27212768 大阪府 株式会社ガードロック 緊急時間錠機能及び暗証番号検索機能付き番号可変南京錠の開発 中川　平八郎

4228 27212772 大阪府 株式会社セップ NC旋盤導入による地盤改良用金具等の生産性向上と高収益化 商工組合中央金庫



4229 27212773 大阪府 ナニワ合金株式会社 石材加工用工具の高効率加工機による工程集約と品質向上 三木　保宏

4230 27212774 大阪府 石切精機株式会社 一貫生産体制による短納期対応で、板金加工業でのお客様への貢献 大阪東信用金庫

4231 27212777 大阪府 株式会社共伸技研 小口化短納期化に対応する工程見える化システムの構築 溝端　稔

4232 27212783 大阪府 鈴木刺繍 今までになかった刺繍の特殊技術開発
1031ビジネスコンサル
ティング

4233 27212785 大阪府 株式会社葵製作所 ハーネス加工機導入による多品種対応、短納期化の実現 京都信用金庫

4234 27212786 大阪府 有限会社鴨坂工作所 要求以上の『早さ』を実現する為の生産プロセスの開発 大阪厚生信用金庫

4235 27212787 大阪府 菱田伸鉄工業株式会社
操作性と位置決め精度に優れた橋梁等大型構造物点検用飛行ロボット
の開発

尾上　康之

4236 27212790 大阪府 ノースヒルズ溶接工業 アルミベローズの溶接における新工法開発とその生産プロセス強化 池田泉州銀行

4237 27212791 大阪府 日新技研株式会社 高濃度酸素水発生装置付き高機能撹拌発酵槽の試作並びに製品開発 東大阪商工会議所

4238 27212795 大阪府 ユミックス株式会社
生産シミュレーション機能を活用した金型等製作期間短縮技術の開発
及び金型用カムの試作

大阪東信用金庫

4239 27212797 大阪府 株式会社リッタイ 急務！コストパフォーマンスに秀でたダイカスト金型製造技術確立
税理士法人細谷総合会
計

4240 28210413 兵庫県 大和美術印刷株式会社 高付加価値を目的とした製袋機の導入と軟質包装材印刷の試作開発 長谷川政二

4241 28210414 兵庫県 株式会社蓬莱精工
研磨を不要にする切削加工およびマシニング工程に置き換わる旋盤加
工技術の開発

合同会社神戸マネージ
メントワークス

4242 28210415 兵庫県 株式会社田井鐡工
無人化設備による新型電動式MAPS部品（自動車のパワーステアリング
部品）の生産性の向上と量産体制の構築

多可町商工会

4243 28210419 兵庫県 株式会社大西製作所
新規設備導入による金型製作の『納期短縮』と加工精度向上による『強
み』強化計画

多可町商工会

4244 28210420 兵庫県 ヒメジ理化株式会社 CVD用石英治具製品を長寿命化する特殊表面処理方法の確立 西兵庫信用金庫

4245 28210422 兵庫県 宏友株式会社 次世代型電力送電線用クランプの開発
中兵庫信用金庫　西宮
北支店

4246 28210425 兵庫県 有限会社田中工作所 成長が見込まれる航空機部品の生産能力および設計能力の向上
合同会社神戸マネージ
メントワークス

4247 28210431 兵庫県 佐和鍍金工業株式会社
絡み合う部品に対応しためっきシステムの開発による自動車部品の競
争力強化

兵庫信用金庫　本店営
業部

4248 28210433 兵庫県 株式会社松尾製作所 マシニングセンター導入による、低騒音･軽量足場部材の試作開発。
但陽信用金庫　加西支
店

4249 28210435 兵庫県 ミツ精機株式会社 寸法計測器等の導入による航空機部品の切削加工リードタイム短縮化
淡路信用金庫　群家支
店

4250 28210440 兵庫県 株式会社山本電機製作所 ムービングコイル駆動ニードル弁方式搭載　新型EFC開発 村上　純二

4251 28210444 兵庫県 有限会社サンキューフーズ 日本で初めてのチーズ残渣を再醗酵させた高級飼料の開発と製造販売 正木　博夫

4252 28210447 兵庫県 株式会社プラントサービス 高効率ガス・蒸気タービン用潤滑油・作動油再生装置の開発
みなと銀行　本店営業
部

4253 28210448 兵庫県 播磨油脂工業株式会社 パラフィン塗装パネルを使用した新船舶進水方式の開発試作事業 荒巻　政文

4254 28210449 兵庫県 株式会社タクミナ
定量ポンプの多品種小ロット生産の効率化と、受注生産に対応した短
納期化、品質安定化

但陽信用金庫　生野支
店

4255 28210460 兵庫県 株式会社ビッグライン 確実な殺菌と操作性に優れる新規な全自動ドリル注油・消毒器の開発 但馬銀行　法人営業部

4256 28210466 兵庫県 株式会社石原電機 介護者・被介護者向けオムツ交換補助具の開発 尾地　和芳

4257 28210471 兵庫県 尼崎重機株式会社 建設機械用次世代汎用スケルトンバケットの開発及び販売
尼崎信用金庫　武庫之
荘支店

4258 28210473 兵庫県 小野高速印刷株式会社
タイムスタンプの活用により知的財産権を高度に保護できる電子書籍と
閲覧ソフトの開発

公益財団法人ひょうご
産業活性化センター



4259 28210485 兵庫県 株式会社JRC 先端加工技術による生産性向上とコストダウン計画 商工組合中央金庫

4260 28210487 兵庫県 細見鉄工株式会社
炭酸ガスレーザー加工技術によるLED照明器具の試作開発期間の短
縮

兵庫県信用組合

4261 28210488 兵庫県 株式会社曽根鋳造所 耐久性に優れた高付加価値鋳鉄製容器の研究と開発
但陽信用金庫　高砂西
支店

4262 28210489 兵庫県 常盤堂製菓株式会社
高齢者ニーズに応えるソフトな食感で高付加価値の播州駄菓子「ソフト
花林糖」の開発

みなと銀行　福崎支店

4263 28210490 兵庫県 富士インキ工業株式会社 高隠蔽性インキ塗料の開発 南都銀行　尼崎支店

4264 28210491 兵庫県 株式会社加西産業 ガスアシスト成形法による自動車部品市場での事業基盤拡大 兵庫信用組合

4265 28210493 兵庫県 ミツテック株式会社
3Dプリンタ及び非接触３次元センサーを用いた精密部品の生産体制の
構築

淡路信用金庫　郡家支
店

4266 28210496 兵庫県 有限会社ミワテック ハンダあと付け装置導入による電子実装技術の向上と競争力強化
但陽信用金庫　姫路南
支店

4267 28210499 兵庫県 大興化成株式会社 医薬品関連容器の検査器導入・自動化によるコストダウン
神戸商工会議所　東神
戸支部

4268 28210500 兵庫県 ガウス株式会社
ステンレス高窒素化鋼材料プロセスの開発及びそれを活用した医療分
野等への進出

河野　勝利

4269 28210507 兵庫県 竹内鉄工株式会社 鉄道車両用新型ブレーキディスクの製造技術の開発
商工組合中央金庫　神
戸支店

4270 28210508 兵庫県 マキインテリア工業有限会社 形状安定加工設備の増強によるカーテンの縫製加工の短納期化事業 兵庫太和税理士法人

4271 28210509 兵庫県 株式会社三宝齋 3次元CAD、独自窯の導入による新たな独自陶器の開発
神戸商工会議所　中央
支部

4272 28210511 兵庫県 株式会社水登社 高性能パルスティグ溶接配管の試作開発 笹倉　宣也

4273 28210512 兵庫県 株式会社丸萬 「製織困難な新規開発糸」を用いた高付加価値織物の試作開発 高見　昌克

4274 28210527 兵庫県 西端歯科医院 十分な咀嚼感を得ることが可能な新規部分入れ歯の開発 但馬銀行　法人営業部

4275 28210529 兵庫県 キンキスチール株式会社 鋼材加工用NC長尺加工機導入による鋼材加工事業の新規立ち上げ みなと銀行　姫路支店

4276 28210533 兵庫県
株式会社グローバルエンジニ
アリング

免疫賦活性・整腸作用・抗酸化力を兼ね備えた醗酵飼料添加物の開発 湯浅達志

4277 28210536 兵庫県 伊東電機株式会社 保管品の自動整列機能付き立体自動倉庫の組込みソフトウェア開発 みなと銀行　加西支店

4278 28210538 兵庫県 株式会社日本プラ加 スーパーエンジニアリングプラスチックの超微細加工技術の高度化
合同会社神戸マネージ
メントワークス

4279 28210540 兵庫県 株式会社棚澤八光社 ロボット化による生産性向上 佐用町商工会

4280 28210541 兵庫県 株式会社トーシン 高機能材料向け混練装置の開発
尼崎信用金庫　潮江支
店

4281 28210542 兵庫県 内藤織布株式会社
経糸(たていと)共通ジャカード織を用いた小ロット多様性織物の試作開
発

兵庫県信用組合

4282 28210544 兵庫県 サンエース株式会社 リンパ浮腫患者向け医療用弾性ストッキングの開発 株式会社増田経営会計

4283 28210546 兵庫県 神栄化工株式会社
多様なデザインと低コスト化を実現するための、多色・多層靴底の製造
技術の開発

神戸商工会議所　西神
戸支部

4284 28210548 兵庫県 近畿工業株式会社
酸化チタン熱触媒を用いた廃自動車シュレッダーダストからの熱および
金属回収装置の開発

弁護士法人東町法律事
務所

4285 28210549 兵庫県 有限会社田村発条 精密細線ばねの24時間無人生産ラインの構築 養父市商工会

4286 28210551 兵庫県 株式会社山本工務店
アスベストの飛散を防止する、スレート屋根への太陽光パネルの架台設
置方法の開発

株式会社TOKビジネス
サービス

4287 28210552 兵庫県 株式会社大栄螺旋工業
タブレット端末・独自生産管理ソフトを活用した、生産効率改善・原価把
握による作業・単価の最適化、それら対応による生産管理システム合理
化、生産プロセス強化計画

兵庫県信用組合

4288 28210553 兵庫県 南金属工業株式会社
解析ソフト導入によるハイテン材（高張力鋼板）用金型の加工技術の確
立

尼崎信用金庫　伊丹支
店



4289 28210556 兵庫県 有限会社船本鉄工所 太陽光発電用架台製造施工事業の拡大 淡路信用金庫　湊支店

4290 28210557 兵庫県 株式会社洲本整備機製作所 高圧温水自動洗浄装置の試作開発 石田　勝

4291 28210560 兵庫県 エス・ジェイ精密
ハイブリッド車用電子機器の試作・検査・試験用治具部品作成の短納期
対応と生産性の向上。

兵庫信用金庫　広畑支
店

4292 28210561 兵庫県 有限会社田中縫工所 品質向上による競争力強化とオーダーメイド型自社商品の開発
但陽信用金庫　稲美支
店

4293 28210562 兵庫県 株式会社三洋工事 NC旋盤導入による一貫生産体制の確立と収益性向上及び受注拡大 兵庫県信用組合

4294 28210563 兵庫県 株式会社水本機械製作所 ブロック埋込み型チェーン製作及びチェーン自動機開発
但陽信用金庫　姫路灘
支店

4295 28210564 兵庫県 金井重要工業株式会社 半導体基板及び光学材料用ポリッシングパッドの開発
商工組合中央金庫　大
阪支店

4296 28210565 兵庫県 新生鉄工所 孔明（ドリル）加工前のモミ付け機器ロボットの開発 中川　勲

4297 28210566 兵庫県 有限会社藤井製作所 難削材の加工技術向上による顧客ニーズ対応
但陽信用金庫　城西支
店

4298 28210567 兵庫県 菅野包装資材株式会社
高機能包装材料の実現（空冷インフレーション成形による新･機能性フ
イルムの開発）

みなと銀行　加西支店

4299 28210568 兵庫県 株式会社イシガミ精密
ステンレスAAPロックアンカーを、より精密に、かつ安価に大量生産す
る。

兵庫県信用組合

4300 28210571 兵庫県 株式会社ユーエム工業 独自開発した目立て機による新たな手引き鋸の目立ての研究開発 兵庫県信用組合

4301 28210572 兵庫県 日成化学鍍金工業株式会社
銅素材を対象とした、黒化処理設備の機械化/自動化による生産性向
上

杉田　宗久

4302 28210573 兵庫県 足立醸造株式会社
木桶仕込み天然醸造製法と最新製麹設備との融合による醤油醸造方
式の導入と新たな海外展開

多可町商工会

4303 28210574 兵庫県 神東工業株式会社 医療用刃物の生産を強化する為のNC平面研削盤の導入 みなと銀行　三木支店

4304 28210575 兵庫県 株式会社豊田放射線研究所
ガンマカメラに代わる高精度で新規なセシウムカメラ（放射線測定装置）
の研究開発

池田泉州銀行　中山台
支店

4305 28210576 兵庫県 株式会社コダイ 大型リンク溶接の短納期化を目的とする自動溶接ロボットの導入計画
税理士法人辻田会計事
務所

4306 28210577 兵庫県 弘栄興産株式会社 高透明再剥離性保護フィルムの試作と商品開発
池田泉州銀行　神戸支
店

4307 28210578 兵庫県 株式会社畑滝製作所 円筒研削機導入による、短納期ニーズに対応可能な生産体制の構築
但陽信用金庫 本店営
業部

4308 28210579 兵庫県 株式会社エフォート．レジン 射出成形製造プロセス高度化による品質向上とコスト30%低減 京都銀行　大日支店

4309 28210582 兵庫県 株式会社姫協 タングステン電極の再利用を可能にする切削技術及び生産性の向上 西兵庫信用金庫

4310 28210584 兵庫県 鋼盛株式会社 高負荷鍛造用に対応したボンデ処理技術の開発及び研究
姫路信用金庫　網干支
店

4311 28210585 兵庫県 コーリン株式会社 自社ブランド商品「名札クリップ」の試作開発と生産プロセス強化
税理士法人イースリー
パートナーズ

4312 28210588 兵庫県 株式会社兵庫精密工業所 航空機向け部品加工の複合加工による高効率化と短納期化
淡路信用金庫 兵庫支
店

4313 28210593 兵庫県 有限会社太田ジオリサーチ
老朽化した盛土構造物補強用パイプの開発と簡易調査設計手法の開
発

兵庫県信用組合

4314 28210594 兵庫県 株式会社サンテツ技研
冷凍品を高品質解凍するデパック解凍機「デパックHシリーズ」の新しい
熱交換方法（温度ムラの減少）を開発

近江　清秀

4315 28210600 兵庫県 ダイシン工業株式会社
生産システムのＩＴ化による、多品種・小ロット・短納期に対応可能な生
産体制の構築

但馬銀行　大屋支店

4316 28210602 兵庫県 仲田電機株式会社 熱硬化性樹脂(フェノール樹脂製)ネジの製作
但陽信用金庫　加西支
店

4317 28210604 兵庫県 株式会社萬盛スズキ 間伐材等を燃料にする、マイクロ蒸気発電装置の試作機開発 神戸信用金庫

4318 28210605 兵庫県 株式会社宮原産業 家庭用燃料電池システム用・新高機能断熱材の開発 西兵庫信用金庫



4319 28210606 兵庫県 株式会社宝角合金製作所 身近な天然資源の竹粉を活用したバイオマスペレットの開発 有限会社ユアブレーン

4320 28210608 兵庫県 株式会社S・Yアート
浄化槽の嵩上げに使用する設置が容易で廃材を出さない蛇腹式嵩上
げの開発と製造販売

正木　博夫

4321 28210610 兵庫県 株式会社日本容器
ブロー成形から射出成形によるダクト形状製品のランニングコスト・環境
負荷の低減

商工組合中央金庫　箕
面船場支店

4322 28210614 兵庫県 共栄物産株式会社 塩酸と石灰石の反応を用いた液体塩化カルシウム製造プラントの開発
株式会社ウィレコンサル
ティング

4323 28210616 兵庫県 有限会社西山鉄工所
NC旋盤、CAD/CAMを活用し、特殊工具の開発・内製化による、技術の
高度化及びコスト削減

中兵庫信用金庫　黒田
庄支店

4324 28210618 兵庫県 兵田印刷工芸株式会社
デジタル印刷機導入によるニーズ多様化と環境問題に対応した生産体
制構築事業

税理士法人みなと元町
会計事務所

4325 28210619 兵庫県 兵庫ベンダ工業株式会社 エネルギーキャリアを用いた、ポータブル電力供給モデルの試作開発 冨田　謙二

4326 28210622 兵庫県 株式会社ハンシン 3次元プリンタによる試作品の低コスト化、短納期化及び合理化計画 兵庫県信用組合

4327 28210623 兵庫県 ワシオ株式会社
表側と裏側を別の素材とする新製品【NEW もちはだ】を開発し顧客層を
広げる。

但陽信用金庫　高砂支
店

4328 28210627 兵庫県 神戸合成株式会社 超撥水性能を有する高耐久性防汚コーティング剤の開発
商工組合中央金庫　神
戸支店

4329 28210628 兵庫県 井上化成株式会社 下水道管ゴムパッキン加工に伴うワンチャッキング化計画
但陽信用金庫　本店営
業部

4330 28210629 兵庫県
西尾コーポレーション株式会
社

多様化のニーズにあった製麺加工を「最適化」と「見える化」による一気
通貫型生産管理プロセスで実現する

宍粟市商工会

4331 28210631 兵庫県 株式会社江渕工業所
生産性向上・納期短縮のためのフレキシブル生産管理システムと新規
設備の導入

藤澤　佳陽

4332 28210633 兵庫県 株式会社ウィンテック
核燃料棒格納容器用部品加工の新規参入のための測定器及び高精度
加工機の導入

神戸信用金庫

4333 28210634 兵庫県 東洋スプリング工業株式会社
小ロット、短納期、低コスト等の顧客ニーズに即応出来る一貫生産体制
の確立

多可町商工会

4334 28210635 兵庫県 柳瀬株式会社
中国市場の開拓を目的とした、高能率・高精度かつ低価格なダイヤモン
ドバンドソーの開発・生産

丹波市商工会

4335 28210637 兵庫県 株式会社エトリ
パイプ曲げ加工の金型内作化による製造コスト低減及び金型技術開発
の実現

古野　裕則

4336 28210638 兵庫県 カルモ鋳工株式会社
分析装置導入による品質向上で、新幹線輸出に貢献して世界進出を狙
う

小野寺　浩一

4337 28210639 兵庫県 サンシン工業株式会社 難削材加工に対応する独自の切削刃物・治具の開発 兵庫県信用組合

4338 28210642 兵庫県 浜田化学株式会社 油カス飼料化事業 みなと銀行　尼崎支店

4339 28210643 兵庫県 株式会社ナカムラ 低コスト実現による可動ルーバー面格子の生産技術開発
尼崎信用金庫　本店営
業部

4340 28210644 兵庫県 井上金属工業株式会社
レーザ加工機による部品製造の小口化･短納期化に対応可能な体制を
構築

山花　寛和

4341 28210645 兵庫県 大洋エヌピーエス株式会社 「冷凍式ドライヤーをプラスした吸着式ドライヤーの省エネ化推進計画」 立田　博久

4342 28210646 兵庫県 株式会社小倉屋柳本 特殊発芽技術を用いることによる高機能な大豆食品の開発
神戸商工会議所　東神
戸支部

4343 28210649 兵庫県
株式会社アメロイド日本サー
ビス社

産業廃液処理装置「エバポレータ」の自社開発および販売
但陽信用金庫　本店営
業部

4344 28210650 兵庫県 有限会社山下製作所
円テーブル導入による大型部品の任意角度での多面加工と迅速なニー
ズ対応への取組

但陽信用金庫　本店営
業部

4345 28210651 兵庫県
株式会社イトデンエンジニアリ
ング

自動昇降機付きマイクロ水力発電システムの試作・開発 兵庫県信用組合

4346 28210652 兵庫県 近畿防蝕株式会社
無電解NiPB鍍金加工設備導入による高機能化、コスト削減、短納期化
事業

城本　知可子

4347 28210653 兵庫県 有限会社石野工作所
建機油圧部品の次期製品開発・品質評価用パーツの試作及び生産プ
ロセスの開発

兵庫県信用組合

4348 28210656 兵庫県 株式会社コカブ 「特殊溶接肉盛再生法に関わる特殊溶接機の自動化システム」
みなと銀行　中央市場
支店



4349 28210657 兵庫県 新和工業株式会社 在宅介護用「離床思いとどまらせセンサー」の売れる製品作りの事業化
神戸商工会議所　中央
支部

4350 28210658 兵庫県 山城機工株式会社
世界で拡大する航空機市場の受注獲得を目指した、航空機用高精度部
品の開発と長時間稼働を可能にする生産プロセスの強化

兵庫県信用組合

4351 28210660 兵庫県 有限会社滝野工業 パイプ切断加工サイクルの短縮による提案型営業の実現 加東市商工会

4352 28210661 兵庫県 明精工業株式会社
高品質製品用レーザー加工機の導入と工場機器ネットワーク化による
生産性向上

神戸信用金庫

4353 28210662 兵庫県 姫路エコテック株式会社 廃棄物有効利用を目的としたミズクラゲ連続脱水塩蔵処理装置の開発 小川　勝夫

4354 28210663 兵庫県 進和工業株式会社 大型ディスプレイ用タッチパネル基板材料および製造技術の開発
尼崎信用金庫　伊丹支
店

4355 28210666 兵庫県 東洋ケミテック株式会社 スマートフォン向け極薄膜両面テープの品質管理技術構築
神戸商工会議所　西神
戸支部

4356 28210672 兵庫県 株式会社澤村義肢製作所
義肢装具の短期納品を目的としたCAD-CAMソフト及びシステムの改良
導入と開発

湯浅　達志

4357 28210673 兵庫県 東洋資源株式会社 循環型社会構築に向けた高品質再生ペレットの開発 丹波市商工会

4358 28210688 兵庫県 ダイシンテック 過熱水蒸気技術を用いた、加工・処理装置の試作改良 兵庫県信用組合

4359 28210689 兵庫県 近畿農産資材株式会社
ココピートを主原料にした高品質かつ超軽量の利用しやすい培養土の
開発

姫路信用金庫　龍野支
店

4360 28210690 兵庫県 シーズシー有限会社 手動式簡易型ワイパー装置の開発 みなと銀行　三宮支店

4361 28210691 兵庫県 別府金型有限会社
マシニングセンタに計測機能を付加することにより高度計測技術を確立
し、金型製作の高精度加工・短納期・低コストを実現する

兵庫県信用組合

4362 28210692 兵庫県 ユニタイト株式会社 自動車用ステアリングパーツ新製法用設備導入による生産性向上
みなと銀行　西神中央
支店

4363 28210693 兵庫県 タイホー株式会社
大口径　中・薄肉パイプ精密切断機の試作開発による事業の拡張と展
開

近畿大阪銀行

4364 28210694 兵庫県 関西電子工業株式会社
ビルドアップ基板のレーザー加工代替工法の開発による低コスト・短納
期化

尼崎信用金庫 大庄支
店

4365 28210696 兵庫県
株式会社創発システム研究
所

鶏舎用換気ファンのインバータ駆動装置
みなと銀行 神戸駅前支
店

4366 28210698 兵庫県
株式会社ホーユーウエルディ
ング

3次元レーザ加工機のプログラミング開発およびモニター溶接技術の確
立

十三信用金庫　尼崎支
店

4367 28210699 兵庫県 小林パッキン株式会社 新素材・難切断材の切断及び精密加工技術の高度化 播州信用金庫　北支店

4368 28210701 兵庫県 マルチ株式会社 屋外でも使用可能な超音波ネズミ撃退装置の開発
尼崎信用金庫　鳴尾支
店

4369 28210702 兵庫県 阪神機器株式会社 食品の保管・流通・販売に最適な高性能冷凍保冷パックの開発
公益財団法人ひょうご
産業活性化センター

4370 28210703 兵庫県 株式会社アルファ技研
放熱・電磁波遮へいを有する3次元形状の必要なモバイル通信部材の
開発

池田泉州銀行　神戸支
店

4371 28210704 兵庫県 株式会社ハリミツ 釣り用ルアーの開発と試作における3次元CADを用いた短納期化 丹波市商工会

4372 28210705 兵庫県 株式会社シミズテック 航空・宇宙産業向け精密疲労試験片の試作 石田　勝

4373 28210708 兵庫県 株式会社モルファ
精密微細加工技術を駆使した高付加価値な金属製スマートフォンケー
スの事業化

十三信用金庫 尼崎西
支店

4374 28210711 兵庫県 株式会社石田金型製作所
多面加工機による生産工程の効率化及び高硬度材加工技術への事業
拡大

淡路信用金庫　本店営
業部

4375 28210712 兵庫県 フィーティックス株式会社 製造と検査の連結による「納品先での検査レス」高精度製品の製造
十三信用金庫　尼崎支
店

4376 28210713 兵庫県 アイエスシステム株式会社 クラウド構成を活用したセキュリティルータの開発 兵庫県信用組合

4377 28210714 兵庫県 有限会社藤久鐵工 多軸CNC自動旋盤と高速画像寸法測定器による新生産工程の確立 兵庫県信用組合

4378 28210715 兵庫県 株式会社永松製作所
営業・生産フローにおける分割加工を多機能NC旋盤により統合し効率
化する

株式会社エスネットワー
クス



4379 28210716 兵庫県 橋本功織布工場
独自の市場を獲得し、脱下請化をはかるための試作及び生産システム
の構築

多可町商工会

4380 28210717 兵庫県 iCOM技研株式会社 筐体製造における、両面テープによる接合、組立工程の確立。 加東市商工会

4381 28210718 兵庫県 株式会社ダイセキ さまざまな測定技術を利用した試作・開発支援事業の強化 みなと銀行　明石支店

4382 28210719 兵庫県 株式会社アーバニーBMC
医療用器材の耐久性向上を実現する高硬度DLC膜を用いた表面処理
加工技術の確立及び製品化の実現

兵庫県信用組合

4383 28210720 兵庫県 西村製作有限会社 製品の割れを抑制する乾麺自動裁断機の開発
兵庫信用金庫　太子支
店

4384 28210722 兵庫県 平安油脂化学工業株式会社 生糸特殊膨化セリシン定着糸の加工装置の改修及び設備増強 養父市商工会

4385 28210723 兵庫県 株式会社メグテックス
次世代ポータブル放射線核同定測装置の開発・試作とマイクロCIMラボ
ラトリの構築

神戸信用金庫

4386 28210724 兵庫県 有限会社ハートフルデンタル CAD、CAMによる歯科補綴物の自動制作と全国の歯科技工所との連携
日新信用金庫　宝殿支
店

4387 28210728 兵庫県 小田鉄工株式会社 ネットワークで一元管理　CAD・CAM導入で生産力アップ 吉田　稔

4388 28210730 兵庫県 ボルテック株式会社 極小R曲げ加工技術の精度を高めた「極小曲げ機」の開発
但陽信用金庫　城西支
店

4389 28210731 兵庫県 株式会社テクノス三木 ミーリング付CNC旋盤導入による高度精密加工品の試作開発と量産化 長谷川　政二

4390 28210732 兵庫県 シマズ金属株式会社 車載用リチュムイオン電池用BOX（筐体）の量産化
大阪東信用金庫　八尾
南支店

4391 28210733 兵庫県 千代田繊維工業株式会社 ビジネスマンの為の極薄手な五本指ソックスの製造販売
但陽信用金庫　高砂支
店

4392 28210734 兵庫県 株式会社北星社 環境にやさしいカレンダー製造で企業イメージ向上の手助けを行う 竹田　修

4393 28210735 兵庫県 株式会社小川農具製作所
ビジネスモデルをVMI型(供給者在庫管理)に変革する為の生産管理シ
ステムの構築

兵庫県信用組合

4394 28210736 兵庫県 マーク工業株式会社
アクリル意匠製品向け三次元加工技術と精密曲げ加工技術の開発によ
る一貫生産化

守口門真商工会議所

4395 28210737 兵庫県 株式会社ナチハマ 海外市場の参入、拡大とエポクリン商品の認知に向けての試作開発 兵庫県信用組合

4396 28210738 兵庫県 佐藤精機株式会社 シリコンウエハー大口径化に伴う半導体製造部品の大型化への対応 みなと銀行　網干支店

4397 28210739 兵庫県 有限会社西村鉄工所
油圧機器制御ユニット構成部品の精密加工、ﾄｰﾀﾙｺｽﾄﾀﾞｳﾝの為の、新
加工方法の開発

兵庫県信用組合

4398 28210740 兵庫県
株式会社シンエイコーポレー
ション

高精度複合加工機の導入で、海外製造から国内回帰し内製化及び技
術の継承をする

兵庫信用金庫　白浜支
店

4399 28210742 兵庫県 有限会社パラダイスグラス
合わせガラス真空炉導入による安全性能を備えた意匠性の高いアート
ガラスの開発

但陽信用金庫　本店営
業部

4400 28210746 兵庫県 株式会社エスコート
自動車補修用高作業性エコ（環境対応---PRTR法フリー）ベースコート
の開発

みなと銀行　三木支店

4401 28210750 兵庫県 白鴎株式会社 高温消毒装置HOT-CONの高機能化と効率化による価値向上
公益財団法人ひょうご
産業活性化センター

4402 28210752 兵庫県 株式会社稲葉マシナリー 大型加工ワークに対応するための立旋盤生産プロセス強化事業
姫路信用金庫　青山支
店

4403 28210753 兵庫県 江口ダイカスト有限会社
マグネシウム合金のダイカスト法によるパワーデバイス等放熱部材へ
の用途開発

石田　勝

4404 28210756 兵庫県 株式会社ツボサカ精工
高精度な油圧ポンプ用部品の効率的生産のための、生産自動化設備
の開発

但陽信用金庫　溝口支
店

4405 28210757 兵庫県 有限会社新家青果
淡路島産有機JAS玉葱を加工(濃縮)により、廃棄物の縮減を図るため
の冷凍空調設備等

五色町商工会

4406 28210759 兵庫県 有限会社三木鐵工所 大型旋盤加工に付随するマシニング加工の高能率、高精度化 播州信用金庫　北支店

4407 28210762 兵庫県 有限会社住野商店
高品質発泡スチロール再生品の製造のための企業連携体の構築と再
生原料の製造販売

正木　博夫

4408 28210769 兵庫県 サンテック株式会社 鉄道車両用鉛フリー基板の試作開発 みなと銀行　大橋支店



4409 28210772 兵庫県 日本フレックス工業株式会社
コントロールケーブル用スプリングアウターケーシング新型巻線機の開
発

みなと銀行　伊丹支店

4410 28210773 兵庫県 宮原ゴム工業株式会社
40%の製造コスト削減を可能にする自動車用超高発泡ゴムスポンジの
開発

神戸商工会議所　中央
支部

4411 28210778 兵庫県 谷水加工板工業株式会社 癒しの「吸音ソファ」の開発 丹波市商工会

4412 28210779 兵庫県 株式会社小林製作所
新製品試作開発、製造協力の依頼を受けて、製品の商品化に伴う設備
増強

兵庫県信用組合

4413 28210781 兵庫県 タカラメディカル株式会社 歯科口内法用Ｘ線装置の自動検査システムの構築
公益財団法人ひょうご
産業活性化センター

4414 28210782 兵庫県 株式会社橋爪製作所 局所焼き入れ技術を適用した高品質のこぎりの開発 兵庫県信用組合

4415 28210786 兵庫県
マゼランシステムズジャパン
株式会社

次世代高機能GPSドライブレコーダーの開発と事業化
公益財団法人ひょうご
産業活性化センター

4416 28210788 兵庫県 株式会社共生社 ホッチキスの針を用いない新規クリーニングタッグ「スマートエコタッグ」 阿波銀行　尼崎支店

4417 28210798 兵庫県 株式会社プリント工房
インクジェットダイレクト捺染システムの導入による短納期、小ロット、高
品質プリントファッション商品の展開と自社ブランド商品の確立。

蘆田　裕三

4418 28210803 兵庫県 株式会社シカタ 新たなカッティングマシンの導入による短納期・増産体制の確立 東京中央経営株式会社

4419 28210808 兵庫県 神戸電機産業株式会社 トランス及びリアクトルのエッジワイズ巻線による生産プロセス強化事業 百十四銀行　明石支店

4420 28210810 兵庫県 株式会社トーヨーパッケン
ロングライフ麺用縦型4方シール包装機（3方シール包装兼用）の設計開
発

阿波銀行　尼崎支店

4421 28210813 兵庫県 アメロイド化工機株式会社
自社開発の廃液処理装置「ドライセパレータ」の改良型製品の開発と販
売

但陽信用金庫　本店営
業部

4422 28210816 兵庫県 竹森鐵工株式会社 有害鳥獣対策事業 兵庫県信用組合

4423 28210820 兵庫県 株式会社山中製作所 軽自動車向けエンドタイロッドライン　受注拡大計画（改造及び増設）
尼崎信用金庫　伊丹支
店

4424 28210822 兵庫県 株式会社アインテクノ オリジナルコントローラー開発事業
但陽信用金庫　北野支
店

4425 28210825 兵庫県 株式会社ナカノテック レーザー加工機によるシム加工技術の確立
池田泉州銀行　塚口支
店

4426 28210826 兵庫県 サンライズ産業株式会社 新しい加熱方式で操作性を高めたＩＨ調理器用遠赤プレートの開発
尼崎信用金庫　苦楽園
支店

4427 28210829 兵庫県 トーメイ工業株式会社 ロータリー式プレス機開発によるプラスチック多孔体の生産性強化 神戸信用金庫

4428 28210830 兵庫県 明石紙工株式会社
導電性プラスチックダンボール（プラダン）のカッティング及び接合技術
を用いた梱包材の製作

但馬銀行　明石支店

4429 28210832 兵庫県 有限会社井元製作所 レーザー加工機導入による競争力向上計画
但陽信用金庫　本荘支
店

4430 28210833 兵庫県 株式会社十全商会 工程集約を可能とする真空包装機導入による短納期化事業 税理士法人ゆびすい

4431 28210834 兵庫県 株式会社ダイワ製作所 ローラーの少量多品種化と高品質、多材種加工、大型化 兵庫県信用組合

4432 28210836 兵庫県 株式会社小西鉄工 レーザー溶接機導入による競争力の強化と短納期対応 西村　勝彦

4433 28210838 兵庫県 有限会社光栄製作所 2D＋3Dラインセンサーによる目視検査を超えた検査装置の開発 山本　義明

4434 28210840 兵庫県 株式会社淡路観光開発公社 冷凍製造ラインの自動化による生産効率の向上と生産量の拡大 淡路市商工会

4435 28210842 兵庫県 植山織物株式会社 廃材活用技術の確立 兵庫県信用組合

4436 29210128 奈良県 株式会社キョーシン ポリゴン研削盤導入による異形円筒金型の生産プロセス改善 京都銀行

4437 29210129 奈良県 株式会社M.T.C
長年培ってきた金属加工技術を生かした小口化・短納期化型自社製品
の試作開発

紀陽銀行

4438 29210132 奈良県 株式会社フジフレックス 液状シリコン射出成形法による整形外科手術用グリップハンドルの開発 南都銀行



4439 29210134 奈良県 三岡繊維株式会社 靴下の製造技術を活かして新しいデザイン感覚のニットタイの試作開発 南都銀行

4440 29210135 奈良県 日本ニット株式会社 五本指ランナー用サポートソックスの試作開発事業 香芝商工会

4441 29210138 奈良県 有限会社巽繊維工業所
靴下製造技術を活用したイベント市場やタレント関連グッズの試作・開
発及びテスト販売。

税理士法人縁

4442 29210140 奈良県 株式会社伸和鉄工所 3次元測定器導入によるベアリング製品の高精度化
公益財団法人奈良県地
域産業振興センター

4443 29210143 奈良県 株式会社宮本金型製作所 精密測定機械の導入による金属プレス製品の検査工程の高度化事業 兵庫太和税理士法人

4444 29210144 奈良県 西田酒造株式会社 低アルコール微発泡清酒の開発 経営コンサルタント

4445 29210145 奈良県 株式会社電研端子製作所
新生産プロセス開発による、車載電装業界の、ターミナル部品市場への
参入

京都銀行

4446 29210148 奈良県 株式会社柿の葉ずしヤマト 柿の葉ずしに用いる柿の葉の保存技術の向上 経営コンサルタント

4447 29210152 奈良県
株式会社MSTコーポレーショ
ン

形彫放電加工機の導入による金型加工における短納期対応の確立
公益財団法人奈良県地
域産業振興センター

4448 29210153 奈良県 オカハシ株式会社
特殊アルミ蒸着紙仕様の包装箱の製造体制の確立とその製造効率の
向上による競争力の強化

南都銀行

4449 29210154 奈良県 野富株式会社
世界各国からの高級靴下製造依頼に小ロット且つ短納期にて生産可能
な設備の導入

広陵町商工会

4450 29210160 奈良県 丸山繊維産業株式会社 ［蚊帳織りふきん］の、低コスト製品に対抗した、自動縫製ラインの改造 南都銀行

4451 29210161 奈良県 昌和莫大小株式会社 足の負荷を軽減する登山用クッションソックスの開発、販売 広陵町商工会

4452 29210162 奈良県 株式会社スプリード 筒物（ストッキング・リストバンド等）刺繡における特殊布押さえ開発事業 奈良中央信用金庫

4453 29210163 奈良県 東邦工機株式会社 ボルトクリッパ刃物のファインフォーミング工法への切替 南都銀行

4454 29210166 奈良県 淀川真空株式会社 蒸着装置の生産性拡大と次世代蒸着装置への展開 近畿大阪銀行

4455 29210167 奈良県 久米光学ラボラトリー 高速測定が可能でコンパクトなスティッチング干渉計の試作開発 西村勝彦税理士事務所

4456 29210170 奈良県 興成産業株式会社 広幅シートに対応可能な超音波連続接着機の開発と製品開発 奈良中央信用金庫

4457 29210171 奈良県 株式会社戸田精機 精密部品把持具用超硬ストッパーの生産工程改善による短納期化対応
公益財団法人奈良県地
域産業振興センター

4458 29210173 奈良県 株式会社一ノ坪製作所
モニター高さ調整機能、折り畳み機能、モニター縦横90°回転機能によ
り、視認性、可搬性、施工性、収納性を大幅に向上するディスプレイスタ
ンドの試作開発

南都銀行

4459 29210175 奈良県 株式会社一歩
日本初のEVAを素材にした下駄（商品名：なら下駄）製造プロセスの改
善

税理士　木ノ本　亞夫

4460 29210181 奈良県 株式会社安川鉄工建設
鉄骨の切断・開先加工能力拡大による鉄骨建設一貫加工・施工体制の
強化

梅原　清宏

4461 29210184 奈良県 株式会社天理時報社
最先端の印刷版出力装置導入による生産性向上及びコスト削減による
競争力強化

南都銀行

4462 29210186 奈良県
辻本プラスチック工業株式会
社

中空成形における肉厚コントロール及び成形シミュレーション 大和信用金庫

4463 29210189 奈良県 金陽製薬株式会社 高品質化及び生産性の改革による低コスト化で多品種少量生産の実現 紀陽銀行

4464 29210190 奈良県 株式会社テクノ・ハシモト 可搬型ほこり試験機の試作開発 南都銀行

4465 29210192 奈良県 株式会社カナヤ 精密工作機械向け高精度切削加工部品分野への進出
株式会社ダイワマネジメ
ント

4466 29210193 奈良県 株式会社エフ・エー・テック
超硬合金への切削加工技術を活かした精密ガラス用金型の開発と事業
化

公益財団法人奈良県地
域産業振興センター

4467 29210194 奈良県 東洋スクリーン工業株式会社 レーザー加工機導入による振動篩機の生産性・品質・安全性の向上。 商工組合中央金庫

4468 29210195 奈良県 パドック株式会社
吉野葛根の抗菌性と和紙の速乾性を活かした繊維及び高機能ホーム
ウエアの開発

公益財団法人奈良県地
域産業振興センター



4469 29210197 奈良県 天龍化学工業株式会社
インブロ成形機導入とプリフォーム自社開発による、品質の向上並びに
多品種・小ロット化への対応。

南都銀行

4470 29210199 奈良県 有限会社椚原製作所
マシニングセンターにおける３次元精密５軸アンダー加工の刃物を含む
試作研究開発

大和信用金庫

4471 29210203 奈良県 株式会社品川工業所 加熱攪拌機の刷新・高度化した新型機の開発 商工組合中央金庫

4472 29210204 奈良県 株式会社ＦＵＫ 大型ディスプレイ向けカバーガラス貼付け装置の開発
公益財団法人奈良県地
域産業振興センター

4473 29210207 奈良県 後藤商事株式会社
新設備導入により生産プロセスの効率化及び高品質・低コストを目指
す。

南都銀行

4474 29210208 奈良県 株式会社西本電器製作所
光通信用部品加工の高精度化及び競争力強化を目的とした高精密研
磨機の導入

公益財団法人奈良県地
域産業振興センター

4475 29210212 奈良県 三宅化学工業株式会社
特殊接着剤を充填するための船舶輸送用プラスチック危険物容器の開
発

奈良中央信用金庫

4476 29210215 奈良県 株式会社平田精密工作所 航空機分野の熱交換器部品の加工能率向上による競争力強化 南都銀行

4477 29210216 奈良県 株式会社昭和
コンクリートや鉄鋼等の躯体構造物を保護するパネルライニング工法の
開発

京都銀行

4478 29210218 奈良県 株式会社エイブルロード 3次元グラフィックソフトを用いた、多用途金線印刷マット加工機の導入 南都銀行

4479 29210219 奈良県 株式会社祥碩堂 耐熱性マーキングチョークの品質及び生産性の向上 南都銀行

4480 29210222 奈良県 株式会社吉川製作所
真空ポンプの再使用率・修正力アップによる顧客企業先端製品の競争
力強化事業

御堂筋税理士法人

4481 29210224 奈良県 株式会社ユーエイキャスター 多品種少量金属プレス加工の生産プロセス改善による生産性向上計画 小泊会計事務所

4482 29210227 奈良県 株式会社御菓子司鶴屋徳満
冷蔵機・冷凍機・解凍機・乾燥機の活用による和菓子の製造工程の抜
本的な生産性強化

杉下税務会計事務所

4483 29210228 奈良県 株式会社高木包装 いきいき・わくわく・夢ある段ボール製品開発プロジェクト 奈良県商工会連合会

4484 29210229 奈良県 あす花園芸
明日香村内の竹を活用した発酵腐葉土の開発とその発酵熱を利用した
“ハウスいちごの循環型生産システム” の確立

奈良県商工会連合会

4485 29210230 奈良県 株式会社上杉食品 長期保存可能な高品質惣菜用味付けこんにゃくの試作開発
株式会社ダイワマネジメ
ント

4486 29210231 奈良県 橋田技研工業株式会社 工数低減による金属プレス金型製造の短納期化と競争力強化
税理士法人パートナー
ズ関西

4487 29210234 奈良県 有限会社池嶋歯研 ジルコニアを用いた次世代の歯科補綴物加工技術の確立事業
株式会社ダイワマネジメ
ント

4488 29210236 奈良県 西川釦工業所 素材の均整化によるロス減少と加工技術の向上を図る設備投資計画 奈良中央信用金庫

4489 29210237 奈良県 奈良精工株式会社 頭蓋へのセルフドリリング、ロープロファイルスクリューの開発
株式会社松嶋会計事務
所

4490 29210238 奈良県 ユーテック株式会社
霧化された微小液滴の帯電状態を計測する新規帯電量測定装置の開
発

公益財団法人奈良県地
域産業振興センター

4491 29210239 奈良県
株式会社五條市青ネギ生産
組合

多様な内容量の袋入り冷凍カットネギの製造 五條市商工会

4492 29210240 奈良県 株式会社コクブ
高強度高耐食性マルテンサイト系ステンレス鋼製ドリルねじの信頼性向
上

山田義弘税理士事務所

4493 29210241 奈良県 有限会社原田刺繍
縫製後の筒状の状態（仕掛品）での対応可能な複合立体装飾刺繍の試
作開発。

大和信用金庫

4494 29210242 奈良県 飯田醸造株式会社
酒粕由来の天然旨み成分を用いた低ナトリウム高アミノ酸濃縮・粉末調
味料の開発

経営コンサルタント

4495 29210245 奈良県 長龍酒造株式会社 醸造事業者向け新型液化処理プラントの開発 経営コンサルタント

4496 29210247 奈良県 ダイワ産業株式会社 桶の側板（くれ）の自動木取り機の開発 南都銀行

4497 29210248 奈良県
株式会社ジェムインターナショ
ナル

形状追従性に優れ、部位ごとに最適な有効成分含有一体型経皮吸収
ゲル状貼付剤の開発

公益財団法人奈良県地
域産業振興センター

4498 29210252 奈良県 髙井ニット株式会社 自社ブランド製品開発とOEM生産提案力強化に向けた設備投資計画
公益財団法人奈良県地
域産業振興センター



4499 29210253 奈良県 スークサイエンス マスク等のニッチ分野での新型、高機能マスクの試作開発 大和信用金庫

4500 29210257 奈良県 大峰堂薬品工業株式会社 より高付加価値を持つ漢方・生薬エキスの抽出検討
森田務公認会計士事務
所

4501 29210259 奈良県
川上産吉野材販売促進協同
組合

吉野杉（奈良県認証材）の新基準フローリングの商品化に掛るブランド
化事業

南都銀行

4502 29210260 奈良県 三和工業株式会社 成長分野への参入を図る複合加工機の導入 高取町商工会

4503 29210262 奈良県 有限会社山恵製作所 難削材料が高精度に得られる切削の極限条件の確立と治工具の試作 南都銀行

4504 29210263 奈良県 株式会社MSQ
アマゴを使った特産品の開発と特殊冷凍機械を用いた調理方法の試作
開発

公認会計士林千尋事務
所

4505 29210264 奈良県 株式会社soliton corporation 伝統技術を現代科学の力で革新し100年後の伝統技術を創造する事業 税理士法人あおば

4506 29210267 奈良県
有限会社堀田プラスチック工
業

今までにない糸巻きボビンの内側糊付け接着新技術への開発 広陵町商工会

4507 29210270 奈良県 中西化学工業株式会社 PET樹脂を使用し小容量容器に特化した自社製品の開発 大和信用金庫

4508 29210272 奈良県 タミヤ製作所 サーモクロミック機能を有する省エネルギー建材の開発 南都銀行

4509 29210274 奈良県 岡田磨布工業株式会社 不織布にエポキシ樹脂を含浸させた研磨パッドの試作開発 南都銀行

4510 29210275 奈良県 株式会社みやまえ
生産計画、提案受注出荷業務の短納期化を目的とした在庫管理システ
ムの開発

南都銀行

4511 29210276 奈良県
エイ.アンド.エス.システム株式
会社

ジンクハット（防食保護キャップ）の新バージョン（形状追加及び緩み止
め機能）の試作開発

大和信用金庫

4512 29210277 奈良県 五位堂工業株式会社
鋳型造型用エコ・省力型ロボットミキサーの導入による鋳型の試作開発
と材料分析装置の導入による試作開発の基礎造り

大和信用金庫

4513 29210283 奈良県 木戸紙業株式会社 最新の欠点検査装置導入による生産性向上および短納期化 永和信用金庫

4514 29210284 奈良県 株式会社楠製作所 中型バルブ製作（火力発電所用）に向けた精密大型ＮＣ旋盤の導入 奈良中央信用金庫

4515 29210285 奈良県 株式会社伴化成工業所 微細樹脂射出成形技術による『樹脂製空中映像素子』の開発 米田会計事務所

4516 29210287 奈良県 池木プラスチック株式会社
バイシクル(マウンテンバイク・ロードバイク）向け変速ギアの解除レバー
及び送りレバー生産プロセス強化

大和信用金庫

4517 29210289 奈良県 株式会社ワカクサ
天然繊維・木質系難燃剤を高密度充填させた『環境対応型難燃OAフロ
ア基材』の試作開発

紀陽銀行

4518 29210294 奈良県 カスタムバイク龍
“世界初”新型大型バイク転倒防止システムの開発とキット販売への取
組

奈良県商工会連合会

4519 29210298 奈良県 日本メッシュ工業株式会社 クーラント油等の『エコフィルター』(高性能ミスト用集塵機)の開発 南都銀行

4520 29210301 奈良県 やまと真空工業株式会社 自動車内外装向けハーフスパッタリングの試作開発 南都銀行

4521 30210116 和歌山県 福原ニードル株式会社 焼戻炉設備導入による生産効率の改善 紀陽銀行

4522 30210117 和歌山県 有限会社横田工作所
ドリルマシンの導入による鋼構造物の大型化・短納期化への対応およ
び生産性の向上

紀陽銀行

4523 30210119 和歌山県 株式会社坂口製作所 乾式バリ取り機試作開発によるアルミドロス除去の実現 有田川町商工会

4524 30210121 和歌山県 有限会社藤村産業 マイコン制御型ダブルエンドテノーナによる最先端トイレブースの製作 南都銀行

4525 30210122 和歌山県 ナカオ工業株式会社 技術及び製造能力向上による一貫生産体制強化計画 鶏島　信二

4526 30210124 和歌山県 株式会社ユーテック 段ロール寿命を従来の3倍以上に延ばす加工方法の確立 有田川町商工会

4527 30210126 和歌山県 丸長水産株式会社 紀州産干し梅製造方法の研究開発 田辺商工会議所

4528 30210131 和歌山県 西原精工株式会社 スマート家電向けパワーインダクタ製造装置部品の微細化実現 南都銀行



4529 30210132 和歌山県 紀之川木工所 高背丈、高品質ドア製造工場化計画 紀陽銀行

4530 30210133 和歌山県 株式会社的場農園
デパック冷凍機（静電式エア急速冷凍機）の導入による高品質冷凍食
品製造事業。

かつらぎ町商工会

4531 30210134 和歌山県 金剛ダイス工業株式会社 切削加工を用いた小径穴冷間鍛造金型の短納期化と高精度化 飛多朋子税理士事務所

4532 30210135 和歌山県 株式会社三晃精密 新検査システム導入による金型部品の生産性向上 わかやま産業振興財団

4533 30210136 和歌山県 株式会社森下メリヤス工場
コンピュータ制御ローゲージ編機の活用及び加工技術向上による
「ジャージ用途拡大新製品開発」

きのくに信用金庫

4534 30210137 和歌山県 協業組合太成
新しい着色技術による画期的なプラスチック製ルアーの開発と独自ブラ
ンドの確立

上富田町商工会

4535 30210142 和歌山県 東和産業株式会社 ユーザニーズからの洗濯用品の新規開発 紀陽銀行

4536 30210143 和歌山県 昌永理研株式会社 生産プロセス強化による競争力増強と性能向上による顧客ニーズ獲得 紀陽　銀行

4537 30210144 和歌山県 株式会社共栄テクシード
部品生産の効率化、高精度化の為の5軸制御縦型マシニングセンター
導入計画

紀陽銀行

4538 30210145 和歌山県 有限会社大星産業
デザイン性の高い皮革製品の迅速な商品化に寄与することで競争力の
強化を図る

紀陽銀行

4539 30210152 和歌山県 株式会社ホロン精工
大型プレス導入による大型（大口径）ゴムシール部品の開発及び量産
化

わかやま産業振興財団

4540 30210153 和歌山県 株式会社大和化学工業所 新商品のプロダクトデザイン設計と製造から販売までのライン構築事業 紀陽銀行

4541 30210154 和歌山県 正和産業株式会社 自動車用ゴム製シール部品の開発による新規顧客への拡販 わかやま産業振興財団

4542 30210155 和歌山県 株式会社全笑
廃棄原料（柚子絞りカス）の製品化による新たな製品供給可能産地の
確立

篠田直明税理士事務所

4543 30210160 和歌山県 前田鉄工株式会社 NCフライス機新設による生産ﾆｰｽﾞ対応強化事業 瀬藤　啓司

4544 30210163 和歌山県 有限会社クスベ産業 地域間伐材地中利用促進事業
きのくに信用金庫　吉備
支店

4545 30210164 和歌山県 株式会社木村屋
先端素材であるカーボンファイバー強化プラスチック（CFRP）を使用した
太物、長物のパイプ成型

紀陽銀行　橋本支店

4546 30210165 和歌山県 大谷食品株式会社 最新スチームコンベクションオーブン設置による求職業務効率化 かつらぎ町商工会

4547 30210166 和歌山県 株式会社タイボー 「プラスチック再生原料の物性を連続で均質化する設備」の試作開発 紀陽銀行　和歌浦支店

4548 30210167 和歌山県 光吉フラッシュ
新鋭機の導入による建具製造技術のシステムと生産性・品質向上、作
業環境の改善

きのくに信用金庫　中之
島支店

4549 30210170 和歌山県 株式会社ケーワイピー トロポロン誘導体製造設備の導入 光吉直也税理士事務所

4550 30210171 和歌山県 株式会社貴望工業 小口・短納期化と内製化の推進 紀陽銀行　鶴原支店

4551 30210176 和歌山県 ヒカリ技研株式会社
多品種少ロット生産に対応した、生産管理（見積、受注、仕入、工程、原
価）システムの構築

紀陽銀行　水道路支店

4552 30210177 和歌山県 株式会社泉鉄工所 最新型鉄骨用溶接ロボット導入による生産力向上 田辺商工会議所

4553 30210179 和歌山県 成和技研株式会社 最新鋭設備導入による通信精密加工部品の海外輸出計画 わかやま産業振興財団

4554 30210184 和歌山県 株式会社VSフィット 過熱水蒸気を用いる新規梅加工設備の導入と新しい梅素材の開発 わかやま産業振興財団

4555 30210186 和歌山県 日吉染業株式会社 防炎・難燃加工の染色整理技術開発による差別化商品ゾーン参入計画 紀陽銀行　本店営業部

4556 30210189 和歌山県 株式会社シーフラグ 複合加工機の導入による小口化・短納期化型生産体制の構築 瀬藤　啓司

4557 30210190 和歌山県 大和ブロック株式会社 近畿地区初のブロックマット製造事業計画 宮脇合同事務所

4558 30210192 和歌山県 大洋化学株式会社 R-PET事業拡販による、射出成形機の設備投資 紀陽銀行　御坊市店



4559 30210193 和歌山県 住栄工業株式会社
クラック（亀裂）検出装置の溶接欠陥検出への応用と作業プロセスの開
発

紀陽銀行　本店営業部

4560 30210196 和歌山県 有限会社熊野鼓動 和菓子製品類の熊野地域ブランド化事業 水城会計事務所

4561 30210199 和歌山県 株式会社継
山と都会を繋ぐ…間伐木と被害木利用「高品質炭団（たどん）」の量産
技術の開発

わかやま産業振興財団

4562 30210200 和歌山県 株式会社かつらぎ産業
ハナビラタケ廃菌床の飼料化及びこれに伴うハナビラタケ由来乳酸発
酵技術開発

紀陽銀行　妙寺支店

4563 30210201 和歌山県 桜井鉄工株式会社
高圧継手製品の品質向上・短納期化・ｺｽﾄ削減による海外競争力の向
上

紀陽銀行　妙寺支店

4564 30210202 和歌山県 株式会社ヴァイオス 多重円盤脱水機の導入によるグリーストラップ汚泥のリサイクル事業 西岡会計事務所

4565 30210203 和歌山県 大谷産業株式会社 別注対応・短納期化・加工精度向上の為のNC複合加工機の導入 瀬藤　啓司

4566 30210204 和歌山県 野口工機株式会社 工業用クロムめっきの機能向上及び生産性向上に関する開発 第三銀行　和歌山支店

4567 30210208 和歌山県 出口歯車工業株式会社
特殊歯車（スパイラルベベルギヤー等）加工の短納期化及びコスト合理
化

宮脇合同事務所

4568 30210210 和歌山県 有限会社高城 小規模レトルト食品製造体制の構築による小ロット・短納期化の達成 湯川　直樹

4569 30210213 和歌山県
明楽ダンボール工業株式会
社

高度な動力伝達性能を持つ、段ボール生産ラインの導入
商工組合中央金庫　和
歌山支店

4570 30210217 和歌山県 和興建設株式会社
高断熱、高強度、軽量の特性を有する住宅用壁、床、天井パネルの開
発

紀陽銀行　東和歌山支
店

4571 30210220 和歌山県 株式会社九重雑賀 和歌山県の特産品である果実を使用し甘味果実酒の試作開発を行う
商工組合中央金庫　和
歌山支店

4572 30210225 和歌山県 伏虎金属工業株式会社 大型スクリューポンプ開発・販売計画
紀陽銀行　東和歌山支
店

4573 30210226 和歌山県 吉田染工株式会社 ホールガーメント編機導入による製品開発とデザインシステムの応用
紀陽銀行　東和歌山支
店

4574 30210230 和歌山県 株式会社PDI
再生可能エネルギーの利用と省エネルギー対策が施された機器の導
入による生産プロセスの効率化

水城会計事務所

4575 30210231 和歌山県 尾高ゴム工業株式会社
多品種&小ロットの産業用ゴムロール向け温水加硫缶（高性能加硫缶）
の導入

紀陽銀行　東和歌山支
店

4576 30210233 和歌山県 有限会社紀陽工作所
自動素材供給装置付複合加工機の導入による大ロット受注製品の生産
性向上計画

西岡会計事務所

4577 30210235 和歌山県 株式会社日本ハイパイル ローラーブラシ用パイル生地の検反管理システム導入 紀陽銀行　橋本支店

4578 30210237 和歌山県 オカ株式会社 繊維製マット3Dシミュレーション技術の開発
紀陽銀行　海南駅前支
店

4579 30210238 和歌山県 株式会社中口板金工作所 ステンレス製コンテナタンクの量産加工機の試作開発
紀陽銀行　和歌山中央
支店

4580 30210241 和歌山県 株式会社丸昌 「Made in 和歌山」オリジナル白衣のブランド化事業
紀陽銀行　東和歌山支
店

4581 30210242 和歌山県 原田織物株式会社 市場ニーズの変化に柔軟に対応する製造一貫体制の追求計画 紀陽銀行　高野口支店

4582 30210243 和歌山県
アイエススプリンクラー株式会
社

損保仕様流水検知装置の試作品開発 わかやま産業振興財団

4583 30210248 和歌山県 株式会社ふみこ農園 紀州みかんのドライフルーツ化と陳皮の粉砕利用 紀陽銀行　箕島支店

4584 30210249 和歌山県 株式会社暁機械製作所 両面同時塗工試験機の開発
公認会計士茨木純一事
務所

4585 30210250 和歌山県 協同組合ラテスト カーボンブラックに替わる化粧品用黒色顔料の製造
商工組合中央金庫　和
歌山支店

4586 30210253 和歌山県 扶桑精機株式会社
天然素材製品の樹脂量産化に伴う金型製造プロセス改善による生産力
強化

商工組合中央金庫　和
歌山支店

4587 30210258 和歌山県 株式会社テクモ 超硬合金製金型の直彫加工技術の確立
正木税理士行政書士事
務所

4588 30210259 和歌山県 橘電装工業株式会社
大型品・重量物対応の塗装前処理ライン設備の導入による生産性向上
と受注拡大計画

商工組合中央金庫　和
歌山支店



4589 30210260 和歌山県 有限会社阪和熱工
熱処理後の金属チューブをオンラインで小口径で巻取る自動機械の開
発

商工組合中央金庫　和
歌山支店

4590 31210056 鳥取県 株式会社ウメカワ 建設機械用高機能、高信頼性マルチコントロールバルブの研究開発
鳥取県西部商工会産業
支援センター

4591 31210058 鳥取県 鳥取旭工業株式会社 高品質、高速亜鉛めっきプロセスの構築 鳥取県産業振興機構

4592 31210059 鳥取県 岡本鋸加工所 ステライト・ハイス溶着の自動化
鳥取信用金庫　湖山支
店

4593 31210062 鳥取県 有限会社山陰クリエート 廃棄、異物混入プラスチックの再原料化開発
山陰合同銀行　皆生通
支店

4594 31210063 鳥取県 株式会社アクトエンジニア 新型マシニングセンター（MC）導入による高精度化、短納期化の実現 アイクス税理士法人

4595 31210066 鳥取県 株式会社フジ電機 アーケード用LED照明の試作開発
鳥取県東部商工会産業
支援センター

4596 31210067 鳥取県 有限会社前田水産
生紅ズワイガニの高鮮度流通を可能とする新たな氷温処理システムの
開発

山陰合同銀行　境港支
店

4597 31210068 鳥取県 アロー産業株式会社 高輝度・低コストワンコアモジュールの量産化 岸本信一税理士事務所

4598 31210069 鳥取県
光電気通信システム株式会
社

信頼性の高いLED照明用電源装置回路の量産開発
山陰合同銀行　米子西
支店

4599 31210072 鳥取県 株式会社永井電機工業所
型鋼とパイプの組み合わせ加工による、軽量で剛性の高い筐体の試
作・開発

アイクス税理士法人

4600 31210076 鳥取県 株式会社明治製作所 熱間中空鍛造品の中空部の全自動検査装置の開発 鳥取県産業振興機構

4601 31210077 鳥取県 ユーシー産業株式会社 試作開発専用ラインの設備増設による製品開発の上市スピードの強化 鳥取銀行　大阪支店

4602 31210078 鳥取県 イナバゴム株式会社 シリコーンゴム成形品の残留低分子シロキサンカット技術の確立 鳥取銀行　大阪支店

4603 31210081 鳥取県
株式会社千代エンジニアリン
グ

プレス技術の高精度化　【生産プロセス強化型】
商工組合中央金庫　鳥
取支店

4604 31210087 鳥取県 株式会社吉谷機械製作所 新型消防ポンプ操作モニターの試作と装着車両の製作
中尾修治郎税理士事務
所

4605 31210090 鳥取県 株式会社ベルシステム
リモコン機能を備えた調光・調色可能な電源の開発とそれを活用した
ショーケース用LED灯具の開発と試作

岸本信一税理士事務所

4606 31210093 鳥取県 株式会社ササヤマ
ワイヤーカット放電加工の高速化及び高精度化による自動車産業向け
大型金型短納期製作

山陰合同銀行　鳥取営
業部

4607 31210096 鳥取県 株式会社田中鉄工所 切削加工の高度化とイノベーションを取り入れた生産プロジェクト 鳥取銀行　鳥取東支店

4608 31210097 鳥取県 協同電子株式会社 プリンター用省エネ型トナー定着ヒーターの開発 鳥取県産業振興機構

4609 31210104 鳥取県 山本印刷株式会社 高性能印刷機導入による生産プロセス強化・短納期化計画 株式会社安西事務機

4610 31210107 鳥取県 株式会社テクノメタル 大径薄肉ハブの量産に必要な設備の導入と機械加工技術の開発 鳥取県産業振興機構

4611 31210108 鳥取県 太洋住研ホーロー株式会社 厚板を用いた高機能ホーロー鍋の開発
山陰合同銀行　鳥取営
業部

4612 31210109 鳥取県 トータルテクノ株式会社 プログラマブルなカラーLED投光機システムの開発 鳥取県産業振興機構

4613 31210110 鳥取県 デンバジャパン株式会社
原付バイク用トレーラーの積載量増と高速走行を可能とする締結装置
の試作開発

山陰合同銀行　鳥取営
業部

4614 31210112 鳥取県 福羅酒造株式会社 テーラーメイド醸造技術の開発とオンデマンド醸造サービスの構築
鳥取県中部商工会産業
支援センター

4615 31210113 鳥取県
株式会社松村合金ダイス研
究所

簡単位置決めが出来る、ストレートヘッドユニットの開発 東大阪商工会議所

4616 32210050 島根県 有限会社浜崎電機工業所 船舶用配電盤・制御盤の製造効率向上と短納期化
山陰合同銀行　松江駅
前支店

4617 32210051 島根県
株式会社光和インターナショ
ナル

コーワライティングシートの生産プロセス強化・小口化による、製造能力
向上事業

さわやか信用金庫　北
馬込支店

4618 32210055 島根県
株式会社石見銀山生活文化
研究所

自然酵母「梅花酵母」の有効利用のための培養技術の確立 しまね産業振興財団



4619 32210058 島根県 松江電装株式会社 産業機器用小型軽量化ブラシレス直流モーターの試作開発
商工組合中央金庫　松
江支店

4620 32210060 島根県 株式会社浅野歯車製作所 小型高性能ギアモータ用ケースの量産切削加工技術の確立 しまね産業振興財団

4621 32210061 島根県 株式会社フクテコ 一貫生産体制の強化のための最適加工生産技術開発 しまね産業振興財団

4622 32210065 島根県 曽田鉄工有限会社 形鋼曲げ加工における生産性の向上及び高品質加工体制の構築 安達税理士事務所

4623 32210066 島根県 株式会社福田本店SC アルミ加工システム導入による生産の強化並びに新製品開発 松江商工会議所

4624 32210067 島根県 株式会社アサヒサーテクノ 多層無電解めっき皮膜の硬化処理技術の開発 しまね産業振興財団

4625 32210070 島根県 株式会社誠和商会 設備増強と人員増強による効率的なフレキシブル生産体制の確立
商工組合中央金庫　広
島支店

4626 32210073 島根県 日段株式会社 新生産設備による段ボール製パレットの開発 安来商工会議所

4627 32210075 島根県 竹内電機株式会社 小規模研究機関向けパワーデバイス製造用MOCVD装置の試作開発 松江商工会議所

4628 32210076 島根県 有限会社丸須鐵工所 複合加工機の導入による受注対応力の増強と加工工程の統合効率化 斐川町商工会

4629 32210080 島根県 日東電装有限会社 マイコン基板加工組立工程の効率化及び新規取引先開拓の実現。
山陰合同銀行　松江駅
前支店

4630 32210082 島根県 株式会社キグチテクニクス CFRP積層構成検査の自動化 しまね産業振興財団

4631 32210086 島根県 株式会社志田原鉄工
1次加工ライン（孔明け・切断）の高速化・高精度化における市場の優位
性の確保

山陰合同銀行　益田支
店

4632 32210088 島根県 協栄金属工業株式会社
特殊軽量素材（アルミ、メッキ鋼板等）や大物長尺加工の精度保持溶接
技術の確立

しまね産業振興財団

4633 32210091 島根県 株式会社ウッドスタイル 竹材の表皮に無害で堅牢な塗装をするための技術開発 しまね産業振興財団

4634 32210092 島根県 丸高工業株式会社
食品製造メーカーの新商品開発を促す日本発の微圧蒸気発生装置の
開発

東出雲町商工会

4635 32210093 島根県 株式会社オービット
切削加工の工程集約による、高精度化・短納期化実現のための生産プ
ロセス強化

池田泉州銀行　住道支
店

4636 32210094 島根県 株式会社シバオ 洋風建築物用役物瓦並びに台湾向け古来型軒瓦の試作開発 大田商工会議所

4637 32210096 島根県 朝田金属工業株式会社
世界最小インフレーター用金属プレス部品（クロージャー）の開発～生
産

南都銀行　大阪支店

4638 33210258 岡山県 株式会社福森商会 建機のピン穴修繕作業の自動化計画 中国銀行　玉支店

4639 33210260 岡山県 有限会社南野製作所
NC工作機械メーカー、材料供給メーカー等と共同開発した「NC複合自
動旋盤」の導入による新たな事業分野への進出及び雇用の創出

つくぼ商工会

4640 33210261 岡山県 株式会社林ケミック 医薬・食品工場用シール材製造の自動化 中国銀行　玉支店

4641 33210263 岡山県 平松精工有限会社 小物プレス一貫生産の確立のための60ｔリンクプレス機の導入 岡山西商工会

4642 33210264 岡山県 共立コーテック株式会社 粉体塗装事業への参入 玉島信用金庫　東支店

4643 33210265 岡山県 真鉄工株式会社
CNC旋盤での新たな加工技術の開発による、海外流出した受注の奪還
事業

つくぼ商工会

4644 33210267 岡山県 株式会社イーアールディー 小信号トランジスタ及び大電流テスタ試作開発 岡山県産業振興財団

4645 33210268 岡山県 株式会社エムケイクラフト 耐薬品・粉塵・塩害対策型LED証明の製造販売事業 おかやま信用金庫

4646 33210270 岡山県
富士アイ、エム、シー株式会
社

短納期・低コスト生産によるプラスチックの新製品（釣り用品収納ケース
マット・釣り竿保護結束用具）の提案

公益財団法人岡山県産
業振興財団

4647 33210271 岡山県
岡山中尾フィルター工業株式
会社

高性能レーザー自動裁断機の導入による微粒子対応立体加工ろ過布
の開発

商工組合中央金庫梅田
支店

4648 33210272 岡山県 花田工業株式会社 最新鋭大型プラスチック成形機導入
公益財団法人岡山県産
業振興財団



4649 33210277 岡山県 株式会社コスモ情報システム
パワーアシスト技術を応用した動作支援装置（アシストスーツ）の開発・
試作

公益財団法人岡山県産
業振興財団

4650 33210279 岡山県 株式会社三矢鉄工所 小型NC旋盤導入による金属加工品の品質向上及び低価格化 中国銀行

4651 33210283 岡山県 セイテック株式会社 徘徊者位置情報収集システム（徘徊24『ツーホー』） 岸本　充博

4652 33210284 岡山県 有限会社大森工作所
試作品共同開発と切削加工技術の強化による国内自動車部品メーカー
競争力向上への貢献

赤磐商工会

4653 33210286 岡山県 株式会社サンアート 天然染料に拘り、まったく新しい工程を用いた柿渋染色の生産事業 児島商工会議所

4654 33210287 岡山県 株式会社ダイシン機工 複合旋盤導入による試作品開発能力の拡大と多品種少量生産の拡充 中国銀行　笹沖支店

4655 33210288 岡山県 ダイシン電機株式会社 自社ブランドのスイッチギヤ開発で小回りの効いたカスタム製品の提供 岡山商工会議所

4656 33210290 岡山県 キミセ醤油株式会社
諸味塩分低減化醤油の開発、アルコール無添加醤油の開発、および有
料乳酸菌添加によるアミン対策の実現

岡山南商工会

4657 33210291 岡山県 ブランケネーゼ株式会社 微細振動プレート付き、家庭用自動・たこ焼器の開発事業。 中国銀行　日本原支店

4658 33210294 岡山県 矢部被服株式会社 CAM導入による作業の効率化と事業の拡大について
玉島信用金庫　水島支
店

4659 33210295 岡山県 ナビック株式会社
大型マシニングセンタの導入による、市場ニーズに対応した社内一貫生
産計画

中国銀行　西大寺支店

4660 33210297 岡山県 有限会社グリーンサム 高付加価値農産物の生産性向上栽培プラントの試作開発 三宅修税理士事務所

4661 33210298 岡山県 内山工業株式会社 「スライスカット工法」によるガスケット製造の研究開発
岡山総合会計税理士法
人

4662 33210300 岡山県 株式会社瀬戸内クラフト
可動式高出力YAGレーザー溶接機の導入による、高精度・短納期化の
実現と大型金型補修・出張溶接分野への進出により、ニッチ市場での事
業拡大を目指す。

瀬戸内市商工会

4663 33210301 岡山県 株式会社まさなみ鉄工
人体に影響の無い安全な小径ユニット型殺菌装置「キンコロリン」の開
発

税理士法人ユニオン

4664 33210302 岡山県 有限会社トラスティ コスト削減・品質向上のための大型電動型サーボ射出成形機の導入 岡山県商工会連合会

4665 33210304 岡山県 株式会社明治機械製作所 長ねぎ調整作業における省力装置（調整機）の開発
公益財団法人岡山県産
業振興財団

4666 33210305 岡山県 キプロ株式会社 新型バンドソーBKS導入による継続的受注の強化 中国銀行　井原支店

4667 33210306 岡山県 株式会社辻本店 空調設備導入による品質向上、付加価値づくりとリードタイムの短縮化 トマト銀行

4668 33210315 岡山県 山下産業株式会社
短納期オーダーメイドシャツが可能な先進的服飾工場への設備更新事
業

トマト銀行

4669 33210316 岡山県
コーセーエンジニアリング株
式会社

筐体製造の内製化による配電盤生産能力の拡大 おかやま信用金庫

4670 33210318 岡山県 株式会社辺本
コンピュータ編機導入による染色と融合した高付加価値編物のカジュア
ルウエアの生産販売

公益財団法人岡山県産
業振興財団

4671 33210319 岡山県 勝栄金属工業株式会社
高速・高精度加工機を導入して機械加工から梱包まで一貫作業を行う
ためのシステム構築

中国銀行　西大寺支店

4672 33210320 岡山県 横山製網株式会社
「合成繊維漁網糸の工場内廃棄削減」沿岸海域で仕様される漁網の多
品種少量生産対応可能な体制の構築

公益財団法人岡山県産
業振興財団

4673 33210321 岡山県 株式会社岡山機型製作所 5軸加工機による生産プロセス強化および他業種受注拡大
公益財団法人岡山県産
業振興財団

4674 33210322 岡山県 有限会社備前精機
3次元CAD/CAMと5軸マシニングセンタの同時導入による高精度・短納
期化の実現と、新たな事業分野への進出と受注の拡大を目指す。

瀬戸内市商工会

4675 33210324 岡山県
株式会社藤岡エンジニアリン
グ

軽金属部品の試作加工技術の確立 中国銀行

4676 33210326 岡山県 株式会社アイメックス 低温定着トナーの開発・事業化 横浜銀行　平塚支店

4677 33210327 岡山県 株式会社福山鉄工所
計測機器用の精密金属加工品の多品種少量、短納期化に対応するた
めの設備導入

岡山県産業振興財団

4678 33210329 岡山県 株式会社藤岡製作所
「セラミック（窒化アルミ）粉末射出成形技術と精密金型製造技術を利用
した量産焼結技術の確立」

中国銀行　落合支店



4679 33210330 岡山県 株式会社ニシキ金属 万能成形加工&荷重/変位測定機の製作 岡山県産業振興財団

4680 33210331 岡山県 嘉美心酒造株式会社
日本酒造りの為の温度環境の改善による高品質化と「冷蔵びん貯蔵」
導入による高付加価値化

岡山県産業振興財団

4681 33210332 岡山県 株式会社すえ木工 研磨ロボットの活用による製品競争力の向上 津山商工会議所

4682 33210333 岡山県 株式会社ヤマサキ ベビーベッドの多品種小ロット、短納期化に対応するための設備投資 岡山県産業振興財団

4683 33210336 岡山県 株式会社新生工業
高速マシニングセンタ導入と3D造形プリンタの活用による低コスト金型
の開発と短納期化

岡山県産業振興財団

4684 33210338 岡山県
有限会社守安ハウジングパー
ク

コンクリートのひび割れ防止溝の形成（みぞっこ）の改良開発 岡山商工会議所

4685 33210339 岡山県 ジーエス縫製株式会社
多品種・短納期・小ロット化に対応したスポーツウェア縫製システムの構
築

中国銀行　総社支店

4686 33210340 岡山県 オーエム機器株式会社 商品開発期間の短縮と小ロットに対応できる生産設備強化 岡山県産業振興財団

4687 33210342 岡山県
株式会社渡辺ビニール化学
工業所

溶接部門の新規立上げによる樹脂コーティング製品の一貫生産体制の
構築

岡山県産業振興財団

4688 33210344 岡山県 川上工業株式会社
離型剤塗布装置を水溶性から油性用に設備改善することによる表面粗
度、表面欠陥の改善

岡山県産業振興財団

4689 33210345 岡山県 株式会社エース 医療機器部品等における試作納期の短縮及び高精度化への対応 岡山県産業振興財団

4690 33210346 岡山県 中国精油株式会社
高融点、高粘度LED封止材原料精製の為の薄膜蒸留装置高融点対応
改善

おかやま信用金庫

4691 33210348 岡山県 有限会社頼鉄工所
流体軸受けタイプCNC円筒研削盤増設による面粗度改善と高能率化、
増産体制の確立

岡山県産業振興財団

4692 33210349 岡山県 株式会社ニシモト 三次元測定器導入による一貫生産体制の確立と競争力強化 岡山県産業振興財団

4693 33210351 岡山県 株式会社セイコー電機製作所
3D CAD導入による板金工程の合理化・パターン化を嚆矢とした工程革
新、さらには営業から出火までの短期納品体制の強化・確立

つくぼ商工会

4694 33210356 岡山県 サンエール株式会社 新型YAGレーザー溶接機による溶接技術開発、及び事業拡大 伊予銀行　岡山南支店

4695 33210358 岡山県 クロキ株式会社
プリント・コーティングを用いたデニムシルケット加工素材の開発とともに
研究データの蓄積、本番生産の合理化、顧客サービスの為、のでr-田
のIT化を進め、開発から販売後のアフターケアまでの迅速な対応ができ

中国銀行　井原支店

4696 33210359 岡山県
堀金属表面処理工業株式会
社

マグネシウム合金の金属調（透明膜）塗装下地化成処理の試作開発 静岡銀行　大東支店

4697 33210360 岡山県 木庭金属工業株式会社
放熱板の放熱効果を高める設置面積が広く直角度の高いプレス金型の
加工技術の開発

商工組合中央金庫　岡
山支店

4698 33210362 岡山県 株式会社松本 食品保管・流通容器用の竹皮用保冷機能付薄板の開発と容器試作
岡山総合会計税理士法
人高梁事務所

4699 33210365 岡山県 林ロザイ株式会社
実機性能評価を中心とした顧客毎に最適なオーダーメイド耐火物製造
システムの構築

岡山県産業振興財団

4700 33210366 岡山県 株式会社ツラジマ 珪砂（レジンサンド）の流動、凝固解析 水島信用金庫

4701 33210370 岡山県 作新化成株式会社
超高分子量ポリエスチレンとゴムの一体成型技術を活用した自社製品
開発

岡山県産業振興財団

4702 33210371 岡山県 有限会社田中製作所
レーザ・パンチ複合機の導入による板金加工製品の短納期化・低コスト
化

つくぼ商工会

4703 33210372 岡山県 株式会社ホリグチ
3次元CADシステムと試作品製作用工作機を組み合わせた多品種・少
量受注生産における試作品開発の短納期化・低コスト化

真備船穂商工会

4704 33210374 岡山県 株式会社フジワラテクノアート
高機能溶接ロボットシステム導入による大型醸造機械の短納期・大量
生産体制の確立

岡山県産業振興財団

4705 33210376 岡山県 株式会社ユーテック 鉄道車両用ブレーキ部品の耐久試験装置開発と評価 岡山県産業振興財団

4706 33210377 岡山県 ノーテープ工業株式会社
溶剤脱揮手法によるタッチパネル用ホットメルト粘着剤の製造設備の改
良

大阪東信用金庫　本店
営業部

4707 33210382 岡山県 丸三化学工業株式会社
リサイクルPPバンド製造における再生原料の自社生産のためのリペ
レット装置の試作開発

岡山県産業振興財団

4708 33210383 岡山県 株式会社コニック 旋盤マシニング複合加工機導入による生産性向上と製造コストの低減 みまさか商工会



4709 33210384 岡山県 株式会社岡山ウイング
一括生産システム確立による住宅構造体加工の高効率化・高精度化実
現

岡山県産業振興財団

4710 33210386 岡山県 山陽精機株式会社 鋼管切断・両端仕上一貫工程化設備開発 岡山西商工会

4711 33210388 岡山県 株式会社北村製作所 体内装着器具樹脂（プラスチック）試作品の短納期、低コスト化 岡山県産業振興財団

4712 33210389 岡山県 株式会社スズキ麺工
部品内製化による生産性の向上及び、製麺機における付加価値の向
上

岡山県産業振興財団

4713 33210393 岡山県 有限会社馬場商店 独自の発酵技術を使用した、米を使った新しいスイーツソースの開発 岡山商工会議所

4714 33210398 岡山県 大西鉄工株式会社
BTA式深穴専用機を用いた難削材の加工技術の開発と生産体制の構
築

中国銀行　宇野支店

4715 33210399 岡山県 株式会社竹田鉄工所
超大型装置部品製造用の可変角度切断技術高度化のための新規装置
開発戸と導入設置

中国銀行　日生支店

4716 33210403 岡山県 株式会社イワキ工業 自動車向け次世代製品の試作開発及び量産化を目的とした設備投資 中国銀行　　総社支店

4717 33210405 岡山県 中原鉄工株式会社
難切削材スーパーインバー（超不変鋼）を用いたレーザー発振器の基
幹部品の試作開発

岡山県産業振興財団

4718 33210406 岡山県 株式会社AGK製作所
新規高性能3次元CAD及び3次元スキャナ導入による鋳造コア商品金型
の短納期化と付加価値向上による競争力強化

岡山県産業振興財団

4719 33210408 岡山県 山陽鋳機工業株式会社
海洋開発向け5軸工作機械導入による低コスト・短の言う気・多品種へ
の対応

百十四銀行　玉野支店

4720 33210410 岡山県 有限会社ニイヨンイチ 「快適性・機能性・ファッション性」を兼ね備えたオリジナル病衣の開発 トマト銀行

4721 33210412 岡山県 アサゴエ工業株式会社
高糖度分析装置導入による、コストダウン、品質向上および性能向上に
おける競争力の強化

岡山県産業振興財団

4722 33210413 岡山県 メディエリアサポート企業組合
当社オリジナル開発製品『”筋電計”EMGマスター』有線仕様の試作開
発

岡山県産業振興財団

4723 33210414 岡山県 日東酵素株式会社
岡山県産黒豆（作州黒）を使用した、テンペ菌発酵による簡易に食せる
発酵食品及び発酵御調味液食品の開発・販売

岡山商工会議所

4724 33210415 岡山県
株式会社希少金属材料研究
所

Zn微粉末の上市に向けた製造技術の確立 岡山県産業振興財団

4725 33210416 岡山県 岡山大東電機工業株式会社 ペット用軽量電気バリカン（小型刃）の試作開発 岡山県産業振興財団

4726 33210418 岡山県 芦田産業株式会社 ボトルネック工程の自動化による生産プロセスの強化とコスト削減計画 作州津山商工会

4727 33210420 岡山県 橋本義肢製作株式会社 高齢者、子供の足の健康を守るインソール増産システムの導入 岡山県産業振興財団

4728 33210423 岡山県 花田食品株式会社
高果汁添加スティックゼリー参入に向けた製品開発と量産製造ラインの
構築

玉島信用金庫　本店営
業部

4729 33210425 岡山県 岡田精工株式会社 ニッチな製品製造による多品種少量生産体制の構築計画 トマト銀行

4730 33210427 岡山県 有限会社松下鉄工所 多品種少ロット鋳物中子製作における後工程の見直しによる短納期化 中国銀行　水島東支店

4731 33210428 岡山県 豊和株式会社
自動裁断システムとレーザー加工機連携によるジーンズ加工の高効率
化

岡山県産業振興財団

4732 33210431 岡山県 株式会社ブックス 「正本プロセス超高速化＆高品質化による競争力強化」事業
商工組合中央金庫　岡
山支店

4733 33210433 岡山県 株式会社井原アルナ 伝統の技とNCルーター導入により小ロット多品種の短納期生産の実現 笠岡信用組合

4734 33210434 岡山県 株式会社ウイル
耐硫化腐食に特化した現地施行で有効な高機能性被膜と溶射法の開
発

中国銀行　平島支店

4735 33210437 岡山県 グリーンツール株式会社 超短納期・低コストに対応した高精度再研削自動化システムの開発 岡山県産業振興財団

4736 33210441 岡山県 株式会社仁科マテリアル
オーダーメイド合成技術を用いて用途に最適な酸化グラフェンを試作開
発する

岡山県産業振興財団

4737 33210442 岡山県 株式会社モリタビルド
機械式てっきん定着製造装置の導入によるてっきん麹の効率化と短納
期化の実現

株式会社アルマ経営研
究所

4738 33210444 岡山県 株式会社精電社 薄肉・精密板金部品の溶接能力向上により、新規分野の受注増額計画 中国銀行　玉支店



4739 33210449 岡山県 株式会社ヒノキ
太陽熱と風を利用した省エネ乾燥による工業原料木粉の低コスト化と用
途拡大

トマト銀行

4740 33210455 岡山県 鷹取醤油株式会社 レトルト殺菌技術の活用による新商品開発への取り組み 馬場輝税理士事務所

4741 33210456 岡山県 株式会社武田製玉部 少量多品種の含気包装食品における弱真空での含気率の均一化 岡山県産業振興財団

4742 33210458 岡山県 株式会社徳山電機製作所
『自動配線加工機』の導入による新たな配電盤製造システムを構築し、
自動化のノウハウを取得し、普及型自動配線加工機の共同開発を目指
す。

岡山県産業振興財団

4743 33210462 岡山県 長尾鉄工株式会社 大型加工機による減速機械ケーシングなどの高精度・高速加工
株式会社アルマ経営研
究所

4744 33210469 岡山県 中川電機株式会社 バランシングマシン導入による保守技術の向上・短納期化の実現
水島信用金庫　連島支
店

4745 33210470 岡山県 日本綿布株式会社
「感性」ニーズに対応したものづくり革新～超付加価値デニムの試作開
発～

中国銀行　井原支店

4746 33210472 岡山県 弘化産業株式会社 『サイディングプレカット』事業進出に向けた試作開発への取り組み 水島信用金庫

4747 33210480 岡山県 井原精機株式会社 低温環境下での低トルク対応樹脂シートの開発 百十四銀行　総社支店

4748 33210486 岡山県 山崎研磨メッキ有限会社 無電解ニッケルめっき処理及びリン酸マンガン処理の社内構築 岡山県産業振興財団

4749 33210492 岡山県
岡山県新規需要米生麺協同
組合

小麦アレルギー対応/乳酸発酵を施した玄米粉麺量産設備の設置 岡山県産業振興財団

4750 33210494 岡山県
セリオデベロップメント株式会
社

産業用ロボット向け回転角度センサー開発 岡山県産業振興財団

4751 34210279 広島県 株式会社テイケン
トイシ製品（研削砥石）の大幅な短納期化を可能にする一貫生産体制の
構築

伊予銀行　呉支店

4752 34210280 広島県 株式会社三平工作所
大型ベンディングローラー導入による大型円柱形金属部品の一貫生
産・一括管理体制の構築

伊予銀行　尾道支店

4753 34210287 広島県 江波鉄工株式会社
航空機胴体パネル製造における競争力強化を目的とした生産管理プロ
セスの構築

広島市信用組合　本部

4754 34210288 広島県 楠原壜罐詰工業株式会社 大型タンクを必要としない液体ブレンディングシステムの開発 伊予銀行　広島支店

4755 34210289 広島県 山陽染工株式会社 インディゴ染の多段階落ち抜染開発事業 中国銀行　福山支店

4756 34210290 広島県 株式会社アイシン産業
全自動テーブル式水平裁断機導入による短納期・低コスト化と加工精
度の高度化計画

山口銀行　福山支店

4757 34210291 広島県 ハイドロラボ株式会社 多品種の重水素化合物の生産を可能にする化学合成装置の開発 広島銀行　西条支店

4758 34210292 広島県 藤元建設工業株式会社
ライフサイクルコスト削減のエース“ガードレール清掃塗装機”の試作開
発

公益財団法人ひろしま
産業振興機構

4759 34210293 広島県 株式会社制電社 傾向管理手法を用いた遠隔地設備データ管理システムの試作開発 中国銀行　福山南支店

4760 34210295 広島県 株式会社ノーブルウイング 学生服縫製の小ロット・短納期化を可能とする設備導入計画
広島銀行　福山手城支
店

4761 34210300 広島県 株式会社青木鐡工 ダイカスト用金型ホルダーの機械加工効率向上計画 中国銀行　新市支店

4762 34210303 広島県 株式会社濱田製作所 溶接技術の高度化によるロータリーキルンの生産プロセスの強化 広島銀行　広支店

4763 34210305 広島県 株式会社西本
整備Gr・加工Grと協働した研磨Ｇｒへの精密内面研削盤の導入による生
産体制の強化

呉信用金庫　海田支店

4764 34210306 広島県 株式会社明和工作所
大型歯車の面取り(チャンファリング)工程を自動化して安全に、品質の
向上と作業時間の短縮を目指した装置の開発

商工組合中央金庫　福
山支店

4765 34210309 広島県 株式会社アンリックス
ベンディングマシン導入による品質向上と効率化による多品種少量製
品への短納期対応

商工組合中央金庫　福
山支店

4766 34210312 広島県 株式会社アシナ
｢染め加工｣＋｢オゾン式洗い加工｣の融合化技術の確立による高付加
価値綿製品の試作開発

広島県商工会連合会
福山北商工会

4767 34210313 広島県 株式会社アスティ
深曲げ対応プレス機導入による筐体製作の納期・コスト改善及び品質
向上

小倉　幸二　小倉幸二
税理士事務所

4768 34210314 広島県 株式会社京泉工業 多目的形鋼加工機の導入による船舶用梯子の一貫生産体制の構築
広島県商工会連合会
尾道しまなみ商工会



4769 34210321 広島県 有限会社下垣内工業 高精度、短納期、複雑形状に対応可能な生爪加工技術の確立 もみじ銀行　府中支店

4770 34210323 広島県 有限会社ナムックス 自動柄合わせシステムを搭載した自動裁断機の試作開発
大立　稔　大立稔税理
士事務所

4771 34210324 広島県 株式会社アイルネット 高性能導光板設計CADシステム開発と設計・製造の標準化
もみじ銀行　福山中央
支店

4772 34210326 広島県 山陽電気工業株式会社 分割型零相変流器（漏電センサー）生産システムの開発
商工組合中央金庫　福
山支店

4773 34210329 広島県 ラボテック株式会社 無人イノシシ侵入防止システムの開発 広島銀行　五日市支店

4774 34210331 広島県 株式会社オキ 有機農業に適した微生物土壌改良材の製造ラインの増強 広島銀行　松永支店

4775 34210336 広島県 タカノブ食品株式会社 自動パック包装機導入による生産体制強化計画
税理士法人田邉会計事
務所

4776 34210337 広島県 株式会社松岡製作所 システムキッチンのステンレスキャビネット製造工程構築
税理士法人安部事務所
税理士法人安部事務所

4777 34210339 広島県 株式会社広エンジニアリング 超高張力鋼板に対応した高精度プレス金型の短納期化 成和税理士法人

4778 34210341 広島県 萬国製針株式会社 手芸・医療用等の極細針の量産技術開発
株式会社翼コンサルティ
ング

4779 34210344 広島県 エス・エス・アロイ株式会社
高圧・高速・高精度を実現する大型サーボモータプレス式通電熱加工焼
結装置の試作開発

東広島商工会議所

4780 34210349 広島県 株式会社光栄工作所 小径長軸加工専用NC旋盤の導入による、生産効率の改善 呉信用金庫　音戸支店

4781 34210351 広島県 株式会社TODA 次世代自動測定検査治具の開発 もみじ銀行　大州支店

4782 34210355 広島県 有限会社森川製針 業界初のビーズ調ガラス待針玉付機の開発と商品化
広島県商工会連合会
呉広域商工会

4783 34210356 広島県 株式会社シャルル 射出成形設備導入による新商品の生産体制の強化
井上　徹　井上徹税理
士事務所

4784 34210358 広島県 株式会社オーエイプロト
熱可塑性炭素繊維複合材料(CFRTP)のプレス加工による量産技術の
開発

もみじ銀行　西条支店

4785 34210359 広島県 有限会社四辻製作所 CNCフライス盤導入における多品種少量加工体制の強化 もみじ銀行　因島支店

4786 34210361 広島県
光華プラスチック工業株式会
社

スーパーエンプラ精密成形品の安定的な省資源成形と迅速確実な計測
の実現

公益財団法人ひろしま
産業振興機構

4787 34210362 広島県 三興化学工業株式会社
製薬工場で医薬品の試作・試験に使用されているアイソレーター用手袋
の開発（*アイソレーターとは薬品の試作や微生物・細胞関連の試験用
に使用されている無菌環境保持装置のこと）

大竹商工会議所

4788 34210364 広島県 マナック株式会社
低コスト化を可能とする反応性オリゴマーを用いたポリイミド成形板の開
発

公益財団法人ひろしま
産業振興機構

4789 34210365 広島県 株式会社エイアールテック 生体情報センサー回路モジュールの開発・製造 広島銀行　西条支店

4790 34210366 広島県 株式会社ワイザーリンケージ 5軸加工機導入による生産ラインの改善とCFRP切削加工技術の確立
しまなみ信用金庫　本
部

4791 34210369 広島県 太洋電機産業株式会社 NC旋盤の設備増強による生産強化
商工組合中央金庫　福
山支店

4792 34210371 広島県 旭紙管工業株式会社
NCを活用した最新式の紙管製造機を導入して原紙の位置決め精度を
高め、大幅な生産性の向上を図る。

広島信用金庫　観音支
店

4793 34210372 広島県 有限会社後藤技研
三次元CAD/CAMと高速同時4軸加工のMC導入で、試作品や多品種小
ロット品の、低コスト、短納期対応

もみじ銀行　府中支店

4794 34210374 広島県 有限会社好登
3Dスキャナと3Dプリンター導入による金属切削加工部品の短納期化と
開発コストの削減

呉信用金庫　海田支店

4795 34210375 広島県 環境保全株式会社
乾・湿切替吸引装置導入によるコスト削減と複数技術の一体化による
競争力強化

呉信用金庫　郷原支店

4796 34210376 広島県 シンワ株式会社 熱板成形機の導入による一貫生産体制の強化事業 中国銀行　神辺支店

4797 34210377 広島県 有限会社沖原鉄工所
4軸立形マシニングセンタ導入による、搬送機械部品の切削加工の高速
化と生産プロセスの効率化

村崎　あきら　村崎あき
ら税理士事務所

4798 34210378 広島県 株式会社イワモト
高性能ワイヤ放電加工機導入による金型製作の高品質・短納期・低コ
スト化

広島銀行　八本松支店



4799 34210380 広島県 有限会社寿産業
多目的形鋼全自動加工機導入によるメガソーラーシステム架台加工の
増産・合理化計画

広島県商工会連合会
三次広域商工会

4800 34210383 広島県 株式会社寺田鉄工所 太陽熱温水器の検査設備開発・導入による市場シェアの拡大
公益財団法人ひろしま
産業振興機構

4801 34210384 広島県 宝剣酒造株式会社 生酒瓶詰ライン新設による“しぼりたて生酒”生産技術の高度化事業 呉信用金庫　仁方支店

4802 34210385 広島県 藤鉄工業株式会社
超高精度加工機による（クリアランスゼロ目標）金型の実現と大幅な短
納期化

山口銀行　福山支店

4803 34210386 広島県 有限会社ITOテクノ
“厚皮柑橘等（夏柑、八朔等果肉の厚い柑橘類）の半自動皮むき機開
発”

広島県商工会連合会
三原臨空商工会

4804 34210387 広島県 株式会社小葉竹製作所 8インチチャックのNC旋盤及びDNC導入による高精度・短納期化の実現 中国銀行　福山南支店

4805 34210389 広島県 株式会社呉英製作所 UVインクジェット法による即乾性でデザイン性豊なプリント印刷
もみじ銀行　広中央支
店

4806 34210390 広島県 花岡鉄工株式会社
ローリングマシンの導入による特殊ボルトのネジ転造の生産能力強化
及び品質向上の実現

呉信用金庫　音戸支店

4807 34210391 広島県
株式会社西日本グリーンメン
テナンス

地中埋設アンカー鋼棒の根入れ長・健全性を非破壊で調査するシステ
ムの開発

広島銀行　横川支店

4808 34210392 広島県 有限会社中村金襴工場 金襴緞子（伝統技術）から高機能新素材の開発 広島銀行　福山北支店

4809 34210394 広島県 株式会社広島メタルワーク CAD/CAMシステムの拡充による多品種少量・短納期生産体制の構築
広島信用金庫　土橋支
店

4810 34210396 広島県 株式会社安芸テクノス
自動車用プラスチック金型のより高品質化、短納期化、低コスト化を目
指すシステムの強化

広島銀行　熊野支店

4811 34210399 広島県 三和製作株式会社
チェーンガイドの表面性状改善・時間短縮を実現する為のマシニングセ
ンター導入

商工組合中央金庫　福
山支店

4812 34210400 広島県 株式会社マルニ木工
五軸同時制御の切削機械導入と木製家具製造への応用技術確立によ
る開発・生産体制の強化

広島県信用組合　廿日
市支店

4813 34210401 広島県 有限会社河相工業 ロウ付け技術習得によるブレーカー部品の新規受注生産事業
広島県商工会連合会
神石高原商工会

4814 34210403 広島県 吉舎工業株式会社 自動化設備導入による夜間の無人運転及び高品質な金属溶接の実現 広島銀行　十日市支店

4815 34210404 広島県
株式会社テクノドライブエック
ス

EV用急速充電器の管理決済端末の開発
もみじ銀行　広島中央
支店

4816 34210407 広島県 株式会社みつぎ被服 高品質・小ロット・短納期に特化した縫製ラインの構築
須山　宏行　須山宏行
税理士事務所

4817 34210408 広島県 株式会社奥屋製作所 受注製品管理システム導入によるリードタイム短縮と生産効率の向上 広島銀行　八本松支店

4818 34210409 広島県 株式会社フクトクダイヤ 自動車用エンジン・ミッション関係部品の精密検査具高精度化事業
もみじ銀行　廿日市支
店

4819 34210410 広島県 かなわ水産株式会社 「殻付きかき」の「むき身作業」の高効率・高生産性体制の確立 呉信用金庫　江能支店

4820 34210411 広島県 JPテック株式会社
タブレット端末等に向けた大判フィルム貼付を可能にする装置の新規開
発

広島県商工会連合会
福山北商工会

4821 34210416 広島県 株式会社品川特殊製缶
NCプレスブレーキ導入による火力発電プラント用金属製伸縮継手の生
産能力強化

広島県商工会連合会
広島安佐商工会

4822 34210427 広島県 株式会社不動鐵工所
ワイヤー放電加工機の導入による高精度切削加工部品のリードタイム
短縮及びコスト削減

公益財団法人ひろしま
産業振興機構

4823 34210431 広島県 アトム株式会社 乾燥炉新設による手袋生産ラインの混流化 もみじ銀行　竹原支店

4824 34210432 広島県 広島化成株式会社 環境配慮及び高視認性付与 視覚障害者誘導用点字ブロックの開発
商工組合中央金庫　福
山支店

4825 34210436 広島県 中国ビー・エフ株式会社 下肢リハビリ用具開発 呉信用金庫　西条支店

4826 34210440 広島県 福山技研工業株式会社 鍛造品バリ取り工程の自動化によるコスト競争力の強化 広島銀行　駅家支店

4827 34210442 広島県
有限会社アサヒフィルタサー
ビス

吸排気の空気制御により陰陽圧の切替えを可能にする簡易式クリーン
ブースの試作開発

広島県商工会連合会
福山北商工会

4828 34210443 広島県 株式会社エフテックス
めっき加工の同一槽における多品種少ロット、多サイズへの対応と環境
に配慮した設備の導入

商工組合中央金庫　福
山支店



4829 34210444 広島県 日本機器開発株式会社 バレル研磨機の開発・製作、石に替わるバレル媒体の開発・製作 山口銀行　福山支店

4830 34210446 広島県
株式会社ジャパン・エンジニア
リング・ワークス

高効率ナイフエッジ専用加工機の導入による生産能力増強 広島銀行　本川支店

4831 34210447 広島県 カイハラ産業株式会社 新しい機能性デニムの開発・提案によるデニム市場の新分野開拓 広島銀行　新市支店

4832 34210451 広島県 有限会社ナカシマレーザー ベンディング加工の高精度・高能率化に対応する加工体制の強化 中国銀行　神辺支店

4833 34210457 広島県 株式会社三協ゴム 射出成型機導入による生産能力のアップ
広島信用金庫　可部支
店

4834 34210459 広島県
有限会社クリスターコーポ
レーション

工業生産を効率化するバリアフリー型介護食専用調味料の試作 中国銀行　府中支店

4835 34210462 広島県 共同食品工業株式会社 高付加価値のフライ菓子製造に向けた新製造ラインの構築
商工組合中央金庫　広
島支店

4836 34210464 広島県
株式会社日本パーカーライジ
ング　広島工場

高効率誘導加熱式コーティング装置の開発
公益財団法人ひろしま
産業振興機構

4837 34210465 広島県 株式会社平本工業所
多品種精密小型機械部品の外観検査をより高効率化するマルチ画像
検査装置の開発と事業化

広島銀行　焼山支店

4838 34210466 広島県 東洋電装株式会社 レドックスフロー電池向け最適制御システムの開発・試作
広島信用金庫　緑井支
店

4839 34210468 広島県 花崎リボン株式会社
少量多品種に対応した細巾織物用インクジェットプリンターの試作・開
発。

中国銀行　神辺支店

4840 34210469 広島県 中国精螺株式会社 ネジキリ切削工具（TAP）の再使用を目指した専用工具の開発
村田　光男　村田中小
企業診断士事務所

4841 34210471 広島県 株式会社荒川 多機能型LED式トンネル照明の開発
公益財団法人ひろしま
産業振興機構

4842 34210472 広島県 備後撚糸株式会社
世界初！極細和紙糸でつくる40ゲージ編立機によるインナー製品の開
発

備後信用組合　芦田支
店

4843 34210473 広島県 有限会社織田鐵工所 生産ライン改善による生産性の向上と当社主導型試作受注体制の確立 もみじ銀行　府中支店

4844 34210475 広島県 竹原化学工業株式会社 不燃材を用いた超高難燃性プラスチックコンパウンドの開発 広島銀行　東城支店

4845 34210476 広島県 株式会社テクノクラーツ 酸化防止機構を具備した醤油容器の開発・試作
公益財団法人ひろしま
産業振興機構

4846 34210477 広島県 中国紙工業株式会社
主要原材料であるPEクロスの内製化と新規商品（カットテープ、養生
テープ等）の試作開発

中国銀行　尾道駅前支
店

4847 34210480 広島県 株式会社広島精機 新方式水田用除草機の開発
公益財団法人ひろしま
産業振興機構

4848 34210481 広島県 早苗電機株式会社
最新大型レーザー加工機導入による高品質・低価格精密板金加工の小
ロット・短納期化

もみじ銀行　福山中央
支店

4849 34210484 広島県 株式会社ハイエレコン
最新の近距離無線通信技術（NFC）を活用した学生出席管理システム
の開発

広島銀行　広島西支店

4850 34210485 広島県
山陽パッケージシステム株式
会社

小ロット・多品種の短納期化と精度向上に対応した、製品包装物流資材
の製造ラインの開発

商工組合中央金庫　福
山支店

4851 34210486 広島県 関西金属工業株式会社 最適の切断装置導入による筆金具の高品質化及び生産性改善
広島県商工会連合会
熊野町商工会

4852 34210487 広島県 広島第一ブロック協同組合 『新工法（乾式工法）によるブロックに替わる新製品の試作開発』
広島県商工会連合会
祇園町商工会

4853 34210490 広島県
株式会社クリアースペースデ
ザイン

電子タグを用いたニーズに対応するパーキングシステムの構築 中国銀行　東尾道支店

4854 34210498 広島県 株式会社木村工業
革新的アルミニウム鋳造法を用いた高強度・軽量化自動車用部品の試
作開発

呉信用金庫　広中央支
店

4855 34210503 広島県 チューリップ株式会社 レーザ加工機の導入による基板検査向け高精度特殊針の開発 もみじ銀行　三篠支店

4856 34210504 広島県 ヤマケン工業有限会社
航空機並びにそれに準ずる分野への進出に伴う設備投資及び技術開
発

中国銀行　府中支店

4857 34210505 広島県 三宅食糧工業株式会社 削り節の製造工程改善による高付加価値新商品の開発
広島信用金庫　土橋支
店

4858 34210507 広島県 株式会社タケシタ
自動車用精密軸物部品の試作品の短納期化を目指した一貫生産体制
の確立

山口銀行　呉支店



4859 34210511 広島県 有限会社サントイ 3Dモデル造形技術の導入による 生産プロセス等の強化
広島銀行　尾道栗原支
店

4860 34210513 広島県 株式会社橋川製作所 革新的な微細穴専用装置の導入による医療機器分野への本格的参入 有限会社兼子経営

4861 34210514 広島県 広島デコラ株式会社
屋外サインの耐候性を長期保証可能な印刷設備を導入し、信頼性を高
め受注拡大を目指す

楠　典子

4862 34210515 広島県
株式会社カスタムエンジニア
リング

1500トン油圧プレス機械導入による高張力鋼板製品の生産能力強化
夛田　功　夛田功税理
士事務所

4863 34210516 広島県 株式会社北洋本多フーズ 凍結及び真空技術を用いた凍結含浸法によるやわらか食の提供
商工組合中央金庫　福
山支店

4864 34210518 広島県 関西エックス線株式会社
石油貯蔵タンク補強部材溶接部近傍の外観検査用自走ロボットの試
作・開発

広島信用金庫　観音支
店

4865 34210522 広島県 吾興株式会社 自動車向け　高効率オイルフィルターの開発　及び　生産準備
広島信用金庫　祇園支
店

4866 34210523 広島県 新栄製砥株式会社 ガラス切断端面の超精密仕上用研磨砥石の開発
呉信用金庫　本店営業
部

4867 34210524 広島県 トラスト株式会社 金型技術の内製化による短納期・高品質化と低コスト化の実現 中国銀行　府中支店

4868 34210525 広島県 トラスト神石株式会社 2個取り金型が可能な鋳造機新設による生産能力向上 中国銀行　府中支店

4869 34210527 広島県 小池造船海運株式会社
ノンバラスト船を効率的かつ高精度で建造する為のブロック製造ライン
の構築

広島県商工会連合会
大崎上島町商工会

4870 34210528 広島県 株式会社サンワテクノス 3次元CADシステムの導入による配管設計の効率化
呉信用金庫　本店営業
部

4871 34210529 広島県 広島システム開発協同組合
在宅診療を支援する往診ドクター用タブレット型専用携帯端末の試作開
発

商工組合中央金庫　広
島支店

4872 34210537 広島県 有限会社寺岡商事 浮体式潮流発電システムの最適動力伝達・発電機構の開発事業 山口銀行　呉支店

4873 34210538 広島県 株式会社ナック
アパレルコンピューターシステムの導入によるワンストップスタイルの生
産・販売体制の構築

広島銀行　福山手城支
店

4874 34210540 広島県 中下合金有限会社 放電ワイヤーカットを用いた難削材加工の効率化と低コスト化
呉信用金庫　広中央支
店

4875 34210543 広島県 株式会社渡辺電機製作所 形鋼材の加工機導入による加工体制の強化と事業の拡大 中国銀行　福山南支店

4876 34210544 広島県 有限会社能美工作所 NC旋盤の導入による新生産プロセスの確立 呉信用金庫　能美支店

4877 34210548 広島県 株式会社中村製作所 筆先金属部及び樹脂筆軸へのUV硬化インク塗装技術の開発 もみじ銀行　熊野支店

4878 34210551 広島県 株式会社れもんカンパニー
生の風味を生かした「たもぎ茸」販売のためのセルアライブシステム冷
凍導入

広島県信用組合　観音
支店

4879 34210553 広島県 廣島織染協同組合
新技術・新商品開発のスピードアップとコストダウンにつながる設備の
効率化

百十四銀行　福山支店

4880 34210554 広島県 有限会社保成工業 新規ワーク等加工エリア拡大のための機械設備増設事業
広島県商工会連合会
尾道しまなみ商工会

4881 34210555 広島県 広島精密工業株式会社 次世代低燃費高効率エンジン用オイルポンプの開発 もみじ銀行　大州支店

4882 34210561 広島県 株式会社積層金型 拡散接合による大物アルミダイカスト金型の品質向上
公益財団法人ひろしま
産業振興機構

4883 34210563 広島県 カワダ株式会社 金型最適化設計技術によるハブのバリなし鍛造化とコスト削減
竹永　靖正　竹永靖正
税理士事務所

4884 34210564 広島県 S・E・P技研株式会社
自動車ミッション部品に対する化学的バリ取り処理によるコンタミ問題の
解消

公益財団法人ひろしま
産業振興機構

4885 34210567 広島県 株式会社セイユー 金型加工機械導入によるプラスチック製品の製造能力の強化 もみじ銀行　高陽支店

4886 34210571 広島県 有限会社中谷製作所
高速同時4軸マシニングセンターによる複雑形状加工とデジタル化プロ
セスの構築による短納期対応の実現

中国銀行　駅家支店

4887 34210572 広島県 徳山産業株式会社
ゴム成形加工における試作品の納品リードタイム短縮と材料特性デー
タの蓄積と活用

広島県商工会連合会
北広島町商工会

4888 34210573 広島県 株式会社アイ・エスツール
超硬工具の再生加工における、計測と加工の連動化による寸法精度・
形状精度向上

中国銀行　駅家支店



4889 34210574 広島県 株式会社楠木工業
高精度レーザー加工機導入による短納期化及び高品質・低価格製品の
実現

三木　武彦

4890 34210576 広島県 株式会社平川製作所 デザイン性の高いプラスチック製コード巻き取り器の新商品・自主開発 もみじ銀行　松永支店

4891 34210580 広島県 三共精機有限会社
APC付マシニングセンター導入による顧客ニーズに対応した生産ライン
の強化

もみじ銀行　府中支店

4892 34210582 広島県 有限会社五和工業 5軸加工機を用いた複雑形状部品の新しい生産プロセスの構築 呉信用金庫　海田支店

4893 34210583 広島県 ヒロコン株式会社
多品種少量生産の生産効率を向上させる、コンパクトで安価なシステム
の開発

株式会社森戸コンサル
タント・グループ

4894 34210584 広島県 オレンジカンパニーBPS
CFRP製品の試作開発と、その成形型加工を行うマシニングセンター・
CAD/CAMソフトの導入。

広島銀行　十日市支店

4895 34210585 広島県 株式会社成和プレス
多品種少量受注・低コスト及び付加価値の向上を図る為のレーザーマ
シンの導入

広島信用金庫　福山支
店

4896 34210590 広島県
RTQMシステム株式会社
株式会社デイ・デイライト

がんの放射線治療における新しい品質管理システムの開発
公益財団法人ひろしま
産業振興機構

4897 34210591 広島県 平賀金属工業株式会社
電力自動制御機能付き低周波溶融炉導入による生産性改善及びコスト
低減

公益財団法人ひろしま
産業振興機構

4898 34210592 広島県 アオイ化学工業株式会社 衛生陶器用止水ガスケットのカット、包装工程省力による生産性の向上
公益財団法人ひろしま
産業振興機構

4899 34210593 広島県 有限会社西研 特殊刃物製造設備導入によるニッチ市場への進出
公益財団法人ひろしま
産業振興機構

4900 34210599 広島県 株式会社日昌クリエイト 貼り合せ/加熱機能一体型裁断機の導入による生産プロセスの向上
広島信用金庫　祇園支
店

4901 34210602 広島県 株式会社ワールド・アルマイト
自動車用ピストンのアルマイト処理における多品種少量生産対応型超
高速アルマイト処理及び設備の開発

公益財団法人ひろしま
産業振興機構

4902 34210603 広島県 有限会社新谷精機
五面加工機導入による難削材(ステンレス鋼)及び高硬度材加工品の短
納期化

広島信用金庫　呉支店

4903 34210604 広島県 株式会社ミウラ 浮遊立体表示装置の開発
公益財団法人ひろしま
産業振興機構

4904 34210608 広島県 有限会社ワイズクラフト レーザー加工機導入による外注制約からの脱皮と競争力の強化
脇　博之　脇博之税理
士事務所

4905 34210612 広島県 株式会社キョウエイ
薄膜ターゲット材など難削材の高精度・高効率深穴ＢＴＡ加工技術の開
発

商工組合中央金庫　福
山支店

4906 34210613 広島県 株式会社ミズト バリ取りの自動化によるコスト削減と生産効率の向上
広島信用金庫　沼田支
店

4907 34210615 広島県 株式会社明光堂 金型専用ソフト導入による内製金型生産効率の改善 広島商工会議所

4908 34210616 広島県 株式会社シティプラスチック
大型立形CNC旋盤を導入し、顧客ニーズの「短納期化」「低価格化」を
実現する。

広島銀行　高陽支店

4909 34210618 広島県 三協マーク株式会社
画像処理検査装置導入による名板製品の品質保証体制の確立と納期
短縮

商工組合中央金庫　福
山支店

4910 34210622 広島県 有限会社細井工作所 プラスチック金型の生産体制強化
広島県商工会連合会
沼隈内海商工会

4911 34210626 広島県 有限会社若元工業
最新鋭プレスブレーキの導入による金属プレス加工技術の高度化の実
現

呉信用金庫　安浦支店

4912 34210629 広島県 株式会社アート・マーク 切削加工技術の高度化による新材料加工及び複雑形状加工への対応
小林　康浩　小林康浩
税理士事務所

4913 34210630 広島県 信栄産業有限会社 YAGレーザー溶接機を利用した薄板溶接加工の開発 広島銀行　福山南支店

4914 34210635 広島県 有限会社佐々木米穀店 こだわりの精米システムで米の持ち味を最大限に生かし、競争力強化 もみじ銀行　吉田支店

4915 34210637 広島県 緑鋼材株式会社 新規レーザー加工機導入による生産性の向上とコストダウンの実現。
若宮　克彦　若宮克彦
税理士事務所

4916 34210638 広島県 有限会社武昌 難削材用切削工具の高精度量産化を可能とする設備増強
公益財団法人ひろしま
産業振興機構

4917 34210639 広島県 株式会社ムラカワ 大型機械部品用塗装装置設置事業 もみじ銀行　沼田支店

4918 34210641 広島県 エクセル株式会社
鉄道車輌内のLED照明用製造設備導入による生産性向上と生産量の
拡大

公益財団法人ひろしま
産業振興機構



4919 34210643 広島県 株式会社浅井製作所
高精度レーザー切断機設備導入によるコスト低減及び製造可能範囲の
拡大

広島銀行　西条支店

4920 34210644 広島県
株式会社チヨダコーポレーショ
ン

ポケットコイル製造装置導入による寝心地の多様化ニーズに対応した
ベッドの試作開発。

広島県商工会連合会
北広島町商工会

4921 34210645 広島県 有限会社エンジニアミユキ 3Dプリンタによる鋳造プロセスの革新
商工組合中央金庫　福
山支店

4922 34210646 広島県 東洋金属株式会社 積み重ねのできるラミネート材を使用した18リットル缶などの試作開発
商工組合中央金庫　福
山支店

4923 34210647 広島県 株式会社寺岡精機製作所
金型の品質向上・短納期化対応を図る為、高速・高精度グラファイト放
電加工技術を取り入れた生産プロせスの構築

中国銀行　松永支店

4924 34210651 広島県 有限会社東邦工業
8軸(4軸＋4軸)加工セルによる複雑形状加工と多品種少量生産体制の
構築による短納期化の実現

もみじ銀行　因島支店

4925 34210652 広島県 髙橋技研株式会社
ツールプリセッタ付2スピンドル旋盤の導入ならびに自動車の軽量化部
品の開発・試作

公益財団法人ひろしま
産業振興機構

4926 34210653 広島県 友鉄工業株式会社 ハイス鋼を溶接肉盛した高硬度鋳鉄製金型の試作と量産プレス試験
櫻井　嘉尚　櫻井嘉尚
税理士事務所

4927 34210655 広島県 日東工業株式会社 スチームトラップバルブ事業新規参入によるニッチ分野への参画 広島銀行　川尻支店

4928 34210658 広島県 有限会社宮下産業 破砕装置の導入による産業廃棄物の再生資源化事業 呉信用金庫　郷原支店

4929 34210659 広島県 カジウメ工業株式会社 生産プロセス改善による低コスト部品の試作開発 呉信用金庫　音戸支店

4930 34210661 広島県 宮本鋼機株式会社 端材管理システムの導入による歩留まり率の向上とコスト削減 伊予銀行　尾道支店

4931 34210663 広島県
株式会社ヒロコージェットテク
ノロジー

立形マシニングセンタ導入による難削材加工の短納期化の実現
大道　優也　大道税理
士事務所

4932 34210664 広島県 株式会社宮島 アルミやPPを使用した特注パレットボックスの開発・製造 三木　武彦

4933 34210665 広島県 株式会社ミカサ 「空力特性を取り入れた運動用ボールの開発」
公益財団法人ひろしま
産業振興機構

4934 34210666 広島県 日本金網市場株式会社 現場施工性を向上させた「高剛性自立型かごマット」の開発
十三信用金庫　本店営
業部

4935 35210113 山口県 関西化研工業株式会社
多品種対応・防爆仕様の特殊キャッパー試作導入による自動車用ケミ
カル用品の事業化

山口銀行　櫛ヶ浜支店

4936 35210114 山口県
ケイアンドアイ技術開発有限
会社

超コンパクトで卓上型を可能とする小型高圧ポンプ用動力の試作開発 山口銀行　光支店

4937 35210115 山口県 有限会社森板金製作所
多品種少量生産に対応した各種薄板(SUS、AL、SPCC、SPHC)のTIG
「共付け溶接」ロボットシステムの開発

山口銀行　萩支店

4938 35210117 山口県 株式会社サンライン 釣糸のプラズマ処理技術の開発 山口銀行　柳井支店

4939 35210120 山口県 岡本産業株式会社
カテーテルならびに内視鏡用高機能手術デバイスの試作開発と実用化
に向けた製造方法の確立

山口銀行　花岡支店

4940 35210121 山口県 株式会社福光鉄工
介護製品低コスト高信頼生産に向けた小ロット対応小型自動化溶接シ
ステムの構築

公益財団法人やまぐち
産業振興財団

4941 35210125 山口県 有限会社丸忠設備工業 エロフィン製造工程改善等による普及型の小魚新型乾燥装置の開発 山口銀行　平生支店

4942 35210127 山口県 株式会社ニシエフ 浅水深でも大型船を通航可能とする為の着脱式船尾浮揚装置の開発
公益財団法人やまぐち
産業振興財団

4943 35210128 山口県 株式会社坂本鉄工所 ステンレス製品の製造能力強化工場への変身 税理士法人いそべ

4944 35210130 山口県 有限会社光来興業
「二重旋回式バイオマス燃焼炉」による、施設用燃焼システムの開発お
よび事業化

山口銀行　岩国支店

4945 35210131 山口県 神和工業株式会社
大型CNC旋盤導入による火力発電所プラント設備部品の一貫生産体制
の確立

山口銀行　田布施支店

4946 35210134 山口県 兵庫ボルト株式会社
鉄道車両用精密ボルト工程集約加工ライン（NC旋盤,自動穴明け機）の
導入

山口銀行　下松支店

4947 35210135 山口県 株式会社ひびき精機
次世代ウエハサイズに対応する半導体製造装置の部品生産体制の構
築

公益財団法人やまぐち
産業振興財団

4948 35210137 山口県 株式会社エム・アイ・シー 組込みRubyコントローラーによる外食産業向け統合システムの構築 広島銀行下松支店



4949 35210139 山口県 エヌ・エス・エイ株式会社 2D画像から3D高精細カラーホログラムを作製するシステムの開発 税理士法人いそべ

4950 35210145 山口県 宇部鉄工業協同組合
自前検査装置の導入による医療福祉介護機器・足首回転装置の試作
から製品化期間の短縮

金重税務会計事務所

4951 35210146 山口県 株式会社光洋金属防蝕 シリカ系薄膜コ－ティング技術の事業化 山口銀行　下松支店

4952 35210147 山口県
西日本ステンレス鋼線株式会
社

品質競争力向上のための表面性状の定量化設備の導入 山口銀行　田布施支店

4953 35210149 山口県 株式会社グルメロード
高級ホテルのシェフが感動したラックスシンケン（国産生ハム）の開発・
製造

山口銀行　下松支店

4954 35210150 山口県 周南クォーツ株式会社 NC工作機械による各種セラミックス・ガラスの微細精密加工 山口銀行　鹿野支店

4955 35210151 山口県 日本海洋産業株式会社 空気式防舷物無線方式モニター監視装置 西京銀行　下関支店

4956 35210153 山口県 株式会社岡本鉄工 特殊材料である二相ステンレス鋼を用いた船舶艤装品の試作開発
西中国信用金庫　福浦
支店

4957 35210154 山口県 株式会社サンワ 電気自動車向けICカード対応課金式高機能型普通充電器の開発 山口銀行　江崎支店

4958 35210155 山口県 株式会社サン精機
樹脂金型の基礎知識を習得する教材用「スケルトンモールド」シリーズ
の開発

萩山口信用金庫　萩支
店

4959 35210158 山口県 有限会社開製作所 大型海外輸入部材等の超短納期高精度加工受注システムの構築 山口銀行　則貞支店

4960 35210159 山口県 株式会社林商店 銅材用ショットブラスト機導入による下地処理の効率化 西京銀行　櫛ヶ浜支店

4961 35210162 山口県 株式会社岡虎
瀬戸内海産鮮魚の冷凍すり身化と安定的で特色ある地場産品の開発・
生産・販売

上田　和義

4962 35210165 山口県 山本産業株式会社
海外向け鉄道車両シャーシ製作における最新鋭水中プラズマ切断機の
導入

松田税理士事務所

4963 35210167 山口県
三和コンクリート工業株式会
社

太陽光発電架台基礎ブロック及び多サイズ対応型特注桝の開発 東山口信用金庫

4964 35210168 山口県 株式会社アルモウルド 小型・軽量ワイヤーソー用リールの開発 山口銀行　西宇部支店

4965 35210170 山口県 不二産業株式会社
産業用繊維製品の接合技術の品質向上と作業効率アップのための設
備更新とその改善

山口銀行　下松支店

4966 35210171 山口県 有限会社田中醤油醸造場
多品種・小ロットの多様なニーズに対応する発酵調味料の包装ラインの
構築

山口銀行　小月支店

4967 35210172 山口県 株式会社大明工業 低価格な食品用放射線測定器の開発・製品化 税理士法人維新

4968 35210173 山口県 株式会社アグリライト研究所 福祉向け植物工場運用に有効な「栽培管理ツール」の開発 山口銀行　山口支店

4969 35210174 山口県
エコマス株式会社
株式会社YOODS

小規模工場・事業所向け電力使用量の最適化支援ツールの開発
公益財団法人やまぐち
産業振興財団

4970 35210175 山口県 ヤマカ醤油株式会社
バイオリアクターにより製造された「野菜・果実醸造酢」を用いたドレッシ
ングの開発

下関商工会議所

4971 35210176 山口県 山口興産株式会社 廃プラスチックの油化開発とビジネスモデルの構築 もみじ銀行　宇部支店

4972 35210180 山口県
株式会社山口光半導体研究
所

走査電子顕微鏡導入による高輝度LED用「GaNテンプレート」の検査作
業の内製化/工程の効率化による生産性向上

西京銀行　宇部支店

4973 35210181 山口県 藤田鉄工株式会社 CNC複合旋盤導入における生産プロセスの改善 山口銀行　櫛ヶ浜支店

4974 35210182 山口県 周南マリコム株式会社
固定電話と携帯電話の両方に対応した国内初の緊急通報システム(新
早助)の開発

山口銀行　徳山支店

4975 35210187 山口県 株式会社みうら 小口化する住宅用木材加工製品に対応する生産管理システムの構築 山口銀行　富田支店

4976 35210189 山口県 カワノ工業株式会社
コンクリート穴あき蓋の製造における縦打ち型枠の開発による生産性・
防音性能・外観品質の向上。

西京銀行　柳井支店

4977 35210191 山口県 株式会社ウベモク
最適栽培のための遠隔監視操作・生育制御システムを装備した高効率
植物プラントの開発

山口銀行　宇部支店

4978 35210192 山口県 萩ガラス工房有限会社
バイオ燃料クロレラオイル固液分離濃縮用高品質セラミックフィルター
の試作

山口銀行　萩支店



4979 35210199 山口県 共美工業株式会社
CAM導入・検査体制強化による油圧シリンダーの複数箇所加工の加工
精度・生産性の向上

税理士法人いそべ

4980 35210200 山口県 株式会社山口機械
バーコード活用による生産管理システムの構築と、自動細胞培養装置
製作の短納期化

山口銀行　三田尻支店

4981 35210204 山口県 岐陽機械株式会社 大型汎用全自動溶接機の試作・開発 中村友次郎法律事務所

4982 35210205 山口県
ユキエンジニアリング株式会
社

安価で高精度なエアーブリーザーの開発と商品化
有限会社弘利中小企業
診断士事務所

4983 35210208 山口県 株式会社コトガワ 低勾配屋根対応平板瓦の開発 山口銀行　西新川支店

4984 35210219 山口県
株式会社ニュージャパンナ
レッジ

かざすだけでバイタルデータが収集できる施設向け記録システムの開
発

西京銀行　山口支店

4985 35210222 山口県 光浦醸造工業株式会社
真空・窒素充填包装機導入による乾燥レモンティーの賞味期限の長期
化及び生産能力の向上

東山口信用金庫　大道
支店

4986 35210223 山口県 有限会社デジタル・マイスター
避難シェルター／救命艇向け、衛星通信を活用した、簡易・安否所在確
認システムの開発

公益財団法人やまぐち
産業振興財団

4987 35210226 山口県 三田尻化学工業株式会社
多孔質材の細孔作成用の粒度調整芒硝(中性無水硫酸ナトリウム)の試
作及び生産

山口銀行　防府支店

4988 35210227 山口県 水口電装株式会社
魚を傷つけることなく鮮度を維持し高い魚価を実現するシャーベット冷海
水装置の開発

石光　孝英

4989 35210230 山口県 株式会社味村鉄工所 3次元レーザーマーカー導入による3次元刻印の内製化 西京銀行　岩国支店

4990 35210234 山口県 ヒカリ乳業株式会社 苺アイスの数量自動計測ライン化の開発 光商工会議所

4991 35210235 山口県
アボンコーポレーション株式会
社

バイオマス循環型・熱風水冷式鋳造キュポラの開発と環境配慮型鋳鉄
製品の開発

上田　和義

4992 35210238 山口県 加藤味噌醤油醸造場
凍結処理した麹（こうじ）を使用する、発酵期間を短縮したイカ醤油の開
発

山口銀行　滝部支店

4993 35210240 山口県 古賀産業株式会社 究極の食品安全性を追求したトンネルフリーザーの開発
商工組合中央金庫　下
関支店

4994 35210245 山口県 酒井酒造株式会社 白麹を使用することによる酸味に特徴がある清酒の製造 山口銀行　岩国支店

4995 36210043 徳島県 日産常盤株式会社 医療従事者向けオーダーメイドユニフォーム生産システムの構築 商工中金

4996 36210048 徳島県 株式会社オプトピア コロニーカウンターの開発 四国銀行

4997 36210049 徳島県 平田鋳造 多品種・小ロット鋳造製品の生産性向上のための設備投資事業 阿波銀行

4998 36210050 徳島県
浅井缶詰株式会社
コーエイ冷設株式会社

冷風乾燥の技術を用いて常温で流通する素材食品の新たな製法 平井　吉信

4999 36210053 徳島県 株式会社東肥糧製造所
ワカメの根元部を再利用する発酵肥料の製造システムの構築と液状肥
料の開発

徳島銀行

5000 36210054 徳島県 藤崎電機株式会社 安価な1本柱式太陽追従型発電架台の開発
公益財団法人とくしま産
業振興機構

5001 36210055 徳島県 有限会社クールテクノス ドライアイス粒子の大きさを自在に生成して洗浄する技術の開発 阿波銀行

5002 36210056 徳島県 有限会社天野鉄工所
多品種、小ロット部品における高精度、短納期加工を目指した高速加工
の実現

四国銀行

5003 36210058 徳島県 赤松化成工業株式会社 プラスチック成形製品の包装・箱詰め工程自動化システム すばる会計

5004 36210059 徳島県 中道鉄工株式会社
回転円盤式部品供給装置外周円盤一体化製品の球面加工・精度向上
と短納期化の確立

公益財団法人とくしま産
業振興機構

5005 36210062 徳島県 株式会社エーテック
環境に配慮した粉体塗装技術の導入と試作開発および生産工程の構
築

公益財団法人とくしま産
業振興機構

5006 36210063 徳島県 株式会社シナジーテック マイコン内蔵のフルカラー、LEDストリングライトの試作開発
公益財団法人とくしま産
業振興機構

5007 36210064 徳島県 徳島製材団地協同組合
帯鋸寸法の多様化に対応した制御付歪み取り機の開発による帯鋸再
生事業

商工中金

5008 36210068 徳島県 高越鋼業株式会社
製造における3点組込みネジの製作の為の自動化及び検査、梱包の一
元化

阿波銀行



5009 36210069 徳島県 かねこみそ株式会社
白麹から生成されるクエン酸を生かした健康的な発酵飲料、発酵調味
料等の企画・開発事業

阿波銀行

5010 36210072 徳島県 有限会社ワイ・システムズ 独自の測定方法を利用した半導体製造用観察装置の開発 阿波銀行

5011 36210073 徳島県
株式会社ヨコタコーポレーショ
ン

新規引合時の敏速な試作加工及び自社の強みを発揮した低コスト加工
技術の開発

税理士法人アクシス川
人税理士事務所

5012 36210075 徳島県 株式会社教育出版センター 自動読み上げ音声・動画配信可能な電子図書館システム 徳島銀行

5013 36210076 徳島県 有限会社ダイカテック
鋼板表面の微細加工技術Ｆ研磨の熱交換器への応用（伝熱促進効果）
による省エネ技術の開発

徳島銀行

5014 36210078 徳島県 高槻電器工業株式会社 グラフェン用電極材の開発
公益財団法人とくしま産
業振興機構

5015 36210079 徳島県 株式会社石飛製作所
革新的技術を用いたステンレス溶接時のスケール除去剤及び整流器の
開発

垣内　清隆

5016 36210080 徳島県 株式会社齋藤鉄工所
三次元レーザー切断技術の確立による高品質で低コストな溶接部品の
製作

公益財団法人とくしま産
業振興機構

5017 36210081 徳島県 株式会社アスカ CFRP製品用高精度切削加工用治具の能率的供給体制の確立 阿波銀行

5018 36210087 徳島県 四国工業株式会社 研削・切削スラッジの「見える化」による競争力強化 阿波銀行

5019 36210090 徳島県 株式会社ビッグウィル 3次元成型性を有する天然木極薄熱可塑性シートの開発及び販路開拓 東みよし町商工会

5020 36210091 徳島県 阿波スピンドル株式会社 プローブ用スピンドルシャフトの熱処理方法変更における高品質化 四国銀行

5021 36210095 徳島県 さくら環境都市建設株式会社
省エネルギー型ハウス栽培を実現する太陽熱地中加温システムの試作
開発

徳島県商工連合会

5022 37210072 香川県 ラモナー株式会社
新型整経機導入による原料加工の精密・高度化による高付加価値商品
の開発

伊予銀行　坂出支店

5023 37210075 香川県 株式会社村上製作所
油圧シリンダーの構成部品であるシリンダーチューブの無人加工システ
ムの開発

かがわ産業支援財団

5024 37210077 香川県 株式会社奥村機械製作所
難切削素材チタン、カーボン等の切断精度向上を目的とした丸鋸切断
機の制振性能改善

香川銀行　川島支店

5025 37210078 香川県 鵜川金属工業株式会社 自動車用高品位金型加工技術の研究開発と実用化 かがわ産業支援財団

5026 37210079 香川県 株式会社ワイイーエス 携帯型水素火炎可視化装置の開発 観音寺市大豊商工会

5027 37210080 香川県 株式会社レクザム 次世代450mm高速度半導体搬送システムの開発 かがわ産業支援財団

5028 37210084 香川県 芳香園製薬株式会社 化粧品分野におけるナノ化エラスチンを用いた試作･開発 伊予銀行　坂出支店

5029 37210085 香川県 株式会社広立 高い均斉度を有する照明用反射板(セード)の試作 百十四銀行　高瀬支店

5030 37210088 香川県 株式会社村上鐵工所
競争力(低コスト化・短納期化)強化を目的とした精密加工製品の開発
(大口径・長尺製品加工における生産プロセスの開発)

百十四銀行　大野原支
店

5031 37210091 香川県 株式会社松本製作所 食品倉庫用耐熱扉(断熱・耐熱機能)生産プロセスの確立 百十四銀行　本店

5032 37210096 香川県 丸善工業株式会社 生産性向上による低コスト化を目的とした高速高性能製袋機の導入
観音寺信用金庫　坂出
支店

5033 37210100 香川県 株式会社田井タップ製作所
競争力強化を目的とした生産プロセスの確立～穿孔機ドリルの一貫生
産体制の確立～

三豊市商工会

5034 37210104 香川県 株式会社森川ゲージ製作所 三次元形状比較センサーを搭載した鉄鋼材料無人加工システムの開発 かがわ産業支援財団

5035 37210107 香川県 讃王興産株式会社
省エネ住宅向け断熱建材の多品種小口化・短納期化ニーズ即応体制
の構築

伊予銀行　坂出支店

5036 37210112 香川県 株式会社春風堂
希少糖、天然酵母を使った小麦粉不使用の低糖質パンの製造販売事
業

百十四銀行　高松支店

5037 37210116 香川県 株式会社クボタ
ポリエチレン樹脂回転成形による長尺の風車ブレードの製作技術の開
発

生駒学税理士事務所

5038 37210118 香川県 株式会社トーコー 3次元CAD/CAMシステム導入による製品競争力の強化
百十四銀行　三本松支
店



5039 37210120 香川県 株式会社タナベ刺繍
特殊刺繍技術を用いて高級繊維装飾を施した携帯電話用イヤホンの試
作品開発及びテスト販売

東かがわ市商工会

5040 37210122 香川県 株式会社日進機械
大気圧プラズマを応用したプラスチックフィルムの表面改質用新規表面
処理装置の開発

百十四銀行　円座支店

5041 37210124 香川県 有限会社ポルテ 突き刺し防止手袋の生産及び開発 百十四銀行　白鳥支店

5042 37210126 香川県 株式会社三祥
溶接工程効率化による生産能力強化及び技能強化、人材育成、雇用
確保の遂行

伊予銀行　高松支店

5043 37210129 香川県 株式会社総合ハイテック 多丁取りダンボールシート用回転コンベヤの開発・試作・販売 香川銀行　坂出支店

5044 37210130 香川県 筒井鉄工株式会社 建物・部屋の出入り口ドア補強材生産リードタイム短縮プロセスの確立 三豊市商工会

5045 37210134 香川県 大岡鉄工株式会社
競争力強化(高品質化・短納期化)を目的とした大型溶接構造物におけ
る生産プロセスの確立

まんのう商工会

5046 37210136 香川県 株式会社コヤマ・システム
金属再資源化における国内循環促進のための金属スクラップ選別機の
試作開発

かがわ産業支援財団

5047 37210138 香川県 香川シームレス株式会社 靴下編機の高度化
商工組合中央金庫高松
支店

5048 37210140 香川県 有限会社シンタク技研 品質・価格・納期に視点をおいた製造工程の強化 四国銀行　観音寺支店

5049 37210141 香川県 合田工機株式会社 汎用マシニング加工機を用いた特注建築資材の製造技術の開発
観音寺信用金庫　南支
店

5050 37210142 香川県 株式会社スワキャンバス
公共事業の橋梁落下防止シートと集会用テントの量産及びテント素材
の新展開

香川銀行　東支店

5051 37210144 香川県 株式会社大矢根利器製作所 生産管理システム導入による生産プロセス強化 百十四銀行　仁尾支店

5052 37210147 香川県 株式会社小林鉄工所
新設備導入による災害時の収納設備の開発及びそれに伴う生産プロセ
ス強化

樋口卓也税理士事務所

5053 37210148 香川県 株式会社スナガワ
建設用車輌試作部品の一貫生産体制構築による短納期、コスト削減と
技術力の向上

さぬき商工会

5054 37210149 香川県 有限会社藍色工房 タデ藍酵素を利用した高性能染毛料の開発 かがわ産業支援財団

5055 37210151 香川県 株式会社香西鉄工所 超高張力鋼の溶接技術による高品質・高生産性・人材育成の実現 伊予銀行　高松支店

5056 37210152 香川県
藤田プラントサービス株式会
社

配電盤工事分野の競争力を有する事業展開を目的とする生産管理技
術の確立

百十四銀行　丸亀支店

5057 37210154 香川県 伸興電線株式会社 特殊FBGおよびFBGセンサの開発 百十四銀行　本店

5058 37210156 香川県 株式会社マルトク
CNCルーター盤（数値制御により木材を加工する機械）などの導入によ
る無垢素材オリジナル商品の開発及び生産性向上による市場獲得計
画

伊予銀行　高松支店

5059 37210157 香川県 日本工機株式会社
ジョイント構造を強化した吊り天井耐震補強製品の試作開発と性能評価
実験

百十四銀行　善通寺支
店

5060 37210159 香川県 株式会社福本ボデー 大型運搬車(電気自動車)製作における生産プロセスの確立 百十四銀行　高瀬支店

5061 37210160 香川県 さぬき麺業株式会社 競争力強化を目的としたゆで麺の生産プロセスの強化・改良 百十四銀行　円座支店

5062 37210164 香川県 ヨークス株式会社
手袋仕上げ（スチームセット）工程の品質と生産性の改善による売上向
上計画。

百十四銀行　白鳥支店

5063 37210166 香川県 株式会社大扇興業 競争力強化を目的とした手作り感を有するニット新商品の開発
百十四銀行　三本松支
店

5064 37210167 香川県 橋本特殊工業株式会社 2種類の丸鋸技術を複合した高品位切断に対応する新型丸鋸の試作 かがわ産業支援財団

5065 37210168 香川県 株式会社大東精工
マシニングセンター用精密保持工具の製造における高能率仕上げ加工
方法の開発

香川銀行　白鳥支店

5066 37210169 香川県 株式会社イチーナ 最新機種導入による多様なニーズへの対応及び新製品の開発
百十四銀行　三本松支
店

5067 37210170 香川県 旭洋鉄工株式会社 ステンレス加工技術を生かした日用品の新規開発 伊予銀行　高松支店

5068 37210174 香川県 株式会社オクト 道路切断排水処理用の大型定置式処理機の開発 かがわ産業支援財団



5069 37210175 香川県 有限会社みやもとテント 過酷な状況下で使用される高強度帆布製品の製造と拡販 百十四銀行　高松支店

5070 37210176 香川県 三栄産業株式会社 高齢化社会における市場ニーズ対応の為の設備強化計画 伊予銀行　丸亀支店

5071 37210177 香川県 コアスリー株式会社
コストダウン及び納期短縮化を実現させ一貫製造会社へ躍進するため
の最新設備導入計画

観音寺信用金庫　高瀬
支店

5072 37210179 香川県 松岡手袋株式会社
世界一多いパーツから生まれる、握りやすく疲れない手袋『エルゴ・グ
リップ』の少量・多品種の製造の効率化と量産体制の構築。

東かがわ市商工会

5073 37210181 香川県 有限会社タック
高品質、低価格、短納期、多品種小ロットに対応したデザインカーテン
の加工技術の開発

かがわ産業支援財団

5074 37210183 香川県 タイヨウ株式会社 高品質・高効率なおしぼりサービス、生産体制の構築 伊予銀行　高松支店

5075 37210184 香川県 有限会社香川メタルス 鋳造工場におけるゼロ・エミッションを実現する為の分別装置開発 香川銀行　志度支店

5076 37210185 香川県 株式会社マキタ 世界初号機となる小型舶用電子制御ディーゼルエンジンの開発・上市 岩部達雄税理士事務所

5077 37210186 香川県 株式会社穴田鉄工所 多面加工部品の加工工程集約による生産性向上と低コスト化実現 FMBコンサルタンツ

5078 37210189 香川県 ウインセス株式会社 レーザー裁断工程の確立による低発塵仕様縫製手袋の開発 百十四銀行　本店

5079 37210193 香川県 日生化学株式会社 サーマルラミネート用シーラントフィルムの量産体制確立 中国銀行　三本松支店

5080 37210195 香川県 株式会社オオタ 最新CAD・CAMの活用によるプログラム作成や製造ラインの合理化
宮武税理士・社会保険
労務士事務所

5081 37210196 香川県 ユタカ電装工業株式会社
EDI注文データから、工数・難易度・担当者の力量をパラメタとしたハー
ネス加工のための進捗管理データの導出および進捗管理システムの試
作

伊予銀行　高松支店

5082 37210198 香川県 hacomo株式会社 3次元CADを活用した紙製立体構造製品の設計開発と量産体制の確立 かがわ産業支援財団

5083 38210150 愛媛県 株式会社曽我部鐵工所
業務の効率化と、製品の納期短縮及び低コスト化を実現する生産管理
システムの構築

伊予銀行　新居浜支店

5084 38210153 愛媛県 萩尾機械工業株式会社 SF6ガスレス化大型遮断機用躯体開発の短納期･高品質化体制の構築 伊予銀行　新居浜支店

5085 38210155 愛媛県 四国日繊工業株式会社 回転刃縦カッティング機の導入による分業間連携と市場競争力の強化 篠原　敏和

5086 38210161 愛媛県
エフ・エー・システム・エンジニ
アリング株式会社

「手術支援用ロボット診療支援システム」
愛媛信用金庫　本店営
業部

5087 38210163 愛媛県 三洋倉庫株式会社
医療用不織布製品の高精度・高効率生産体制の構築による医療機器
関連産業への参入

伊予銀行　西条支店

5088 38210164 愛媛県 有限会社山之内刺繍 少量多品種対応型刺繍機導入による新分野への進出 伊予銀行　三芳支店

5089 38210165 愛媛県
愛媛銑鉄鋳物工業団地協同
組合

多品種鋳物製品における品質向上・安定化と新分野進出へ向けた品質
管理体制の強化

商工組合中央金庫　松
山支店

5090 38210167 愛媛県 環境資材株式会社 アルニミウムスラッジを活用した保水性舗装材の事業化。 愛媛銀行　西条支店

5091 38210169 愛媛県 興安計装株式会社
不活性ガスを使用するプラズマベースイオン注入法を用いた医療用滅
菌装置の開発

伊予銀行　空港通支店

5092 38210170 愛媛県
株式会社セルフリーサイエン
ス

コムギ無細胞系を用いた膜タンパク質を認識する抗体の試作品開発 伊予銀行　本店営業部

5093 38210172 愛媛県 仙味エキス株式会社
多様化する顧客ニーズに応えるための発酵調味料の多品種少量生産
設備導入

伊予銀行　八幡浜支店

5094 38210173 愛媛県 越智昇鉄工株式会社
「たわみ防止装置付高速穴あけ加工機」導入による生産の効率化・精
度向上

伊予銀行　中浜支店

5095 38210180 愛媛県 株式会社三好鉄工所
高付加価値型プラントメンテナンスサービス強化に向けた現地施工技術
及びノウハウの確立

愛媛銀行　新居浜支店

5096 38210182 愛媛県 株式会社タステム． 粉体塗装設備導入による作業環境の改善及び生産性向上 四国銀行　四国中央市

5097 38210183 愛媛県 道前工業株式会社
高温耐磨耗性を有する銅合金摺動部品の切削加工能力向上による顧
客課題解決力の強化

伊予銀行　小松支店

5098 38210185 愛媛県 大三島果汁工業株式会社 大型食品容器洗浄機関発による生産プロセスの強化 伊予銀行　宮浦支店



5099 38210187 愛媛県 株式会社佐伯製作所
精密機械等部品における高精度・高効率仕上加工の実現に向けた円
筒研削技術の高度化

伊予銀行　小松支店

5100 38210189 愛媛県 株式会社八木酒造部 海外輸出に向けた即時充填と低温貯蔵による清酒鮮度・品質の向上
愛媛信用金庫　今治支
店

5101 38210190 愛媛県 今井タオル株式会社
短納期に対応するための全自動の両頭縫製機の導入による、社内生
産体制の構築

伊予銀行　波止浜支店

5102 38210193 愛媛県 ツウテック株式会社 液晶タッチパネルの大型化に伴う研削設備導入による内製化 愛媛銀行　見奈良支店

5103 38210194 愛媛県 堀江産業株式会社
多品種少量生産における原価低減のためのフレキシブル自動溶接ライ
ンの構築

伊予銀行　堀江支店

5104 38210195 愛媛県 おべ工業株式会社
大型製作治具及び自動走行溶接による天井クレーンガーダー製作プロ
セスの開発

愛媛銀行　新居浜支店

5105 38210201 愛媛県 エヒメセラム株式会社
NC旋盤導入によるガイシの少量、多品種、高精度、短納期製造工程の
構築

伊予銀行　砥部支店

5106 38210203 愛媛県 株式会社マエダ もち麦を活用した酵素反応による機能性食品素材の低コスト生産 伊予銀行　宇和島支店

5107 38210205 愛媛県 有限会社松下海産
設備導入による養殖マダイ・ブリの魚骨ペースト・パウダーの生産力強
化

伊予銀行　高山支店

5108 38210210 愛媛県 株式会社アドバンテック 高品質真空・ガス配管の試作品の開発及び量産化 伊予銀行　西条支店

5109 38210211 愛媛県 新興工機株式会社 新方式ペレタイザー開発による燃料用木質ペレットの生産増能力化 伊予銀行　五十崎支店

5110 38210212 愛媛県 有限会社稲見工作所
複合加工機導入で鋳鉄製部品の機械加工における多品種小ロット短納
期対応と高精度加工の実現

東予信用金庫

5111 38210213 愛媛県 渡辺パイル織物株式会社
サイジングワインダー、小割機導入による高品質ソフトタオル製品の開
発と短納期化

東京中央経営株式会社

5112 38210214 愛媛県 マルマサ醤油株式会社
新規開発パッケージによる高品質無添加生みそ充填のための設備投
資

高知銀行　城辺支店

5113 38210217 愛媛県 株式会社越智鋳造所
アルミニウム合金の特殊連続鋳造技術による高強度・高延性材料の試
作開発

伊予銀行　丹原支店

5114 38210218 愛媛県 有限会社今治空調設備
空調換気工事向板金ダクト製作における確実で迅速な対応に向けた設
備投資事業

伊予銀行　日吉支店

5115 38210223 愛媛県 愛媛シェル株式会社 大型鋳造製品に対応したシェルマシン(中子製造装置)の導入
商工組合中央金庫　松
山支店

5116 38210224 愛媛県 河原メカニック株式会社
「新たな設備導入に伴い、実現可能な目標設定による着実な競争力の
強化」

松山商工会議所

5117 38210225 愛媛県 株式会社小野鐵工所
クレーンに使用するワイヤーロープ巻上ドラム製造の超短納期システム
の構築

百十四銀行　新居浜支
店

5118 38210231 愛媛県 淳製紙株式会社
高濃度染色和紙の生産システムの確立による高付加価値化と新商品
の開発

川之江信用金庫　本店
営業部

5119 38210232 愛媛県 株式会社小田金 多機能刃物製作機の開発による食材カット用高性能新刃の製造。 愛媛銀行　本町支店

5120 38210234 愛媛県 株式会社シィ・エィ・ティ
固定翼と回転翼の強化・軽量化によるコスト低減超高真空ターボ分子ポ
ンプの試作開発

松山商工会議所

5121 38210236 愛媛県
新井産業株式会社大洲事業
所

「高級紙箱製品の品質向上、生産性向上による競争力強化で市場シェ
アーの拡大計画」

伊予銀行　川之石支店

5122 38210238 愛媛県 三新機械株式会社
県産材の人工乾燥法を用いた高品質高発熱の薪生産システム構築に
よる需要増への対応

愛媛銀行　本店営業部

5123 38210240 愛媛県 有限会社西原マシンツール
工作機械における加工精度不良の予防診断システムの構築と不良判
定機械の精密検査・校正修理技術の確立

伊予銀行　新居浜支店

5124 38210242 愛媛県 株式会社伊予捺染 捺染工程の小ロット・短納期化、高精度化による新市場開拓 香川銀行　今治支店

5125 38210246 愛媛県 ウインテック株式会社 原反取り扱い産業用新規リフトの製品化 伊予銀行　川内支店

5126 38210248 愛媛県 摂陽明正株式会社 溶接レス、塗装レスの配分電盤「ZAM（ザム）盤」の生産体制の確立 愛媛銀行　本店営業部

5127 38210249 愛媛県 株式会社OBU 冷蔵・冷凍陳列棚向け「新機能付き耐低温性LED照明」の開発 伊予銀行　福音寺支店

5128 38210250 愛媛県 有限会社山本製作所
デジタル印刷転写フィルム製造システムによる加飾成形品の競争力強
化

伊予銀行　松前支店



5129 38210253 愛媛県 株式会社合田鉄工所
既設の門型平面加工機を高機能複合機並みの機能を付加するNC円
テーブルの開発

伊予銀行　角野支店

5130 38210254 愛媛県 丸三産業株式会社 顔面等の皮膚に貼付して用いる炭酸パック材の開発 伊予銀行　八幡浜支店

5131 38210255 愛媛県 愛媛果汁食品株式会社 高機能冷凍技術導入による省エネ、生産性向上及び新製品開発 伊予銀行　角野支店

5132 38210258 愛媛県 株式会社マイスタア・ネッツ スマートフォン製造用精密治具の自動寸法検査装置の開発 伊予銀行　空港通支店

5133 38210261 愛媛県 池内タオル株式会社
乳幼児が口に含んでも可能な安全証明付き乳幼児向け編み物製品の
開発

伊予銀行　今治支店

5134 38210262 愛媛県 杉野綿業株式会社 ホテルリネン用タオルの短納期・小口化に対応できる体制作り 伊予銀行　波止浜支店

5135 38210263 愛媛県 株式会社森下工業所
半導体製造装置関連樹脂部品の切削加工技術高度化と一貫製造体制
の構築

吉川和良税理士事務所

5136 38210267 愛媛県 扇屋食品株式会社 画像処理装置を用いた異物選別の高精度化及び高効率化 松前町商工会

5137 38210269 愛媛県 阿部鉄工所 廃プラスチック熱分解装置用のＩＨインバーターとコイルの開発、試作
愛媛信用金庫　石井支
店

5138 38210270 愛媛県 株式会社瀬戸興産 新素材で新機能を持った投げ出し避難用吊り下げ梯子の開発。 伊予銀行　空港通支店

5139 38210273 愛媛県 福岡板金工業株式会社 屋外看板製作用「専用CAD/CAMシステム機」による納期の短縮 伊予銀行　立花支店

5140 38210274 愛媛県 桧鉄工所 硬質薄膜処理ローラーの試作 伊予銀行　角野支店

5141 38210275 愛媛県 株式会社イトウ
多品種少量生産に対応した活性炭消臭フィルター製造の為の高効率設
備の導入

香川銀行　川之江支店

5142 38210276 愛媛県 有限会社テクノマジック 加速器用　高安定度省電力（スイッチング方式）小型電源の試作品開発 伊予銀行　土居支店

5143 38210277 愛媛県 有限会社高橋電機製作所
エネルギープラント向けパーツ製作の高効率化のためのレーザー加工
機導入

伊予銀行　新居浜支店

5144 38210280 愛媛県 矢野紋織株式会社
大口ジャガード(総吊)機と製織巾無限調整織機導入による多品種短納
期化事業

伊予銀行　今治支店

5145 38210281 愛媛県 株式会社フレスコ
外食業者のニーズに対応するために小魚フィーレ機の改良による生産
性改善

東京中央経営株式会社

5146 38210282 愛媛県 タニイワ商事株式会社 受注の増減にフレキシブルに対応できる、生産ラインの構築。 西村経営事務所

5147 38210283 愛媛県 丸鷹産業株式会社
自動裁断機導入による短納期・小ロット対応型ユニフォーム生産システ
ムの構築

伊予銀行　今治支店

5148 38210285 愛媛県 愛工房株式会社 カットわかめ生産ライン高度化施設整備事業 愛媛銀行　吉田支店

5149 39210067 高知県 有限会社サット・システムズ 保険適用レジン材料に特化した低価格ミリングマシンの開発 四国銀行　本店

5150 39210069 高知県 土佐鶴酒造株式会社 土佐酒を使った発泡性酒類「高知の乾杯酒」の開発 中芸地区商工会

5151 39210071 高知県 高須工業株式会社 継手・荷重伝達キーの縦型マシニングセンター加工対応 高知銀行　大津支店

5152 39210073 高知県 株式会社タムテック モニエル瓦専用太陽光支持瓦の試作開発 四国銀行　須崎東支店

5153 39210075 高知県 株式会社ケー・ティー・ケー 新規大型加工製品対応のための工程改善 四国銀行　木屋橋支店

5154 39210077 高知県 株式会社アピタ
急速冷凍機（フリーザー）導入による短納期化への対応と高品質商品確
保

高知銀行　中央市場支
店

5155 39210079 高知県 株式会社黒石鋳工所 鋳造における注湯工程の技術継承と製品の品質と生産量の向上 高知銀行　高須支店

5156 39210080 高知県 株式会社ダイドウ 災害対応型「小型循環式水洗トイレ」の開発 高知商工会議所

5157 39210083 高知県 株式会社ハート
在来種の有機和綿を活用した寝具類及び内衣類（肌着・下着・ホーム
ウェア）の開発・製造事業

刈谷敏久税理士事務所

5158 39210085 高知県 株式会社オートヨ 野球ユニフォームの多品種・小ロット・短納期生産の構築 四国銀行　山田支店



5159 39210089 高知県 株式会社ササオカ 特定鍛造品シェア拡大のため鍛造ライン強化 四国銀行　須崎東支店

5160 39210091 高知県 株式会社トミナガ
ガスタービン発電設備向け薄肉ダクタイル鋳鉄の製造方法確立による
受注拡大

四国銀行　卸団地支店

5161 39210093 高知県 株式会社ヤマキンメディカル CAD/CAMシステムによる歯科補綴物加工の技術確立とシステム開発 高知銀行　野市支店

5162 39210094 高知県 菱高精機株式会社
生産性向上とコストダウンを実現する生産プロセスと高精度深穴加工用
工具の開発

中土佐町商工会

5163 39210095 高知県 株式会社進和技研 最新鋭CNC旋盤機の導入による競争力強化（生産プロセス強化） 四国銀行　伊野支店

5164 39210098 高知県 有限会社クリエイト・テーマ
高出力万能電解焼け取り機の導入による競争力強化と環境負荷の低
減

香南市商工会

5165 39210099 高知県 四国スッピル工業有限会社
世界で拡大する海水淡水化市場の受注獲得を目指した、海水淡水化プ
ラント用高精度部品の開発と短納期の実現

高知銀行　後免支店

5166 39210100 高知県 株式会社中央精機
金型プレート表裏面加工用の薄板クランプ機構付き両頭側面フライス盤
の開発

四国銀行　一宮支店

5167 39210101 高知県 田中石灰工業株式会社 光学式選別機導入による高品位再生ペレットの製造と低コスト操業 四国銀行　香長支店

5168 39210104 高知県 有限会社森岡製作所
自社ノウハウを実装した生産管理システムによる小口・短納期対応生
産体制の構築

高知県商工会連合会

5169 39210105 高知県 株式会社技研製作所
鋼管杭縦継ぎ溶接作業性向上の為の、溶接施工方法（溶接システム）
の開発

四国銀行　木屋橋支店

5170 39210106 高知県 宇治電化学工業株式会社 ブラスト用天然鉱石を代替する人造研磨材の試作開発 四国銀行　本店

5171 39210107 高知県 株式会社スカイ電子 5kW発電機用制御装置の開発及びフィールドテスト 四万十町商工会

5172 39210108 高知県 株式会社高知丸高 物資輸送工事組立式自航艇の開発 四国銀行　木屋橋支店

5173 39210114 高知県 株式会社刈谷鉄工 高度な切削加工技術の活用による新市場開拓 南国市商工会

5174 39210123 高知県 株式会社エスエークラフト 多様なサイズオーダーに対応した耐震家具の生産プロセス強化 こうち企業支援センター

5175 39210124 高知県 株式会社特殊製鋼所
球状酸化鉄の自動供給装置導入による鋳鋼鋳物の高品質化と工程短
縮

四国銀行　木屋橋支店

5176 40210001 福岡県 株式会社フリント
ハイブリッド自動車エンジン用モータ金型の転積精度と生産性向上のた
めのクロスローラー金型の実用化

遠賀信用金庫

5177 40210002 福岡県 兼定興産株式会社 消火薬剤肥料（シリコンコーティングの除去技術）の開発 筑邦銀行

5178 40210003 福岡県 池亀酒造株式会社 もろみ圧搾工程改善による日本酒の高品質化・多様化 久留米南部商工会

5179 40210005 福岡県 ソフトケア有限会社
眼底血流画像化装置のフォーカシング機構自動化による操作性向上と
海外展開

林田税理士事務所

5180 40210007 福岡県 龍宮株式会社 赤ちゃんに安全なギフト用寝具類の製造 福岡銀行

5181 40210008 福岡県
株式会社九州柴田フォージン
グ

拡販に向けた、鍛造加工における工法改良品の試作開発 西日本シティ銀行

5182 40210009 福岡県 株式会社エフィックラボ タブレット端末を利用した分散する製造情報の統合とクラウド化 岩隈公認会計士事務所

5183 40210011 福岡県 株式会社筑紫野物産研究所 生産コスト低減型小規模脱臭精製技術の開発 井村アンドパートナーズ

5184 40210013 福岡県 株式会社快適空間FC
動力を地上の発電機と直結し、無制限の飛行時間の使用を可能にした
撮影用ホバーリング機体及びシステムの開発。

西日本シティ銀行

5185 40210018 福岡県 株式会社辻製作所 三次元切削機の導入による高付加価値製品の創出 福岡銀行

5186 40210022 福岡県 アイスマン株式会社 高効率満液式フレークアイス製氷機の試作開発 筑邦銀行

5187 40210025 福岡県 九州エレクトロン株式会社 微細な形状を静電容量の変化で3次元的に検出する装置機器の開発 西日本シティ銀行

5188 40210026 福岡県 有限会社テックA・C・S 3次元CAD/CAM導入による超精密部品加工の生産プロセスの強化 西方会計



5189 40210030 福岡県 株式会社万年商店 商品生産ラインの機械化及び新規増設による生産力の強化 黒岩公認会計士

5190 40210031 福岡県 株式会社ケンコントロールズ
インターネット通販に対応した人工知能を有した無人搬送ロボットシステ
ムの試作開発

久留米商工会議所

5191 40210032 福岡県 九州電子技研株式会社 電子部品・電子機器を対象とした動的変形挙動計測装置の開発 福岡銀行

5192 40210038 福岡県 株式会社NKE
安価で減衰率の高い(揺れを大幅に軽減)、世界初となる重力式免震装
置の試作開発

筑邦銀行

5193 40210039 福岡県 有限会社スティル
CNC旋盤及びバランシングマシン導入による多品種少量生産・短納期
体制の強化

北九州銀行

5194 40210040 福岡県 有限会社がんこ本舗 洗剤残量を最小限に留めたすすぎ回数ゼロの洗濯用洗剤の開発 武石経営戦略事務所

5195 40210041 福岡県 株式会社日本生物製剤 動物実験代替のための超小型循環三次元培養装置の開発 久留米商工会議所

5196 40210044 福岡県 新廣瀬商事株式会社 「必要な部分に必要な濃さで塗れる」二重回転自動塗装装置の開発 織田冬彦税理士事務所

5197 40210046 福岡県 有限会社スカイ・ブルー
工場内循環水中一般細菌数自動計測装置及び制御システムの試作開
発

志免町商工会

5198 40210047 福岡県 アイテックシステム株式会社
バイオの力で環境にやさしいこれからのバイオトイレユニットの試作開
発

西日本シティ銀行

5199 40210048 福岡県 株式会社カンノ製作所 ソフトウェアPAシステム開発（PA：Public Address ＝ 放送設備） 北九州商工会議所

5200 40210049 福岡県 プラスチック総業株式会社 最新鋭設備を投入し高精度、短納期で金型製作に取り組む。 筑邦銀行

5201 40210050 福岡県 株式会社オーラテック 美容室用マイクロバブルシャワーヘッドの開発（お湯と微細な気泡混合） 久留米商工会議所

5202 40210052 福岡県 株式会社苅野
減圧注湯プロセス導入による特殊合金鋳造品の薄肉・軽量化技術の構
築

北九州銀行

5203 40210054 福岡県 株式会社鐘川製作所 生産管理システムの改善による短納期対応力の向上 西日本シティ銀行

5204 40210055 福岡県 安田工業株式会社
スクリーンメッシュの超微細化・高精度化を実現する窒素含有ステンレ
ス鋼線の製造技術

北九州商工会議所

5205 40210056 福岡県 株式会社フクネツ 高張力鋼板用金型の表面処理プロセス改善による低歪化技術の開発 福岡銀行

5206 40210062 福岡県 Manycolors株式会社
バイオ分野における研究実験効率化を目的とした汎用ロボットユニット
の開発

西日本シティ銀行

5207 40210064 福岡県 株式会社エノモト
短納期型生産管理システムの導入による特殊鋼鋳造品の短納期化の
実現

十八銀行

5208 40210066 福岡県 株式会社日高合金 超音波探傷装置の導入によるアルミ鋳造品の生産プロセス強化 福岡銀行

5209 40210067 福岡県 新興産業株式会社
「再生プラスチック原料の生産プロセス強化の為、コンパウンド生産体
制の確立」

福岡銀行

5210 40210068 福岡県 株式会社ウエイクフィールド 「コンピューター制御ポータブル弁座研削盤の試作開発」 大牟田柳川信用金庫

5211 40210069 福岡県 西日本住機株式会社
クローゼット扉の様な表裏非対称構造をもつ木質化粧パネルの変形・
反りを防止しながら生産する技術の開発

財団法人福岡県中小企
業振興センター

5212 40210070 福岡県 株式会社三和工業
舗装路面に所定間隔で一様に形成された複数の溝（グルービング）の
内面に自動で塗装を施す機械又は塗料の開発

筑邦銀行

5213 40210074 福岡県 株式会社九州工具製作所 切削加工機械増設による短納期対応体制及び試作開発体制の確立 直方商工会議所

5214 40210075 福岡県 熱産ヒート株式会社 「3Dプリンタによる異形セラミックス部品の製造試作」 北九州銀行

5215 40210076 福岡県 株式会社ホットプロシード 低価格で手軽に使える3Dプリンタの開発
一般社団法人九州地域
中小企業等支援専門家
連絡協議会

5216 40210077 福岡県 株式会社カワノ 緊急地震速報システム（EEW）感知式耐震ロック開発プロジェクト 大木町商工会

5217 40210078 福岡県 森博多織株式会社 博多織の技術を活かした編みによる新商品の試作開発
財団法人福岡県中小企
業振興センター

5218 40210079 福岡県 株式会社マイサ 金属製意匠パネルのプレゼンテーション技術の開発 福岡銀行



5219 40210083 福岡県 有明商事株式会社 窒化珪素配管の固形鋳込み成形法による製造技術開発 福岡銀行

5220 40210087 福岡県 株式会社九州電化 鏡視下手術での広範囲活動性出血用止血プラズマスポンゼルの開発
福岡県中小企業振興セ
ンター

5221 40210092 福岡県 株式会社日本デンソー
業務用電気無煙ロースター機と脱臭装置を組合せた低電力・無煙・無
臭システムロースター機の開発

福岡銀行

5222 40210093 福岡県 株式会社丸仙工業
「壁面収納家具の内側に水回り設備等を一体化した家具ユニット」のコ
スト削減と短納期化の実現

大川信用金庫

5223 40210094 福岡県 有限会社大牟田エコクリーン
廃石膏からふっ素対策済み地盤改良用固化材を製造する熱処理装置
の開発

大牟田柳川信用金庫

5224 40210095 福岡県 株式会社東京食品
当社製品及び当地域産農産物等を活用した個別ニーズ対応型冷凍食
品の開発・製造

飯塚市商工会

5225 40210096 福岡県 有限会社ワイズ
「医療用プラスチック製立体曲面形状部品」の加工精度向上および製作
時間の短縮

北九州銀行

5226 40210097 福岡県 株式会社東洋製作所 高品質うどんロボットの試作開発 加藤博道税理士事務所

5227 40210098 福岡県 株式会社タック技研工業 工具自動交換装置（ATC）付ドリルタップマシンの開発
経営デザインコンサル
ティング

5228 40210104 福岡県
アサヒ・エンジニアリング株式
会社

大型基板向けアンダーフィルモールド封止装置の開発 久留米商工会議所

5229 40210106 福岡県 株式会社朝日化成 真空成型用木型製造作業の効率化 福岡銀行

5230 40210110 福岡県 津福工業株式会社 冷蔵庫用省エネ型湿度制御ユニットの試作開発 筑邦銀行

5231 40210112 福岡県 有限会社メイク 左右の扉が同時に開閉する両開き戸（シンクロムーブドア）の試作開発 西日本シティ銀行

5232 40210113 福岡県 西村企業組合 最新曲げロボットの導入による他社との競合、差別化を図る。
福岡県中小企業振興セ
ンター

5233 40210115 福岡県 株式会社安永ギヤーテック
従来の切削加工から、精密転造盤による転造加工へ転換する生産性
向上計画

福津市商工会

5234 40210116 福岡県 株式会社星野民藝 地震発生時に身を守るシェルターとなる防災テーブルの開発 西岡経営管理事務所

5235 40210117 福岡県 ネクスタ株式会社 メッシュ素材へ水性フレキソインキ印刷を施した新商品開発 南都銀行

5236 40210118 福岡県 篠原製本株式会社
PUR製本ライン導入　高付加価値・高品質化による競争力の向上と環
境配慮

田中哲税理士事務所

5237 40210119 福岡県 共栄精機株式会社
5軸マシニングセンター活用による3D形状取付け治具開発による生産
性の向上

西日本シティ銀行

5238 40210121 福岡県
本田アートマシンレンタル株
式会社

ロードヘッダー用　ビット肉盛溶接の半自動装置開発 福岡銀行

5239 40210124 福岡県 株式会社川島製作所 共同事業及び大規模農場向け　全自動菊選別結束機の開発 筑邦銀行

5240 40210129 福岡県 株式会社井上企画 国産材を用いた木工製品（テーブル等）の製造開発事業 西日本シティ銀行

5241 40210130 福岡県 マルナカゴム工業 新規性の高いゴムプレス成形型を自社設計・切削加工技術で開発 大川信用金庫

5242 40210132 福岡県 株式会社アドウェルズ 低炭素社会を実現する次世代パワー制御モジュール製造装置の開発 西日本シティ銀行

5243 40210133 福岡県 シャボン玉石けん株式会社 抗カビ効果を強化した新規畳表用石けん系塗布剤の開発 福岡ひびき信用金庫

5244 40210137 福岡県 株式会社カシマ製作所
水路用コンクリート型枠を「オーダーメイド」から「汎用商品」へ転換する
試作作り

林田税理士事務所

5245 40210138 福岡県 株式会社高口精密工業
三次元測定機及び超音波洗浄機導入による医療器械用超高精度部品
の開発

佐賀駅前法律事務所

5246 40210140 福岡県 北川製餡株式会社 日持ち向上と高度衛生化実現の為の真空充填包装装置導入 飯塚市商工会

5247 40210141 福岡県
株式会社ハウインターナショ
ナル

低価格で導入簡単 医療機関に役立つ超小型デジタルサイネージ装置
の開発

税理士法人統合経営シ
ステムパートナー

5248 40210146 福岡県 株式会社中園工業所 高度な切削技術に先進技術を付加した構造物一体型流体通路製作 北九州商工会議所



5249 40210147 福岡県 日本レドックス株式会社 高機能性化合物の小型磁気共鳴型試料分析評価装置の試作開発 福岡銀行

5250 40210148 福岡県 モリタインテリア工業株式会社 オーダーメイド家具の製造による海外製品に対する競争力の確保 西日本シティ銀行

5251 40210149 福岡県 アサヒ醸造株式会社
2次発酵を利用した甘味料・うま味調味料不使用の九州醤油の試作開
発

筑邦銀行

5252 40210153 福岡県 株式会社ボナック ボナック核酸を活用した新規ペプチドコンジュゲート体の開発 福岡銀行

5253 40210163 福岡県
メディアインターナショナル株
式会社

除染廃棄物用専用容器を改良し、汎用性のある工業用大型容器を開
発、展開

西日本シティ銀行

5254 40210165 福岡県 株式会社坂本電機製作所 産業用制御機器の製品試作開発期間短縮、部品加工方法の効率化 エム・エイ・シー

5255 40210169 福岡県 株式会社EPM 卵殻由来バイオマス添加剤の微粒子化による低環境負荷商品の開発 福岡銀行

5256 40210171 福岡県 株式会社羽野製作所 タッチパネル搭載小型電気化学分析装置の開発 西日本シティ銀行

5257 40210172 福岡県 有限会社ふく太郎本部 安心安全を実現し、HACCP工場に対応するフグのカット・加工機の開発 福岡銀行

5258 40210175 福岡県 有限会社構造保全技術
赤外線サーモグラフィ装置での構造物診断に使用する画像解析システ
ムの開発

HKパートナーズ

5259 40210179 福岡県 吉塚精機株式会社 最軽量且つ安全でコストパフォーマンスに優れた自走式車椅子の開発 末吉幹税理士事務所

5260 40210181 福岡県 有限会社健製作所
天然ガス施設等に用いる配管用特殊継手の一貫生産体制の構築によ
る価格競争力強化と品質管理

筑前町商工会

5261 40210187 福岡県 大川精工株式会社
海苔の品質、及び歩留まりを飛躍的に向上させる海苔裁断用刃物の生
産性を増加させる設備の導入

大川信用金庫

5262 40210188 福岡県 株式会社松島機械研究所 マイクロ波レベル計の技術開発による拡販 福岡銀行

5263 40210190 福岡県 株式会社カシワ
大型金属プレートの側面加工で、時間短縮と操作性の向上を目的とし
た加工機械の試作開発

筑後信用金庫

5264 40210191 福岡県 株式会社ジーンネット 一般消費者向け新規歯周病検査スティック製造の確立 筑邦銀行

5265 40210192 福岡県 八幡電機精工株式会社
ノッチングロボット導入による、工程遅れを解消し短納期受注品に対応
する

商工組合中央金庫

5266 40210193 福岡県 株式会社ケイエム
国際競争力を強化する自動車工場の部品供給シミュレーション用データ
ロガーシステムの開発

西日本シティ銀行

5267 40210194 福岡県 株式会社イナバ
機能性手袋に付加価値をつけるためにフルカラーインクジェットプリント
システムの導入

田辺高敏税理士事務所

5268 40210195 福岡県 株式会社Skyward ネットショップの多モール展開を可能にする効率的運営システムの開発 西岡経営管理事務所

5269 40210196 福岡県 エスエス産業株式会社 耐候性大型コンテナバック開発計画
福岡県中小企業振興セ
ンター

5270 40210197 福岡県 有限会社フローラ美工
高付加価値アロマ関連商品（精油・精水）の開発によるアロマ市場への
参入

西日本シティ銀行

5271 40210198 福岡県 株式会社K.Y.コンテナ プラダン（プラスチックダンボール）を利用した、製品輸送BOXの開発
藤田ひろみ税理士事務
所

5272 40210205 福岡県 株式会社創美
A R (拡張現実)マーカーで付加価値を高めたシール印刷媒体『メッセー
ジシール』(仮称)の試作開発

北九州銀行

5273 40210206 福岡県
豊洋エンジニアリング株式会
社

送水用ポンプ等の樹脂精密中空部品成形金型の開発による樹脂製圧
力容器の開発。

遠賀信用金庫

5274 40210207 福岡県 松古堂印刷株式会社
製版機を更新し品質の安定と信頼により社員のモチベーションを高める
事業。

毛利弘税理士事務所

5275 40210208 福岡県 株式会社大川鉄工 キノコの菌床の再資源化（乾燥・滅菌）の機械の開発 大川信用金庫

5276 40210209 福岡県 有限会社柳川鉄工
ATC（自動工具交換）付複合CNC旋盤での工程集約による生産プロセ
ス強化

大牟田柳川信用金庫

5277 40210210 福岡県 有限会社田尻電機製作所
始動時に大きく安定したトルクが得られる新型埋込磁石同期モータの開
発

鞍手町商工会

5278 40210211 福岡県 有限会社松尾鉄工所 高精度位置決め機能部品の短納期、多品種対応製造プロセス構築 福智町商工会



5279 40210215 福岡県 株式会社クライミング 表面処理を施した有機EL照明用キャップガラスの試作開発 筑邦銀行

5280 40210217 福岡県
日建エンジニアリング株式会
社

パイプ曲げ加工機の試作開発及び曲げ加工技術の高度化 北九州商工会議所

5281 40210219 福岡県 株式会社エム・アイ・エス
未利用資源のバイオマス（竹など）を利用した潜熱回収装置を有する温
水器の試作開発

髙栁　和浩

5282 40210222 福岡県 株式会社山崎工業 工作機械の主軸テーパー穴修正用小型内面研削盤の開発 福岡ひびき信用金庫

5283 40210223 福岡県 佳秀工業株式会社
CAE解析と計測技術を活用した定置型蓄電池用機能性筐体製作の小
口・短納期化

福岡ひびき信用金庫

5284 40210224 福岡県
富士テクノエンジニアリング株
式会社

日本市場を独占している米国企業製プラグバルブの純国産化に伴う金
型の試作開発

福岡商工会議所

5285 40210225 福岡県 有限会社徳永鉄工所 機械加工部品の効率的生産のため最新鋭マシニングセンタの導入 大牟田柳川信用金庫

5286 40210229 福岡県 株式会社東洋プレシジョン ラピッド・カット工法を応用した、売上倍増プロジェクト SKC

5287 40210230 福岡県 株式会社ベラーボ
STD-T108技術とWi-Fiを統合したグリッド型ロケーションサービス用モニ
タリングポストの開発

福岡県中小企業振興セ
ンター

5288 40210234 福岡県
株式会社東和コーポレーショ
ン

異物検出装置で検出可能な手袋の開発
福岡県中小企業振興セ
ンター

5289 40210236 福岡県 株式会社オークマ 高齢者施設用巾広ドアの生産リードタイム短縮 西日本シティ銀行

5290 40210248 福岡県 株式会社熊本精研工業 ワイヤー放電加工機用機上測定機の開発 西岡経営管理事務所

5291 40210249 福岡県
日本プライスマネジメント株式
会社

ハイブリット冷却システムによる水処理装置の試作開発
福岡県中小企業振興セ
ンター

5292 40210253 福岡県 株式会社あのラボ ワンストップ化型3Dプリンタ用低コストパッケージソフトの開発・試作 大江弘一税理士事務所

5293 40210254 福岡県 筑後染織協同組合 藍染色装置製作による染色加工量産化 商工組合中央金庫

5294 40210255 福岡県 株式会社ミツノブ 久留米初　広巾絣調生地の開発による柄の多様化と短納期化の実現 商工組合中央金庫

5295 40210256 福岡県 株式会社新興精機
省電力応用が期待されるパワー半導体向け低価格高温ホール効果測
定システムの開発

福岡銀行

5296 40210259 福岡県 株式会社九州プレシジョン 蓄光材を塗布及び塗装した大型誘導標識の製品開発 うきは市商工会

5297 40210260 福岡県 株式会社釣研 浮きの製造工程における工法転換（切削加工） 西日本シティ銀行

5298 40210264 福岡県 株式会社可川精工
大型クレーン設置による作業安全性向上に伴い、中型・大型金型の製
作及び改修関連事業開発、生産力向上・納期短縮への取組み

鬼塚公認会計士・税理
士事務所

5299 40210266 福岡県 株式会社伸栄金属製作所 アルミ板等の単板にプレス加工した網目模様装飾パネルの開発 西日本シティ銀行

5300 40210267 福岡県 マルボシ酢株式会社 食品加工残渣の発酵技術による機能性食品素材製造の開発 西日本シティ銀行

5301 40210269 福岡県 株式会社大同鉄工所 大型産業機械生産の技術継承・迅速化のための加工機械の再生 西日本シティ銀行

5302 40210273 福岡県 AIテクノロジー株式会社 高精度で低コストな非接触型ガラス破壊センサの開発
財団法人福岡県中小企
業振興センター

5303 40210274 福岡県 有限会社江﨑産業
木工加工の生産性・仕上り精度を向上させる『バリがでない・良く切れ
る・長切れする』高付加価値木工用スパイラル刃物の研究・改良・開発

大川信用金庫

5304 40210275 福岡県 MechaTracks株式会社
農業・林業分野等の高度化推進に貢献する、広域かつ長期間の屋外計
測が可能な極低消費電力高精度データロガーの開発

財団法人福岡県中小企
業振興センター

5305 40210278 福岡県 株式会社主計物産
食用キノコの発酵能を利用したタケ枝葉部アンチエイジング美白化粧品
の開発

永松浩樹税理士事務所

5306 40210279 福岡県 株式会社ロジック・リサーチ 低開発コストカスタム半導体製品の開発 福岡国際法律事務所

5307 40210281 福岡県 有限会社SGラボラトリー グリーストラップ内廃油分解用微生物製剤および添加システムの開発 筑邦銀行

5308 40210289 福岡県
株式会社ファーストソリュー
ション

震災地及び途上国に対応可能な超軽量且つ可搬式廃水処理装置の開
発

福岡県中小企業振興セ
ンター



5309 40210291 福岡県 合同会社ガムタック
粘着力が強く剥がしても跡が残らない再使用可能な粘着剤の低コスト
化の試作作り

林田税理士事務所

5310 40210292 福岡県 株式会社Windy 画像処理による残薬監査システムの開発
福岡県中小企業振興セ
ンター

5311 41210048 佐賀県 日研カシマ株式会社 危険物質を使用しない省エネ塗装用顔料の焼成受託生産プロセス強化 東濃信用金庫

5312 41210049 佐賀県 株式会社伊万里鉄工所
高トルク用特殊切削装置とヴァーチカル加工の組み合わせによる品質
向上と工数低減体制の確立

伊万里商工会議所

5313 41210050 佐賀県 聖徳ゼロテック株式会社 自動車用電池の超精密金型によるコストダウンの実現 佐賀県商工会連合会

5314 41210052 佐賀県 有限会社マリーンシステム HV小型風力発電外灯・防犯灯・看板灯の製品化試作計画 有田商工会議所

5315 41210054 佐賀県 西研グラフィックス株式会社 海外市場向け新聞搬送センターグリップキャリヤの開発 佐賀県商工会連合会

5316 41210055 佐賀県 株式会社合瀬製作所 重粒子線がん治療用補償フィルタ製作体制の確立 佐賀銀行

5317 41210058 佐賀県 株式会社三川
多品種小ロットに対応した段ボール打抜きシート完全カス取り装置の開
発

佐賀県商工会連合会

5318 41210059 佐賀県 福岡ダイス株式会社 高品質プラスチック製品のための高精度微細加工金型の試作・開発 商工組合中央金庫

5319 41210063 佐賀県 有限会社久保田稔製陶所 無排熱冷房装置向けセラミックスの開発 谷口　茂雅

5320 41210064 佐賀県 株式会社富士建
社会基盤の維持管理に向けた災害対応型飛行調査ロボットの試作・開
発

佐賀県商工会連合会

5321 41210067 佐賀県 ケイエスケイツール株式会社 5軸CNC工作機械による超硬高精度歯切用工具研削の工程集約化 佐賀銀行

5322 41210069 佐賀県 株式会社中島製作所
食品機械に使用するプレス加工品の鉄粉及び油分除去装置の試作・開
発

佐賀商工会議所

5323 41210070 佐賀県 株式会社シマブン 樹脂製グレーチング高さ15mm逆目タイプの開発 久留米商工会議所

5324 41210071 佐賀県 神埼工業株式会社 CNC旋盤導入によるCNCベンディングロールの一貫生産体制の構築 佐賀県商工会連合会

5325 41210073 佐賀県 祐徳設備株式会社
浄化槽保護用コンクリート体及び浄化槽保護用コンクリート体の構築工
法

佐賀商工会議所

5326 41210075 佐賀県 株式会社アッシュ ワイドギャップ半導体基板向け高速研削・研磨装置の開発 古賀直税理士事務所

5327 41210076 佐賀県 有限会社平田椅子製作所
3次元ウレタン成形設備と立体縫製設備導入による製品の短納期・小口
化と異分野、新規参入の実現

佐賀市南商工会

5328 41210079 佐賀県 株式会社大橋
コンパクトで低価格な木質系バイオマスの低騒音粉砕機の試作研究開
発

佐賀銀行

5329 41210080 佐賀県 九州大栄工業株式会社 射出成形部品重欠点外観検査ユニットの開発販売 佐賀銀行

5330 41210085 佐賀県 岩尾磁器工業株式会社 ゼオライト分離膜の試作と開発 佐賀共栄銀行

5331 41210087 佐賀県 光洋技研佐賀株式会社 複雑形状　精密加工部品の精度保証体制の確立 伊万里信用金庫

5332 41210088 佐賀県 株式会社サガシキ 小ロット・短納期に対応したオンデマンドパッケージ生産システムの構築 佐賀銀行

5333 41210096 佐賀県 佐賀県陶磁器工業協同組合 3DCAD，CAMを活用した陶磁器製作支援技術の構築 有田商工会議所

5334 41210098 佐賀県 藤津碍子株式会社 配電用大型碍子の試作開発と生産体制の構築 鹿島商工会議所

5335 41210099 佐賀県 ミナノ精工株式会社
ワンチャック複合加工による、多品種小ロット対応の高精度切削技術の
確立

佐賀県商工会連合会

5336 41210100 佐賀県 重松工業株式会社 キウイの簡易形状選別機の開発によるニッチ市場の獲得 佐賀県商工会連合会

5337 42210057 長崎県 株式会社湘南サンライズ工業 高精度NC研削盤導入による短納期体制の確立 親和銀行

5338 42210058 長崎県 赤木コーセイ株式会社 3Dプリンタを利用してアルミ鋳造製品の低コスト化、差別化 十八銀行



5339 42210061 長崎県 株式会社昌洋
効率的な設備の導入により、品質向上とコスト削減によるグローバル競
争力の強化を図る。

十八銀行

5340 42210062 長崎県 有限会社猪口鉄工所
宇宙機器の軽量化に寄与する3次元CAD・CAM部品加工システムの導
入

十八銀行

5341 42210067 長崎県 長崎海洋機器製造株式会社
顧客ニーズに対応した船舶用燃料油タンク新型遮断弁とその駆動装置
の試作・開発

アップパートナーズ

5342 42210069 長崎県 株式会社システック井上
需要が急速に変化する多品種少量半導体生産向けの生産管理システ
ム試作開発

十八銀行

5343 42210072 長崎県 株式会社長崎かなえ 階段や坂を歩きやすくする、カーボン式膝装具の油圧膝継手の開発 十八銀行

5344 42210074 長崎県 株式会社稲沢鐵工
ひざにやさしく、階段を容易に上り下りできる階段昇降補助具の試作開
発

親和銀行

5345 42210076 長崎県
長崎漁港水産加工団地協同
組合

水産業者向け臭い分解菌を使った消臭剤製造システムの試作開発 三重商工会

5346 42210077 長崎県 菱計装株式会社
熟練技術者に頼らない研削砥石の切れ刃自動検査装置開発で新市場
開拓

十八銀行

5347 42210078 長崎県 不動技研工業株式会社 ガスタービン用新型エキスパンション・ジョイントの開発
波多野アンドパートナー
ズ会計事務所

5348 42210081 長崎県 株式会社三基
再生可能エネルギー利用に資する施設園芸用低コストチップボイラーの
開発

高橋税理士事務所

5349 42210084 長崎県 株式会社中嶋屋本店
ダシパック製造ラインの改良と、袋詰めラインの自動化装置の開発によ
り生産力の強化を行う

親和銀行

5350 42210086 長崎県 信和技研株式会社 CNC旋盤導入によるウインチ生産プロセスの強化 十八銀行

5351 42210090 長崎県 株式会社亀山電機 高性能小型化学消防車向け高機能コントローラの開発 井手雅康税理士事務所

5352 42210091 長崎県 株式会社パル構造 ハイブリッド発電機能を有する海洋浮体システムの開発 十八銀行

5353 42210092 長崎県 株式会社富士商工 手延そうめん延伸装置での延伸後のハタへの麺棒自動取付装置 十八銀行

5354 42210095 長崎県 株式会社ヒューマンウェイブ ブラウン管操作モニター・タッチパネル操作モニター化 たちばな信用金庫

5355 42210099 長崎県 長建工業株式会社 YAGレーザー溶接機導入による歪み克服と生産性向上 西そのぎ商工会

5356 42210100 長崎県 信栄工業有限会社 機械加工力強化による顧客ニーズ対応力および競争力向上 十八銀行

5357 42210104 長崎県 アーテック工房株式会社
木質炭素と機能性素材の複合化による新規機能性付与シートの加工技
術の開発および二次加工商品開発

石橋文税理士事務所

5358 42210105 長崎県 株式会社クリーン・マット 環境に優しいノンガスタイプの芳香剤開発製造と競争力強化 東長崎商工会

5359 42210110 長崎県 株式会社樋口造船所 デッキの錆打ちの機械化により短納期、低コスト化の実現 中央総合会計事務所

5360 42210112 長崎県 株式会社中野製作所 ゴムと樹脂の直接接合の適用範囲を大幅に広げる技術開発 青和信用組合

5361 42210115 長崎県 株式会社にんじんネット 海上における安定的な無線通信のための自動追尾機器開発事業 石井税理士事務所

5362 42210117 長崎県 株式会社松永鋳造所
すべり軸受用ホワイトメタル材質改良で、生産効率を向上させ競争力を
強化し売上を増大させる。

親和銀行

5363 42210119 長崎県 株式会社システム計装
小口、小型装置の研究開発を目的とした三次元試作設備の導入及び試
作品の開発

佐世保商工会議所

5364 42210120 長崎県 株式会社朝日テック
大型船舶艤装用電路製造に於ける半自動機械化による生産工程の改
善と3次元的ものづくり方の改善

アイジータックス

5365 42210121 長崎県 株式会社松翁軒 長崎県産品カステラの新分野開発のための製あんプラント導入計画 永田　吉朗

5366 42210122 長崎県 株式会社峯陽 鋳造品の短納期試作フローの構築 手塚智三郎

5367 42210123 長崎県 株式会社西日本工業 螺旋階段用ステップ製作自動溶接機の試作開発 商工中金

5368 42210127 長崎県 九州松下工業株式会社 世界初となる｢全自動マットレス用自動枠線打機｣開発と労務改善事業 十八銀行



5369 42210129 長崎県 南陽産業株式会社 洋上風車長寿命化のための新塗装技術の開発 エフアンドエム

5370 42210130 長崎県 株式会社美泉
厳しい品質とコスト競争に対処するために、効率的な縫製設備の導入を
はかる

十八銀行

5371 42210131 長崎県 本多産業株式会社
受注拡大を目的とする画像判定機能付検査装置導入による品質向上と
低コスト化

十八銀行

5372 42210132 長崎県 株式会社渡辺商店 創業80年の歴史を生かし、女性心理にもとづいた基礎下着の構築 コスモス

5373 43210101 熊本県 マナスクリーン株式会社
高精度加工機の導入による高付加価値(印刷・加工)製品の一貫生産体
制確立

肥後銀行　水前寺支店

5374 43210104 熊本県 オーケープランニング ポータブルな低価格組合せ計量機の開発 熊本市託麻商工会

5375 43210108 熊本県 有限会社もと工房 様々な重度障害者(児)向け、多関節可動調整機能付き車椅子装置 益城町商工会

5376 43210111 熊本県 株式会社ヤマシタ機工
レーザー切断加工機導入によるステンレス加工製品の高品質化及び新
型豆乳煮沸釜の開発

肥後銀行　田迎支店

5377 43210112 熊本県 株式会社双葉金属
試作・開発を主とする新販路拡大に対応した小口・短納期対応及びコス
ト削減事業

小田　規玖雄

5378 43210113 熊本県 有限会社フェザークラフト 弓具生産工程において合理化と標準化による生産効率の向上 東京中央経営株式会社

5379 43210114 熊本県 株式会社堀甲製作所 VaRTM成形による\CFRP及びGFRP製品の製造技術の確立
公益財団法人くまもと産
業支援財団

5380 43210115 熊本県 株式会社貝島商店 麹をキーワードとした離乳食食品の開発とその製造工程の効率化 北九州銀行　熊本支店

5381 43210116 熊本県 日精電子株式会社 QFN表流し切断金型の加工技術の開発 藤本　佳旦

5382 43210117 熊本県 株式会社アドヴァンス 生産プロセス強化のための高速プレスパンチングマシン導入計画
熊本第一信用金庫　健
軍支店

5383 43210118 熊本県
タカムラ・エンタープライズ株
式会社

モナカ焼成機用分割構造金型の開発 熊本銀行　山鹿支店

5384 43210119 熊本県 株式会社ＮＴＦ ビニールハウス谷換気開閉システムの試作開発 北九州銀行　熊本支店

5385 43210125 熊本県 株式会社ソフトビル 電子式大気電界計による雷検知装置とウェブ配信システムの開発 肥後銀行　浜町支店

5386 43210126 熊本県 株式会社エム・ティ・エル 畜産および水産業界が求める有用な微生物資材の製造 くまもと産業支援財団

5387 43210127 熊本県 有限会社城東化成 低圧射出成形機導入による品質と供給の安定と収益性の向上 熊本銀行　益城支店

5388 43210128 熊本県 マクロシステム株式会社 顎変形症治療用の手術シミュレーション・システムの開発 アタックス税理士法人

5389 43210130 熊本県 株式会社アラオ 自動化機器の高機能最適設計開発力と生産管理力強化事業 坂田会計事務所

5390 43210132 熊本県 株式会社山本製作所
緊急修繕、特注品等の納期、生産強化のためのマシニングセンタの導
入

商工組合中央金庫　熊
本支店

5391 43210135 熊本県 株式会社王樹製薬
イグサをマンネンタケで発酵処理した機能性素材を活用した農水産系
病害菌防除剤の商品化

熊本県信用組合

5392 43210136 熊本県 株式会社千成堂
酵母・乳酸発酵技術を活用した高付加価値豆菓子の開発と新たな生産
ラインの構築

藤本佳旦税理士事務所

5393 43210139 熊本県 三重津田電器産業株式会社 流動性材料の多目的連続供給装置の試作機製作 荒木公認会計士事務所

5394 43210140 熊本県 株式会社メイソウ
加工ノウハウを活かした電子部品及びコネクター等の精密部品の金型
生産の短納期化

高濱　三喜夫

5395 43210141 熊本県 岩下株式会社
積層式自動裁断機(CAD/CAMシステム)導入による生産プロセスの効
率化及び品質向上

肥後銀行　大阪支店

5396 43210144 熊本県 浜田醤油株式会社
特徴ある有機酸組成をベースとする新規な「魚専用発酵調味料」の試
作開発

熊本銀行　田崎支店

5397 43210146 熊本県 有限会社アイワ 試作から量産までの最適な“型”の開発 熊本銀行　益城支店

5398 43210148 熊本県
西日本エレクトロニクス工業
株式会社

特殊電解液による陽極酸化皮膜生成の量産技術の開発 熊本市託麻商工会



5399 43210149 熊本県 九州産廃株式会社 メタン発酵消化液を利用した農業および産業利用技術の開発 肥後銀行　菊池支店

5400 43210150 熊本県 株式会社KIYORAきくち 炭酸入り氷 肥後銀行　菊池支店

5401 43210155 熊本県 株式会社九州企画 オリジナルLEDサインを使った既存看板のリニューアル化
肥後銀行　熊本駅前支
店

5402 43210156 熊本県 株式会社ケイ・エフ・ケイ 工程集約による、低ｺｽﾄ・短納期を実現する為の設備導入計画 長崎銀行　八代支店

5403 43210157 熊本県 株式会社プレテックAT 3次元実装対応　TSV　Via出し　枚葉アルカリエッチングプロセスの確立
公益財団法人くまもと産
業支援財団

5404 43210160 熊本県 株式会社シマヅテック
精密板金加工における多品種・少量・短納期のための生産プロセスの
高度化

肥後銀行　松橋支店

5405 43210161 熊本県 株式会社イズミ車体製作所 21世紀型モータリゼーションにおける電気バスの開発 熊本市託麻商工会

5406 43210162 熊本県 不二精密工業株式会社
「デジタル・エンジニアリングを活用した農業用機械部品の高品質・短納
期に対する取り組み」

肥後銀行　菊池支店

5407 43210164 熊本県 セイコーテクノ株式会社
工程が多い精密切削部品の、コストダウンと精度要求に対応する生産
体制の確立

公益財団法人くまもと産
業支援財団

5408 43210166 熊本県 株式会社末松電子製作所 外来魚電撃採捕装置船（ショッカーボート）の開発 熊本銀行　松江通支店

5409 43210167 熊本県 スギモト精工株式会社 超精密機械加工への事業域拡大
公益財団法人くまもと産
業支援財団

5410 43210168 熊本県 NSS九州株式会社
バラスト水処理システム用の水質浄化装置パルスシステムの研究・開
発

熊本市託麻商工会

5411 43210172 熊本県 南九州コンクリート株式会社
フライアッシュ混和材を使用した高品質・低コスト・低環境負荷コンクリー
ト製品の製造技術

肥後銀行　大牟田支店

5412 43210174 熊本県 株式会社マツシマ 高純度金属材料の生産技術向上プロジェクト
商工組合中央金庫　熊
本支店

5413 43210177 熊本県 株式会社旭製作所 大型グラスライニング用ソーダライム素管の製作 肥後銀行　荒尾支店

5414 43210178 熊本県 株式会社ソルブテック 半導体オンラインマーキングシステムの開発
公益財団法人くまもと産
業支援財団

5415 43210184 熊本県 株式会社ビッグバイオ 有用微生物を利用した多機能性水質浄化材の開発 坂田会計事務所

5416 43210185 熊本県 株式会社スリーダイン 完全非接触浮上ユニットの試作開発 臼井清也税理士事務所

5417 43210186 熊本県 株式会社建鋼社
新型防水ガラリ開発による商品ラインアップ充実と設備投資による生産
性向上

肥後銀行　水前寺支店

5418 44210062 大分県 株式会社三邦
高耐久性素材によるエアポケットを構成する金属製外壁材の開発及び
販売計画

此本経理事務所

5419 44210066 大分県 大分もやし協業組合 もやし屑の発酵による家畜への飼料化事業
大分県信用組合　光吉
支店

5420 44210067 大分県 株式会社リモート フロートデバイスの開発による「牛温恵」の肥育牛市場への販路拡大 大分銀行　亀川支店

5421 44210070 大分県 有限会社エフ・ケイメカニック デュアルフューエル（LPG又はCNGと軽油併用）車の開発
大分県信用組合　鶴崎
支店

5422 44210071 大分県 株式会社アーバン大分 高級婦人服小口・短納期化事業計画
日田信用金庫　清水支
店

5423 44210072 大分県 有限会社藤田金型製作所
パンチ型作動機構付設による高品質薄板プラスチック部品成形用金型
の開発

大分銀行　ここのえ支店

5424 44210075 大分県 別府竹製品協同組合 別府竹細工の技術を活用したプロダクト品試作開発事業 大分みらい信用金庫

5425 44210079 大分県 株式会社トライテック 高炉羽口用　回転調節式微粉炭吹き込みバーナーの開発
商工組合中央金庫　大
分支店

5426 44210083 大分県 宝工業株式会社 産業機械用部品の生産に関する高精度・短納期・低コスト化計画
大阪東信用金庫　吉田
支店

5427 44210084 大分県 株式会社AKシステム
医薬品流通管理のための自動認識用データキャリア付与装置の試作
開発

大分県産業創造機構

5428 44210085 大分県 鶴崎海陸運輸株式会社 クロスプラットフォーム対応の受注システム試作開発 大分県商工会連合会



5429 44210086 大分県 株式会社ポンド 高強度軽量化炭素繊維強化複合材料の研究開発事業 大分銀行　別府支店

5430 44210091 大分県 有限会社エム・オー・イー フッ素樹脂製品の量産化技術の確立と市場開拓 大分みらい信用金庫

5431 44210093 大分県 志村製材有限会社 酸化亜鉛含浸処理塗装を用いた鎧張り高耐久性木材製品の試作開発 豊和銀行　鶴崎支店

5432 44210095 大分県 株式会社臼杵鋼鈑工業所
顧客のニーズに応える医療、食品工場用　高品質ステンレスダクトの試
作

大分県産業創造機構

5433 44210097 大分県 型研精工株式会社 ONE BODY PROBE PIN 製品の開発と生産・販売 大分県産業創造機構

5434 44210099 大分県 株式会社ゼロテクノ 混和材の製造能力向上・品質安定化する原材料熱処理装置の開発 大分県産業創造機構

5435 44210100 大分県 K-STAGE
多用途・短納期・低価格・高精度空撮・長距離飛行を特徴とするマルチ
コプター型UAVの開発

大分県産業創造機構

5436 44210102 大分県 ヘルメット潜水株式会社
業界初「やわらか湯たんぽ」の接着工程等の機械化による生産効率の
向上

大分県信用組合　国東
支店

5437 44210103 大分県
株式会社ナノプラネット研究
所

難および易溶解気体の溶解促進による高機能溶解水利用装置の開発 国東市商工会

5438 44210104 大分県 ニシジマ精機株式会社 火力発電用ブレード製品の生産工程改善による生産性向上 大分県産業創造機構

5439 44210105 大分県 有限会社髙畠装業 短納期化に対応するためのNC機械導入 伊予銀行　佐伯支店

5440 44210108 大分県 株式会社日出ハイテック 半導体解析装置導入による品質・納期・コストの向上と販路拡大
此本英一郎税理士事務
所

5441 44210110 大分県 弥生石材株式会社
未利用建設発生土改質による高性能低コスト再生土・再生砂開発シス
テムの構築

伊予銀行　佐伯支店

5442 44210111 大分県 株式会社ケーアンドケー 電動射出成形機システム導入による競争力の強化と販路拡大 大分県産業創造機構

5443 44210112 大分県 キツキハーネス有限会社 高汎用性で材料消費の少ない樹脂塗装技術の開発 惠良寧税理士事務所

5444 44210116 大分県 有限会社NSワーク
ユーザビリティ性に優れた非破壊検査可能なPCB可視化計測器の試作
開発

大分銀行　鐵鋼ビル支
店

5445 44210118 大分県 合名会社青木本店 国東半島特産の七島藺を加工した製品開発と加工工程の高度化 国東市商工会

5446 44210120 大分県 株式会社鳥繁産業 炭酸ガス吸収用鮮度保持剤の内製化 大分銀行　津久見支店

5447 44210121 大分県 有限会社新貝商店
燻煙熱処理のアナロジーを活用した木材の成長応力減殺工程の技術
開発と革新的な商品開発

大分銀行　大貞支店

5448 44210122 大分県 山正機械株式会社
自動車関連シール部品信頼性向上のための3軸レーザーマーカーによ
る部品情報管理システムの構築

大分銀行　玖珠支店

5449 44210124 大分県 有限会社光電 船舶用国産ビルジポンプ製造販売事業に進出する為の試作開発計画 国東市商工会

5450 44210125 大分県 ケイシン工業株式会社 廃棄ゼラチンシートの飼料への再利用加工の事業化 こうの経営人事事務所

5451 44210129 大分県 株式会社ティー・アール・シー 放電プラズマによる先進汚水処理システムの開発と実証 豊和銀行　鶴崎支店

5452 44210131 大分県 九州ジージーシー株式会社
地域で生産された野菜を原料とした安全安心なカット野菜の新商品開
発

大分県産業創造機構

5453 44210132 大分県 スターコックス株式会社
要介護者の健康保持及び介護者の負担軽減を実現し、在宅介護を支
援する自動脱着靴の開発

大分県信用組合　国東
支店

5454 44210140 大分県 九州ナノテック光学株式会社 ブラインド代替型液晶フィルムの開発
大分県信用組合　日出
支店

5455 44210143 大分県 島田電子工業株式会社 高耐熱化技術の開発による複写機・複合機向け光センサの販路拡大 大分銀行　大貞支店

5456 44210145 大分県 合名会社まるはら
産業廃棄物・地域資源を利用した魚醤・肉醤等の発酵調味料の製造設
備の導入

福岡銀行　日田支店

5457 44210146 大分県 神崎鉄工株式会社
ロボット溶接機の導入による、港のゴミ取り機「マリンクリーナー」の高度
化等について

山野　哲志

5458 44210147 大分県
日本ヒューマンメディク株式会
社

患者様の負担を軽減する整形外科用ギプスの開発 大分銀行　賀来支店



5459 44210148 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製麺製造設備の開発事業 栗林公認会計士事務所

5460 44210155 大分県 三重化成株式会社 環境に優しい高品質再生プラスチック原料の実現と低コスト化 池田正人税理士事務所

5461 44210156 大分県 株式会社エコ・ワールド 医療・介護用三次元網状マットレスの製造にかかる金型の開発
RS経営コンサルティン
グ

5462 44210157 大分県 正起金屬加工株式會社 大型脱酸用アルミ塊の製造設備の設置 大分銀行　大阪支店

5463 44210158 大分県 株式会社サラヴィオ化粧品 新種微細藻類培養生産と抽出エキスを用いた抗肌荒れ化粧品開発 中島誠一税理士事務所

5464 44210161 大分県 株式会社大阪クリップ
小学校向けコンパスの新製品開発及びダイカスト成型機導入による量
産体制の構築

株式会社エスネットワー
クス

5465 44210164 大分県 株式会社興栄 落差不要で水の流速のみで発電するマイクロ水力発電 大分県産業創造機構

5466 44210165 大分県 株式会社大森製作所 顧客への部品供給の現地化・地場化の実現のための設備導入 大分県産業創造機構

5467 45210040 宮崎県 株式会社中園工業所
高速高精度マシニングセンターの導入と、既存大型加工機を活用した
大型精密装置分野への事業展開

鹿児島銀行　延岡支店

5468 45210042 宮崎県 有限会社南海服装 裁断設備導入による短納期の実現化とコスト削減 宮崎県産業振興機構

5469 45210043 宮崎県 有限会社ニッチフーズ 宮崎県水産物ブランド品｢みやざき金ふぐ｣の商品化 宮崎商工会議所

5470 45210044 宮崎県 有限会社白水舎乳業
麹菌発酵乳飲料「百白糀」量産化の独自開発を目的とした生産設備の
導入

宮崎県産業振興機構

5471 45210046 宮崎県 株式会社匠 自動定寸ストッパー付大型丸鋸切断機の導入による生産性向上 宮崎銀行　妻ｹ丘支店

5472 45210047 宮崎県 株式会社シンコー精機 小ロット生産により細かいニーズに対応した医療機器開発及び製造 新富町商工会

5473 45210048 宮崎県 株式会社おび印刷 ロールtoロールによるフレキソ技術を使ったPPC用包装紙印刷 日南商工会議所

5474 45210049 宮崎県 株式会社メタル匠 パイプベンダーとプラズマ切断機の導入による採算性改善
宮崎太陽銀行　あやめ
原支店

5475 45210050 宮崎県 株式会社モリタ
長尺NC切削加工機を導入による、航空機内装部品の一貫生産体制確
立

田野町商工会

5476 45210051 宮崎県
ユー・エム・シー・エレクトロニ
クス株式会社

実装基板フロー工程の工程保証度向上による競争力強化 宮崎県産業振興機構

5477 45210052 宮崎県 神楽酒造株式会社
焼酎麹と甘藷を用いたこれまでにない嗜好性を持つ新たな醸造酒つくり
と市場への参入

商工中金　宮崎支店

5478 45210054 宮崎県 九州オリンピア工業株式会社 機械の外板に係る材料の曲げ速度・精度向上に資する設備投資計画 宮崎銀行　国富支店

5479 45210055 宮崎県 有限会社四位農園 熱効率の高い連続式乾燥法による乾燥野菜の製造 商工中金　宮崎支店

5480 45210056 宮崎県 有限会社へいわ 官製ハガキ印刷コスト1/8プリントシステムの開発
宮崎太陽銀行　平和台
支店

5481 45210057 宮崎県 有限会社都農農産加工工場 氷温冷蔵技術を活用した漬物生産技術の開発 宮崎銀行　都野支店

5482 45210058 宮崎県 株式会社ジャンボンフーズ
宮崎県唯一の生ハム専用工場が生み出す、宮崎県産豚肉を用いた新
たな生ハム製品の開発

宮崎銀行　都城北支店

5483 45210059 宮崎県 有限会社マキタ義肢製作所
3次元CAD/CAMを用いた足底装具（インソール）デジタル製造プロセス
の構築

宮崎銀行　都城営業部

5484 45210061 宮崎県 柳田酒造合名会社 独自の裸麦を原料とする高品位麦焼酎の工業生産技術の開発 宮崎銀行　妻ヶ丘支店

5485 45210063 宮崎県 吉田産業合資会社
割り箸製造工程におけるIT技術を駆使した自動選別装置の開発と設備
投資

宮崎県産業振興機構

5486 45210069 宮崎県 安井株式会社 難燃性樹脂コンパウンドの試作開発
商工会県北経営支援セ
ンター

5487 45210071 宮崎県 ミツイシ株式会社 中国でのシェア拡大のための、廉価版の碁石製作プロジェクト 日向商工会議所

5488 45210072 宮崎県 道本食品株式会社 宮崎県産干し大根を利用したたくあんの缶詰の生産プロセス強化 鹿児島銀行　宮崎支店



5489 45210074 宮崎県 株式会社協和精機
顧客要求による大型精密金型の短納期化に対応するための加工設備
投資事業

南郷町商工会

5490 45210075 宮崎県 株式会社マスオカ 化学合成に必要な真空設備部品の画像自動検査機の導入 西都商工会議所

5491 45210076 宮崎県 株式会社ニチワ
鍛造金型作成の高精度、高品質、低コスト、短納期を図るためのNCフラ
イス盤新規導入

宮崎県産業振興機構

5492 45210081 宮崎県 森山工業株式会社 チタン製パイプに対する連続開孔および開先加工技術の確立 宮崎銀行　延岡営業部

5493 45210082 宮崎県 株式会社黒木本店 麹菌発酵撹拌方式の焼酎廃液飼料化設備改善による生産性の向上 高鍋信用金庫　本店

5494 45210084 宮崎県 有限会社佐土原機械
高精度高剛性NC旋盤導入による短納期受注の拡大及び価格競争力強
化

宮崎銀行　佐土原支店

5495 45210088 宮崎県 有限会社一山木材 高周波プレスを利用した桧構造用集成材の製造及び販売 宮崎銀行　恒富支店

5496 45210089 宮崎県 有限会社谷山機械製作所
ワイヤー放電加工機導入による難削材への精度・生産性向上及び競争
力強化

宮崎太陽銀行　西佐土
原支店

5497 45210091 宮崎県 有限会社丸哲日髙本店 真空冷却法を活用したカット野菜安定保存実現事業 宮崎商工会議所

5498 45210092 宮崎県 株式会社池上鉄工所
バイオエタノール製造プラント用特殊膜脱水装置製作における競争力
強化事業

宮崎県産業振興機構

5499 45210093 宮崎県 株式会社システム技研 軽量化マスク成膜ホルダの開発 宮崎銀行　都北町支店

5500 45210095 宮崎県 株式会社日南家具工芸社 2次元及び3次元切削加工の高度化及び生産性の向上 日南商工会議所

5501 45210098 宮崎県 株式会社押川春月堂本店 最新冷凍技術の活用による菓子生産力及び菓子品質の向上実現事業 川南町商工会

5502 45210099 宮崎県 宮崎食研有限会社 自然の素材と麹を活用した高付加価値ドライフルーツ開発事業 宮崎銀行　平和台支店

5503 45210104 宮崎県 有限会社桐木工作所 ノズル製造におけるワンストップ化と連結型長ノズルの試作開発 宮崎銀行　恒富支店

5504 45210107 宮崎県 福田製材有限会社 自動位置決め、ソフトウェアを組込んだ自動制御の横切装置導入 東郷町商工会

5505 45210111 宮崎県 株式会社花菱塗装技研工業 クリーンブース導入による光触媒コーティング技術の開発
宮崎太陽銀行　延岡支
店

5506 45210114 宮崎県 株式会社メタル・テクノ 低温排水熱回収装置の開発 宮崎県産業振興機構

5507 45210121 宮崎県
株式会社坂田電機宮崎研究
センター

レーザ溶接を用いた低コスト、高精度な絶対圧型間隙水圧計の試作開
発

宮崎県産業振興機構

5508 45210122 宮崎県 株式会社修電舎 風力、水力のハイブリッド型発電システムの開発 宮崎銀行　延岡営業部

5509 45210123 宮崎県 有限会社原口水産 真空包装機導入と加熱による食品の品質・消費期限の向上及び差別化
商工組合中央金庫　宮
崎支店

5510 45210129 宮崎県 アルス株式会社 鋏の形状測定システム確立による高効率化と加工精度の向上 税理士法人ゆびすい

5511 45210131 宮崎県 有限会社プロファイル 防犯カメラ画像のボケ画像解析・修正装置の試作開発 宮崎県産業振興機構

5512 45210132 宮崎県 株式会社宮防 鋼製型枠用暑中対策塗料の試作開発 宮崎商工会議所

5513 45210134 宮崎県 株式会社光洋 防衛省向け車輌用幌シート等の溶接設備等導入事業 宮崎県産業振興機構

5514 45210135 宮崎県 株式会社松尾醸造場 味噌・醤油加工品の生産性向上のための設備導入計画 宮崎銀行　串間支店

5515 45210136 宮崎県 京屋酒造有限会社 新開発した2種類のリキュールによる海外販売強化事業 日南商工会議所

5516 45210140 宮崎県 五十鈴製作所 マシニングセンター導入による生産ラインの強化
高鍋信用金庫　門川支
店

5517 45210143 宮崎県 株式会社上沖産業 ソフトウェアを組み込んだ自動計量機の導入による生産プロセス強化 宮崎県産業振興機構

5518 45210149 宮崎県 株式会社日向中島鉄工所 農商工連携による新ビジネスモデル創造のための自動搬送装置開発 宮崎県産業振興機構



5519 45210150 宮崎県 有限会社すき特産
急速凍結冷凍設備及び冷凍貯蔵施設の導入による高品質な果汁製品
の開発と販路拡大

すき商工会

5520 45210152 宮崎県 株式会社河宗 生産能力強化のための設備改良と印刷加工の内製化 宮崎銀行　都城北支店

5521 45210153 宮崎県 相馬工業株式会社 溶接ロボット導入による生産能力強化 宮崎県産業振興機構

5522 45210155 宮崎県 マツタ工業株式会社
金型の検査時間大幅減と、3Dシステムを利用した試作品のリードタイム
短縮

宮崎銀行　祇園町支店

5523 46210127 鹿児島県 有限会社エスティシステム
中子製造工程の安全性向上、コスト削減及び納期短縮、環境負荷軽減
のための機械導入

霧島商工会議所

5524 46210128 鹿児島県 株式会社福山こめ酢 大豆を添加して発酵させる黒大豆黒米酢の製造・販売 霧島市商工会

5525 46210131 鹿児島県 株式会社ステップ
大型高精度高速微細加工機の導入による大型品の加工技術の向上と
受注の拡大

鹿児島銀行

5526 46210132 鹿児島県 株式会社ジクヤ精工
耐摩耗性の向上目的で製品の先端部分に超硬口－付品の試作と円筒
研削盤の導入

鹿児島興業信用組合

5527 46210133 鹿児島県 株式会社ユー・エム・アイ 大型ロータリー平面研削盤導入と研削技術確立による事業拡大 京都銀行

5528 46210135 鹿児島県
かごしま大東エンジニアリング
株式会社

高圧電動機及び発電機の固定子を再利用すべく頑固に固着したコイル
を簡単に取り除く蒸し焼き設備及び消煙炉更新導入

鹿児島銀行

5529 46210138 鹿児島県 株式会社ハマ製作所 パウチに口栓を毎分100枚溶着する、高速口栓溶着装置の試作開発
かごしま産業支援セン
ター

5530 46210139 鹿児島県 株式会社日置精工
チタン材活用による、製品の歩留りアップ、消費電力削減及び修繕コス
ト削減

鹿児島信用金庫

5531 46210140 鹿児島県 富士エネルギー株式会社
太陽集熱器用ヒートパイプ製造設備の革新的製造技術の確立とその試
作開発

宮崎銀行

5532 46210142 鹿児島県 有限会社オリエントリトレッド
国産90φ ピン型押出機導入による新型リトレッドダイヤの開発・市場規
模拡大

エイ・エム・コンサルタン
ツ株式会社

5533 46210143 鹿児島県 国分電機株式会社 高付加価値高機能店舗・施設用LED照明器具の開発 霧島商工会議所

5534 46210145 鹿児島県
ジャパンポーレックス株式会
社

高性能な密封保存容器蓋生産装置の開発
かごしま産業支援セン
ター

5535 46210148 鹿児島県 株式会社大木
条鋼材加工を自動化し、コスト低減・短納期化と試作開発で、競争力強
化を図る設備導入の計画

株式会社マネジメントア
シスト

5536 46210150 鹿児島県 株式会社ステップス 技術ミックスによる新しい発泡スチロール金型の開発 曽於市商工会

5537 46210152 鹿児島県 株式会社オーケー社鹿児島 静電気対策に役立つ『高精度静電気映像化装置』の試作開発
税理士法人鹿児島さくら
会計

5538 46210153 鹿児島県 株式会社秦野精密 自動車用機構部品の高精度化のための試作開発と生産プロセス強化 鹿児島銀行

5539 46210155 鹿児島県 メテック九州株式会社
高付加価値製品へのめっき加工技術の開発により、新分野への販売の
拡大

鹿児島銀行

5540 46210157 鹿児島県 有限会社プロテック
オリジナルソフト搭載、加工効率アップの新型精密成型平面研削機の
新規導入による高精度・高品質・高生産効率化加工体制の構築

南九州市商工会

5541 46210159 鹿児島県 有限会社木原製作所 閉塞鍛造法を用いた銅製工芸部品の低コスト・高効率成形技術の開発 鹿児島銀行

5542 46210162 鹿児島県 株式会社田頭建設
鉄骨製作工程におけるロボット溶接を併用した低コスト・高効率的な溶
接技術の確立

南日本銀行

5543 46210169 鹿児島県
鹿児島県オーストリッチ事業
協同組合

健康に優しく美味しい鹿児島県産ダチョウ肉の品質・加工技術向上 鹿児島興業信用組合

5544 46210171 鹿児島県 ケイパート
コンピュータ制御金属削加工機の新規導入による高難度加工製品の受
注増、新規若年者雇用（技術者育成支援）による事業拡大

南九州市商工会

5545 46210174 鹿児島県 株式会社ハラダ精工 間伐材から天然香料を抽出する高性能水蒸気蒸留法抽出装置の開発 かごしま市商工会

5546 46210176 鹿児島県 ダイコー熱処理株式会社
最新鋭の真空熱処理炉による高品質熱処理・サイクル短縮による省エ
ネ

鹿児島信用金庫

5547 46210177 鹿児島県 株式会社マツオ
溶融亜鉛めっきに替わる環境に優しい高耐食性熱拡散亜鉛めっき技術
の確立

鹿児島銀行

5548 46210182 鹿児島県 丸山鐡工株式会社 NC横中ぐり盤による高精度・高効率切削加工技術の確立 鹿児島さくら会計



5549 46210184 鹿児島県 有限会社八重製作所
溶接技術並びに生産性向上とコスト低減、短納期化を図り競争力を強
化するための溶接ロボット導入

かごしま市商工会

5550 46210185 鹿児島県
有限会社かごしま有機生産組
合

規格外有機農産物の冷凍加工商品開発プロジェクト 鹿児島商工会議所

5551 46210187 鹿児島県 有限会社渡辺商店 高度な発酵技術による「熟成生姜」のフリーズドライ商品開発 グローカルサポート

5552 46210188 鹿児島県 株式会社エヌチキン 発酵技術を生かした新規鶏肉加工品の開発 南九州市商工会

5553 46210191 鹿児島県 株式会社霧島町蒸留所
自社酵母等の培養や、独自の原料組み合わせによる、個性的な焼酎の
製造

鹿児島興業信用組合

5554 46210192 鹿児島県 株式会社ホートク食品 アレルギー児童用代替食品の開発 姶良市商工会

5555 46210194 鹿児島県 有限会社北園鉄工
片面開先加工機を双頭型に更新し、コストダウンを図り競争力をつける
事業計画

鹿児島銀行

5556 46210197 鹿児島県 協業組合ユニカラー
印刷素材を選ばない新たな塗装技術活用による高品質・低コストな印刷
技術の確立

鹿児島銀行

5557 46210199 鹿児島県 双葉鉄工建設株式会社 建築鉄骨と太陽光発電アレイの金物加工内製化 鹿児島興業信用組合

5558 46210200 鹿児島県 株式会社アルナ 額縁生産のプロセス見直しによる価格競争力強化への取組み
マネジメントオフィス
KOBA

5559 46210203 鹿児島県 薩摩総研株式会社
パワーコンディショナーの発熱体から素早く熱を逃す高信頼性放熱樹脂
の開発

菜の花商工会

5560 46210205 鹿児島県 有限会社やまた水産食品
水揚げ未利用魚の採肉を使用した魚肉パスタの増産型製造機械の開
発

鹿児島相互信用金庫

5561 46210206 鹿児島県 有限会社モゼ
新たな設備導入による弁当及び弁当用調理済み副食品の生産能力強
化

林高宏税理士事務所

5562 46210207 鹿児島県 国基建設株式会社 条鋼材加工の全自動化によるコスト削減と工期短縮 かのや市商工会

5563 46210213 鹿児島県 株式会社中央工作所
塗装処理の内製化と塗装設備開発事業化を柱とする塗装設備の試作
開発

鹿児島銀行

5564 46210216 鹿児島県 有限会社東百貨店
刺繍技術を活用した地域観光地等グッズほか、小ロットオリジナル繊維
製品の開発

南大隅町商工会

5565 46210217 鹿児島県 株式会社コマロック
特殊仕様に改良したミシンによるコンクリートブロックの高性能養生シー
トの試作開発事業

佐伯中小企業診断士事
務所

5566 46210219 鹿児島県 有限会社尾塚水産 地域資源を活用した発酵食品の開発 阿久根商工会議所

5567 46210221 鹿児島県 有限会社バンショップミカミ
軽キャンピングカーで牽けるトレーラーのエアロパーツと小型ボートの一
体的開発

曽於市商工会

5568 46210222 鹿児島県 有限会社山吉國澤百馬商店 かつお本枯節を使用したふりかけ（かつおでんぶ）の試作開発 宇都宮税理士事務所

5569 46210224 鹿児島県 株式会社大迫精機 多軸加工機の増強による高精度加工分野への販路拡大 霧島商工会議所

5570 46210226 鹿児島県 株式会社奄美大島開運酒造
奄美大島の伝統的な乳酸発酵食品の発酵技術を活用した試作品の開
発

宇検村商工会

5571 46210229 鹿児島県 株式会社サツマ超硬精密
最新形彫放電加工機導入による高硬度材精密部品の高精度化・高効
率化

東大阪商工会議所

5572 46210230 鹿児島県 屋久島山福農園 自ら収穫する屋久島特産のガジュツ（紫ウコン）の新商品開発 屋久島町商工会

5573 46210235 鹿児島県 丸勝水産株式会社 古式直火製法(燻製)を活かしたサバ節の新商品開発 屋久島町商工会

5574 46210237 鹿児島県 朝日酒造株式会社
健康と美のアマミアンカクテル～黒糖焼酎と島みかんのコラボリキュー
ル

喜界町商工会

5575 46210239 鹿児島県 株式会社屋久島白川茶園
有機栽培で収穫した「生茶」を使ったフレーバー紅茶の試作製造と直販
事業

屋久島町商工会

5576 47210002 沖縄県 株式会社ゼロテクノ沖縄 石炭灰微粒子の分級技術における製品の開発事業 金城達也税理士事務所

5577 47210005 沖縄県 拓南製鐵株式会社 圧延超硬ロールマーク加工に於ける品質向上及びコスト削減 山内公認会計士事務所

5578 47210006 沖縄県 株式会社基土木 機械式小口径鋼管継手工法の開発
琉球銀行　コザ十字路
支店



5579 47210009 沖縄県 株式会社比嘉酒造 泡盛と醸造酒を原料としたリキュールの小ロット化・新商品開発 糸満市商工会

5580 47210010 沖縄県 レビオ株式会社
オカラと有用微生物の省エネ型発酵方法による高機能飼料の試作品の
開発

新垣隆顕税理士事務所

5581 47210016 沖縄県 マサステンレス工業株式会社 NC操作付き自動プラズマ加工機搭載による製造技術開発と商品化 屋比久功税理士事務所

5582 47210017 沖縄県 株式会社琉球免疫研究所 単クロン抗体を活用したHIV検査キット開発、製造技術提供事業 金城達也税理士事務所

5583 47210018 沖縄県 有限会社桜物産
早採りモズクを活用した、多機能発酵モズク水製造方法最適化装置の
開発

沖縄海邦銀行　本店営
業部

5584 47210019 沖縄県
沖縄クチャ・赤土造形企業組
合

切削加工機械導入による高性能石膏型の開発及び製品の多様化事業 宮城秀敏税理士事務所

5585 47210021 沖縄県 株式会社プラスナレッジ スマートフォンの利用品質を大幅に向上させる新評価システムの試作 琉球銀行　樋川支店

5586 47210027 沖縄県 新垣瓦工場 吸水性の高い赤瓦製コースターの多品種少量製産と短納期化の実現 沖縄銀行　与那原支店

5587 47210028 沖縄県 有限会社プラネットファーム
閉鎖型植物工場にて有機培地を用いた低コスト栽培システムの試作開
発

高橋正幸税理士事務所

5588 47210031 沖縄県
株式会社レイメイコンピュータ
株式会社テラ・ウェブクリエイ
ト

POS専用機及び業務系クラウド双方の長所を生かした小規模事業者向
けPOSシステムの開発

琉球銀行　那覇新都心
支店

5589 47210032 沖縄県 協同バルブ商事株式会社
顧客ニーズにフレキシブルに対応する成形量産技術および新たな事業
展開

商工組合中央金庫　那
覇支店

5590 47210033 沖縄県 有限会社アンビシャス
猪豚（イノブタ）を素材に発酵生ハムの早期熟成技術の確立と最適製造
ユニットの開発

国頭村商工会

5591 47210034 沖縄県 フェイス沖縄株式会社 PETボトル用のラベル剥離機能を高度化したベール解俵機の試作開発 沖縄銀行　泡瀬支店

5592 47210035 沖縄県 株式会社ユービックシステム タブレット端末を活用したNFCリーダ情報端末の開発
沖縄海邦銀行　小禄支
店

5593 47210036 沖縄県 忠孝酒造株式会社 黒麹を用いた「黒あまざけ」の製造スケールアップによる販売拡大 豊見城市商工会

5594 47210037 沖縄県 有限会社村吉ガス圧接工業 高強度鉄筋の接合を実現するための接合手法の開発
諸見里利秀税理士事務
所

5595 47210041 沖縄県 株式会社ぬちまーす 超微細霧大量発生機による生産プロセス強化のための試作開発 沖縄銀行　安慶名支店

5596 47210043 沖縄県 株式会社丸昇物産 沖縄の伝統的「麹」による新たな発酵水産食品の開発 糸満克哉税理士事務所

5597 47210044 沖縄県 株式会社三倉食品 真空ミキサー新規導入による品質向上及び地域ブランド商品の開発 与那原町商工会

5598 47210045 沖縄県 大垣精工株式会社
高精密な触媒用金型の計測の高速化及び高精度化を確立する測定設
備導入

岐阜県産業経済振興セ
ンター

5599 47210051 沖縄県 リューセロ株式会社 重袋、米袋における直線易カット型ポリエチレンフイルムの開発 橘直治税理士事務所

5600 47210052 沖縄県 有限会社高江木工
豊かな表現性と量産化を同時実現する 3D-NC旋盤の特殊アームの設
計開発・導入

沖縄海邦銀行　十字路
支店

5601 47210056 沖縄県 有限会社ソーイングアイ CAM・CAD導入による裁断作業等の効率化 沖縄銀行　石川支店

5602 47210058 沖縄県 株式会社トリム 廃棄ガラスを主原料とした多機能製品開発と同製造装置試作開発 沖縄銀行　小禄支店

5603 47210064 沖縄県
フライトシュミレーション沖縄
株式会社

海外製飛行訓練装置の国内認定基準適応化のための設備導入及び試
作開発

金城達也税理事務所

5604 47210065 沖縄県 有限会社ラミネックスセンター 飲食店用メニュー自動作成・配信システムの開発
田里公認会計士・税理
士事務所

5605 47210066 沖縄県 株式会社エコライフビジョン 浄水フィルター素材改良計画 宜野湾市商工会

5606 47210067 沖縄県
沖縄県再エネ技術事業協同
組合

マイクロヒートパイプの特性を活用した空調システムの開発 沖縄銀行　城間支店

5607 47210072 沖縄県
株式会社名護パイナップルワ
イナリー

炭酸ガス充填機の改良による短納期化の実現及び新製品の開発 琉球銀行　名護支店

5608 47210074 沖縄県
コーラルバイオテック株式会
社

難溶性サンゴの水溶性イオン化ミネラル液の商品化 那覇商工会議所



5609 47210075 沖縄県 HAYABUSA株式会社 「ペット給餌ロボット」の開発 名護市商工会

5610 47210077 沖縄県
ブライト・パートナーズ・ジャパ
ン株式会社

高鮮度維持凍結機による沖縄県産マグロ販売事業の活性化 あさぎり会計株式会社

5611 47210078 沖縄県
レキオ・パワー・テクノロジー
株式会社

スマートフォン用バッテリー内蔵ワイヤレス充電キットの試作開発 加瀬会計事務所

5612 47210083 沖縄県 金城重機株式会社 泥水等の被処理流体を遠心分離する高性能泥水処理装置の開発 琉球銀行　宜野湾支店


