平成２５年度補正 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業
１次公募二次締切 採択案件一覧（６，６９７件）
(受付番号順)
受付番号

都道府県

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

1 2501120246

北海道

和幸ビジネスフォーム株式会社

完全自動化製版機械の導入による印刷製版 一般社団法人中小企業診断協会北
作業の生産性向上
海道

2 2501120249

北海道

三元社印刷株式会社

最新式全自動紙折機の導入による顧客ニー
ズの即応性と生産性向上の強化

3 2501120250

北海道

有限会社笈川刃物工業

北海道内唯一の設計から製造・メンテナンス
までの一貫作業を自社で行うための設備投資 北洋銀行
計画

4 2501120253

北海道

株式会社北斗商販

付着モルタルリサイクルシステムの製作販売 北洋銀行

5 2501120254

北海道

株式会社ホクエイ

ハイブリッド式プレスブレーキ導入による、折
曲げ加工精度の向上と生産プロセスの改善

久保英樹税理士事務所

6 2501120267

北海道

株式会社昭和冷凍プラント

スーパー等の生鮮食品の鮮度保持を向上さ
せる「小型窒素氷製氷機」の新規開発

北陸銀行

7 2501120269

北海道

農業法人鎌田きのこ株式会社

特殊生産物専用の加工機器導入による、地
域の高度加工と新技術の開発

税理士法人フロンティアパートナー

8 2501120273

北海道

株式会社ディ・ビー・シー・システム
研究所

ボイラー・焼却炉高温部材への耐酸化コー
ティング実用化技術開発

北洋銀行

9 2501120276

北海道

旭川製麺株式会社

湯切りのいらないお手軽「ワンクック・ラーメ
ン」の品質改善・量産化事業

商工組合中央金庫

10 2501120278

北海道

株式会社ソラチ

多様化する顧客ニーズに対応した調味液充
填機導入整備事業

北洋銀行

11 2501120279

北海道

株式会社コーケン

麹菌発酵粉末原料の小顆粒化による食べや
北海道中小企業総合支援センター
すい健康食品の開発・製造

12 2501120280

北海道

マオイサイディング株式会社

同質出隅製造コスト削減及び品質安定化計
画

13 2501120282

北海道

北海バネ株式会社

地中熱ヒートポンプの普及促進を図る高効率
北洋銀行
で廉価な地中熱交換器の開発

14 2501120284

北海道

北都工機株式会社

多機能型アイアンワーカー導入による大幅な
北見信用金庫
加工時間の短縮と高精度化の実現

15 2501120285

北海道

株式会社小泉鉄工

多目的形鋼加工機導入による工場製造工程
一般財団法人旭川産業創造プラザ
の改善と生産技術の向上事業

16 2501120286

北海道

旭中芯株式会社

環境に配慮したボックス型家具製造ラインの
機械化による量産化 良い製品を安く！

17 2501120287

北海道

株式会社ホクドー

安全性・耐久性・品質に優れたプラスティネー
北海道銀行
ション生物標本の製造技術開発

18 2501120288

北海道

下川ふるさと興業協同組合

新型ボイル殺菌機及び脱水機の導入による
加工クマ笹の品質と生産性の向上

19 2501120289

北海道

株式会社岡田建具製作所

ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを活用した建具製造工
北海道銀行
程の見直しによる生産性向上

20 2501120291

北海道

株式会社五島軒

地元食材（りんご）を用いたロールケーキ開
発、及び販路拡大による青函連携活性化事
業

21 2501120293

北海道

株式会社帝国設計事務所

炭素繊維強化プラスチックを利用した軽量小
北海道中小企業総合支援センター
型橋梁点検システムの試作・開発

一般社団法人中小企業診断協会北
海道

谷勲税理士事務所

北見信用金庫

旭川産業創造プラザ

北洋銀行

22 2501120294

北海道

糠塚水産株式会社

省エネルギー対策に即応するツイン式温風・
冷風（低温除湿）乾燥機の近代化新設備の導 北洋銀行
入計画

23 2501120297

北海道

大進生コン株式会社

生コンプラント操作盤デジタル化による品質・
帯広商工会議所
生産性向上計画

24 2501120312

北海道

横山食品株式会社

国内産米粉を利用した電極焼成式低吸油衣
材（ころもざい）の開発事業

25 2501120313

北海道

株式会社ＷＯＯＤＷＯＲＫＳ

建具・家具の自動縁貼り機導入による品質向
室蘭信用金庫
上と生産リードタイムの短縮

1／245

北海道銀行

26 2501120314

北海道

タナ鐵工株式会社

３次元造形技術による農業・畜産機械試作品
帯広信用金庫
を利用した競争力の強化

27 2501120315

北海道

株式会社西川農場

美唄産アスパラを給餌した羊製品の開発とブ
北海道中小企業総合支援センター
ランド化の検討

28 2501120316

北海道

宮本機械株式会社

多機能多関節ロボット導入による豆選別機の
帯広信用金庫
開発と販売

29 2501120317

北海道

株式会社北光資材

品質向上及びリードタイム短縮による競争力
強化を目的とする高性能ベンディングマシン 税理士法人小城会計事務所
の導入

30 2501120318

北海道

加藤商店

高付加価値米市場への新規参入及び生産効
札幌商工会議所
率の強化を目的とした最新精米装置の導入

31 2501120322

北海道

有限会社ボデーショップ・カドワキ

環境に配慮した自動車用水性塗料対応型高
級塗装ブース導入による作業環境改善と生産 室蘭信用金庫
リードタイムの短縮

32 2501120324

北海道

菱エステイ島本鉄工株式会社

バイオマス分野対応のための新型長尺旋盤
導入による加工速度・加工精度の実現

33 2501120328

北海道

株式会社残間金属工業

重量鉄骨の搬入・搬出の効率化の推進による
釧路信用金庫
低コスト短納期化生産体制の構築

34 2501120329

北海道

株式会社サンテック

受注製作品の鋼板切断加工コスト削減と短納
旭川信用金庫
期化

35 2501120330

北海道

株式会社マルエヌ野村工業

天吊マルチワーク溶接ロボットシステム導入
による鉄骨加工の高品質化事業

36 2501120331

北海道

株式会社ニュートラル

製造業向け商取引支援サービス連動型販売
北洋銀行
促進システムの試作開発

37 2501120333

北海道

株式会社もりもと

「蜜漬け機」導入による品質の安定、量産化と
北海道銀行
新商品の開発

38 2501120334

北海道

株式会社ナップ

新型設備導入によるインサート成形金型部品
室蘭信用金庫
の高精度微細加工技術の確立

北陸銀行

北洋銀行

39 2501120336

北海道

池田食品株式会社

風力・磁力・コンパクトシフターを活用した大豆
の自動選別装置の導入に因り安全・安心で且
商工組合中央金庫
つ低コストの豆菓子製造プロセスの実現化を
目指す。

40 2501120339

北海道

株式会社ＮＡＣ

ＮＡＣブランドのオリジナル・スキー板の製造
開発事業

新日本有限責任監査法人

41 2501120340

北海道

株式会社テスク資材販売

プラスチックパイプを用いた柵状熱交換器の
薄肉化とその生産手法の確立

吉川 孝

42 2501120341

北海道

株式会社明作

麦稈混合牛ふん用の乾式メタン発酵施設にお
大地みらい信用金庫
ける前処理装置の開発

43 2501120342

北海道

日本動物特殊診断株式会社

犬の血液アミノ酸分析による新しい代謝異常
北洋銀行
検査サービスの開発

44 2501120343

北海道

梅沢無線電機株式会社

高性能計測機器等導入による、開発力強化

冨田博之税理士事務所

45 2501120344

北海道

フルタイムファーム

十勝産有用性ハーブを用いた新規老化制御
機能性食品の開発

清水町商工会

46 2501120345

北海道

株式会社メディカルイメージラボ

最新３Ｄ画像診断を取り入れた大腸ＣＴ検査
の遠隔画像診断サービス事業の構築

出口秀樹税理士事務所

47 2501120348

北海道

株式会社シティック

シーディング剤（機能調整剤）の原料製造に係
北洋銀行
る精製システムの導入

48 2501120349

北海道

株式会社土谷製作所

金属プレス加工における高精度な成形技術の
北陸銀行
開発と住宅向け避難器具部品製造への応用

49 2501120350

北海道

有限会社坂爪果樹園

無農薬水耕栽培による地域ブランド野菜の通
北海道銀行
年操業による生産と雇用の拡大

50 2501120351

北海道

株式会社エスイーシー

酪農ＩＴ支援ソリューションの開発～酪農者の
負担と損失の軽減を目的とした乳牛の発情検 北海道銀行
知システムの開発～

51 2501120352

北海道

株式会社北海道フレッシュフーズ

過熱水蒸気処理技術の応用による高品位な
野菜・果物ピューレの開発

52 2501120353

北海道

北海道古川電機工業株式会社

「情報処理技術の高度化」による「生産リード
室蘭信用金庫
タイムの短縮」と「製造原価の削減」

2／245

北洋銀行

53 2501120355

北海道

株式会社コムテック２０００

可視光通信モジュールの品質保証にかかわ
る校正標準機の試作開発

鎌田公認会計事務所

54 2501120356

北海道

第一金属株式会社

高速「材料送り装置」と高精度「材料送り長さ
公益財団法人北海道中小企業総合
監視装置」導入によるプレス加工能力の向上
支援センター
とコスト競争力の強化

55 2501120359

北海道

株式会社萩見綜合食品センター

稚内産すり身など素材にこだわった蒲鉾製造
稚内信用金庫
事業

56 2501120361

北海道

ふたみ青果株式会社

自社独自のフリーズドライ製法による牛乳パ
ウダー化新技術の確立および新分野・新市場 北洋銀行
開拓事業

57 2501120362

北海道

株式会社松本鐵工所

マシニングセンター導入による自動車関連企
北洋銀行
業の金型メンテナンス体制の構築

58 2501120363

北海道

パラシュート株式会社

加工技術の導入によるデザイン性の高い紙
素材の新商品開発

59 2501120364

北海道

株式会社松田かまぼこ商店

新規設備導入による北海道産素材を生かした
北陸銀行
高品質かまぼこ製品の製造

60 2501120365

北海道

第一工業株式会社

産廃を限りなくゼロに ＵＭ工法普及のための
北見信用金庫
新型ウレタン樹脂吹付機械導入

61 2501120366

北海道

株式会社脇本商事

ＩＳＯ規格表示に対応したネーム・タグ印字設
備の導入による製造受託事業の展開

62 2501120368

北海道

有限会社今岡建機サービス

酪農業の負荷となる廃棄乳処理における高温
北洋銀行
個液分離処理装置の開発

63 2501120369

北海道

伸和機型株式会社

型製作におけるリバースエンジニアリング技
術の構築

64 2501120370

北海道

株式会社三晄プレコンシステム

システムのＩＴ化による建築在来工法の工業化
北海道銀行
工法への転換促進事業

65 2501120371

北海道

株式会社アリヤス設計コンサルタン 移動気象観測車両を活用した吹雪視程障害
ト
予測システムの研究開発

66 2501120373

北海道

株式会社グランパ

エアドーム式植物工場における寒冷地型環境
北洋銀行
制御システムの開発

67 2501120374

北海道

株式会社ティスリー

デザイン性に優れたフォーマル商品の開発

商工組合中央金庫

北海信用金庫

北洋銀行

北陸銀行

北洋銀行

68 2501120375

北海道

株式会社日成興産

建築用鋼材の防錆・長期耐久性の向上、労働
環境改善に対応するショットブラスト装置の導 北陸銀行
入

69 2501120376

北海道

株式会社粧薬研究所

「低刺激性基礎化粧品の研究、試作品開発お
北海道銀行
よび生産ラインの構築」

70 2501120378

北海道

上野ファーム

北海道の地域資源を生かした新感覚「北海道
商工組合中央金庫
ガーデン」の試作開発

71 2501120381

北海道

鶴雅観光開発株式会社

タブレット端末を活用した多言語電子メニュー
と鶴雅グループのゲートウェイシステムの開 北海道中小企業総合支援センター
発

72 2501120382

北海道

株式会社正文舎

ダイレクトメール等のビジネスニーズ多様化に
商工組合中央金庫
対応するための印刷技術の高度化

73 2501120383

北海道

北清企業株式会社

廃石膏粉のリサイクル用途拡大に向けた高度
北海道中小企業総合支援センター
分別処理システムの開発

74 2501120384

北海道

株式会社植松電機

高精度部品製作による研究開発支援事業

株式会社吉岡経営センター

75 2501120387

北海道

池田工業株式会社

電磁誘導式塗装被膜除去装置の導入による
塗膜除去施工期間の短縮及び産業廃棄物排 北海道中小企業総合支援センター
出量の低減によるコスト競争力の強化

76 2501120388

北海道

寿機械株式会社

圧延装置部品の短納期化及び高精度品質を
北洋銀行
目的とした複合加工機の導入

77 2501120390

北海道

株式会社わらく堂

レーズンバターサンド新設ブランド化に伴う生
北洋銀行
産体制増強。

78 2501120393

北海道

株式会社電制

高音質型電気式人工喉頭の開発

79 2501120394

北海道

恩田鉄工

農業生産者のニーズに応じた「薬剤散布用こ
帯広信用金庫
し網」製品化事業

3／245

商工組合中央金庫

80 2501120395

北海道

株式会社イチムラ

新型塗装設備導入による塗装品質向上と環
境負荷軽減

商工組合中央金庫

81 2501120396

北海道

有限会社イオシス

個人向けにカスタマイズしたボーカル楽曲提
供サービスの開発事業

島元宏忠税理士事務所

82 2501120398

北海道

株式会社谷口農場

製造コスト低減および増産を目的とした機械
装置導入による各種ジュース生産体制の構
築

商工組合中央金庫

北海道

地中熱用掘削機（ボーリンク機）を導入し、「家
コロナセントラルサービス株式会社 庭用地中熱ヒートポンプ暖房システム」用の 北洋銀行
採熱パイプ埋設用掘削事業。

83 2501120399

84 2501120400

北海道

株式会社ツムラ

「全自動焼きそば製造機」及び「自動包装機」
の導入による、オホーツク産小麦を活用した
北見信用金庫
新たな麺の開発製造力の向上と製麺作業効
率の向上

85 2501120401

北海道

株式会社旭川アートプロセス

最新鋭の紙折機導入による印刷・紙折一貫工
程の確立と多様化する印刷物ニーズへの対 一般財団法人旭川産業創造プラザ
応

86 2501120403

北海道

株式会社ノース技研
宏輝株式会社

産地加工による安定生産を実現する海藻由
来化粧品原料の試作開発

87 2501120408

北海道

共栄食肉株式会社

定量充填機の導入による製造ラインの効率化
北洋銀行
と品質管理

88 2501120415

北海道

株式会社アド・プリント

オンデマンド小ロットパッケージ・ＰＲボード作
商工組合中央金庫
成開発

細谷公認会計士事務所

89 2501120416

北海道

北日本水産物株式会社

包装技術の最新化による水産物加工食品の
生産効率・品質の向上及び現代の食シーンを 商工組合中央金庫
想定した新商品の提案

90 2501120417

北海道

株式会社東穂

樹脂配合技術及び製造技術の強化による、
バリエーションに富んだ３Ｄプリンター用フィラ 北海道銀行
メントの提供

91 2501120418

北海道

本所工業株式会社

高性能立型マシニングセンタ導入によるフライ
ス加工技術の高度化と生産リードタイムの短 室蘭信用金庫
縮

92 2501120424

北海道

株式会社明光

高性能振動スクリーン導入による玉ねぎ育苗
北陸銀行
用培土の高品質化並びに生産性の向上

93 2501120431

北海道

株式会社エフビーエス

高齢者で運営する道産食材のこだわり豚丼と 一般社団法人中小企業診断協会北
田舎蕎麦の店舗開発
海道

94 2501120432

北海道

株式会社ＨｉＳＣ

プログラマブルＩＣによる汎用データ送信モ
ジュールと受信クラウドの開発

95 2501120433

北海道

カネジン食品株式会社

受注・販売管理と連動した個別顧客対応生産
北洋銀行
管理システムの構築

96 2501120434

北海道

有限会社東野農園

薬用作物（カノコソウ）生産拡大を目的とした
洗浄調整施設導入事業

97 2501120435

北海道

三印三浦水産株式会社

刺身いかの品質向上を目的とする製造ライン
北洋銀行
への新機械導入事業

98 2501120436

北海道

株式会社珈琲専科ヨシダ

地元十勝産の規格外農産品を活用した「野菜
帯広信用金庫
茶」等の製造販売事業

99 2501120437

北海道

広瀬高周波工業株式会社

高機能シャーリングマシンの導入による高強
度多機能農業施設の生産

帯広信用金庫

100 2501120439

北海道

株式会社アクト

余剰汚泥を効率的に減量した有機排水処理
システムの試作開発

帯広信用金庫

101 2501120441

北海道

佐藤鋳工株式会社

自動車及び産業機械用鋳物部品の試作品製
妹背牛商工会
作プロセスの高度化

102 2501120442

北海道

大雪地ビール株式会社

地場産品等を原料とするビール類の醸造、販
旭川産業創造プラザ
売

103 2501120443

北海道

大栄工業株式会社

塗装の前処理工程における浸漬式脱脂洗浄
装置導入による作業環境改善と塗装品質の 室蘭信用金庫
向上

104 2501120444

北海道

株式会社Ｇｅａｒ８

外国人観光客向けコンシェルジェプラット
フォームの開発

105 2501120445

北海道

五稜化学株式会社

水・食品分析のための高感度菌検出蛍光セン
北海道銀行
サーの開発

4／245

留萌信用金庫

なよろ税経事務所

北海道銀行

106 2501120447

北海道

英機工業株式会社

稚内層珪質頁岩を用いた調湿性内装用タイ
ルのプレス成型技術の確立

107 2501120449

北海道

株式会社村瀬鉄工所

薄肉鋳造技術の高度化による高機能耐震異
北洋銀行
形管を軽量化する応用開発

108 2501120450

北海道

株式会社機能性植物研究所

ブロッコリースルフォラファンの測定技術開発
北陸銀行
と機能性食品素材開発

109 2501120452

北海道

株式会社アイスジャパン
株式会社ＳＴＳ研究所

人工衛星搭載用高性能保冷剤の開発

110 2501120453

北海道

株式会社進藤鋳造鉄工所

製造管理システム構築による短納期化及び
製造コスト削減、高効率化による競争力の強 帯広信用金庫
化

111 2501120454

北海道

株式会社ほんだ菓子司

「いわみざわラボ」を中心とした世代間・家族
交流のための新サービスの展開

112 2501120458

北海道

株式会社ネクステック

精密農業等に資する電源自給型精密測位基 公益財団法人北海道中小企業総合
準局の試作開発及び製品適用評価
支援センター

113 2501120460

北海道

有限会社コッコ・コ－ポレーション

サーモンの加工残渣を利用した低コスト・高栄
北央信用組合
養価なエコフィード製造

114 2501120461

北海道

株式会社後藤工事

最新式機械導入によるタンク製作作業の効率
北洋銀行
向上事業

115 2501120462

北海道

株式会社ニシムラファミリー

食物アレルギー対応食品の製造事業におけ
る安全性向上の取り組み

公益財団法人北海道中小企業総合
支援センター

116 2501120464

北海道

株式会社ハイブリッジ

小型金属部品のナノ微細化による高硬度化
表面改質システムの開発

北洋銀行

117 2501120466

北海道

有限会社トラスト機工

ショットブラスト（金属表面の塗装前処理）導入
北洋銀行
による当社製品耐久性・生産性向上

118 2501120469

北海道

株式会社プレステージジャパン

５軸制御ＣＮＣ工作機の導入による、デザイ
ン・品質が高度に融合した自社ブランド製品
の試作開発と製造

北陸銀行

室蘭信用金庫

商工組合中央金庫

公認会計士渡部博事務所

119 2501120472

北海道

日本食品製造合資会社

高付加価値製品の製造及び少量多品種に対
応する、シリアル製品製造ラインの制御・管理 商工組合中央金庫
及び包装設備の多様化システム

120 2501120474

北海道

株式会社ＹＳＥ

電動駆動による軽量で機動性に優れた水田
除草用ボートの試作開発

北海道中小企業総合支援センター

121 2501120475

北海道

上原ネームプレート工業株式会社

ヒートアンドクールを用いた軟質樹脂製自動
車用装飾部品の高意匠化

北海道銀行

122 2501120476

北海道

株式会社ナリテツ

高性能 鉄鋼加工機導入による生産性の向
上

株式会社ラコンテ

123 2501120478

北海道

小檜山隆

極寒冷地での通年農業が可能となる農産学
連携による地域バイオマスを活用した安価な 旭川産業創造プラザ
冬季ハウス用暖房システムの開発

124 2501120480

北海道

辻石材工業株式会社

切削技術の高度化と「札幌軟石」を活用した
新商品開発事業

125 2501120481

北海道

日生バイオ株式会社

北海道産未利用資源を用いた海洋性セラミド
北洋銀行
外用素材の開発

126 2501120486

北海道

大ワ大和水産株式会社

多様化する市場ニーズに応えるために一次加
北陸銀行
工まで手掛ける製造ラインを確立する

127 2501120487

北海道

丸升増田本店

難再生古紙と未利用籾殻を再生利用した高
付加価値家畜敷料の開発及び製造

第四銀行

旭川産業創造プラザ

森下浩税理士事務所

128 2501120488

北海道

松田鉄工株式会社

建築用鉄骨材加工の自動化による大幅な製
造コスト削減と短納期化を目指した生産プロ
セスの見直し及び生産力の強化

129 2501120490

北海道

株式会社コムズワーク

低温乾燥技術の応用による乾燥野菜の健康
北洋銀行
食展開

130 2501120493

北海道

ノブタ農機株式会社

三次元溶接による製品の品質向上とコスト低
北陸銀行
減による新市場の開拓

131 2501120495

北海道

株式会社ヒルコ

都市型新築住宅のニーズに合わせた小型融
北洋銀行
雪機の開発

132 2501120500

北海道

稲垣工芸株式会社

ＮＣルータ導入による生産性向上及び先進的
北陸銀行
な高品質製品の実現。

5／245

133 2501120501

北海道

第一包装資材株式会社

５色グラビア輪転印刷機の１色機増設事業

商工組合中央金庫

134 2501120502

北海道

株式会社伊藤工業所

マシニングセンタ導入で油圧シリンダーとその
北陸銀行
補助部品のユニット受注に対応

135 2501120503

北海道

株式会社菅原測量設計

３次元レーザースキャン搭載型トータルステー
ション導入による正確で低コストな測量業務の 室蘭信用金庫
構築

136 2501120504

北海道

株式会社ファームノート

酪農クラウドシステム「Ｆａｒｍｎｏｔｅ」の開発及
びバージョンアップ

137 2501120505

北海道

内山工芸

３Ｄ樹脂加工技術の確立による新たな基盤づ
札幌商工会議所
くりと競争力の強化

北洋銀行

138 2501120508

北海道

みれい菓合同会社

自然酵母との配合、醗酵方法の開発による、
高品質な長期冷凍保存に耐えうるパンの開発 北陸銀行
事業

139 2501120509

北海道

株式会社アトム農機

多様な農作業ニーズに対応する農業機械の
製造工程の高度化

140 2501120511

北海道

かね長水産株式会社

エネルギー効率を急激に向上させ、同時に作
中国銀行
業環境改善が図れる焙焼機の開発・導入

141 2501120512

北海道

アーク・システム・ソリューションズ株 自動詳細化による高品質ソフトウェアの高効
式会社
率製造ツールの開発

142 2501120513

北海道

明和機械株式会社

高精度マシニングセンタ導入による加工精度
北海道中小企業総合支援センター
向上と加工時間効率化の実現

143 2501120515

北海道

福司酒造株式会社

冷却設備増強による原料蒸米管理及び品質
北洋銀行
向上を目的とした製造環境技術の改善

144 2501120517

北海道

有限会社山本エンジニアリング

高速三次元加工技術の確立による加工バリ
エーションの拡大

145 2501120520

北海道

有限会社十勝製函

魚函の桟木付落し蓋製造用特注タッカー機導
帯広信用金庫
入

146 2501120522

北海道

株式会社プロテック

動力折曲機・油圧切断機導入による金属屋根
北洋銀行
の精密加工事業

147 2501120523

北海道

札幌施設管理株式会社

非破壊検査による配管劣化診断と建築物長
寿命化へのコンサルティング事業

148 2501120526

北海道

有限会社泰成マシナリー

ＣＮＣ複合加工機による複数工程の自動化と
税理士法人むらずみ総合事務所
ＣＡＤ／ＣＡＭ連携により技術承継問題の解決

149 2501120527

北海道

札幌高級鋳物株式会社

模型製作を内製化し、魅力ある製品価格と納
期短縮を実現可能にするためのＮＣルーター 北海道中小企業総合支援センター
の導入

150 2501120529

北海道

有限会社山徳食品

深絞り包装機の活用による、いかめし等の水
産食品のデザイン性、多様性、及び生産性の 北海道中小企業総合支援センター
向上

151 2501120530

北海道

株式会社ジャパンフーズ

アスパラ擬葉青汁の品質向上及び大量生産
化による市場競争力の強化。

北洋銀行

152 2501120533

北海道

有限会社向畑製作所

射出成形金型の内製化のためのＮＣ制御精
密平面研磨機の導入

札幌信用金庫

153 2501120534

北海道

パッシブホーム株式会社

省エネ建築とスマートハウスを融合した「ス
マートエコハウスアプリ」の研究開発

北洋銀行

154 2501120535

北海道

株式会社加藤建設工業

『フライアッシュコンクリート製造のための周辺
北海信用金庫
設備投資計画』

155 2501120537

北海道

有限会社光清歯研

歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ装置導入による切削加
工技術の高度化

株式会社ラコンテ

156 2501120540

北海道

吉峰鉄工株式会社

レーザー加工機の導入による金属部品の加
工工程の効率化と品質及び売上の向上

一般財団法人旭川産業創造プラザ

157 2501120541

北海道

株式会社土谷特殊農機具製作所

可動型アイスシェルターの開発による氷冷熱
北陸銀行
を利用した貯蔵の普及

158 2501120542

北海道

長谷製菓株式会社

自動制御機能付デポジッター（チョコレート等）
株式会社ラコンテ
導入による生産性向上

株式会社イシカリ

塗装工程における新型塗装乾燥炉装置の導
入による品質の向上と生産リードタイムの短 北海道銀行
縮

159 2501120543

北海道

6／245

公益財団法人北海道中小企業総合
支援センター

北洋銀行

北陸銀行

税理士法人セントラル

精密農業に資する農業機械の高度化と低コス
名古屋銀行
ト化を実現する制御ソフト生成ツール開発

160 2501120544

北海道

株式会社ヴィッツ

161 2501120548

北海道

株式会社北海道パレットリサイクル 外部電源を要しない自立駆動型温風暖房装
システム
置の開発

162 2501120550

北海道

株式会社ＭＯＮＳＴＡＲｄｅｓｉｇｎ

効果的な映像プロモーションの実現に向けた 公益財団法人北海道中小企業総合
透過型モニターＢＯＸの開発。
支援センター

163 2501120560

北海道

ニセコフードコミッション企業組合

ニセコ産の農産品や食材を使ったローフード
製品の開発とローフードの普及

164 2501120561

北海道

さくら食品株式会社

『黄金そだちの別海牛乳』の生クリームをアイ
むらずみ総合事務所
スに直接使用した新しい冷菓の製造

165 2501120562

北海道

岩内海産商協同組合

高効率な凍結加工設備への更新による新商
品開発と海外輸出への新事業展開

166 2501120563

北海道

男山株式会社

リサイクル瓶利用率向上によるコスト削減と環
北陸銀行
境負荷軽減

167 2501120565

北海道

株式会社総研テクチャー

椅子型ユニバーサルデザイントライク（三輪
車）の開発

北海信用金庫

168 2501120566

北海道

メタロジェニクス株式会社

水処理装置の性能評価を短時間で実現させ
る水質汚濁レベル測定システムの開発

北洋銀行

169 2501120571

北海道

株式会社アクトシステムズ

電気自動車（以降ＥＶ）急速充電用等の大容
量高効率スイッチング電源（充電器）の開発及 北洋銀行
び量産製品化体制の整備。

170 2501120573

北海道

丸一北川食品株式会社

レトルト加圧殺菌による長期保存可能な高鮮
北陸銀行
度野菜（魚）の開発

171 2501120574

北海道

北海道衛星株式会社

飼料タンク残量管理システムの開発

公益財団法人北海道中小企業総合
支援センター

172 2501120575

北海道

株式会社エコニクス

海洋環境モニタリングシステムにおける光給
電システムを用いた電気式センサの開発

北洋銀行

173 2501120576

北海道

株式会社北国からの贈り物

北海道産の機能性食品・化粧品のアジア市場
株式会社ネクストビジネス
への販路拡大と販促支援システムの構築

174 2501120577

北海道

野外科学株式会社

比較的小規模の油等土壌汚染サイトに向け
た、低価格の現地汚染浄化事業

李 香純

ニセコ町商工会

西正則税理士事務所

北洋銀行

175 2501120579

北海道

株式会社フェリクシード

女性の社会進出及び就業率向上に向けた
マッチングシステムの開発（フェリクシードキャ 北海道銀行
リア）

176 2501120580

北海道

株式会社ヤマニ野口水産

最新型高速パックシーラー導入による「いくら
商工組合中央金庫
醤油漬」の新たな商品展開

177 2501120584

北海道

株式会社エイチビーフーズ

最新型スチームコンベクション導入による「焼
北洋銀行
きザンギ」の開発事業

178 2501120585

北海道

三鵬商事株式会社

パイ生地製造ラインおよび新型オーブンの導
商工組合中央金庫
入による自社生産力アップＦＬ改善計画

179 2501120587

北海道

株式会社チャイルド鹿部

繊維製品製造における、特殊技術を用いた高
付加価値製品製造の為の設備導入及び技術 りそな銀行
開発

180 2501120588

北海道

株式会社宝水ワイナリー

ブランド力向上のためのスパークリングワイン
空知信用金庫
醸造事業

181 2501120589

北海道

株式会社ベル・クール研究所

ハマナスの花弁を使用した精油・芳香蒸留
水・ハマナスエキスの抽出方法

北洋銀行

182 2501120590

北海道

北海道電気相互株式会社

クラウドを活用した見える化と制御システムの
提案 『建築現場におけるエネルギー管理シ
北海道銀行
ステム』による省エネルギー性能の向上を図
ります

183 2501120593

北海道

株式会社ＡＥＩＩＮＴＥＲＷＯＲＬＤ

発酵米ぬかに無添加・無着色の天然成分を
配合したペット用補助食品の開発

184 2501120594

北海道

ノーステックテレコム株式会社

北海道と世界中のクリエイターを結ぶ携帯電
診断士協会北海道
話用パーツ部品の製造小売事業の展開

185 2501120626

北海道

有限会社アルフ

高精度成形研削機の導入によるＰＣＤ（焼結
ダイヤ）プレス部品の精密研磨加工技術の確 室蘭信用金庫
立

186 2502120071

青森県

株式会社オオトリテクニカ

高精度な表面あらさの製造が可能な医療分
析装置用部品の金型の試作・開発

7／245

株式会社吉岡経営センター

株式会社中央総合研究所

187 2502120075

青森県

株式会社カネマ成田商店

薄型畳製造に掛かる設備投資

青森銀行

188 2502120081

青森県

有限会社二唐刃物鍛造所

弘前発ブランドプロジェクト 包丁「国内トップ
ブランド」立ち上げ事業

弘前商工会議所

189 2502120082

青森県

アンデス電気株式会社

最新マシニングセンタ導入による高速・高精
度・高品質製品の生産体制の確立

三上公認会計士税理士事務所

190 2502120084

青森県

トヨタカローラ八戸株式会社

自動車産業における再生廃油を活用した省エ
青森銀行
ネルギー化事業

191 2502120088

青森県

武輪水産株式会社

市場ニーズに即した商品力強化を目的とする
八戸商工会議所
しめ鯖真空包装機の導入

192 2502120089

青森県

有限会社柏崎青果

青森県産長芋を原料とする国内外販路対応
商品の開発事業

193 2502120090

青森県

ぜんぎょれん八戸食品株式会社

安全安心・高品質な水産加工品を製造するた
八戸商工会議所
めの検査・包装工程の高度化

194 2502120091

青森県

株式会社トップレディ

自動化設備導入による高級婦人礼服の縫製
東京東信用金庫
加工の短納期化事業

195 2502120093

青森県

勝又金属工業株式会社

新規事業の防雪柵加工をロール成形機利用
商工組合中央金庫
により生産性向上と流通の合理化を目指す

196 2502120094

青森県

サンライズ産業株式会社

ディーゼル車排出ＮＯｘ分解触媒用尿素水の
商工組合中央金庫
高品質化事業

197 2502120097

青森県

三浦醸造

板粕成型機の開発による高品質板粕の製造 ２１あおもり産業総合支援センター

198 2502120098

青森県

有限会社目黒精工製作所

ＮＣ複合加工旋盤導入による生産性向上と短
青森銀行
納期・高精度加工への対応力強化。

199 2502120099

青森県

北日本鍍金株式会社

メッキ用膜厚計導入による品質保証能力向上
商工組合中央金庫
と市場拡大

200 2502120100

青森県

白銀鉄建工業株式会社

狭開先自動加工による鉄骨製品の品質向上・
佐々木毅税理士事務所
生産能力拡大事業

201 2502120101

青森県

旭光通信システム株式会社

プレス・レーザー複合マシンの導入による厚
板ステンレス加工の実現

202 2502120102

青森県

エクトム株式会社

金属粉末射出成形（ＭＩＭ）による自動車用過
五所川原商工会議所
給機部品の試作開発

203 2502120103

青森県

株式会社八戸マリン商会

ＦＲＰ強化プラスチックの製品小型化応用の事
青い森信用金庫
業化

204 2502120104

青森県

千陽工業有限会社

パイプベンダー更新による舶用配管製作の高
三八城税理士法人
度化と市場拡大

205 2502120105

青森県

株式会社サイバープロジェクト

木質バイオマス及び石炭の水分量と発熱量
の非破壊測定装置の試作開発

２１あおもり産業総合支援センター

206 2502120109

青森県

大蔵工業株式会社

回転陽極Ｘ線管用部品「ＣＹ－７３６４－４」の
生産プロセス改善による競争力強化

商工組合中央金庫

耐震構造建築物の品質安定化と生産力ＵＰを
両立した自動測長機能付ＣＮＣ制御形鋼切断 ２１あおもり産業総合支援センター
機導入

商工組合中央金庫

誠和コンサルティング

207 2502120112

青森県

三浦建設工業株式会社

208 2502120113

青森県

株式会社ユーメリアファクトリーパー 高速高精度切断機導入による短納期化とコス
大塩直子税理士事務所
ク
ト削減

209 2502120114

青森県

有限会社後村建具工場

家具建具の生産能力及び製品価値向上を図
２１あおもり産業総合支援センター
る技術の習得及び標準化

210 2502120115

青森県

株式会社ベジフルエイト

国産野菜を主体とした安心・安全で、お手軽な
青森銀行
カット野菜の製造、販売

211 2502120116

青森県

株式会社浅利研究所

ハイブリッド型溶接機導入による機械製作の
合理化と新規分野への進出

212 2502120128

青森県

むつアサノコンクリート株式会社

スラッジ水（生コン汚泥水）完全再利用、コスト
みちのく銀行
削減計画

213 2502120130

青森県

株式会社ミナミ

自動化ロボット及び付帯設備導入による車載
八戸商工会議所
センサ分野への新規参入

8／245

八戸経営会計事務所

214 2502120133

青森県

株式会社ブンメー

溶接ロボット導入によるユニットハウス製造の 宮下宗久公認会計士・税理士事務
フレキシビリティ向上
所

215 2502120136

青森県

有限会社マルタマ横道商店

「ウニ」「アワビ」の新商品開発に向けた新たな
八戸商工会議所
高度化技術の導入

216 2502120141

青森県

有限会社静岡屋

削り節製造のライン化による生産性向上と新
八戸商工会議所
規商品の試作開発

217 2502120142

青森県

株式会社共同電算センター

「業務効率化支援システム」の試作品作成計
八戸商工会議所
画

218 2502120144

青森県

並木精密宝石株式会社

自動車・ＦＡ機器用無給電回転ロック機構一
体モータの開発

219 2502120146

青森県

株式会社永木精機

放射性廃棄物収納容器等の製作高度化事業 ２１あおもり産業総合支援センター

220 2502120147

青森県

株式会社Ｇｒｏｗｔｈ

南郷青果ブランドの構築による顧客数の拡大
近田雄一税理士事務所
と顧客単価の向上

221 2502120148

青森県

株式会社きれいや

着物の洗い張りの自動化設備を導入し、コス
トの削減、生産能力の増強を図り、納期の短 近田雄一税理士事務所
縮を実現し、販路の拡大を図る。

222 2502120151

青森県

株式会社アステックコーポレーション 発泡スチロールを使用した両面型枠断熱材で
みちのく銀行
東北
の省エネ住宅市場獲得のための試作開発

223 2503120054

岩手県

株式会社大東ニット

フレキシキブルな生産体制の確立で短期納品
北日本銀行
の出来る体制と雇用の拡大を図れる事業

224 2503120056

岩手県

株式会社シェリール

高速自動裁断機（ＣＡＭ）の導入によるフレキ
岩手銀行
シブル生産体制への移行と生産能力の拡大

225 2503120059

岩手県

株式会社畠山鉄工所

天井脱落対策の法改正に対応する新しい天
井施工事業

226 2503120060

岩手県

活版ディーアイ株式会社

新技術導入及び製造プロセスの革新による新
岩手銀行
たな価値（新広告）の提案

227 2503120062

岩手県

岩手アパレル株式会社

生産体制のＱＣＤ革新による顧客ニーズ即時
遠野商工会
対応型企業への発展

228 2503120063

岩手県

デンタルプライム

３Ｄデータ活用ものづくりによる歯科技工の高
花巻市起業化支援センター
度化と販路拡大

229 2503120064

岩手県

東北資材工業株式会社

インサート用大型成型機を導入し、安全作業
いわて産業振興センター
と増産を計る。

230 2503120066

岩手県

ハコショウ食品工業株式会社

漬物加工技術活用によるおからジャーキーの
花巻市起業化支援センター
開発と販路開拓

231 2503120067

岩手県

株式会社岩手東京ワイヤー製作所

水素ステーションの液体水素貯蔵タンク用貯
いわて産業振興センター
蔵深さ測定装置の開発

232 2503120068

岩手県

有限会社月の輪酒造店

酒粕の自然発酵を利用した焼酎製造技術に
よる「地リキュール」の開発及び販売

紫波町商工会

233 2503120069

岩手県

株式会社ツクバ

自社設計開発治具を活用した高精度精密加
工の短納期化・高品質化の実現

東北銀行

234 2503120070

岩手県

株式会社二戸ファッションセンター

素材丸抱え＆オールアイテム縫製におけるモ
岩手銀行
アレ（接着不良）防止機能の確立

235 2503120072

岩手県

株式会社ワイ・デー・ケー

トレーサビリティーシステム導入による新分野
遠野商工会
進出（車載機器・新医療機器）

236 2503120073

岩手県

株式会社三国

塩害被害を受けた建設仮設材の再生整備技
城北信用金庫
術および再生整備事業の開発

237 2503120074

岩手県

株式会社ウェーブクレスト

レーザーハンダ付けロボット導入による受注
獲得計画

238 2503120075

岩手県

株式会社エム・シー・アイ・エンジニ 養殖業の高品質化に貢献する高靱性貝係止
前沢商工会
アリング
具の開発および製造技術高度化

239 2503120076

岩手県

株式会社和興ニット岩手

少ロット多品種・高難易度・短納期生産体制
強化のための自動高速裁断機、スポンジング 岩手銀行
マシン導入

240 2503120078

岩手県

株式会社川喜

自社製粉そば粉を原料とする土産・ギフト用
半生そばの開発及び商品化

岩手銀行

241 2503120079

岩手県

株式会社東亜電化

車載光学部品に適応したアルミダイカストへ
の黒色アルマイト前処理設備の整備

商工組合中央金庫

9／245

２１あおもり産業総合支援センター

北日本銀行

岩手銀行

242 2503120080

岩手県

株式会社平野製作所

自動車部品等生産に係る汎用性のある設備
岩手銀行
の導入による生産体制の強化

243 2503120083

岩手県

株式会社長島製作所

２００ｔプレス機導入による自動車部品の金型
商工組合中央金庫
製作～量産の一貫体制確立

244 2503120084

岩手県

株式会社岩本電機

受注環境の変化に迅速に即応できる多品種
少量生産ラインの実現

245 2503120085

岩手県

株式会社キクチ成工

高性能三次元加工機導入による自動車部品
岩手銀行
の受注拡大

246 2503120086

岩手県

株式会社シグマ製作所

新規部品受注のためのＮＣ旋盤導入による試
岩手銀行
作品の短納期化

247 2503120091

岩手県

株式会社サンケミカル

東北工場における車のラジエターを冷却する
岩手銀行
為のサポートカバーの開発

248 2503120092

岩手県

株式会社中原光電子研究所

高純度鉛フリーガラス製超多数ナノホールガ
いわて産業振興センター
スフィルターの開発

249 2503120100

岩手県

株式会社本興製工所

低価格かつ高信頼性のスポット溶接技術を実
花巻市起業化支援センター
現するための設備導入

250 2503120101

岩手県

株式会社ミッシェル

常温長期保存半焼成パンの低価格化とブラン
花巻市起業化支援センター
ド力活用による販路拡大

251 2503120103

岩手県

株式会社戸田久

二度蒸技術導入による高付加価値蒸中華麺
岩手銀行
の製造と市場開拓事業

252 2503120104

岩手県

有限会社前田鋳工所

クレーンショット導入による工程改善及び新規
岩手銀行
受注の獲得

253 2503120105

岩手県

酔仙酒造株式会社

瓶内長期発酵製法の導入による原酒系製品
陸前高田商工会
の商品数・販売時期の拡大

254 2503120106

岩手県

株式会社神奈川精工

次世代自動車部品加工の自動化によるコス
ト・品質面での競争力強化

255 2503120112

岩手県

株式会社タカシュウ

水道業や建築業で使用されるボルト、座金、
ナットのセット品を連続セットする装置の試作 商工組合中央金庫
開発

256 2503120114

岩手県

株式会社アイオー精密

長尺かつ高精度の金属切削製品の製造と、
その生産性向上にむけた試作と実証

いわて産業振興センター

257 2503120118

岩手県

株式会社東邦テクノス

小さな力で人の心と身体を豊かにする新レ
バー式車いす駆動装置の原価低減

一関信用金庫

258 2503120119

岩手県

株式会社ジェーエフピー

自然言語記述からなる要求仕様書の文書品
質向上のためのツール試作開発

いわて産業振興センター

259 2503120120

岩手県

株式会社ＷＩＮＧ

３次元測定機導入による製造プロセスの向上
いわて産業振興センター
と価格競争力の強化

260 2503120122

岩手県

有限会社高吟製材所

「岩手の木：南部あか松」を活用した建材商品
葛巻町商工会
（構造用集成材・フリー板）の開発と普及促進

261 2503120123

岩手県

株式会社わしの尾

消費者ニーズに合わせた、貯蔵出荷管理技
術および情報提供技術改善の為の設備投資 商工組合中央金庫
計画

262 2503120124

岩手県

有限会社ウスイ製作所

画像寸法測定器の導入による精密加工技術
の向上と検査工程の効率化による短納期の 北上信用金庫
実現

263 2503120130

岩手県

花坂印刷工業株式会社

バリアブル印刷によるオンリーワン広告の制
作体制の整備

佐々木 卓史

264 2503120133

岩手県

株式会社アロン社

遠赤コンベア炉導入によるエッチング精度の
向上・短納期化

いわて産業振興センター

265 2503120136

岩手県

有限会社泉鉄工

円柱状鉄骨溶接など異形状に対応し得る溶
接加工技術の高度化による受注拡大

岩手銀行

266 2503120141

岩手県

株式会社二戸サントップ

メンズブライダル衣装の素材対応技術の開発
いわて産業振興センター
と生産性向上

267 2503120144

岩手県

千住スプリンクラー株式会社

高性能かつ安価なスプリンクラーヘッドのため
岩手銀行
の新分解部開発

268 2503120149

岩手県

セルスペクト株式会社

急性期炎症予測マーカー「バイオピリン」の自
いわて産業振興センター
動分析装置の開発

269 2503120150

岩手県

株式会社岩手サントップ

縫製二次加工事業への参入と製品品質の安
いわて産業振興センター
定と向上にむけて

10／245

いわて産業振興センター

神奈川産業振興センター

270 2503120152

岩手県

筑波重工株式会社

建設機械業界初、モーションセンサー内蔵林
洋野町商工会
業用アタッチメントの製造・販売

271 2503120154

岩手県

有限会社有田製作所

短納期に対応する多品種小ロット超精密治工
北日本銀行
具製作を実現する製造技術高度化

272 2503120155

岩手県

株式会社ＭＵＲＡＴＡ

重油焚きボイラーの改造による高効率木質バ
いわて産業振興センター
イオマスボイラーの試作・開発

273 2503120159

岩手県

株式会社武蔵野フーズ

ワンフローズン方式による高鮮度水産加工品
陸前高田商工会
の開発

274 2504120087

宮城県

株式会社ゼンケン

クレーム対応教育及びプロによるクレーム相 ユナイテッド・アドバイザーズ税理士
談窓口提供の実施
法人

275 2504120088

宮城県

株式会社エムジーテックス

樹脂流動解析シュミレーションの導入による
成形金型の付加価値向上事業

276 2504120089

宮城県

東日本パワーファスニング株式会社 大型木造建築用の構造用長大ビスの開発

277 2504120092

宮城県

有限会社高橋シンク製作所

厨房スペースを有効活用する自動食洗機能
付マルチシンクの開発

名取市商工会

278 2504120093

宮城県

株式会社マルチカ

既存事業の強みを活かした総合的な活魚販
売システムの新規構築事業

女川町商工会

279 2504120094

宮城県

株式会社テクスアート

ローコストハウスメーカーに対するオーダー
カーテンの新規販売展開事業

多賀城・七ヶ浜商工会

280 2504120095

宮城県

有限会社佐藤パッケージ

小規模事業者のニーズに対応したオリジナル 公認会計士・税理士田中吉徳事務
寸法の紙器製造販売
所

281 2504120097

宮城県

明治合成株式会社

直彫り金型技術導入による自動車向け樹脂
成形品の短納期生産体制強化

282 2504120100

宮城県

フジ技研工業株式会社

低コスト・省スペースを実現する、厨房・バック
加藤幸蔵税理士事務所
ヤード向け小型解凍機の試作開発

283 2504120101

宮城県

株式会社米貞商店

最新型切身機械の導入による製品の付加価
商工組合中央金庫
値の向上と販路拡大

284 2504120104

宮城県

光洋精機株式会社

鋳造シミュレーション導入によるアルミ鋳物開
商工組合中央金庫
発のコスト・納期削減

285 2504120107

宮城県

株式会社泰栄産業

次世代型丸鋸製材機械の顧客仕様に合せた
七十七銀行
刃物の試作開発

286 2504120108

宮城県

横江コンクリート株式会社

少量多品種、および短納期対応を目指した現
七十七銀行
場打ちコンクリート構造物の工場製品化事業

287 2504120109

宮城県

有限会社サイトウ水門

屋外用鋼板製品等の耐久性向上技術の高度
七十七銀行
化

288 2504120113

宮城県

ワイケイ水産株式会社

三陸産水産物の保存性向上技術とファスト
フィッシュ商品の開発

女川町商工会

289 2504120116

宮城県

株式会社ユーテクノロジー

医療用・内視鏡用革新的高出力ＬＥＤ光源

埼玉りそな銀行

290 2504120119

宮城県

株式会社黄海製本

高精度化・短納期化を実現する高性能断裁機
税理士法人大藤会計事務所
の導入

291 2504120121

宮城県

合名会社川敬商店

酒造り工程の重要なポイントである「上槽」の
七十七銀行
品質向上計画

292 2504120122

宮城県

加美電子工業株式会社

高塗着効率塗装ヘッドの開発

293 2504120123

宮城県

庄司電気株式会社

工業用硬化性樹脂製品の電動射出成形機と
横浜銀行
金型改良によるバリレス成形の試作開発

294 2504120127

宮城県

株式会社くりこまくんえん

製材工場等の産業廃棄物から木質ペレットを
栗駒鴬沢商工会
製造し、バイオマス燃料化する事業

295 2504120128

宮城県

第一ガスケット工業株式会社

設備投資による究極のエコカー（燃料電池自
動車）部品の生産プロセス強化と品質精度能 草加商工会議所
力向上

296 2504120129

宮城県

株式会社サスティナライフ森の家

宮城県産の間伐材を活用した家具・調度品の
日高見税理士法人
製造・販売

297 2504120130

宮城県

小糸樹脂株式会社

創業５０年間、培われたエンプラ加工技術を
応用し、難切削材及び非鉄金属加工を新規
加工技術として確立する。

11／245

オヤマ税理士法人
株式会社マイルストーン・コンサル
ティング・グループ

ＮＰＯ法人未来産業創造おおさき

加美商工会

公益財団法人みやぎ産業振興機構

298 2504120131

宮城県

株式会社高松鉄工所

小型底曳網漁船における省力化の為の捲取
七十七銀行
りウインチ大型化に対応する旋盤設備導入

299 2504120134

宮城県

株式会社東北ティ・エム・エス

超薄型モバイル機器用金型パーツの開発

300 2504120135

宮城県

株式会社セイトウ社

濃度計の自動制御によるカラーマネジメントの
株式会社高崎総合コンサルタンツ
確立

301 2504120140

宮城県

株式会社宮城化成

ＧＦＲＰへの粘土膜コーティングによる鉄道車
公益財団法人みやぎ産業振興機構
両向け不燃照明カバーの試作開発

302 2504120146

宮城県

株式会社石渡商店

三陸海岸の農水産物の組合せによる高付加
七十七銀行
価値パウダーの開発

303 2504120147

宮城県

石川電装株式会社

船舶弱電技術部門の新構築による統合的デ
気仙沼信用金庫
ジタル新電装サービス

七十七銀行

304 2504120148

宮城県

株式会社デジタルプレイス

”どこでもＭｙＢＯＯＫ”商品の試作開発・販路
拡大等の設備投資事業（Ｗｅｂ環境とオリジナ
石巻信用金庫
ルアプリケーションを活用し、データ出力（写
真画像・図面データ）、各種製本の製作）

305 2504120149

宮城県

東北三吉工業株式会社

長尺材高精度曲げ加工の実現による樹脂
サッシ窓扉用補強連結材の開発

306 2504120151

宮城県

東邦メッキ株式会社

高品質且つ多量生産を目的とした自動車向け
燃料圧センサー用部品の表面処理技術の開 村田町商工会
発

307 2504120154

宮城県

東北プレス工業株式会社

プレス技術の応用による、高品質・小型の揚
げかす搾り機の製作

308 2504120157

宮城県

株式会社ＲＤＶシステムズ

無人作業を可能とする機密処理装置の開発と
仙台銀行
機密処理サービス市場拡大に係る事業

309 2504120159

宮城県

有限会社浅野植生工業

人工張芝製造工程の効率化及び安定化によ
栗駒鴬沢商工会
る高付加価値張芝製品の供給事業

七十七銀行

七十七銀行

310 2504120160

宮城県

株式会社ホクショウ

ヤード排水の油水分離技術改善による周辺
住民と調和した再生資源リサイクル事業の確 白河信用金庫
立

311 2504120162

宮城県

有限会社ナガイ

高品質フレキブルコンテナーの開発と製造

312 2504120167

宮城県

雪ヶ谷精密工業株式会社

耳鼻科用治療椅子のワイヤレス化によるリス
東北銀行
ク低減のための試作

313 2504120168

宮城県

有限会社メガ製作所

複雑形状部品の段取り替え無し加工方法の
開発

314 2504120171

宮城県

ザオー電子株式会社

Ｘ線検査装置導入による医療用電子機器向
七十七銀行
け電子基板実装における製造プロセスの確立

315 2504120172

宮城県

株式会社岩沼精工

高速薄膜金属プレス技術による「メタルドー
ム」の試作開発

公益財団法人みやぎ産業振興機構

316 2504120173

宮城県

有限会社伊藤鐵工

一般製材の集成材を構造材とした新規木質
ラーメン工法の実証試作

ＮＰＯ法人未来産業創造おおさき

317 2504120176

宮城県

株式会社サユウ宮城

小規模自動車リサイクル施設における解体・
秋田銀行
破砕処理工程の最適化に係る事業

318 2504120179

宮城県

株式会社キャニング

セルフクリンチングファスナーの非鉄金属（銅
七十七銀行
および銅合金）への圧入

319 2504120183

宮城県

有限会社コスモテックス

ＩＣタグを用いた義歯紛失予防・追跡発見装置
七十七銀行
の開発による新規需要の創造

320 2504120185

宮城県

みやぎ金属工業有限会社

高耐震・高耐候性電気ボックスの試作品作り 七十七銀行

321 2504120186

宮城県

株式会社サイエンティア

クリニカルラダー連動型看護師勤務割振シス
七十七銀行
テム 開発・販売事業

322 2504120189

宮城県

古賀オール株式会社

少量多品種短納期に対応するオートシャーリ
商工組合中央金庫
ングマシンの開発導入

323 2504120191

宮城県

有限会社ベルレクス
株式会社日東
株式会社イエムラ

津波シェルター開発事業（緊急避難施設のた
田中武司税理士事務所
めの安全要素技術の確立）

324 2504120197

宮城県

株式会社新澤醸造店

通年醸造（四季醸造）においての安定した製
品づくりと環境のデータ化

12／245

七十七銀行

石巻商工信用組合

大崎商工会

325 2504120198

宮城県

株式会社オールスパイス

和洋中１２ブランドの美味しさと便利が届く総
合宅配サービスの開発。

326 2504120199

宮城県

船山建設株式会社

ツルムラサキの『エグ味』成分を低減するため
丸森町商工会
の栽培環境条件の検証

327 2504120200

宮城県

株式会社Ｃｏ－Ｂｕｙ

遺伝子薬剤投与治療用精密シリンジポンプの
税理士法人植松会計事務所
製品開発

328 2505120075

秋田県

有限会社柴田精工

精密金型の低コスト・短納期を実現するマシ
ニングセンタ研磨レス・微細加工技術の確立

秋田銀行

329 2505120080

秋田県

株式会社浅利佐助商店

顧客ニーズに合わせた小袋商品の開発

商工組合中央金庫

330 2505120081

秋田県

株式会社アイ・クリエイト

新設備導入による小ロット製品の強化で１冊
からのフォトブック作成事業での競争力向上

北都銀行

331 2505120083

秋田県

三航光測

レーザースキャナー及びＧＰＳ機器の導入に
よる測量事業の差別化

北都銀行

332 2505120085

秋田県

株式会社田沼屋慶吉

秋田県の農林水産物を活用し、加工・惣菜
化・レトルト化を図る商品開発

北都銀行

333 2505120086

秋田県

有限会社阿部正助商店

赤外域装置を活用した文化財等、修復サービ
加賀谷正純税理士事務所
スの提供と販路拡大

334 2505120088

秋田県

タルイシ機工株式会社

航空機器難切削材に関する高効率旋盤加工
北都銀行
技術及び量産基盤の確立

335 2505120090

秋田県

秋田未来株式会社

３Ｄプリンターを活用する手首用固定具の造
形データ作成

336 2505120091

秋田県

浅舞酒造株式会社

蔵独自酵母の清酒の開発と製造環境の整備
北都銀行
による一貫生産工程の確立

337 2505120092

秋田県

有限会社ほりえ

「いぶりがっこ」の製造技術と新形式の包装に
秋田税経プランニング
よる商品流通の確立

338 2505120096

秋田県

協同組合秋田市民市場

オールインワン型 最新発泡スチロール減容
秋田銀行
機導入

339 2505120097

秋田県

ナガハマコーヒー株式会社

法人顧客と個人顧客の連動による新たな業
態開発とサービス向上

340 2505120099

秋田県

株式会社リーテックス

使用済自動車及び廃棄機材からの希少金属
鈴木典男税理士事務所
回収事業

341 2505120100

秋田県

カイテン株式会社

最新型自動車解体機の導入による、環境に
配慮した資源の循環型社会づくり事業

342 2505120102

秋田県

日貿産業株式会社

新型設備の自動機械導入による高品質製品
山本税理士事務所
の製作技術確立事業

343 2505120104

秋田県

株式会社金萬

銘菓の多種類パッケージ包装可能な高性能
正ピロー包装機の導入

344 2505120106

秋田県

日本精機株式会社

高性能三次元測定機導入による電子分析装
北都銀行
置用真空チャンバーの品質保証と試作開発

345 2505120108

秋田県

岡谷セイケン株式会社

自動車用ミッション部品の加工タイム短縮によ
秋田銀行
る生産性、コスト競争力の強化

346 2505120109

秋田県

秋田部品株式会社

自動車用パイプ部品の一貫生産工程の確立 北都銀行

347 2505120110

秋田県

株式会社木彩屋

高品位位牌文字彫刻及び加飾の製造システ
北都銀行
ム構築

348 2505120112

秋田県

東光鉄工株式会社

航空機産業に適した円筒研磨加工ラインの構
秋田銀行
築

349 2505120113

秋田県

有限会社エディオス

ワイヤ放電加工機導入による、次世代キルン
北都銀行
バーナー用省エネ部品の試作開発

350 2505120117

秋田県

秋田醸造株式会社

酵母培養設備等の導入による独自性の高い
秋田銀行
商品開発と競争力強化

351 2505120119

秋田県

有限会社たかえん

新調理システム導入による惣菜店の「法要会
よこて市商工会
食サービス」事業の展開

352 2505120121

秋田県

北斗製氷株式会社

天然の機能性成分を均一に含んだ氷「ケアア
秋田銀行
イス」の試作開発及び量産体制確立

13／245

名取市商工会

北都銀行

有限会社ジー・エフ・シー

澤田石晶税理士事務所

秋田銀行

353 2505120122

秋田県

秋田ファイブワン工業株式会社

最新設備導入による外注内製化と生産工程
の改善。

秋田銀行

354 2505120124

秋田県

両関酒造株式会社

高付加価値商品（吟醸酒・純米酒）の製造と
販売強化計画

北都銀行

355 2505120128

秋田県

株式会社ＩＭＩ

ポーランドと日本の技術協力による高品質で
北都銀行
安価な食肉加工品の製造販売の実現

356 2505120129

秋田県

株式会社諸井醸造

世界に通用する魚醤作りの製造システム構築 秋田銀行

357 2505120131

秋田県

株式会社スカイライト・バイオテック

リポタンパク質を標的とした創薬支援／リスク
判定支援サービス拡充と非アルコール性脂肪 アクタス税理士法人
肝障害／肝炎診断・創薬支援事業

358 2505120132

秋田県

スミダ産業株式会社

高周波ウェルダー及び縫製による一体成形技
北都銀行
術の確立による高効率な製品開発

359 2505120136

秋田県

有限会社サイキュウ能代

顧客サービス向上を図る昇降運転席付鉄屑
作業機導入事業

秋田銀行

360 2505120137

秋田県

エーピーアイ株式会社

脊椎固定用スクリューガイド設計事業

秋田銀行

361 2505120140

秋田県

山口電機工業株式会社

自動車点火用イグニッションコイルの素材開
発と生産性向上による価格競争力強化

秋田銀行

362 2505120142

秋田県

有限会社柴田慶信商店

秋田杉の箸製造と秋田杉有効活用

秋田銀行

363 2505120146

秋田県

株式会社アサノ

利用者の安全を考慮した特殊ドアの圧締加工
秋田銀行
プレスのライン構築と自動縁貼機導入

364 2505120155

秋田県

秋田協同印刷株式会社

新しい付加価値を提供する超短納期一貫印
刷ビジネス事業の拡大

365 2505120165

秋田県

タイヨウマシン株式会社

半導体産業、医療機器産業メーカーよりの受
秋田銀行
注に対応できる難削材の加工技術確立

366 2505120166

秋田県

ホクトプラ株式会社

スキー板トップ材の高付加価値化を実現する
磐田信用金庫
生産プロセス強化

367 2505120167

秋田県

三和精鋼株式会社

航空機素材に対応したのアルミ切断加工の精
北都銀行
密化及び効率化

368 2505120172

秋田県

スズキテント有限会社

プリンターの導入による加工の内製化及びコ
北都銀行
スト削減と新分野進出

369 2505120173

秋田県

フカイ工業株式会社

医療向け成形部品外観検査装置及びそれに
商工組合中央金庫
伴う成形自動化ラインの構築

370 2505120175

秋田県

株式会社秋田オイルシール

固体高分子形燃料電池スタック用ゴムガス
ケットの開発

371 2505120178

秋田県

有限会社利製作所

複雑形状のプラスチック成形加工に向けての
秋田銀行
成型機のスライドの油圧駆動化の試作開発

372 2505120179

秋田県

合名会社栗林酒造店

季節限定日本酒の増産および市場への適時
秋田銀行
対応のための設備計画

373 2505120181

秋田県

有限会社鈴大工業

半導体・ウエハー製造装置向け高精度部品
加工生産能力強化並びに短納期化、低コスト 山形銀行
化

374 2505120182

秋田県

秋田上日工業株式会社

金属パイプ加工で、新加工技術、曲げ・接合
工法を生み出す金型・治具の自社製作

秋田銀行

375 2505120185

秋田県

矢島精工株式会社

航空機内装用パネル部品加工設備導入

秋田銀行

376 2505120186

秋田県

秋田精工株式会社

航空機内装関連（ギャレー（厨房）、ラバトリー
秋田銀行
（トイレ））部品加工用設備導入

377 2505120189

秋田県

株式会社くまがい印刷

ＷＥＢ ｔｏ Ｐｒｉｎｔシステムを活用したオリジナ
有限会社ジー・エフ・シー
ルカレンダー販売の全国展開

378 2505120195

秋田県

有限会社佐藤養助商店

施設設備等の衛生管理レベルアップ事業

379 2505120196

秋田県

株式会社ランティエ

高機能化学繊維素材を使用したスポーツウエ
アの製造に向けたＣＡＤと縫製システムの導 秋田銀行
入。

380 2505120201

秋田県

有限会社アキラ製作所

高精度プレスブレーキ導入による試作部品加
秋田銀行
工の短納期化と生産能力の向上

14／245

田路一髙税理士事務所

北都銀行

北都銀行

381 2505120203

秋田県

有限会社ブイテックス

高精度・高効率切削加工技術の確立による強
秋田銀行
磁界対応型対物鏡の量産技術開発

382 2505120204

秋田県

日の丸醸造株式会社

海外市場等をターゲットとする常温流通でも
劣化しにくい高品質酒の開発

北都銀行

383 2505120205

秋田県

秋田印刷製本株式会社

専用製袋機導入による検品精度向上と生産
力強化および販路拡大

税理士法人ＲＩＮＧＳ

384 2505120206

秋田県

小玉醸造株式会社

通年で新鮮な清酒を供給するための新規設
備の導入

北都銀行

385 2505120208

秋田県

株式会社増田サントップ

作業工程の最適化による生産性向上と中長
期的な人材確保および技能継承

秋田銀行

386 2505120209

秋田県

株式会社プロジェクトＩＰＡ

ＩＴ化・自動化による特殊縫製作業プロセスの
秋田銀行
革新

387 2506120150

山形県

株式会社サニックス

新型機械の導入により多様化する金属加工
への対応と競争力の強化。

きらやか銀行

388 2506120151

山形県

株式会社蔵王ミート

「食肉の生菌数可視化装置」と生産ラインの
一部「ロボット化」による生産プロセスの改善

商工組合中央金庫

389 2506120153

山形県

株式会社カワサキ印刷

高品質で多品種小ロットのラベル印刷機によ
商工組合中央金庫
る短納期対応サービス

390 2506120155

山形県

株式会社丸範

今後大きく飛躍する航空・宇宙産業での受注
きらやか銀行
拡大へ向けての環境整備

391 2506120156

山形県

株式会社スガサワ

航空機の飛行を司るフライトコントロールシス
荘内銀行
テムの油圧関連部品の生産性向上事業

392 2506120159

山形県

世田谷精機株式会社

歯科ハンドピース用歯車における設計試作及
城南信用金庫
び歯切り加工の生産システム向上

393 2506120160

山形県

株式会社ソーカ

複雑な油圧回路鋳物製品製造のための中子
山形信用金庫
製造方法の開発

394 2506120163

山形県

川西精密株式会社

航空機部品加工における複合加工機導入に
山形銀行
よる高精度、高効率加工技術の確立

395 2506120165

山形県

株式会社丸の内運送

現状使用している「運送支援システム」の高度
あおい税理士法人
化

396 2506120168

山形県

株式会社斎藤農機製作所

３Ｄものづくり環境整備による航空機事業の強
荘内銀行
化

397 2506120169

山形県

株式会社ベスト

介護食のクオリティサービスの向上と市場
ニーズへの早期対応

398 2506120170

山形県

株式会社サンスタイル

被服縫製加工の新型ミシン導入による新規分
山形銀行
野の受注開拓

399 2506120172

山形県

株式会社モトタテ

新型多軸木工加工機の導入による機械加工
荘内銀行
部門の効率化と売上拡大

400 2506120174

山形県

有限会社シーズン

裁断工程の内製化と試作部署常設による一
貫生産体制の確立と生産性向上の取組み

401 2506120175

山形県

山形精研株式会社

情報通信コネクター用金型製作における超微
米沢商工会議所
細高精度な狭ピッチ電極加工技術の確立

402 2506120176

山形県

株式会社斎藤板金工業所

精密板金加工における短納期・高品質化実現
山形銀行
による生産性向上、受注増加計画

403 2506120177

山形県

株式会社四釜製作所

ワイヤー放電加工機導入による精密微小コイ
きらやか銀行
ルばね製造部品の性能向上

404 2506120178

山形県

株式会社米沢牛黄木

山形県産黒毛和牛加工食品生産機械化事業 商工組合中央金庫

405 2506120179

山形県

金山コネクタ株式会社

ＣＮＣ三次元測定器導入による新規開発案件
新庄信用金庫
の測定精度向上および測定コスト削減化

406 2506120183

山形県

有限会社丸吉製作所

円錐シュート市場獲得を目指すための高精度
山形中央信用組合
ベンディングマシン導入

407 2506120185

山形県

旭陽電機株式会社

環境・エネルギー分野向け筐体市場への本格
奥山亨税理士事務所
進出と筐体リードタイムの４５％の短縮

408 2506120186

山形県

楯の川酒造株式会社

異次元の精米技術と低温発酵・貯蔵技術によ
山形銀行
る海外向けスーパーレミアム日本酒の製造

15／245

荘内銀行

荘内銀行

409 2506120189

山形県

ＳＧＫ株式会社

廉価カスタマイズ洗浄装置開発のための３次
荘内銀行
元ＣＡＤ・ＣＡＭシステムの導入

410 2506120190

山形県

有限会社寄清堂印刷

検品作業低減を目的とした検知カメラ搭載の
山形銀行
新型紙折機の導入

411 2506120191

山形県

株式会社理研分析センター

微小粒子物質（ＰＭ２．５）の電子顕微鏡（ＳＥ
荘内銀行
Ｍ－ＥＤＸ）を用いた測定技術サービスの開発

412 2506120192

山形県

株式会社三協製作所

自動車部品増産の顧客要望に対応できる高
機能ＣＮＣ旋盤の導入

413 2506120193

山形県

株式会社京浜ケミトックス

高齢者向け口腔ケア（自立支援）製品におけ
横浜銀行
る一体成形品の試作開発

414 2506120195

山形県

ケーイービー・ジャパン株式会社

永久磁石式電磁クラッチ・ブレーキの国内開
発及び生産体制の構築

415 2506120199

山形県

株式会社タスクフーズ

山形発！食卓のイノベーション「おひたしドレッ
商工組合中央金庫
シング（冷や汁の素）」の開発

416 2506120203

山形県

さいほく鉄工株式会社

コア連結溶接ロボットシステム導入による仕
口生産プロセスの高度化

荘内銀行

417 2506120204

山形県

株式会社ホテルリッチ酒田

ホテル屋上のパーティールーム新設による
ウェディング獲得目標の達成

荘内銀行

418 2506120206

山形県

有限会社渡辺製作所

検体装置（自動分析装置）における試薬注入
山形信用金庫
ノズルの新型開発

419 2506120208

山形県

株式会社伊藤製作所

精密部品のハイサイクル、高精度加工システ
山形銀行
ムの構築

420 2506120214

山形県

東栄コンクリート工業株式会社

工場内コンプレッサの設備更新による製品製
山形銀行
造工程の環境負荷低減

421 2506120215

山形県

株式会社イグゼあまるめ

レーザー加工による高付加価値牛肉料理の
開発

422 2506120219

山形県

日本フイルター株式会社

ナノ炭素材料を用いた新しいエネルギーデバ
山形銀行
イスの試作と評価

423 2506120220

山形県

株式会社Ｋプラン

ＣＡＤ／ＣＡＭの導入による当社製造プロセス
新庄信用金庫
の高度化とオリジナル商品開発

424 2506120222

山形県

テックス株式会社

ＣＮＣ精密自動旋盤導入によるトラバースカ
ム、モーターシャフトの生産体制の構築

425 2506120223

山形県

株式会社青山デンタルラボ

歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭシステムの導入による高
山形銀行
品質な補綴装置の提供

426 2506120224

山形県

有限会社山形工房

「日本一」の競技用けん玉による地元名産品
山形銀行
の確立と世界けん玉市場拡大

427 2506120226

山形県

有限会社江口産業

熟練の技を継承し複合加工機へ反映させる
小ロット短納期対応体制の構築

山形銀行

428 2506120227

山形県

株式会社三浦エンジニアリング

精密板金加工での高速・高精度化の切断技
術向上による生産体制強化

きらやか銀行

きらやか銀行

荘内銀行

荘内銀行

荘内銀行

429 2506120229

山形県

京浜パネル工業株式会社

最新型レーザー測定器導入による精密板金
筐体の検査の高精度化、短納期化、低コスト 株式会社エフアンドエム
化計画

430 2506120232

山形県

有限会社田中製作所

チャックの応用による高精度切削の実現と検
きらやか銀行
査工程のリードタイム短縮

431 2506120235

山形県

株式会社アクセル

太陽光発電製造装置等の洗浄に対応した専
米沢信用金庫
用設備導入による体制の構築と新分野進出

432 2506120236

山形県

株式会社ハラチュウ

自動車用排気系部品へ供する高耐熱鋳鉄材
山形銀行
質の開発

433 2506120239

山形県

神町電子株式会社

福祉医療機器製造における生産性ならびに
安全性の向上

荘内銀行

434 2506120243

山形県

イースタン技研株式会社

放電加工用銅電極材の生産性・効率化の向
上と低コスト化の実現

遊佐町商工会

435 2506120247

山形県

高陽電子株式会社

電子機器生産活動における自働化ロボットお
きらやか銀行
よびＩＴシステムの独自開発

436 2506120252

山形県

株式会社コステム

同時５軸制御技術を使用し、手仕上げ工程を
荘内銀行
必要としないいんぺらの試作開発

16／245

437 2506120253

山形県

日本ジー・ティー株式会社

ＶＯＣ排出抑制およびグリーン調達先売上増
を狙ったイオン水洗浄システムの導入

438 2506120255

山形県

株式会社梅川製作所

新型パンチプレス導入による生産性向上と一
米沢信用金庫
貫生産体制構築に向けた取組み

439 2506120256

山形県

有限会社大和エム・エム・ピー

医療機器、航空機向け高精度製品の生産体
米沢信用金庫
制確立

440 2506120257

山形県

有限会社木村屋

常温乾燥機及び製粉機を活用した食品の乾
燥微粉末化と応用

441 2506120260

山形県

有限会社高橋製作所

板金業務の内製化によるワンストップソリュー
米沢信用金庫
ションの展開

442 2506120263

山形県

株式会社ミラノ・サンラインガーメント

新型高速自動裁断機導入による多様化する
消費者のニーズへの対応

443 2506120265

山形県

株式会社柴田製作所

仕上げ工程の最適化による鋳鉄製品の精度
山形銀行
向上及び超多品種少量生産体制の強化

444 2506120266

山形県

有限会社佐藤製作所

長尺ＮＣ加工機導入による製造環境改善と生
山形中央信用組合
産効率向上

445 2506120268

山形県

株式会社丸石産業

高耐久性風雪害対応組立式角パイプハウス
の開発及び製造量産化

446 2506120271

山形県

千代寿虎屋株式会社

高度な発酵制御による復古米”豊国”を使用し
荘内銀行
た発泡性純米酒の開発

447 2506120272

山形県

株式会社東北エンジニアリングプラ 医療・環境分野の樹脂加工における生産効率
米沢信用金庫
スチック
及び品質向上の強化を目指したシステム構築

448 2506120274

山形県

ミクロン精密株式会社

低侵襲手術の作業性向上を可能にする医療
山形銀行
用手術機器の開発

449 2506120275

山形県

株式会社ウエノ

新型大電流自動巻線機の開発及び太陽光発
電システム用高性能コモンモードラインフィル 出羽商工会
タの開発

450 2506120279

山形県

株式会社いそのボデー

ユーザーがプログラミング不要な自走穴あけ
株式会社旭ブレインズ
ネジ締めロボットの開発

451 2506120281

山形県

株式会社アーバンデリバリー

生産性向上によるサンプル縫製事業への特
化

荘内銀行

452 2506120284

山形県

株式会社パルコモード

積層式自動裁断機の導入による縫製製造プ
ロセス技術の向上と高効率化の実現

米沢信用金庫

453 2506120286

山形県

株式会社川島印刷

製本・折加工工程の内製化でワンストップ体
制を構築することによる生産性向上と新たな
市場の開拓

米沢信用金庫

454 2506120288

山形県

鯉川酒造

酒粕を活用したヘルシーで美味しいリキュー
ル酒の開発

荘内銀行

455 2506120289

山形県

株式会社スリーエム

高速自動裁断機（ＣＡＭ）の導入による生産性
荘内銀行
改善と多能工化による経営改善の取り組み

456 2506120290

山形県

株式会社葉山館

登録有形文化財を活用した県産ワインと地産
荘内銀行
地消に特化した飲食店事業

457 2506120291

山形県

米鶴酒造株式会社

多品種製造に対応できる充填機の導入と色
付き日本酒商品の試作開発

山形銀行

458 2506120301

山形県

藤庄印刷株式会社

中綴じ製本機用乱丁検査装置導入による品
質管理体制強化および生産性向上

山形銀行

459 2506120305

山形県

株式会社山本製作所

サーボモータ式ＮＣＴ精密加工による歪み・反
山形銀行
りの少ない「精米機用金網」の試作開発

460 2506120306

山形県

東北ぼんち製菓株式会社

歩留まり改善に繋がる新しい米菓製造方法の
寒河江市商工会
試作開発

461 2506120307

山形県

和光機械工業株式会社

高出力省エネで可搬性の優れる８００ＷＬＥＤ
川口商工会議所
バルーン照明機の試作品開発

462 2506120310

山形県

日本重化学工業株式会社

グリーンな機能性磁性粉末および評価技術の
きらやか銀行
開発

463 2506120315

山形県

有限会社ウィルデンタルラボ

地域歯科医療貢献の為の歯科用ＣＡＤ／ＣＡ
荘内銀行
Ｍシステムの導入

464 2506120316

山形県

株式会社アイ・イー・シー

半導体及び液晶露光装置構成部品の切削加
三菱東京ＵＦＪ銀行
工技術の高度化

17／245

山形銀行

荘内銀行銀行

荘内銀行

米沢信用金庫

465 2506120323

山形県

有限会社米シスト庄内

製粉機の導入による自社製粉計画並びに増
産設備導入計画

466 2506120324

山形県

株式会社渡會本店

低アルコール濃度清酒の試作開発を行い、健
荘内銀行
康食品市場に参入する。

467 2507120011

福島県

株式会社tｏｏｒ
株式会社 デザイニウム

地方小売業の革新のための地域ビッグデータ
三島町商工会
（ＰＯＳデータ）分析サービス

468 2507120012

福島県

株式会社マストロ・ジェッペット

地域産材を活用した木質バイオマスプラス
チックによる商品開発

469 2507120013

福島県

株式会社ジェット

ウォータージェット工事用の超高圧ポンプのレ
商工組合中央金庫
ンタル事業

470 2507120015

福島県

有限会社糸井火工

次世代型花火大会の演出のためのシステム
導入と安全面配慮のための設備導入事業

471 2507120016

福島県

株式会社岡部

多数店舗への否定番商品（企画商品）の革新
商工組合中央金庫
的仕分けシステムの開発

472 2507120024

福島県

あぶくま食品株式会社

若桃甘露煮の海外市場進出に向けた製造環
渡邉明裕税理士事務所
境の整備

473 2507120025

福島県

日本録機工業株式会社

安全性を配慮した太陽光パネル電源と商用電
東邦銀行
源の自動電源切換器の開発

474 2507120028

福島県

株式会社アイオンライン

スマートフォンで撮った写真をスピード印刷で
税理士法人大手門会計
お菓子にする、「お菓子のアルバム」事業

475 2507120029

福島県

株式会社カメラの清水

新しいスタイルの写真スタジオ事業

常陽銀行

476 2507120034

福島県

高野精器有限会社

社内対応力強化及び競争力強化計画

福島信用金庫

477 2507120040

福島県

有限会社石山精機

生産管理ソフト（イージープランナー）による生
税理士法人三部会計事務所
産性の向上と価格競争力の強化

478 2507120041

福島県

フィーネ株式会社

ホタテ貝殻を原料とする水酸化カルシウムを
応用した各種製品の開発及び製造・販売

日本パートナー税理士法人

479 2507120042

福島県

共和工業株式会社

材料費削減及び生産量増幅、環境改善を可
能とする自動定寸切断装置導入

常陽銀行

480 2507120044

福島県

株式会社食菜工房

食材にこだわった高級「仕出し・弁当」を低価
格にて提供する。

秋田銀行

481 2507120045

福島県

有限会社フジ薬局

ITを活用した高齢者に対する薬局・介護連携
東邦銀行
サービス事業計画

482 2507120046

福島県

株式会社シマ商会

タブレット機を活用した業務一元管理システム
東邦銀行
の開発

483 2507120050

福島県

株式会社GlobalAssist

革新的アニメーション映像教材による経営効
率化で低価格教育サービスの開発提供

常陽銀行

484 2507120051

福島県

小椋正人(会津ふくろもの工房)

あなただけのオリジナルバッグの製造

会津信用金庫

485 2507120056

福島県

南産業株式会社

木製キャビネット加工品質向上による市場ク
レームゼロへの挑戦

有限会社インキューブ

486 2507120057

福島県

株式会社長門屋本店

和菓子と洋菓子を融合させた新感覚最中（会
津起き上がり小法師最中「ありがとなし」）の開 会津商工信用組合
発販売事業

487 2507120058

福島県

有限会社木紅木

バイオ技術を用いた廃菌床の堆肥化・製品化
ひまわり信用金庫
事業

488 2507120059

福島県

合資会社廣木酒造本店

冷却タンクを用いた暖期醸造大吟醸酒の商品
東邦銀行
開発

489 2507120060

福島県

東亜通商株式会社

配送支援システムの開発による付加価値を作
大東銀行
る配送組織の実現

490 2507120063

福島県

株式会社サイトウ

特殊撮影部の新設

荘内銀行

東邦銀行

岩瀬商工会

大東銀行

491 2507120066

福島県

株式会社丸峰庵

東北地域の温泉旅館に対する地元食材を用
いた温泉まんじゅうのOEM製造とブランド構築 中小企業診断士藤岡 壮志
サービスの開発

492 2507120069

福島県

株式会社中商

再生金属荷役効率改善による製鋼原料安定
白河信用金庫
供給化事業

18／245

493 2507120070

福島県

株式会社丸峰観光ホテル

宿泊業でのICTの活用と科学的管理法の導入
によるホスピタリティ・サービス・システムの開 中小企業診断士藤岡 壮志
発

494 2507120072

福島県

羽入縫製株式会社

難素材対応プログラマブル電子ミシン導入に
よる多品種・短サイクル生産サービス実現と 会津商工信用組合
地域若年層の雇用創出事業

495 2507120076

福島県

株式会社相模鉄筋工業

デザイン性を追求したオブジェ製作事業の確
税理士法人三部会計事務所
立

496 2507120077

福島県

パワー技研株式会社

小水力による小規模且つ高出力の再生可能
ひまわり信用金庫
クリーンエネルギー開発

497 2507120078

福島県

松下敦(かぼちゃ薬局)

生活習慣病等の発症・重症化予防に向けた
地域の健康づくり支援薬局

498 2507120080

福島県

株式会社ふたば

消費者を巻き込んだ放射性物質モニタリング
福島県商工会連合会
サービスの開発事業

499 2507120090

福島県

有限会社熊野屋

地域資源を活かした“物語性新作和菓子”の
開発

500 2507120092

福島県

有限会社エムズファクトリー

次世代型環境配慮塗料、水性塗料の自動車
いわき信用組合
鈑金塗装業務への導入

501 2507120093

福島県

有限会社佐藤モーター商会

次世代型自動車対応・環境対応型、綜合メン
有限会社インキューブ
テナンスサービスの確立

502 2507120095

福島県

株式会社有明

デジタルフルカラー印刷でフィルム製品を1枚
東邦銀行
から提供する革新的サービスの開発

503 2507120104

福島県

株式会社会津工場

鋳物製造における仕上げ加工の機械化によ
る品質向上・コスト低減により精密・複雑形状 福島県産業振興センター
製品市場への参入を目指す。

504 2507120105

福島県

株式会社ナルコ郡山

微細穴を有するアルミニウム製ハニカムコア
の製造方法確立･事業化

505 2507120106

福島県

株式会社岡昇

国産ドライフルーツ製造の革新的な加工方法
吉成健二税理士事務所
の構築での品質向上、効率化事業

506 2507120107

福島県

有限会社安藤工作所

納期短縮実現のための鋼材表面処理機械
ショットブラスト導入事業

会津商工信用組合

会津商工信用組合

福島県産業振興センター

郡山商工会議所

507 2507120111

福島県

株式会社ヨコハマ吉倉

YAGﾚｰｻﾞ溶接機の導入により、従来の部品
加工業は基より、品質管理、生産効率等を考
慮してｶﾊﾞｰ付きのｹｰｽに収納されたﾕﾆｯﾄ化を 東邦銀行
目指す。顧客に対しこれまでの部品加工の知
識を生かし提案型ビシネスへ展開する。

508 2507120114

福島県

株式会社エルティフードサービス

セル・アライブ・システム(CAS)を活用した食材
福島信用金庫
試作とメニュー開発

509 2507120119

福島県

曙酒造合資会社

日本酒の伝統技術に最新バイオ技術で臨む、
東邦銀行
若い世代の酒造りイノベーション。

510 2507120121

福島県

有限会社トライ金型

ＮＣ複合機導入による試作品の短納期・高精
東邦銀行
度化と医療・健康分野の市場開拓

511 2507120122

福島県

古藤工業株式会社

耐候性試験機の導入による機能性テープを
中心とした設計開発品の短期開発の実現

512 2507120123

福島県

有限会社福寿電気

サーモスタット新製品対応のための自動はん
あいづ商工会
だ付け装置導入と試作

513 2507120124

福島県

有限会社白井木工所

ＣＮＣマシニングセンター導入による木製家
具･建具の加工多様化と生産性向上による付 福島信用金庫
加価値化

514 2507120125

福島県

有限会社西坂製作所

鋳造品の日本でのものづくりを支える金型製
東邦銀行
造の精密化と短納期化

515 2507120126

福島県

日昇工業株式会社

薄板プレス加工品、金型精度向上/短納期生
二本松信用金庫
産体制の確立

516 2507120127

福島県

エイト工機有限会社

センサー組立業務に関する第一製造部の生
産性の向上計画

菊地喜隆税理士事務所

517 2507120128

福島県

株式会社ルキオ

新世代の機器材料を活用するLEDフラットパ
ネル製造法の開発

商工組合中央金庫

518 2507120130

福島県

ケーツーモデリング株式会社

新型油ワイヤ放電加工機導入による加工精
度の向上及び短納期生産体制の構築

野別英明税理士事務所

519 2507120132

福島県

株式会社長谷川機械製作所

小物精密部品加工用小型高精度ターニング
センタの試作開発

さいたま市産業創造館

19／245

商工組合中央金庫

520 2507120135

福島県

有限会社仁井田本家

海外市場等の販路拡大に向けた有機純米酒
秋田銀行
の高度瓶詰設備の導入

521 2507120136

福島県

株式会社保志

高効率・高性能自動加工機械の導入による次
第四銀行
世代産地仏具生産システムの確立

522 2507120139

福島県

有限会社ファインテック

高精度、短納期が求められる自動車・医療等
常陽銀行
分野に対応するプラスチック成形革新

523 2507120141

福島県

アクアクルー株式会社

遠隔監視・集中管理を簡単に画像認識で行う
会津信用金庫
装置の開発

524 2507120142

福島県

東北ネヂ製造株式会社

業界最速納期となる熱間鍛造ボルトの生産プ
常陽銀行
ロセス革新

525 2507120145

福島県

株式会社長堀鉄工所

エアレーション砂充填法造型機導入による高
青木信用金庫
品質鋳鉄生産体制の構築

526 2507120146

福島県

株式会社住田光学ガラス

内視鏡視認機能つきトロッカー及び挿入可能
さいたま商工会議所
な極細内視鏡

527 2507120149

福島県

株式会社丸北工業

複合加工機導入によるデジタルカメラ交換レ
ンズ部品の生産力強化

あいづ商工会

528 2507120151

福島県

西田精機株式会社

画像寸法測定器の導入

東邦銀行

529 2507120152

福島県

東邦ラス工業株式会社

材料搬入ロボット導入による生産プロセスの
強化

商工組合中央金庫

530 2507120154

福島県

株式会社エコ・２４

アスベスト無害化「ＣＡＳ工法」（建設技術審査
商工組合中央金庫
証明1201号）の製造強化事業

531 2507120155

福島県

日本機械技術株式会社

国内の大規模省電力化を実現するための大
商工組合中央金庫
型レーザー加工機導入による設備増強

532 2507120158

福島県

正栄工業株式会社

最新鋭平面研磨設備を用いた精密金型加工
一般社団法人日本経営士会
技術の確立とグローバル市場への供給

533 2507120160

福島県

石橋工業株式会社

金属プレス加工への工法転換による世界最
薄ＨＤＤベースの試作開発

商工組合中央金庫

534 2507120165

福島県

株式会社サミット

サーボプレス機の高度化に資する精密せん
断プレス加工技術の開発

東邦銀行

535 2507120167

福島県

岩城ブロック工業株式会社

低価格コンクリート二次製品の安定供給を可
秋田銀行
能にする省エネ型蒸気養生設備の整備

536 2507120168

福島県

木村可鍛株式会社

コスト低減、高品質化を図る省エネ型高効率
常陽銀行
コイル・コンプレッサーの導入

537 2507120170

福島県

株式会社エービー

医療及び化粧市場への本格参入を目指す為
のＮＣ複合旋盤導入による丸物加工技術の確 東邦銀行
立

538 2507120171

福島県

株式会社ＤＩＰＳ

ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による歯科技工物
税理士法人寺田共同会計事務所
の品質確保及び製造リードタイム短縮計画

539 2507120172

福島県

有限会社ホシ造形

ＮＣルータ導入によるオリジナル木製立体看
板の制作

540 2507120173

福島県

裏磐梯パイロットファーム株式会社

養殖魚の商品試作開発と食品加工設備投資
会津信用金庫
による六次産業化の展開

541 2507120174

福島県

トーコーケミカル株式会社

樹脂製ガスケット製造の高精度化、及び少量
武蔵野銀行
多品種に対応する為の生産システム開発

542 2507120179

福島県

株式会社三瓶隆材木店

オガ粉製造機械導入による循環エコへの取り
七十七銀行
組み

543 2507120181

福島県

有限会社ホマレ電池工業

高効率排熱を実現するＬＥＤ発光素子モ
ジュールの排熱制御構造の開発と製造

544 2507120182

福島県

東日本ライテック株式会社

ＬＥＤ屋外照明の高効率反射板製作設備導入
小林由拓税理士事務所
事業

545 2507120183

福島県

東栄クイックマシン株式会社

両頭側面フライス盤導入による、太陽光集光 株式会社ヒューマンネット・コンサル
集熱システム用省エネ機能部品の試作開発 ティング

546 2507120184

福島県

豊国酒造合資会社

高品質長期持続清酒の製造工程改善による
古殿町商工会
生産性向上と海外市場等の販路拡大

547 2507120186

福島県

株式会社アルテッツ

大型ロータリー研磨機導入による大型製品対
東邦銀行
応の研磨技術の確立

20／245

下郷町商工会

いわき信用組合

548 2507120187

福島県

有限会社テクノ東栄

ＣＮＣ旋盤導入による、太陽光集光集熱シス
テム用省エネ機能部品の試作開発

株式会社ヒューマンネット・コンサル
ティング

549 2507120190

福島県

滝口木材株式会社

生産性・効率化の向上、低コスト化のための
木材加工技術・生産技術の確立

七十七銀行

550 2507120195

福島県

株式会社大水

側面温度センサーを用いた食品製造の自動
化による生産性の向上

東邦銀行

551 2507120198

福島県

船橋屋製菓株式会社

学校給食製造過程における異物混入等防止
七十七銀行
を目的とした設備導入

552 2507120200

福島県

株式会社エイチ・エー・ティー

航空･宇宙部品の機械工程の確保で放電を含
多摩信用金庫
めた一貫生産を目指す。

553 2507120201

福島県

磯上歯車工業株式会社

長尺シヤフト切削加工における横型マシニン
商工組合中央金庫
グセンターの導入による生産性の向上

554 2507120202

福島県

株式会社シンテック

歯列矯正機器の新製造技術確立による低コ
スト化の実現により、歯列矯正業界に貢献す ひまわり信用金庫
る。
“１本杖”用の医療補助先端器具の製品化に
向けた耐久試験設備導入と自立システムの 東邦銀行
開発

555 2507120204

福島県

有限会社タツミ工機

556 2507120206

福島県

エコボンド環境工学リサーチ株式会 高性能CADを用いた特殊高圧洗浄機器の設
東邦銀行
社
計・試作品製造

557 2507120207

福島県

有限会社竹内漆器木工所

高精度レーザー加工機導入による、漆器分野
会津商工信用組合
から木工彫刻美術分野への進出

558 2507120208

福島県

株式会社オギノ

コスト削減を実現し、条件の厳しい災害復興
住宅工事を県内企業として受託

559 2507120209

福島県

有限会社神谷製作所

技術革新にて実現する高精度加工・工程集約
東邦銀行
によるものづくり技術の高度化

560 2507120214

福島県

有限会社石川化成工業

検査機の開発と製造ラインの構築による、納
鈴木和美税理士事務所
期の短縮化と品質・安全管理の向上

561 2507120215

福島県

神田産業株式会社

ハニカム構造の積層ダンボールを活用した防
東邦銀行
音壁の開発・試作・量産準備

562 2507120216

福島県

目黒プレス工業株式会社

マシニングセンター導入による金型加工事業
白河信用金庫
の展開

563 2507120217

福島県

大木産業株式会社

鋳物業界における作業者健康問題解決に向
巣鴨信用金庫
けた次世代型離型剤の実用化

564 2508120182

茨城県

細島工業株式会社

超高分子量ポリエチレン製スキーマットの生
産コスト縮減

565 2508120183

茨城県

株式会社土井工業所

昇降機用大物部品機械加工の高能率化によ
水戸信用金庫
るリニューアルビジネスへの対応

566 2508120184

茨城県

松本産業株式会社

繰り返し使用可能な医薬品試験用の耐熱透
明プラスチック成形容器の開発

567 2508120185

茨城県

株式会社ワールドケミカル

新開発ケミカルポンプ製造の高効率技術の確 公益財団法人茨城県中小企業振興
立と受注拡大
公社

568 2508120186

茨城県

溝口鍍金株式会社

メッキ装置電源のインバータ化更新による品
質向上とエネルギー削減

569 2508120188

茨城県

株式会社大窪製作所

ショットブラスト装置導入による金属製品表面
処理工程の内製化、短納期化、低コスト化計 株式会社エフアンドエム
画

570 2508120189

茨城県

有限会社神永製作所

靴用紐止め具の試作開発

571 2508120190

茨城県

水戸暖冷工業株式会社

ＮＣベンダー増強による軽量低コスト空気調和 公益財団法人茨城県中小企業振興
機の量産化
公社

572 2508120192

茨城県

株式会社練馬製作所

複写機用ロールスリーブの製造と開発

573 2508120193

茨城県

有限会社尾見製作所

複合加工機の導入による多品種少量生産体
株式会社ディセンター
制の強化

574 2508120194

茨城県

東豊工業株式会社

ＦＲＰ成形工程の効率化と精度向上による受
注拡大

21／245

協同組合さいたま総合研究所

株式会社ディセンター

潮来市商工会

商工組合中央金庫

北茨城市商工会

常陽銀行

鶴巻博之公認会士事務所

575 2508120195

茨城県

トップヘアー

ヘアピンの開閉又は折り曲げてヘアセットする
北茨城市商工会
指輪状工具の開発・販売

576 2508120197

茨城県

コンセプトハウス株式会社

多様な注文に応えられ、自分のペースで決め
水戸信用金庫
られる電子カタログを利用した住宅選び

577 2508120198

茨城県

株式会社ハイペック

高付加価値電子装置用超精密微細樹脂成形
常陽銀行
品の開発と事業化

578 2508120199

茨城県

株式会社川崎製作所

低燃費航空機エンジン難削材薄肉部品の無
歪・高効率切削加工方式の開発

常陽銀行

579 2508120201

茨城県

株式会社ＭＧＳ

ブリキ変形缶※製造の一貫生産及び自動化
への取り組み

常陽銀行

580 2508120203

茨城県

株式会社マイステック

高効率マシニングセンタ導入による難削材、
耐熱材の部品加工の高効率化

常陽銀行

581 2508120204

茨城県

岡田鈑金株式会社

「複雑形状の製品を高精度で加工可能にする 公益財団法人茨城県中小企業振興
最新レーザーロボット溶接治具の開発」
公社

582 2508120205

茨城県

株式会社岩井化成

異物付着の廃プラスチックリサイクル技術の
高度化

583 2508120206

茨城県

株式会社高橋工業

原子力関連施設で使用する遠隔操作機器の
茨城県信用組合
生産工程の確立

584 2508120207

茨城県

森島酒造株式会社

米麹造りを改良した「より地酒らしい個性豊か
常陽銀行
な味わい」の日本酒製造開発

585 2508120208

茨城県

株式会社宮本製作所

ラッピング技術（表面加工）を利用した切削工
常陽銀行
具再研磨の試作開発

586 2508120209

茨城県

株式会社大洋精密

多品種にわたる超精密オリジナルシャフトの
試作・開発と品質保証制度の確立

587 2508120210

茨城県

株式会社クジライ

ストーマ袋の穴あけ用打抜き台の試作・開発 常陽銀行

588 2508120212

茨城県

丸心産業株式会社

医療機器用ゴム部品の一貫製造プロセスの
構築

589 2508120213

茨城県

株式会社フクダ

ＬＥＤ電球 内部配線用 短線・両端ハンダ線
茨城県信用組合
材の生産工程の効率向上

590 2508120214

茨城県

株式会社大みか鋳造所

分散型蛍光Ｘ線分析装置導入によるエコブラ
常陽銀行
ス材料鋳造における成分調整条件の開発

591 2508120217

茨城県

株式会社ハーベストジャパン

最新仕上げ設備及び、生産管理システムの
導入による価格競争力強化と効率化

592 2508120218

茨城県

日本ボンコート株式会社

デジタル温度表示付き温調部グリップ内蔵型 公益財団法人茨城県中小企業振興
はんだこての開発
公社

593 2508120220

茨城県

岩瀬光学株式会社

高速ＣＡＭ、高速３軸加工機の導入によるプロ
グラム作成時間半減、加工時間２０％短縮、 茨城県信用組合
品質安定化

594 2508120221

茨城県

株式会社八光

新品種黒大豆「関東１１５号」を使った茨城県
常陸大宮市商工会
伝統食「そぼろ納豆」の開発

595 2508120228

茨城県

日本エクシード株式会社

大口径パワーデバイス用ウェーハの高精度・
常陽銀行
高効率加工技術の開発

596 2508120229

茨城県

柴沼醤油醸造株式会社

霞ヶ浦流域の環境改善事業を持続可能とする
ための大豆作物を利用した醤油及びうなぎの 公認会計士菅井会計事務所
たれ等の開発

597 2508120232

茨城県

有限会社土浦観賞魚

ソーラー発電による「微電力酸素発生装置」の
水戸信用金庫
開発・市場導入プロジェクト

598 2508120233

茨城県

ティヴィバルブ株式会社

食品生産プラント（アミノ酸）向けストレート弁
（ＳＴ弁）の販路拡大

599 2508120236

茨城県

有限会社美野里技研

『クリーンな脱脂洗浄・塗装前処理設備による 公益財団法人茨城県中小企業振興
医療分野の受注拡大』
公社

600 2508120237

茨城県

株式会社ヤマモト

競争力ある非切削時間短縮新鋭機の導入
５ヶ年計画

公益財団法人茨城県中小企業振興
公社

601 2508120238

茨城県

株式会社小沢食品

生食用「冷凍豆腐」（業務用、賞味期限１年）
の開発・販売

常陽銀行

22／245

常陽銀行

株式会社マイルストーン・コンサル
ティング・グループ

株式会社ひたちなかテクノセンター

公益財団法人茨城県中小企業振興
公社

さわやか信用金庫

602 2508120240

茨城県

有限会社綿引鉄工所

自動車部品用試作開発製品の生産工程の効
筑波銀行
率向上

603 2508120242

茨城県

株式会社今橋製作所

複雑化する医療機器開発ニーズに対応する
ための、精密切削加工技術の開発

604 2508120243

茨城県

株式会社富田製作所

設備導入による厨房用機器・食料用機械にお
城北信用金庫
ける試作部品の生産力向上事業

605 2508120245

茨城県

日本環境保全株式会社

バサルト繊維（＝以下ＢａＦ）製造に係る、基礎
常陽銀行
技術の開発と試作品の製作。

606 2508120249

茨城県

つくばテクノロジー株式会社

電線端欠陥検出を可能とする可搬型Ｘ線検査
株式会社つくば研究支援センター
装置の試作開発

607 2508120251

茨城県

株式会社菊池精器製作所

最新ＣＮＣ自動旋盤導入における短納期化と
常陽銀行
生産能力向上の実現

608 2508120252

茨城県

株式会社森下鉄工所

粉体塗装ラインの開設による製品の耐環境品
筑波銀行
質の飛躍的向上

609 2508120253

茨城県

株式会社石嶋モールドテクノロジー

医療用ゴム製品の抜き型による特殊仕上げ
方法の開発

田中敏文税理士事務所

610 2508120256

茨城県

ライテック株式会社

耐熱セラミック塗装の低コスト化・短納期・低
環境負荷の実現

藤岡壮志

611 2508120257

茨城県

入江金属工業株式会社

鋼板加工設備新設による生産量及び価格競
近畿大阪銀行
争力の向上及び雇用の拡大

612 2508120260

茨城県

株式会社島田製作所

高度化絞り加工技術の応用による自動車用ソ 公益財団法人茨城県中小企業振興
レノイドバブル部品「低コスト電磁コア」の開発 公社

613 2508120263

茨城県

平沼産業株式会社

高感度カールフィッシャー水分測定装置の開
常陽銀行
発

614 2508120266

茨城県

京遊膳花みやこ

本格会席料理の惣菜＆スイーツ店展開に向
けた真空調理等設備導入

増山会計事務所

ひたちなか商工会議所

615 2508120268

茨城県

株式会社敬明

訪問介護におけるホルタ―心電図を導入し、
脳卒中・虚血性疾患の早期予防を実現可能
牛久市商工会
になる新しい在宅医療体制の構築と介護施
設、地域コミュニティとの連携体制の構築

616 2508120270

茨城県

新光電子株式会社

計量精度１０倍を実現する装置組込用の音叉
株式会社つくば研究支援センター
振動式重量センサの開発

617 2508120271

茨城県

株式会社日港製作所

ウエーハリング用マルチ印字装置及び低価格
常陽銀行
１２インチウエーハリングの開発

618 2508120275

茨城県

日本テクノサービス株式会社

スケールアップ核酸合成機の試作開発

619 2508120276

茨城県

大内鉄工所

立型ＮＣ旋盤の最大加工径拡大を可能とする
株式会社ひたちなかテクノセンター
ツールホルダーの開発

620 2508120277

茨城県

株式会社三友製作所

高度な洗浄装置の導入による精密機械加工
部品の超高真空環境への対応

621 2508120280

茨城県

有限会社大森製作所

複雑形状ロボット部品の高効率な５軸切削加
株式会社ひたちなかテクノセンター
工による競争力強化と受注拡大

622 2508120282

茨城県

照国工業株式会社

ＴＫＨインサートの試作開発、生産。

623 2508120283

茨城県

株式会社イントロンワークス

テキストマイニング技術を活用した判例データ
常陽銀行
ベースサービスの提供

624 2508120285

茨城県

株式会社島田商店

レトルト加工技術の応用と冷蔵熟成による高
かすみがうら市商工会
付加価値型惣菜商品の開発

625 2508120287

茨城県

株式会社ミナカワ

切削加工機械導入による作業効率改善およ
び製品の高精密化の追及

626 2508120292

茨城県

コナン精工株式会社

プラスチック金型製作の超精密加工に伴う測
川又昭宏
定機器の導入と技術力向上

627 2508120294

茨城県

ヤガイ産業有限会社

ハイブリッド型の鉄筋切断機開発による新製
品製造と生産性向上

628 2508120296

茨城県

株式会社製作所穂積

３Ｄプリンターを活用した自動車関連新製品開
常陽銀行
発時の試作期間短縮化技術の構築

23／245

常陽銀行

公益財団法人日立地区産業支援セ
ンター

足利銀行

筑波銀行

茨城県信用組合

629 2508120298

茨城県

株式会社小峰製作所

５軸制御マシニングセンタ導入による耐熱超
合金（難加工材）の高精度切削加工技術の確 片岡法律事務所
立

630 2508120299

茨城県

磯貝鋲螺工業株式会社

試作開発段階での顧客要求事項を満足させ
る為の測定機器の導入

631 2508120301

茨城県

メッツエレクトロン株式会社

電子回路基板の複雑形状 加工技術の開発 多摩信用金庫

632 2508120302

茨城県

修理事業者向けバーコード・デジタルペン活
株式会社シーアンドエーソリューショ 用によるオペレーション簡略化・データ有効活
株式会社ひたちなかテクノセンター
ン
用とＷｅｂシステムによる問合せ応答利便性を
行う『修理品管理システム』の開発

633 2508120303

茨城県

株式会社朝日精機製作所

配管部品仮止め用自動スポット溶接技術と銅
常陽銀行
ろう供給技術の開発

634 2508120304

茨城県

合資会社廣瀬商店

地元産果実を使用した発泡性リキュールの製
常陽銀行
造技術開発・製品化事業

635 2508120305

茨城県

大塚セラミックス株式会社

粉末加圧成形法による次世代自動車向けセ
ラミックス部品の加工レス製造

株式会社つくば研究支援センター

636 2508120308

茨城県

吉成工機株式会社

高精度多面加工、短納期が求められる高圧
ポンプ鋳物分野、新規取組の為の製造革新

常陽銀行

637 2508120309

茨城県

株式会社飯村精機

ディーゼルエンジンの難形状吸気用高圧ホー 公益財団法人茨城県中小企業振興
ス継手の高効率機械加工・検査方法の確立 公社

638 2508120310

茨城県

株式会社岡崎酒店

日本酒愛飲家のニーズに応える革新的販売
システムの構築

常陸大宮市商工会

639 2508120311

茨城県

株式会社トムテック

自給燃料生産のためのバイオマス燃料製造
機と農業用暖房機の製作

常陽銀行

640 2508120314

茨城県

株式会社不二製作所

製缶部門の充実による自社内一貫生産体制
商工組合中央金庫
の強化

641 2508120315

茨城県

株式会社幸田商店

きな粉製造における環境改善と品質向上およ
株式会社ひたちなかテクノセンター
び機能性製品の開発

642 2508120316

茨城県

株式会社ヒバラコーポレーション

洋上風力発電における制御盤設備等の防錆 公益財団法人日立地区産業支援セ
性能を有したフィルムの開発
ンター

643 2508120319

茨城県

株式会社長崎プレス工業

医薬品業界向け新規開発ダイアフラムバルブ
常陽銀行
の量産体制確立

644 2508120321

茨城県

筑波電子株式会社

デジタル制御技術を用いた高速・高性能な
めっき電源用整流器の開発

常陽銀行

645 2508120322

茨城県

泉商事株式会社

樹脂被覆手すり用パイプの製造設備の開発
（樹脂被覆パイプの内製化）

常陽銀行

646 2508120324

茨城県

株式会社アイハラ

一貫生産体制確立を目指した板金工程への
加工設備導入と試作開発

茨城県信用組合

647 2508120325

茨城県

株式会社大塚製作所

精密成形プレス機向け部品の高精度・高効率 公益財団法人茨城県中小企業振興
生産を実現させる研削加工技術の確立
公社

648 2508120326

茨城県

スガノ農機株式会社

３次元測定器および３Ｄプリンタの導入による 公益財団法人茨城県中小企業振興
試作開発期間の短縮
公社

649 2508120327

茨城県

有限会社盛金製作所

医療機器部品の製造における溶接作業工程
筑波銀行
の効率化と品質安定化の向上

650 2508120328

茨城県

高尾工業株式会社

エンジン部品の生産性向上と品質保証による
常陽銀行
受注拡大

651 2508120329

茨城県

有限会社菊池製作所

医療系精密部品・半導体部品加工対応レー
ザー切断機の導入

652 2508120335

茨城県

山﨑工業株式会社

地球環境負荷を考慮した作業環境改善・設備
更新等による高品位・高効率な表面処理技術 筑波銀行
の構築

常陽銀行

公益財団法人茨城県中小企業振興
公社

653 2508120336

茨城県

株式会社テクノエレクトリック

ＣＶＣＣ電源市場への展開の為に新方式のＣ
ＶＣＣ電源（４ＫＷ出力・１２０Ｖ３５Ａ）の試作開 筑波銀行
発

654 2508120338

茨城県

ニッコー化成株式会社

自社材料開発による環境負荷の低い生分解
さわやか信用金庫
性ワームの高度化

655 2508120339

茨城県

株式会社化研

核融合発電に資する中性子増倍材料大量製
アダチマネジメントコンサルティング
造技術開発の実施

24／245

656 2508120341

茨城県

株式会社アルミ表面技術研究所

ナノスルーホールアルミナメンブレンの製造技
株式会社つくば研究支援センター
術開発

657 2508120342

茨城県

株式会社アルファ・ジャパン

高速レーザーめっき法を活用した樹脂電子部 公益財団法人茨城県中小企業振興
品への基盤実装面形成の試作品開発
公社

658 2508120343

茨城県

株式会社栄伸精機

先端医療機器向け、大型高精度部品の生産
公益財団法人茨城県中小企業振興
に対応した設備導入及び加工技術の確立に
公社
よる、競争力強化と受注拡大

659 2508120346

茨城県

株式会社創健

直営のペットサロン開設による、ペット用電気 つくば未来経営コンサルティング事
磁気治療器の提供
務所

660 2508120349

茨城県

向後セラミックス有限会社

ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による、ＣＡＤ／Ｃ
ＡＭ冠の本格的な事業展開

661 2508120352

茨城県

日本ゲージ株式会社

ＹＡＧレーザ導入による品質・作業性向上と時
株式会社つくば研究支援センター
間短縮によるコストダウン

662 2508120353

茨城県

大丸鐵興株式会社

非常時給水タンクシステム販売促進の為の展
株式会社つくば研究支援センター
示用移動式ＰＲユニットの導入

663 2508120354

茨城県

株式会社イセブ

ボトルネック改善による生産性向上とデザイン
小園江経営コンサルティング事務所
部門の強化

664 2508120356

茨城県

株式会社神峰精機

産業機械トランスミッション用小部品等の生産 公益財団法人茨城県中小企業振興
性・効率化の向上、低コスト化
公社

665 2508120358

茨城県

株式会社石崎製作所

形状記憶合金と熱可塑性樹脂を組合わせた
可逆的開閉機構を有する住設部品開発

666 2508120359

茨城県

株式会社横山鍍金

アルミニウム電解研磨処理技術の確立と加工 株式会社マイルストーン・コンサル
精度向上の実現
ティング・グループ

667 2508120364

茨城県

株式会社プリントエイジ

短納期受注活動とそれに対応した全国選挙
ポスター受注システム及び競争力を高めるポ 株式会社ひたちなかテクノセンター
スター用蛍光・蓄光印刷システムの開発。

668 2508120365

茨城県

株式会社伊藤鋳造鉄工所

自動造型装置導入による再生砂を利用した鋳
株式会社ひたちなかテクノセンター
造資材の内製化と製造工程の開発

669 2508120366

茨城県

株式会社イソメディカルシステムズ

Ｘ線透過と褥瘡予防が可能な、カーボン製
高機能型脊椎用手術フレームの開発

公益財団法人茨城県中小企業振興
公社

670 2508120367

茨城県

林栄精器株式会社

新たな測定手法を用いた通信用部品評価シ
ステムの試作

株式会社つくば研究支援センター

671 2508120371

茨城県

株式会社永嶋組

型枠の切断作業効率化及び製作請負を目的
谷田部猛税理士事務所
とした、パネルソー設備投資計画

神栖市商工会

東日本銀行

672 2508120373

茨城県

コロン株式会社

スーパーエンジニアリングプラスチックの成形
公益財団法人茨城県中小企業振興
加工技術の確立による新規分野、新規顧客
公社
への販路拡大

673 2508120374

茨城県

株式会社ガスハウジングセンター

ビフォーアフター体感ショールームによる提案
日立商工会議所
型住宅リフォーム事業

674 2508120377

茨城県

株式会社シバソク

次世代放送４Ｋ用ＨＤＭＩ変換器の開発・試作 株式会社つくば研究支援センター

675 2508120378

茨城県

株式会社アルプス

炭酸ガス環境コントロール技術による新型閉
鎖型完全人工光型植物工場の開発と栽培品 さわやか信用金庫
の開発

676 2508120379

茨城県

トーノファインプレーティング株式会 飛躍的な長寿命化を実現する超音波樹脂溶
株式会社つくば研究支援センター
社
着用工具の開発及び製品化

677 2508120380

茨城県

株式会社第一機電

量産連続型放電プラズマ焼結装置の開発

678 2508120382

茨城県

ヤマト精機株式会社

金属の非球面加工技術の開発による受注拡
株式会社ディセンター
大

679 2508120383

茨城県

株式会社インテグラル

健康寿命延伸に向けた『スマートウェルネス住
株式会社つくば研究支援センター
宅』部分断熱改修評価システムの開発

680 2508120384

茨城県

有限会社三國工業所

超薄板精密プレス部品を実現する金型の開
発

681 2508120385

茨城県

有限会社廣木精機製作所

高剛性機導入による医療機器向け高付加価 公益財団法人茨城県中小企業振興
値製品加工の高効率化
公社

682 2508120386

茨城県

有限会社東和加工

ポリエチレンフィルム製品の任意箇所での切
常陽銀行
断および切断部分の拡散防止加工

25／245

公益財団法人茨城県中小企業振興
公社

常陽銀行

683 2508120388

茨城県

レイ・ソーラデザイン株式会社

クリンカアッシュ主体の植生基盤および土壌
改良植生基盤への連続繊維投入による強樹 常陸大宮市商工会
木支持力土壌の開発。

684 2508120390

茨城県

オーツケミカル株式会社

鹿島注型工場における小物品と板（スノープラ
ウ用ウレタンゴム含む）の生産工程の 確立と 商工組合中央金庫
その製造の合理化

685 2508120391

茨城県

丸精ねじ製作所

ログハウス組立時間短縮を実現するオリジナ
常陽銀行
ル組付けボルト金具の開発

686 2508120394

茨城県

株式会社ユニテック

空調用フィルターにおける濾過物質の非拡散
常陽銀行
交換システムの試作開発

687 2508120396

茨城県

株式会社橋本ブラシ製作所

毛抜け事故を回避した新型芯線とループ毛材
常陽銀行
等による医療用ブラシ

688 2508120397

茨城県

石井産業有限会社

竹チップを活用した防草技術の構築

689 2508120398

茨城県

北村製布株式会社

大型自動裁断機の導入による製造工程の簡
株式会社つくば研究支援センター
素化・高速化・効率化

690 2508120399

茨城県

株式会社エディファミリー

助手席に介護補助具を取り付けた霊柩車の
導入による新サービスの展開

公益財団法人茨城県中小企業振興
公社

691 2508120400

茨城県

日本アイ・エス・ケイ株式会社

患者に安心感を与え、安価且つ質感の高い
予防診療ユニットの試作開発

株式会社つくば研究支援センター

692 2508120401

茨城県

株式会社ミルク動物園

ペット業界初！！ライフパートナーとしての
ペット動物レンタル事業

水戸信用金庫

693 2508120402

茨城県

小松屋食品株式会社

低温殺菌システムの活用による、常温で長期
保存のきく、“ ＴＳＵＫＵＢＡＮＩ（つくば煮）”の 常陽銀行
商品開発

694 2508120404

茨城県

有限会社カシムラ工業所

インフラ設備の短絡防止に対応する高機能亜
常陽銀行
鉛めっき液の開発

695 2508120406

茨城県

株式会社菊和

非接触３次元測定機導入による加工レスダイ
株式会社つくば研究支援センター
カスト製品の製造

696 2508120410

茨城県

株式会社秦成工業所

自動車軽量化に向けた炭素繊維強化プラス
チックのプレス絞り加工技術開発

公益財団法人茨城県中小企業振興
公社

697 2508120411

茨城県

株式会社ワイビーテクノ

基礎メッシュ鉄筋溶接金網のせん断強度向
上・精度向上の技術開発及び製品開発

鉾田市商工会

698 2508120416

茨城県

株式会社昭和螺旋管製作所

減圧及び放熱抑制技術を導入することによ
り、省電力化と高洗浄性能化を実現できる減 栃木商工会議所
圧超音波洗浄乾燥装置の開発及び事業化

699 2508120417

茨城県

株式会社宝來社

マーク用ラバーシート小ロット生産に向けて専
朝日信用金庫
用ラミネート機の試作開発

700 2508120418

茨城県

アイエス・テクノロジー・ジャパン株
式会社

再生医療向け完全閉鎖系細胞培養装置及び
常陽銀行
観察システムの開発

701 2508120419

茨城県

株式会社西野精器製作所

複雑形状・難削材部品の高精度・一貫加工体
株式会社ひたちなかテクノセンター
制構築と納期短縮

702 2508120420

茨城県

株式会社オオツカ

セグウェイ一体型ゴルフキャリーの試作開発

株式会社つくば研究支援センター

茨城県信用組合

小美玉市商工会

703 2508120434

茨城県

株式会社サザコーヒー

若年層の味覚嗜好に合致するスペシャル
ティーコーヒー（豆，カップオン，ドリンク）の
製造と提供。

704 2508120436

茨城県

株式会社クロス

環境負荷の全く無い、衛生的で健康にも配慮
筑波銀行
した焼肉用焼き網のリサイクル技術の構築。

705 2508120437

茨城県

株式会社エキップ

サブミクロンの位置精度で制御可能な汎用型
常陽銀行
真空ステージの試作開発

706 2508120441

茨城県

株式会社国盛化学関東工場

短納期、高生産性を可能とするプラスチック段
大垣共立銀行
ボール製コンテナ製造システムの開発

707 2508120444

茨城県

高浪化学株式会社

複合フィルムの混練によるペレット試作開発

708 2508120448

茨城県

小松水産株式会社

小魚の効果的な加工・選別の仕組みの構築と
常陽銀行
その仕組みのサービス提供

709 2508120450

茨城県

有限会社太陽産業社

未利用食品産業廃棄物の飼料化に向けた大
茨城県信用組合
型混合機導入と試作開発

26／245

株式会社ディセンター

710 2508120455

茨城県

株式会社ブルマイン

医療プラットフォームとしての美容事業

常陽銀行

711 2508120456

茨城県

サンエイテクノ株式会社

ソーラーパネル架台用螺旋杭開発製造販売

筑波銀行

712 2508120459

茨城県

株式会社まるだい

生産者、スーパーマーケット両者のニーズに
応える青果（長ネギ）卸の新サービスの開発

埼玉りそな銀行

713 2508120464

茨城県

日立ユニオンデンタル株式会社

『歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭシステムの導入による
歯冠補綴物の製造体制の構築と地域歯科医 常陽銀行
療への貢献』

714 2508120465

茨城県

株式会社ビジョンテック

人工衛星観測データとＩＣＴ注１を利用した高
度水稲営農情報提供サービス

715 2508120466

茨城県

株式会社弘和電材社

細物電線の全自動圧着加工による品質安定 株式会社マイルストーン・コンサル
化と加工技術の開発
ティング・グループ

716 2508120467

茨城県

有限会社富谷ゴム工業

低コスト・高品質ゴム製セフティスロープの試
株式会社ディセンター
作開発

717 2508120476

茨城県

株式会社ＫＳＫ

分布型光ファイバセンシング５による構造物の
取手市商工会
予防保全型維持管理事業の展開

718 2508120478

茨城県

株式会社エス・ジー・シー

ＪＳ羽柄プレカット機械（の試作開発）

719 2508120481

茨城県

パーカーＳ・Ｎ工業株式会社

新熱処理装置導入による建設用鉄筋継手の
常陽銀行
低価格化と高強度、高靱性化技術の開発

720 2508120482

茨城県

株式会社マイドラッグ

地域の「在宅強化薬局」としての健康管理拠
点事業

足利銀行

721 2508120487

茨城県

橙雅交通株式会社

北関東初！トイレ付マイクロバス運行事業

笠間市商工会

722 2508120489

茨城県

株式会社浜勘

食品素材（エビ、カニ等の身と殻）のナノ化に
よる新商品開発

水戸信用金庫

723 2508120490

茨城県

株式会社システムハウス

ビジネスモデル特許を活用した大学等への就
職支援サービス、『学内合説ドットコム』の事 常陽銀行
業化

724 2508120493

茨城県

株式会社宏機製作所

ミリ波レーダーを透過する自動車フロントエン 公益財団法人茨城県中小企業振興
ブレムの新製法開発
公社

725 2508120495

茨城県

株式会社つくばマルチメディア

ライブ映像上被写体認識ライブカメラ農産物
等ネット直売システム

726 2508120497

茨城県

ライフロボティクス株式会社

雨天時などに利用可能な防水生活支援ロボッ
常陽銀行
トアームの試作開発

727 2508120498

茨城県

つくば農業生産農事株式会社

亜臨界水処理システムの導入による食品廃
棄物のバイオマス資源化の検証

山本晃司税理士事務所

728 2508120499

茨城県

水戸精工株式会社

フッ素樹脂製継手向け成形技術開発事業

公益財団法人茨城県中小企業振興
公社

729 2508120502

茨城県

日本卓球株式会社

卓球ラケットの特殊素材入り合板を精密に加
りそな銀行
工するための機械装置開発

730 2508120503

茨城県

茨城圧力機器製作所

給排水ポンプ生産の競争力強化計画

731 2508120508

茨城県

株式会社堀内製作所

世界最高水準の精度を誇るハイブリッドドリル
株式会社ディセンター
チャックの試作開発

732 2509120194

栃木県

株式会社三ツ村製作所

嵌合部成形技術の向上等による自動車部品
株式会社ディセンター
等製造の受注拡大

733 2509120195

栃木県

株式会社岩附製作所

独自仕様金型によるスプール加工の生産性
向上

734 2509120198

栃木県

有限会社新栄精機

高精度複雑形状品における多品種少量品・単
烏山信用金庫
品の納期最短化実現および高品質化計画

735 2509120200

栃木県

ウエサワワークス株式会社

小型マシニングセンタ導入による航空機チタ
ン部品加工の高能率化

株式会社ヨコオテック

顧客ニーズによる異形状、高硬度な自動車、
家電向け部品の平面研磨工法を開発し提供 足利銀行
する

736 2509120201

栃木県

27／245

常陽銀行

足利銀行

常陽銀行

常陽銀行

株式会社ディセンター

栃木銀行

737 2509120204

栃木県

有限会社エム・ティー・エム

医療用コンタクトレンズ等微小光学素子の量
足利銀行
産化技術の確立

738 2509120216

栃木県

ヤマウチ株式会社

ユーザーのニーズに対応するための新たな
トップボードカット機の開発

鹿沼商工会議所

739 2509120219

栃木県

有限会社新栄精機

航空機部品の生産プロセスの技術的強化及
び工期の短縮化事業

足利銀行

740 2509120220

栃木県

株式会社めいじ屋

県産ひのき間伐材を使った健康で良質な睡眠
足利銀行
を提供する「すのこベッド」製造販売の強化

741 2509120224

栃木県

株式会社鎌田スプリング

人体模型素材としてこんにゃくを応用した医療
栃木銀行
訓練モデルの商品開発

742 2509120236

栃木県

株式会社トチセン

特殊化学処理による低電気抵抗・高電磁シー
ルドプラスチック膜の量産体制構築、及び新 商工組合中央金庫
事業のグローバル展開

743 2509120242

栃木県

株式会社テツカクリエート

航空機に用いられる繊維強化プラスチック（Ｆ
足利銀行
ＲＰ）部品の増産に伴う生産性の強化

744 2509120251

栃木県

有限会社明賀屋製作所

顧客からの需要増及び新技術・新分野への
展開に向けた超精密加工技術の向上

烏山信用金庫

745 2509120253

栃木県

株式会社アイディ

産学連携による安価な動画マンガ広告の事
業化

山形銀行

746 2509120254

栃木県

株式会社ツール工房

医療用ドリルの高速バリ取り技術の確立によ
足利銀行
る製造コスト削減と増産体制の確立

747 2509120255

栃木県

有限会社サンドライ

最新情報通信技術を活用した信頼性の高い
クリーニング衣料品保管サービスの提供

栃木銀行

748 2509120258

栃木県

新和工業株式会社

長年の自社溶接技術・ノウハウを活かした溶
接ロボット導入による加工技術の向上および 商工組合中央金庫
生産性向上・競争力強化。

749 2509120263

栃木県

株式会社徳光

介護者の要望に対応する「オーダーメイドクッ
ション、ベッドクッション」の機能追求と検証体 栃木銀行
制を構築する。

750 2509120270

栃木県

ファクトリー有限会社

顧客ニーズをデータ化して顧客オリジナル
ニット製品を提供するためのシステム開発

東和銀行

751 2509120271

栃木県

藤岡ニューロング工業株式会社

顧客ニーズに応じた革新的自動包装機の生
産能力強化事業

足利銀行

752 2509120273

栃木県

株式会社伸光製作所

医療機器及び半導体設備市場でのシェア獲
得を目指すための磁気研磨による樹脂表面
及び内径の精密加工技術開発

足利銀行

753 2509120274

栃木県

中興化成工業株式会社

ふっ素樹脂の延伸技術開発による多孔質
ふっ素樹脂チューブの製品化

足利銀行

754 2509120275

栃木県

株式会社石川化成

自動車の重要部品の軽量化を実現する樹脂
有限会社エスエス創造研究所
部品の量産化を目指す

755 2509120276

栃木県

有限会社櫛田エンジニア

高精度金型による２次加工レスプレス部品の
足利小山信用金庫
試作開発

756 2509120277

栃木県

株式会社真岡製作所

自動バリ取り装置の最適化による作業環境改
常陽銀行
善と低コスト化の実現

757 2509120278

栃木県

ＭＩＮＡＴＯ株式会社

３次元ＣＡＤ／ＣＡＭを活用した航空機向成形
治具の加工技術の構築による新規市場の獲 栃木銀行
得

758 2509120280

栃木県

株式会社室井製作所

中古車にも取り付けられる低価格・高品質な
介護用車椅子昇降装置の試作開発

759 2509120281

栃木県

株式会社高津製作所

自動計測機器を搭載した加工機で高精度、量
栃木銀行
産を目指し、モノづくりの最先端を走る！

760 2509120282

栃木県

株式会社カナメ

『新タテ葺き定尺カバー工法アール形状付き
改修用金属屋根材の開発』

航空機用精密加工技術の開発および高精度
５軸加工機の導入による完成部品供給の実 株式会社田中経営パートナー
現

761 2509120285

栃木県

株式会社三森製作所

762 2509120290

栃木県

株式会社システムソリューションセン 求人企業が就活者にエントリーする、逆アプ
ターとちぎ
ローチ型の就職マッチングシステムの開発

763 2509120291

栃木県

株式会社中村パーツ

栃木銀行

税理士法人袖野会計

フォーユー・コンサルティング上邑芳
和

油圧機器用バルブにおける切削加工技術の
足利小山信用金庫
開発と市場シェアアップ

28／245

764 2509120294

栃木県

興栄化成株式会社

粉粒体計量搬送投入装置導入による使用済
常陽銀行
農業用ビニルのリサイクル作業効率改善

765 2509120295

栃木県

株式会社すが野

高い消費者訴求力をもつ高品質漬物ごぼう製
栃木銀行
品製造技術の開発

766 2509120296

栃木県

有限会社廣田園芸

農作業の効率化を実現する低価格な軽量水
栃木銀行
稲育苗培土の生産体制の構築

767 2509120298

栃木県

有限会社粂谷商店

園芸用土の生産拡大とコストダウンのための
鹿沼商工会議所
社内体制整備

768 2509120299

栃木県

島清株式会社

天然素材「藍」の生物活性を応用したバイオ
病害虫駆除装置の開発販売

足利銀行

769 2509120300

栃木県

Ａ＆Ｋホーム建材株式会社

多様性のある新しいコンサバトリーの製作と
キット販売の事業化

足利銀行

770 2509120303

栃木県

那須土木株式会社

コンクリート維持補修の市場獲得を目指すた
め、革新的な技術の乾式吹付工法による事業 大田原商工会議所
化

771 2509120304

栃木県

有限会社泉田自動車販売

自社車検の導入による受注力強化と車検パッ
足利銀行
クサービスの提供による競争力強化

772 2509120305

栃木県

有限会社ウィンウィン

退職世代の高年齢者の活力を活かした地域
社会貢献型自動販売機ビジネスの展開

773 2509120306

栃木県

株式会社アンシブル

モバイル電力計測ツールの商品化による省エ
ネ・エネルギー効率検証ビジネスの拡大と売 栃木信用金庫
り上げ向上

774 2509120307

栃木県

足利印刷株式会社

最新設備導入による生産プロセス改善で競争
力強化と企業組織を改革する戦略的展開事 東和銀行
業

775 2509120308

栃木県

有限会社オーランド印刷工房

静電気吸着シートの印刷サービスと革新的新
足利銀行
商品の試作、開発

776 2509120311

栃木県

株式会社オガタ・エスメック

研磨ブラシの開発により熟練工の技術標準化
と単一素材から複数用途材への多様化を促 足利銀行
進する

777 2509120312

栃木県

株式会社田中精螺

弱点である精密検査を克服し、客先に魅力あ
足利銀行
るパートナーとなる為に

778 2509120313

栃木県

株式会社セキザワ

毛髪カウンセリング付きフルボ酸入りシャン
プー等の開発

779 2509120314

栃木県

株式会社オートスナック

自動販売機による新しい広告媒体「フリーポ
ン」の全国展開に向けた新たなシステムの開 鹿沼相互信用金庫
発

780 2509120315

栃木県

有限会社大幸製作所

太陽光発電設備の設置面積当たり最大の利
栃木銀行
益額を生み出す最適架台の試作開発

781 2509120316

栃木県

株式会社せんきん

現代の市場ニーズに合った『品質が高く、付
加価値が高い日本酒』を目指して。

坂部達夫税理士事務所

782 2509120317

栃木県

株式会社計測技研

次世代低消費電力型地震計測装置の開発

栃木銀行

783 2509120318

栃木県

株式会社トキタ・ａｃ

ロコモティブシンロドーム対応、足裏矯正・足
指強化器具の開発

商工組合中央金庫

784 2509120319

栃木県

株式会社古賀

「切削・研削加工現場における品質のバラツ
キの見える化による革新的工程改善ソリュー 足利銀行
ションサービス」の開発

785 2509120322

栃木県

渡辺酒造株式会社

海外・大都市圏の消費者・市場ニーズへの迅
菊池経営労務支援センター
速対応可能な出荷体制の確立

786 2509120323

栃木県

株式会社ニヘイ化成

赤ちゃんの衛生と親御様の気持ちに配慮した
安心安全なバイオマスプラスチックおもちゃの 石橋商工会
高品質化と生産性の向上

787 2509120330

栃木県

有限会社星野鉄工所

新規受注に対応するＮＣ立型旋盤導入による
鹿沼相互信用金庫
経営力の向上

栃木銀行

税理士法人浜村会計

788 2509120331

栃木県

錦正工業株式会社

発電プラント・医療検査機器向け超高精度薄
肉鋳物を実現する革新的砂型技術の研究開 足利銀行
発

789 2509120334

栃木県

有限会社坂本精密

高精度自動旋盤の設備投資による、ディーゼ
鹿沼相互信用金庫
ルエンジン部品の高能率加工

29／245

790 2509120336

栃木県

こいしや食品株式会社

バラエティ機能性食品「豆腐キューブ」等の開
栃木銀行
発と製造・販売

791 2509120337

栃木県

有限会社大垣金型製作所

コンパクトに折り畳み可能で、かつ、高強度な
栃木銀行
プラスチック製ヘルメットの試作・開発

792 2509120339

栃木県

有限会社川喜田製作所

受注増が見込める航空機部品の２４Ｈ無人加
大平町商工会
工への挑戦

793 2509120340

栃木県

株式会社オノプラント

航空機部品製造における「一貫加工外注方
式」による生産体制の確立

栃木銀行

794 2509120341

栃木県

モリ産業株式会社

当社の長年の製粉化技術・ノウハウである特
殊製粉化により、二条大麦の健康機能性向上
埼玉りそな銀行
と食味改善とを両立させた、国内初の“二条
大麦ミックス粉”の開発と販売。

795 2509120342

栃木県

有限会社永華

佐野名物「さのまる餃子」の販路獲得のため
の餃子製造技術の研究開発

796 2509120345

栃木県

朝日分光株式会社

半導体用露光フィルターにおける非接触式精
栃木銀行
密自動測定技術の開発

797 2509120352

栃木県

有限会社ハネダ

最新複合ＣＮＣ旋盤導入による、高精度・工程
栃木信用金庫
集約による生産体制の強化

798 2509120353

栃木県

株式会社ベアルト

ＣＡＤ／ＣＡＭによる歯科技工物の設計・製作
昭和信用金庫
及び、ミリングセンターの立ち上げ

799 2509120354

栃木県

富士セイラ株式会社

超々ジュラルミンねじの圧造・転造加工の技
術開発及び設備投資

800 2509120355

栃木県

有限会社東光精機

複合旋削加工機及びＣＡＤ・ＣＡＭと従来汎用
技術を融合した高難度部品製造システムの構 烏山信用金庫
築

801 2509120357

栃木県

津久井産業株式会社

自動車関連表示タグ向けの加工精度の向上
からの短納期対応と、生産キャパシティの増 足利銀行
強

802 2509120360

栃木県

株式会社プレトライアル

熟練技術の数値化とロボット化による、アルゴ
日光商工会議所
ン溶接部品の生産性向上

803 2509120368

栃木県

ラファーム株式会社

すりおろしニンニクの受注型・社内一貫生産
体制の構築による市場拡大

804 2509120369

栃木県

有限会社高橋製作所

大型プレス機導入による切削加工を削減した
菅沼優年税理士事務所
プレス加工品製作

805 2509120370

栃木県

株式会社トライデント

３Ｄ画像データ解析とＣＡＤ／ＣＡＭ設計による
足利銀行
セラミック義歯製作工程の開発

栃木信用金庫

商工組合中央金庫

株式会社ＵＩ志援コンサルティング

806 2509120372

栃木県

栃木グランドホテル株式会社

地方都市における女性の社会進出に応じた、
地元食材を使用した地域住民参加型の革新 株式会社ＵＩ支援コンサルティング
的な「外食と中食」の商品開発

807 2509120374

栃木県

有限会社城南精機

産業用ロボット熱交換機部品の試作から量産
栃木銀行
までの一貫生産体制の構築

808 2509120375

栃木県

坂本産業株式会社

大型土嚢の作製作業を大幅に省力・合理化
する「携行型土嚢作製装置」の試作

809 2509120379

栃木県

株式会社相良酒造

高付加価値な日本酒造りの為の製造環境の
税理士法人小滝会計
飛躍的改善と生産性強化による販路拡大

810 2509120380

栃木県

丸彦製菓株式会社

生産工程のデータ一元管理によるトレーサビ
リティーを確立し、安心・安全な米菓を国内お 鹿沼相互信用金庫
よび世界に発信する計画

811 2509120381

栃木県

株式会社マックス

海外向けカテーテル製品の微細加工技術開
発及びコストダウン・量産体制の構築

812 2509120382

栃木県

有限会社栄進製作所

油圧回路バルブ部品における高精度・低コス
足利銀行
ト旋盤加工技術の開発

813 2509120385

栃木県

株式会社けっこう漬本舗

レトルト殺菌技術を活用した、「作りたての味
調理済ゆば」の開発

814 2509120386

栃木県

有限会社加藤鉄工

低価格・高品質な医療機器部品製造を可能と
足利小山信用金庫
する装置の試作・開発

815 2509120387

栃木県

株式会社ツカサ精密

顧客の製品の大型化、高品質化に対応する
設備投資による生産革新

30／245

栃木銀行

栃木信用金庫

日光商工会議所

有限会社エスエス創造研究所

816 2509120389

栃木県

日冷工業株式会社

低環境負荷で高い作業効率を実現する冷凍
サイクル配管の製造・洗浄工程の実現

税理士法人小滝会計

817 2509120391

栃木県

株式会社白相酒造

県産農産品及び機能性産品を活用した新製
品『食べるお酒』の開発

栃木銀行

818 2509120392

栃木県

村田発條株式会社

ＣＮＣコイリングマシン導入による生産プロセ
ス強化

商工組合中央金庫

819 2509120393

栃木県

株式会社城北工範製作所

フライホイール蓄電システムの軸と軸受の開
発

商工組合中央金庫

820 2509120395

栃木県

株式会社大信製作所

３Ｄ加工データ作成装置及び高機能マシニン
グセンター導入による燃料電池セパレータの 足利銀行
納期短縮と受注拡大

821 2509120396

栃木県

保泉工業株式会社

プレス金型の自動磨きを可能にするポリッシ
ングツール（磨き用ツーリング）の開発

東和銀行

822 2509120402

栃木県

株式会社三和電機

低速回転でも小型高出力の風力、水力発電
用多極発電機の開発及び事業化

公認会計士・税理士斎藤秀樹事務
所

823 2509120403

栃木県

株式会社高橋製作所

難加工素材対応と高精度が求められている
自動車部品プレス金型の製作工程の改善。

足利小山信用金庫

824 2509120404

栃木県

株式会社渡辺佐平商店

観光客、外国人観光客及び地元客を対象にし
鹿沼相互信用金庫
た生酒の通年商品化による売り上げ向上

825 2509120406

栃木県

株式会社岩舟鉄工

切削加工技術の高度化事業による医療機器
栃木信用金庫
分野への進出

826 2509120407

栃木県

株式会社西野製作所

高級化粧品樹脂容器用溶着装置の確立と検
東和銀行
査自動化の試作開発

827 2509120408

栃木県

株式会社真岡新聞社

『折込媒体エリア内全戸配布システム「オール
ポスティングシステム」構築による地域雇用の 栃木銀行
創出事業』

828 2509120409

栃木県

有限会社小貫光学工業所

高透過性・高耐傷性示す新たな保護膜を量産
栃木銀行
する為の装置の開発計画

829 2509120410

栃木県

株式会社小林精工

特殊樹脂針開発のワイヤ放電加工機導入に
栃木銀行
よる高精度化

830 2509120414

栃木県

株式会社アール・ティー・シー

「医学教育用 触診シミュレータの開発」によ
る医療分野への参入

足利小山信用金庫

831 2509120415

栃木県

株式会社ポーラーズ研究所

環境保全型農業を行うための微生物資材及
び微生物配合肥料の開発

栃木信用金庫

832 2509120416

栃木県

やじま印刷株式会社

印刷業の国際標準規格であるＣＩＰ４を目指し
たワークフロー構築と特殊加工技術による生 栃木銀行
産プロセスの革新

833 2510120001

群馬県

有限会社岡田樹脂工業

革新的プラスチック結束具の商品化と量産体
しののめ信用金庫
制の構築

834 2510120003

群馬県

有限会社カワギシ・エーアイ

粘着剤付素材におけるロールカット技術の製
石埜 茂
造方法及び製造装置の試作開発

835 2510120004

群馬県

株式会社テック・エイト

建築内装分野での複合加飾による高度化さ
れた表面処理技術の実現

足利銀行

836 2510120006

群馬県

株式会社三山精機

プレス業界初！革新的な微細穴加工の開発

しののめ信用金庫

837 2510120007

群馬県

株式会社ワークステーション

生産管理ソフト及び自動バリ取り機導入によ
る競争力強化の実現

足利銀行

838 2510120008

群馬県

株式会社上州農産

自社生産大豆で作るＧＡＢＡ産生発芽大豆納
前橋東部商工会
豆の試作開発

839 2510120009

群馬県

有限会社大津製作所

注射針用精密洗浄装置の開発および導入に
明和町商工会
よるコスト競争力強化の実現

840 2510120011

群馬県

株式会社富岡富士製作所

塗装工程の高度化による高耐久性・高品位塗
群馬県産業支援機構
装の実現

841 2510120017

群馬県

株式会社ハイ・テック

医療機器装置の難接合素材における溶接加
東和銀行
工技術の高度化

842 2510120019

群馬県

袖山企画

高速鉄道網を支える軸周り部品の加工精度
の向上と生産能力増強

31／245

しののめ信用金庫

843 2510120020

群馬県

有限会社ユニーク工業

海水淡水化設備部品を「高精度・短納期・低コ
桐生信用金庫
スト」で増産対応できる加工技術の高度化

844 2510120021

群馬県

佐藤精密技研有限会社

小型複合自動旋盤による医療用内視鏡部品
利根郡信用金庫
の微細精密加工技術の開発

845 2510120024

群馬県

株式会社藤岡寺田電機製作所

大型インバータ事業拡大による環境貢献（省
群馬銀行
エネ）と国内製造空洞化抑止

846 2510120026

群馬県

高橋商工株式会社

シールドマシンのセグメント供給装置部品の
生産能力拡大事業

847 2510120029

群馬県

京王歯研

歯科補綴物におけるジルコニアセラミックス素
高崎商工会議所
材とチタンベース一体構造体の試作開発

848 2510120031

群馬県

有限会社きのこの里吉井

ナメコ菌床栽培における収穫後菌床残さいの
群馬銀行
再利用栽培技術の開発

849 2510120032

群馬県

有限会社浅間高原麦酒

自社栽培大麦を新しい製麦・糖化技術によ
り、通常より麦の香り豊かなビール製造開発
による差別化事業

850 2510120033

群馬県

小野塚精機株式会社

ビジネスバイク電動コンバートキット試作およ
しののめ信用金庫
び高効率ＥＶ用モーター開発

851 2510120034

群馬県

株式会社丸橋鉄工

高機能ベッドの市場獲得を目指すための廉価
高崎信用金庫
版スタッキングベッドの試作開発

852 2510120035

群馬県

有限会社丸光工機

国内最高水準の高精度切削加工技術の確立
笠懸町商工会
と製品化、及び納期短縮

853 2510120038

群馬県

東毛再生アスコン株式会社

アスファルト合材の恒久的循環利用を実現す 税理士法人手島＆パートナーズ会
るための試験方法の確立
計

854 2510120039

群馬県

サンエス工業株式会社

放射線グラフト重合法を応用した放射性物質
群馬県産業支援機構
吸着繊維の複合撚糸技術開発

855 2510120040

群馬県

株式会社羽鳥鉄工所

鉄道保守作業車向け大物機械部品の生産革
高崎信用金庫
新

856 2510120041

群馬県

有限会社田谷野製作所

成型加工の社内体制強化を通じたデザート樹
しののめ信用金庫
脂容器の増産対応事業

857 2510120042

群馬県

有限会社川島エンブ

帽子など立体形状衣料へのファッション性の
高い特殊刺繍技術の試作開発

858 2510120043

群馬県

株式会社黒沢レース

審美性と高機能性（ＰＭ２．５対応）を両立した
石原 毅
介護施設用カーテンの開発

859 2510120044

群馬県

三幸機械株式会社

宇宙輸送システム向け大型部品の低コスト・
高精度切削加工

しののめ信用金庫

860 2510120045

群馬県

株式会社サン・クリエイト

超低コスト・小ロット対応型「特殊ラベル印刷
技術」の確立

群馬銀行

861 2510120046

群馬県

須藤金型製作所

ミクロン単位の高精度金型の高速・安定・継続
桐生信用金庫
加工システムの開発

862 2510120048

群馬県

有限会社上田製作所

高精度長尺プレス部品の試作開発

863 2510120049

群馬県

株式会社大磯精工

航空機及び医療関連分野における高難易度
群馬銀行
５軸加工品の生産効率の向上

864 2510120051

群馬県

有限会社玉木製作所

旋盤複合加工機による、さらなる加工技術と
精度要求と短納期化の実現。

桐生商工会議所

865 2510120053

群馬県

株式会社北毛久呂保

セミドライコンニャクジャーキーの試作開発

昭和村商工会

866 2510120057

群馬県

株式会社佐藤工業所

災害対応型多機能照明装置の開発

コンサルファーム群馬株式会社

867 2510120058

群馬県

有限会社青木金型

最新ワイヤ放電加工機導入と固有技術力に
よる加工技術高度化と短納期化への対応

群馬銀行

868 2510120064

群馬県

株式会社トムコ

自動車部材の軽量化及び高強度化を実現す
東和銀行
る熱間プレス用金型のディンプル加工の確立

869 2510120065

群馬県

日本省力機械株式会社

多関節ロボットに搭載可能な、長刃に対応し
た超音波カッター用発振器の開発

870 2510120070

群馬県

有限会社有美

損傷した爪の細胞をケラタイドと複合金属イオ
群馬銀行
ンで再生する技術の確立

32／245

井ノ部 奈津子

嬬恋村商工会

桐生信用金庫

東和銀行

群馬銀行

871 2510120074

群馬県

サンワ株式会社

試作ならびに生産立ち上げ工期短縮による事
商工組合中央金庫
業拡大

872 2510120076

群馬県

株式会社シンノエパック

個人住宅用ポストの受注拡大に繋げる為のス
ぐんまみらい信用組合
ポット溶接工程の強化

873 2510120077

群馬県

有限会社設楽木型

大型木型製造における「鋳造方案」と「切削条
桐生信用金庫
件」の研究開発

874 2510120078

群馬県

末広産業株式会社

汚泥水処理設備が付属した装置による高機
能舗装の機能回復事業

875 2510120079

群馬県

大泉工業株式会社

ロボティクス業界向け中厚板板金部品の高精
埼玉りそな銀行
度短納期ベンディングシステムの構築

876 2510120081

群馬県

群馬モールド株式会社

大型化・複雑形状化する自動車用樹脂成形
金型の高精度・高品質・低コスト化

877 2510120084

群馬県

株式会社村上製作所

４軸制御機械を用いた蒸気タービン用部品の
東和銀行
精密切削加工の高精度化及び低コスト化

878 2510120086

群馬県

株式会社下井田製作所

自動車大物内板部品の試作分野における高
しののめ信用金庫
精度加工体制の構築

879 2510120087

群馬県

蔵前産業株式会社

次世代重粒子線治療における病変部位確認・
検証のための高精度医療機器の開発体制の 群馬県産業支援機構
確立

880 2510120088

群馬県

日本精密測器株式会社

医療機器向けポンプの試作開発

群馬銀行

881 2510120089

群馬県

株式会社イワタ

「ダイレクトプリンター」活用により、付加価値
向上と受注の拡大を目指す。

桐生商工会議所

882 2510120091

群馬県

有限会社渋沢技研

パイプ曲げ加工特殊ベンダーの導入による曲
東和銀行
げ加工技術の競争力強化

883 2510120093

群馬県

ユウエツ精機株式会社

「宇宙関連部品の切削工程の内製化による納
群馬県信用組合
期短縮とコストダウンの実現」

884 2510120095

群馬県

星野物産株式会社

新しい焙煎全粒粉商品および焙煎装置の開
発

885 2510120098

群馬県

フジセン技工株式会社

高位置精度ＹＡＧレーザー溶接機による医療
足利銀行
機器等の高品質接合製品の開発

886 2510120099

群馬県

有限会社サンテックス

医療機器向け難削ステンレス材使用のセンサ
しののめ信用金庫
部品製造の高度化

887 2510120101

群馬県

有限会社小林製作所

狭ピッチ高精度機械加工技術の開発

888 2510120105

群馬県

株式会社渡來製作所

建設機械部品の低コスト化・短納期化を実現
群馬銀行
する生産プロセスの確立

889 2510120108

群馬県

有限会社巽社

節（絞り）のあるスチールシャフトへの効果的
かつ効率的な印刷工程の開発

890 2510120109

群馬県

株式会社アールフレイム

ＣＡＤにリンクさせた「部材複合加工システム」
東和銀行
の開発

891 2510120112

群馬県

有限会社高橋製作所

動物忌避効果を有する動物除けネットの開発 群馬銀行

892 2510120116

群馬県

鹿島エレクトロ産業株式会社

ボイド（気泡）によるハンダ接合品質の劣化に
群馬銀行
対する研究開発

893 2510120118

群馬県

株式会社御幸

焼き入れ精密金型における放電加工技術の
試作開発

群馬銀行

894 2510120120

群馬県

株式会社工裕精工

航空機エンジン部品（超耐熱難削材）の工程
集約による低コスト化

しののめ信用金庫

895 2510120122

群馬県

有限会社沢田製作所

航空機部品受注獲得に向けた難切削薄肉軽
しののめ信用金庫
量部品の高精度化及び、品質信頼性の向上

896 2510120123

群馬県

有限会社ナガイエンジニアリング

マシニングセンタによる金型の深堀加工の開
高崎信用金庫
発

897 2510120124

群馬県

株式会社須藤機械

内外径偏心切削加工部品における自動化ラ
イン構築に向けた開発事業

東和銀行

898 2510120125

群馬県

群馬電機株式会社

電子ペーパーを表示素子に利用した表示用
モジュール国内生産体制の構築

東和銀行

33／245

みずほ銀行

東和銀行

群馬銀行

群馬銀行

東和銀行

899 2510120126

群馬県

株式会社ステッチ

真空成形加工の内製化による小ロットの低価
桐生信用金庫
格化

900 2510120128

群馬県

有限会社ナカムラ

光学多層薄膜形成装置の最重要部品の安定
しののめ信用金庫
供給に向けた難削材精密加工技術の開発

901 2510120129

群馬県

株式会社山口製作所

３次元ＣＡＤ／ＣＡＭによる生産システムの構
しののめ信用金庫
築と新規需要の獲得

902 2510120131

群馬県

斉藤プレス工業株式会社

海外メーカの追従を許さない高精度プレス金
高崎信用金庫
型づくりの技能確立

903 2510120133

群馬県

第一正和工業株式会社

発電用水車部品の精密切削加工技術による
東和銀行
短納期体制の構築

904 2510120135

群馬県

上越電子工業株式会社

植物栽培工場向けの植物育成ＬＥＤランプの
東和銀行
試作・開発

905 2510120137

群馬県

高崎精器株式会社

パーソナル断裁機の高品質・高速スクリーン
印刷システムの構築

906 2510120140

群馬県

株式会社インテリアおおた

耐熱・消火性複合素材を利用した新防災イン
足利銀行
テリア製品の開発及び製造。

907 2510120144

群馬県

小林当織物株式会社

プラチナ世代向けの機能性おしゃれ素材の開
福田 秀幸
発

908 2510120150

群馬県

有限会社エース木型

多品種・小ロット試作へ対応する鋳型システ
ムの開発

909 2510120152

群馬県

有限会社石田金型製作所

医療向けガイドワイヤ－ケ－スの高品質化と
東和銀行
コスト低減および生産数量の拡大

910 2510120153

群馬県

東洋化工株式会社

バリレス成形手法の確立による高品質射出成
群馬銀行
形品の試作開発

911 2510120155

群馬県

株式会社柿沼製作所

変形製品のＮＣ旋盤への供給とチャッキング
の自動化装置の開発による生産の効率化

912 2510120161

群馬県

株式会社スクラッチ

大型車両用の省エネ対応大型複雑形状ＦＲＰ
東和銀行
製品の自動成形技術の開発

913 2510120165

群馬県

株式会社柳栄精工

ギアの塑性加工に関わる丸ダイス転造加工
桐生信用金庫
から平ダイス転造加工への転換による効率化

914 2510120173

群馬県

永井酒造株式会社

川場村産「雪ほたか」を使ったプレミアム純米
川場村商工会
吟醸酒の開発

915 2510120179

群馬県

国産機械株式会社

多品種少量生産における複数同時曲げ加工
商工組合中央金庫
工法の量産化

916 2510120181

群馬県

株式会社牧機械製作所

ステアリングシャフト加工の生産効率化のた
めの切断・両端面加工の統合機の開発

商工組合中央金庫

917 2510120182

群馬県

株式会社増田研究所

可視光型オゾン濃度計の開発

群馬県産業支援機構

918 2510120185

群馬県

有限会社ミサ篠原

切削工具の形状の複雑化・微細化傾向に対
応する、ミクロンレベルの再研磨寸法精度の
実現

しののめ信用金庫

919 2510120187

群馬県

桐生瓦斯株式会社

バイオディーゼル燃料副生グリセリンを原料と
桐生信用金庫
する都市ガス製造装置の試作と実証

920 2510120188

群馬県

有限会社萩原電子システム

検査対象に合わせてカスタマイズ可能な低価
群馬県信用組合
格・短納期の検査装置の開発

921 2510120189

群馬県

株式会社シェモワ

発酵生サラミを短期間での製造工程開発と保
片品村商工会
存性向上の実現

922 2510120190

群馬県

大澤木工有限会社

国産木製建具生産にかかるリードタイムの短
桐生信用金庫
縮と精度の向上

923 2510120193

群馬県

有限会社アサヒシケン

先進医療の保険適用に適合した歯科用ＣＡＤ
群馬銀行
／ＣＡＭ装置の導入

924 2510120198

群馬県

有限会社高尾商店

顧客の要望に応じたエコフィード開発と食品リ
群馬県商工会連合会
サイクルループの構築

925 2510120201

群馬県

株式会社ファイン・ラベル

インクジェット（ＵＶインキ）印刷対応ＲＦＩＤエン
群馬銀行
コードプリンターの設備開発

926 2510120202

群馬県

ヘイワテクノ株式会社

「樹脂素材ハーフ蒸着」技術の高度化で、時
代のニーズに応える自動車部品の開発

34／245

群馬銀行

東和銀行

群馬銀行

群馬銀行

927 2510120203

群馬県

有限会社馬場塗装工場

塗装環境整備による自動車ＬＥＤヘッドランプ
群馬銀行
用ヒートシンク放熱塗料塗装技術の高度化

928 2510120204

群馬県

有限会社関崎スクリーン

３次元制御レーザーマーカ導入による生産能
株式会社エフアンドエム
力向上と事業対象の拡大計画

929 2510120209

群馬県

フジレース株式会社

自動車用内装材等の素材としても活用しう
る、耐熱性に優れた「環境負荷低減型」特殊
編み生地の開発

930 2510120214

群馬県

ＷＰＣコーポレーション株式会社

炭素繊維強化木材プラスチック再生複合材の
みずほ銀行
試作開発事業

931 2510120216

群馬県

有限会社高柳エンジニアリング

自然冷媒ヒートポンプ給湯機用向け難切削材
桐生信用金庫
による高精度金型の試作開発

932 2510120219

群馬県

日興リカ株式会社

電子材料向け次世代型ニッケル微粒子の試
作開発及び量産化

明和町商工会

933 2510120221

群馬県

昭和金属株式会社

塩害防止のため、屋外建築金物に緻密不動
態化を施す生産方式の確立

横浜銀行

934 2510120222

群馬県

新栄工業株式会社

自動車用ステアリング部品の試作期間短縮と
東和銀行
コストの低減

935 2510120225

群馬県

生形精機

建築工事における地耐力と地質の調査が一
台で可能な地盤測定器の開発

936 2510120227

群馬県

株式会社ダイテック

自動車部品における２色成形技術による高付
群馬銀行
加価値メーターパネルの試作開発

937 2510120229

群馬県

有限会社イング

多品種、高付加価値、小ロット商品対応と当
社設計（ＯＤＭ）受注への方向転換

938 2510120231

群馬県

株式会社石関工範

スマートフォン用カメラ部品における超小型精
群馬銀行
密プレス部品の試作開発

939 2510120232

群馬県

株式会社ニューケミカル

真空加圧オーブンの導入による次世代航空
機の内装用ＦＲＰ部品の開発

940 2510120233

群馬県

株式会社三協テクノス

スチール素材の異型パイプを活用した高所作
東和銀行
業車向け部品の軽量化及び高剛性化

941 2510120234

群馬県

株式会社ジャオス

小型電気自動車の高度化モデリングによる
カーゴユニット設計

942 2510120235

群馬県

カンサン株式会社

「半導体製造に用いるガス容器の先進的検査
群馬銀行
方法の導入（超音波検査）」

943 2510120237

群馬県

株式会社内外

大型エンジン部品用 高品質アルミ鋳造装置
松波会計事務所 松波竜太
の開発

944 2510120239

群馬県

システムセイコー株式会社

段取り時間削減と加工精度向上による医療・
群馬銀行
電子顕微鏡関連部品の受注拡大の実現化

945 2510120242

群馬県

株式会社新光鍍金

化成皮膜液の再生装置を導入し、環境負荷
の軽減とコストダウンを目指す。

946 2510120246

群馬県

株式会社旭光

次世代航空機降着装置用アクチュエータの生
群馬銀行
産能力向上事業

947 2510120248

群馬県

愛和電子株式会社

ダイカスト製品受注拡大に向けた複雑形状対
しののめ信用金庫
応、リードタイム短縮と信頼性向上の実現

948 2510120249

群馬県

株式会社共立発条製作所

自動車用線材加工部品の軽量化対応技術の
足利銀行
構築

949 2510120250

群馬県

株式会社蛭間木工所

施工の難しい階段を「完全プレカット階段部
材」として提供

950 2510120256

群馬県

大同工業株式会社

小径穴深部への均一めっき皮膜形成技術の
群馬銀行
確立

951 2510120257

群馬県

株式会社北斗

大型プレス機を活用した工程集約による低コ
群馬銀行
ストプレス製品の試作開発

952 2510120260

群馬県

有限会社ライプニッツ

人体周辺の近距離無線ネットワークを活用し
た患者・被介護者用リモートセンシング・シス 富士見商工会
テムの開発

953 2510120262

群馬県

株式会社一倉製作所

高品質で透明度の高い厚肉成形レンズの安
定生産とコスト低減の達成

954 2510120270

群馬県

株式会社稲垣工業

レーザー測定機導入による検査工程の短縮と
群馬銀行
高品質化の実現

35／245

群馬銀行

東和銀行

しののめ信用金庫

しののめ信用金庫

しののめ信用金庫

桐生商工会議所

桐生商工会議所

群馬銀行

955 2510120271

群馬県

株式会社ＺＥＳＴ

レーザー溶接機導入による顧客要望対応と競
桐生信用金庫
争力強化

956 2510120274

群馬県

有限会社橋本商事

省エネ給湯器用パイプ部品の精度向上、低コ
東和銀行
スト化に向けた一体成型加工技術の開発

957 2510120275

群馬県

株式会社富士精工

３Ｄモデル設計に対応する高速ＣＡＤシステム
足利銀行
の導入

958 2510120277

群馬県

野崎鉄工有限会社

自動車用部品素材の短納期化の実現と高品
群馬銀行
質化に向けた検査技術の開発

959 2510120278

群馬県

エスビック株式会社

３Ｄ造形技術を活用した、コンクリート２次製品
群馬銀行
の開発

960 2510120279

群馬県

株式会社トヨダプロダクツ

システム家具のカスタマイズ受注を効率的に
対応しうる、棚板・パネル加工の生産性の向 群馬銀行
上

961 2510120283

群馬県

有限会社金谷商事

高度制御化バーナ使用による化石燃料の削
減と排ガスの二酸化炭素削減

あかぎ信用組合

962 2510120285

群馬県

株式会社正田製作所

自動車用ステアリング部品のフレキシブルな
生産工法確立

群馬銀行

963 2510120286

群馬県

富士ゴム工業株式会社

大型ゴム製品のバリレス化・成形ハイサイク
ル化を実現するインジェクション成形機の研究 群馬銀行
開発

964 2510120295

群馬県

株式会社池田建商

高強度コンクリート生産技術の開発

965 2510120297

群馬県

ユーユーシステム株式会社

エコキュートの省エネ化のための変形自在真
アイオー信用金庫
空断熱パネルの試作開発

966 2510120300

群馬県

株式会社タツミ製作所

新規加工法を確立し、品質／生産性革新で競
桐生信用金庫
争力向上・顧客要望に応え受注拡大を図る。

967 2510120301

群馬県

株式会社大日方精密工業

再生医療を支える超低温フリーザー用密封材
群馬銀行
料の効率的製造技術

968 2510120302

群馬県

株式会社登喜和製作所

太陽光発電・ＵＰＳ用の低コストな大型配電盤
群馬銀行
用モデルフレーム開発

969 2510120303

群馬県

加藤金属工業株式会社

高機能、高デザイン筆記具に適した内外複雑
群馬銀行
形状の加工技術開発

970 2510120305

群馬県

有限会社巴山工業

クレーン車両用アウトリガー（安定脚）の一環
桐生信用金庫
生産

971 2510120307

群馬県

株式会社ソファード

加圧光センサー技術による末梢血管血液流
動性測定器の開発

972 2510120310

群馬県

有限会社荻原鉄工所

油圧機器向けコンタミ（残留異物）レス品質切
群馬銀行
削システムの確立

973 2510120314

群馬県

株式会社ＭＡＲＳ Ｃｏｍｐａｎｙ

食品・食材等の高品質鮮度流通を可能にする
冷蔵トラックの空間温度均一制御システムの 群馬銀行
開発

974 2510120315

群馬県

株式会社ぐんま農産

群馬県産の桑の葉を大量生産・加工・販売す
桐生中央税理士法人
るための生産体制整備事業

975 2510120318

群馬県

株式会社松村機械製作所

強風地域向け小型風力発電装置の開発と系
東和銀行
統連係型開発の基礎作り

976 2510120319

群馬県

三和コーテックス株式会社

廃水処理付帯業務自動化による低コスト生産
群馬銀行
体制の整備

977 2510120320

群馬県

三朋企業株式会社

医療、精密品製造、研究開発現場向け抗菌ク
しののめ信用金庫
リーンダクトの製作

978 2510120321

群馬県

有限会社五月女鉄工

自動加工による複雑形状切削加工と加工時
間の大幅短縮

979 2510120323

群馬県

ポニー電機株式会社

動力電源を供給可能な、既存太陽光発電所
を活用した災害時避難所用インバータ電源の 群馬銀行
開発

980 2510120326

群馬県

有限会社木間製作所

高精度の要求レベルが高い複雑形状部品の
桐生信用金庫
加工におけるコストパフォーマンスの向上

981 2510120328

群馬県

スバル工業株式会社

歯科治療「ハンドピース」用軸受部品の量産
体制の整備・確立

36／245

群馬銀行

群馬銀行

東和銀行

群馬銀行

982 2510120330

群馬県

丸山金属工業株式会社

国内回帰部品及び海外現法受注部品の受注
拡大の為のＮＣパイプベンダー及び端末加工 商工組合中央金庫
機の導入。

983 2510120331

群馬県

ＡＴＳ株式会社

高所建設作業の落下死亡事故防止に寄与す
桐生信用金庫
る親綱支持金具の開発

984 2510120332

群馬県

有限会社田中金属工業所

国内生産を維持するため、ディファレンシャル
しののめ信用金庫
製造部門の一部自動化及び工程の効率化

985 2510120333

群馬県

株式会社東製作所

高性能複合加工技術により加工精度を向上し
津久井 孝
た鍛造金型の開発

986 2510120335

群馬県

株式会社フジ

３Ｄモデル設計に対応する高速ＣＡＤシステム
足利銀行
の導入

987 2510120336

群馬県

株式会社荻野製作所

切削油の研究と防振工具の融合による難削
材加工の最適化

988 2510120337

群馬県

株式会社関東メディカルフード

病院向けカット野菜提供サービスの生産改
善・事業拡大およびトレーサビリティシステム 群馬銀行
の整備事業

989 2510120341

群馬県

株式会社イノウエ

デザイン性を付与した無縫製ハイゲージニット
アイオー信用金庫
の製品づくりに取り組む

990 2510120342

群馬県

株式会社アイテクシステム

画像処理技術応用検査仕分装置 試作・デモ
群馬銀行
機

991 2510120343

群馬県

フナダメタルス有限会社

金型鋼材の立体加工技術の開発と競争力強
群馬銀行
化

992 2510120345

群馬県

株式会社ルポン

太田市名産「やまといも」を利用したシフォン
ケーキ等の開発とブランド化

太田市新田商工会

993 2510120346

群馬県

株式会社伊勢崎金型製作所

次世代自動車部品における軽量化に向けた
精密樹脂金型製作の技術開発

群馬銀行

994 2510120347

群馬県

東伸化工株式会社

医療分野を含むソーシャルデバイス向けプラ
群馬銀行
スチック製品開発

995 2510120349

群馬県

株式会社ナブアシスト

スマートフォンを活用したユーザニーズ対応型
群馬銀行
マーケティングサービス提供システムの開発

996 2510120354

群馬県

株式会社江川化成

３Ｄプリンター導入による樹脂立体造形の短
納期化の実現

997 2510120359

群馬県

藤焼結合金株式会社
井上熱処理工業株式会社

焼結冷間鍛造工法及び表面熱処理による高
東和銀行
強度自動車部品の開発

998 2510120361

群馬県

株式会社ユニティーネットワーク

ナースコールのインフラに依存しない見守りシ
足利銀行
ステムの開発

999 2510120371

群馬県

株式会社トステック

高度画像処理による認識機能を持つ「プライ
群馬銀行
バシー保護付カメラ内蔵ＬＥＤ防犯灯」の開発

1000 2510120372

群馬県

株式会社正英

高伸縮性・高剛性の形状記憶合金を用いた座
群馬銀行
姿勢保持椅子の開発

1001 2510120376

群馬県

永興株式会社

最新鋭の形鋼加工機導入による生産性・精
度・作業性の向上による低コスト化の実現

群馬銀行

1002 2510120377

群馬県

兼希工業株式会社

木材加工におけるリードタイムの短縮と高品
質化

群馬銀行

1003 2510120380

群馬県

光精機製作所

自動車などの製造ライン用の多種・少量金属
桐生信用金庫
部品の切削加工工程の高精度化・効率化

1004 2510120381

群馬県

株式会社石井工機

細密・薄肉加工分野への挑戦と納期短縮化

高崎信用金庫

群馬銀行

三菱東京ＵＦＪ銀行

群馬銀行

眞下 武久

1005 2510120383

群馬県

株式会社上山織物

御守の製造工程の機械化による、生産効率
の向上・短納期化・コスト削減のための試作
開発

1006 2510120387

群馬県

東亜薬品工業株式会社

抗体精製用タンパク質の効率的製造法の開
発とサンプル試作

1007 2510120388

群馬県

群馬製粉株式会社

コーヒー豆微粉末化技術の向上による新製品
東和銀行
開発

1008 2510120390

群馬県

金井金属工業株式会社

ダイカストマシンに連動したプレス抜きと金型
東和銀行
の製作及び省人化

1009 2510120391

群馬県

有限会社谷田研磨製作所

ＣＮＣ工具研削盤導入による航空機用ブレー
東和銀行
ド切削用刃物の開発と事業化

37／245

1010 2510120398

群馬県

武蔵工業有限会社

ステンレス板金部品のキズレス高効率ベン
ディングシステムの構築

アイオー信用金庫

1011 2510120400

群馬県

フジコーワ工業株式会社

精密機器用キャリーケースの内装製作の高
度化

商工組合中央金庫

1012 2510120402

群馬県

株式会社長尾

自動車用プレス金型製造のデータ化による短
桐生信用金庫
納期化

1013 2510120403

群馬県

株式会社ペプタイドドア

エンドトキシン除去レジンと途上国でのワクチ
松岡 光弘
ン製造法の開発

1014 2510120404

群馬県

株式会社リブレックス

室内環境を適正化するエアステーションの開
しののめ信用金庫
発

1015 2510120406

群馬県

松屋酒造株式会社

付加価値の高い新しい火入殺菌酒の開発

1016 2510120407

群馬県

和田工業所

スピーディな金型製作技術を活用した小型プ
桐生信用金庫
ラスチック雑貨製品製造の事業化

1017 2510120408

群馬県

桐生絹織株式会社

国内アパレルブランド向けデザイン生地試作
東和銀行
生産の体制強化事業

1018 2510120409

群馬県

株式会社吾妻水質管理センター

（新技術）衝撃弾性波検査法による下水道イ
ンフラの長寿命化と信頼性の向上

利根郡信用金庫

1019 2510120418

群馬県

有限会社シンエイ精研

研削加工における真円度測定技術の高度
化、及びそれを利用した加工の精密化

東和銀行

1020 2510120420

群馬県

上毛電化株式会社

ダイカスト製品の耐食性及び硬度を飛躍的に
群馬銀行
向上させる表面処理体制の確立

1021 2511120296

埼玉県

昭和機器工業株式会社

高性能ワイヤー放電加工機による板厚素材
精密加工の試作開発

1022 2511120298

埼玉県

小島化学薬品株式会社

超微細配線への無電解貴金属めっきプロセス
株式会社エイチ・エーエル
の研究開発及び実用化

1023 2511120299

埼玉県

有限会社大竹製作所

再生医療研究用装置（弁機構）の開発につい
税理士法人佐伯税務会計事務所
て

1024 2511120301

埼玉県

有限会社川連製作所

高剛性・高精度ＣＮＣ旋盤と３次元測定器の導
秩父商工会議所
入による燃料電池分野進出

1025 2511120304

埼玉県

三上鉄工株式会社

新型バランシングマシンの導入による回転機
株式会社エフアンドエム
械製造の高精度化、短納期化計画

1026 2511120306

埼玉県

協和資材株式会社

樹脂製バンパー塗膜剥離リサイクルフレーク
埼玉縣信用金庫
の高性能色調選別装置の開発

1027 2511120307

埼玉県

北資化成工業株式会社

ワイヤー放電加工機を用いた精密金型製作と
武蔵野銀行
押出成形加工の開発

1028 2511120309

埼玉県

日生工業株式会社

独創的機能を付加した開発設備による、シャ
東和銀行
フト等の革新的生産プロセス構築事業

1029 2511120311

埼玉県

日本伸管株式会社

酸素吸入器 等向け大径アルミ管の品質安定
武蔵野銀行
化に伴う技術構築

1030 2511120320

埼玉県

浦和測量設計株式会社

コンクリート構造物の維持管理に資する、遠
距離からの正確な調査業務の展開

埼玉りそな銀行

1031 2511120324

埼玉県

株式会社エムアンドシー

ＣＴスキャナーの画像改善に向けた、高精度
自動検査設備の開発・導入。

武蔵野銀行

1032 2511120326

埼玉県

島崎株式会社

自社ブランド拡充のためのクイックセミオー
ダーサービスとＲＦＩＤシステムの導入

秩父商工会議所

1033 2511120329

埼玉県

株式会社茂木機械製作所

日立向け厳しい検査基準の実績を活用して医
杉中 恒彦
療機器の部品加工に進出する

1034 2511120330

埼玉県

株式会社小林製作所

空圧バルブ部品加工の納期短縮、コスト低
減、高精度加工の取組み

青木信用金庫

1035 2511120334

埼玉県

オリエンタルエンヂニアリング株式
会社

ダイカスト金型へのＢＮ膜（プラズマＣＶＤ法）
の適用に関する研究開発

埼玉りそな銀行

1036 2511120337

埼玉県

協同特殊鋼線株式会社

世界初の自動車用ＦＳＤばね（Ｆｕｌｌｙ Ｓｔｒｅｓｓ
西武信用金庫
ｅｄ Ｄｅｓｉｇｎ Ｃｏｉｌ Ｓｐｒｉｎｇ）の探傷器の導入

1037 2511120338

埼玉県

株式会社フジ

精密金型製作のタングステン加工技術開発及
埼玉りそな銀行
び短納期化・コスト削減

38／245

税理士法人本島事務所

埼玉りそな銀行

1038 2511120339

埼玉県

株式会社小島光学製作所

レーザー干渉計を利用したピッチ研磨加工に
埼玉りそな銀行
よる超高精度レンズ加工技術の確立

1039 2511120340

埼玉県

株式会社薬物安全性試験センター

副作用の無い医薬品開発に向けた新評価法
東和銀行
による安全性評価の効率化

1040 2511120341

埼玉県

株式会社ヤマダ精機

人工股関節の高能率加工技術の開発

埼玉りそな銀行

1041 2511120343

埼玉県

川﨑機工株式会社

小口径水道管補強用アームロック式一体型
抜止装置の製造用金型の開発

武蔵野銀行

1042 2511120344

埼玉県

松内電器工業株式会社

複雑形状製品（クラッチドラム）を一体成形す
第四銀行
る金型の試作開発

1043 2511120348

埼玉県

株式会社丸山製作所

大口径複合旋盤導入による異型状材料の革
埼玉縣信用金庫
新的旋盤加工技術確立

1044 2511120360

埼玉県

株式会社中川機器製作所

ＳＨＩＥＬＤ＿ＰＬＡＴＥ＿ＡＳＳＹの量産化に向け
秩父商工会議所
たパレットチェンジャー機能付きＭＣの導入

1045 2511120361

埼玉県

株式会社サカイヤ

低反射、高硬度を両立したインモールド製タッ
武蔵野銀行
チパネルの開発

1046 2511120370

埼玉県

有限会社新井武平商店

フリーズドライ製法による“濃さを調整できるサ
皆野町商工会
イコロ型インスタント味噌汁”の商品化

1047 2511120373

埼玉県

株式会社三幸製作所

内視鏡ラックに収納した状態で、吸引物処理
が可能な吸引器の開発

青木信用金庫

1048 2511120375

埼玉県

須川工業株式会社

自動車産業用プレス重要保安部品における
バリ抑制・除去システムの試作開発

武蔵野銀行

1049 2511120376

埼玉県

城北伸鉄株式会社

自動車等の部品向け「磨棒鋼」の短納期化と
商工組合中央金庫
品質向上

1050 2511120380

埼玉県

ケージーエス株式会社

アークフォルト検出付ハイブリッド直流遮断器
東京中小企業投資育成株式会社
の試作開発

1051 2511120382

埼玉県

山征工業有限会社

新しい転写技術を活用した、耐熱ＰＥＴ容器の 公益財団法人さいたま市産業創造
量産体制の確立
財団

1052 2511120386

埼玉県

マック産業機器株式会社

排熱発電材料マグネシウムシリサイド加工用
埼玉縣信用金庫
小型ワイヤソーの開発

1053 2511120389

埼玉県

株式会社シバサキ

ネットワーク対応ハンディタイプ糖度センサの
埼玉りそな銀行
開発

1054 2511120392

埼玉県

芳野マシナリー株式会社

ＰＵＲ系ホットメルトにおける高速製本機の試 株式会社マイルストーン・コンサル
作開発
ティング・グループ

1055 2511120394

埼玉県

株式会社ＡＰロウマテリアルズ

新機能素材極性結晶体による電磁放射体の
埼玉縣信用金庫
放射冷却技術の開発について

1056 2511120398

埼玉県

株式会社ソレイユ

歯科技工業界の問題を解決する新技術を用
いた作業プロセスの事業化

1057 2511120401

埼玉県

有限会社古瀬製作所

高精度画像寸法測定器導入による精密金型 株式会社マイルストーン・コンサル
の品質向上・短納期化・生産性向上の実現
ティング・グループ

1058 2511120406

埼玉県

株式会社石原製作所

燃料電池車用セパレータの超精密加工技術
の習得および試作・開発

東京都民銀行

1059 2511120407

埼玉県

入江工研株式会社

半導体ウェハーの微細化に伴う低発塵真空
ゲートバルブの開発

商工組合中央金庫

1060 2511120412

埼玉県

ユメックス株式会社

リウマチ患者に触れずに触診できる医療機器
群馬銀行
の開発

1061 2511120414

埼玉県

Ｓｈｉｍａｄａ Ａｐｐｌｉ合同会社

世界初の局所に薄膜形成可能なスプレ塗布
機の試作開発

武蔵野銀行

1062 2511120415

埼玉県

東邦歯科産業株式会社

ＬＥＤランプ光源とした、紫外線を発生する歯
科技工用光硬化装置の開発・商品化

巣鴨信用金庫

1063 2511120416

埼玉県

株式会社トクヨシ精機

食品包装ライン一体型大型印刷機の製造を
可能にする設備改善計画

埼玉りそな銀行

1064 2511120418

埼玉県

株式会社新和エコー

長尺物ネジ（長さ３００ｍ／ｍ）対応型全自動
回転メッキ装置の導入

千葉銀行

1065 2511120421

埼玉県

株式会社日本製衡所

三次元ＣＡＤと解析システムを活用した軽量移
埼玉縣信用金庫
動式車両重量計の開発

39／245

武蔵野銀行

1066 2511120425

埼玉県

株式会社ニイガタ精密

粉末冶金金型の製造工数削減時間短縮によ 公益財団法人さいたま市産業創造
る国際競争力強化
財団

1067 2511120435

埼玉県

日本電鍍工業株式会社

グローバルニッチトップ企業実現のための
めっき関連設備の導入と更新

1068 2511120437

埼玉県

株式会社オプセル

塗装加工等の表面目視検査の数値評価化用 公益財団法人さいたま市産業創造
レーザ走査検査装置の試作開発
財団

1069 2511120440

埼玉県

株式会社創栄都市技研

短時間・低コスト・高精度スタティック測量サー
秩父商工会議所
ビス導入による競争優位の確立

1070 2511120441

埼玉県

株式会社青木金属工業所

ＣＮＣ旋盤機導入による精密板金と高精度機 公益財団法人さいたま市産業創造
械加工による競争力強化
財団

1071 2511120442

埼玉県

対馬精工株式会社

現在存在しない理想的な精度のエアーガン用
埼玉縣信用金庫
の弾（ＢＢ弾）を試作・製造・販売

1072 2511120443

埼玉県

初野建材工業株式会社

６価クロム還元浄化剤「再生６出なし」を用い
た土壌浄化サービスの提供

埼玉りそな銀行

1073 2511120444

埼玉県

株式会社テクニカルセンター

全国の歯科技工所から受け入れ態勢がとれ
る大型ミリング加工センター構築計画

城北信用金庫

1074 2511120445

埼玉県

東洋樹脂株式会社

消火液を充填した取り扱いの容易な投擲消火
埼玉縣信用金庫
弾及び投擲器具の開発と事業化

1075 2511120446

埼玉県

秩父電子株式会社

次世代パワー半導体向６インチＳｉＣ基板の超
商工組合中央金庫
薄板化量産技術の確立

1076 2511120447

埼玉県

マクロ精巧株式会社

画像寸法測定器の導入による金属加工技術
株式会社翼コンサルティング
とＱＣＤの向上

1077 2511120448

埼玉県

東成工業株式会社

熟練塗装技能者のセッティングノウハウを活
かした高効率塗装システムの開発

公益財団法人さいたま市産業創造
財団

埼玉縣信用金庫

1078 2511120449

埼玉県

有限会社ちちぶ工房

“採れたてつくりたてが一番美味しい“旬の農
産物等をその場でデザートにする万能製菓機 秩父商工会議所
の導入

1079 2511120450

埼玉県

Ｅ・Ｔ・Ｅ株式会社

大型冷凍機対応省エネスパイラルコイルの試
東和銀行
作開発

1080 2511120456

埼玉県

中山エンジニヤリング株式会社

自然冷媒のＮＨ３／ＣＯ２直接膨張式冷凍シ
ステムの実用機開発

税理士法人サクセスサポート

1081 2511120458

埼玉県

株式会社高橋スプリング

生産効率向上と売上機会増大の為のカム式
機械のサーボ化・ＮＣ制御化の開発

埼玉りそな銀行

1082 2511120462

埼玉県

北陸軽金属工業株式会社

自動車開発の日程短縮を実現するための鋳
寄居町商工会
造品内部品質保証システムの開発

1083 2511120463

埼玉県

株式会社ビップトップ

樹脂粘度自動調整プログラムによる移管金型
群馬銀行
受入れ成形技術の構築

1084 2511120464

埼玉県

富士電子株式会社

最新設備導入による特注電源の短納期化とコ 株式会社ヒューマンネット・コンサル
ストダウンによる競争力の向上
ティング

1085 2511120465

埼玉県

株式会社ノアエンジニアリング

角型リチウムイオン電池ケース用外観検査装
武蔵野銀行
置の試作開発

1086 2511120467

埼玉県

株式会社フナミズ刃型製版

高精度のラベル印刷用刃型の試作開発

1087 2511120469

埼玉県

有限会社日本江商

新規ブラストマシン導入による生産能力向上
東和銀行
及び納期短縮

1088 2511120474

埼玉県

中央エンジニアリング株式会社

特殊紙への独自印刷技術と立体造形技術に
城北信用金庫
よる高質感ペーパーアイテムの開発・販売

1089 2511120475

埼玉県

有限会社竹内工作所

高性能ベンダー導入とネットワーク化による生
秩父商工会議所
産性向上と新分野進出

1090 2511120477

埼玉県

トーヨー産業株式会社

エプロンショットベルトの品質改善、生産性向
埼玉りそな銀行
上を実現する自動穴開け機の開発

1091 2511120478

埼玉県

株式会社成宗製作所

４軸マシニングセンタによる疑似的５軸加工に
西京信用金庫
より、投資効率の高い加工方法の確立

1092 2511120480

埼玉県

武蔵金属株式会社

高性能自動塗装機と省エネ型コンプレッサー
群馬銀行
導入で競争力を強化

1093 2511120481

埼玉県

株式会社アイコー

環境に優しいオフセット印刷ロール上の塗布
型インク除去剤の開発

40／245

武蔵野銀行

群馬銀行

1094 2511120482

埼玉県

株式会社佐々木建興

オリンピックや耐震化需要に対する、全方位
的人材育成と耐震性の高い鉄鋼資材供給事 株式会社エイチ・エーエル
業

1095 2511120484

埼玉県

三恵工業株式会社

細かな指先の作業が可能な新しい素材による
亀有信用金庫
電気絶縁手袋の開発及び量産化事業

1096 2511120485

埼玉県

株式会社松永商会

ソーセージ用天然ケーシングの軟化技術の開
三菱東京ＵＦＪ銀行
発

1097 2511120486

埼玉県

株式会社マルニックス

心臓病発作後の対応を迅速に行うための新
規健康・医療商品の開発・販売

株式会社エイチ・エーエル

1098 2511120488

埼玉県

有限会社八洲エンジニアリング

安全で安心な家庭用腰痛軽減機の開発

巣鴨信用金庫

1099 2511120489

埼玉県

株式会社高砂精密

同時５軸マシニングセンタの導入による、高度
埼玉縣信用金庫
切削加工技術の提供

1100 2511120490

埼玉県

三協ダイカスト株式会社

たった１回の段取りで複数面のタップ加工が
可能な加工機の開発（＊同一加工）

税理士法人第一経営

1101 2511120491

埼玉県

株式会社ＭＳＫ

道路・橋梁等社会インフラの長寿命化をめざ
す非破壊検査事業と装置導入

公益財団法人さいたま市産業創造
財団

1102 2511120492

埼玉県

ウッド建材株式会社

ＮＣ・レーザー加工部門の内製化と顧客ネット
公益財団法人埼玉県産業振興公社
ワークの構築

1103 2511120496

埼玉県

有限会社根本精工

精密光学部品のための超高度精密加工と特
埼玉縣信用金庫
殊金型開発の推進

1104 2511120498

埼玉県

株式会社協和技研

「工業用製品を活用した最先端手術に使用す
さいたま商工会議所
る新たな医療用ウレタンシートの開発」

1105 2511120499

埼玉県

株式会社ヒタチ

自動車用精密部品の高品質出荷保証の為
の、高速画像検査工程の開発

埼玉縣信用金庫

1106 2511120500

埼玉県

株式会社アイピーオー

食の楽しみと健やか食生活のための簡単調
理ソフトスチーム食材キット

武蔵野銀行

1107 2511120501

埼玉県

株式会社飯野製作所

試作品加工用ＣＮＣ旋盤機新規導入による難
東和銀行
削材加工工程の開発

1108 2511120503

埼玉県

エムテック化学株式会社

プラスチック粉末製造用小型「粉砕機」「分級
機」「粉末表面改質機」の試作・開発

1109 2511120507

埼玉県

株式会社三和

省資源化ハイブリッドプラスチック容器の開発 埼玉りそな銀行

1110 2511120508

埼玉県

有限会社ティ辞書企画

在宅医療・介護を見据えたクラウド型医薬品
データベースの開発

埼玉りそな銀行

1111 2511120510

埼玉県

東和ケミカル株式会社

廃アルミ蒸着層を有するフイルムの再生ペ
レットの増産

武蔵野銀行

1112 2511120513

埼玉県

株式会社アース断熱

現場吹付け発泡機を活用した断熱気密リノ
ベーション事業への展開

埼玉りそな銀行

1113 2511120514

埼玉県

有限会社和氣製作所

燃料電池用排熱回収用熱交換器の開発

東和銀行

1114 2511120517

埼玉県

冨士製袋機工業株式会社

多品種少量時代に適合する封筒製造用製袋
商工組合中央金庫
機の生産能力強化事業

1115 2511120519

埼玉県

株式会社東立製作所

先端医療機器における高機能精密加工部品
埼玉りそな銀行
（樹脂材の三次元形状品）の試作開発

公益財団法人さいたま市産業創造
財団

1116 2511120520

埼玉県

株式会社ティー・アンド・アイ

世界初：鼠径ヘルニア治療補強材として人体
の軟部組織への金属（チタン）インプラント開 さいたま商工会議所
発

1117 2511120523

埼玉県

有限会社若林工業

高難度立体Ｒ加工技術習得のためのハイブ
リッド高周波ウェルダーの導入

秩父商工会議所

1118 2511120525

埼玉県

株式会社キノシタ

ＣＮＣ旋盤を導入した自家製治具の自動化対
応による高炉用バーナーの高精度・短納期化 斎賀会計事務所
加工システムの構築

1119 2511120527

埼玉県

株式会社東京サニックス

医療部品に於ける精密パイプ加工技術新規
開発事業

埼玉りそな銀行

1120 2511120528

埼玉県

日昭電器株式会社

カテーテル収納ロッカー管理システムの開発

公益財団法人さいたま市産業創造
財団

1121 2511120529

埼玉県

株式会社東埼物流

Ｘ線検査装置導入による検品精度向上を提供
亀有信用金庫
する安心物流サービスの確立

41／245

1122 2511120530

埼玉県

株式会社イノメディックス

安全性、静粛性、可搬性を備えた流量可変型 公益財団法人さいたま市産業創造
医療用吸引ポンプの開発
財団

1123 2511120531

埼玉県

株式会社明光社

「新旧技術の革新的使用法によるフレキシブ
商工組合中央金庫
ル高速製本サービスの事業化」

1124 2511120532

埼玉県

株式会社中村

ＣＮＣガス溶断機導入による生産性向上及び
奥山税務会計事務所
内製化への体制の構築

1125 2511120536

埼玉県

有限会社カブトギ工業

絞り率を向上させた空調機器等用の金網メッ
加須市商工会
シュフィルタの開発

1126 2511120540

埼玉県

和伸金属工業株式会社

新スポット溶接機の導入による外注の内製化
協同組合さいたま総合研究所
と作業の効率化計画

1127 2511120543

埼玉県

株式会社アイテック

１槽式で２０℃／分以上の高速温度変化を可 一般社団法人首都圏産業活性化協
能とする急速温度変化試験装置の試作開発 会 青梅信用金庫

1128 2511120545

埼玉県

ピーエム技研株式会社

ボンド希土類磁石の異方化高磁力性能とリン 公益財団法人さいたま市産業創造
グ型多極着磁磁石の開発
財団

1129 2511120547

埼玉県

高松電鍍工業株式会社

めっき製品加工における六価クロム等の有害
飯能信用金庫
化学物質の削減

1130 2511120548

埼玉県

エコデザイン株式会社

オゾンリサーチセンター開設に向けた新型オ
埼玉縣信用金庫
ゾン試験装置の開発

1131 2511120550

埼玉県

垣堺精機株式会社

最新型ラッピングマシン導入によるスリッター
埼玉りそな銀行
マシン用高精度カッターの開発

1132 2511120551

埼玉県

株式会社河村屋

乳酸発酵塩麹を用いた、フルーティな新製法 公益財団法人さいたま市産業創造
漬物の開発
財団

1133 2511120554

埼玉県

有限会社富士見製作所

受注力強化を目的とした、三次元測定機導入
埼玉りそな銀行
による高難度・高精度製品品質保証確立事業

1134 2511120555

埼玉県

株式会社志木サテライトオフィス・ビ 北欧発ケア手法を核とし実証データを元とした
武蔵野銀行
ジネスセンター
「認知症予防・緩和カフェ」

1135 2511120557

埼玉県

中山工業株式会社

２色成形法を活用した保存性、作業性に優れ
埼玉りそな銀行
た業務用液体容器の開発

1136 2511120559

埼玉県

株式会社サカモト

国産材１００％活用、低コストで結露しにくい木
東和銀行
製窓と玄関ドアの開発

1137 2511120560

埼玉県

株式会社雄文社

小ロットの特殊紙へのカラー印刷を社内で行
新日本経営会計事務所
う体制を構築し、差別化を図る取組み

1138 2511120562

埼玉県

株式会社ニューブック

最新デジタル印刷機・製本機・ＩＴ管理システム
埼玉りそな銀行
設備の導入による、川上事業への新規参入。

1139 2511120563

埼玉県

豊幸電子株式会社

周波数可変型小型高周波誘導過熱装置の開
寄居町商工会
発

1140 2511120564

埼玉県

扶桑ケミカル有限会社

次世代精密研磨加工用治具に求められる樹
亀有信用金庫
脂切削加工技術の研究開発

1141 2511120566

埼玉県

株式会社シバサキ製作所

次世代ガソリン直噴エンジン用部品の静音
性・高効率化・コスト低減のための試作開発

1142 2511120568

埼玉県

株式会社タイホー

コバルト非含有の化成処理剤向け亜鉛めっき
埼玉りそな銀行
用光沢剤の試作・開発

寄居町商工会

1143 2511120569

埼玉県

株式会社アサノ

航空宇宙関連部品向け金型の多面加工切削
寄居町商工会 株式会社東和銀行
技術を活用した試作品の高精度・大型化・短
（深谷南支店）
納期化の実現

1144 2511120571

埼玉県

株式会社オザワ

自動立体裁断機導入による、高性能スポーツ
埼玉りそな銀行
用アンダーウェアのコスト低減

1145 2511120574

埼玉県

株式会社サンケイ技研

高精密ＰＴＦＥ多孔質シートの試作開発

1146 2511120575

埼玉県

株式会社武州養蜂園

はちみつ充填機導入による生産性・品質の向
ＭＭＧ税理士法人
上と販路拡大

1147 2511120578

埼玉県

株式会社コマーム

障害児へ安らぎの提供と自立促進を目的とす
東京中央税理士法人
る革新的な空間「スヌーズレンルーム」の開発

1148 2511120580

埼玉県

株式会社雄進印刷

最新型高生産紙積・反転機の導入による稼働
武蔵野銀行
効率向上による競争力強化

1149 2511120581

埼玉県

グローバル・コーティング株式会社

脱脂工程改善による焼結金属等の多孔質体
商工組合中央金庫
への表面処理の技術開発

42／245

株式会社マイルストーン・コンサル
ティング・グループ

1150 2511120582

埼玉県

株式会社日本水工コンサルタント

地中埋設パイプラインの漏水箇所を、簡便か
埼玉りそな銀行
つ正確に検出する新技術の開発

1151 2511120587

埼玉県

株式会社ワイ・シイ・アイ

環境を配慮した従業員にやさしい安全な新し
飯能信用金庫
い塗装下地用表面処理

1152 2511120590

埼玉県

株式会社埼玉富士

リニア接触方式を用いた一般家庭向次世代
電力量計「スマートメータ」用制御リレーの開
発

1153 2511120591

埼玉県

株式会社向山工場

微量化学成分調整技術による高強度鉄筋の
川口商工会議所
安定製造の実現

1154 2511120595

埼玉県

株式会社公電テクノ

災害時用平底プラスチック袋の為の特殊製袋
川口商工会議所
システムの開発

1155 2511120597

埼玉県

株式会社文楽

業界初「もとすり工程」の機械化によるおいし
上尾商工会議所
い日本酒造り

1156 2511120598

埼玉県

株式会社コウラ

精密加工技術の高度化による短納期＆高精
熊谷商工会議所
度生産体制の構築

1157 2511120599

埼玉県

株式会社華光

コバルトクロム合金極細管の伸管加工技術の 公益財団法人さいたま市産業創造
開発による医療分野への展開
財団

1158 2511120601

埼玉県

大東工業株式会社

石油等の燃料移送に不可欠な高効率大型ギ
瀧野川信用金庫
ヤポンプの生産能力強化事業

1159 2511120606

埼玉県

株式会社新井製作所

亜鉛メッキ鋼材の高品位溶接と溶接工程自動
飯能信用金庫
化による納期・コスト競争力強化

1160 2511120607

埼玉県

株式会社ＩＣＳＴ

０１５７等食中毒菌の迅速・高感度検査キット
埼玉りそな銀行
の試作開発

1161 2511120609

埼玉県

株式会社ランダルコーポレーション

高齢者や特定高齢者（介護予防対象者）に最
朝霞市商工会
適な下肢運動機器の開発

1162 2511120615

埼玉県

株式会社川島製作所

機械設計用３ＤＣＡＤ導入による品質向上・コ
常陽銀行
スト削減・リードタイム短縮化

1163 2511120616

埼玉県

夢限金型株式会社

高精度化、短納期化に対応するための高速マ
埼玉縣信用金庫
シニングセンタの導入

1164 2511120618

埼玉県

アズマエスピー株式会社

フォトケミカルエッチング製品に対するＵＶダイ
税理士 柳澤 昭子
レクト印刷

1165 2511120621

埼玉県

株式会社ニッチ

鋳物製造に係る検査・分析機能強化による高
税理士法人第一経営
付加価値企業への転換

1166 2511120622

埼玉県

有限会社影沢製作所

３Ｄ－ＣＡＤによる安価な製品設計加工請負業
青木信用金庫
の開発と事業化

1167 2511120623

埼玉県

株式会社茂山製作所

新型業務用エアコンの流体コントロール部品
飯能信用金庫
の試作と低コスト安定供給の実現

1168 2511120624

埼玉県

サイデン化学株式会社

測定技術の高度化による新たな機能を持った 株式会社マイルストーン・コンサル
高品質接着剤開発体制の構築
ティング・グループ

1169 2511120625

埼玉県

仁科工業株式会社

超大型機械製品のめっき処理工程で発生す
る水素吸蔵による脆性破壊を防止するための 埼玉りそな銀行
熱処理炉導入

1170 2511120626

埼玉県

株式会社高橋監理

津波救命カプセルボートの大型化に係る強度
埼玉りそな銀行
増加の試作開発

1171 2511120629

埼玉県

ニシハラ理工株式会社

電気めっきによる薄膜多層膜の作製と熱処理
多摩信用金庫
による薄膜多層膜の合金化技術開発

1172 2511120637

埼玉県

株式会社潤製作所

ねじのことなら１本から対応。生産体制強化を
草加商工会議所
目的とした設備投資の実施

1173 2511120639

埼玉県

株式会社中村製作所

レーザー加工機を活用した切削加工の合理
化

1174 2511120643

埼玉県

有限会社神山新聞店

新サービス「地域読者の生活応援事業」の開 特定非営利法人ｔｎｃ中小企業支援
発
センター

1175 2511120644

埼玉県

株式会社エフ．ピー．ジャパン

『レーシングエンジン用ピストンの品質保証業
武蔵野銀行
務の高度化、高能率化による差別化事業』

1176 2511120646

埼玉県

株式会社フォーネット社

コミック本の高速フィルム包装サービスを可能
商工組合中央金庫
にする熱圧縮包装設備の導入

1177 2511120656

埼玉県

株式会社田端製作所

バルブシート面の旋盤加工を可能にする新し
埼玉りそな銀行
い切削技術の試作開発

43／245

商工組合中央金庫

埼玉りそな銀行

1178 2511120657

埼玉県

昭和電子産業株式会社

自己完結型循環トイレシステムの開発

入間市商工会

1179 2511120660

埼玉県

株式会社ニッサイ工業

同業ネットワーク構築と粉体塗装拡大対応の
株式会社エイチ・エーエル
ための脱脂工程の改革

1180 2511120661

埼玉県

株式会社釜屋

ワイン酵母を使用した酸味・甘味の高い清酒
加須市商工会
の開発・試作製造

1181 2511120662

埼玉県

株式会社田谷野製作所

車両等の排ガスに含まれる有害物質を低減
足利銀行
する装置の部品（尿素タンク）の開発、製造。

1182 2511120664

埼玉県

イズミマトリックス株式会社

中国系小規模事業者に対する日本国内にお
杉戸町商工会
ける物流サービス（自社ブランド）の提供

1183 2511120665

埼玉県

株式会社森田エンタープライズ

「カードスリーブ」用、角取り（面取り）機器の試
武蔵野銀行
作開発

1184 2511120666

埼玉県

双葉電気株式会社

新環境規制対応型省エネ外部電源と標準医
埼玉りそな銀行
療用外部電源の開発

1185 2511120667

埼玉県

株式会社ライフステップサービス

医療機関に対する高機能車いすレンタルサー
亀有信用金庫
ビスの開発

1186 2511120673

埼玉県

株式会社シー・ティー・シー

成熟化した小形電動機の製造を変革する革
新的製造システムの開発

埼玉縣信用金庫

1187 2511120676

埼玉県

アキム株式会社

フリップフロップ型ボンダの試作開発

埼玉りそな銀行

1188 2511120678

埼玉県

株式会社サンワコーケン

複雑形状・小ロット生産に対応するシール・ラ
埼玉縣信用金庫
ベル抜き加工用レーザー装置の開発・事業化

1189 2511120680

埼玉県

埼玉プレス鍛造株式会社

ＣＡＥ技術を駆使したマグネシュウム合金の鍛
川口商工会議所
造精密部品の実現

1190 2511120685

埼玉県

埼玉薬品株式会社

磁界酸素による有害ガスを排出しない廃棄農
埼玉りそな銀行
産物熱分解装置の開発

1191 2511120686

埼玉県

株式会社大橋製作所

高精度高効率型ＡＣＦボンディング装置の開
発

税理士法人税制経営研究所

1192 2511120687

埼玉県

オキノ工業株式会社

ヘッダー部品加工技術の開発

埼玉りそな銀行

1193 2511120689

埼玉県

株式会社コマツ

新型ＮＣ工作機導入による、燃料電池車用ス
城北信用金庫
タック部品の生産革新

1194 2511120692

埼玉県

有限会社山中食品機製作所

農水産食品メーカー向け、食品成形機及び粉
東和銀行
付機の開発と試作機製作

1195 2511120693

埼玉県

旭彫刻工業株式会社

世界最小内視鏡用《光拡散レンズ》の量産化
埼玉りそな銀行
に向けた工程内のクリーン化

1196 2511120694

埼玉県

有限会社くすのき

多様な形状、素材の絵馬を製作することで新
越生町商工会
たな絵馬市場を創造する事業

1197 2511120696

埼玉県

株式会社離合社

広範囲な粘度を高精度で測定する低価格自
動粘度測定装置の開発

埼玉縣信用金庫

1198 2511120697

埼玉県

有限会社アイエント

シュミレーションソフト導入によるプレス金型設
計製作の革新的工法の確立及び自動車外板 埼玉りそな銀行
ボディのアルミ化への挑戦。

1199 2511120705

埼玉県

株式会社トラスト

地域再生に貢献する、高品質・低価格の立飲
税理士 川手 佳子
店・新サービスモデル開発

1200 2511120706

埼玉県

株式会社渋谷光学

医療現場改善と疾患早期発見に繋がるディス
和光市商工会
ポーザブル型内視鏡開発

1201 2511120707

埼玉県

大木伸銅工業株式会社

欧州ＲｏＨＳ指令及びＥＬＶ指令に適合した、鉛
商工組合中央金庫
レス及び鉛低減快削黄銅棒の開発

1202 2511120708

埼玉県

株式会社浜屋

国内、海外からの貴金属・レアメタル含有スク
埼玉りそな銀行
ラップ回収競争力強化開発

1203 2511120710

埼玉県

株式会社アイジェクト

超薄肉異形部品の加工を可能にする真空
チャック機構の試作開発

1204 2511120711

埼玉県

株式会社メディカルプランニング

網膜中心静脈閉鎖症の手術に用いるマイクロ
杉中 恒彦
ニードルの開発

1205 2511120712

埼玉県

ヤシマ電気株式会社

補聴器用小型レシーバ試作開発

44／245

一般社団法人首都圏産業活性化協
会

埼玉りそな銀行

1206 2511120718

埼玉県

株式会社ヤナギサワ

ディーゼル用インジェクタ部品の工程の集約と
アップストリーム
深穴加工技術の確立

1207 2511120729

埼玉県

有限会社アイ電気

超小型分散型マイコンユニット内蔵学習玩具
飯能信用金庫
の製品化事業

1208 2511120733

埼玉県

有限会社大川精機製作所

医療用内視鏡先端部の小型・多機能化に対
応する高精度加工システムの開発

1209 2511120735

埼玉県

有限会社中山製作所

エコカーおよび航空機向け試作の加工構想の
アップストリーム
多能工化による納期短縮

1210 2511120736

埼玉県

株式会社テクニカルエンタープライ
ズ

気密性・操作性に優れた、臨床検査に用いる
第四銀行
新しい樹脂製スピッツ管（遠沈管）の開発

1211 2511120737

埼玉県

株式会社スギヤマ

電解次亜水と炭酸ガスを活用した安心・安全 株式会社マイルストーン・コンサル
な新たな青果洗浄方法の導入
ティング・グループ

1212 2511120751

埼玉県

株式会社サンタイプ

光触媒チタンアパタイトを活用した抗菌生活補 公益財団法人さいたま市産業創造
助器具等の開発
財団

1213 2511120761

埼玉県

株式会社ファイネス［ＦＩＮＥＳＳＥ Ｃ 「洗い残しの無い超音波洗浄機」の開発によ
ＯＲＰ．］
る自社ブランドの確立

1214 2511120764

埼玉県

株式会社大村製作所

大幅な開発期間短縮を実現するノズル特性
解析手法の確立

1215 2511120769

埼玉県

株式会社富喜製作所

精密加工と計測技術により超微細気泡を発生
熊谷商工会議所
する小型装置の開発

1216 2511120770

埼玉県

コスモリサーチ株式会社

次世代ＵＳＢ３．０対応－可搬型高速Ａ／Ｄサ 公益財団法人さいたま市産業創造
ンプラの試作開発
財団

1217 2511120773

埼玉県

株式会社ピーシーローターシステム

低価格ＤＣモータ整流子加工装置製作のため 一般社団法人首都圏産業活性化協
の専用装置製作
会

1218 2511120774

埼玉県

株式会社テシオン

塗装用フィルター製造の内製化による生産能
飯能信用金庫
力向上と収益性改善

1219 2511120776

埼玉県

ホッカイエムアイシー株式会社

焼結部品成形用の長尺パンチ金型の製造技
埼玉りそな銀行
術開発

埼玉縣信用金庫

西武信用金庫
公益財団法人さいたま市産業創造
財団

1220 2511120777

埼玉県

アクセプト株式会社

熟練製造技術者が保有する製造技術を短期
一般社団法人首都圏産業活性化協
間で後継者に承継できるバネ製品製作用設
会
備の構築

1221 2511120778

埼玉県

株式会社ガリバー

ＢｔｏＢ摺合せ型ｅ－コマースサイトを導入した 一般社団法人首都圏産業活性化協
グローバル営業サービスの構築
会

1222 2511120779

埼玉県

鶴瀬伸管工業株式会社

球面ダイスを備えたリニアドローベンチ導入に
埼玉りそな銀行
よる原価低減、納期短縮及び少量対応

1223 2511120780

埼玉県

株式会社プリケン

レーザー穴あけ機を使用した、ポストスマホ製
武蔵野銀行
品用ビルドアップ基板の開発

1224 2511120781

埼玉県

大木工業株式会社

浮力を利用した洗浄玉挿入システムによる移
埼玉縣信用金庫
送配管自動洗浄装置の開発

1225 2511120782

埼玉県

株式会社有村紙工

小ロット・短納期に応える生産体制の強化と顧
中根税務会計事務所
客満足の更なる充実

1226 2511120784

埼玉県

有限会社とうふ工房わたなべ

ブラストチラー＆フリーザーの導入による安全
東和銀行
性・生産性・作業性の向上。

1227 2511120785

埼玉県

株式会社ゼファー

多孔質セラミック素材インプラント締結のため
中小企業診断士 藤岡壮志
の同素材を使った骨ねじの開発

1228 2511120786

埼玉県

株式会社矢野製作所

旋盤・ＭＣ等複合機能搭載工作機導入による
東和銀行
リードタイムの短縮と低コスト化の実現

1229 2511120789

埼玉県

有限会社関沢商店

新技術を用いた穀物加工処理法による国産
穀物の製造販売における新たな取り組み

東和銀行

1230 2511120790

埼玉県

株式会社かねよし

銅板、真ちゅう板、チタン板、純アルミ板、ジュ
ラルミン板等のファイバーレーザー精密切断
巣鴨信用金庫
加工による電気自動車部品や新幹線部品等
の製作及び東京オリンピック需要へ対応。

1231 2511120792

埼玉県

株式会社潮工業

大型専門の希少性に生産力を加えて、低環
境負荷性も可能とする塗装ラインの実現

青木信用金庫

1232 2511120794

埼玉県

アキヤ電気株式会社

技術力が不足する高齢者や女性でも多品種
少量生産を実現できる小型アクチュエータユ
ニットの開発

群馬銀行

45／245

1233 2511120796

埼玉県

有限会社石毛鉄工

チタン製ダイヤフラム弁の試作とその技術を
活かした新分野進出計画

1234 2511120797

埼玉県

ハンソー株式会社

電気鋳造による超微細径管の無痛注射針開
東和銀行
発

1235 2511120801

埼玉県

富士平工業株式会社

動物用医療機器部品の受入検査自動化によ 一般社団法人首都圏産業活性化協
る信頼性向上及びコスト低減
会

1236 2511120803

埼玉県

元郷塗装工業株式会社

「環境に配慮した省エネ型粉体塗装焼き付け
青木信用金庫
ラインの構築」

1237 2511120806

埼玉県

有限会社ティーケーエンジニアリン
グ

データ処理対応速度・精度の向上による短納
期化及び製造コスト圧縮による付加価値の向 埼玉りそな銀行
上

1238 2511120807

埼玉県

所沢軽合金株式会社

高周波誘導加熱法の導入による省エネル
ギーかつ信頼性の高い鋳造工程の確立

埼玉りそな銀行

1239 2511120810

埼玉県

株式会社東設

省電力電子デバイス生産工場向けウエハ用
バッチ式無電解めっき装置開発

多摩信用金庫

1240 2511120811

埼玉県

株式会社和幸製作所

板金生産設備の統合運用環境の構築による
武蔵野銀行
市場競争力の向上

1241 2511120813

埼玉県

株式会社オオツカハイテック

大型立旋盤導入による大型コンプレッサー部
鴻巣市商工会
品等大物加工の売上アップ

1242 2511120814

埼玉県

株式会社丸栄

リサイクル技術の高度化による廃棄物の再資
武蔵野銀行
源化及び再生燃料の開発

1243 2511120815

埼玉県

株式会社アールディエス

新たなオートクレーブの導入による航空・宇宙
武蔵野銀行
産業分野での受注体制の確立

1244 2511120818

埼玉県

株式会社清藤家具製作所

医療福祉施設向け「家具・装備品」の高精度・
武蔵野銀行
高品質化及び新素材加工の構築

1245 2511120820

埼玉県

株式会社ボンドール

機械化による品質や商品価値を維持し、デザ
埼玉りそな銀行
イン性を高める包装への取り組み

1246 2511120825

埼玉県

丸山酒造株式会社

埼玉県産米と地元野菜を活かした新しい甘酒
深谷商工会議所
の開発及び製造プロセスの最適化

1247 2511120826

埼玉県

株式会社大慶堂

健康トータルサポートのためのクリーンベン
チ・総合相談スペース整備事業

1248 2511120827

埼玉県

株式会社三光電機製作所

ＨＶ車・ＥＶ車・ＦＣＶ車の薄壁部超高精度部品
東和銀行
加工技術の試作開発

1249 2511120828

埼玉県

金子建設株式会社

再生資材の生産及び“新工法”を用いた革新
宮代町商工会
的工事提供サービス

1250 2511120829

埼玉県

有限会社大山製作所

高性能ＣＮＣ旋盤による、難削材料の加工部
多摩信用金庫
品の高精度・短納期・低コスト加工の実現

1251 2511120830

埼玉県

秩父エレクトロン株式会社

次世代パワー半導体６インチ基板のエピレ
ディ再生研磨加工の量産技術の確立

1252 2511120831

埼玉県

株式会社精密歯研工業所

老朽化した歯車研削機のレトロフィットによる
中小企業診断士 藤岡 壮志
商品の高付加価値化と生産体制の効率化

1253 2511120833

埼玉県

ウチノ看板株式会社

レーザ加工サイン製作内製化による短納期化
飯能信用金庫
とコストダウンの実現

1254 2511120834

埼玉県

有限会社トータルフォトスタジオさい 経験３０年のカメラマンによる写真撮影用ＬＥＤ
飯能信用金庫
とう
照明の開発

1255 2511120841

埼玉県

株式会社ホープエンジニアリング

航空機用難加工材部品の高精度及び短納期
東和銀行
加工技術の開発

1256 2511120845

埼玉県

セットアップ株式会社

塗装工程内製化による生産体制の確立と高
品質家具製作への取り組み

1257 2511120846

埼玉県

株式会社日本ウォーターソリュー
ション

「異音解析手法」を用いた革新的な「漏水音検
新銀行東京
出システム」の試作開発

1258 2511120850

埼玉県

株式会社永瀬留十郎工場

最新分析装置導入による環境負荷物質非含
武蔵野銀行
有の証明とリサイクル性の向上

1259 2511120851

埼玉県

株式会社オーゼキ

カラーチェンジバルブ部品の精密加工の為の
朝日信用金庫
加工技術

1260 2511120852

埼玉県

蒟蒻屋本舗株式会社

食品添加物由来の、－２０℃で凍結する長時
武蔵野銀行
間保冷可能な保冷剤事業

46／245

米谷朋弘税理士事務所

深谷商工会議所

埼玉りそな銀行

飯能信用金庫

1261 2511120853

埼玉県

株式会社協新製作所

距離の計測に汎用的に使える補正可能な高
精度プリズム装置の開発

1262 2511120855

埼玉県

株式会社スカット

汚物等の臭い・汚れの元を分解する環境にや
埼玉りそな銀行
さしい酵素剤の開発および販売

1263 2511120856

埼玉県

有限会社ツカサ製作所

超精密加工技術による超薄厚加工の低コスト
埼玉縣信用金庫
量産技術の試作開発

埼玉縣信用金庫

1264 2511120857

埼玉県

株式会社エプセム

メガソーラー発電所の発電パネルの経年劣化
及び故障診断用ソフトと無線中継機器の試作 埼玉縣信用金庫
開発

1265 2511120861

埼玉県

東京紙器株式会社

自由なデザイン性のあるオリジナル紙クリップ
株式会社ディセンター
の試作開発

1266 2511120866

埼玉県

有限会社司産業

ＩＴ技術を使った測定技術により精度の良いシ
埼玉りそな銀行
リンダーライナー製品の生産性向上

1267 2511120867

埼玉県

株式会社エース

ビードサポート型の濾材によるセパレータレス
飯能信用金庫
フィルタの高機能化

1268 2511120868

埼玉県

株式会社コバプロ

大判スクリーン印刷のＶＯＣ物質排出抑制装
置付き大型乾燥炉導入

1269 2511120869

埼玉県

ベテリナリアンズシナジー株式会社

動物外科専門医のスキルが光る高度治療＜
埼玉りそな銀行
難治症例引き受けますプロジェクト＞

1270 2511120871

埼玉県

株式会社名取製作所

リバースエンジニアリングによる福祉用器具
の最適化

埼玉りそな銀行

1271 2511120872

埼玉県

株式会社柴崎製作所

高精度微量分注ノズル加工技術の開発

東和銀行

1272 2511120873

埼玉県

株式会社トリプルエーテクノロジー
ズ

医療卸事業者のためのスマホを活用した営業
株式会社経営財務支援協会
最適化支援システム開発

1273 2511120874

埼玉県

有限会社しらぎく

電解水洗浄殺菌効果による環境負荷低減と
次世代クリーニングサービスの提供

東和銀行

1274 2511120875

埼玉県

埼玉精機株式会社

ＣＮＣ旋盤導入による大型エアーツールの革
新的生産能力向上事業

埼玉りそな銀行

1275 2511120876

埼玉県

株式会社大川製作所

全数検査測定器の新規開発による高品位人
埼玉縣信用金庫
工透析血流量調整部品の試作

1276 2511120878

埼玉県

ＰＬＡＭＯ株式会社

ウエルドライン強度改善技術と高強度樹脂成
埼玉縣信用金庫
形品の開発

1277 2511120880

埼玉県

武甲酒造株式会社

マイクロ波を利用した減圧蒸留技術の導入に
秩父商工会議所
よる新たな焼酎・リキュールの開発

1278 2511120882

埼玉県

株式会社ＤＩＧプライミング

埼玉発！「武蔵野うどん＆天ぷら」店展開によ
松本 英伸
る独立開業支援と地域雇用の創出

1279 2511120883

埼玉県

有限会社新東洋製作所

ブタやウシなどを対象とした機動性に富み実
用的な手術台の試作開発

群馬銀行

1280 2511120884

埼玉県

株式会社栗原精機

板金加工レーザーマシン部品の加工用治具
の開発

川口商工会議所

1281 2511120886

埼玉県

馬場幸株式会社

安心で信頼される高品質な羽毛再生化技術
の開発と事業拡大

飯能信用金庫

1282 2511120887

埼玉県

株式会社ロムテック

エンボステープ梱包品に対する低コスト低価
格ＲＯＭ書込みサービス

加藤会計事務所

1283 2511120888

埼玉県

株式会社イハシエネルギー

地域環境・労働環境に配慮した、乗用車板金
栃木銀行
技術・システムの導入

1284 2511120890

埼玉県

有限会社サンコー

新型製版機（ＣＴＰ）の導入による高精度レン
チキュラー製品の開発

1285 2511120893

埼玉県

株式会社紅葉堂

埼玉県産原料を使用した新商品を開発し、埼
埼玉縣信用金庫
玉県の銘菓作りを目指す。

1286 2511120895

埼玉県

あみ印食品工業株式会社

海外販路拡大の為の小ロット生産ラインの量
東京東信用金庫
産化と試作品の効率化

1287 2511120896

埼玉県

株式会社ＳＣＯＲＥ

埼玉県近郊地域における既卒未内定者・第二
松本 英伸
新卒者と求人企業のマッチング支援

1288 2511120899

埼玉県

萩原印刷株式会社

書籍出版の印刷物を高感度デジタルカメラで
株式会社ＧＩＭＳ
解析・全数検査をする品質保証体制の構築

47／245

亀有信用金庫

武蔵野銀行

1289 2511120901

埼玉県

東鋼材株式会社

ポータブルＮＣガス切断機導入による短納期
対応・多品種小ロット生産能力強化

1290 2511120903

埼玉県

株式会社特殊金属エクセル

低抵抗金属を用いた異種金属並接接合材料
八十二銀行
の精密圧延加工技術開発

1291 2511120906

埼玉県

埼玉製鐵原料株式会社

新たな振動式回転篩の開発による高効率金
属等回収システムの構築

1292 2511120907

埼玉県

株式会社みかえり美人

高年齢者や身体の不自由な方に喜びを提供
寄居町商工会
する福祉美容施設の開設

1293 2511120911

埼玉県

株式会社セイコー紙業

ＩＴ導入による製造進捗状況の把握・効率化と
戸髙経営事務所
サービス向上事業

1294 2511120912

埼玉県

株式会社メディカルサルーテ

胎児４Ｄ超音波画像メッセージ付きＤＶＤ作成
埼玉りそな銀行
メモリアルパッケージサービス

1295 2511120913

埼玉県

株式会社イムノ・プローブ

結核患者の治療に貢献する「新規抗結核薬
測定検査試薬」の開発

1296 2511120915

埼玉県

株式会社三盛

女子栄養大との連携とセントラルキッチンによ
協同組合さいたま総合研究所
る介護施設向け配食事業

1297 2511120919

埼玉県

ドクタージャパン株式会社

ＹＡＧレーザ溶接システムによる製造工程改
善に伴う売上増計画

1298 2511120920

埼玉県

千代田塗料工業株式会社

トンネル内装塗装における短工程で作業性及
巣鴨信用金庫
び安全性の高い環境対応型塗料の開発

1299 2511120925

埼玉県

有限会社根岸製作所

大型部品加工の新規受注による試作・量産化
埼玉縣信用金庫
と他社との差別化計画

1300 2511120926

埼玉県

株式会社サンエート

３次元ＣＡＤ／ＣＡＭソフトウェアの導入による
税理士法人倉持会計
金型製作の自社化

1301 2511120927

埼玉県

ナニックジャパン株式会社

木製可動ルーバー製造用特殊塗装設備の開
商工組合中央金庫
発

1302 2511120928

埼玉県

有限会社ミット精工

立型マシニングセンタを活用した一貫生産シ
ステムの構築

1303 2511120929

埼玉県

学びｉｎｇ株式会社

日本最大の投稿型クイズサイト「けんてーごっ
群馬銀行
こ」のビッグデータ販売事業

1304 2511120932

埼玉県

荻島鋼材株式会社

鋼板切断面のバリ取りの効率化による建築関
ケー・エムコンサルティング
連分野等での市場開拓事業

1305 2511120936

埼玉県

柳下技研株式会社

スキャナ計測による３Ｄプリンタファブリケー
ションシステム開発

和光市商工会

1306 2511120937

埼玉県

千代田精密工業株式会社

切削機械導入でワンストップ化を図り生産体
制の強化の構築

巣鴨信用金庫

1307 2511120938

埼玉県

株式会社相澤鐵工所

シートメタル加工用 精密シャーリングマシン
の開発

城北信用金庫

1308 2511120939

埼玉県

株式会社東信製作所

キャスターロック新機構の開発によるキャス
ター安全対策事業

巣鴨信用金庫

1309 2511120940

埼玉県

株式会社トップ工業

自動車部品の高品質塗装を実現する塗装環
商工組合中央金庫
境制御可能な高効率ボイラーの導入

1310 2511120942

埼玉県

ジェナシス株式会社

創薬候補ペプチドの効率的機能評価法の開
発

埼玉縣信用金庫

1311 2511120949

埼玉県

株式会社大勇フリーズ

不断水凍結工法における火気不使用とする
解凍手法の開発

武蔵野銀行

1312 2511120950

埼玉県

株式会社ユース

介護施設の要望に対してネットとＩＴソフトによ
杉中 恒彦
り信頼性の高い翌日配達サービスの確立

1313 2511120951

埼玉県

株式会社大西製作所

工法転換によりコスト削減・生産性向上を実
現する精密鍛造プレス加工技術の開発

1314 2511120952

埼玉県

有限会社カワイ製作所

トラック電装品用プレス部品の不良率削減及
戸田市商工会
び生産工程削減のための研究開発。

1315 2511120954

埼玉県

株式会社セラミック加工技研

精密加工技術による耐薬品性等を持つサファ
武蔵野銀行
イア製プランジャーの試作開発

1316 2511120955

埼玉県

株式会社スタック

次世代半導体・超高精細パネル検査装置用
画像ディストリビュータの開発

48／245

埼玉りそな銀行

株式会社ディセンター

武蔵野銀行

みずほ銀行

飯能信用金庫

埼玉りそな銀行

埼玉りそな銀行

1317 2511120957

埼玉県

株式会社根岸製作所

遠赤外線技術による製品ストレスを除去させ
飯能信用金庫
る乾燥機の開発

1318 2511120960

埼玉県

株式会社冨岡工業

ダイカスト品の試作・量産一括受注システム
の開発

埼玉縣信用金庫

1319 2511120961

埼玉県

株式会社春日井

プレス用材料供給装置導入による厚物製品
加工の受注拡大

東和銀行

1320 2511120963

埼玉県

有限会社光沢

３Ｄプリンタ活用による少ロット射出成形の納
飯能信用金庫
期短縮化技術の開発

1321 2511120965

埼玉県

株式会社山口製作所

弾性素材の可能性と放電加工技術の追求に
飯能信用金庫
よる高効率金型開発

1322 2511120973

埼玉県

有限会社美容室ムンク

顧客の髪質に対応したオンリーワンシャン
プー販売事業

1323 2511120977

埼玉県

株式会社ミック

抵抗溶接を応用したＲｏＨＳ対応接合システム
埼玉縣信用金庫
の開発

1324 2511120980

埼玉県

株式会社ビデオソニック

リアルタイムの編集技術により葬儀に感動空
飯能信用金庫
間を創るサイネージシステムの開発

1325 2511120982

埼玉県

極東電線工業株式会社

誤作動の原因となるノイズ軽減の為の次世代
東京都民銀行
電線の開発

1326 2511120983

埼玉県

高美精機株式会社

電動油圧手術台向け試作品開発と小型製品
群馬銀行
の生産体制構築

1327 2511120986

埼玉県

株式会社生出

植物由来原料を用いた緩衝材・容器包装の製
多摩信用金庫
造と事業の確立

1328 2511120988

埼玉県

株式会社エポックケミカル

直液式ペイントマーカーの新バルブ機構によ
東和銀行
る自動機組立システムの開発

1329 2511120991

埼玉県

石塚化学産業株式会社

工業製品へ適用可能なプラスチックリサイク
ル技術の開発

商工組合中央金庫

1330 2511120993

埼玉県

有限会社リバティハウス

特殊発酵技術で繊維質野菜をクリーム状野
菜ペースト化して用途開発

協同組合さいたま総合研究所

1331 2511120994

埼玉県

株式会社ワイテイアイ

溶接裏当銅板の試作及び効率生産体制の確
多摩信用金庫
立

1332 2511120995

埼玉県

株式会社ハママツ

欧州市場進出のための製品開発力強化

1333 2511120997

埼玉県

正田造機株式会社

コイルばね端面自動研削機用カスタムパーツ
深谷商工会議所
製造事業の展開

1334 2511120998

埼玉県

株式会社Ｔ・ＡＲＡ

パーティーやイベントの見積もり予約専用ポー
エクセルブレーン株式会社
タルサイトの開発

1335 2511120999

埼玉県

株式会社Ｎｉｃｈｅｒ

自動車、メガソーラー用ボルトの緩み、確認す
埼玉りそな銀行
るためのマーカーの開発

1336 2511121001

埼玉県

株式会社鐘正精工

洗浄用小型回転ノズル製品の事業化

1337 2511121002

埼玉県

株式会社アクトメント

狭窄した血管のプラークを削ったり捕獲したり
武蔵野銀行
する医療機器部品の開発。

1338 2511121003

埼玉県

ユーエスエンジニアリング株式会社

フレキシブルプリント基板向け抜型の試作開
発と抜型の高精度・短納期・低コストの実現

1339 2511121007

埼玉県

株式会社菊地機械製作所

ニードルベアリング用リテーナーＮＣ製造装置
青木信用金庫
開発

1340 2511121008

埼玉県

株式会社パイン

靴型の数値データによる開発設計技術及び
生産管理ネットワークの構築

株式会社ディセンター

足利銀行

埼玉りそな銀行

本庄商工会議所

商工組合中央金庫

1341 2511121009

埼玉県

株式会社コスミック エム イー

新発想の在宅トレーニングを可能にした脳血
管障害等に伴う手指麻痺改善のハンドリハビ 川口信用金庫
リテーション補助装置開発

1342 2511121010

埼玉県

創研工業株式会社
株式会社Ｉ－ＴＥＣ

航空機エンジン部品を初めとする航空用機能
埼玉りそな銀行
部品の製造能力強化および技術開発

1343 2512120153

千葉県

株式会社サンオー

ロボットの企画・開発・導入による金属拡張ア
東京ベイ信用金庫
ンカーボルト組立の自動化

1344 2512120157

千葉県

株式会社ケイティーバイオ

ショートタリン発現を抑える関節リウマチ新規
田島照久
治療法の開発

49／245

1345 2512120164

千葉県

大成金属株式会社

サーボプレス導入による稼働率向上でアルミ
群馬銀行
成型加工分野を拡大

1346 2512120168

千葉県

梅一輪酒造株式会社

清酒製造工程への高性能洗ビン機設備投資
千葉銀行
による競争力強化

1347 2512120169

千葉県

株式会社ケーズネットワーク

千葉みなと旅客船ターミナル複合施設建設と
千葉商工会議所
大型水槽併設ダイビングショップ誘致

1348 2512120170

千葉県

有限会社ティー・エル・シー

鋼板折り曲げ加工における、特殊金型並びに
ＣＡＤソフト活用による工程数削減及び品質向 京葉銀行
上

1349 2512120171

千葉県

株式会社ティ・エス・シー

環境・健康に配慮した防火集成材の製造に対
千葉県産業振興センター
応する生産ラインへの革新

1350 2512120172

千葉県

サーフ工業株式会社

高度加工環境の構築による医療機器精密部 株式会社マイルストーン・コンサル
品の表面処理加工実施体制の確立
ティング・グループ

1351 2512120173

千葉県

東積集成材工業株式会社

３軸ＮＣルーター機による曲面部材の高精度、
商工組合中央金庫
短納期低コスト製造法の確立

1352 2512120174

千葉県

株式会社オオクシ

本部主導による来店者管理・待ち時間調整を
京葉銀行
可能とするデジタルペンの活用

1353 2512120176

千葉県

イイノ産業有限会社

３次元免震装置（仮称：３Ｄ免震）の開発と製
造環境の高度化

京葉銀行

1354 2512120178

千葉県

有限会社高橋製作所

高性能ワイヤー放電加工機導入による精密
プレス金型の製造工程改革

千葉県産業振興センター

1355 2512120179

千葉県

株式会社ＰＣＳジャパン

ロストワックス精密鋳造法用ワックスの再生・
千葉県産業振興センター
再組成技術の開発

1356 2512120180

千葉県

株式会社協同工芸社

軽量化・工期の短縮・劣化軽減のための一枚
東京中央経営株式会社
板看板製作技術の開発

1357 2512120182

千葉県

株式会社ＫＨＫ野田

高精度歯車の一貫生産体制を実現する為に
千葉銀行
半導体レーザを導入し焼入れ技術を確立

1358 2512120187

千葉県

大明貿易株式会社

廃プラスチック等の再資源化に資する事業の
千葉銀行
推進

1359 2512120190

千葉県

有限会社芝野オートサービス

三次元測定とボティーデーターを活用した修
正技術の向上

1360 2512120191

千葉県

平和産業株式会社

最新５軸機械による高精度維持と難削部品の
三菱東京ＵＦＪ銀行
形状－多工程加工高速化の同時実現

1361 2512120193

千葉県

オーム技研工業株式会社

３Ｄスキャナーを用いた精密計測により、金型
経済活動支援チーム
製作における独自技術を構築

1362 2512120195

千葉県

株式会社國枝マーク製作所

バリヤ型皮膜を用いた電気絶縁性の高いア
ルミニウム陽極酸化皮膜の開発

1363 2512120197

千葉県

株式会社福山医科

連通孔構造をもつ緻密質β －ＴＣＰセラミック
千葉県産業振興センター
ス人工骨の商品開発と評価

1364 2512120198

千葉県

株式会社平田精機

低侵襲な内視鏡下外科手術用ハサミ及びリト
千葉銀行
ラクターの開発

1365 2512120200

千葉県

有限会社日本クレセント

冠動脈ステントに使用されるガイディングカ
テーテルの国内製造プロセスの構築

1366 2512120202

千葉県

千葉オイレッシュ株式会社

処理困難性廃油（廃ポリマー等を含む）のリサ
ＮＰＯテクノサポート
イクルシステムの確立

1367 2512120204

千葉県

トーネツ株式会社

冷凍・冷蔵機器メンテナンスサービスの全国
ネット展開事業

1368 2512120205

千葉県

株式会社武井製作所

高性能ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による加工
三菱東京ＵＦＪ銀行
条件の最適化の整備及び新規分野開拓

1369 2512120207

千葉県

京葉製鎖株式会社

合金鋼製チェーンを使用した除雪機械用タイ
千葉県産業振興センター
ヤチェーンの試作開発

1370 2512120208

千葉県

神威産業株式会社

省エネ・高効率型 シェル＆チューブ式熱交換
商工組合中央金庫
器の開発プロジェクト

1371 2512120209

千葉県

福井電化工業株式会社

ポリアセタール樹脂への非磁性ニッケルめっ
千葉県産業振興センター
き技術の開発

50／245

千葉銀行

千葉県産業振興センター

千葉県産業振興センター

千葉県産業振興センター

1372 2512120210

千葉県

習志野化工株式会社

リサイクルＢＯＸを活用したリサイクルコーナー
千葉県産業振興センター
出隅事業

1373 2512120213

千葉県

日進化成株式会社

高硬度皮膜の形成且つ長寿命なパラジウム
系合金およびイリジウム系合金新規めっき液 市原商工会議所
の開発

1374 2512120220

千葉県

株式会社山本科学工具研究社

次世代型反発硬さ試験用基準片の製品化及
千葉県産業振興センター
び性能検証用試験機の開発

1375 2512120224

千葉県

株式会社ファソテック

生体質感造形と３Ｄモデリング技術を用いた
腹腔鏡手術トレーニングモデルの商品開発

1376 2512120231

千葉県

株式会社キートロン

睡眠時無呼吸症候群に対する新規口腔内装
千葉県産業振興センター
置（マウスピース）の開発・試作

1377 2512120232

千葉県

トーヨー産業株式会社

農地の地下灌漑（かんがい）システムに使用
される機器の開発・試作

1378 2512120247

千葉県

株式会社テクノプローブ

高周波プリント基板を応用した多ポート高周
千葉銀行
波プローブ及びプローブ校正の開発と事業化

1379 2512120248

千葉県

株式会社パール技研

微細加工機導入による航空宇宙分野人工衛
東京東信用金庫
星向け部品の製造

1380 2512120250

千葉県

三立機械工業株式会社

廃家電粉砕物から、銅とアルミの高品位分離
千葉県産業振興センター
に関する技術開発と実証

1381 2512120258

千葉県

アルケア株式会社

人工肛門装具等の対皮膚粘着剤の資源生産
千葉県産業振興センター
性を高める製造工程の確立

1382 2512120271

千葉県

株式会社ヘクセンハウス

精度の高い名刺型クッキーの開発と生産技術
千葉県産業振興センター
の確立

1383 2512120273

千葉県

株式会社ペーパーハウス社

物流用木製パレットの製造における、機械制
御と手作業それぞれの特性を生かした製造方 三井住友銀行
法の開発

1384 2512120275

千葉県

株式会社サンド・サンド

サンドイッチ産業の活性化と生き残りを掛けた
千葉県産業振興センター
自社パン焼成体制の構築

1385 2512120276

千葉県

柳川建設株式会社

屋上緑化を推進する新エコ環境基盤の開発と
京葉銀行
芝生以外の植物の緑化材の開発

1386 2512120277

千葉県

株式会社船橋樹脂工業

ＮＣルーター導入による、付加価値アップ及び
蛭田 昭史
工事分野の売上拡大

1387 2512120280

千葉県

株式会社こなや本舗

地元産米粉を使用したアレルギー対策食品の
千葉銀行
試作開発

1388 2512120281

千葉県

日本データマテリアル株式会社

パワーデバイス向け成形はんだの製造ライン
市原商工会議所
自動化

1389 2512120284

千葉県

株式会社タイセー

空き家監視ができる無線型環境測定器の開
発

1390 2512120285

千葉県

株式会社マツ・コウケン

ガス加熱装置を用いた温度分布精度の高い
雰囲気電気炉（マッフル電気炉の改良で雰囲 京葉銀行
気電気炉と呼ぶ）の開発

1391 2512120287

千葉県

株式会社永光自動車工業

心理学等を応用した選挙カーを開発し利用者
千葉県産業振興センター
毎カスタマイズによる立候補者支援事業

1392 2512120288

千葉県

株式会社ヤマトマネキン

ときめきの一瞬をかたちにする－顧客満足度
東日本銀行
を高める立体造形技術の開発－

1393 2512120289

千葉県

株式会社テラコン

雨水集水性能を高めた新しいコンクリート側
溝蓋の開発及び生産設備改修による原価低 剣持会計事務所
減

1394 2512120293

千葉県

デンタルサポート株式会社

オリジナルＣＡＤソフトで繋がるネットワークに
千葉県産業振興センター
よる歯科技工物供給体制の確立

1395 2512120294

千葉県

小澤産業株式会社

難削材料加工技術を用いた環境対応型無動
京葉銀行
力瓦切断機（瓦カッター）の試作開発

1396 2512120296

千葉県

東京金属工業株式会社

６価クロムめっき代替技術の確立およびめっ
き加工工程の内製化

1397 2512120298

千葉県

長谷川化学工業株式会社

高機能樹脂を活用し、耐熱性能を高めた業務
商工組合中央金庫
用「芯入り軽量まな板」の開発事業

1398 2512120302

千葉県

日本化工食品株式会社

生産エリア環境改善による高付加価値「顆粒
市原商工会議所
調味料」の安定生産

51／245

千葉県産業振興センター

千葉県産業振興センター

千葉県産業振興センター

亀有信用金庫

1399 2512120304

千葉県

第一サッシ工業株式会社

サッシの金型レス生産ラインの構築による短
納期化・多品種生産の実現

千葉興業銀行

1400 2512120306

千葉県

日本クロイド工業株式会社

ギアポンプの製造改新による海外市場攻略

千葉銀行

1401 2512120307

千葉県

株式会社バンケン

ツアーガイド用中継機能付デジタル無線シス
東京ベイ信用金庫
テム機（８００ＭＨｚ帯）の試作開発

1402 2512120308

千葉県

株式会社センターラボ京葉

インプラント患者の身体的負担を軽減できる
人工歯冠の安定的生産体制の確立

千葉銀行

1403 2512120309

千葉県

有限会社かねの水産

付加価値型新田作りの生産技術開発

京葉銀行

1404 2512120312

千葉県

株式会社カナヤ食品

多様化するニーズに応える多品種製造ライン
千葉県産業振興センター
への革新

1405 2512120318

千葉県

株式会社ビスト

空気圧バルブ弁の安定供給の為の技術の研
千葉県産業振興センター
究開発及び設備の導入

1406 2512120336

千葉県

有限会社東葛テクノサービス

原材料の超音波洗浄処理によるかまぼこの
品質と生産効率の改善技術の開発

1407 2512120338

千葉県

株式会社藤井製作所

ＣＦＲＴＰ中間材の低コスト製造法とプレス加工
商工組合中央金庫
技術による自動車部品の開発

1408 2512120339

千葉県

サノシーテック株式会社

津波から住民を救う「避難リフトウインチ」の開
千葉銀行
発

1409 2512120344

千葉県

東京純薬工業株式会社

高性能分析装置導入による再生有機溶媒の
三井住友銀行
品質向上

1410 2512120345

千葉県

株式会社船和製作所

カスタマイズ・マシン導入と製造工程リエンジ
ニアリングによるサイクルタイムの短縮化

1411 2512120346

千葉県

島村工業株式会社

鋳型製造用発泡スチロール模型製作の内製
千葉銀行
化

千葉県産業振興センター

千葉銀行

1412 2512120352

千葉県

アシザワ・ファインテック株式会社

ナノ粒子を可視化し、粒子径測定や分散凝集
を解析出来る装置の導入と評価サービスの強 京葉銀行
化

1413 2512120355

千葉県

株式会社インスメタル

ファイバーレーザー加工機における新切断技
京葉銀行
術の導入による厚板加工の低コスト化

1414 2512120357

千葉県

株式会社シルド

多品種小ロット製品を低コストで製造する異形
千葉銀行
冷間圧延設備の研究・開発

1415 2512120358

千葉県

株式会社カネショー

大型ガラス窓設置を可能にする「スチール／
アルミ・ハイブリッドサッシ（住宅用）」の開発

保科悦久税理士事務所

1416 2512120359

千葉県

株式会社城北錻力印刷工業所

高感度光学的検査装置監視カメラ設置

東京信用金庫

1417 2512120363

千葉県

株式会社アットデル

１００％文字認識と電話着信履歴を用いた勤
怠管理システムの製作

千葉興業銀行

1418 2512120366

千葉県

コスモテック株式会社

複合パネルの製造工程の技術革新を行い量
千葉県産業振興センター
産体制を確立し売り上げ拡大を目指す

1419 2512120369

千葉県

鈴木化工株式会社

画期的な医療用手術補助具の部品の開発・
試作・製造・販売

1420 2512120370

千葉県

有限会社バンカクラフト

手作り工芸品メーカーによる海外直接販売の
千葉県産業振興センター
仕組みづくり

1421 2512120372

千葉県

株式会社トリマティス

ＯＣＴ向け波長掃引型光源用波長可変フィル
タの開発

1422 2512120373

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－
千葉県産業振興センター
Ｍｅ検査キットの製作

1423 2512120374

千葉県

株式会社ＮＥＭＣＯ

環境負荷の少ないＰＥＴ素材への印刷用高性
千葉県産業振興センター
能コート液及び塗布機の開発

1424 2512120375

千葉県

株式会社関根産業

紙くずを液化しメタン原料とする装置の開発

1425 2512120377

千葉県

ＦＴＢ研究所株式会社

高性能溌液坩堝の単結晶シリコンの高品質・
千葉県産業振興センター
低コスト化による海外向け製品の試作

52／245

常陽銀行

千葉銀行

千葉県産業振興センター

1426 2512120386

千葉県

東和パーツ株式会社

機械制御する為の防水型電子デジタル回転
計を開発

京葉銀行

1427 2512120387

千葉県

島村金属工業株式会社

深絞り黄銅材料金属プレス加工の平滑仕上
げによる高感性化部品の開発

東京東信用金庫

1428 2512120388

千葉県

株式会社ろくや

渚の駅を活用した、着地型観光拠点の運営

千葉銀行

1429 2512120389

千葉県

有限会社津谷工業

職人技と最新ロボットが融合した革新的な長
穴加工及び三次元切断・熔接工法による事業 能美太一税理士事務所
拡大

1430 2512120392

千葉県

株式会社アースラボラトリー

人の静環境を創出するための新しいプレキャ
Ｔ・ＭＡＣＫＳ税理士法人
スト制振デバイスの開発

1431 2512120393

千葉県

ロック製菓株式会社

業界初の多様な風味を持つコインチョコの新
規開発

青木宏二郎税理士事務所

1432 2512120394

千葉県

昌和プラスチック工業株式会社

アイデア立体造形と金型をシステム化した多
種少量生産体制の確立

茂原商工会議所

1433 2512120396

千葉県

株式会社パルス電子技術特機事業 ＳＩＣ（シリコン カーバイト）半導体を使用した
部
高速・高圧半導体スイッチの開発

1434 2512120398

千葉県

株式会社相互

養豚場糞尿を原料としたメタン発酵発電から
の消化液低コスト処理設備の試作

1435 2512120399

千葉県

株式会社カタリメディック

顆粒状人工骨の補填具開発による整形外科
千葉興業銀行
手術の効率向上

1436 2512120400

千葉県

有限会社水谷理美容鋏製作所

人間工学的要素を取り入れた刃持ち性の高
い医療メス及び美容レザーの開発

千葉県産業振興センター

1437 2512120402

千葉県

日環科学株式会社

脂肪蓄積の抑制と耐病性に貢献する高健康
機能性養鶏用飼料の開発

千葉県産業振興センター

1438 2512120404

千葉県

コヨミ株式会社

次世代電子デバイスを担う半導体ＩＰ及び制御
千葉銀行
ソフトウェアの開発

1439 2512120406

千葉県

有限会社石川鐵工

最新設備導入によるエネルギー分野製品生
産能力増強事業

千葉信用金庫

1440 2512120408

千葉県

ツカサ工業株式会社

省エネ支援モニタリングシステム開発事業

八尾商工会議所

1441 2512120409

千葉県

株式会社ウェルリサーチ

高性能大型衛星用制振装置の製品設計及び
市原商工会議所
製造条件の確立

1442 2512120412

千葉県

株式会社常磐植物化学研究所

免疫調節機能のある健康食品素材開発に向
千葉銀行
けた生薬カンゾウ由来多糖の製造技術確立

1443 2512120413

千葉県

株式会社トーア電子

自社完結型を目指すエッチング剥離装置等製
税理士法人中央経営
造のためのＮＣルーター等導入

1444 2512120415

千葉県

ネッパジーン株式会社

多検体処理可能なＤＮＡ導入装置（高電圧直
赤坂会計事務所
流電源装置）の開発

1445 2512120418

千葉県

株式会社国際情報ネット

医師を目指す医学部学生を支援する診察参
加型臨床実習評価システムの試作開発

千葉県産業振興センター

1446 2512120420

千葉県

有限会社伊丹産業

鋼板加工プロセス改善と図面を描くノウハウ
の向上により高付加価値を実現する

千葉銀行

1447 2512120421

千葉県

株式会社エジソンパワー

大型カスタム蓄電システム製造事業者資格登
京葉銀行
録のための機材整備

1448 2512120422

千葉県

野水鋼業株式会社

バンドソー導入による鋼材切断のスピードＵＰ
京葉銀行
及び高精度化によるリードタイム短縮

1449 2512120423

千葉県

株式会社三恵

高周波ウェルダー導入による血圧計用カフ製
市原商工会議所
造工程の革新と事業化

1450 2512120424

千葉県

株式会社エアリー

異業種によるキッチンカーの製造と輸出、
データ解析による効果的イベント創出事業

1451 2512120430

千葉県

株式会社アーティエンス・ラボ

３Ｄフルカラーホログラムの高速高画質印画シ
茂原商工会議所
ステムの構築

1452 2512120433

千葉県

ニホンハンダ株式会社

分級プロセス廃止を可能にする製粉工程の革
市原商工会議所
新的新技術

53／245

千葉県産業振興センター

千葉銀行

千葉興業銀行

1453 2512120434

千葉県

株式会社都元

中古工具をリサイクル商品として定着させるこ
税理士森敏夫事務所
とが可能な管理販売システム

1454 2512120435

千葉県

株式会社リプラス

廃プラスチックを原料とした２段押出成形によ
市原商工会議所
る大型コイルストッパーの開発

1455 2512120436

千葉県

エコクリーン株式会社

油圧式Ｗモーターによる作業効率の安定化と
茂原商工会議所
２ライン方式の導入

1456 2512120437

千葉県

有限会社欧都香

千葉県産落花生を使用したやわらか新商品
の研究開発

1457 2512120441

千葉県

株式会社大菜技研

高機能型高性能流体試料測定用レオメーター
千葉県産業振興センター
の開発試作

1458 2512120442

千葉県

有限会社ナラシノカセイ

考古学史料等貴重文物を保管するための緩
銚子商工信用組合
衝材の試作開発

1459 2512120444

千葉県

株式会社ケアネットワーク２１

高齢者の呼吸異常や転倒をセンサにて検知し
中谷会計
自動通報する装置の開発

1460 2512120445

千葉県

株式会社ＥｘＨ

電界結合方式とスリット付同軸線路技術を用
千葉銀行
いたワイヤレス電力伝送線路の試作開発

1461 2512120446

千葉県

中山製作所

切削加工における自社技術の活用と新たな
機械導入による新分野進出

1462 2512120448

千葉県

株式会社アイ・メデックス

医療機器の製造工程への自動検査装置導入 千葉銀行

1463 2512120449

千葉県

株式会社総合印刷新報社

ニューラルネットワークによる画像識別技術を
野々上総合研究所
活用したフォトブック作成システムの試作開発

1464 2512120450

千葉県

清水工業株式会社

型鋼構造物における高精度切断の実現と生
産工程最適化に向けた加工体制の確立

商工組合中央金庫

1465 2512120452

千葉県

株式会社共進ペイパー＆パッケー
ジ

デジタル印刷技術とＩＴ技術を融合した、短納
期小ロット印刷サービス事業の拡大

Ｊｕｓｔ Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

1466 2512120454

千葉県

株式会社美山

キムチ由来に植物乳酸菌を利用した高機能
性食品の開発の高度化（高品質化）

千葉銀行

1467 2512120457

千葉県

株式会社大東

情報処理技術を活用した印刷生産プロセスの
常陽銀行
改革

1468 2512120458

千葉県

アクティブ販売株式会社

コメ・大豆などの穀物品質管理選別装置のＣ
ＭＯＳラインカメラ搭載新機種の開発

京葉銀行

1469 2512120459

千葉県

株式会社セイキテクノデザイン

開発業務のプロセス化とモジュール設計・高
性能ＣＡＤ設備の導入

千葉銀行

1470 2512120461

千葉県

有限会社ミカタ

ＩＴを利用した言語障害者向けデイサービス

前原 東二

1471 2512120464

千葉県

株式会社トライ・インターナショナル

味噌タレ類製造設備導入による一貫生産体
制の充実と品質向上の確立

千葉銀行

1472 2512120466

千葉県

ダイパネ工芸株式会社

大板パネルへの薄膜塗装技術確立と小ロッ
ト・短納期化の実現

千葉県産業振興センター

1473 2513120671

東京都

株式会社タカイ

カス上がり防止対策を施した金型入れ子開発 株式会社マイルストーン・コンサル
プロジェクト
ティング・グループ

1474 2513120672

東京都

リブト株式会社

ｉＰａｄを活用した医療用ワイヤレス画像転送装
多摩信用金庫
置の開発（評価用試作機の開発）

1475 2513120673

東京都

株式会社カイズワークス

理科系大学・研究所向け物理実験用 高性能
ひらま経営相談事務所
放射性物質検出器の開発

1476 2513120675

東京都

株式会社Ａｎｙ Ｄｅｓｉｇｎ

高感度に長距離間の大変位を計測する小型
多摩信用金庫
軽量なデジタルティルトメータの開発

1477 2513120676

東京都

オカベマーキングシステム株式会社

Ｍ２Ｍプラットホーム構築による統合機器管理
東日本銀行
サービス事業

1478 2513120678

東京都

株式会社タニタ

ユーザビリティ向上と低コストを実現する普及
三井住友銀行
型電子尿糖計の試作開発

1479 2513120679

東京都

株式会社いしい旋盤製作所

医療業界向けに開発中の画像処理装置「ＬＥ
さわやか信用金庫
Ｄ筐体」の製造プロセス強化

1480 2513120680

東京都

サンシン電気株式会社

多品種統合によるスイッチング電源デジタル
化への展開

54／245

千葉県産業振興センター

館山信用金庫

商工組合中央金庫

1481 2513120681

東京都

株式会社テクアルファ

細胞シート把持具用ソフトウエア開発及び機
構開発

1482 2513120682

東京都

株式会社ソーケン

画像測定機導入によるプラスチック製微細精
多摩信用金庫
密部品加工の競争力強化

西武信用金庫

1483 2513120685

東京都

株式会社デジックス

防犯機能（スキミング防止）付き、スマートフォ
ンクレジット決済システムの開発計画と、全ク 商工組合中央金庫
レジット情報のＩＣ化、開発プロジェクト。

1484 2513120686

東京都

大智化学産業株式会社

リサイクル率向上によるマルチワイヤーソー
切断加工冷却液のコスト及び環境負荷低減

1485 2513120687

東京都

有坂弁栓工業株式会社

ＣＮＣ旋盤の導入による油圧バルブ等の短納
株式会社エフアンドエム
期化・低コスト化・高精度化計画

1486 2513120693

東京都

アースアテンド株式会社

高精度測定技術を導入することにより高精度 株式会社マイルストーン・コンサル
ゴム製品製造技術の開発
ティング・グループ

1487 2513120694

東京都

株式会社三和技研

超高速モーター部品加工の全工程の内製化
共立信用組合
によるリードタイム短縮

1488 2513120697

東京都

合同会社微細加工研究所

樹脂シートの精密打抜きに適した金型とＡ４サ
多摩信用金庫
イズ極小プレス機の開発

1489 2513120702

東京都

株式会社精工ドリル

最新型カメラ付き砥石成形機の導入による高
東京東信用金庫
品質・多品種ドリルの製造

1490 2513120706

東京都

有限会社ミクロコスモス

スマートスプレー装置及び保温ホースの開発 巣鴨信用金庫

1491 2513120708

東京都

有限会社コンゴー

高精度複合ＮＣ旋盤導入による精密加工の新
多摩信用金庫
分野開拓と受注拡大

1492 2513120709

東京都

有限会社テラモト・エンジニアリング

大手・中堅量販店向けトレー詰め＂挽肉＂用
多摩信用金庫
の挽肉機械の試作開発

1493 2513120711

東京都

株式会社小原工業

義肢装具における金属パーツの品質を向上さ
三瀬宏太税理士事務所
せるための製造方法の開発

1494 2513120713

東京都

有限会社オクギ製作所

医療用超マイクロメス・鉗子の量産加工技術
の確立

1495 2513120714

東京都

株式会社クライム・ワークス

多種少量生産の競争力強化を実現する射出
商工組合中央金庫
成形機種切り替え高速化技術の開発

1496 2513120715

東京都

株式会社ＭＵＧＥＮＵＰ

アニメ・３Ｄコンテンツのクラウド型制作管理シ
商工組合中央金庫
ステムの開発

1497 2513120716

東京都

日本光研工業株式会社

自動車外装塗装の意匠性を向上させるパー
ル顔料高機能化技術の確立

三菱東京ＵＦＪ銀行

1498 2513120717

東京都

株式会社谷内技研

量産型フィルムシーラーカッターの開発

さわやか信用金庫

1499 2513120722

東京都

株式会社ミラック光学

位置決め技術を応用したスライド操作式アリ
溝摺動ステージの試作開発

一般社団法人首都圏産業活性化協
会

1500 2513120723

東京都

株式会社川村インターナショナル

機械翻訳活用による多言語展開医療・医薬翻
さわやか信用金庫
訳サービスの開発

1501 2513120724

東京都

有限会社ティー・アイ・アンド・アイ

折り畳みテーブルの折り畳み機構の開発

1502 2513120725

東京都

株式会社システムクラフト

ＧＰＳ活用による自立・自律型社会インフラ・モ 一般社団法人首都圏産業活性化協
ニタリング装置の試作開発
会

1503 2513120727

東京都

株式会社アームズ

複雑形状で高精度が要求される部品加工へ
の対応システムを構築する

1504 2513120729

東京都

株式会社藤原製作所

牛用の「血中ビタミンＡ簡易測定装置」の開発
巣鴨信用金庫
（ビタミンＡの調整で健康管理と良質肉を）

1505 2513120730

東京都

株式会社美来

ＫＡＮコルギ翡翠つぼ型カッサの開発販売

東和銀行

1506 2513120733

東京都

株式会社ネットランドジャパン

スコアリングシステムを活用したカスタマイズ
販促サービスの提供

商工組合中央金庫

1507 2513120736

東京都

株式会社小泉商会

『環境に優しくコスト面で競争力をもつ接着剤
多摩信用金庫
製造のための接着剤製造設備導入』

55／245

朝日信用金庫

西武信用金庫

西武信用金庫

東日本銀行

1508 2513120737

東京都

ワイズプラント株式会社

２０１５年改正予定の洗濯絵表示（ＪＩＳ→ＩＳＯ）
に対応する商業洗濯工場向けクローゼット型 巣鴨信用金庫
衣類用除湿乾燥機

1509 2513120738

東京都

株式会社ナックテクノサービス

環境試料用ハロゲン・硫黄自動燃焼分析シス
西京信用金庫
テムの開発

1510 2513120739

東京都

株式会社ソフトウェアセンター

革新的な構造計算用３Ｄモデルにおける部材
りそな銀行
配置設定システムの開発

1511 2513120741

東京都

電子磁気工業株式会社

電気自動車駆動用モーターの着磁器開発

瀧野川信用金庫

1512 2513120744

東京都

株式会社吉日

自社ＬＥＤ光源使用の省エネチャンネル文字
の内製と一貫製造体制の確立

足立成和信用金庫

1513 2513120745

東京都

株式会社藤井光学

高精度光造形技術を応用したマイクロ波樹脂
城北信用金庫
成形用反転型の実現

1514 2513120746

東京都

株式会社森清化工

シール材の圧縮応力を事前予測するゴム材
料用解析システムの構築

小島木四男会計事務所

1515 2513120748

東京都

株式会社高島高速度直線機製作所

高速加工を可能とする極細線用直線機械の
開発

中小企業診断士藤岡壮志

1516 2513120751

東京都

有限会社竹石アロイツール工業

より高品質で価格競争力のある金型部品作
成の為、ＮＣ旋盤の導入

東京東信用金庫

1517 2513120753

東京都

エムエムシステムズ有限会社

振動・音波信号を用いた簡易型高精度高速計
多摩信用金庫
数機の開発

1518 2513120754

東京都

有限会社三和タイル

余剰（廃）タイルを素材とした家庭用品を製造
城北信用金庫
し、現場引退後のタイル職人を活用する事業

1519 2513120757

東京都

株式会社リハロ

垂直方向作動機構を付加した上肢身体障害
者用アームサポートの試作開発

1520 2513120758

東京都

有限会社シエロ

在宅介護業界における事務作業削減のため
巣鴨信用金庫
のシステム提供

1521 2513120759

東京都

メテオーラ・システム株式会社

パスワードの革新事業＿一つのパスワードか
みずほ銀行
ら「二つで一つのパスワード」に乗り換える＿

1522 2513120760

東京都

有限会社高橋造機所

研究開発、試作、金型部品の一貫製造による
川崎信用金庫
納期短縮と品質向上事業

1523 2513120761

東京都

株式会社シオン

「美味しい」の可視化による付加価値の顕在
化と新たな直販ルートの確立

1524 2513120762

東京都

株式会社キタジマ

デジタル印刷とオフセット印刷の色彩と品質の
朝日信用金庫
同期化を求めて

1525 2513120763

東京都

株式会社トランスコア

Ｕ型ゲージによる垂直駆動方式光ファイバー
城北信用金庫
水位計の開発

1526 2513120764

東京都

アイテック株式会社

ＣＮＣ同時２軸制御円筒研削盤導入による超
横浜銀行
精密段付き研削の実現

1527 2513120768

東京都

株式会社エーワンテクニカ

表面処理技術を活用した生命科学研究用樹
脂容器への生体分子非接着性の開発

1528 2513120771

東京都

三鷹光器株式会社

大型外注部品の内製化によるコスト削減及び
株式会社アライブビジネス
製品開発力の強化

1529 2513120772

東京都

有限会社富士製作所

自動供給機付きＮＣ複合旋盤の導入による生
西武信用金庫
産プロセス強化に伴う得意先ニーズの実現

1530 2513120773

東京都

堀越精機株式会社

眼底カメラ部品の高精度と低価格のニーズに
共立信用組合
対応

多摩信用金庫

西武信用金庫

三井住友銀行

1531 2513120774

東京都

株式会社妻倉スプリング工業

国内バネ販売商社向けに高精度な直角度の
バネをＮＣコイリングマシン導入で製造し、寸 さわやか信用金庫
法毎に規格化を行い在庫販売体制を構築。

1532 2513120776

東京都

電波クリーニング販売株式会社

スクランブル無線方式対応盗聴・盗撮信号の
ＴＦＳ国際税理士法人
探知装置の開発

1533 2513120777

東京都

有限会社一四一カンパニー

Ｏ２エステ機器の導入と理容技術コラボで競
争力強化

細谷 和丈

1534 2513120778

東京都

日進テクノ株式会社

研削加工の効率化による大量プレス部品の
生産性向上

三菱東京ＵＦＪ銀行

56／245

1535 2513120779

東京都

有限会社クラウン

ペットの自動トイレ製造

1536 2513120780

東京都

株式会社トモエ

油圧制御部品の工程集約によるリードタイム
さわやか信用金庫
短縮と品質向上事業

1537 2513120781

東京都

昭洋工業株式会社

５軸制御マシニングセンタ導入による自動包
装機部品製造の生産性向上

1538 2513120782

東京都

株式会社ＳＰＡＣＥ－ＣＲＥＷ

ＩＴを活用し安全性と透明性を高めた、宿泊
サービスを提供する通介護（デイサービス）事 阿久津知幸税理士事務所
業の開発。

1539 2513120783

東京都

株式会社新盛インダストリーズ

ラベルプリンター用次世代コントローラの開発 東京都民銀行

1540 2513120784

東京都

株式会社ＭＰＧ

リアルなコミュニケーションサービス（対戦ゲー
みずほ銀行
ム）の提供

1541 2513120785

東京都

有限会社新田医科器械製作所

眼科手術用開瞼器の微細加工技術向上とダ
城北信用金庫
イレクトマーキング

1542 2513120786

東京都

ナウ精工株式会社

「重ね切り」加工法でも精度を維持したアク
チュエータの試作開発

1543 2513120788

東京都

ミツワ株式会社

プラスチック成型技術を生かしたシリコン素材
東日本銀行
における新商品（健康器具）の試作開発

1544 2513120789

東京都

パシフィック・イノベーション・エクス
チェンジ株式会社

コンシェルジュ型ＥＣ事業における、ｃｔｏｃ出品 高橋謙二税理士事務所 高橋 謙
プラットフォームの構築
二

1545 2513120790

東京都

アタックス株式会社

勤怠管理システムと給与計算システムのオン
税理士法人及川会計事務所
ラインデータ連携システムの開発

1546 2513120791

東京都

株式会社ｂｉｐ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

人と人をつなぐマルチデバイス型ギフトプラッ
商工組合中央金庫
トフォームの開発プロジェクト

1547 2513120792

東京都

泰工技研工業株式会社

多機能気液混合超微粒子噴霧ノズルの製作
城南信用金庫
技術開発及びこれを用いた燃焼実証試験。

1548 2513120793

東京都

株式会社日本住設サービス

介護保険適用外のサービス実施

1549 2513120795

東京都

株式会社カンワ工業資材

検体検査装置部品製造におけるリードタイム
りそな銀行
短縮と測定品質向上

1550 2513120796

東京都

株式会社シー・アンド・シー・ワーク
ス

スマートフォンで撮影した動画を簡単に編集
加工するサービスの開発

上田公認会計士事務所

1551 2513120798

東京都

株式会社増子製作所

鏡面マイクロテクスチュアによる高効率ＬＥＤ
導光部品化技術

遠藤良二税理士事務所

1552 2513120803

東京都

有限会社小池製作所

マシニングセンタおよびＣＡＤ／ＣＡＭ導入に
より医療機器部品製造の高精度加工、納期
短縮、コスト削減を実現

青梅信用金庫

1553 2513120804

東京都

株式会社アース工業

オーダーメイドダストボックス製造における曲
多摩信用金庫
げ工程短縮及び高精度化の実現

1554 2513120805

東京都

マイクロシステム株式会社

小型被計量物を高速カウントする自動計量装
多摩信用金庫
置の開発

1555 2513120807

東京都

株式会社深田工業

簡単に固定でき転倒事故を防止できる、サッ
西武信用金庫
カーゴール固定用スクリュー式杭の試作開発

1556 2513120808

東京都

有限会社ダダグラム

特殊素材を使用した高性能でデザイン的にも
昭和信用金庫
優れた防護服の試作開発

1557 2513120809

東京都

株式会社コスモネット

圧着端子かしめ金型の新型ショットカウンター
さわやか信用金庫
の開発

1558 2513120810

東京都

株式会社河津精機製作所

内視鏡用部品の検査刻印工程のリードタイム
多摩信用金庫
短縮と品質向上事業

1559 2513120811

東京都

株式会社ウエスト・トラスト

次世代植物工場向け高出力ＬＥＤ照明調光管
興産信用金庫
理システムの試作開発

1560 2513120812

東京都

ジェムス・エンヂニアリング株式会社

最新の流動解析システムで金型・成形業界を
千葉興業銀行
支援するトータルソリューション提供

1561 2513120813

東京都

西多摩酒類販売株式会社

プリペイド販売方式による策江類の量り売リビ
多摩信用金庫
ジネスモデルの確立

57／245

西京信用金庫

東京中小企業投資育成株式会社

青梅信用金庫

巣鴨信用金庫

1562 2513120814

東京都

株式会社ベルシャン

デジタル裁断機器の導入による「職人技」の
生産性向上

商工組合中央金庫

1563 2513120819

東京都

株式会社塩入製作所

熟練の手作業による刻印製作をＸＹＺ＋回転
軸のＮＣ機械に置換えることによる効率化、技 中ノ郷信用組合
術伝承

1564 2513120824

東京都

栄進広報株式会社

環境対応型 落書き除去・再発防止サービス 瀧野川信用金庫

1565 2513120825

東京都

アイキ産業株式会社

愛犬と飼い主に優しい、要介護犬向け下半身
西武信用金庫
洗浄補助装置

1566 2513120826

東京都

株式会社ティ．アール．アイ

４台のカメラを使用した低価格で使いやすい３
りそな銀行
次元測定装置の試作開発

1567 2513120827

東京都

株式会社仲代金属

世界初、軟質材に「バリ」を発生させない新技
株式会社天羽
術の商品化

1568 2513120830

東京都

株式会社リンク

自動車部品関連金型部品の生産能力拡大に
向けた円筒研磨機の導入による生産プロセス 足立成和信用金庫
再構築

1569 2513120831

東京都

川辺農研産業株式会社

「高性能自動開先機」の導入による高付加価
多摩信用金庫
値化の実現

1570 2513120833

東京都

有限会社オートサービスヤマザキ

自動車整備板金のオートメーション化によるカ
多摩信用金庫
スタムカーの試作開発

1571 2513120834

東京都

株式会社雄島試作研究所

ミリ波テラヘルツ帯の導波管メタルファイバ
ケーブル変換器の開発

1572 2513120835

東京都

エルテック株式会社

レーザーマーキング加工技術の高度化による
西武信用金庫
医療機器等のトレーサビリティへの対応

1573 2513120836

東京都

アドバンストシステムズ株式会社

風力、太陽光発電対応、送電線事故記録用
自動オシロ装置の開発

多摩信用金庫

1574 2513120838

東京都

株式会社石黒製作所

様々な床材に対応できる底部部品等簡易交
換型アジャスターの開発

商工組合中央金庫

1575 2513120839

東京都

有限会社かわた菓子研究所

新鮮で鮮度のある焼き菓子（「生」焼菓子）の
開発

税理士法人アンサーズ会計事務所

1576 2513120842

東京都

株式会社秋東精工

模型用金型製作プロセスの革新による製作
リードタイムの短縮とコストダウン

東京東信用金庫

1577 2513120843

東京都

黒田機器株式会社

日本製高圧ポンプの海外でのシェア拡大に向
アップストリーム
けた受注体制の構築

1578 2513120845

東京都

共栄バルブ工業株式会社

流量（圧力）調整機能とストレーナ機能を備え
巣鴨信用金庫
たホース口（ホース継手、タケノコ）の開発

1579 2513120848

東京都

ビーコア株式会社

カラービットを利用した３次元ＡＲ（仮想現実）
の開発

三井住友銀行

株式会社エフピー・ワン・コンサル
ティング

1580 2513120849

東京都

株式会社ユリシス

「安全性を確立」した「体に繰り返し装着」で
き、かつ輝く印刷を可能とするボディ用シート 第一勧業信用組合
の開発。

1581 2513120852

東京都

ベアトリックス株式会社

設置効果が１００％の冷却水スケール・スライ
多摩信用金庫
ム除去装置の開発

1582 2513120853

東京都

株式会社ノーズフー

個室トイレの入退室管理及び在籍時間管理に
中田哲也税理士事務所
よる利用状況管理システム開発

1583 2513120855

東京都

株式会社フジダイヤ

集積回路用検査部品の超微細加工を可能と 一般社団法人首都圏産業活性化協
するＰＣＤバイトの開発
会

1584 2513120856

東京都

株式会社進和精機

次世代自動車における複雑多機能部品の生
川崎信用金庫
産工程確立

1585 2513120857

東京都

有限会社今製作所

試作・単品分野の「高品位３Ｄ複雑切削加工
部品」を「短納期」「高効率」で生産するための 城南信用金庫
「最先端ＣＡＤ／ＣＡＭ」の導入

1586 2513120858

東京都

株式会社ａ－Ｓｏｌ Ｊａｐａｎ

ＩＴを活用した工場設備の稼働状況を把握し
データ集積するシステムの開発

1587 2513120859

東京都

株式会社ジーテイエヌ

既存業種の顧客から新規産業分野の顧客獲
粟津基税理士事務所
得・拡大のために必要な設備導入

1588 2513120862

東京都

株式会社大谷造機所

医療検査器機向け、アルミ鋳造品の短いリー
さわやか信用金庫
ドタイムの精密加工計画。

58／245

西武信用金庫

1589 2513120863

東京都

おかもとポンプ株式会社

太陽光発電電源駆動水中ポンプと手押しポン 特定非営利法人とうかつ経営支援
プ併用給水システム
グループとうかつ経営支援グループ

1590 2513120865

東京都

株式会社アプリクス

高濃度・大流量オゾン水製造装置導入による
多摩信用金庫
生産プロセスの強化

1591 2513120866

東京都

アイリックス株式会社

多波長対応、高速イメージング顕微ラマン分
光装置の試作開発

1592 2513120867

東京都

有限会社マーメイドフィルム

クラウドシステムの利用と斬新な上映企画に
特定非営利活動法人東京都北区中
よる映画館のデジタル化・再生支援サービス
小企業経営診断協会
の開発

1593 2513120868

東京都

司フエルト商事株式会社

筆記具ペン先部分の海外向け製品の試作開
城南信用金庫
発

1594 2513120870

東京都

有限会社川上眼鏡製作所

３Ｄプリンタを利用した眼鏡フレームのサンプ
柿沼光利税理士事務所
ル試作品の開発

1595 2513120872

東京都

株式会社エイチ・エム・エヌ

短納期・低コストで、あらゆる固体物に加工・
加飾が可能なサービスの展開

1596 2513120873

東京都

株式会社エルドリーム

中小企業の経営支援を目的とした専門家・シ
ニア連携ネットワークサービスの構築（仮称： さわやか信用金庫
新ＴＶネット）

1597 2513120875

東京都

株式会社ＦＤＡ

オープン型ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による歯科技工
北青山税理士法人
の次世代モデル構築

1598 2513120876

東京都

株式会社計算力学研究センター

３Ｄ化データに基づく二関節筋シミュレーション
城南信用金庫
システム

1599 2513120877

東京都

株式会社富士機工

３Ｄプリンタ導入によるオーダーメイド金型設
計のリードタイム短縮

青梅信用金庫

1600 2513120880

東京都

テクノアルファ株式会社

次世代対応型チップ搭載装置の試作開発

芝信用金庫

1601 2513120883

東京都

富士芝化成株式会社

高粘度プラスティック押出成形材料に耐えうる
八千代銀行
射出機構の開発及び新部品製作

1602 2513120884

東京都

株式会社ハタダ

多様化・高精度化する顧客要求の試作開発
関連ゴム部品への生産向上及び納期短縮

公益財団法人大田区産業振興協会

1603 2513120885

東京都

オプトプレシジョン

レンズ特許データベースを活用したレンズ設
計支援ツールの開発

一般社団法人首都圏産業活性化協
会

1604 2513120887

東京都

嵯峨電機工業株式会社

連結タイプのＬＥＤモジュールを使用した、作
業用・補助用照明器具の開発

城南信用金庫

1605 2513120888

東京都

株式会社リードシステム

スマートフォン、タブレットを利用した 新セ
キュリティ、遠隔監視操作システム

巣鴨信用金庫

1606 2513120890

東京都

株式会社マクロス

３ＤプリンタとＣＡＤ／ＣＡＭを融合させた設計
立川商工会議所
検証支援システムの開発

1607 2513120892

東京都

株式会社クボプラ

医療機器部品におけるアクリル樹脂高精度切
削鏡面加工可視化チップコネクターの試作開 西武信用金庫
発

1608 2513120893

東京都

伸光技研株式会社

オートローダー付きドリルマシン導入による顧
多摩信用金庫
客対応力向上

1609 2513120894

東京都

株式会社北野屋

市場シェア拡大を目指し関連会社と統合した
蔵山会計事務所
独自のシステムの構築

1610 2513120895

東京都

株式会社美彫社

シリコン成形品 開発による医療・健康分野へ
巣鴨信用金庫
の参入

1611 2513120898

東京都

昭和測器株式会社

工作機械向け超小型・高性能主軸振動計測
システムの試作開発

1612 2513120900

東京都

コスモ精機株式会社

航空機エンジンにおける難削材薄肉加工部品
三井住友銀行
の量産プロセス確立事業

1613 2513120908

東京都

株式会社ミヤザキ

ＣＮＣ旋盤導入による小型コンクリート切断機
城南信用金庫
の開発・製造工程の集約化

1614 2513120909

東京都

有限会社コヤマ軽工業

健康・医療業界向板金部品の試作開発の短
納期・生産プロセス強化次世代ベンディングシ 多摩信用金庫
ステム構築

1615 2513120910

東京都

株式会社三尾製作所

次世代の高性能汎用旋盤を導入する事で生
東日本銀行
産性の効率化を実現する

59／245

税理士法人あおやま

朝日信用金庫

一般社団法人首都圏産業活性化協
会

1616 2513120912

東京都

株式会社土田製作所

ＣＮＣ複合旋盤導入によるリードタイム短縮及
び高精度加工の実現により客先ニーズに応え 西武信用金庫
る。

1617 2513120913

東京都

有限会社サトー精機

様々な大きさの食品用勘合トレーに対応でき
巣鴨信用金庫
る自動蓋掛装置の開発

1618 2513120916

東京都

株式会社レーザック

光ファイバセンサを用いた３次元形状センシン
中井 啓之
グ技術の開発

1619 2513120919

東京都

株式会社小宮商会

エンジン用開発部品製作用コレット・チャック
の受注獲得のためのプロジェクト

朝日税理士法人

1620 2513120927

東京都

株式会社トーコー

自動車用鉛バッテリーの普及型再生器の開
発

多摩信用金庫

1621 2513120928

東京都

株式会社ヌールエ

小学生にＥＳＤ体験を提供するプラットホーム
西武信用金庫
となりうる閉鎖型ＳＮＳの開発

1622 2513120933

東京都

株式会社サンエム

高性能ワイヤー放電加工機の導入により受
注可能領域の拡大と短納期対応を可能にし、 西武信用金庫
顧客のニーズに応える。

1623 2513120934

東京都

コノコ医療電機株式会社

頭部のケアを主とした新感覚の針刺激マッ
サージ機器「音針」の製品開発

多田税会計事務所

1624 2513120937

東京都

株式会社ゼータ

品質向上、工数削減 （Ｒｏｈｓ対応半田の問
題点改善）による生産性向上・受注拡大

西武信用金庫

1625 2513120939

東京都

有限会社テクノ菅谷

小型ひずみ・応力観測計器デジタル通信機器
城西コンサルタントグループ
の開発

1626 2513120940

東京都

有限会社真壁ブレード

航空用ジェットエンジン及び非常用発電ガス
タービン用ハニカムの国内市場開拓のための 西武信用金庫
設備導入計画

1627 2513120951

東京都

株式会社双葉

ソフトウェア導入によるアルミ鋳物製品の製造
多摩信用金庫
プロセス改善及び品質の安定化

1628 2513120954

東京都

ライトハウステクノロジー・アンド・コ
ンサルティング株式会社

測位信号シミュレータの開発に係る事業

清水一男税理士事務所

1629 2513120962

東京都

ＱＬＣシステム株式会社

リハビリ運動のデータ収集及び見える化（分
析）を実現するシステム（商品名ＡＤＬアセスメ 西武信用金庫
ントシステム）の開発

1630 2513120965

東京都

株式会社アイビイケイ

本格ナポリピッツァの店内飲食・テイクアウト
のサービス開発

1631 2513120966

東京都

株式会社気生堂印刷所

オンデマンド印刷によるカラーコードのロール
商工組合中央金庫
仕上げ・納品サービス

亀有信用金庫

1632 2513120967

東京都

株式会社トーコネ

マイクロ波コネクター試作開発効率化のため
の電磁界シミュレータと３次元ＣＡＤソフトウエ 巣鴨信用金庫
アの導入。

1633 2513120971

東京都

株式会社原工業所

アルミパイプ鋳包み液冷ヒートシンクの製造工 一般社団法人首都圏産業活性化協
程の確立
会

1634 2513120974

東京都

株式会社ロイヤルゲート

スマートフォンを活用したクレジットカード、電
子マネー等マルチ決済端末及びシステムの
開発

野口五丈公認会計士事務所

1635 2513120975

東京都

合資会社笠原スプリング製作所

デジタルサーボプレス機導入によるトング製
品の短納期化及び高品質化

城北信用金庫

1636 2513120976

東京都

陣内金型工業株式会社

金型を使った２色成型試作部品の超短納期
対応技術確立

青和信用組合

1637 2513120977

東京都

株式会社東光社

立体印刷機・ペーパーカッター導入による看
板・店舗小物制作販売事業

巣鴨信用金庫

1638 2513120979

東京都

中岡プレス工業株式会社

精密多孔同時ピアス工法の構築によるステン
商工組合中央金庫
レス製センサーリングの試作開発

1639 2513120982

東京都

リードエンジニアリング株式会社

『服薬サポートシステム』の開発及び実用化

多摩信用金庫

商工組合中央金庫
特定非営利活動法人東京都港区中
小企業経営支援協会

1640 2513120984

東京都

大京食品株式会社

顧客サービスの向上と社内業務の効率化に
対応した「新総合販売物流管理システム」の
構築

1641 2513120986

東京都

株式会社ファクトリーフォース

製造業における生産管理・検査工程用機器
「ハンディ型日時印」の開発

60／245

1642 2513120987

東京都

株式会社シフトデザイン

パノラマ写真を用いた新たなＷＥＢ・ｉＰａｄソ
リューション

1643 2513120988

東京都

Ｒ＆Ａ株式会社

３Ｄ変身フィギュアサービスによる女性向け写
東京東信用金庫
真市場の開拓

1644 2513120989

東京都

東京パーツ株式会社

頭皮へ薬液を塗布しながら樹脂複合材料ブラ
多摩信用金庫
シで掻く擦る揉む用具

1645 2513120990

東京都

株式会社トリリオン

温泉・温浴施設専用の『お湯・設備・エネル
ギー』の運営管理サービスの確立

1646 2513120992

東京都

プロメディコ株式会社

タンパク質のプロファイルデータベースを得る
三菱東京ＵＦＪ銀行
新規技術群の開発

1647 2513120995

東京都

株式会社ミドリ

医療連携型障害児療育サービスの実施

1648 2513120996

東京都

株式会社光精機制作所

正確な工程リードタイムの把握による短納期、
西武信用金庫
少量生産、低コスト化の実現

1649 2513120999

東京都

株式会社新星コーポレィション

新インク（ラテックス）登場の機会を捉え、オフ
セット印刷の環境負荷低減型「本紙直接イン 巣鴨信用金庫
クジェット色校正技術」の開発

1650 2513121000

東京都

株式会社三保電機製作所

高精度な多心系光コネクタ端面研磨機の開発 多摩信用金庫

1651 2513121001

東京都

株式会社アテック

９０％以上の高効率を実現する電動スクー
ター用モーターを試作開発

一般社団法人首都圏産業活性化協
会

1652 2513121002

東京都

株式会社ベネフィシャルテクノロジー

コンピュータ技術のＡＲ（拡張現実）の応用に
よる販売促進サービスの開発

目黒信用金庫

1653 2513121003

東京都

株式会社大王製作所

環境検査体制構築と長寿命で安心安全な携
帯アクセサリーパーツの開発

東京東信用金庫

1654 2513121004

東京都

有限会社片桐精工

高速高精度のマシニングセンタで、製造原価
東京東信用金庫
削減と売上高の向上をさせる事業

1655 2513121006

東京都

株式会社インターデコム

リノベーション案件の開拓のための「バーチャ
東京シティ信用金庫
ル提案型営業ツール」の開発

1656 2513121008

東京都

日本メルクス株式会社

鼓膜観察に使用する液晶モニタ一体型の診
察器械・器具の試作開発・販売

1657 2513121011

東京都

株式会社ビズウインド

園児の心身健康維持を支援する保育園向け
朝日信用金庫
インターネットサービス

1658 2513121013

東京都

株式会社富山

高精度長尺板金曲げ加工

1659 2513121014

東京都

株式会社エヌ・シー・エヌ

国産材等を用いた木造トラスシステムの開発 アクタス税理士法人

1660 2513121015

東京都

株式会社フォーハート

人生はセリフでできている！！ 対話力と発
声を鍛えて、生きる力を再生する「リボイスク
ラブ」の開設。

1661 2513121016

東京都

株式会社テクノネット

放送用情報システムを発展させたスポーツ動
商工組合中央金庫
画配信サービスの開発

1662 2513121017

東京都

ノダネーム株式会社

ハイブリッドベンダー導入による工程・作業時
西武信用金庫
間の短縮とコストダウンの実現

1663 2513121019

東京都

株式会社東京歯材社
株式会社シムコ

大気圧プラズマを利用した表面洗浄によるイ
りそな銀行
ンプラント結合促進装置の開発

1664 2513121021

東京都

株式会社テクノランドコーポレーショ ナノ粒子選択型植物育成装置『ミストプラン
ン
ター』の試作開発

1665 2513121022

東京都

東洋金型工業株式会社

金型製造における放電加工機導入による自
動化、高精度化、生産プロセスの改善

1666 2513121023

東京都

日本ボレイト株式会社

撥水性を付与し、且つ滑らないホウ素系木材
藤岡 亮
保存剤の開発と販売

1667 2513121030

東京都

株式会社テクニカ

産業応用に向けた小型・低価格脳波測定器
の試作開発及び高密度実装技術の確立

一般社団法人首都圏産業活性化協
会

1668 2513121033

東京都

マーブルフューチャーサプライ株式
会社

マルチメディア制作者に特化したＯＮ ＬＩＮＥ
「ポートフォリオ」管理サービス

特定非営利活動法杉並中小企業診
断士会

61／245

税理士法人ティー・ブレイン

東京中央経営株式会社

巣鴨信用金庫

今井 亮

西武信用金庫

多摩信用金庫

一般社団法人首都圏産業活性化協
会
多摩信用金庫

1669 2513121037

東京都

有限会社大進製作所

省エネ時代に適応した製造展開と複合ＮＣ加
多摩信用金庫
工機で高品質生産体制の確立

1670 2513121038

東京都

株式会社協和

盛土・切土等土構造物に関する耐震対策工
の実施設計サービス

1671 2513121040

東京都

株式会社ＵＥＮマネージメント

美意識の高い５０－６０代の母親向け結婚式
西武信用金庫
用洋装ドレスのレンタルサービス

1672 2513121041

東京都

株式会社ｉＤｏｃｔｏｒ

医療従事者による口コミ情報付き転職サイト
の開発

1673 2513121048

東京都

東電子工業株式会社

電子回路製造業における環境対応及び低工
数・高効率の実現（特殊インクジェットプリンタ 多摩信用金庫
導入）

1674 2513121051

東京都

株式会社遠藤金属

装身具のねじれ、及び着脱の難しさを解消す
東京シティ信用金庫
る回転構造付き留め金具の開発

1675 2513121057

東京都

株式会社ユーブイ・テクニカ

ゼロエミッションを実現するための革新的塗装 公益財団法人神奈川産業振興セン
システムの開発。
ター

1676 2513121058

東京都

ジュピターテクノロジー株式会社

ソフトウエアのライフサイクルで必要な顧客
サービスを一括提供できるＷｅｂシステムの開 八千代銀行
発

1677 2513121059

東京都

吉田プラ工業株式会社

水抜き機構と気密性を付帯した固形石鹸用携
アクタス税理士法人
帯ケースの開発と販売。

1678 2513121061

東京都

株式会社ディバータ

高度ＥＣサイト構築システム「ＲＣＭＳ ｆｏｒ Ｅ
事業承継センター株式会社
Ｃ」の開発

1679 2513121063

東京都

株式会社ニイヅマックス

高性能３次元計測システムの導入による微細
静岡中央銀行
加工保証およびリードタイム短縮化

1680 2513121064

東京都

東京通信機材株式会社

ＨＤ（高画質・高解像度）監視カメラに対応する
みずほ銀行
機械制御部品の高周波技術開発

1681 2513121069

東京都

株式会社ＵＷＳ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥ 水替え不要の水質浄化システムを備えた和風 特定非営利活動法人東京都港区中
ＮＴ
庭園水槽の開発
小企業経営支援協会

1682 2513121071

東京都

インターリハ株式会社

認知症防止の切り札！有酸素運動＆脳刺激
みずほ銀行
の同時刺激エクササイズマシン商品化

1683 2513121075

東京都

株式会社東洋ボデー

トラック平ボディ異種材締結の自動化による生 一般社団法人首都圏産業活性化協
産効率向上と安定供給
会

1684 2513121076

東京都

株式会社アプライド・マイクロシステ 生産タクトタイムを短縮する微細配線パターン
昭和信用金庫
ム
の欠陥検出＆リペア一連化システムの開発

1685 2513121079

東京都

不二オフセット株式会社

マルチカムカットオフシステム導入による損紙
西武信用金庫
削減に伴うコスト削減と品質安定供給の実現

1686 2513121080

東京都

株式会社アイテーオー

グラビア印刷用シリンダー上凹版の標準セル
西武信用金庫
深さ測定器の試作開発

1687 2513121081

東京都

株式会社メイセイプリント

圧着ハガキ開封時におけるインキはがれ改善
清須市商工会
計画

1688 2513121082

東京都

株式会社イナミツ印刷

業務効率化・見える化による生産力大幅向上 さわやか信用金庫

1689 2513121083

東京都

ファインテック株式会社

微少量の試薬を移送できる新ＭＭＶチップの
東京都商工会連合会
試作開発

1690 2513121085

東京都

有限会社三陽工芸

インクジェットプリンター導入による少量多品
種要求への業務最適化・特殊印刷高度化の
実現

1691 2513121087

東京都

株式会社サラ秋田白神

健康パンを多くの消費者に届けるための、手
多摩信用金庫
作りパン製造工程の機械化。

1692 2513121089

東京都

ビット・パーク株式会社

高機能位置情報サービスの提供

児玉智子税理士事務所

1693 2513121090

東京都

多摩川クラフト有限会社

野外スポーツイベント用の、レンタル・トイレ
サービス事業

昭和信用金庫

1694 2513121093

東京都

琴河原株式会社

幼児・児童・教員向け デジタル「美文字レッ
スン」開発プロジェクト

青梅商工会議所

1695 2513121094

東京都

株式会社グレン・クライド

世界最高品質の紳士用カジュアル靴下の新
製品開発と海外展開

城北信用金庫

62／245

巣鴨信用金庫

税理士法人東京税経センター

西武信用金庫

1696 2513121095

東京都

有限会社座間精機

三次元ＣＡＤ・ＣＡＭの導入と汎用工作機械技
興産信用金庫
術を駆使した医療分野の拡大

1697 2513121096

東京都

株式会社コムウェーブ

漏れ場所から発信された超音波を検知する＂
城南信用金庫
漏れ検査装置＂の開発

1698 2513121099

東京都

ＢｉｏｅｃｏＪＡＰＡＮ株式会社

汎用型オイルフリー切削液及びオイルフリー
切削液生成装置の開発

1699 2513121100

東京都

株式会社一戸

世界初の新接合構造を採用したチェンソー用
クラッチドラムの「性能アップ、コスト低減」及 西武信用金庫
び環境に優しい省エネ品の商品化。

1700 2513121104

東京都

レジオ・マネジメント株式会社

「ちょい乗り」「下駄代わり」としての地域特化
型カーシェアリング事業展開

1701 2513121105

東京都

有限会社多摩精機

嚥下障害者の摂食を支援する食品のトロミ度
多摩信用金庫
の測定（判定）装置の開発

1702 2513121108

東京都

株式会社営業モデル研究所

特許取得済みの『食品スーパー版』売上予測
システムを小売企業全般版モデルとして再構 税理士法人会
築（含む特許取得）

1703 2513121112

東京都

株式会社宗仲建材

「生コン工場の品質管理業務を集約化する」
画期的な新サービスの開発事業

1704 2513121114

東京都

グリッターテクノ株式会社

競争力向上による受注力強化および収益性
向上を目的とした、設備導入による生産領域 多摩信用金庫
拡大事業

すばる会計事務所

西武信用金庫

多摩信用金庫

1705 2513121116

東京都

有限会社ターレス

特許で取得したマイクロバブル発生ノズルを
使用し、全身寝位入浴と部位洗浄が可能にな 東京信用金庫
る移動型介護用浴槽の製品化

1706 2513121117

東京都

株式会社Ｓｈｏｗｃａｓｅ Ｇｉｇ

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ Ｌｏｗ Ｅｎｅｒｇｙ（ビーコンセン
サー）内蔵型バーコードリーダー試作機の開
発

税理士法人マトリーム

1707 2513121119

東京都

株式会社ＴＭリンク

小型で長寿命なＬＥＤ照明用電源の開発

東京信用金庫

1708 2513121120

東京都

株式会社双葉マテリアル

流動性ゲル化物質の応用による衛生環境保
持及びウイルス等被害予防用の塩素系技術 城北信用金庫
製品の開発

1709 2513121121

東京都

株式会社ジェイメック

医療用高度解析スキンイメージングシステム
フューチャー・ラボ株式会社
の開発

1710 2513121122

東京都

日建スチール株式会社

自社開発（実用新案権登録済）内装役物ユ
ニットの量産体制構築

1711 2513121125

東京都

有限会社岩商

（ペット葬祭関連）新しい感覚絆メモリアルブッ
興産信用金庫
ク

1712 2513121126

東京都

東京ブラインド工業株式会社

残響時間実測と音響アドバイスサービスの開
城南信用金庫
発による吸音製品の販売

1713 2513121132

東京都

株式会社アクア

家族の健康・家計・食環境を守る主婦の味方
相澤税理士事務所
「公開冷蔵庫」サービスの開発

1714 2513121134

東京都

株式会社ソフィアプランニング

企業の健康経営に貢献するフィジケーション
セラピーの開発

西武信用金庫

1715 2513121135

東京都

株式会社サポート・チーム

ＡＩＳ（船舶自動識別装置）を利用する観光船
の多言語ガイドシステムの試作

税理士近藤 充

1716 2513121136

東京都

株式会社岡部製作所

ナノ粒子観察用低干渉レーザーの開発

巣鴨信用金庫

1717 2513121139

東京都

スペック株式会社

自然な眠りに誘導するα 波共振睡眠導入器
の開発

阿部 守

1718 2513121142

東京都

株式会社パーク

発生ガス－質量分析装置用データ解析支援
ソフトウェア（多機種対応化）の開発

公益財団法人千葉県産業振興セン
ター

1719 2513121143

東京都

株式会社リーテム

廃小型家電類からのシュレッダーダスト資源
化プロセスの構築

常陽銀行

1720 2513121144

東京都

株式会社フレッシュエアー

国産初 救助用エアボートの走行システム再
巣鴨信用金庫
構築による試作開発

1721 2513121145

東京都

巴電気通信株式会社

ドラッグストア等向けクラウド型多言語対訳シ
巣鴨信用金庫
ステムの開発

63／245

尼崎商工会議所

1722 2513121149

東京都

有限会社中島製作所

最新加工設備導入による生産能力の向上と
国内外に対する競争力の強化

多摩信用金庫

1723 2513121151

東京都

キーナスデザイン株式会社

世界初：温調機能のある電気損失測定器の
開発

多摩信用金庫

1724 2513121153

東京都

有限会社アトリエ・デコール
有限会社ＴＡＰＳ

ラージファブリケーションのスマート化計画～
特大サイズの特殊美術造形に関するものづく 多摩信用金庫
り工程を革新的に効率化する～

1725 2513121155

東京都

有限会社柳井熔接工業所

自動車部品加工工程の見直しによるリードタ
さわやか信用金庫
イム短縮とコストダウン

1726 2513121157

東京都

株式会社ＮＪテクノ

自転・公転式攪拌機にスイング機能（首振り運
伊藤雅己税理士事務所
動）を付加した攪拌機の開発

1727 2513121159

東京都

株式会社真興社

表面処理に関する課題解決を通じた生産プロ
湘南コンサルティング
セスの革新

1728 2513121160

東京都

新日エコー株式会社

高性能複合機導入による航空機用部品の高
多摩信用金庫
品質化・生産効率化の実現

1729 2513121161

東京都

サラウンド株式会社

物々交換インターネットサービス「わらしべ
君」。

1730 2513121162

東京都

株式会社オフィス清水

高齢者・障害者の車移動における問題を解消
税理士法人タクト
する新サービス開発

1731 2513121163

東京都

株式会社オーデン

中国をはじめとしたアジア向け業務用空気清
江東信用組合
浄装置の試作開発と関連設備投資

1732 2513121165

東京都

有限会社安久工機

複数の感覚を刺激できる高齢者リハビリ用筆
公益財団法人大田区産業振興協会
記具の開発

1733 2513121167

東京都

有限会社佐藤産業

人工股関節に使用される高精度、高面粗度摺
青梅信用金庫
動用樹脂部品の試作開発

1734 2513121171

東京都

有限会社中村製作所

Φ ３２ＣＮＣ自動旋盤導入による幅広い製造体
多摩信用金庫
制の確立

1735 2513121172

東京都

山王テクノアーツ株式会社

航空宇宙分野における需要の急拡大を見込
んだ社内基幹システムの再構築

1736 2513121173

東京都

株式会社ＥＴＳｉ

個人向けゲノム解析サービス実現のためのＩＴ
さわやか信用金庫
基盤開発

1737 2513121174

東京都

株式会社Ｏｐｅｘ

使い捨て蓄冷剤の開発・製造・販売

税理士法人ティー・ブレイン

西武信用金庫

さわやか信用金庫

1738 2513121175

東京都

太洋物産株式会社

３次元データの統合化による微細・高精度金
型部品製造の生産システム構築（大田区モデ Ａ－ＭＥＣ株式会社
ル）

1739 2513121176

東京都

株式会社マルト

ＮＣ旋盤導入によりりードタイムの短縮、内製
化による低コスト及び外注費の削減による生 多摩信用金庫
産性向上

1740 2513121177

東京都

有限会社ケア・プランニング

「転倒しない生活」を実現するサービスの開発
城北信用金庫
と提供

1741 2513121180

東京都

株式会社ダブリュー・ツー

「３Ｄスキャナ」と「３Ｄプリンタ」を使ったものづ
くりシステム構築による製品品質向上と短納 多摩信用金庫
期化

1742 2513121182

東京都

株式会社都市と生活社

抗ウイルス性表面処理加工技術の開発

特定非常活動法人ＮＰＯビジネスサ
ポート

1743 2513121183

東京都

株式会社アフィット

インクジェットプリンタによる繊維リボン、テー
プへのオンデマンド印刷装置の開発

武田公認会計士事務所

1744 2513121187

東京都

株式会社ルーサス

人工知能アルゴリズムを活用した、ライフプラ
加瀬会計事務所
ン自動シミュレーションシステムの開発

1745 2513121189

東京都

ミユキ販売株式会社

タブレット端末等を活用した次世代スーツ・サ
株式会社エイチ・エーエル
プライチェーンシステムの構築

1746 2513121190

東京都

ダイヤルサービス株式会社

音声感情解析技術を活用し相談者への最適 税理士西塚智裕事務所 西塚 智
ケアを可能にする相談サービスの実施
裕

1747 2513121191

東京都

白山工業株式会社

アルミ特需物件商品に対応する加工技術・新
商工組合中央金庫
型ＮＣ加工設備の開発と導入

1748 2513121192

東京都

有限会社長靴倶楽部

ｉＰａｄ端末を利用した無通信環境対応の情報
多摩信用金庫
収集効率化ソリューションの構築

64／245

1749 2513121195

東京都

株式会社テクノテック

スライド式ホルダーを採用した床排水トラップ
公認会計士嵜山保事務所
の開発

1750 2513121197

東京都

株式会社ＩＮＥＴ－ＰＬＡＮ

インテリジェントかつ低コストな定置用蓄電シ
湘南信用金庫
ステムの試作開発

1751 2513121198

東京都

志幸技研工業株式会社

ＬＡＮ対応「見守りシステム」開発による売上拡 特定非営利活動法人ＮＰＯビジネス
大
サポート

1752 2513121199

東京都

「在宅介護向け生体情報検知システムの試作
株式会社ワイヤレスコミュニケーショ
開発と解析機能の高度化による革新的サー さわやか信用金庫
ン研究所
ビスの実現」

1753 2513121200

東京都

エムエスエンジニアリング株式会社

アルカリイオン切削水生成装置の導入によ
る、高効率切削加工の実現

1754 2513121201

東京都

翔栄システム株式会社

マイコン制御による超小型静電容量変位セン
多摩信用金庫
サとその応用製品の開発

1755 2513121202

東京都

株式会社奈良機械製作所

卓上型エクストルーダーによる難水溶性薬物
公益財団法人大田区産業振興協会
の溶出性改良試作開発と市場開拓

1756 2513121209

東京都

有限会社ベスト青梅

高品質な住環境の提供に係る高性能ドア用
金具の製造技術の高度化

1757 2513121210

東京都

株式会社春うららかな書房

美容室のビッグデータ及び電話営業を活用し
八千代銀行
た美容室向け雑誌受注・広告サービスの開発

1758 2513121212

東京都

株式会社不二製作所

ブラストによる低摩擦・低磨耗面の加工法の
開発

1759 2513121216

東京都

株式会社エーティーディー・ジャパン

２４時間稼働切削加工装置導入による歯科用
株式会社ブレブコンサルティング
補綴（かぶせ）物製作工程の効率化

1760 2513121217

東京都

ケミテック株式会社

粘弾性物性を指標とした自動車用接着剤の
開発

1761 2513121218

東京都

株式会社清美堂

画像検査装置付自動丁合機の導入とそれに
巣鴨信用金庫
伴う製本生産工程の改善

1762 2513121219

東京都

株式会社日本インフォメーションシス ＲＦＩＤ技術を活用した「手術用ガーゼ及び鋼
テム
製器具管理システム」の開発

1763 2513121221

東京都

株式会社カイザー

ＵＨＦ帯ＲＦＩＤリーダーの施工・設置費用を不
要とする無線通信機器の試作開発

1764 2513121224

東京都

加藤彫刻工房

難削材の高精度微細加工と低コスト化、短納 株式会社ヒューマンネット・コンサル
期化による競争力の強化
ティング

1765 2513121228

東京都

株式会社トラディショナルデザイン

コーヒー豆の「ジャストインタイム製造」で、鮮
西武信用金庫
度・品質Ｎｏ．１計画！

1766 2513121229

東京都

株式会社ユニークメディカル

医療機器製造業の生産管理システム導入に
多摩信用金庫
よる納期短縮と低コスト化

1767 2513121230

東京都

株式会社吉田製作所

スクリーン印刷による電極バイオセンサーチッ
税理士法人エム・エム・アイ
プの開発と量産化

共立信用組合

一般社団法人首都圏産業活性化協
会

株式会社マイルストーン・コンサル
ティング・グループ

多摩信用金庫

上田竜男税理士事務所

湘南信用金庫

1768 2513121232

東京都

株式会社マテックス

蛍光Ｘ線分析装置およびレーザー顕微鏡導入
による環境規制対応および製品の高精度測 多摩信用金庫
定

1769 2513121233

東京都

新巧塗装工業株式会社

静電塗装に於ける均一塗装化システム計画
（業界初のシステム）

公益財団法人東京都中小企業振興
公社

1770 2513121234

東京都

株式会社東京エンゼル本社

オリジナルホスピタルウェアの開発と生産体
制構築

湘南コンサルティング

1771 2513121236

東京都

東神株式会社

卓上型半自動挿入不足発見機の試作品の開
大森圭樹税理士事務所
発

1772 2513121237

東京都

青梅鋳造株式会社

ダクタイル鋳鉄における超高強度の新材質開
多摩信用金庫
発を目的とした設備投資

1773 2513121238

東京都

アイティーオー株式会社

レーザ溶接技術を活用した高精度板金部品
の試作開発

西武信用金庫

1774 2513121240

東京都

株式会社島崎製作所

３Ｄノウハウと高速マシニグセンタによるハイ
スピード微細加工技術の開発

多摩信用金庫

1775 2513121244

東京都

渡邉製本株式会社

熟練技術と先端設備の相乗効果を活用した
存在領域の確立

湘南コンサルティング

65／245

1776 2513121246

東京都

有限会社菅谷食品

「せいろ蒸し製法」による健康・美味食品「蒸し
西武信用金庫
大豆」の開発・販売のための製造体制の確立

1777 2513121247

東京都

有限会社多摩商工

高性能マシニングセンタ導入による特定外注
西武信用金庫
先への依存からの脱却及び短納期化の実現

1778 2513121248

東京都

ＲｅｃｏｒｄｉｎｇＳｔｕｄｉｏ ＧＯＡＴＥＥ

世界初ミュージシャン・レコーディングエンジニ
多摩信用金庫
アの為の楽器・機材音クラウドサービス

1779 2513121249

東京都

株式会社由良製作所

三次元形状ゴム金型の生産工程における短
納期化、加工精度維持システムの開発（３６文 りそな銀行
字）

1780 2513121250

東京都

株式会社アスピレーション

医師と連携した予防医学訪問検査およびＩＴシ
ステムを活用した健康管理アドバイスサービ
中小企業診断士藤岡壮志
ス『Ａｇｉｎｇ Ｄｅｓｉｇｎ（エイジングデザイン）』の
開発

1781 2513121251

東京都

株式会社アイカ

生産と流通・物流、販売を統合させた新ＳＣＭ
りそな銀行
システムの開発と販売

1782 2513121253

東京都

株式会社サロンサポート

顧客の役務（施術）の管理と売上管理が一体
税理士法人ティー・ブレイン
化した管理システムの開発事業

1783 2513121254

東京都

石川酒造株式会社

フレキシブル充填による瓶内熟成プレミアム
地ビールの熟成度別展開の実現

1784 2513121255

東京都

株式会社塩原製作所

高熱伝導充填物の混入による、省エネ型カー
城南信用金庫
トリッジヒーターの開発

1785 2513121256

東京都

株式会社ビーオーエス

音楽制作に特化した制作依頼インターネット
サービスの試作・開発

1786 2513121257

東京都

株式会社ハッピー・カーゴ

Ｗｅｂシップメントシステムを活用した国際宅配
東山豊樹公認会計士事務所
便事業の展開

1787 2513121258

東京都

日向工業株式会社

銅素材の高精度プレス抜き金型の開発による
税理士森敏夫事務所
競争力の強化

1788 2513121259

東京都

株式会社ディー・ティー・ジャパン

Ｗｏｒｌｄ Ｌｉｂｒａｒｙ®絵本を通じて世界と子供た 特定非営利法人ＮＰＯビジネスサ
ちを繋ぐ事業
ポート

西武信用金庫

多摩信用金庫

1789 2513121264

東京都

ＨＫＴ株式会社

エンジンの低ＣＯ２化を実現する、世界初ＥＧ
Ｒ（排出ガス再循環装置）ガス流量センサーの 多摩信用金庫
実用化開発

1790 2513121265

東京都

株式会社アストエイト

中小企業向けウェブ経理システム構築とオー
昭島市商工会
プンソースの公開

1791 2513121266

東京都

有限会社双明通信機製作所

低所得者層集合住宅向け安否通報装置の開
青梅信用金庫
発

1792 2513121268

東京都

株式会社ナカダイ

切断面の向上及び、寸法精度の安定性を保
つプレス用金型の製作

多摩信用金庫

1793 2513121269

東京都

株式会社メディカルエックス

手術時開創部の安全性を飛躍的に向上させ
る医療器具の試作

巣鴨信用金庫

1794 2513121271

東京都

株式会社インベスチャー

ＩＲ計画作成から株主作りまでのワンストップ
サービス パート１

商工組合中央金庫

1795 2513121273

東京都

白山工業株式会社

計算機シミュレーションに基づく精密スリッター
多摩信用金庫
の加工品質改善

1796 2513121276

東京都

株式会社発研セイコー

深掘り加工技術を活用した省エネ効果倍増の 株式会社ヒューマンネット・コンサル
ためのＬＥＤ輝度の向上
ティング

1797 2513121277

東京都

有限会社サンステップ

基板片面に銅メッキとレジストを積層する片面
上田公認会計士事務所
多層プリント基板の開発

1798 2513121279

東京都

株式会社ユリスコ

中古車輸出仲介を行うための、ＷＥＢサイトの
西武信用金庫
開発・運営

1799 2513121282

東京都

株式会社スライヴ

電動テープディスペンサーを利用した自動機
及び透明テープに対応可能な電動テープディ 瀧野川信用金庫
スペンサーの試作開発

1800 2513121284

東京都

株式会社アジル

成人病の代表である糖尿病の検査（ＨｂＡ１ｃ）
を高性能、簡便、且つ安価に測定する検査機 多摩信用金庫
器開発。

1801 2513121285

東京都

蒲田合成樹脂工業所

電動射出成形機導入によるスーパー・エンプ
東日本銀行
ラ製品の生産能力強化事業
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1802 2513121286

1803 2513121290

東京都

東京都

株式会社グローバルダイヤモンド

超砥粒高品質化による切削加工研磨工具の
みずほ銀行
差別化への貢献

フリーベル株式会社

インバウンドマーケティング専用のグループ
ウェアを基礎とした、クラウドソーシングシステ 株式会社コンサラート
ムの開発

1804 2513121291

東京都

株式会社キネマ旬報社

映画データベース並びに映画鑑賞録サービス
「ＫＩＮＥＮＯＴＥ（キネノート）」の外部連携機能 株式会社エスネットワークス
開発

1805 2513121293

東京都

小作木工有限会社

良質な無垢材を表面部分のみに使用した、高
西武信用金庫
品質かつ安価な卒塔婆の試作開発

1806 2513121295

東京都

有限会社清水製作所

後工程の機械加工を不要にするＮＣ自動旋盤
西武信用金庫
の導入による納期短縮・ロス削減の実現

1807 2513121296

東京都

有限会社ヨネモト

海外市場拡張の為、低コスト、高生産効率、
生産拡大能力の獲得。

1808 2513121297

東京都

有限会社メカプロ

設備投資による生産性向上と納期短縮、精度
多摩信用金庫
向上、低コスト加工の実現。

1809 2513121298

東京都

資産税務コンサルセンター有限会社

納税者が自分で作成できる相続関係書類・申
西武信用金庫
告書に関するシステム構築とサービス提供

1810 2513121300

東京都

株式会社アスケイド

プロジェクト毎の予実管理を通じて資金繰りを
税理士法人あい会計社
見える化するクラウドサービスの開発

1811 2513121301

東京都

新星冷蔵工業株式会社

業務用大型冷蔵庫用の省エネ蓄熱エネル
ギー・冷却システムの開発

1812 2513121302

東京都

株式会社アイ・ティー・ピー

自然素材塗料「シラスバルーンコート」を用い
松井 邦彦
た窓用フィルターの開発

1813 2513121303

東京都

株式会社ウェルセルフ

ＩＶＲ（自動音声応答）装置を活用した匿名の
個人間による電話相談サービス

東京都

レイ・フロンティア株式会社

“無意識”の感覚で自動的に日常生活の運動
量情報を取得するフィットネス・ヘルスケア向 榊原志づか税理士事務所
け対話型アプリケーションの開発

1815 2513121307

東京都

アートフラワーレンタルシステム－生花に見え
合同会社日本プリザーブドフラワー
るアートフラワーで生花を飾れない場所を飾る さわやか信用金庫
協会
－

1816 2513121308

東京都

昭島段ボール工業株式会社

短納期実現のための、大型高機能抜打機の
道入による新生産プロセスの構築。

東和銀行

1817 2513121309

東京都

株式会社フィールズ

バーコード読取速度を向上させたタブレット
ピッキングシステムの試作

巣鴨信用金庫

1814 2513121306

東日本銀行

東京中央経営株式会社

税理士法人ティー・ブレイン

1818 2513121312

東京都

三研工業株式会社

医療機器用試作品制作の短納期化に向けた
タブレット型複合加工機導入による生産プロセ みずほ銀行
ス強化

1819 2513121313

東京都

アイエムエフ株式会社

高齢者福祉事業所専用、職場環境改善のた
税理士法人むらずみ総合事務所
めの調査・分析システムの開発

1820 2513121314

東京都

株式会社ミユキ技研
有限会社メディカルトライシステム

めまい検査機器 ワイヤレスデジタル眼振計
西武信用金庫
の新規設計開発

1821 2513121315

東京都

有限会社旭建硝

診断及び効果買取制度による革新的断熱（省
巣鴨信用金庫
エネ）リフォームサービス

1822 2513121317

東京都

テクニカルシステム株式会社

ラミネートシート印刷検査パッケージ・システ
ム開発

1823 2513121318

東京都

株式会社ＭＩ

家電製品への接続だけで導入可能な独居高
村尾税理士事務所
齢者見守りシステム

1824 2513121319

東京都

株式会社ケーエムケーワールド

ペットの健康管理を目的としたウェラブル機器
三井住友銀行
の開発

1825 2513121324

東京都

エヌエスティ・グローバリスト株式会 高齢者や自宅を守るための統合セキュリティ
福井会計事務所
社
検知システムの開発

1826 2513121327

東京都

株式会社プラトンジャパン

歯科医師及び患者ニーズに応え耐久性を改
善した歯科インプラントの試作開発

1827 2513121328

東京都

有限会社アンリミット・ジャパン

強酸性電解水による人体・環境に適合した消
多摩信用金庫
毒・殺菌小型生成装置の開発

1828 2513121332

東京都

リノ・ハピア株式会社

大型研削機搭載ゴンドラによる既存外壁塗装 近藤美恵子経営コンサルティング事
下地作りの高精度化・効率化
務所

67／245

特定非営利活動法人ＮＰＯビジネス
サポート

福井 紀之

1829 2513121336

東京都

株式会社山小電機製作所

３Ｄ ＣＡＤ，３Ｄプリンタで製作した感震セン
サ，取付ケースを用いた棚収納物落下防止装 商工組合中央金庫
置の商品開発

1830 2513121342

東京都

株式会社六工房

舞台照明におけるＬＥＤ演出照明機器導入を
巣鴨信用金庫
促進する商品開発

1831 2513121343

東京都

株式会社システムズプランニング

仮想試作トライアルにおける解析精度向上の
みずほ銀行
ための統合プリポストソフトウェア開発

1832 2513121344

東京都

有限会社チバプラス

障がい者用カトラリーの試作開発による自社
東京東信用金庫
生産体制強化計画

1833 2513121348

東京都

株式会社石川工場

集塵機能及び軽量化等を具現化した新型石
川式撹拌擂潰機の試作

1834 2513121357

東京都

リューグー株式会社

最適化された陳列順序を自動出力するシステ
多摩信用金庫
ムの構築

1835 2513121358

東京都

株式会社ＲＳＣ

二次ガンマ線吸収機能を有する透明体中性
子遮蔽材の開発

1836 2513121363

東京都

丹波貿易株式会社

高速、高認識、低価格で提供するＡＲ（拡張現
株式会社エイチ・エーエル
実）システムの試作開発

1837 2513121364

東京都

株式会社タイガー

過労運転交通事故予防のための乗務員配車
西武信用金庫
システム

1838 2513121366

東京都

株式会社インフォテック

自動化システム開発とデジタル印刷機導入に
多摩信用金庫
よる大学向け名刺提供

1839 2513121370

東京都

株式会社五月精密

高回転スピンドル使用による小径穴加工及び
多摩信用金庫
微スリット加工に対応する生産プロセス強化

1840 2513121371

東京都

大盛印刷株式会社

高精細・高品質オフセット印刷およびオンデマ 株式会社マイルストーン・コンサル
ンド印刷の短納期化と低コスト化の実現
ティング・グルーブ

1841 2513121372

東京都

株式会社サンテック

汎用パトロール業務用ソフトウェアの開発

1842 2513121374

東京都

株式会社ジュン

眼鏡の販売促進を目的としたシチュエーション
中小企業診断士藤岡壮志
システムの開発

1843 2513121375

東京都

株式会社八洋

高性能マシニングセンタ導入による高精度部 一般財団法人首都圏産業活性化協
品加工の生産性向上
会

1844 2513121376

東京都

八楽株式会社

翻訳効率を向上させる、企業向けハイブリッド
弁護士法人クレア法律事務所
翻訳システムの開発

1845 2513121377

東京都

株式会社弘機商会

ＮＣ旋盤導入による、カシメ機用特殊加工工
具の効率的生産の実現

1846 2513121378

東京都

株式会社教育と探求社

中高生が働く意義を発見する革新的キャリア
井上大輔税理士事務所井上 大輔
教育サービスの開発

1847 2513121383

東京都

株式会社情報技術センター

ＩＭ共通マスタ連携ツール開発

1848 2513121385

東京都

株式会社ビーアイ

入録された介護記録データから自動的に介護 株式会社ヒューマンネット・コンサル
計画を生成する営業ツールの開発
ティング

1849 2513121389

東京都

株式会社アジャスト

３Ｄプリンタと連動し、強度確認が必要な試作
西武信用金庫
切削部品を驚速加工技術

1850 2513121392

東京都

山喜機工株式会社

高精密で低コスト・短納期が可能な１個生産
型機械加工技術の開発

1851 2513121393

東京都

株式会社サン工芸

電子回路基板薄型化及び試作納期短縮化対
東京都民銀行
応の関連技術開発

1852 2513121397

東京都

中川株式会社

伝統産業における誂え品シミュレーションシス
朝日信用金庫
テムの導入による革新的サービス

1853 2513121398

東京都

トキ・コーポレーション株式会社

バイオメタルを活用した可動式ＬＥＤスポット照
商工組合中央金庫
明システムの開発

1854 2513121399

東京都

株式会社ループ

ボトル梱包用エアーパックの製品開発

1855 2513121400

東京都

玉川食品株式会社

カルシウム強化麺を含めた多品種・少量生産
城北信用金庫
を可能とする生産プロセスの革新

68／245

横浜銀行

東京東信用金庫

西武信用金庫

フュージョンナレッジ

株式会社ＡＧＳコンサルティング

株式会社浜銀総合研究所

新都心税理士法人

1856 2513121401

東京都

株式会社星製作所

成形加工技術を活用した高精度・高剛性の板
西武信用金庫
金パーツの試作開発

1857 2513121406

東京都

愛宕技研株式会社

表面増強ラマン散乱測定装置の開発

1858 2513121407

東京都

ｉｔｋエンジニアリングジャパン株式会 自動車向けソフトウェア高品質化のためのテ
社
スト手法教育システムパッケージ開発

1859 2513121408

東京都

株式会社リバネス

植物病原微生物の播種前対処を可能とする
選択培地群の開発

1860 2513121409

東京都

クイント株式会社

コネクタ治具設計・製作における３ＤＣＡＤ導入
八千代銀行
による生産プロセス増強

1861 2513121410

東京都

株式会社エスクラフト

新型ロータリーソレノイド（永久磁石ローター
並列磁界型磁気回路）の開発

1862 2513121413

東京都

株式会社吉崎メッキ化工所

新たな分野への進出を可能とするめっき皮膜
多摩信用金庫
の物性の改善

1863 2513121417

東京都

株式会社ナイツ

ストリーク照射型ＬＥＤを搭載した世界初のＬＥ
坂城町商工会
Ｄ検影器の開発

1864 2513121418

東京都

株式会社ハイメックス

機能性フィルムのコンバーティングマシンを高
Ａ－ＭＥＣ株式会社
度化する多孔質ロールの開発

朝日信用金庫

奈良会計事務所

みずほ銀行

多摩信用金庫

1865 2513121421

東京都

株式会社秋山製作所

ＣＡＤ／ＣＡＭとマシニングによる製袋機用カ
ムの精度向上と試作期間短縮のための技術 スギ・コンサルティング
開発

1866 2513121422

東京都

株式会社セスタンテ

伝統工芸と地場産業を活用した高付加価値
ジュエリーの試作開発。

特定非営利活動法人ＮＰＯビジネス
サポート

1867 2513121426

東京都

株式会社サイファーポイント

動画ポータルプロジェクト事業

小見山公認会計士事務所

株式会社ナティックス

賃貸住宅における室内属性及び修繕履歴
データベースシステム開発計画と、そのシステ
税理士法人ティー・ブレイン
ムを活用したリノベーション提供事業プロジェ
クト
商工組合中央金庫

東日本銀行

1868 2513121429

東京都

1869 2513121430

東京都

株式会社トーン・アップ

環境に優しいペーパーボード素材を使った
「ペーパーボード事業」進出のための設備導
入計画

1870 2513121431

東京都

真田機械株式会社

量産受注拡大を目的とした金属精密加工の
高精度化確立事業

1871 2513121433

東京都

株式会社墨田キール

レザー＆生地のオンデマンドプリント加工技術
城北信用金庫
の開発

1872 2513121434

東京都

株式会社サイニクス

弊社独自仕様部品の開発・生産のための３Ｄ
朝日信用金庫
プリンター導入

1873 2513121435

東京都

三喜電機株式会社

鉛フリー化が進む高信頼性基板実装に適合
する生産設備体制の確立による拡販

1874 2513121436

東京都

日晨化学工業株式会社

ロボットと定量塗料供給システムによる異形ガ
青梅信用金庫
ラス管内面塗装技術の開発

1875 2513121437

東京都

牧野精工株式会社

高精度画像測定器導入による生産ラインの時
城北信用金庫
間短縮と品質向上の確立

1876 2513121438

東京都

品川計量サービス株式会社

試験機校正における人為的誤差解消の為の
税理士法人日の出事務所
電気的技術の開発

1877 2513121440

東京都

株式会社ジェネシア

多色分解画像が得られる「航空宇宙用のデジ
税理士法人アイム
タルカメラ」の開発

1878 2513121444

東京都

株式会社シーアイエス

移動被写体撮像でのブレ補正を実現する為
のセンサシフト技術の商品化

1879 2513121445

東京都

株式会社紅梅苑

独自の青梅ペーストを使ったプレミアムソフト
西武信用金庫
クリームの加工技術の確立

西武信用金庫

みずほ銀行

1880 2513121446

東京都

株式会社大洋バルブ製作所

厳格安全保証と小型安価を目指す病院向け
ＢＮＣＴ冷却装置の実験機による性能改善の
達成。

1881 2513121448

東京都

オーイソ株式会社

独自に開発した素材を使用した水に濡れても
巣鴨信用金庫
滑りにくい製品の試作開発

1882 2513121453

東京都

三共グラフィック株式会社

特殊折り加工による出版物付録の顧客メリッ
株式会社ＧＩＭＳ
ト向上と市場の活性化

69／245

落合和雄税理士事務所

開示書類作成代行サービスを効率化する入
力フォーム・仕組みの開発

1883 2513121454

東京都

株式会社ＣＳＧコンサルティング

1884 2513121457

東京都

株式会社サイトライン・ソリューション ＤＮＡメチル化検査の実用化を目指した検査
ズ
用ＤＮＡアレイチップの開発

りそな銀行

東京東信用金庫

1885 2513121458

東京都

株式会社リプス・ワークス

コーテッド工具基材表面及び大面積金型の
レーザーマイクロテクスチュア化による高寿命 宮崎銀行
化技術

1886 2513121459

東京都

有限会社ＴＭＪ Ｊａｐａｎ

通訳業務の「ウェブ（クラウド型）管理」技術構
西武信用金庫
築事業

1887 2513121466

東京都

ｐｌｕｓ８１有限会社

オーダーメイド衣装製作のＩＴ化によるビジネス
インクグロウ株式会社
プロセスの革新

1888 2513121468

東京都

株式会社サンリック

メタル炉の技術提案力強化に向けた試作用
設備の開発

1889 2513121475

東京都

東洋薬化学工業株式会社

安全・安心、作業環境、地球環境のへの影響
商工組合中央金庫
抑制を考慮した防錆剤の開発計画

1890 2513121477

東京都

株式会社テレパワー

ブルーツース対応機器の開発期間短縮の為
巣鴨信用金庫
のソフトウェア・検査治具試作開発

1891 2513121479

東京都

株式会社朝日エージェンシー

揮発性有機化合物（ＶＯＣ）低減・循環型調色
朝日信用金庫
用小型塗装室の開発

1892 2513121480

東京都

株式会社三旺コーポレーション

アトピー性皮膚炎の改善を目的とした副作用
社労士オフィスネクストステップ
のない新規水素サプリメントの開発

1893 2513121481

東京都

株式会社ＥＶＥＲＲＩＳＥ

インターネット広告に特化した便利なマーケ
ティングレポート作成ツールの開発

1894 2513121482

東京都

東京電線工業株式会社

３Ｄプリンターによる人工膵臓用センサーコネ
多摩信用金庫
クタの一体加工及び試作対応の迅速化

1895 2513121484

東京都

株式会社トウト工機

高速回転マシニングセンタ導入による生産能
西武信用金庫
力強化に伴う機会損失の回避

1896 2513121486

東京都

有限会社森建設

企画・設計から施工までの一貫建築サービス
西武信用金庫
の開発

1897 2513121487

東京都

東友精工株式会社

横形４軸加工機の導入による航空機エンジン
円形治工具製造における生産性、効率化の 多摩信用金庫
向上及び低コスト化の推進

1898 2513121488

東京都

株式会社ＡＧＵＡ ＪＡＰＡＮ

バッテリーを遠隔管理し、廃棄バッテリーを再
芝信用金庫
生メンテナンスするバッテリー・ホスピス事業

1899 2513121494

東京都

有限会社佐藤精工

自動スキャン３次元座標測定機導入による高
青梅信用金庫
精密部品の品質保証体制の構築

1900 2513121495

東京都

株式会社Ｔ・Ｍ・Ｊグループ

介護者の見守り通知サービス

1901 2513121497

東京都

有限会社岡安工業所

新型車両開発に伴うスロッター加工機導入に
ポート社会保険労務士法人
よる高精度化及び短納期化

1902 2513121498

東京都

株式会社日本ラベル

豆本の印刷・製本工程にデマンド印刷機を導 特定非営利活動法人ＮＰＯビジネス
入し内作化の取組み
サポート

1903 2513121501

東京都

株式会社よつば制作所

ネット通販サイト（ＥＣサイト）向け商品紹介動
巣鴨信用金庫
画制作サービス

1904 2513121502

東京都

ネオフォトニクス・セミコンダクタ合同 光通信ネットワークシステム用１００ギガビット
多摩信用金庫
会社
／秒 小型・低消費電力Ｑｕａｄ－ＴＯＳＡ開発

1905 2513121503

東京都

サンリツオートメイション株式会社

プラント設備における配管補修ロボットの試作
落合会計事務所
開発

1906 2513121504

東京都

株式会社デジサイン

タブレットによる電子署名サービスの開発

1907 2513121509

東京都

株式会社エレクトリック・マテリアル

「おくすり日記」をベースに自治体向け健康管
西武信用金庫
理アプリ研究開発

1908 2513121510

東京都

株式会社ＫＤＡ

再生医療用培養容器加工の多面加工機導入
商工組合中央金庫
によるリードタイム短縮

1909 2513121511

東京都

株式会社ケテル

海外生産の特殊用途用マイクロホン等通信機
器を、光造形機の導入で国内生産に移行する 城北信用金庫
事業

70／245

株式会社浜銀総合研究所

小谷野公認会計士事務所

大東京信用組合

埼玉りそな銀行

1910 2513121514

東京都

有限会社トガシセラミックデンタル

ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを用いた新素材対応の
歯科技工物の提供とデジタル革命への取組 八千代銀行
み

1911 2513121516

東京都

株式会社マチコエ

居住用物件における入居者間での居抜きマッ
昭和信用金庫
チング・サービス

1912 2513121517

東京都

株式会社スカイネット

人工呼吸器使用時に患者の口元で安全を確
三菱東京ＵＦＪ銀行
認する呼吸チェッカー

1913 2513121521

東京都

株式会社田中医科器械製作所

低侵襲脊椎手術用開創器システムの開発

1914 2513121523

東京都

株式会社中島製作所

試作金型の短納期・精密化に対応するための
新型ワイヤー放電加工機導入による生産工 瀧野川信用金庫
程の改善

1915 2513121524

東京都

株式会社真精工

高精度内視鏡用ジョイント部の試作開発

1916 2513121525

東京都

株式会社ホロニック

「女性・若者向け理美容院再就職支援システ
興産信用金庫
ムの開発」

1917 2513121529

東京都

有限会社大林堂

常温金属溶射工法による防錆工事事業の構
興産信用金庫
築及び付加サービス構築

1918 2513121531

東京都

八欧産業株式会社

再帰反射フィルムの高速加工および高精細プ
西武信用金庫
リントの実現

1919 2513121532

東京都

大学キャリアセンター向けオンラインシステム
株式会社フューチャー・デザイン・ラ
を利用した新しい就職活動支援サービスの開 税理士法人ティー・ブレイン
ボ
発

1920 2513121541

東京都

ＫＳＳ株式会社

高性能自動裁断機の導入による既存施設の
株式会社シャイン総研
簡易リフォーム事業

1921 2513121542

東京都

株式会社川内美登子・植物代替療
法研究所

「全国４７都道府県 和ハーブのブランド化に
さわやか信用金庫
よる地域活性化事業」

1922 2513121546

東京都

株式会社ギークフィード

通話や会議での音声を収集しビッグデータと
特定非常活動法人ＮＰＯビジネスサ
して活用する事業意思決定ツールのサービス
ポート
提供

1923 2513121548

東京都

株式会社脇プロセス

大型インクジェットプリンター意匠出力による
マンションリフォーム事業

1924 2513121549

東京都

株式会社デジタルステージ

主力パッケージ商品ＢｉＮＤシリーズのコンセプ
三井住友銀行
トに基づく、新しいクラウド型サービスの開発

税理士法人第一経理

西武信用金庫

さわやか信用金庫

1925 2513121551

東京都

エクシード株式会社

自動車の鋼板塗装における、次世代型乾燥
装置の導入 による理想的な表面状態、短納 多摩信用金庫
期化、低コスト化の実現

1926 2513121552

東京都

プリネット株式会社

印刷工程の紙積み作業を機械化し、作業の
効率化、技術向上及び品質安定を図る。

1927 2513121553

東京都

株式会社セレモニー

地球環境に配慮した新しい遺体衛生保全シス
公認会計士森 伸司
テムによるサービスの提供

1928 2513121555

東京都

株式会社クレアクト

視線計測技術を応用した視覚性注意障害の
検査・リハビリシステムの開発

入江会計事務所

1929 2513121560

東京都

三栄精機株式会社

高密度プラズマ窒化援用によるタンタルノズ
ルの高精度切削加工技術の開発

芝信用金庫

1930 2513121563

東京都

城戸工芸

立体造形によるＬＥＤサイン製作の品質向上・
城北信用金庫
生産効率の向上事業

1931 2513121564

東京都

株式会社呉製作所

長尺シャフトのネジ加工のＮＣ化による生産効
西武信用金庫
率化（生産改革）

特定非営利活動法人ＮＰＯビジネス
サポート

1932 2513121565

東京都

戸倉工業株式会社

３Ｄ－ＣＡＤ及びオートベンダーによる高純度
ガス向け高精度３次元配管製作と航空宇宙産 八千代銀行
業への参入。

1933 2513121570

東京都

株式会社環境ビジネスエージェン
シー

「里山復元型都市緑化ユニット」の開発とブラ
朝日信用金庫
ンディング・販路開拓

1934 2513121573

東京都

千曲梱包資材株式会社

低コスト化及び納期短縮と、小ロット生産を実
巣鴨信用金庫
現する為の技術強化

1935 2513121576

東京都

株式会社ロッソ

ドライビングシミュレーター用電動ステアリング
多摩信用金庫
システムの開発

1936 2513121579

東京都

株式会社インターブックス

世界に読まれたい日本の本 ～日本語本の
世界デビューを英語書評で応援する～

71／245

りそな銀行

1937 2513121580

東京都

株式会社ＨＥＡＴＥＣ

小物家電品用組込み型ＷｉＦｉシールド及びそ
の統合環境の開発

横浜銀行

1938 2513121582

東京都

三輝工業株式会社

塗装設備導入による付加価値の増加および
異業種への参入

朝日信用金庫

1939 2513121585

東京都

株式会社ＭＯＮＤＯ

インターネット放送局を媒体とする動画制作ア
吉田邦彦税理士事務所
プリによる店舗活性化支援事業

1940 2513121587

東京都

フラットーク株式会社

筆圧入力を可能にした３次元タブレットＰＣの
試作開発

公益財団法人相模原市産業振興財
団

1941 2513121589

東京都

北川電機株式会社

再生可能エネルギー向けパワーコンディショ
ナ用三相フィルタコイルの小型化試作開発

一般社団法人首都圏産業活性化協
会

1942 2513121593

東京都

株式会社環境材料エンジニアリング

解泥処理と遠心分離機による土壌洗浄残渣
の高度分級装置の開発

安藤 一彦

1943 2513121598

東京都

株式会社北里メディカル

コネクター接続における超音波溶着機の導入 静岡銀行

1944 2513121599

東京都

株式会社ムラコメディカル

新興国市場向け簡易型閉鎖／非閉鎖循環切
朝日信用金庫
替式全身麻酔器の試作開発

1945 2513121608

東京都

エアボーンシステムス株式会社

航空機の形状を３次元測定器でデータ化し、
税理士法人グラシア
特殊装備品を設計製造

1946 2513121609

東京都

アイアット国際特許業務法人

ビジネスに強いグローバル知財人材の育成
事業

1947 2513121611

東京都

有限会社スギハラ

輪郭測定機を活用したワイヤーカットによる高
西武信用金庫
精度加工技術の開発

1948 2513121614

東京都

株式会社オータマ

熱処理技術で特性を高めた磁気遮蔽材料と
樹脂との積層接合技術開発

1949 2513121615

東京都

株式会社タウン・クリエイション

老朽マンション建替え等促進の新手法開発と
税理士法人グランクスパートナーズ
システムの構築及び実践

1950 2513121616

東京都

株式会社ＰＡＲＡＭ

ＳＥＭ（走査型電子顕微鏡）の清浄化に使用で
西武信用金庫
きる超低流量オゾン発生器開発

1951 2513121622

東京都

アトセンス株式会社

３Ｄ－ＣＡＤ等を活用した高精度防爆型流量計 一般社団法人首都圏産業活性化協
の試作開発
会

1952 2513121624

東京都

株式会社アドバンスコード

収益型インタラクティブコンテンツの開発と、Ａ
ＳＰサービス形式のコンテンツ基盤ＭＩＣＳの構 税理士法人ティー・ブレイン
築

1953 2513121626

東京都

Ｐｒｏｊｅｃｔ７合同会社

ウェアラブルコンピューティング技術を用いた
中小企業診断士藤岡壮志
運動リハビリ健康支援システムの開発

1954 2513121627

東京都

株式会社Ｒｉｄｉｌｏｖｅｒ

旅行商品における地域受け入れ側からの情
報更新及びメール配信システムの開発

税理士法人Ｂｒｉｄｇｅ

1955 2513121628

東京都

株式会社ゼネット

ＥＱ（心の知能指数）を軸とした、辞（病）めな
い教育システムの開発

巣鴨信用金庫

1956 2513121629

東京都

株式会社久松機工

半導体製造装置部品の加工精度向上及び
リードタイム減少による生産力の強化

西武信用金庫

1957 2513121631

東京都

株式会社トライワーク

光造形機による自動車レンズ部品試作開発
における短納期化に関する技術開発

西武信用金庫

1958 2513121634

東京都

千蔵工業株式会社

ＣＦＲＰ製自動ドア台板の量産化技術の開発

三菱東京ＵＦＪ銀行

1959 2513121637

東京都

東理システム株式会社

安価な運転状態計測・警告・統計処理システ
巣鴨信用金庫
ムの試作開発

1960 2513121638

東京都

株式会社シーシーデー

表面の粗さと反射色彩値を非破壊で同時に測
細谷 和丈
定できる検査装置の試作開発

1961 2513121640

東京都

まお株式会社

まつ毛エクステ用「国産ツイーザー」の試作開
東京中央経営株式会社
発

1962 2513121643

東京都

株式会社ＷＴＬ

インフラの非接触診断のためのヘリコプター
型無人飛行ロボットの開発

1963 2513121649

東京都

株式会社守屋彫刻工芸

高硬度難削材の高精度微細加工技術の向上 株式会社ヒューマンネット・コンサル
による競争力の強化と賃上げ
ティング
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西武信用金庫

一般社団法人首都圏産業活性化協
会

株式会社アライブビジネス

1964 2513121651

東京都

比留間運送株式会社

新高精度選別装置の開発

西武信用金庫

1965 2513121652

東京都

有限会社森田製作所

高精度ワイヤ放電加工機導入によるプレス・
絞り金型の加工精度と効率向上

八千代銀行

1966 2513121659

東京都

株式会社ＭＩＳＯＲＡ

感染対策・瞬時に検温を可能にする非接触赤
大東京信用組合
外線体温計の開発

1967 2513121660

東京都

有限会社塩本ヘラ鉸製作所

高性能大型ベンダー加工設備導入による大
型商品加工対応、短納期化の実現

東栄信用金庫

1968 2513121666

東京都

株式会社アトミ

透明フィルム圧着機導入によるコスト競争力
強化・短納期化・高品質化の実現

多摩信用金庫

1969 2513121670

東京都

株式会社シャミオール
株式会社ユーイーアイ

ゴアテックス婦人靴新製法導入に伴う効率
化，品質安定化計画

東京中小企業投資育成株式会社

1970 2513121673

東京都

株式会社ＡｎｃｈｏｒＺ

コミュニケーションと時間管理を一体化するＰ
株式会社ウィレコンサルティング
Ｍ－Ｅｎｇｉｎｅの開発

1971 2513121681

東京都

株式会社パルサ

自動車部品用Ｏリングの国内生産に資する低
多摩信用金庫
価格外観検査装置の開発

1972 2513121682

東京都

株式会社三陽機械製作所

自動搬送／自動測定機能付複合ＮＣ旋盤導
入による工程集約と２４時間稼働の実現とコ
スト競争力強化

1973 2513121687

東京都

株式会社城南キー

遊休設備のレトロフィットとＷＥＢによるサービ
協同組合さいたま総合研究所
ス提供のワンストップ化

1974 2513121699

東京都

株式会社エー・アイ・エス

３次元ＣＡＤを利用したＩＴネットワークシステム
小松川信用金庫
による短納期化の実現

1975 2513121700

東京都

株式会社オスティアリーズ

電話回線を利用した個人認証機能付きコイン
八千代銀行
ロッカー・宅配ロッカーの開発・製造

1976 2513121708

東京都

ネクストキャディックス株式会社

施設管理ＧＩＳシステムを利用したロケーション
税理士法人堂島会計事務所
ベースＡＲの開発

1977 2513121711

東京都

株式会社Ｍｅｒｃｕｒｙ ａｎｄ Ｅａｒｔｈ

国際会計基準のための財務情報電子化支援
ポート社会保険労務士法人
における勘定科目設定自動化システム開発

1978 2513121719

東京都

株式会社Ｔｈｅ ＭＯＴ Ｃｏｍｐａｎｙ

熱可塑性炭素繊維複合材（ＣＦＲＴＰ）の異種
複層化によるソフトカーボンの開発試作

1979 2513121724

東京都

ＪＮＳ株式会社

個人情報漏えい事件・事故データベース自動 公益財団法人東京都中小企業振興
作成システムの開発
公社

1980 2513121726

東京都

株式会社エステク・サービス

光通信インフラ事業向け超高精度部品の金属
東日本銀行
精密加工技術確立

1981 2513121730

東京都

株式会社アイショップ

地域資源の木を活用した純国産精油の生産
体制の確立と成分分析の徹底

さわやか信用金庫

1982 2513121732

東京都

オフィスＫキャリアナビ株式会社

子育て世代と独立開業したい若手芸術家を
マッチングするコミュニティスペースの運営

会計事務所シンシア

1983 2513121746

東京都

株式会社ＷＥＳＥＥＫ

生体異常検知による見守り・事故予見サービ
東京三協信用金庫
スの開発および公共化

1984 2513121748

東京都

株式会社７６６

チタン製特殊継ぎ手によるチタンとカーボンの
多摩信用金庫
ハイブリット車いすの開発

1985 2513121750

東京都

株式会社アセンティアホーム

新しい住環境スタイル提案のベースとして、ベ
西武信用金庫
トナムでロートアイアンを製造・輸入する

さわやか信用金庫

三井住友銀行

1986 2513121753

東京都

富士医療測器株式会社

業界トップレベルの大容量及び乾燥時間の短
縮を実現する卓上型高圧蒸気滅菌器用滅菌 東京都民銀行
トレー及びラックの試作開発

1987 2513121755

東京都

カリスタ株式会社

日本全国３６，０００店舗ある鍼灸院向け店舗
西武信用金庫
情報ポータルサイトシステムの開発

1988 2513121756

東京都

株式会社ソーケンメディカル

超小型コイルによる眼精疲労解消用ウェアラ 一般社団法人首都圏産業活性化協
ブル電気磁気治療器の試作開発
会

1989 2513121758

東京都

株式会社Ａ・ＦＩＥＬＤ
株式会社トップ・ギア

環境配慮の溶剤開発による新型洗車サービ
スの事業化

1990 2513121761

東京都

株式会社早稲田環境研究所

空気エンジン駆動型マイクロモビリティの開発 商工組合中央金庫
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西武信用金庫

1991 2513121763

東京都

株式会社デジタル・ヒュージ・テクノ
ロジー

自治体・学校向けオールインワン・オープン系
オルク・コンサルティング
サーバの試作開発

1992 2513121764

東京都

株式会社トミナガ

レーザ加工機とＵＶプリンタを活用した立体形
朝日信用金庫
高度加工技術の開発

1993 2513121765

東京都

株式会社フーモア

ソーシャルゲーム用３次元（３Ｄ）アニメーショ
ンの制作事業

1994 2513121766

東京都

株式会社ファーストアセント

保育園・託児所のＩＴ化ソリューションの試作開
税理士法人ＡＫＪパートナーズ
発

1995 2513121769

東京都

株式会社エモーヴ

子供を持つ女性が、安心して働けるシェアオ
フィスの開設と運営

中野裕哲税理士・社会保険労務士・
行政書士事務所

1996 2513121774

東京都

山下電気株式会社

液晶タッチパネル用透明射出成形品の光弾
性歪み最適化設計技術の確立

商工組合中央金庫

1997 2513121775

東京都

株式会社エビリー

スマホゲーム業界の意表を突く革新的なクチ
小谷野公認会計士事務所
コミ用マーケティングシステムの提供

1998 2513121776

東京都

有限会社みずの

東京・日本の観光名所をお菓子の紙芝居・小
巣鴨信用金庫
さな舞台みやげで世界へ

1999 2513121778

東京都

株式会社稲田屋本店

セントラルキッチンでの世界初コンセプト飲食 株式会社ヒューマンネット・コンサル
店向け食品の試作開発
ティング

2000 2513121783

東京都

アストロ株式会社

ナノファイバーの大量生成装置開発

2001 2513121784

東京都

有限会社今岡モールディング

５軸制御マシニングセンタ導入による革新的
な精密金型生産技術の確立と国内生産力の さわやか信用金庫
強化

2002 2513121786

東京都

ブラステル株式会社

インターネットプロバイダー向けプリペイドＳＩＭ
みずほ銀行
カード処理代行サービスの開発と事業化

2003 2513121799

東京都

株式会社エム・エル・シー

超薄基材用ブラシククリーナー開発計画

2004 2513121801

東京都

株式会社土橋園

緑茶離れの進む若年層や海外市場ヘの展開
社労士オフィスネクストステップ
を想定したフレーバーティー新商品の開発

2005 2513121804

東京都

株式会社グローブリンク

中小企業の海外販売拡大に資する、海外進
出支援スペシャリスト養成システムの開発。

2006 2513121805

東京都

竹田合成工業株式会社

動脈血酸素飽和度（ＳＰ０２）測定器用ケーブ
多摩信用金庫
ルコネクター増産対応プロジェクト

2007 2513121808

東京都

東京建鉄株式会社

形鋼ドリルマシン導入による高品質化と短納
期化の実現

2008 2513121811

東京都

株式会社ＥＬＪＥＷＥＬ

トータルインテリアデザイン事業の実施による
株式会社ＡＧＳコンサルティング
経営革新

2009 2513121815

東京都

株式会社Ｂｅａｔ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ

震災などの災害の危機に対する経済活動維
持のライフラインを提供するサービス」

株式会社ヒューマンネット・コンサル
ティング

2010 2513121816

東京都

株式会社学凛社

「心の教育」を基本においた革新的な総合教
育サービスのためのＤＢ構築

株式会社アライブビジネス

2011 2513121820

東京都

株式会社システムツー・ワン
株式会社ＹＵＷＡ

在宅における高血圧疾患予防試作機の開発 巣鴨信用金庫

2012 2513121821

東京都

有限会社池田製作所

ハイブリッド射出成形機の導入による型内組
立成形技術の確立

2013 2513121824

東京都

キズナジャパン株式会社

在宅ワーク向け「ワークスタイル革新アドバイ
プラス会計事務所
ザー」創出事業

2014 2513121826

東京都

有限会社小玉製作所

ＣＮＣ旋盤導入による丸材部品加工の生産プ
小松川信用金庫
ロセスの改善

奥野 達彦

みずほ銀行

多摩信用金庫

税理士法人ティー・ブレイン

多摩信用金庫

青梅信用金庫

2015 2513121830

東京都

株式会社経営教育総合研究所

「講義動画無料配信サービス付きの販売士試
験対策書籍（テキスト・問題集）」の開発と書籍
税理士法人アスコット
を活用した「合格保証付き個別指導塾」の開
講

2016 2513121833

東京都

協栄ブリント技研株式会社

バインダレス超硬に対応した高精度研削加工
多摩信用金庫
技研の確立

2017 2513121834

東京都

株式会社タッチパネル研究所

航空機用タッチパネル・ディスプレイ一体型デ
多摩信用金庫
バイスの試作・開発

74／245

2018 2513121836

東京都

コガソフトウェア株式会社

機械学習型「健康運動指導業務支援機器」の
東和銀行
試作開発

2019 2513121837

東京都

有限会社高埜製作所

Ｂ軸機構を備えた最新複合型自動旋盤導入
による受注領域拡大事業

東京東信用金庫

2020 2513121838

東京都

真野眼鏡

眼鏡小規模ＳＰＡ業態の開発

多摩信用金庫

2021 2513121840

東京都

株式会社ナラハラオートテクニカル

リードタイム短縮と品質保証を同時に実現す
る一貫加工体制の確立のための設備投資

西武信用金庫

2022 2513121847

東京都

株式会社寺島製作所

ナノサイズ粉体の長距離搬送を可能にするス
朝日信用金庫
クリューフィーダー装置試作開発

2023 2513121849

東京都

アゾンテ・パートナーズ株式会社

ライド・シェア（車の相乗り）に関する革新的プ
西武信用金庫
ラットフォームの開発

2024 2513121854

東京都

ＡＩホールディングス株式会社

モバイル型高感度インフルエンザセンサの開
商工組合中央金庫
発

2025 2513121855

東京都

株式会社ディエスピー

天然由来１００％の天然高純度美容液の開発
千葉銀行
及び生産工程の見える化の実現

2026 2513121856

東京都

株式会社パイプドビッツ

超高齢社会を視野に入れた、手書き文字電子
化サービスとデータベースクラウドサービスの
早崎税理士事務所
連携による顧客情報管理クラウドサービスの
実現

2027 2513121859

東京都

東京セイル株式会社

眼鏡に取り付けて使用する（裸眼での使用も
城北信用金庫
可能）医療従事者用クリップ式ヘッドルーペ

2028 2513121861

東京都

株式会社メタ・コーポレーション・ジャ 先進医療教育のためのＸ線と可視光による多
西京信用金庫
パン
視点３Ｄ撮影制御装置等の開発

2029 2513121862

東京都

株式会社ストーリア

ニーズに合わせた、機械及びバッテリー内蔵
井上大輔税理士事務所
型、メイクＢＯＸの開発と生産

2030 2513121863

東京都

有限会社共同義肢製作所

患者様の症状に適合した自社製装具用の魔
巣鴨信用金庫
法の靴作り新規事業の立ち上げ

2031 2513121866

東京都

株式会社菅野製麺所

手作業で作ったものと同等の小龍包を製造す
京葉銀行
る装置の設備導入

2032 2513121867

東京都

株式会社おいしいＪＡＰＡＮ

日本食品見本市「Ｏｉｓｈｉｉ ＪＡＰＡＮ」を活用し
た、海外向け食品流通マッチングシステム開
発

西武信用金庫

2033 2513121868

東京都

ＩＴ介護マネジメント株式会社

介護業務の合理化を目指した高齢者施設向
けシステム提供サービス（ＡＰＳ）の開発

巣鴨信用金庫

2034 2513121869

東京都

株式会社マスダ

液体窒素補充型－１８５℃試料吹付低温装置
西武信用金庫
の試作開発

2035 2513121872

東京都

株式会社エクスプラウド

録画映像とライブ映像の同時配信を特徴とす
株式会社エフピー・ワン・コンサル
る子育て女性向けｅラーニングシステムの開
ティング
発

2036 2513121885

東京都

株式会社ギアテック

多品種・短納期と不良率の低下を両立する
「治具製造の内製化」「治具の標準化」事業

2037 2513121891

東京都

株式会社ミューテクノ

形鋼材の部材加工リードタイムを１／３に短縮
多摩信用金庫
するユニットタッパーの開発

2038 2513121893

東京都

株式会社キイヤ

人台の３次元デジタルデータ化とデータを活
用した新しい製作技法の開発

城南信用金庫

2039 2513121898

東京都

株式会社シーイー・フォックス

ＡＳＥＡＮ諸国でのｅラーニング事業に向けた
多言語制御学習システムの開発

赤池嘉隆税理士事務所

2040 2513121908

東京都

テンアイズ株式会社

剥離うずを利用した流体発電装置の開発

東京東信用金庫

2041 2513121911

東京都

株式会社大洋テック

高精度ネジ用研削盤導入による高精度ねじ
の試作と社内一貫生産体制の確立

株式会社アライブビジネス

2042 2513121914

東京都

株式会社アイズファクトリー

「クラウド型テキストマイニングシステムの研
究開発」

三井住友銀行

2043 2513121917

東京都

有限会社森川製作所

医療機器部品製造における工作機械の新規
小松川信用金庫
導入

2044 2513121918

東京都

株式会社広瀬精工

新型航空機（ボーイング７８７）の仕様を満た
多摩信用金庫
す機内部品専用の板金部品製造体制の構築

75／245

巣鴨信用金庫

2045 2513121920

東京都

株式会社ギャラキシー

高濃度電解液を利用した小型バナジウム・レ
中小企業診断士・税理士
ドックス電池の実用化計画

2046 2513121923

東京都

株式会社ゴカン水力発電開発

発電用用水路と発電用水車を改良した小水
力発電の動力源の開発

西武信用金庫

2047 2513121924

東京都

株式会社ＦＲＯＭ ＪＡＰＡＮ

海外向け「梱包・発送代行サービス」の開発

税理士法人いちがや会計

2048 2513121926

東京都

株式会社タスケ

「エグザムライ戦国」スマートフォン対応ソー
シャルゲームアプリ開発プロジェクト。

税理士法人ステップスパートナーズ

2049 2513121927

東京都

飯田電子設計株式会社

熱中症対策・体温４０℃で外れるブレスレット

東日本銀行

2050 2513121928

東京都

株式会社スプリングフィーリング

ウェブサイトと直接交流（就活オフ）による就活
志磨税務経営事務所
総合サービスの構築事業

2051 2513121930

東京都

株式会社総合ダクト工業

空調ダクト製造に於ける最新プラズマ自動切
多摩信用金庫
断機導入による生産効率向上と競争力強化

2052 2513121933

東京都

タカオ木工株式会社

３次元曲面などの立体造形に対応した大型の
岡本会計事務所
木工什器の製作技術の確立

2053 2513121934

東京都

株式会社グローバルトラストネット
ワークス

外国人留学生向けアプリ「留学生便利帳」を
活用した携帯電話レンタルサービス

2054 2513121936

東京都

株式会社シーエスエス技術開発

森林や藪中での高精度ＧＰＳ測量システムの
多摩信用金庫
試作開発

2055 2513121939

東京都

エレファントアカデミー株式会社

「家庭での自学自習者層」市場の獲得を目指
すための学習系統図に基づく『さカヽのぼり学 みずほ銀行
習機能』の試作開発

2056 2513121940

東京都

電気鉄芯工業株式会社

省エネ型変圧器、電流センサ開発のためのコ
城北信用金庫
ア（鉄芯）小ロット、短納期品の開発

2057 2513121941

東京都

株式会社新和精工

医療機器部品を含む微細加工の効率化・低コ
多摩信用金庫
スト化の実現

巣鴨信用金庫

2058 2513121942

東京都

三協物産株式会社

３Ｄ測定マイクロスコープを利用した、ゴム成
形部品の工程内検査の強化による顧客満足 東京東信用金庫
の向上

2059 2513121945

東京都

株式会社イエノナカカンパニー

「外国人向け宿泊施設」事業者に向けた総合
税理士法人魁
支援システムの開発

2060 2513121947

東京都

有限会社エルエイエージー

火力発電用蒸気タービン保守部品生産増強
に向けた生産システム強化

2061 2513121948

東京都

株式会社帆風

カッティングプロッター導入による提供商品の
商工組合中央金庫
高精度化と多品種対応

2062 2513121949

東京都

富士プリント工業株式会社

小口生産の部品内蔵基板における高度な品
多摩信用金庫
質保証検査初めての実現

2063 2513121958

東京都

株式会社ファミリアリンク

保育園、幼稚園向けｆａｍｉｌｉａｒ ｌｉｎｋによる写真 特定非営利活動法人としま創業ネッ
共有サービスの実現
トワーク

2064 2513121963

東京都

有限会社旭スプリング製作所

フレキシブル金属製ブレーキ配管の研究・開
小松川信用金庫
発

2065 2513121966

東京都

ＡＴＴＡ有限会社

２４時間３６５日安心安全を届けるテレビ電話
久德会計事務所
コミュニケーションシステムの開発

2066 2513121967

東京都

有限会社関野製作所

ＮＣ旋盤複合機導入による小径・中径加工の
一体作成と、低コスト短納期化の対応可能な 多摩信用金庫
加工システムの構築

2067 2513121969

東京都

株式会社オリタニ

クリーニング事業者向け、作業効率向上・高
付加価値付高機能ハンガーの開発

2068 2513121972

東京都

蒲谷工業株式会社

高速サーボタレットパンチプレスの導入による
西武信用金庫
工程集約化の実現及び環境対応

2069 2513121973

東京都

ユースタイルラボラトリー株式会社

マスートフォンを利用した飲食店の当日予約
アプリケーションの開発

2070 2513121975

東京都

アーリスト株式会社

ペットオーナー向けライセンスビジネス「ＴＨＥ
社労士オフィスネクストステップ
ＤＯＧ ＦＡＣＴＯＲＹ」

2071 2513121977

東京都

大谷清運株式会社

産業廃棄物の中間処理能力の改善によるリ
サイクル率の画期的な向上

76／245

芝信用金庫

青和信用組合

西武信用金庫

青木宏二郎税理士事務所

2072 2513121978

東京都

株式会社リトルネロ

ひとり暮らしの高齢者向けコミュニケーション
プラットフォームの開発

2073 2513121979

東京都

株式会社山根製作所

最新切削加工機と測定器導入によるコスト競
一般社団法人首都圏産業性化協会
争力強化と短納期化の実現

2074 2513121980

東京都

株式会社フォーチュン

バイリンガルを対象としたグローバル人材就
職・転職ポータルサイトの展開

株式会社ＣＯＬ

2075 2513121986

東京都

株式会社イノアコーポレーション

美容・理容産業染毛剤の顆粒化一貫製造事
業化の革新的サービス

多摩信用金庫

2076 2513121994

東京都

株式会社ベストソリューションズ

カタログ通販、雑誌社向け台割表情報共有シ
芝信用金庫
ステムの構築

2077 2513121996

東京都

株式会社梅田製作所

医療分野事業の販路拡大及び市場開発の為
西武信用金庫
の生産効率及び短納期化

2078 2513121997

東京都

ジェイルードエンタープライズ株式会 クラウド型小規模アパレル向販売管理システ
汐留パートナーズ税理士法人
社
ムの試作開発

2079 2513121998

東京都

アルテ芸術文化振興会株式会社

オペラ歌手のための「アルテリーベ若手育成
プログラム」の開発

2080 2513122000

東京都

オカムラ印刷株式会社

ＡＲナビゲーションサービス開発による新たな
商工組合中央金庫
マーケット創成

2081 2513122001

東京都

綜合サーキット株式会社

印刷工程における文字印刷のデジタル化

日野市商工会

2082 2513122004

東京都

日本ウィード株式会社

高度３次元ＣＡＤ導入による試作期間短縮と
治具設計活用での収益の増加

西武信用金庫

2083 2513122008

東京都

クリエイト・ジャパン株式会社

二酸化塩素を適量噴霧させるための装置の
開発

税理士法人ティー・ブレイン

2084 2513122009

東京都

有限会社岸本工業

プラスチック透明素材の高精度・高透明度加
工技術の確立とツール開発

さわやか信用金庫

2085 2513122014

東京都

株式会社ヤマサン精密

高精度、コスト削減、短納期化対応

多摩信用金庫

2086 2513122019

東京都

株式会社三鷹ナース・ヘルパーセン 電話着信履歴を活用した訪問介護実績把握
ター
システムの開発

2087 2513122021

東京都

株式会社エクサーズ

ＷＥＢ ｔｏ Ｐｒｉｎｔシステムによるノベルティグッ
ズ（３Ｄプリンター他）短納期印刷サービスの 中小企業診断士藤岡壮志
提供

2088 2513122024

東京都

株式会社エイムス

ガスリークディテクタ校正用リーク標準に使用
八千代銀行
するキャピラリ工作機械の開発

2089 2513122026

東京都

日本建材梱包資材株式会社

小ロット、大量ロットの短納期化、及び低コスト
巣鴨信用金庫
を実現する技術化

2090 2513122027

東京都

和気精密工業株式会社

部品加工精度の倍増による競争力強化計画 川崎信用金庫

2091 2513122029

東京都

株式会社ピベルダ

ホワイトニングジェルの開発とセルフホワイト
ニング店舗のＦＣ展開

谷口雅和税理士事務所

2092 2513122030

東京都

第一合成株式会社

高精度振動カッティング装置の導入による生
産性向上

一般社団法人首都圏産業活性化協
会

2093 2513122034

東京都

プラス電子株式会社

スマートフォンを利用した簡単に安全・安心を
昭和信用金庫
届けるナビアプリの開発販売

2094 2513122041

東京都

スマートロジック株式会社

簡単設置・多点計測可能なハウス栽培用遠隔
田口益巳税理士事務所
観測システムの開発

2095 2513122044

東京都

ネオアーク株式会社

花粉などの自家蛍光粒子の判別ができる携
帯型高機能粒子計測器の開発

2096 2513122047

東京都

和田優喜子

エステティシャン・アロマセラピスト資格取得者
のための、独立・開業支援スクール＆通信プ 税理士法人ティー・ブレイン
ログラム

2097 2513122049

東京都

株式会社マインドピース

中小企業も活用できる、廉価で本格的な文
一般社団法人バリューアップ・ジャ
書・著作物の電子管理システムの開発と発売 パン

2098 2513122052

東京都

株式会社Ｓｅｖｅｎ Ｒｉｃｈ Ａｃｃｏｕｎｔｉ 店舗事業者向けの単価アップレコメンド通知
ｎｇ
システムの開発

77／245

東京東信用金庫

エクセルブレーン株式会社

西武信用金庫

木曽 博之

Ｓｅｖｅｎ Ｒｉｃｈ会計事務所

2099 2513122055

東京都

株式会社アルマス

中小製造業（部品サプライヤー）向けグローバ
ル対応・オープンソース生産管理基本システ 朝日信用金庫
ムの開発

2100 2513122057

東京都

株式会社ｈｉｄｅ ｋａｓｕｇａ １８９６

ソフトカーボン素材開発による高級車向けマ
ニュアルケースの試作開発事業

長野県信用組合

2101 2513122058

東京都

株式会社グローカル

地域愛と地域のものづくり企業の製品をマッ
チングするお取り寄せサイトの開発

新銀行東京

2102 2513122059

東京都

ステッチ株式会社

ＷＥＢ広告・構成・デザインの革新によるワン
社労士オフィスネクストステップ
ストップサービス

2103 2513122061

東京都

株式会社ＣＯＮＮＥＸＴ

生体センサーを用いた安全運転支援システム
座間英明会計事務所
の試作開発

2104 2513122064

東京都

日本マルチメディア・エクイップメント 中小建設業の経営革新に資するデータベー
株式会社
ス／シミュレーションシステムの試作開発

2105 2513122066

東京都

品川電線株式会社

ロボット等に使用する耐久性及び屈曲性能を
髙野総合コンサルティング株式会社
高めた電線の設計及び製造販売

2106 2513122067

東京都

株式会社電機精工社

変圧器・リアクトル用コイルのワニス含浸処理
作業中に含浸槽から発生する有機溶剤蒸気 瀧野川信用金庫
換気装置の開発

2107 2513122068

東京都

株式会社サンライティングシステム
ズ

ＬＥＤ導光板を使用した交通環境資材

2108 2513122073

東京都

株式会社ＣＸメディカルジャパン

疾患の発症予測、リスク評価のための非侵襲
税理士法人ティー・ブレイン
検査による健康モニタリングシステムの開発

2109 2513122075

東京都

株式会社レイテック

大容量（３０Ａクラス）スチーム熱プラズマ多目
細谷公認会計士事務所
的加工機の開発

2110 2513122077

東京都

株式会社ＬｉｎｋＰｒｏ

世界初、昼夜間全天候型・鮮明化画像処理・
画像圧縮伝送装置一体型、高度多機能力カメ 税理士法人ティー・ブレイン
ラの開発プロジェクト。

朝日信用金庫

巣鴨信用金庫

2111 2513122079

東京都

株式会社上田製作所

複合マシニングセンター導入と大手メーカー
一次下請け工場の技術力を融合し、意匠性が 城南信用金庫
求められている新分野への進出

2112 2513122080

東京都

五月女彫刻舎

次世代型向け内視鏡用キーパーツの試作開
朝日信用金庫
発。

2113 2513122083

東京都

有限会社マルコーポレーション

ケーキ革命！新たな本格的ケーク・サレと、Ｌ
ポート社会保険労務士法人
＇Ｅｎ－ｃａｓの開発

2114 2513122085

東京都

株式会社リビングスクエア

ＰＯＳレジシステムと連動した空満情報発信
サービス

2115 2513122086

東京都

のぞみ株式会社

特定小電力無線とＢｌｕｅｔｏｏｔｈとを内蔵する無 一般社団法人首都圏産業活性化協
線モジュールの開発
会

2116 2513122090

東京都

大槻工業

メタルソーＮＣ及び半自動メタルソー切断機導
青梅信用金庫
入による、高品質加工・短納期化の実現

2117 2513122096

東京都

株式会社ロバスト

中小のアパレル店舗と顧客を結びつけるソー
巣鴨信用金庫
シャルネットワークサービス

2118 2513122097

東京都

濱田隆史デザイン事務所

視覚障害者が楽しむことが出来るボードゲー
多摩信用金庫
ムの開発と販売

2119 2513122098

東京都

株式会社ステリック再生医科学研究
糖尿病から発癌するモデル動物の最適化
所

小谷野公認会計士事務所

2120 2513122100

東京都

株式会社ケツト科学研究所

新型木材水分計の開発

城南信用金庫

2121 2513122106

東京都

岩城フィルム化工株式会社

ゴルフシャフトの印刷加工及び鏡面メッキ加工
東京東信用金庫
後の技術向上と増産体制への移行

2122 2513122107

東京都

近藤食品有限会社

消費期限の長いカット野菜の製造方法の開発
西武信用金庫
及び試作開発

2123 2513122120

東京都

株式会社グッドストーン

日本国内における多層階霊園の展開と墓石
の販売

山﨑友揮公認会計士事務所

2124 2513122122

東京都

株式会社騒人社

Ｗｉ－Ｆｉ搭載電子音声ペンを使用した発達障
害児向け次世代教育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

2125 2513122124

東京都

株式会社ワーク

ビル外装工事における足場つなぎ跡修復用
のパッチ補修材の開発

巣鴨信用金庫

78／245

細谷公認会計士事務所

2126 2513122125

東京都

株式会社コレクトメディアス

紫外線ＬＥＤ精密照射装置の開発

2127 2513122127

東京都

株式会社響

アパレル製品の製造ノウハウを活かした「ドー
りそな銀行
ル用被服」の開発事業

2128 2513122135

東京都

株式会社医療看護介護リハビリ生
活総合サービスステーション

無料要介護度診断アプリ「あわーず福利厚生
多摩信用金庫
課」を活用した、企業への福利厚生ビジネス

2129 2513122137

東京都

メイショウ株式会社

次世代半導体の修正・再利用化装置の高度
化開発

三菱東京ＵＦＪ銀行

2130 2513122138

東京都

株式会社清和光学製作所

携帯型微小試料成分 顕微分析システムの
開発

東京都民銀行

2131 2513122139

東京都

エイエスアール株式会社

審査会社用情報管理プラットフォームの開発 商工組合中央金庫

2132 2513122143

東京都

株式会社浜野製作所

生産システム改革による医療向け組立製品
のリードタイム短縮

2133 2513122148

東京都

シャーク株式会社

漢字の多義性を考慮した曖昧検索エンジンの
大東京信用組合
開発

2134 2513122155

東京都

株式会社ＳｏｌＬａＣｈｉｃｋ

うつでも楽しい人生を！うつライフサポートア
プリ開発事業

2135 2513122159

東京都

株式会社永島パッキング製作所

負荷の見える化による生産性向上と従業員意
ライジングコンサルタンツ株式会社
識改革を考慮した生産管理システムの構築

2136 2513122162

東京都

株式会社サイトウ製作所

小径ドリルの精度向上を実現するための高精
巣鴨信用金庫
度円筒研削の安定加工の確立

2137 2513122164

東京都

タカノ精工

ＮＣワイヤ加工機更新による金型生産性向上
東栄信用金庫
及びプレス加工事業への進出体制整備

2138 2513122169

東京都

相田化学工業株式会社

コバルト・クロム・ルテニウム合金からのルテ
ニウム抽出・精製事業

西武信用金庫

2139 2513122170

東京都

株式会社クレステック

ナノ ファウンドリ・サービス事業強化のため
の設備投資

商工組合中央金庫

2140 2513122171

東京都

株式会社アクセプティ

スマートホンアプリを活用した医療系Ｗｅｂメ
ディアサービスの開発

事業承継センター株式会社

2141 2513122175

東京都

橋村電材株式会社

合成樹脂加工の検査工程強化と寸法安定（ア
八千代銀行
ニール）処理技術の確立

2142 2513122179

東京都

佐々木精鋼株式会社

センターレス加工による 長尺・太径・高精度
多摩信用金庫
材料の生産能力強化事業

2143 2513122185

東京都

株式会社ＭＩＴＯＭＩ

カーボン和紙混紗技術活用の高機能低環境
八千代銀行
負荷空気清浄帯電フィルタの開発

2144 2513122190

東京都

株式会社グローバルエディケーショ 「Ｇｌｏｂａｌ Ｓｔｅｐ Ａｃａｄｅｍｙ」事業提供に向け
西武信用金庫
ナルパートナーズ
ての設備投資・サービス開発事業

2145 2513122196

東京都

株式会社アスモ

有料老人ホーム入居紹介におけるマツチング
税理士法人ティー・ブレイン
検索システムの開発プロジェクト

2146 2513122197

東京都

奥村印刷株式会社

当日受注・当日発送の超ハイクオリティーな名
株式会社ＧＩＭＳ
刺製作事業

2147 2513122199

東京都

株式会社仕事旅行社

「職業体験サービス」に特化したギフト用商品
榊原志づか税理士事務所
の試作・開発とシステム構築事業

2148 2513122200

東京都

株式会社ＲＡＤＳＹＳ

超高速開発ツールによる販売管理パッケージ
三井住友銀行
の試作品開発

2149 2513122201

東京都

渡邊製作所

要求レベルが高まるスパコン用構成部品に対
西武信用金庫
する高品質の維持と効率的生産体制の確立

2150 2513122211

東京都

株式会社環境エネルギー機構

組立式・多目的・省エネ、ＤＣハウスキットの開
多摩信用金庫
発

2151 2513122232

東京都

株式会社インフィニティマネジメント

スマートフォンを利用した、施設管理用アプリ
税理士法人ティー・ブレイン
ケーションソフト開発

2152 2513122235

東京都

株式会社タウミ精機製作所

超精密金属部品のプレス加工能力の改善

79／245

東京都民銀行

東京東信用金庫

有村三奈税理士事務所

多摩信用金庫

2153 2513122245

東京都

株式会社アプコ

エネルギ一幅１００ｍｅＶ以下超高真空電子銃
田中公認会計士事務所
および高安定電源の試作開発

2154 2513122257

東京都

株式会社ケミカルプロセス

ＳＥＳＣＰ（
ソーラーエネルギースーパーチェン
税理士法人ヒラマツ
ジペパー）の開発及の普及事業

2155 2514120014

神奈川県 株式会社ＳＫテック

発電設備の小型化、低コストを実現する「防音
みずほ銀行
装置」の開発

2156 2514120015

神奈川県 株式会社ビービーエーカンパニー

ＣＡＭ画像式プロファイル研削盤導入による精
密機械部品及び金型部品の生産性向上と短 公益財団法人川崎市産業振興財団
納期化

2157 2514120017

神奈川県 株式会社共伸

インフラ関連製品の製造工程「見える化」を実
株式会社エフアンドエム
現する生産管理システムの導入

2158 2514120019

神奈川県 ゼロフォー株式会社

外国人技能実習生、増加対応のための図面
翻訳ソフトウェア開発

2159 2514120020

神奈川県

2160 2514120022

神奈川県 Ａ－ＯＫシステムズ株式会社

インターネットとデスクトップの両方で使用可
能なデータベースソフトウェア

加藤浩志公認会計士事務所

2161 2514120026

神奈川県 株式会社氣工社

細粒物の研磨装置の開発

株式会社マイルストーン・コンサル
ティング・グループ

2162 2514120027

神奈川県 株式会社三興ネーム

屋外ホームドア用透明導電膜ヒータの開発

りそな銀行

2163 2514120029

神奈川県 株式会社山喜

回転部品の加工用特殊切削工具の内製化に
商工組合中央金庫
よる機能向上と開発期間短縮

2164 2514120030

神奈川県 アルファ工業株式会社

下水汚泥粒度調整灰を活用したエポキシ樹 株式会社マイルストーン・コンサル
脂による新たな塗布型ライニング工法の確立 ティング・グループ

2165 2514120031

神奈川県 株式会社ＫＭＣ

クラウド式ネット配信型部品加工用ＮＣデータ
川崎商工会議所
自動生成装置の開発

2166 2514120032

神奈川県 株式会社ＮＡＴＯＭ

医療機器業界における安全評価試験の信頼
川崎信用金庫
性確立と人材育成

2167 2514120033

神奈川県 株式会社竹内型材研究所

「次世代環境発電用途への世界初、高機能材
商工組合中央金庫
料の加工開発」

2168 2514120035

神奈川県 有限会社光製作所

海外流出した金型市場を奪還すべく、三次元
形状測定器の活用で実現化する町工場の挑 綾瀬市商工会
戦！

2169 2514120038

神奈川県 株式会社ドリーメックステクノ

液晶ディスプレイ用高温塗布液対応コーター
公益財団法人相模原産業振興財団
装置の試作開発

2170 2514120040

神奈川県 春日電機株式会社

真空成膜等の高真空環境下における静電気
測定ニーズに対応した新型静電電位測定器 公益財団法人川崎市産業振興財団
の開発

2171 2514120042

神奈川県 株式会社光学技研

高精度大型波長板の試作開発

2172 2514120043

神奈川県 ＭＤＩ株式会社

未利用エネルギーを有効活用し、メンテナンス
経営創研株式会社
性に優れた組立て式熱交換器の開発

2173 2514120044

神奈川県 有限会社島田製作所

タレットパンチの導入等による「可動式Ｚアー
ム照明」の生産性向上

株式会社ディセンター

2174 2514120045

神奈川県 有限会社鈴木光学

ガラス立体品の高精度・一体加工技術の開発

株式会社マイルストーン・コンサル
ティング・グループ

2175 2514120046

神奈川県 株式会社コヴィア

クラウド技術により導入と運用が容易な、３６
０°パノラマ遠隔監視及び録画システム

東京上野会計事務所

2176 2514120047

神奈川県 熊沢酒造株式会社

地域の農産物を活用したリキュール製造の発
静岡中央銀行
酵プロセス開発と商品化

2177 2514120054

神奈川県 株式会社関根精研

ピンポイントゲートの低価格・短納期化の実
現、並びに新素材への試作開発

2178 2514120056

神奈川県 株式会社トリーテクノ

カスタマイズした屋根付きスクータへの変身化
金子康彦
プロジェクト

2179 2514120059

神奈川県 株式会社横浜テクニカ

ワイヤーハーネスの治工具において低コスト・
短納期化を行い、世界市場での優位性を確保 平塚商工会議所
する為の生産体制の確立

2180 2514120060

神奈川県 有限会社古清水製作所

アルミとチタンの複合材からなる高速回転
ロータへのネジ穴加工技術の開発

静岡中央銀行

日本エンジニアリングプラスチック株 最新マシニングセンタ導入での短納期化、多
藤沢商工会議所
式会社
品種少量システムの開発。

80／245

横浜銀行

静岡中央銀行

相模原商工会議所

2181 2514120061

神奈川県 株式会社イワセ

電気亜鉛めっきの生産効率及び品質の向上 横浜銀行

2182 2514120063

神奈川県 株式会社サンナイオートメーション

防災用エアーマットを医療・介護分野へ応用
利用するための試作品開発

藤田智代

2183 2514120066

神奈川県 足柄香粧株式会社

主力製品の全数検査システムの導入による
品質保証の確保と生産性の向上

日本経営士会

2184 2514120067

神奈川県 株式会社ダナフォーム

健康・医療に役立つオンサイト国産遺伝子検
アクア会計事務所
出試薬の開発

2185 2514120068

神奈川県 協同電子エンジニアリング株式会社

マルチアンプシステム用、超高音質・周波数
帯域分割装置の企画・開発

公益財団法人神奈川産業振興セン
ター

2186 2514120071

神奈川県 日本電能株式会社

製造業向け装置保全システムの開発

公認会計士・税理士山口学事務所

2187 2514120073

神奈川県 株式会社中越工業

医療機器向け超高精度曲げ・高速ファスニン
横浜信用金庫
グシステムの構築

2188 2514120076

神奈川県 大研医器株式会社

“感染症（肺炎）起因菌迅速同定マルチ検査シ
池田隼敬
ステム”の開発研究

2189 2514120077

神奈川県 株式会社マルチコート

光学特性評価装置設備投資による光学用製
公益財団法人川崎市産業振興財団
膜工程の高度化と製品競争力の向上

2190 2514120082

神奈川県 太洋工業株式会社

射出成形工程・検査工程の革新による医療関
株式会社マイルストーン・コンサル
係を中心としたＯＥＭ製品の一貫生産体制強
ティング・グループ
化

2191 2514120087

神奈川県 ユージーハイテックス株式会社

自動車向けプリクラッシュセーフティシステム
普及のための新型コネクター技術開発

2192 2514120088

神奈川県 株式会社二幸技研

燃料電池車用樹脂ギアなど機構部品のナイ
川崎信用金庫
ロン注型技術（製造装置及び部品試作）開発

2193 2514120096

神奈川県 ユニオンチーズ株式会社

筒容器粉チーズにおける長期保存のための
試作と設備投資

2194 2514120098

神奈川県 ＶＥＣＴＯＲ株式会社

活動的なシニアのための、軽量かつ折りたた 公益財団法人神奈川産業振興セン
み可能なデザイン性に富むカートの開発
ター

2195 2514120099

神奈川県 有限会社吉工

捻り切り・すり潰し・削り取り方法を用いた炭素
静岡中央銀行
繊維・ゴム素材の粉砕機の試作・開発

2196 2514120105

神奈川県 オータックス株式会社

ランニングコンディションサポート用新型ウェア
商工組合中央金庫
ラブルハートレートモニタの開発

2197 2514120109

神奈川県 株式会社第五電子工業

ファイバーレーザー溶接機の導入による微細 一般社団法人首都圏産業活性化協
溶接技術の高度化
会

2198 2514120110

神奈川県 有限会社シー・ピー・アイ

画像処理システム導入によるロール材料部品 株式会社マイルストーン・コンサル
と個片部品の貼合せ工程の確立
ティング・グループ

2199 2514120111

神奈川県 クリエイト株式会社

高精度部品にかかる測定検査を高速化する
ための設備の開発

2200 2514120113

神奈川県 アクテス京三株式会社

『製薬業界向け高速画像処理用、電子基板実
厚木商工会議所
装における品質安定ならびに納期短縮』

2201 2514120117

神奈川県 株式会社エビス

鋳造・凝固解析ソフトの高速化及び新鋳造法
公益財団法人相模原産業振興財団
の実現性の検討

2202 2514120119

神奈川県 三和化成工業株式会社

軟膏原料としてのゲル化炭化水素の製造プロ
横浜銀行
セスの開発と設備導入

2203 2514120122

神奈川県 株式会社仙北谷

人工衛星部品の高精度化・大型複雑化に対
応した加工方法の確立

2204 2514120123

神奈川県 株式会社オーイズミ

ゲーム機組み込みリハビリ用アシストハンド・
横浜銀行
レッグの開発

2205 2514120130

神奈川県

2206 2514120135

神奈川県 株式会社ＭＴＫ

電界技術を利用した半導体製造用表面処理
装置の試作製造

横浜銀行

2207 2514120139

神奈川県 葉山工業有限会社

医療分野向け精密板金加工技術の確立

城南信用金庫

2208 2514120142

神奈川県 昭和精工株式会社

計算機シミュレーション技術を活用した自動車 公益財団法人神奈川産業振興セン
シート部品用金型の長寿命化とコスト低減
ター

エム・アイ・エステクノロジー株式会
社

川崎信用金庫

静岡銀行

株式会社マイルストーン・コンサル
ティング・グループ

横浜銀行

電子部品の小型化に貢献する狭ピッチデバイ 株式会社さがみはら産業創造セン
ス用テストソケットの開発
ター

81／245

2209 2514120145

神奈川県 香蘭産業株式会社

高濃度可溶性ケイ酸含有モミガラ灰製造器の
平塚信用金庫
開発及び商品化と生物資源の活用開発

2210 2514120147

神奈川県 株式会社エヌエスピージャパン

運転者の居眠り防止と健康管理の為のクラウ
川崎信用金庫
ドシステムの試作開発

2211 2514120149

神奈川県 ＥＩＮ

スマートフォン・タブレットＰＣをコンソールとす
る自由度の高い安価ハーネスチェッカーの開 湘南信用金庫
発・商品化

2212 2514120154

神奈川県 株式会社ＦＯＭＭ

環境対策に寄与し水災から身を守れる４人乗
横浜銀行
りが可能な超小型電気自動車の開発

2213 2514120161

神奈川県 ウィルテック株式会社

プリント基板テストフィクスチャ製作工程を画
期的に短縮する自動化と設備導入

相模原商工会議所

2214 2514120162

神奈川県 株式会社デジタルストリーム

レーザー技術を用いたアナログレコード非接
触読み取り装置の開発

横浜銀行

2215 2514120163

神奈川県 中山工業株式会社

特殊車両向け溶接構造部品の機械加工工程
八千代銀行
集約及び量産体制の構築

2216 2514120165

神奈川県 株式会社イーグルデザインモデル

４軸加工機導入による加工工程削減、加工精
八千代銀行
度の高精度化

2217 2514120168

神奈川県 動物アレルギー検査株式会社

猫のアレルギー疾患克服のための新しいアレ
ＬＲパートナーズ
ルギー検査サービスの開発

2218 2514120172

神奈川県 株式会社相模工業

コンクリート構造物等における周囲への影響
を抑えた発破解体技術の開発

2219 2514120173

神奈川県 山本ねじ工販株式会社

高精度測定技術の導入による重電向け切削
株式会社浜銀総合研究所
加工品検査工程への参入

2220 2514120177

神奈川県

2221 2514120179

神奈川県 ＴＭＣシステム株式会社

フレッティングコロージョンを再現できる精密微
公益財団法人川崎市産業振興財団
摺動試験機の開発

2222 2514120181

神奈川県 有限会社三浦製作所

自動車用関連金型部品・船舶用部品の生産
プロセスの改善による短納期化・高精度化の 静岡中央銀行
実現

2223 2514120183

神奈川県 東横化学株式会社

高精度３Ｄプリンタを利用した超小型デジタル 株式会社アタックス・ビジネス・コン
ｐＨ計の試作、開発
サルティング

2224 2514120187

神奈川県 株式会社万友

次世代環境配慮型自動車のパワートレインシ
かながわ信用金庫
ステムにおける開発・試作部品の支援事業

2225 2514120188

神奈川県 株式会社イー・エム・シー・ジャパン

国産民間航空機開発のための落雷耐久試験
八千代銀行
装置の導入と測定技術の確立

2226 2514120189

神奈川県 大協技研工業株式会社

ホットメルト系粘着剤の塗工装置の開発及び
公益財団法人相模原産業振興財団
製品製作

2227 2514120191

神奈川県 有限会社細川樹脂

設備投資による医療機器用樹脂部品の切削
横浜信用金庫
加工の高度化

2228 2514120192

神奈川県 ヤマセ精機株式会社

超硬合金の超精密・微細研削加工品の事業
化

2229 2514120200

神奈川県 株式会社ネオテック

ポリウレタン樹脂微細被覆加工を主にした細
横浜銀行
径ガイドワイヤ開発

2230 2514120205

神奈川県 有限会社東栄彫刻

工期短縮と精度管理の効率化のための生産 有限会社アダチマネジメントコンサ
プロセスの開発
ルティング

2231 2514120206

神奈川県 株式会社ティアンドティ

高温環境下で継続使用可能な漏液センサの
八千代銀行
試作開発

2232 2514120207

神奈川県 株式会社日本システム研究所

高圧自家用受電設備の絶縁材料劣化度常時
公益財団法人川崎市産業振興財団
モニタリング試作機の開発

2233 2514120209

神奈川県 泉橋酒造株式会社

気温変化に影響されない高品質な清酒の醸
造と増産を目的とした設備導入

城南信用金庫

2234 2514120211

神奈川県 株式会社タチキ

ハイブリットカシメ機導入による高品質・短納
期・低コスト化の実現

城南信用金庫

2235 2514120217

神奈川県 有限会社アタゴ精工

自動車用部品のプレス金型製作の短納期化
品田秀行税理士事務所
とコスト競争力強化に掛かる取組

2236 2514120220

神奈川県 タイヨー株式会社

オリジナル販促用什器の短納期小ロット対応
八千代銀行
と在庫レスの実現

株式会社日本リフツエンジニアリン
グ

完全独立型後付け汎用エレベーター安全監
視装置の試作開発

82／245

相模原商工会議所

横浜銀行

横浜銀行

2237 2514120221

神奈川県 株式会社鷹島鋳造所

成分分析の内製化により、コスト削減を実現し
八千代銀行
価格競争力を強化する。

2238 2514120222

神奈川県 株式会社アクリテック

新型ドラフトコックの開発と生産体制の構築

2239 2514120223

神奈川県 株式会社インベステム

施設天井の耐震化義務に伴う天井内部のパ
横浜銀行
ノラマ写真計測図面作成技術の業務化

2240 2514120225

神奈川県 フジケース株式会社

色差調整技術の導入による小ロット紙器生産
株式会社浜銀総合研究所
の技術革新

2241 2514120227

神奈川県 東雄技研株式会社

形式値化されたゲルコート塗装技術からなる
横浜銀行
高品位製造プロセスの構築

2242 2514120228

神奈川県 岩瀬メッキ株式会社

石油、天然ガス掘削高深度井戸用ネジ継手
の開発（参考１参照）

2243 2514120229

神奈川県 株式会社音力発電

“神奈川県 湘南発”、 全波整流方式による
公益財団法人湘南産業振興財団
波力発電装置の開発・事業化

2244 2514120237

神奈川県 株式会社ミヨシ・ロジスティックス

浄水施設向けクリプトスポリジウム等対策の
超音波殺菌装置の試作開発

相模原商工会議所

2245 2514120239

神奈川県 有限会社セピア企画

貼合機を使用した低コストパッケージ製作事
業

川崎信用金庫

2246 2514120241

神奈川県 有限会社工研

金型のロングライフサポートに伴うリサイクル
かながわ信用金庫
加工の開発

2247 2514120242

神奈川県 有限会社酒井製作所

高品質精密板金部品の高速バリ取りブランク
八千代銀行
システムの構築

2248 2514120244

神奈川県 株式会社ダット

新素材に対応した自動車ドア回り部品におけ
横浜銀行
る新たな生産性改善と全面精度保証の実現

2249 2514120245

神奈川県 株式会社五十嵐電機製作所

小型モータ生産にかかる高度調査分析手法
株式会社マイルストーン・コンサル
確立による製品品質向上・顧客満足向上の実
ティング・グループ
現

2250 2514120246

神奈川県 有限会社宮本電機製作所

半自動圧接機導入による生産プロセスの改善
静岡中央銀行
と検査工程の強化

2251 2514120248

神奈川県 株式会社ヒューマン

情報通信向けサーバーラックドア高開口率
化、および低コスト、短納期化の実現に向け
た試作開発

2252 2514120252

神奈川県 株式会社丹後製作所

新規設備導入をすることで高精度、生産コスト
八千代銀行
低減、短納期化を実現する。

2253 2514120254

神奈川県 株式会社目黒電波測器

新ＶＩＣＳの実証実験用の測定器開発

2254 2514120256

神奈川県 株式会社システムワン

大学生のキャリアアップのための履修サポー
横浜銀行
トシステムの試作開発

2255 2514120257

神奈川県 株式会社ベネクス

疲労の客観的な評価を目指した簡易疲労計
測機器の検証試作機開発

2256 2514120258

神奈川県 株式会社景泉機器

建設クレーン車の大型化に対応した高性能油
かながわ信用金庫
圧シリンダの試作開発

2257 2514120260

神奈川県 岡田電機工業株式会社

２色・異材質射出成形機導入による熱可塑性
樹脂材料特性差を生かしたダンパー製品の 横浜銀行
開発

2258 2514120261

神奈川県 株式会社間部製作所

長尺物の歯切り精密加工技術の高度化によ
る新市場への展開

浜銀総合研究所

2259 2514120262

神奈川県 サーボランド株式会社

運動制御を集約したハイブリッド型ロボットコ
ントローラの試作開発

相模原商工会議所

2260 2514120263

神奈川県 株式会社ダイヤモンドプロジェクト

環境に配慮した解体工事「環境保全静的破砕
株式会社エイチ・エーエル
工法」の試作機及びサービスの新開発

2261 2514120264

神奈川県 株式会社カトー精工

スマートフォン用電子部品に対する検査設備
公益財団法人相模原産業振興財団
導入

2262 2514120266

神奈川県 インフィニテグラ株式会社

ＵＳＢ３．０カメラの高機能・高性能化、及びＵ
新日本有限責任監査法人
ＳＢカメラのスマートフォン応用

2263 2514120270

神奈川県 株式会社テージーケー

家庭用燃料電池（エネファーム）用低価格・高
商工組合中央金庫
品質な電磁タイプ制御弁等の開発

2264 2514120273

神奈川県 横浜加次食品有限会社

包餡機等導入による中華まん事業の生産性
の向上と新製品開発による競争力の強化

83／245

湘南コンサルティング

公益財団法人神奈川産業振興セン
ター

東京中央経営株式会社

公益財団法人神奈川産業振興セン
ター

一般社団法人首都圏産業活性化協
会

八千代銀行

2265 2514120274

神奈川県 ㈱日晶相模

ネットワーク対応曲げ塑性加工機導入による
座間市商工会
製缶構造筐体の板金化促進計画

2266 2514120276

神奈川県 株式会社安田製作所

宇宙分野向け精密加工部品の生産リードタイ
フュージョンナレッジ
ムの短縮

2267 2514120279

神奈川県 アテネ株式会社

有機ＥＬパネル製造用低熱膨張電鋳メタルマ
商工組合中央金庫
スクの開発

2268 2514120280

神奈川県 システム・プランニング株式会社

デジタルマイクロシステム導入による情報の
デジタル化及び長期保存サービスの提供

八千代銀行

2269 2514120281

神奈川県 有限会社牛方商会

森林トータルステーションの開発

商工組合中央金庫

2270 2514120284

神奈川県 有限会社ケイ・エス・ケイ製作所

燃料電池用セル部品の複合多面加工機導入
横浜信用金庫
によるリードタイム改善

2271 2514120285

神奈川県 株式会社協同インターナショナル

生体内環境を模倣するグローブボックスイン
キュベーターの開発

2272 2514120288

神奈川県 株式会社ベルカ

従来のＳＥＯやホームページ制作とは異なる、
企業ホームページのアクセスアップを促進さ 公益財団法人川崎市産業振興財団
せるウェブ支援システムの開発

2273 2514120291

神奈川県 ユビキタス・テクノロジーズ株式会社

『画像処理技術を用いた卓上型寸法測定装置
甲田勝久税理士事務所
の開発』

2274 2514120297

神奈川県 株式会社テクノフロンテ

高品質高清浄度オイルレス、全前加工済チタ
相模原商工会議所
ンブロックの開発。

2275 2514120298

神奈川県 横浜製機株式会社

設備導入による鉄道車両用ドア製品のリード
かながわ信用金庫
タイム短縮による競争力の向上

2276 2514120300

神奈川県 株式会社エースエンジニアリング

加齢性難聴者向け新型集音器の開発

2277 2514120301

神奈川県 ヒロキ産業株式会社

精密金型の設計製作及び最新プレス加工機
静岡中央銀行
の導入による生産性向上とコスト削減

2278 2514120302

神奈川県 株式会社村春製作所

傘先端部の形状を自動判別、仕分けする小
型・安価な傘袋装着機の開発

公益財団法人相模原産業振興財団

2279 2514120304

神奈川県 信号器材株式会社

超音波検査と点検の画像化管理による鉄道
保全業務の新サービス事業

芝信用金庫

2280 2514120306

神奈川県 株式会社新東工業

医療機器向け基板実装におけるフリップチッ
プ技術の導入

飯島伸博

2281 2514120307

神奈川県 有限会社東光ステンレス

航空機部品の成型品の溶接技術向上による
みずほ銀行
設備投資事業

2282 2514120308

神奈川県 株式会社三晃製作所

医療用極細金属線（カテーテル補強材）生産
設備の開発

2283 2514120316

神奈川県 有限会社アヤセ木型

フルモールド鋳造技術を軸とする付加製造技
術を活用した、航空機部品（ドアヒンジ）の試 横浜銀行
作開発

2284 2514120318

神奈川県 株式会社ケアコーティング

制振合金「Ｍ２０５２」試作開発事業

2285 2514120320

神奈川県 彩グラススタジオ株式会社

ミルフィオリガラス加工体験プログラムの体制
城南信用金庫
整備事業

2286 2514120323

神奈川県 株式会社オンダ精機

精密加工技術を活用した医療機器部品加工
における技術開発

公益財団法人神奈川産業振興セン
ター

2287 2514120324

神奈川県 グッドフェイス株式会社

歩行訓練特化型デイサービスの開設

川崎信用金庫

2288 2514120325

神奈川県 株式会社神奈川環境研究所

大深度地下関連工事に伴う土壌中の重金
属不溶化剤の性能評価に係る分析サービス

静岡銀行

2289 2514120328

神奈川県 株式会社秦野精密

脱脂レス検査ライン開発による生産プロセス
強化

横浜銀行

2290 2514120332

神奈川県 有限会社たのし屋本舗

三浦半島第１次加工場及び生産研究施設設
かながわ信用金庫
置事業

2291 2514120335

神奈川県 株式会社環境地質

樹木を切らずに斜面等の表層崩壊を防止す
る工法の開発

2292 2514120336

神奈川県 株式会社テクノメディアラボ

患者と病院をセキュアに優しくつなぐ支援シス
横浜企業経営支援財団
テムの開発

84／245

三菱東京ＵＦＪ銀行

公益財団法人相模原産業振興財団

株式会社マイルストーン・コンサル
ティング・グループ

公益財団法人神奈川産業振興セン
ター

けいしん神奈川

ウイザップタングステン工業株式会 自動機によるＭｏ箔巻付け加締めフィラメント
横浜銀行
社
２次加工事業立ち上げ

2293 2514120337

神奈川県

2294 2514120338

神奈川県 株式会社コイワイ

アルミ合金連続溶解炉導入による車載用ター
商工組合中央金庫
ボチャージャー、コンプレッサーの量産製造

2295 2514120341

神奈川県 株式会社フラタニティ

ビジネスホテルにおける女性専用「理想的な
生活」の習慣化プログラムの開発

2296 2514120344

神奈川県 株式会社石原製作所

各種試験機導入による品質保証体制の確立
及び基礎実験データ蓄積による提案型企業 八千代銀行
への転換

2297 2514120349

神奈川県 株式会社ユーケーテクニカ

三次元測定機の導入による高精度測定結果
静岡中央銀行
を利用した技術力強化と短納期化

2298 2514120350

神奈川県 株式会社三和精工

複数業種対応化に向けてのＮＣ複合自動盤
導入と試作開発の迅速化

2299 2514120351

神奈川県 有限会社河野製作所

液晶パネル生産ライン用、「リフターピン」の樹
相模原商工会議所
脂部分内製化と小型化

2300 2514120354

神奈川県 株式会社コンタクト

純水蒸気スプレーを使用した半導体ウェハー
公益財団法人相模原産業振興財団
用洗浄・剥離装置の開発

2301 2514120355

神奈川県 株式会社佐々木工作所

広い面積の水底のヘドロを活性化し、自然の
オフィスマツナガ行政書士事務所
生態系を復活する高効率耕水機の開発

2302 2514120356

神奈川県 有限会社寿産業

ネットワーク対応曲げ加工機導入による製造
中栄信用金庫
プロセス改革。

2303 2514120358

神奈川県 株式会社エスエムケイ

溶接工程で劇的な生産性向上に寄与するロ
ングライフキャップチップの開発

2304 2514120359

神奈川県 テクノガード株式会社

非ウィルス性ＤＮＡプラスミドベクターの効率的
公益財団法人川崎市産業振興財団
な細胞内導入一重膜キャリアの開発

2305 2514120360

神奈川県 株式会社ワ－ド技研

３次元リバ－スエンジニアリングによるコピー
公益財団法人相模原産業振興財団
金型製造時の低コスト化の開発

2306 2514120361

神奈川県

タイオー株式会社
株式会社アーチ技研

自治体の医療負担抑制と在宅医療の最適化 一般社団法人首都圏産業活性化協
を支援するサービスの開発
会

株式会社ＩＨＳテクノロジーズ．デベ
ロップメント

自動車部品及び医療器具の生産ライン上の
自動機製造における、３Ｄプリンタよるコスト削
ケー・エムコンサルティング
減と納期短縮を目的とした生産システムの構
築

大和商工会議所

公益財団法人相模原産業振興財団

相模原商工会議所

2307 2514120363

神奈川県

2308 2514120364

神奈川県 株式会社アツギ

放電加工用電極材料加工歩留まり向上によ
る製造コストの削減と高付加価値材料の試作 大和商工会議所
開発

2309 2514120368

神奈川県 ハイベック株式会社

ＰＭ２．５対応空気殺菌清浄機の開発

2310 2514120370

神奈川県 株式会社ノイズ研究所

電磁波ノイズ照射試験の工数を激減する広帯
公益財団法人相模原産業振興財団
域・薄型アンテナの開発

2311 2514120371

神奈川県 株式会社横田鉄工

半自動溶接における、溶接作業の並列化及
静岡中央銀行
び溶接スパッタ低減による生産性向上事業。

2312 2514120372

神奈川県 パナック工業株式会社

スマートフォン向けフレキシブルプリント基盤
用材料の品質改良のための開発

2313 2514120375

神奈川県 ワイヤーカット湘南株式会社

難削材の２次元加工から、高精度３次元加工
静岡中央銀行
への技術範囲の拡大化

2314 2514120381

神奈川県 和栄工業株式会社

ＣＯ２レーザー三次元加工機導入による、高
精度自動車試作品対応技術の確立

静岡中央銀行

2315 2514120382

神奈川県 株式会社オカザキ

オーダーカーテン縫製高度化

横浜銀行

2316 2514120383

神奈川県 服部板金工業有限会社

金属材料データの把握による高度成形プレス
フュージョンナレッジ
加工法の確立

2317 2514120384

神奈川県 東邦工業株式会社

自動検査機導入による品質保証体制の強化
さわやか信用金庫
と生産性の向上

2318 2514120386

神奈川県 株式会社一宙

首都圏及び震災復興の建築需要増加に対応
静岡銀行
する為の精密セパレーターの開発・量産化

2319 2514120387

神奈川県 ＴＳＳ株式会社

インクジェット印刷機更新による厚銅プリント
配線板の生産性向上

85／245

中栄信用金庫

横浜銀行

八千代銀行

株式会社トーキンオール
株式会社日の出製作所

2320 2514120391

神奈川県

安心安全な高齢者外出支援ロボットの開発

公益財団法人川崎市産業振興財団

2321 2514120393

神奈川県 駒沢化成株式会社

2322 2514120394

神奈川県

2323 2514120395

神奈川県 株式会社三益ＵＥＸ

自動車用燃料噴射管向の高性能パイプの製 ＮＰＯ厚木診断士の会・あつぎ活性
造及びその効率的製造装置の開発
化プロジェクト

2324 2514120398

神奈川県 株式会社オレンジテクノロジーズ

画像検査システムにおける、画像処理の高精
中島雄三税理士事務所
度化、高速化のための試作開発

2325 2514120400

神奈川県 株式会社マキシマム・テクノロジー

スマートホン向け自己保持型バイメタル用ＰＴ
横浜銀行
Ｃサーミスタの開発

2326 2514120401

神奈川県 株式会社佐鳴

漁業従事者をクラゲ等の害から守る皮膚保護
横浜商工会議所
クリームの開発

2327 2514120403

神奈川県 株式会社郷田製作所

直流式小型コンプレッサーの開発

2328 2514120404

神奈川県 都市環境サービス株式会社

ポリエチレン製の緩衝材のマテリアルリサイク
群馬銀行
ルサービスの提供

2329 2514120408

神奈川県 有限会社丸興商会

プラズマアーク方式による導電性液体処理設 ＮＰＯ厚木診断士の会・あつぎ活性
備（汚染水処理設備）の小型化
化プロジェクト

2330 2514120409

神奈川県 株式会社鈴吉製作所

現金輸送現場での省力化を実現する包装硬 株式会社さがみはら産業創造セン
貨開封機の開発
ター

2331 2514120410

神奈川県 小林工業株式会社

脱臭効率と省エネルギー効果に優れた新型
「蓄熱式完全脱臭装置」の開発

八千代銀行

2332 2514120411

神奈川県 株式会社松本製作所

脳の活性化につながる「香り」をテーマとした
新規媒体への取り組み

公益財団法人川崎市産業振興財団

2333 2514120412

神奈川県 株式会社検査技術研究所

新圧電材料の多孔性ポリマーを使用した高感 一般社団法人首都圏産業活性化協
度超音波トランスデューサの開発
会

2334 2514120414

神奈川県 有限会社共伸テクニカル

新設備導入と生産体制見直しによる生産能力
商工組合中央金庫
の向上と短納期化

2335 2514120419

神奈川県 株式会社マーク電子

音響解析技術による、「人工股関節置換術中
相模原商工会議所
の骨折予防機器」の開発。

2336 2514120421

神奈川県 株式会社ヨコデン

エンジンシリンダーの表面処理の低コスト・高
株式会社浜銀総合研究所
品質化生産ラインの開発

2337 2514120422

神奈川県 株式会社イフェクト

植物工場におけるＬＥＤ照明の普及を促進さ
せるＬＥＤモジュールとその生産プロセスの開 公益財団法人川崎市産業振興財団
発

2338 2514120423

神奈川県 スペースリンク株式会社

マルチＧＮＳＳ受信機開発プラットフォームの
開発

2339 2514120424

神奈川県 株式会社共栄ファスナー

マイクロねじ部品異種混入０％を目指して！
真空超音波洗浄機導入による洗浄技術の確 静岡中央銀行
立

2340 2514120425

神奈川県 焼結合金加工株式会社

焼結合金における高付加価値加工の追究

2341 2514120426

神奈川県 株式会社クエイザーテクノロジー

コネクター製造工程における画像処理による
大和商工会議所
検査の強化

2342 2514120429

神奈川県 有限会社マグネティックスクエア

高効率漁業が可能となる海中情報自動収集
装置の試作開発

公益財団法人相模原産業振興財団

2343 2514120430

神奈川県 五洋工業株式会社

多品種、少ロットの短納期対応を実現する
ネットワーク対応ベンダー機の導入計画

さがみ信用金庫

2344 2514120431

神奈川県 有限会社ケイ・エム・エス

５軸マシニングセンタの導入と工程の見える
化に伴う品質向上・生産競争力の強化

川崎信用金庫

2345 2514120433

神奈川県 東洋エレメント工業株式会社

環境を配慮した試作工程の改善及び試作開
発期間の短縮と低コスト化

株式会社浜銀総合研究所

2346 2514120434

神奈川県 株式会社コイズミツール

特殊ダイヤモンド切削工具の生産体制強化と 株式会社さがみはら産業創造セン
短納期化
ター

2347 2514120435

神奈川県 株式会社スペクトラテック

近赤外光による小型脳血流測定装置を用い
た認知機能検査ソフトウエアの開発

樹脂製アクセルフラップの開発による軽量化・
相模原商工会議所
低コスト化の実現

株式会社ワンダーフューチャーコー 軽量・安全な樹脂製３Ｄタッチパネルの開発事
土田会計事務所
ポレーション
業

86／245

木曽博之

公益財団法人湘南産業振興財団

有限会社アダチマネジメントコンサ
ルティング

城南信用金庫

2348 2514120436

神奈川県 トミタテクノロジー株式会社

ビッグデータ活用によるパプリカ栽培管理シス
日本中央税理士法人
テム構築、実地検証、拡販事業

2349 2514120437

神奈川県 有限会社啓

アルツハイマー型認知症の早期発見を可能に 株式会社さがみはら産業創造セン
するスクリーニング装置の開発
ター

2350 2514120440

神奈川県 フレアーナガオ株式会社

空調機用熱交換器の多品種少量生産・短納
期対応に適した自動機の試作開発

2351 2514120443

神奈川県

2352 2514120445

神奈川県 株式会社テクノシステムズ

保育園での健康被害・事故・災害から園児を
大和商工会議所
守る保育園支援システムの開発

2353 2514120448

神奈川県 三和精機工業株式会社

要介護高齢者や身体障害者向けの自動排泄 ＮＰＯ厚木診断士の会・あつぎ活性
処理装置の開発
化プロジェクト

2354 2514120449

神奈川県 株式会社ＨＩＲＯ ＩＣＴ研究所

高齢糖尿病患者の重症化を予防する在宅イ
ンスリン自己注射遠隔見守りシステム

2355 2514120450

神奈川県 株式会社ミトミ技研

ＧＰＳ時刻同期型超高精度大気圧計測装置の
横浜銀行
試作

2356 2514120451

神奈川県 株式会社青電舎

タブレット端末に外付けして用いるクリック感
付与装置の開発

2357 2514120453

神奈川県 日本パッケージ・システム株式会社

ＲＦＩＤアンテナ製造の歩留率１００％達成を目
相模原商工会議所
指す技術開発

2358 2514120454

神奈川県 インフォ・ラウンジ合同会社

発達障がいの療育等に用いるスマートデバイ
川崎信用金庫
ス向け生活支援クラウドシステムの構築

2359 2514120455

神奈川県 株式会社スマートパワーシステム

住宅向け最適電力ピークカットシステム及び
高機能独立電源システムの開発

2360 2514120456

神奈川県 株式会社湘南技研

自動車市場の深掘りを目的とした金属プレス
加工の高精度且つ低コスト及び短納期化の 八千代銀行
実現

2361 2514120458

神奈川県 株式会社ミズキ

自動車ヘッドランプ 機構部品用、締結部品 一般社団法人首都圏産業活性化協
の生産性向上と高精度化のための試作開発 会

2362 2514120459

神奈川県 山口自動車株式会社

摩耗・劣化度別の自動車部品カットモデル製
西武信用金庫
造技術の確立

2363 2514120460

神奈川県 株式会社キャロットシステムズ

「高度医療機器専用制御基板」の試作開発

2364 2514120461

神奈川県 サクラテック株式会社

バーコードの機能を補完するチップレスＲＦＩＤ
公益財団法人川崎市産業振興財団
タグの開発実用化

2365 2514120463

神奈川県 株式会社プラントビオ

事業所排水等の全排水毒性試験（ＷＥＴ）の
確立による先駆的サービスの充実

2366 2514120465

神奈川県 株式会社Ｄ－ｐｒｏｃｅｓｓ

革新的ＭＥＭＳセンサー試作のための超精密
八千代銀行
加工と直接接合ウエハの量産化技術

2367 2514120466

神奈川県 有限会社佐藤製作所

短納期化・低コスト化要求に対応する生産合
八千代銀行
理化システムの導入

2368 2514120467

神奈川県 株式会社ティーツー

厚板電子部品試作における、パンチングプレ
西武信用金庫
スを用いた革新的工法の確立

2369 2514120468

神奈川県 有限会社三住精工

小型レーザー加工機導入による生産プロセス
静岡中央銀行
の改善と短納期化の実現

2370 2514120469

神奈川県 株式会社メジャーテックツルミ

高精度質量比較器と分銅の導入による高重
量物用はかりの検定作業効率化

川崎信用金庫

2371 2514120470

神奈川県 株式会社池上精機

３次元制御による電子顕微鏡試料作製用高
機能研磨装置の開発

川崎信用金庫

2372 2514120472

神奈川県 株式会社Ｆ－Ｄｅｓｉｇｎ

構造解析ソフトを活用した３Ｄプリンター製品
の設計手法確立

株式会社さがみはら産業創造セン
ター

2373 2514120474

神奈川県 株式会社オクヤマ

自動車レース部品の国際規格商品新規開発
ならびに生産プロセス改善による販売シェア 横浜信用金庫
拡大

2374 2514120475

神奈川県 アムコン株式会社

汚泥脱水装置の保守サービス事業強化のた
株式会社浜銀総合研究所
めの情報システム構築事業

2375 2514120476

神奈川県 株式会社田中製作所

切削液の濾過性能を飛躍的に高める新型マ
グネットドラムの開発

商工組合中央金庫

有限会社神奈川農畜産物供給セン 都市農業に適応した低臭性ペレット堆肥製造
八千代銀行
ター
と、その使用による農産物のブランド化事業

87／245

公益財団法人川崎市産業振興財団

公益財団法人神奈川産業振興セン
ター

相模原商工会議所

相模原商工会議所

株式会社さがみはら産業創造セン
ター

八千代銀行

2376 2514120477

神奈川県 株式会社ハセガワ

プリハードン鋼を用いた一体型金型の製作工
法による超短納期、低コストでの試作品製作 静岡中央銀行
の実現

2377 2514120484

神奈川県 株式会社ハイスポット

ソフトウェア業向けテレワーク促進システムの 一般社団法人首都圏産業活性化協
開発
会

2378 2514120486

神奈川県 株式会社コスモテックス

多様で複雑な動作を汎用的な産業用モータで
厚木商工会議所
実現するモータ制御ボードの開発

2379 2514120487

神奈川県 株式会社ノマドサイエンス

低価格で利便性の高い「クラウド型養殖場監
湘南信用金庫
視システム」の開発

2380 2514120488

神奈川県 株式会社Ａｎｉｍａｌ Ｌｉｆｅ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ

災害時に人と犬が同行避難することを可能に
相模原商工会議所
する教育プログラムの開発

2381 2514120489

神奈川県 アビー株式会社

低予算で導入可能な光造型機の試作開発及
横浜信用金庫
び三次元造型機の普及促進

2382 2514120490

神奈川県 有限会社高城電気製作所

サイド吸着ノズル式マウンター導入による生
産性向上及び低コスト化の実現

八千代銀行

2383 2514120491

神奈川県 株式会社忠技研

金属屋根・壁材の部品を規格化し、屋根・壁
工事での省力化を可能にする製品の開発

八千代銀行

2384 2514120492

神奈川県 株式会社大雄塗装

粉体塗装用「水切乾燥炉」および「高温焼付
乾燥炉」の更新

株式会社さがみはら産業創造セン
ター

2385 2514120493

神奈川県 株式会社アシストナビ

低コスト有機太陽電池用透明電極付きプラス
フュージョンナレッジ
チック基板の技術開発

2386 2514120494

神奈川県 株式会社キマタ

次世代金型の大型化およびバリなしプレス加
さわやか信用金庫
工技術の開発による競争力強化

2387 2514120495

神奈川県 株式会社青木製作所

ターボチャージャー関連部品の試作開発及び
横浜銀行
短納期化の実現

2388 2514120497

神奈川県

2389 2514120498

神奈川県 株式会社ツユキ製作所

太陽光発電パネル向け超精密カーボン部品
の高効率生産システムの構築

2390 2514120499

神奈川県 株式会社現代製作所

さまざまな曲線加工を取り入れた特注家具の
ハガックス
自社生産工程の構築

2391 2514120502

神奈川県 株式会社協和テクニカル

金型分野への参入により既存製品・技術
（レーザーカット、検具、モデル、板金）の個別
八千代銀行
提供と一括受注による競争力の強化、総合金
型部品メーカーへの脱却

2392 2514120505

神奈川県 新和産業株式会社

大規模攪拌釜導入による芳香剤の生産性の
商工組合中央金庫
向上及び販路の拡大

2393 2514120510

神奈川県 有限会社型伸工業

マシニングセンタの導入による高効率な絞り
金型の開発と内製向上による生産性の向上

2394 2514120511

神奈川県 フジクス株式会社

介護施設等の排水管からのウィルスを除菌水
で高圧洗浄するサービスの展開とデモ設備構 公益財団法人川崎市産業振興財団
築

2395 2514120514

神奈川県 有限会社金井酒造店

清酒製造工程における自動冷却システムの
導入による生産性向上・品質安定化計画

2396 2514120517

神奈川県 株式会社ダイワダンボール

段ボール内装材で培った知識・技術を応用し
たいかなる形状にも適合内装材の試作開発を 静岡中央銀行
行う。

2397 2514120519

神奈川県 株式会社テクネ計測

業界最高性能を有する汎用型静電容量式露
公益財団法人川崎市産業振興財団
点計の製品化

2398 2514120520

神奈川県 株式会社明倫開発

１台で地盤硬度測定と土壌採取が同時に可
能な新型地盤調査装置の開発

2399 2514120521

神奈川県 相模塗装株式会社

ＵＶ塗装設備本体を改造することなく生産能力
中南信用金庫
を３倍化する塗装方式の開発

2400 2514120524

神奈川県 株式会社ニコール

デザインに制限のないロールスクリーン用広
幅クロスのデジタル印刷

高砂吉孝

2401 2514120525

神奈川県 株式会社浩伸技研

生産方法の革新による小ロット生産（１００個
ロット）への対応

さわやか信用金庫

2402 2514120527

神奈川県 旭合成化学株式会社

粉体化学製品の中品種中量生産対応型自動
株式会社浜銀総合研究所
化製造ライン開発

2403 2514120529

神奈川県 株式会社アトラス

マイクロ波成形システムによる新成形技術の
八千代銀行
確立及び普及

株式会社末吉ネームプレート製作
所

エッチングプロセスの革新化と排水のリサイク
公益財団法人川崎市産業振興財団
ルによる環境負荷の低減

88／245

真鶴町商工会

綾瀬市商工会

株式会社浜銀総合研究所

一般社団法人経営革新協会

2404 2514120532

神奈川県 株式会社足柄製作所

映画フィルムの劣化を長期間抑制する湿度調
吉野広之進税理士事務所
整・酢酸ガス吸収材料の試作開発

2405 2514120533

神奈川県 スタビリティ株式会社

セキュリティ認証自動支援による開発効率化
澤井税務会計事務所
システムの試作

2406 2514120535

神奈川県 株式会社アイ・ピー・エル

聞き取り易さを重視した速聴可能な映像配信
小泉誠二
システムの開発

2407 2514120540

神奈川県 有限会社ジョウエツ

車載用ヘッドアップディスプレイに代表される
超精密自由曲面レンズ金型の試作・開発

静岡中央銀行

2408 2514120541

神奈川県 株式会社ベルザ

ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による先進医療保険適用
の歯科技工物の生産効率化

小川正人税理士事務所

2409 2514120542

神奈川県

2410 2514120546

神奈川県 ツツ井産業株式会社

多品種小ロット生産時のカッティングマシーン
公益財団法人相模原産業振興財団
導入計画

2411 2514120547

神奈川県 株式会社カノウ冷機

ｉＰＳ細胞やＥＳ細胞の長期保存用超低温保存
公益財団法人相模原産業振興財団
庫の開発

2412 2514120548

神奈川県 アップコン株式会社

既存建築物への影響を抑え、低コストを実現
公益財団法人川崎市産業振興財団
させる地盤改良工法の開発

2413 2514120550

神奈川県 株式会社移動ロボット研究所

防災減災に向けた小型移動ロボット搭載双腕
中村朱里税理士事務所
マニピュレータ開発

2414 2514120552

神奈川県 ＡＯＳエンジニアリング株式会社

磁気軸受型高速モータの効率を２０％向上さ
公益財団法人相模原産業振興財団
せることで国際競争力を強化する

2415 2514120553

神奈川県 株式会社フローテック・リサーチ

極超音速流の計測に向けた粒子像流速計（Ｐ
横浜企業経営支援財団
ＩＶ）システムの試作と検証

2416 2514120557

神奈川県 株式会社テクノローグ

大電力ＬＥＤ用高信頼性検査装置の開発

2417 2514120559

神奈川県 有限会社本間製作所

オーダーメイド特殊チャックを装備した加工機 公益財団法人神奈川産業振興セン
による生産システムの開発
ター

2418 2514120560

神奈川県 株式会社アプライ・イット

ＵＡＶとセンサネットワークによる生存者探索
システムの試作

2419 2514120561

神奈川県 プラズマファクトリー株式会社

大気圧プラズマを応用した食品・農業・医療向 公益財団法人横浜企業経営支援財
け殺菌装置の開発
団

2420 2514120562

神奈川県 株式会社トライマックス

今までに無い自動車部品用プラスチックシボ
部品の画期的な自動検査装置の開発

2421 2514120565

神奈川県 星工業株式会社

運動機能改善・促進系薬物およびサプリメント
相模原商工会議所
の研究開発支援システムの試作開発

2422 2514120567

神奈川県 株式会社作インダストリー

過酸化水素をカタラーゼ等の触媒で酸素を発 公益財団法人神奈川産業振興セン
生させる携帯酸素発生器の開発、製造、販売 ター

2423 2514120568

神奈川県 株式会社リガルジョイント

次世代ロボット技術を活用した継手試作開発 一般社団法人首都圏産業活性化協
と応用技術の蓄積
会

2424 2514120572

神奈川県 株式会社Ｅ・ミニモ

ビジネス用途に突出した実用性能の小型ＥＶ
公益財団法人湘南産業振興財団
市場実証車の製作

2425 2514120574

神奈川県 株式会社マサオプレス

新たなプレス方法によるリードタイムの短縮

フュージョンナレッジ

2426 2514120575

神奈川県 株式会社ゼタ

ＰＭ２．５ 対応でありながら、低圧損のナノ
フィルターの開発

横浜銀行

2427 2514120576

神奈川県 大和プレス株式会社

交換治具方式による高生産性ロボット溶接工
横浜銀行
程の構築

2428 2514120579

神奈川県 株式会社大塚鉄工所

高性能複合旋盤加工機の導入による医療機
西武信用金庫
器の一体型部品の提供

2429 2514120583

神奈川県 株式会社ＫＣＩＳ

介護・医療連携型地域包括支援システムＫＣＩ
アクア会計事務所
Ｓの試作開発

2430 2514120584

神奈川県 ジャパンプローブ株式会社

強力バースト波送信が可能な超音波フェーズ
かながわ信用金庫
ドアレイ装置の試作開発

2431 2514120588

神奈川県 株式会社ブレスト

廃プラスチック油化装置に付帯する高機能オ
平塚商工会議所
フガス設備（無害化装置）の開発

株式会社ルートレック・ネットワーク
ス

ビッグデータ時代におけるクラウド型センサー
公益財団法人川崎市産業振興財団
プラットフォームの試作開発

89／245

横浜銀行

横浜銀行

芝信用金庫

2432 2514120590

神奈川県 富士ウッドワークス株式会社

特注家具部品切断面の接着加工および仕上
座間市商工会
げ作業の高品質・スピード化

2433 2514120593

神奈川県 株式会社アイ・ピー・システム

高速搬送される円筒缶の凹凸変形を光学的 株式会社さがみはら産業創造セン
に検出するインライン検査装置のデモ機開発 ター

2434 2514120594

神奈川県 トーレック株式会社

患者被ばく線量管理システムの開発

2435 2514120596

神奈川県 三恵印刷興業株式会社

クリアファイル制作において、一貫生産による
横浜信用金庫
競争力強化

2436 2514120598

神奈川県 有限会社ブールミッシュ・ジャポン

チョコレート掛けライン増設と超音波カット式包
装機導入により販売チャンスロスをなくし、利 明和会計
益確保をする。

2437 2514120599

神奈川県 ハリマ梱包株式会社

貨物輸送の安全性・利便性向上を目的とした
相模原商工会議所
輸送事故原因解明システムの構築

2438 2514120601

神奈川県 有限会社碧山園

高機能・高栄養価のエゴマ微粉末の開発によ
る食品開発及び、個々の高齢者・病人向け献 横浜銀行
立作成サービスの新規展開

2439 2514120602

神奈川県 三和クリエーション株式会社

人工透析装置等における超高精度・超極微量
公益財団法人川崎市産業振興財団
プランジャーポンプ部品の開発と量産化

2440 2514120605

神奈川県 株式会社サンエツ

ユーザニーズに基づくコンクリートブロック開
発のための設計提案力強化及びリードタイム 綾瀬市商工会
短縮を目指す事業

2441 2514120607

神奈川県 ｐｈｙｓｉｃａｌ ｐｈｏｔｏｎ株式会社

加工が困難とされてきた材質にも対応できる
短パルス幅発振器搭載のレーザーマーカー
の研究開発

松本実公認会計士事務所

2442 2514120608

神奈川県 有限会社杉浦機械設計事務所

マルチコプター等飛行ロボットの安全性向上
装置の開発

公益財団法人神奈川産業振興セン
ター

2443 2514120611

神奈川県 株式会社エーディー

地震観測衛星へ搭載する電子密度・温度測
定器の試作開発

静岡中央銀行

2444 2514120612

神奈川県 ビーサイズ株式会社

レーザー加工によるプリント基板の高速試作
小田原箱根商工会議所
方法の開発

2445 2514120613

神奈川県 株式会社クロスエリアシステム

商用電源なし、通信線なしの計測現場に適す
川崎商工会議所
る無線式電力遠隔計測・通信装置の開発

2446 2514120614

神奈川県 株式会社アイディシー

歯科技工最新ＣＡＤ／ＣＡＭ設備導入による
生産プロセスの改善と新商品開発

神奈川銀行

2447 2514120619

神奈川県 マイティ・テクノロジー株式会社

小型無線モジュールを使用したセンサネット
ワークシステム試作開発

横浜信用金庫

2448 2514120620

神奈川県

2449 2514120621

神奈川県 株式会社アート１

マグネシウム合金の高度化に関する画期的
な表面処理法

大和商工会議所

2450 2514120623

神奈川県 近代化学株式会社

カラートリートメントのＡＳＥＡＮ市場開拓戦略
への取り組み

横浜銀行

2451 2514120624

神奈川県 株式会社浜製作所

機械部品製造工程への最新ＮＣ旋盤導入に
よる新技術開発・競争力強化

株式会社浜銀総合研究所

2452 2514120625

神奈川県 株式会社アルファメディア

視覚障害者向け歩行支援システムの実用化
公益財団法人川崎市産業振興財団
開発

2453 2514120627

神奈川県 富士精工株式会社

新型基幹ロケット用部品における生産管理高
横浜銀行
度化による３Ｄベローズ配管 試作開発事業

2454 2514120628

神奈川県 株式会社 ピクシー中央研究所

天然由来成分の化粧品製造における効率化 株式会社さがみはら産業創造セン
および高性能化
ター

2455 2514120630

神奈川県 有限会社東和精密

放電加工機導入による自動車用駆動部品試
公益財団法人相模原産業振興財団
作の短納期化の実現

2456 2514120631

神奈川県 有限会社樹脂リードモデル

３Ｄプリンター技術を活用した、新手法真空成
形型の開発による短納期化と多様化対応の 八千代銀行
実現

2457 2514120634

神奈川県 株式会社宮下製作所

表面処理（ショットブラスト）の内製化によるコ
相模原商工会議所
スト削減と短納期の実現

2458 2514120635

神奈川県 有限会社原プレスエンジニアリング

逆絞りプレス工法を用いた２層式タンブラーの ＮＰＯ厚木診断士の会・あつぎ活性
開発
化プロジェクト

有限会社アイネット・コンサルティン マイクロバルブを用いた超薄膜めっきによる
グ
燃料電池用集電板の開発

90／245

三菱東京ＵＦＪ銀行

商工組合中央金庫

2459 2514120639

神奈川県 株式会社日本シード研究所

真空加熱炉の真空排気系をオイルフリー化し
横浜銀行
て加熱温度を高温化にする試作開発

2460 2514120640

神奈川県 株式会社マークシティー

業界初、スポーツユニフォームデザインシミュ
朝日税理士法人
レーションシステムの導入

2461 2514120641

神奈川県 有限会社クボタ金型

電気自動車用バッテリーケースの量産化への
公益財団法人相模原産業振興財団
試作開発

2462 2514120642

神奈川県

2463 2514120644

神奈川県 京浜発條株式会社

光沢面を有するばねの外観検査および寸法
測定装置の開発。

横浜銀行

2464 2514120645

株式会社ＧＫファクトリー
神奈川県 株式会社 今出川建設
有限会社澤地石材店

玄関ファザードを飾るアルファベットデザイン
の機能門柱の開発

平塚信用金庫

2465 2514120647

神奈川県 スタッフ株式会社

７０～８０ＧＨｚミリ波帯高利得アンテナの設
計・開発・試作事業

みずほ銀行

2466 2514120649

神奈川県 東海技研株式会社

グルテン組織の破壊現象を起こさせない、小
静岡中央銀行
麦粉と水の混合装置の試作開発

2467 2514120650

神奈川県 株式会社アット・モバイル

製品タグの種類・位置・情報を自動認識する
マルチ・デバイス・リーダーの開発

平塚信用金庫

2468 2514120651

神奈川県 利恵産業株式会社

管理特許を活用した食材の特殊冷凍技術の
確立による和食・地産地消の推進

相模原商工会議所

2469 2514120661

神奈川県 株式会社トレシス

『太陽光発電システム』の発電量＆トータルア
株式会社浜銀総合研究所
フターサービスシステムの試作開発

2470 2514120662

神奈川県 株式会社テクニカル・プラ

真空注型技術の向上及び人材育成による競
争力の強化と生産効率改善・短納期化の実 八千代銀行
現

2471 2514120663

神奈川県 ユニオンマシナリ株式会社

車載用電装部品の成形・組立てにおける生産
相模原商工会議所
工程の改善試作

2472 2514120664

神奈川県 湘南スプリング株式会社

『医療機器組み込み「ばね」の試作開発 』

2473 2514120665

神奈川県 シリコンライブラリ株式会社

ＳＤ ＵＨＳ－ＩＩ Ｇｅｎ２規格のＬＳＩ開発・試作・
古川茂
評価

2474 2514120670

世界初の浮床モバイルコテージにより「自然
ＭＡＲＩＯ ＤＥＬ ＭＡＲＥ 一級建築
神奈川県
公園活用促進・自然保護・災害対策」を同時
士事務所
実現

2475 2514120671

神奈川県 有限会社日下レアメタル研究所

大型スカル溶解炉導入による委託溶解事業
の拡大。

2476 2514120672

神奈川県 株式会社和楽

【ＱＲコードを活用したソファの展示による自動
厚木商工会議所
販売システムの確立】

2477 2514120678

神奈川県 株式会社仁瓶製作所

「金属付着油脂等汚れ洗浄機械の導入」

メディギア・インターナショナル株式
会社

患者に優しいがん療法「動脈塞栓術」の鍵「塞
八千代銀行
栓材」の可視化

商工組合中央金庫

原会計事務所

商工組合中央金庫

川崎信用金庫

2478 2515120278

新潟県

株式会社ハセテック

パイプ加工ライン自動化による新しい生産工
第四銀行
程の確立

2479 2515120279

新潟県

株式会社青柳

特許技法『櫛引織り』を活用した新商品の開
発及び、社内ワンストップ化への設備投資

2480 2515120280

新潟県

有限会社ＲＫ

洋食器の仕上げ業務者の激減に対処する回
三条信用金庫
転式自動研磨システムの開発

2481 2515120281

新潟県

株式会社カワイ精工

水処理用ＦＲＰ圧力容器に使用する熱可塑樹
北越銀行
脂製補助部材の開発と事業展開の改革

2482 2515120285

新潟県

株式会社タカトニット

超細糸用最新鋭編機導入による、薄く軽い配
第四銀行
色柄立体柄新商品開発事業

2483 2515120290

新潟県

株式会社大倉製作所

薄板のステンレス溶接における高精度・高速・
新潟大栄信用組合
安定供給システムの開発

2484 2515120291

新潟県

有限会社アイエスマック

膨張式緊急脱出シュート用の圧縮気体供給
装置の開発

2485 2515120292

新潟県

株式会社山之内製作所

医療機器の低侵襲化に対応するための設備
商工組合中央金庫
導入及び試作

2486 2515120293

新潟県

栄通信工業株式会社

特殊操作レバーツマミ付ジョイスティックコント
北越銀行
ローラの高能率切削加工

91／245

公益財団法人にいがた産業創造機
構

長岡商工会議所

2487 2515120294

新潟県

株式会社アクアデザインアマノ

水草の温室における生産環境調整技術の導
五十嵐隆税理士事務所
入による生産効率化事業

2488 2515120295

新潟県

株式会社阿部製作所

ワンタッチ接合可能な高性能配管継手の試作 株式会社マイルストーン・コンサル
開発
ティング・グループ

2489 2515120300

新潟県

下村企販株式会社

３Ｄプリンター導入による安全な家庭用調理
器開発データーの蓄積と試作開発体制の強
化

北越銀行

2490 2515120302

新潟県

株式会社ツノダ

次世代型爪切りの製作

株式会社マイルストーン・コンサル
ティング・グループ

2491 2515120304

新潟県

株式会社松浦製作所

高品質な曲げ加工を変種変量短納期対応で
第四銀行
実現する高性能ベンディングマシンの導入

2492 2515120308

新潟県

有限会社阿部鐵工所

難削材等の「複雑精密加工」に対応する効率
北越銀行
的生産方法の確立。

2493 2515120314

新潟県

株式会社エステーリンク

バリ取り加工における面形状解析プロセスの 有限会社アダチマネジメントコンサ
構築
ルティング

2494 2515120315

新潟県

有限会社今井技巧

ラッピングマシン新型ユニット導入による大型
第四銀行
金属鏡面加工の高度化

2495 2515120316

新潟県

株式会社ナンバ

フロン漏えいの現状に歯止めをかけるフロン
液面管理技術の開発

2496 2515120317

新潟県

新潟三吉工業株式会社

プレス加工による燃料電池用シール箔膜板の
北越銀行
試作開発

2497 2515120323

新潟県

株式会社シンターランド

放電プラズマ焼結技術（ＳＰＳ）用新素材焼結
北越銀行
金型の開発

2498 2515120328

新潟県

有限会社テクノラバー

低摩擦抵抗の特殊ゴム材料による超精密
パッキンの製造と品質向上

北越銀行

2499 2515120329

新潟県

下村工業株式会社

包丁加工に於ける目通し加工の手作業から
機械化による品質向上とコストダウン

第四銀行

2500 2515120330

新潟県

株式会社野島製作所

プレス成型シミュレーションソフトによる原価低
三条信用金庫
減

2501 2515120331

新潟県

株式会社サンエコー

航空機内装品増産計画達成の為の高精度・
高速度ネットワーク対応の機械導入による製 北越銀行
造プロセスの強化。

2502 2515120332

新潟県

大東産業株式会社

ＹＡＧレーザー溶接機の導入による、ステンレ
第四銀行
ス材の薄板溶接とコスト削減

2503 2515120335

新潟県

東洋シャフト株式会社

半導体製造装置向け小型複雑形状部品の測
埼玉りそな銀行
定迅速化かつ高精度測定技術の確立

2504 2515120337

新潟県

株式会社メデック

ブレードレス・ミキサーの試験装置 及び応用
北越銀行
撹拌装置の試作開発

2505 2515120338

新潟県

有限会社斎藤精機

切削加工技術を活用したニッチ市場（粉末冶
北越銀行
金用金型の修理）への新規参入

2506 2515120340

新潟県

株式会社松平鋳工所

フラン自硬性砂回収設備更新による生産環境
長岡信用金庫
の改善及び廃棄ロス削減

2507 2515120342

新潟県

株式会社ＡＳＡＢＡ

高融点合金（Ｎｉ、Ｃｏ、Ｐｔ等の合金）の連続鋳
商工組合中央金庫
造技術開発

2508 2515120347

新潟県

株式会社磯部ハイテック

大型ロータリーテーブルの開発によるガス
タービンエンジン部品の試作開発

公認会計士富岡清嗣事務所

2509 2515120348

新潟県

シマト工業株式会社

小型風力発電から他の再生可能エネルギー
分野への展開

三条商工会議所

2510 2515120352

新潟県

ｈａｋｋａｉ株式会社

世界初の材料乾燥機レスの量産成形現場の
商工組合中央金庫
構築

2511 2515120353

新潟県

有限会社フィロソフィー

金型製作における高精度技術・短納期化の為
第四銀行
の測定装置導入

2512 2515120357

新潟県

サトウ産業株式会社

在庫及びロス低減と食の安心安全を実現する
北越銀行
為の生産システムの導入

2513 2515120361

新潟県

有限会社かんずり

かんずり製造の生産プロセス強化による高品
第四銀行
質商品の製造

2514 2515120362

新潟県

株式会社欧州ぶどう栽培研究所

脱酸素充填によるフレッシュワイン製造

92／245

第四銀行

第四銀行

2515 2515120365

新潟県

株式会社長谷川工業所

サーボプレス機導入による非住宅屋根金物部
材の高性能製品の生産及び製品コストの削 大光銀行
減

2516 2515120367

新潟県

株式会社矢島鉄工所

最新型開先加工機導入による建築鉄骨・耐震
第四銀行
補強鉄骨の生産効率化

2517 2515120368

新潟県

株式会社三条工機製作所

デジタル電動サーボプレスによるプレス製品
の高精度加工と生産工程の合理化

関根朝秋税理士事務所

2518 2515120369

新潟県

株式会社小嶋屋総本店

そば殻由来の燃料「バイオコークス」の開発販
売による地域資源循環型ビジネルモデルの確 川西商工会
立

2519 2515120371

新潟県

株式会社加藤製作所

高速高精度マシニングセンター導入による部
第四銀行
品加工市場におけるニーズの対応強化

2520 2515120373

新潟県

株式会社オオヤマテック

高性能マシニングセンタ導入による熱交換器
部品の難削材加工技術の向上とチタンによる 第四銀行
成長戦略の実現

2521 2515120374

新潟県

相久塗装株式会社

静電塗装機器の導入による低コスト化、処理
株式会社江口経営センター
能力向上、塗装の品質向上の実現

2522 2515120376

新潟県

オヂヤセイキ株式会社

ＣＮＣ精密自動旋盤の導入による生産能力
アップ及びコストダウンによる製品競争力の強 商工組合中央金庫
化

2523 2515120377

新潟県

株式会社山本製作所

建築物の耐震・免震構造化に適応する鉄骨
製作システムの構築

第四銀行

2524 2515120385

新潟県

株式会社サンパックシステム

多品種・小ロット生産の生産性向上を目的と
する汎用性を高めた特注包装機の開発

第四銀行

2525 2515120386

新潟県

株式会社プレテック・エヌ

３次元ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による生産効率の向
大光銀行
上及び新加工技術習得

2526 2515120387

新潟県

協和工業株式会社

選別機製造に精密加工技術を最大限に活用
新潟県信用組合
する為の専用３次元ＣＡＤ／ＣＡＭ導入計画

2527 2515120388

新潟県

有限会社萩野鉄工所

中国に負けないものづくりのための研削工程
北越銀行
の高精度・高能率化

2528 2515120390

新潟県

株式会社坂爪製作所

生産工程の見直しと自動ライン導入による、
労働生産性及び労働環境の改善を目指す。

2529 2515120391

新潟県

株式会社石坂木工所

自動位置決め切断加工機導入による切断作
長岡信用金庫
業の高度化

2530 2515120393

新潟県

有限会社田沢製作所

次世代オーラルケア製品開発の為の射出成
型技術の確立

2531 2515120394

新潟県

株式会社笠原成形所

医療用内視鏡部品に特化した生産体制の構
第四銀行
築

2532 2515120395

新潟県

有限会社ランドマーク

精密部品の品質向上と立体加工への挑戦

2533 2515120396

新潟県

小柳機工株式会社

多工程同時加工機導入による難削材加工技
第四銀行
術の確立と同業界参入

2534 2515120398

新潟県

ハル電子株式会社

磁気シールドシート貼り合せ機の開発及び量
商工組合中央金庫
産化

2535 2515120400

新潟県

株式会社大菱計器製作所

プロセスイノベーションを実現する新設備の導
大光銀行
入

2536 2515120407

新潟県

有限会社井出計器

ＰＣタブレットを用いた医療機器製造向けネジ
青海町商工会
締めロボットの開発

2537 2515120410

新潟県

有限会社エーデルワイス工芸社

節句市場での業界に先駆けた短期サンプル
開発方式の導入によるシェア拡大

2538 2515120413

新潟県

株式会社新和測量設計事務所

橋台・橋脚・堤防の基部における洗掘状況調
北越銀行
査システムの試作開発

2539 2515120415

新潟県

有限会社上野鉄工所

主軸移動型五軸複合自動旋盤による金型部
新潟縣信用組合
品の高精度化と工程削減を行う

2540 2515120418

新潟県

株式会社澁木プレス

「サーボ油圧プレス機」導入による技術応用力
北越銀行
確立、量産・短納期化の実現

2541 2515120421

新潟県

有限会社フナックス

ワイヤー放電加工機導入による社内一体生
産方式の確立と事業拡大。

93／245

北越銀行

第四銀行

北越銀行

第四銀行

第四銀行

2542 2515120422

新潟県

株式会社新和製作所

高速切削加工による、耐環境性に優れた低価
横浜銀行
格精密薄肉ケースの試作品の開発

2543 2515120425

新潟県

株式会社北星製作所

レーザ複合加工機によるコストダウンと非鉄
素材切断加工の取組み

税理士法人ツチダ会計

2544 2515120427

新潟県

株式会社イイキ

光学式自動外観検査装置の導入による高レ
ベル検査工程の確立

株式会社高崎総合コンサルタンツ

2545 2515120430

新潟県

高桑金属株式会社

３次元レーザーマーカー導入による洋食器へ
北越銀行
の高難度模様・印字加工の実現

2546 2515120432

新潟県

株式会社モリチュウ

造型ラインと接種の自動化による小ロット・短
青木信用金庫
納期・不良率低減技術の開発

2547 2515120433

新潟県

株式会社ワタナベ

高難度折曲加工を可能にするプレスブレーキ
北越銀行
導入による生産能力倍増計画

2548 2515120435

新潟県

株式会社三和工機

ＣＮＣ旋盤とＣＡＤＣＡＭ導入によるソーラーパ
ネル向けＲＶベアリングケースの開発とライン 北越銀行
化

2549 2515120436

新潟県

株式会社ミューテック

ＣＮＣ三次元座標測定機の導入に伴う短納
期・高品質・低コスト化への対応

2550 2515120437

新潟県

株式会社山忠

顧客満足度の高度化を促す国産初の編機開
第四銀行
発と新商品開発

2551 2515120438

新潟県

株式会社阿部プリント基板

自然エネルギー、次世代自動車、及びパワー
エレクトロニクス分野へ進出の為、新規工法を 第四銀行
導入し生産プロセスの改善を図る

2552 2515120439

新潟県

株式会社ウチヤマ

スノーボード生産における海外メーカーとの競
三条信用金庫
争力強化

2553 2515120440

新潟県

有限会社関根鉄工所

精密微細加工による医療機器の製造技術開
三条信用金庫
発

2554 2515120441

新潟県

株式会社島田溶接

ＴＩＧ自動溶接機を活用した大型パイプ溶接の
大光銀行
高精度化・高速化・見える化事業

2555 2515120442

新潟県

三星工業株式会社

炭素繊維複合材料向けの高機能高精度なパ 公益財団法人にいがた産業創造機
イプ切断機の開発
構

2556 2515120445

新潟県

株式会社バイオテックジャパン

高含水米飯製造技術を応用した低カロリー・
低ＧＩ包装米飯の試作開発

株式会社マイルストーン・コンサル
ティング・グループ

2557 2515120447

新潟県

有限会社ユー・アイ工業

真鍮小型サイズの内径六角ボルト品の試作
から量産化へ市場開拓を。

大潟商工会

2558 2515120450

新潟県

ケイセイ医科工業株式会社

ＭＰＣポリマーを用いた外科用縫合材料の開 公益財団法人にいがた産業創造機
発
構

2559 2515120452

新潟県

株式会社ワタヨ

表面粗さ測定機能付きの形状測定器導入計
三条信用金庫
画

2560 2515120453

新潟県

有限会社中越キカイ

横中ぐりフライス盤導入による小物加工から
大物加工までのワンストップ対応

2561 2515120455

新潟県

タンレイ工業株式会社

高品質連続調質設備の導入による油井管継
第四銀行
手の加工精度向上及び生産コスト削減

2562 2515120456

新潟県

ハイブリッドシステム株式会社

高齢者向けのカメラ付き見守り用ウェアラブル
第四銀行
端末の開発

2563 2515120457

新潟県

株式会社アサヒプレシジョン

ＣＮＣ精密自動旋盤を用いて医療機器部品の
商工組合中央金庫
短納期、低コスト化の実現。

2564 2515120460

新潟県

川上工業株式会社

発展途上国の自動車用電球市場を獲得する
ため、自動キャッピング機導入による製造効 第四銀行
率改善に伴う短納期化の実現

2565 2515120461

新潟県

ストーリオ株式会社

簡易ＣＮＣマシンを並列制御することによる低
第四銀行
コスト切削加工システムの開発

2566 2515120462

新潟県

株式会社越のむらさき

高付加価値製品「品質劣化を防ぎ鮮度保持で
北越銀行
きるボトルを使った醤油」の製造。

2567 2515120463

新潟県

株式会社プラニング瑞穂

日本製縫製品を対象とした高速印刷による企
新潟大栄信用組合
業名等の実装技術の開発

2568 2515120466

新潟県

株式会社三進製作所

自社専用生産管理システム導入によるリード
北越銀行
タイム短縮及び原価低減

2569 2515120467

新潟県

合資会社福島木型製作所

３Ｄスキャナ導入による計測技術の高度化と
高精度木型の試作開発

94／245

商工組合中央金庫

長岡信用金庫

第四銀行

2570 2515120468

新潟県

有限会社桑野工業

大型重量物の溶接自動化を目指すための設
三条信用金庫
備複合運用システム確立

2571 2515120471

新潟県

株式会社中野科学

医療分野の需要に合致するチタン電解研磨
の実用化

第四銀行

2572 2515120472

新潟県

株式会社ＩＰＭ

自動車用ＬＥＤヘッドライトレンズ金型の高精
度加工及び納期短縮の実現

第四銀行

2573 2515120473

新潟県

有限会社南条精機

薬液輸送ポンプ部品の高効率切削加工技術
大光銀行
の確立

2574 2515120475

新潟県

株式会社ハシモト

細胞培養装置ＣＯ２インキュベータの内装抗
菌パネルの開発

2575 2515120476

新潟県

株式会社城川道路

循環型バイオマス資源再生事業計画《伐採木
の再利用により、木質ペレットを成形し、バイ 新潟縣信用組合
オマスエネルギーを創出する。》

2576 2515120477

新潟県

株式会社佐野金型製作所

精密放電加工機導入による短納期・低コスト
での微細精密金型の開発

2577 2515120479

新潟県

有限会社西山工機

ツールプリセッタ導入による医薬品フィルム包
柏崎信用金庫
装機械向け部品加工の効率化

2578 2515120481

新潟県

株式会社タカハシ

板金曲げ加工における熟練技術を数値化し
多品種少量品生産を合理化する取り組み

2579 2515120482

新潟県

興和電子工業株式会社

トランス巻線におけるボビン自動供給設備の
第四銀行
導入

2580 2515120485

新潟県

有限会社ストカ

材料自動供給機導入によるコンパクター部品
三条信用金庫
の工程集約計画

2581 2515120489

新潟県

株式会社クリエイティブ・エンジニア ロボット溶接機導入による高品位な製品の提
北越銀行
リンク
供及び諸外国に負けない競争力の確保。

2582 2515120491

新潟県

株式会社シンワ歯研

デジタル技術活用による安心安全なインプラ
第四銀行
ント治療の支援事業

2583 2515120493

新潟県

エフ・ピ－・パッケージ株式会社

紙パッケージ製作におけるワンストップサービ
北越銀行
ス実現のためのグルアー加工設備計画

2584 2515120494

新潟県

株式会社関芳

洋装服地プリントと、伝統的な和装友禅染め
を主体とする染色製造ラインの新たな高品
位、高効率染色法の開発

2585 2515120495

新潟県

株式会社有本電器製作所

ＣＮＣ三次元測定機の導入による船舶用エン
加茂信用金庫
ジン流体継手の高精度測定

2586 2515120497

新潟県

ニイガタ機械株式会社

シングル段取りが出来る、画期的な鍛造金型
北越銀行
固定用コッターの開発

2587 2515120499

新潟県

相栄産業株式会社

高精度解析ソフトと３次元ＣＡＤＣＡＭ導入によ
第四銀行
るプレス金型製作工程の合理化

2588 2515120500

新潟県

共栄テック株式会社

光学素子金型に対する回折（虹目）を抑制す
第四銀行
るハンドラップ工法の機器開発

2589 2515120502

新潟県

株式会社桑野製作所

ＮＣハイブリッドドライブベンダーの導入による
第四銀行
板金加工工程の合理化

2590 2515120505

新潟県

株式会社第一印刷所

安価で使い勝手のよい情報秘匿シールの汎
用化（小ロット対応）事業

2591 2515120509

新潟県

株式会社吉則螺子製作所

ＣＮＣ旋盤加工による冷間圧造用工具の製作
松川税理士事務所
プロセス刷新

2592 2515120510

新潟県

株式会社宇都宮製作所

航空機用刃具・三ツ溝コアドリルの高精度自
動化製造技術の確立

2593 2515120511

新潟県

有限会社佐藤ネジ製作所

住宅用新型耐震接合金具開発に伴う特殊部
第四銀行
品の開発および量産化

2594 2515120512

新潟県

株式会社片貝製作所

鋳物仕上げの機械化によるコスト削減・品質
向上・作業環境改善

2595 2515120513

新潟県

株式会社増子

消費者ニーズに対応した薄切り沢庵真空パッ
神田延榮税理士事務所
ク製品の開発

2596 2515120514

新潟県

株式会社高儀

カーブソー加工機の導入による国内外向けの
第四銀行
カーブソーの開発・製造販売

2597 2515120517

新潟県

株式会社小林製作所

特殊刃物の内製化による省力化と加工精度
向上の為のワイヤ放電加工機の導入

95／245

北越銀行

北越銀行

新潟大栄信用組合

北越銀行

第四銀行

商工組合中央金庫

第四銀行

北越銀行

2598 2515120518

新潟県

株式会社ライン放電

新鋭放電加工機の導入による高品質、高精
度、高速加工の実現

2599 2515120519

新潟県

タカハシダイカスト株式会社

多面加工ダイカスト製品製作における高能率
第四銀行
化および作業平準化の実現

2600 2515120520

新潟県

三基物産株式会社

試作開発品塗装の色調合短納期化

2601 2515120521

新潟県

有限会社サイフク

異ゲージ風ニット作成の技術開発による販路
五十嵐隆税理士事務所
拡大事業

2602 2515120523

新潟県

株式会社大泉物産

手術用医療機器をカスタマイズする事と小ロッ
第四銀行
ト生産技術の確立を図る。

2603 2515120524

新潟県

株式会社エヌプラス

遊休施設と温泉とバイオマスボイラーを活用
公益財団法人にいがた産業創造機
した県内初の陸上トラフグ養殖・加工・販売事
構
業の開発

2604 2515120526

新潟県

山信織物株式会社

エアジェットルーム織機の導入、活用による新
第四銀行
規高付加価値織物の製造

北越銀行

北越銀行

2605 2515120527

新潟県

株式会社内野精工

医療機器向け精密加工部品のフレキシブル
公益財団法人にいがた産業創造機
販売生産管理システム構築による即納体制と
構
トレーサビリティ管理 体制の確立

2606 2515120529

新潟県

有限会社イワセ

切削液腐敗防止装置を改良し他分野への転
第四銀行
用を可能とする為の試作開発

2607 2515120531

新潟県

株式会社テクノスコープ

非破壊検査に必要なトンネル内等の巨大画
像用記録装置と省エネ照明装置の開発

2608 2515120532

新潟県

株式会社川崎製作所

最先端形彫放電加工機導入による自動車部
中野税理士事務所
品用の冷間鍛造金型の試作開発

2609 2515120533

新潟県

有限会社オーエム精機

医療機器部品の試作開発・加工における高精
大光銀行
度・高能率化体制の構築

2610 2515120536

新潟県

藤寅工業株式会社

庖丁の切れ味数値化システムの開発

2611 2515120538

新潟県

株式会社イートラスト

完全独立クラウド型カメラ監視システムサービ
第四銀行
スの開発、試作。

2612 2515120539

新潟県

共栄エンジニアリング株式会社

自動車向け大型ポジションランプ導光体金型
第四銀行
の生産システム開発

2613 2515120540

新潟県

株式会社オオフチ

高速円周（パイプ）溶接の実現による信頼・品
三条信用金庫
質向上への躍進

2614 2515120541

新潟県

株式会社殿島

金属プレス加工における「曲げ加工」を利用し
協栄信用組合
た新商品開発

2615 2515120546

新潟県

阿部酒造株式会社

リキュール商品開発・製造・販売事業

柏崎信用金庫

2616 2515120547

新潟県

開進工業株式会社

高精度円筒研削盤の活用による、高精度ば
ね用ステンレス鋼の技術開発。

第四銀行

公益財団法人さいたま市産業創造
財団

大光銀行

2617 2515120549

新潟県

ウインテクノロジー株式会社

最新ワイヤ放電加工機導入による、アルミ缶
搬送装置製造の納期短縮及び低コスト化の 長岡信用金庫
実現

2618 2515120551

新潟県

株式会社あさひ測量設計事務所

３Ｄレーザースキャナーの導入による受注拡
大と省力化

大光銀行

2619 2515120552

新潟県

株式会社山村製作所

設備増設による量産型理美容鋏の開発

三条信用金庫

2620 2515120553

新潟県

株式会社イデアル

微生物による赤身肉熟成を施した新たなる新
石山孝行税理士事務所
潟ブランド牛の展開事業

2621 2515120555

新潟県

セイデンテクノ株式会社

宇宙機器向け、インバータ向け、高精度な電
流検出用抵抗器開発プロセスの改善

2622 2515120556

新潟県

株式会社プレスメディア

顧客への情報発信支援のための印刷サプラ
北越銀行
イチェーン情報共有システムの構築

北越銀行

2623 2515120558

新潟県

株式会社マツウラセイキ

医療内視鏡検査装置用処置具挿入部部品の
高速加工及び高効率化による納期短縮の実 第四銀行
現

2624 2515120562

新潟県

ＩＭＴエンジニアリング株式会社

市場のニーズに対応可能な凍結機の導入に
新井商工会議所
よる販路拡大

96／245

2625 2515120564

新潟県

株式会社浅野製作所

高精度・高剛性マシニングセンター導入によ
る、ダイカスト金型製作の高効率化

第四銀行

2626 2515120568

新潟県

プリンス工業株式会社

サーボプレス技術を駆使したＮニッパーの開
発

三条信用金庫

2627 2515120570

新潟県

有限会社ＴＧテクニカ

災害時救命物資配布に関するソーラー発電
街路灯の応用とシステム開発

協栄信用組合

2628 2515120571

新潟県

株式会社新野屋

新型蒸練機導入による市場ニーズに応える商
北越銀行
品づくり。

2629 2515120572

新潟県

株式会社津南油圧

『既存の高層ビル』の耐震化に伴う制震ダン
パ需要増への対応

北越銀行

2630 2515120573

新潟県

株式会社三尾プレシジョン

制震ダンパ用ピストンロット需要増への対応

北越銀行

2631 2515120575

新潟県

有限会社長沢熔接

２軸ポジショナーユニット導入で複雑形状薄肉
三条商工会議所
部品の低歪溶接技術開発

2632 2515120576

新潟県

有限会社新興運輸

ディーゼルエンジンへの燃焼促進効果を持つ
株式会社アライブビジネス
混合気体噴流装置の開発

2633 2515120577

新潟県

株式会社エリート

電話やネットが使える、画像認識が装備され
第四銀行
たバーコードリーダとＲＦＩＤリーダライタの開発

2634 2515120591

新潟県

株式会社木戸製本所

小ロット多品種生産に対応するデジタル印刷
第四銀行
対応デジタル製本ラインの導入

2635 2515120603

新潟県

株式会社アヅマテクノス

高精度・高機能ＣＮＣ画像測定機の精度点検
第四銀行
業務（現地校正）にチャレンジ

2636 2515120608

新潟県

株式会社ＧｒｅａｔＣｏｍｐａｎｙ

新潟県産畜産物を活用した中食向け商品開
発及び販路拡大

2637 2515120616

新潟県

株式会社コーベック

クラウド※による製品カタログ管理と受発注管
理システムの構築 ※クラウドとはインター
協栄信用組合
ネット上のデータサーバーのこと

2638 2515120620

新潟県

株式会社ホソヤマ

農業機械販売・修理業の取引農家との連携に
柏崎商工会議所
よる農産品加工・販売分野への新規事業展開

2639 2515120625

新潟県

ｔａｎｅＣＲＥＡＴＶＥ株式会社

ホワイトハットＳＥＯとクラウド技術による、地
域共生型マッチングサービスの開発

重松輝彦税理士事務所

2640 2515120632

新潟県

新潟メタリコン工業株式会社

航空機産業参入に際しての品質向上のため
の表面及び断面の観察強化

第四銀行

2641 2515120639

新潟県

株式会社リバージエレク

ガーバーデータ編集ソフト導入によるプリント
新潟信用金庫
基板短納期試作サービスの開発

2642 2515120642

新潟県

燕三条イタリアンＢｉｔ

新潟・燕三条が世界に誇る 食材・食器・調理
器具を連携させた体験型産業観光サービス 新潟信用金庫
の開発

2643 2515120643

新潟県

有限会社藤次郎

地場産農産物の一次加工と小ロットでの缶
詰・レトルト加工設備の導入

第四銀行

2644 2516120145

富山県

株式会社高岡製作所

銑鉄鋳物部品の注湯時間を大幅に短縮し高
品質の安定化と省エネルギー化を実現

高岡商工会議所

2645 2516120146

富山県

株式会社旭東機械製作所

金型製造プロセスに高度な生産情報管理手
法を活用して競争力ある生産効率向上事業

高岡商工会議所

2646 2516120148

富山県

富源商事株式会社

金属屋根葺き替え工事に係る職人不足や環
境に配慮した屋根材の生産効率化事業

高岡商工会議所

2647 2516120149

富山県

河合バット製作所

プロ野球選手やアマチュア野球選手用木製
バットの生産の強化と精度向上

南砺市商工会

2648 2516120152

富山県

東亜電工株式会社

摩擦圧接加工技術を用いた新分野進出のた
富山信用金庫
めの新製品開発力の強化

2649 2516120153

富山県

三福化成株式会社

建材の異素材アルミ材と樹脂材を独自の複合
高岡商工会議所
切断加工技術により工程集約して生産性向上

2650 2516120154

富山県

高岡明光化成株式会社

樹脂サッシの大型品生産体制の構築

2651 2516120155

富山県

株式会社石王丸紙業

段ボール箱自動糊付け化により、生産性・品
質の向上及び「針止め」を無くし環境問題に取 高岡信用金庫
り組む。

97／245

三条信用金庫

北陸銀行

2652 2516120156

富山県

明和精型株式会社

新型マシニングセンター導入による加工精度
南砺市商工会
向上および納期短縮等による生産性向上

2653 2516120157

富山県

株式会社スギタニ

日本で初めての生麩の全自動製造ラインの
開発と設置

北陸銀行

2654 2516120158

富山県

中原化成品工業株式会社

航空部品製造の精密加工工程における、多
軸マシニングセンター導入による加工精度の 北陸銀行
向上

2655 2516120160

富山県

株式会社プロジェクトデザイン

立山の森林資源を活用したエッセンシャルオ
富山第一銀行
イルの製造・販売

2656 2516120161

富山県

中越鉄工株式会社

可動式溶接ロボット導入による生産性向上と
南砺市商工会
新規顧客からの案件受注
フィルム包装溶断シール方式の革新的技術
開発による品質向上とフィルム包装機世界
富山信用金庫
シェアの拡大
３次元造形機と３次元測定機を活用した精密
加工技術の高度化による航空機分野の受注 商工組合中央金庫
拡大

2657 2516120163

富山県

株式会社ハナガタ

2658 2516120164

富山県

岩城工業株式会社

2659 2516120167

富山県

戸出化成株式会社

樹脂成形材料の工程内リサイクルによるコス
高岡商工会議所
ト優位性の確立と省資源化推進

2660 2516120168

富山県

株式会社スカイ

測定技術の活用により品質管理や検査精度
の向上を図り付加価値生産性を高める

2661 2516120170

富山県

株式会社二上

銅合金鋳物製造の原型制作工程に精密加工
高岡商工会議所
技術を活用して内製化し生産効率化を目指す

2662 2516120172

富山県

株式会社ティーアンドティー・タカマ
ツタテグ

海外展開に向けてのシーリング工程の改善に
よる品質向上・安定化と製造リードタイムの短 富山信用金庫
縮化

2663 2516120173

富山県

皇国晴酒造株式会社

酒粕の活用範囲拡大のための臭気低減用
「酒粕加工ライン」の開発

2664 2516120174

富山県

平田印刷株式会社

受注活動のＩＴ化と社内システム更新による印
富山信用金庫
刷リードタイムの短縮

2665 2516120175

富山県

ケーファクトリー株式会社

壁面設置の太陽光発電における精密加工技
北陸銀行
術を用いたカバー材の試作開発

2666 2516120176

富山県

株式会社村井工業

生産効率の飛躍的向上のための「新・受注、
富山信用金庫
生産管理システム」の導入と実施。

2667 2516120178

富山県

株式会社廣昌堂

「カートナー」導入による包装工程の生産効率
商工組合中央金庫
及び包装品質の高度化

高岡商工会議所

富山県新世紀産業機構

アルミ用押出金型製作における品質の精度
向上と生産プロセス改善による国際競争力の 高岡商工会議所
強化
新規物質等生産ラインの作業環境管理と改
善のための採取・分析方法の確立、対策の立 木村正明
案

2668 2516120179

富山県

株式会社マスオカ

2669 2516120184

富山県

アースコンサル株式会社

2670 2516120186

富山県

株式会社山田写真製版所

新ワークフローシステム導入による製版工程
富山第一銀行
の自動化と生産性向上の実現

2671 2516120187

富山県

協同アルミ株式会社

川に合わせ最適化可能な螺旋水車の開発と
商工組合中央金庫
マイクロ水力発電の推進

2672 2516120189

富山県

富山精密株式会社

生産工程高度化と加工プロセス改善による弛
富山信用金庫
み止めベアリングナット内径公差向上

2673 2516120190

富山県

株式会社高瀬鉄工所

次世代高効率ガス火力発電設備用複雑形状
富山信用金庫
の圧縮機ホイール製造事業

2674 2516120191

富山県

株式会社丸伸製作所

厚板材料の高度なプレス曲げ加工技術の確
立による競争力の強化及び新規製造品種の 高岡商工会議所
開発

2675 2516120192

富山県

大和産商エンジニアリング株式会社

新型分光測色計・攪拌機デスパー導入によ
る、調色作業の合理化・増産化

高岡信用金庫

2676 2516120194

富山県

豊富産業株式会社

高品位アルミ原料の生産機器の導入

堀税理士法人

2677 2516120195

富山県

有限会社共伸製作所

微小径縦穴加工における切削条件研究によ
る品質強化と医療機器部品製造分野への進 富山信用金庫
出

2678 2516120197

富山県

有限会社快成

水産物加工品開発施設整備

2679 2516120200

富山県

株式会社オーギャ

ワイヤレス型荷重分布検出センサシートの開
高岡信用金庫
発と量産技術の確立

98／245

富山第一銀行

2680 2516120201

富山県

福田食品工業株式会社

ゼリー状及びペースト状介護食（レトルト殺
菌）

2681 2516120202

富山県

セプラ株式会社

ユーザーのニーズに対応した材質を選ばない
富山銀行
試作品供給体制の高度化

2682 2516120203

富山県

北陸ライフエナジー株式会社

ガソリンスタンドから家庭内ビジネスにおける
税理士法人Ｊタックス
全てのデータベースを集約し、売上拡大。

2683 2516120204

富山県

株式会社エスケーテック

横型ＮＣフライス盤導入による新分野製造ライ
富山県新世紀産業機構
ン装置への進出

2684 2516120205

富山県

株式会社田村製作所

特殊シリンダの新分野開拓のための生産、品
富山信用金庫
質体制の構築

2685 2516120209

富山県

株式会社中村機械

超小型半導体チップ向けの高精度絶縁体パ
レットの開発

北陸銀行

2686 2516120210

富山県

さわや食品株式会社

地元産の安全な米粉を利用した既存商品の
改良と新商品開発

税理士法人中村税務みらい経営

2687 2516120211

富山県

株式会社タイヨーパッケージ

画像情報処理を活用し、検査プロセスの改善
商工組合中央金庫
による品質向上に係る技術の高度化

2688 2516120212

富山県

有限会社カンノ

生産プロセス高度化による「人の長距離移動
富山信用金庫
に係る最適空間」の実現と新分野への進出

2689 2516120215

富山県

株式会社ニッポンジーン

低エンドトキシン・アニマルフリー試薬生産シ
ステムの構築

北陸銀行

2690 2516120217

富山県

協同組合高岡総合給食センター

食品の長期保存技術の確立と技術応用によ
る廃棄食品の減量化事業

北陸銀行

2691 2516120218

富山県

キンコー樹脂工業株式会社

成形工程環境の準クリーンルーム化と新型画
富山信用金庫
像検査機の開発・導入による検査精度の向上

2692 2516120219

富山県

株式会社ミズノマシナリー

「油圧部品の製造における加工工程集約と自
富山県新世紀産業機構
動化による生産性向上」

南砺市商工会

2693 2516120222

富山県

氷見軽合金株式会社

二次アルミニウム精製におけるアルミ抽出率
向上ならびに廃棄物の削減のための技術開 北國銀行
発

2694 2516120223

富山県

大高建設株式会社

地下水熱ヒートポンプを応用した空調システ
ム開発事業

2695 2516120224

富山県

株式会社日本成工

３次元ＣＡＤ／ＣＡＭを用いた５軸ＮＣ加工機に
よる真空圧空成形品製作技術の向上と競争 北陸銀行
力強化

2696 2516120228

富山県

カナモリ技販株式会社

顧客のニ－ズに応じた土壌汚染調査・土壌汚
北陸銀行
染対策ビジネスの業務拡充計画

2697 2516120231

富山県

有限会社清都酒造場

高精度原料米処理による吟醸酒の高品質化
高岡商工会議所
と安定供給に向けた生産プロセスの実現

2698 2516120235

富山県

株式会社オーフェン機器

医薬品や食品、半導体製造分野向けの高精
富山信用金庫
度配管の開発・製造

2699 2516120238

富山県

東洋ガスメーター株式会社

業務用スマートメーターの試作事業

北陸銀行

北國銀行

2700 2516120247

富山県

新保軽合金工業株式会社

再生地金の含有元素の成分均一化に信頼性
高い計測技術を活用し高品質安定供給を目 高岡商工会議所
指す

2701 2516120248

富山県

協立電化株式会社

連続めっき加工の精密化・効率化を指向した
北陸銀行
専用ラインと自動検品システムの導入

2702 2516120250

富山県

株式会社伸和製作所

工作機械製作工程の一貫生産体制の確立に
富山銀行
よる競争力強化の実現

2703 2516120256

富山県

株式会社村中製作所

４軸放電加工機による螺旋形状加工技術を用
いたスーパーエンプラ樹脂医療用器具金型の 株式会社ジェック経営コンサルタント
製造

2704 2516120261

富山県

有限会社笹倉製作所

海外用製品に向けた切削加工リング大型化
のための内面研削盤開発・導入事業

2705 2516120262

富山県

中野合金株式会社

素材製造能力と精密部品製造能力の融合に
富山信用金庫
よる銅合金分野での全方位的展開

2706 2516120264

富山県

ファインプラス株式会社

安定した射出成形を行う為のＶライン射出成
形機の導入

2707 2516120270

富山県

五洲薬品株式会社

地域資源活用製品の情報発信と販売を目的
桶屋税理士事務所
とした体験型アンテナショップの出店

99／245

北陸銀行

富山銀行

2708 2516120272

富山県

株式会社安達工業

全生産プロセス内での多種金属加工情報マト
富山信用金庫
リクス共有化による問題解決能力の強化

2709 2516120273

富山県

株式会社ウイン・ディー

３Ｄスキャニング技術の高度化による試作
サービスの拡充

2710 2516120274

富山県

株式会社ユニゾーン

航空機産業を主体とした成長分野への参入に
向けためっきプロセスの課題解決による技術 富山県新世紀産業機構
力と競争力強化

2711 2516120276

富山県

第一物産株式会社

新商品試作開発に対応可能な高品質・低コス
富山銀行
ト・短納期供給体制の高度化

2712 2516120277

富山県

アルミファクトリー株式会社

ＣＡＤ／ＣＡＭ・３次元測定器導入による新規
顧客対応と短納期、高品質対応化

北陸銀行

2713 2516120281

富山県

高精株式会社

高精度射出成形によるガス検知（酸素濃度）
センサーのコア部品製作への受注獲得

高岡商工会議所

2714 2516120283

富山県

株式会社コージン

自動車部品のインサート成形から梱包までの
富山県新世紀産業機構
生産ラインの自動化事業

2715 2516120284

富山県

ナント生コン有限会社

循環型社会・環境負荷の低減に貢献するフラ
南砺市商工会
イアッシュセメント製造への進出

2716 2516120285

富山県

株式会社碓井製作所

複雑化していく自動車部品に対応する金型作
北陸銀行
成のためのアークレス放電加工機の導入

2717 2516120287

富山県

富山薬品株式会社

自社ブランド（富山ブランド）商品開発による新
北陸銀行
販路開拓

2718 2516120292

富山県

有限会社石川外装

６ｍ長尺対応の曲板機導入等による建築用
板金施工の生産性および品質向上

2719 2516120294

富山県

有限会社細川

地域ブランド牛（氷見牛）の熟成肉の製造、販
富山銀行
売システムの構築

2720 2516120300

富山県

大澤工業株式会社

省スペース性に優れ、設計自由度の高い、小
北國銀行
規模建物向け中型エレベーターの開発

2721 2516120302

富山県

株式会社元尾商店

杉間伐材を利用した幼稚園（保育園）他児童
施設に向けた什器製造設置体制の高度化

2722 2516120303

富山県

株式会社アイペック

2723 2516120307

富山県

伸和産業有限会社

2724 2516120312

富山県

株式会社ＭＩＮＡＭＩ

マルチコプターを使った送電線撮影システム
の試作開発

富山信用金庫

2725 2516120315

富山県

戸田電気鉄興株式会社

「景観共存型」制御盤・配電盤の試作開発に
よる新ニーズの創造

富山信用金庫

2726 2516120316

富山県

株式会社村山製作所

真円度１μ ｍ以下を実現する航空機用大径・
富山信用金庫
長尺軸部品の高精度・高能率加工

2727 2516120317

富山県

有限会社苗加製作所

業務用アルミ釜の成長性確保にかかる生産
プロセスの革新事業

2728 2516120319

富山県

株式会社桜井鋳造

ビスマス系鉛フリー黄銅鋳物の試作品および
高岡信用金庫
新製品の開発

2729 2516120323

富山県

株式会社石金精機

将来の航空機部品受注増を想定した２４時間
株式会社ジェック経営コンサルタント
連続無人稼動体制の確立

高岡商工会議所

北國銀行

富山銀行

熱交換器チューブにおける超音波探傷検査
技術の確立による統計的チューブ余寿命の 富山信用金庫
導出
製造工程全自動化による生産プロセスの改善
と新製品開発態勢の確立による標的市場拡 富山信用金庫
大

高岡商工会議所

2730 2516120325

富山県

三英工業株式会社

タービンブレード一貫受注体制構築に向けた
精密加工技術の高度化により成長分野に貢 高岡商工会議所
献

2731 2516120326

富山県

共立物産株式会社

新素材とＴＰＵの２色成形技術確立による軟素
商工組合中央金庫
材ＴＰＵ製品の試作開発事業

2732 2516120328

富山県

株式会社山秀木材

タブレットを使った木材在庫管理と顧客へのプ
株式会社ジェック経営コンサルタント
レゼンの両立化事業

2733 2516120330

富山県

株式会社高田製作所

金属と木の融合『ＦＯＲＥＳＴ ＩＮ ＴＨＥ ＲＯＯ
Ｍ』商品の高付加価値化に向けた試作・開発 株式会社ジェック経営コンサルタント
事業

2734 2516120331

富山県

株式会社エフアンドエム

高強度・高張力・高耐性製品を加工可能なベ
富山銀行
ンディング加工用金型製作への参入

100／245

2735 2516120332

富山県

丸石鉄筋有限会社

飛躍的な生産性向上を可能にしたユニット先
株式会社ジェック経営コンサルタント
組工法による鉄筋組立溶接作業の工場化

2736 2516120333

富山県

和宏金属株式会社

生産工程最適化によるアルミ建材ビジネスプ
富山信用金庫
ロセス高度化の実現

2737 2516120335

富山県

株式会社シンコー

半導体製造装置のパイプ構造筐体のリードタ
北陸銀行
イム半減の実現

2738 2516120338

富山県

有限会社アルツー

ＹＡＧレーザー溶接機の導入によるステンレス
富山市南商工会
薄板溶接技術の向上と新分野への販路開拓

2739 2516120341

富山県

三光鍍金工業株式会社

表面処理業における電子カルテ化による多品
種少量生産・リードタイム短縮等を図るソフト 高岡信用金庫
ウェア開発

2740 2516120343

富山県

高岡紙器印刷株式会社

「ＩＴ技術活用による印刷・紙器デザインの企画
高岡信用金庫
開発力、試作・少ロット生産体制の強化」

2741 2516120349

富山県

株式会社ティエムシー

電子部品の軽量化、小型化に対応可能な高
精度複合加工用プレス金型の追求

2742 2516120352

富山県

我が国初の花卉ＳＰＦ（製造型小売業）に向け
株式会社ジャパン・フラワー・コーポ
た生産・流通一貫体制の画期的な事業モデル 株式会社ジェック経営コンサルタント
レーション
を実現

2743 2516120356

富山県

株式会社陽光産業

製造工程の改善による特殊製本における裁
断技術の向上

富山信用金庫

2744 2516120357

富山県

三秀工業株式会社

ファイバーレーザー複合技術による板金プレ
ス加工技術の革新とその効果的活用

高岡商工会議所

富山銀行

2745 2516120363

富山県

有限会社中村製作所

鋳型にクラックが生じるのを防ぐ新設備（オー
トクレイブ）導入による生産工程の改善に伴う 富山県信用組合
生産効率化及び製品精度の向上

2746 2516120365

富山県

有限会社河島建具

高度手加工製品のオーダーメイド型製品の市
富山銀行
場への供給

2747 2516120369

富山県

株式会社小笠原製作所

最新式ＮＣ旋盤に対応する『自動供給装置』
の試作開発

北陸銀行

2748 2516120371

富山県

三陽陸運株式会社

廃ガラスのリサイクル製造装置を改良、経済
性の向上と環境負荷の低減を図る

商工組合中央金庫

2749 2516120374

富山県

澤川鍛造工業株式会社

2750 2516120376

富山県

株式会社協和製作所

2751 2516120378

富山県

有限会社貸衣裳の和楽

着物・フォーマルドレス等インターネットレンタ
株式会社ジェック経営コンサルタント
ル販売のためのシステム構築事業

2752 2516120380

富山県

立山科学工業株式会社

育成植物毎に最適な照明条件が設定できる
家庭用小型屋内水耕栽培ユニットの開発

2753 2516120382

富山県

吉沢工業株式会社

多層成形機導入による緩衝材用バイオマスプ
北陸銀行
ラスチックフィルムの技術開発

2754 2516120383

富山県

フジコン株式会社

災害防止能力を高める高品質護岸工事用コ
ンクリート２次製品の供給体制高度化

2755 2516120384

富山県

株式会社若野鋳造所

鋳鉄鋳物の高効率溶解プロセスの向上とト
レーサブル体制の確立で品質保証体制の構 高岡商工会議所
築

2756 2516120385

富山県

株式会社ユニオン・ランチ

単身独居高齢者の健康を守る配食と安否確
認サービス事業の拡充

富山銀行

2757 2516120389

富山県

株式会社能作

錫（１００％）の圧延技術を応用した医療、介
護分野に対応する設備開発

富山県新世紀産業機構

2758 2516120390

富山県

株式会社パピエコニシ

片面段ボール製品の製造プロセスにおける生
高岡商工会議所
産性と品質向上により販路拡大を狙う

2759 2516120391

富山県

富美菊酒造株式会社

日本酒における四季醸造とフレッシュロー
テーションの確立による新ニーズの開拓

2760 2516120393

富山県

キタムラ機械株式会社

画期的な高速・高精度な切削加工と多機能化
高岡商工会議所
を実現する独自ＮＣシステムの開発

2761 2516120396

富山県

有限会社嶋モデリング

３Ｄプリンターでの効率的な原型生産による蝋
高岡信用金庫
型製造分野への進出

建機向け油圧部品生産に高度精密加工技術
により製造プロセスの飛躍的改善で生産性向 商工組合中央金庫
上
鋳造のコア技術たる溶解と材料配合の高度
化による品質・生産性の向上とエネルギー削 高岡商工会議所
減

101／245

富山県新世紀産業機構

富山銀行

富山信用金庫

2762 2516120397

富山県

株式会社オーパス

本格的インド式女性専用ヨガスタジオによる全 株式会社ヒューマンネット・コンサル
国展開
ティング

2763 2516120404

富山県

マルマス機械株式会社

「廉価型コイン精米機の試作開発による販売
上市町商工会
シェア拡大」

2764 2516120405

富山県

ベルモントプラスチック株式会社

ＣＮＣ加工機による加工工数の削減と加工精
立山舟橋商工会
度向上による品質安定化と事業拡大

2765 2516120407

富山県

株式会社タイワ精機

ＮＣ付プレスブレーキ機導入により、部品加工
富山商工会議所
の高度化・効率化を図る

2766 2516120409

富山県

中越産業株式会社

ＬＰガス容器のくず化高度処理事業の創設

南砺市商工会

2767 2516120410

富山県

日本エレテックス株式会社

電磁波シールド用特殊繊維とそのメッシュ材
の製造による経営革新事業

福井銀行

2768 2516120412

富山県

株式会社橋本写真製版社

印刷関連業務の一貫した生産体制構築によ
る受注拡大と納期短縮

富山商工会議所

2769 2516120414

富山県

ｕｓｕｉｗｏｒｋｓ株式会社

ＮＣ加工機と自動位置決めパネルソーによる
北陸銀行
製造工程集約と生産性の向上

2770 2516120415

富山県

株式会社キレイサービス

人にも環境にもやさしい「エコ洗剤」の企画・製
北陸銀行
造・販売事業

2771 2517120092

石川県

髙田産業株式会社

金沢風情を感じさせる観光客向け宿泊サービ 公益財団法人石川県産業創出支援
スの提供
機構

2772 2517120094

石川県

株式会社ハイテム

鶏糞発電高度化実証事業

2773 2517120095

石川県

太陽テクノリサーチ株式会社

アスベスト粉塵測定事業の高効率短納期化・ 公益財団法人石川県産業創出支援
高精度化
機構

2774 2517120096

石川県

山一精工株式会社

固有技術を生かし精密組立事業に本格参入
する為の試作開発

2775 2517120097

石川県

株式会社稲穂

精密測定機導入による高精度化・短納期化・ 公益財団法人石川県産業創出支援
低価格なセラミックス基板の開発
機構

2776 2517120098

石川県

株式会社多川製作所

ウォータージェット織機のヨコ糸異常検知装置 公益財団法人石川県産業創出支援
の試作・開発
機構

2777 2517120100

石川県

株式会社二水

航空機用ジェットエンジン向けスターター用超 公益財団法人石川県産業創出支援
精密歯車の試作・開発と新分野進出
機構

2778 2517120101

石川県

北陸ケーティシーツール株式会社

【精密鋳造品の金型レス化による短納期製造 公益財団法人石川県産業創出支援
技術の試作及び開発】
機構

2779 2517120104

石川県

株式会社コスモサミット

２４時間血圧変動チェック機能付き軽量血圧
計（脈波計）の製品化

公益財団法人石川県産業創出支援
機構

2780 2517120106

石川県

株式会社キュービクス

糖尿病治療における患者個別に最適薬剤を
選択できる判別キットの開発

公益財団法人石川県産業創出支援
機構

2781 2517120108

石川県

株式会社タガミ・イーエクス

生産効率の優れたバイオマス発電用木質チッ
石川県商工会連合会
プ製造システムの開発

2782 2517120110

石川県

有限会社ドオム

３ＤＣＡＤ．ＣＡＭシステム導入による開発技術
北國銀行
の強化及び生産性の向上

2783 2517120111

石川県

株式会社柴田製作所

ロングストローク型鍛造設備の特徴を活用し
た垂直打ち鍛造によるロングスピンドル軸の
試作

2784 2517120112

石川県

株式会社明石合銅

（油圧ポンプ／モータの世界市場獲得を目指
すための）鉛フリー銅合金によるバイメタル製 北國銀行
品の量産化・管理技術の開発

2785 2517120114

石川県

株式会社旭ウエルテック

産業・工作機械向け難加工長尺部品の低コス
北國銀行
ト・精密加工システムの開発

2786 2517120115

石川県

浅下鍍金株式会社

航空機部品の表面処理及び研磨加工に係る 公益財団法人石川県産業創出支援
品質管理・製造技術の高度化と設備投資
機構

2787 2517120117

石川県

株式会社ジェイ・エス・エス
井筒管材株式会社

無線による水道メータを用いた高齢者見守り・ 公益財団法人石川県産業創出支援
自動検針システムの開発
機構

2788 2517120122

石川県

株式会社香林鉄工所

タービンブレードの３次元曲面を高精度・高効 公益財団法人石川県産業創出支援
率で加工するシステムの構築
機構

102／245

水野 雄二

公益財団法人石川県産業創出支援
機構

公益財団法人石川県産業創出支援
機構

2789 2517120123

石川県

株式会社ベローズ久世

プレス絞り潤滑剤と加工生成物（仮称：スマッ 公益財団法人石川県産業創出支援
ト）除去が行える自動洗浄機の開発
機構

2790 2517120125

石川県

株式会社エフラボ

椅子・ソファ再生マーケットの推進

2791 2517120127

石川県

株式会社金沢エンジニアリングシス 視線のみで情報端末を思うがままに操作でき 公益財団法人石川県産業創出支援
テムズ
る入力装置の試作開発
機構

2792 2517120128

石川県

株式会社ケースリー

油圧式パッキンを用いた新型混練機による高 公益財団法人石川県産業創出支援
機能ゴムの製品化
機構

2793 2517120132

石川県

大裕鋼業株式会社

大形広幅薄鋼板までの高精度平坦矯正を実
堺商工会議所
現する加工技術の開発

2794 2517120133

石川県

有限会社サンキ工業

円筒研磨機導入による高精度長尺加工およ
び加工時間の短縮・コスト削減

北國銀行

2795 2517120135

石川県

株式会社成宏電機

赤外発光画像による低廉な太陽光パネル劣
化診断装置の製品化

公益財団法人石川県産業創出支援
機構

稲村 太

2796 2517120140

石川県

株式会社みやもり

医療機器・ＬＥＤ直照式額帯鏡の改良・開発、
及び顧客の要望をより早く具現化し試作・製 北國銀行
品化できる造形加工技術の開発

2797 2517120144

石川県

株式会社エイ・エム・シィ

精密ヘリカルギヤ製作向けの超精密冷間鍛
造用金型の試作開発

2798 2517120146

石川県

山屋産業株式会社

人の手作業を必要としない無縫製による接合
技術の確立による多機能サポーターの試作 北陸銀行
開発

2799 2517120148

石川県

株式会社白山エレックス

熱を電気に直接変換する高効率熱電材料及
石川県商工会連合会
び熱電素子の試作・開発

2800 2517120150

石川県

株式会社北菱

航空機用ジェットエンジン部品等の革新的な
難切削材加工技術の高度化と設備投資

公益財団法人石川県産業創出支援
機構

2801 2517120151

石川県

株式会社イフカム

オートメーション化による大型冷間鍛造部品
の生産性向上

北陸銀行

2802 2517120153

石川県

わたや歯科医院

「治療の見える化」による安心安全な高度歯
科医療サービス提供事業

のと共栄信用金庫

2803 2517120155

石川県

株式会社中本鉄工

３Ｄのアセンブリ・ソリッドモデルをダイレクトに 公益財団法人石川県産業創出支援
活用した短納期・低コスト製作システムの構築 機構

2804 2517120156

石川県

宮丸精密金型株式会社

金型における中子の生産効率向上と公差に
よる成形不良の減少できる金型の試作

2805 2517120157

石川県

株式会社宮本製作所

ハイブリッド車用高電圧端子のプレス加工金 公益財団法人石川県産業創出支援
型を精密・高精度に加工するシステムの構築 機構

2806 2517120158

石川県

株式会社アルパイン設計事務所

実証実験による熱・流体解析の精度向上を実 公益財団法人石川県産業創出支援
現した設計技術の確立
機構

2807 2517120159

石川県

北陸総業株式会社

独自システムの開発を通じた最適浄化装置提 公益財団法人石川県産業創出支援
案サービスの全国展開
機構

2808 2517120160

石川県

株式会社安田鈑金工業

ファイバーレーザーによりバスや工作機械の 公益財団法人石川県産業創出支援
カバー類を精密切断するシステムの構築
機構

2809 2517120163

石川県

富士精機株式会社

ブッシュ、カラーなどの円筒多段部品を精密加 公益財団法人石川県産業創出支援
工するシステムの構築
機構

2810 2517120164

石川県

株式会社ＭＤＦ

県木能登ヒバの間伐材を使った木製キャンプ
のと共栄信用金庫
テーブルセット開発事業

北國銀行

北陸銀行

2811 2517120166

石川県

三生化工株式会社

コンクリートのひび割れなどからの漏水補修を
目的とするアクリル系低粘度止水剤の量産シ 北國銀行
ステムの開発

2812 2517120168

石川県

丸井織物株式会社

繊維工業の準備工程プロセスの高効率化に
よる多品種・小ロット対応力向上

2813 2517120169

石川県

株式会社環境公害研究センター

環境に影響を及ぼす法規制対象外物質の新
北陸信用金庫
規測定及び測定生産性の向上

2814 2517120170

石川県

株式会社吉田機械

昔ながらの織手法を再現し、欧米規格に準じ
北國銀行
た小型細幅織り機の開発

2815 2517120171

石川県

株式会社森山鉄工

軽金属溶接技術の導入による軽量かつ高剛 公益財団法人石川県産業創出支援
性の防災用運搬台車の試作開発
機構

103／245

公益財団法人石川県産業創出支援
機構

2816 2517120174

石川県

株式会社中川鉄筋工業所

工程削減と高効率化を実現する鉄筋加工機
の開発（整備新幹線事業対応）

北國銀行

2817 2517120175

石川県

株式会社丸誠商会

厚板溶断後のアミ状鉄スクラップを効率的に
所定サイズ以下に切断する自動機械の開発

北國銀行

2818 2517120176

石川県

高千穂工業株式会社

高精度静音軽量歯車及び偏芯歯車の試作開
北國銀行
発

2819 2517120177

石川県

株式会社木村精工

先端材料向け電着工具用超薄肉パイプの切 公益財団法人石川県産業創出支援
削加工技術の開発
機構

2820 2517120179

石川県

北陸リネンサプライ株式会社

瞬乾マット～サラットワン（バスマット、サウナ
マット）の開発及び事業化

2821 2517120180

石川県

株式会社小松高田製作所

金型用スキャンシステムの新しい運用による 公益財団法人石川県産業創出支援
一貫生産体制の開発と新規事業の展開
機構

2822 2517120181

石川県

株式会社ヨネモリ

耐震構造物強度要求充足化の為の鉄骨接合
北國銀行
部摩擦面係数均一化システムの構築

2823 2517120182

石川県

株式会社森田工作所

バス部品及び工作機械用カバー等を高精度・ 公益財団法人石川県産業創出支援
低コストで製造するシステムの構築
機構

2824 2517120183

石川県

高木鉄工株式会社

レーザーによる鋼板溶断面を酸化させずに加 公益財団法人石川県産業創出支援
工する材料製造プロセス技術の実現
機構

2825 2517120184

石川県

サイバーステーション株式会社

クラウド連携型サービス機能対応ＨＥＭＳを用
迅技術経営
いた省エネ等サービス事業

2826 2517120185

石川県

エナテックス株式会社

太陽集熱器の集熱効率向上のための表面処
公益財団法人石川県産業創出支援
理の研究および給湯暖房併用システムの開
機構
発

2827 2517120187

石川県

森康株式会社

コネクターハブ企業による小規模部品工場の
北國銀行
品質保証と技術力向上

2828 2517120189

石川県

株式会社マイクロエミッション

設備工事不要な小型装置で実現する、液体
試料の高精度な元素分析

2829 2517120190

石川県

株式会社塗装館エス・エス

反射効果を活用した断熱機能を有する超省エ 公益財団法人石川県産業創出支援
ネ型新壁紙素材の開発
機構

2830 2517120193

石川県

イーストメディック株式会社

医療用デジタル生体情報計測装置の開発（脳 公益財団法人石川県産業創出支援
波・筋電・眼球 多用途）
機構

2831 2517120194

石川県

箔一産業株式会社

ディッピング式コーティング機を利用した金箔
久保 和夫
打紙の連続製法の構築

2832 2517120195

石川県

株式会社アイサス

情報共有システムの付加価値を高める新電
子納品機能の開発及び事業化

2833 2517120199

石川県

株式会社川北産業

急増する電子部品需要の品質向上に資する 公益財団法人石川県産業創出支援
６温度帯での在庫管理システム等の導入
機構

2834 2517120201

石川県

株式会社ウインズジャパン

バイク用ヘルメットにおける汎用型の曇り止め 公益財団法人石川県産業創出支援
シールドの開発
機構

2835 2517120202

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 税理士法人表征史合同税理士事務
コード）の開発
所

2836 2517120203

石川県

株式会社パープルテクノス

原発廃炉事業進出のための難加工材の切削
北陸銀行
方法の開発と生産管理システムの導入

2837 2517120206

石川県

株式会社ヤマニ

次世代自動車の燃料電池用高強度メッシュ織 公益財団法人石川県産業創出支援
物の製造技術開発
機構

2838 2517120207

石川県

株式会社フジセイカ

地域特産品を利用した菓子の小ロット、低コス
北國銀行
ト、高効率生産体制の構築

2839 2517120211

石川県

株式会社大和環境分析センター

蛍光Ｘ線分析装置を用いた廃棄物中の有価
金属含有量調査システムの開発

2840 2517120213

石川県

株式会社西野製作所

人工知能を用いた高機能ピッチングマシンの 公益財団法人石川県産業創出支援
実用機開発
機構

2841 2517120214

石川県

株式会社原田鉄工所

精密部品の機械加工における新工法の開発 公益財団法人石川県産業創出支援
による工程数削減と競争力の強化
機構

2842 2517120216

石川県

戸上工業株式会社

大型ラッピング精密定盤の製造加工精度向上
北國銀行
と生産性向上の実現

2843 2517120217

石川県

株式会社別川製作所

次世代溶剤塗装設備導入による新エネル
ギー分野での屋外盤受注拡大

104／245

公益財団法人石川県産業創出支援
機構

公益財団法人石川県産業創出支援
機構

公益財団法人石川県産業創出支援
機構

北國銀行

公益財団法人石川県産業創出支援
機構

2844 2517120219

石川県

株式会社中田屋

菓子製造工程の高度化と、“きんつば”仕上工
北國銀行
程の自動化システムの構築

2845 2517120227

石川県

安達写真印刷株式会社

日本一の卒業アルバム写真印刷技術の構築 浅地 文雄

2846 2517120229

石川県

北陸プレス工業株式会社

多品種少ロット生産に適したプレス加工システ 公益財団法人石川県産業創出支援
ムの構築
機構

2847 2517120232

石川県

株式会社石野製作所

短納期・低コストを実現する、回転寿司コンベ 公益財団法人石川県産業創出支援
アのユニット別生産方式の構築
機構

2848 2517120234

石川県

株式会社オンワード技研

「窒化処理とＣｒＮコーティングの複合処理によ
北陸銀行
る高耐久金型の開発」

2849 2517120236

石川県

株式会社メタルエンジニアプラス

多種少量生産プレス加工用金型を高精度・短 公益財団法人石川県産業創出支援
納期・低コストで製作するシステムの構築
機構

2850 2517120241

石川県

株式会社ムツミテキスタイル

ブラッシュ加工によりスエードの風合を出した
商工組合中央金庫
ジャガード生地の開発

2851 2517120243

石川県

加州工業株式会社

繊維機械用ライダーレスフレーム穴明けを短 公益財団法人石川県産業創出支援
時間、精密に行うシステムの構築
機構

2852 2517120244

石川県

カジレーネ株式会社

自動車等のＣＦＲＰ化に向けた低コストの熱可 公益財団法人石川県産業創出支援
塑性新規中間材料の開発
機構

2853 2517120250

石川県

株式会社林鍛造所

外観品質向上及び安全性向上のための鍛造
北國銀行
品用ショットブラスト機の開発

2854 2517120253

石川県

高松油脂株式会社

柔軟かつ軽いポリオレフィン系繊維・不織布用 公益財団法人石川県産業創出支援
の吸水性加工剤の開発
機構

2855 2517120254

石川県

株式会社有川製作所

ボス付チエンリンクプレートを精密・高精度に 公益財団法人石川県産業創出支援
板鍛造プレス加工する技術とシステムの構築 機構

2856 2517120255

石川県

栗田ＨＴ株式会社

自動測定機による熱処理後の変形全数検査 公益財団法人石川県産業創出支援
を短時間で行う技術開発
機構

2857 2517120256

石川県

丸越工業株式会社

熱処理プラントの省エネ化のための高効率伝
公益財団法人石川県産業創出支援
熱促進体の開発とその低コスト生産技術の構
機構
築

2858 2517120268

石川県

株式会社管理工学研究所

血液検査・薬剤データのみに絞った簡易地域 公益財団法人石川県産業創出支援
連携システムの試作開発
機構

2859 2517120271

石川県

西村織物株式会社

織物の柔軟加工の中核である従来のアルカリ 公益財団法人石川県産業創出支援
処理を不要にする革新的糸加工技術の確立 機構

2860 2517120274

石川県

高山リード株式会社

市場環境変化に即応する戦略的基幹管理シ
北陸銀行
ステムの構築

2861 2517120279

石川県

会宝産業株式会社

中古軽自動車エンジンを再利用した環境配慮
北國銀行
型発電機の試作開発

2862 2517120280

石川県

能登印刷株式会社

素材の質感や風合い、立体感までも表現する
北國銀行
超高精細印刷技法の開発

2863 2517120282

石川県

金沢紙業株式会社

機密処理装置の改良と作業性向上による機
密処理サービス市場拡大に係る事業

2864 2518120088

福井県

株式会社カワチュウ

複雑形状や難削の金属材料を、高精度・高効
武生商工会議所
率で加工できる体制の構築

2865 2518120090

福井県

株式会社ＳＨＩＮＤＯ

パーツ組み上げ式シリコーンゴムスポンジイ
ンソールの開発

福井銀行

2866 2518120091

福井県

株式会社吉村甘露堂

蒸気系統の分離により餅米の品質向上・燃
料、商品ロスの低減

商工組合中央金庫

のと共栄信用金庫

2867 2518120094

福井県

株式会社出雲記念館

生涯顧客として関係性を深めるための顧客管
理システムの導入～弊社しかできない、夫婦
南和彦税理士事務所
から始まる人生儀礼を中心に家族のきずなを
応援する。～

2868 2518120097

福井県

松文産業株式会社

カーボンナノチューブコーティング導電繊維に
福井銀行
よる大面積面状発熱体の開発

2869 2518120098

福井県

株式会社ブレインズ

在宅介護される人の状態を複数の介護関係
者で共有する情報システム開発事業

2870 2518120100

福井県

有限会社厨ぼうず

農商工連携による福井県勝山産の果物・野菜
越前信用金庫
を使った「恐竜スイーツ」の開発

105／245

南和彦税理士事務所

2871 2518120101

福井県

藤電機工業株式会社

多様化するワイヤーハーネス製造工程におけ
兵庫信用金庫
る検査・治工具の一貫生産体制構築

2872 2518120102

福井県

原田商事株式会社

アラミド系機能繊維を用いた防火服、切創防
止服などの着用感改善特殊衣料の開発

2873 2518120103

福井県

日本真空化学株式会社

大口径・遠心重合アクリルパイプの品質強化 福井銀行

2874 2518120104

福井県

タカシン家具工業株式会社

高機能切断加工機導入による家具材料の生
福井銀行
産効率向上と短納期化の確立

2875 2518120106

福井県

福井中尾フィルター工業株式会社

改良型自動織機導入による超高密度低通気
松田一彦税理士事務所
性ろ過布の開発

2876 2518120107

福井県

株式会社クリンマスター

動力車両を使わずに廃棄物の回収効率を向
福井北商工会
上させるシステムを構築する。

2877 2518120109

福井県

株式会社寺下機型製作所

製品形状データ取り込みと製品検査機能を兼
福井銀行
ね備えた機械装置の導入

2878 2518120110

福井県

株式会社身のこなしラボラトリー

科学的検証に基づく個人用リハビリ・ティーチ
福井商工会議所
ングシステムの開発

2879 2518120111

福井県

有限会社小川金型製作所

高性能ワイヤ放電加工機の導入による競争
力強化・金型新規受注獲得事業

2880 2518120113

福井県

第一織物株式会社

密度変換機能付ウォータージェットルームによ
福井銀行
る高密度織物開発と製織技術の確立

2881 2518120114

福井県

大研化学製造販売株式会社

銀－パラジウム合金粉末製造工程の高度化 大阪信用金庫

2882 2518120116

福井県

株式会社林田

最新の糊付け機を導入することで繊維素材加
福井銀行
工の効率化を目指す計画

2883 2518120117

福井県

有限会社大美商店

４温度帯対応移動販売車用荷台の開発・導入
による、地域高齢者等への生活トータルサ
福井東商工会
ポート新サービス開発事業

2884 2518120118

福井県

株式会社加藤八

日本初！真空蒸着でハイカーブレンズに均質
北陸銀行
な薄膜を形成する技術の開発

福井銀行

福邦銀行

2885 2518120120

福井県

山甚撚糸株式会社

東京オリンピック需要獲得に向けた、高機能
かつ”超”快適プロ仕様スポーツ関連製品の
開発

2886 2518120123

福井県

有限会社南部酒造場

クールジャパン国家戦略に即応した日本酒の
大野商工会議所
海外輸出展開

2887 2518120124

福井県

株式会社安兵衛食品

製造環境を変えて販路拡大と現商品以外の
開発商品を製造する機械装置の導入

2888 2518120125

福井県

ジャパンポリマーク株式会社

カメラ位置決め装置を用いた高精度印刷によ
福井銀行
る熱転写ラベルの製造

2889 2518120127

福井県

フクイボウ株式会社

仮撚加工糸の品質検査の為の一口編工程に
福邦銀行
おける自動化と高効率化の実現
福邦銀行

北陸銀行

福井東商工会

敦賀商工会議所

2890 2518120129

福井県

株式会社テクノハーツ

電磁誘導加熱原理を利用した被膜除去装置
テクノヒートを用いたゴムライニング、塗膜等
の剥離作業の提供

2891 2518120130

福井県

ミツカワ株式会社

究極の機能性を持たせたアウトドアウエア等
の関連素材の開発

2892 2518120131

福井県

株式会社松浦機械製作所

レーザ技術を利用した測定器による品質管理
福井商工会議所
強化で製品機能の安定化と品質向上。

2893 2518120132

福井県

ユアサ株式会社

三次元構造解析システム導入による産業用
設備機械の高度設計技術の確立

2894 2518120133

福井県

松岩織物株式会社

濾過設備仕様の不純物を濾す、チューブ濾過
永平寺町商工会
布の製造と量産化計画

2895 2518120134

福井県

フクイテキスタイル株式会社

ＣＦＲＰ成形用熱硬化プリプレグシート及び製
福邦銀行
造装置の試作開発

2896 2518120135

福井県

株式会社ウノコーポレーション

プレス用金型表面への超硬合金密着処理に
福井銀行
よる耐摩耗性と寿命の向上

2897 2518120136

福井県

瀧株式会社

印刷適性に優れた高付加価値な越前和紙の
片川長州
試作開発

106／245

福井銀行

2898 2518120138

福井県

福井宇部生コンクリート株式会社

環境配慮型ひび割れ低減コンクリートの高強
北陸銀行
度化技術の確立と製品化

2899 2518120139

福井県

株式会社エクシート

成長市場である通販市場に特化した超小ロッ
福井商工会議所
ト同梱チラシ製造

2900 2518120141

福井県

武生特殊鋼材株式会社

多積層クラッドメタル板を用いた美麗で高機能
福井銀行
な商品を作る切削加工機械の導入

2901 2518120142

福井県

有限会社ネオテック

精密板金加工のバリ取り工程における生産性
福井東商工会
の向上と作業環境の改善

2902 2518120143

福井県

吉岡幸株式会社

自動給材機構付ＣＮＣ高速・高精度丸鋸切断
機の導入による金属切断加工の高精度・短納 福井銀行
期化

2903 2518120144

福井県

株式会社一本義久保本店

醸造用水（地下水）の質と量の安定確保（製
造環境の最適化）

2904 2518120148

福井県

株式会社カツクラ

最新型エアージェットルーム導入によるカーテ
福井銀行
ン生地の生産効率向上と高品質化

2905 2518120149

福井県

朝日精密工業株式会社

金型深彫り加工の高精度・高効率化による、
西尾信用金庫
短納期・コストダウン対応と競争力強化

2906 2518120150

福井県

株式会社竹内鉄工所

溶接ロボットの導入による建築鉄骨製品の高
福井東商工会
品質化及び高効率生産体制の構築

2907 2518120151

福井県

丸八株式会社

航空宇宙向け高剛性・軽量化熱可塑性繊維
強化複合材料の試作開発

福井銀行

2908 2518120152

福井県

久保田酒造合資会社

航空宇宙向け高剛性・軽量化熱可塑性繊維
強化複合材料の試作開発

ふくい産業支援センター

2909 2518120156

福井県

山惣工業株式会社

材料の表面に多様で精密なデザインを施す技
術開発とそれを用いたキャビネットや扉の開 福邦銀行
発。

2910 2518120157

福井県

エフティアパレル株式会社

立体成型編機の導入による３Ｄインナー（無縫
福井銀行
製下着）の生産体制の確立

北陸銀行

2911 2518120159

福井県

株式会社明光建商

シポフェース塗装システムの表面仕上げ向上
と作業環境改善を行う機械装置導入と試作開 福井銀行
発

2912 2518120161

福井県

株式会社ＴＯＰ

小型・高出力車載用モータの開発に向けた熱
ふくい産業支援センター
環境調節機能付性能評価システムの導入

2913 2518120162

福井県

隆機工業株式会社

大型溶接加工部品の高精度仕上げと短納期
福井信用金庫
化を実現する高速５面加工機の導入

2914 2518120163

福井県

株式会社グリーンモータース

顧客囲い込み戦略を実現するＩＴ化と最新鋭
洗車機及タイヤ年間保管システム導入

福井商工会議所

2915 2518120165

福井県

有限会社ハンズ

体内埋め込み用抗菌化インプラントの作製

福邦銀行

2916 2518120168

福井県

株式会社ボストンクラブ

３Ｄプリンター導入による国産初の一点モノ眼
福井商工会議所
鏡フレームの生産体制の構築

2917 2518120170

福井県

株式会社甘泉堂

老舗菓子店から世界を目指す新商品開発の
福井商工会議所
ための最新鋭自動化設備導入事業

2918 2518120171

福井県

株式会社ワカヤマ

曲面印刷のオンデマンド化による新規市場の
北陸銀行
開拓

2919 2518120173

福井県

株式会社北川

天井材専用ロールフォーミング成型機の導入
福井銀行
による、鋼板製耐震天井材製造技術の確立

2920 2518120174

福井県

株式会社奥田精工

最新鋭複合ＮＣ旋盤による難切削材部品の短
福井銀行
時間精密加工技術の確立

2921 2518120175

福井県

エス・ティ・プラスチック株式会社

３Ｄプリンターと３Ｄデーターを活用した試作品
福邦銀行
と製品づくり事業

2922 2518120176

福井県

株式会社ジークス

個別献立対応ソフトの開発によるＩＨ加熱調理
福井銀行
配膳車の自動調理システムの実現

2923 2518120179

福井県

有限会社坪田鉄工

切削加工での自動化機械導入による製品の
高品質化、効率化

2924 2518120181

福井県

ＤＭエンジニア

エレクトロニクス市場（成長機器需要）に進出
する為の高精度自動テーピング専用マシンの 福井信用金庫
開発・製造

2925 2518120183

福井県

木下工業株式会社

最新鋭ドリルマシンの導入による納期短縮と
コストダウンの実現

107／245

福井銀行

福邦銀行

2926 2518120186

福井県

株式会社エムエーツール

特殊形状溝加工用フォームドカッターの形状
精度保証と短納期化を実現化する

福井商工会議所

2927 2518120187

福井県

花山工業株式会社

染色加工条件評価システムの導入による染
色工程管理技術の確立

福井銀行

2928 2518120191

福井県

株式会社西村合金工業所

「災害・防災用独立電源装置システム」「避難
福井銀行
場所誘導回転表示灯」の研究開発

2929 2518120194

福井県

エネックス株式会社

硬化剤のハイブリッドマイクロカプセル化によ
福井銀行
る樹脂成型生産性の大幅アップ

2930 2518120198

福井県

メイク工業株式会社

海外市場等の新規開拓に向けた高付加価値
福井東商工会
樹脂製品生産体制の構築

2931 2518120199

福井県

ヤマウチマテックス・エンジニアリン 連続ロール圧延加工技術確立による高級腕
グ株式会社
時計用材料の製造工程短縮の実現

2932 2518120200

福井県

ケイテー・テクシーノ株式会社

導電性に優れた白衣用織物を高品位且つ安
商工組合中央金庫
価に製造する為の設備導入

2933 2518120201

福井県

株式会社ＮＣＣ

プラスチック等低耐熱品に対するイオンプレー
福井信用金庫
ティング処理能力の向上

2934 2518120203

福井県

株式会社米五

温醸室と冷蔵室の見える化のシステム構築に
福邦銀行
より高効率な生産プロセスを実現する

2935 2518120213

福井県

有限会社ザ・デリケン

付加価値の高いレトルト加工食品の開発と安
福井東商工会
定的な供給体制の構築

2936 2518120219

福井県

株式会社エムケーエム

最新鋭食品・飲料業界仕様ポリエチレン素材
北陸銀行
対応射出成型機導入事業

2937 2518120221

福井県

中村鉄工株式会社

高トルク歯車製造に向けた高精度立型マシニ
福邦銀行
ングセンタの導入

福井銀行

2938 2518120226

福井県

株式会社スカイ

ＥＶ用磁石外周切断機製造の高精度と短納期
化を実現する精密立型マシニングセンターの 福井信用金庫
導入

2939 2518120227

福井県

ＶＥＥｍａ株式会社

給水補給車の導入による老朽化した井戸の
復元・延命技術の確立

2940 2518120234

福井県

井上商事株式会社

アルミ雨とい（たてとい）絞り縮管加工機用自
動搬送位置決め装置による量産化体制の構 北陸銀行
築

2941 2518120243

福井県

春近染色工業株式会社

軟水変換装置を導入することで、当社の強み
ｏｆｆｉｃｅイワサ
を活かして品質の高い染色加工を提供する

2942 2518120250

福井県

株式会社松屋アールアンドディ

エアーバック生産性アップの為のレーザー裁
大野商工会議所
断機開発プロジェクト

2943 2518120253

福井県

株式会社メルス

多様化する待ち時間の有効活用を可能とする
商工組合中央金庫
薬待ち表示機器の開発

2944 2518120258

福井県

有限会社北日商会

最新鋭カッティングプロッター導入による多様
福井商工会議所
化する顧客ニーズへの対応

2945 2519120041

山梨県

株式会社セキコーポレーション

自動車産業への参入に向けた設備導入と生
産性の向上

一般社団法人首都圏産業活性化協
会

2946 2519120043

山梨県

株式会社アスピ

数回掴み直しができる内視鏡糸付クリップの
研究開発

静岡銀行

2947 2519120048

山梨県

株式会社プログレス

自動車電子制御部品（ＥＣＵ：Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｃｏ
山梨中央銀行
ｎｔｏｒｏｌ Ｕｎｉｔ）の量産技術の確立

2948 2519120049

山梨県

有限会社軽部製作所

歯科用電動注射器のコア部品開発と量産体
制構築

2949 2519120050

山梨県

有限会社中井製作所

プロセッサー検査用マイクロプローブのプレス
Ａ－ＭＥＣ株式会社
工程確立

2950 2519120052

山梨県

株式会社澤田屋

「くろ玉」包装工程改善による作業高効率及び 公益財団法人やまなし産業支援機
商品付加価値の向上
構

2951 2519120054

山梨県

株式会社丸山商店

板こんにゃく用原料大量製造事業

山梨中央銀行

2952 2519120056

山梨県

株式会社日独宝石研究所

多種の宝石の産地検査を高精度、低コスト、
迅速化する方法の確立

公益財団法人やまなし産業支援機
構

2953 2519120061

山梨県

株式会社そらのした

アウトドア用品に求められる機能性回復を目
都留信用組合
的としたメンテナンス＆クリーニングサービス

108／245

福井信用金庫

Ａ－ＭＥＣ株式会社

2954 2519120065

山梨県

株式会社多摩電機

ステンレスエレベータ部品の高精度短納期ベ
山梨中央銀行
ンディングシステムの構築

2955 2519120066

山梨県

有限会社イワタニ精工

医療用超精密加工分野への進出するための 公益財団法人やまなし産業支援機
チャック治具（部品固定用治具）の研究開発 構

2956 2519120072

山梨県

株式会社日建

イラクの石油パイプライン等を守るための対人 マーケティングコミュニケーション研
地雷除去機アタッチメントの開発
究所

2957 2519120073

山梨県

株式会社ミクニ工業所

水素燃料電池セパレーターの薄肉樹脂成形
量産システムの開発

2958 2519120077

山梨県

株式会社アシストエンジニアリング

新ハーネス加工システム構築と工程改善の推
Ａ－ＭＥＣ株式会社
進

2959 2519120078

山梨県

有限会社サンテック

インサート成形用金型技術による空中浮遊用
後藤和雄税理士事務所
軽量バルブの試作開発

2960 2519120080

山梨県

株式会社秀豊

加工時間短縮、生産性向上に資する高速・高
藍澤証券株式会社
精度ベンディングマシンの導入事業

2961 2519120081

山梨県

株式会社桑郷

枝葉分離装置の導入による桑荒茶製造工程
の高効率・低コスト製造プロセスと新素材の開 山梨中央銀行
発

2962 2519120083

山梨県

株式会社菊島

リチウムイオンキャパシタ専用、超小型ハーネ マーケティングコミュニケーション研
スの技術開発
究所 丸山 孝雄

2963 2519120088

山梨県

株式会社エム・クラフト

熱処理技術を応用した新商品開発及び高度
な検査態勢の確立

2964 2519120091

山梨県

株式会社エーアイ

プラチナ９００（Ｐｔ９００）に替わる新しいホワイ
山梨中央銀行
トゴールド（ＷＧ）の試作と開発。

2965 2519120099

山梨県

株式会社佐藤電機製作所

医療分野の高度な品質要求を満たすスポット
多摩信用金庫
溶接技術開発

株式会社シー・シー・ダブル

山梨の資源を活かした「地産地消と産地直
送」による山梨元気プロジェクトの推進－山梨
山梨中央銀行
の特産品ネットワークづくりー農産物直売所
編

2966 2519120100

山梨県

中南信用金庫

公益財団法人やまなし産業支援機
構

2967 2519120101

山梨県

盛田甲州ワイナリー株式会社

山梨県産の葡萄と日本固有の農産物、梅（甲
州小梅 ＊別注 梅の分類参照）を原料に、
山梨中央銀行
果実酒類に分類されるワイン感覚の、新しい
葡萄と梅の醸造酒を開発し上市する。

2968 2519120103

山梨県

株式会社ダイワロックス

過誤防止目的表示機能付き薬品保管庫、書
庫用錠前の開発

2969 2519120104

山梨県

株式会社 奥脇製作所

ハイエンドベンディングマシン導入及び曲げ加
工プロセスの確立による海外向けガソリン計 都留信用組合
量機部品の低コスト化

2970 2519120105

山梨県

昭和測量株式会社

ＣＩＭにおける３次元データの取得、解析、加
工、モデリング等のサービスの提供

2971 2519120106

山梨県

花岡産業株式会社

都市型小型建設機械用キャノピーにおける塗
群馬銀行
装生産能力向上及び安全環境の改善

2972 2519120107

山梨県

富士新幸株式会社

廃棄処分される羽毛掛ふとんの羽毛再利用
事業

2973 2519120108

山梨県

エレクター株式会社

重量物搬送用カートの操作性・安全性の飛躍
商工組合中央金庫
的向上～製品化

2974 2519120110

山梨県

ニッチ創造株式会社

複合曲面を持つ立体加工物の形状計測・レー 公益財団法人やまなし産業支援機
ザー彫刻一体型装置の試作開発
構

2975 2519120113

山梨県

Ｍｉｐｏｘ株式会社

次世代直径４５０ｍｍ半導体シリコンウェハ再 一般社団法人首都圏産業活性化協
生加工機の開発
会

2976 2520120231

長野県

サンエスシステムズ株式会社

ＩＳＯに準拠した生産部品承認プロセス管理シ 公益財団法人長野県中小企業振興
ステムの試作・開発
センター

2977 2520120237

長野県

株式会社ワカ製作所

人工衛星用セミリジッドケーブル国内唯一の
生産体制構築

安曇野市商工会

2978 2520120240

長野県

株式会社共栄測量設計社

多関節角度センサーを用いた配管位置計測
システムの試作・検証

長野県信用金庫

2979 2520120241

長野県

アルファーデザイン株式会社

多ヘッド一括本接合装置のための４軸高精度
八十二銀行
制御ヘッドユニットの開発

2980 2520120245

長野県

株式会社コシナ

次世代高機能・高性能レンズ評価のためのＭ
公益財団法人長野県テクノ財団
ＴＦ測定機の開発

109／245

マーケティングコミュニケーション研
究所

都留信用組合

商工組合中央金庫

2981 2520120246

長野県

株式会社タク技研

メタルマスク製造専用ソフトの開発と設計支援
八十二銀行
サービスの提供

2982 2520120251

長野県

株式会社長鍛豊田製作所

次世代エンジン用エンジンバルブの耐摩耗合 公益財団法人長野県中小企業振興
金溶接技術の確立
センター

2983 2520120254

長野県

長野鍛工株式会社

先端設備導入による低燃費エンジン用難削部 公益財団法人長野県中小企業振興
品加工の自動化
センター

2984 2520120256

長野県

株式会社オルツ

薄紙デジタル印刷による３，０００ページ超の
本の印刷・製本

長野信用金庫

2985 2520120263

長野県

株式会社アクセス

安心して点滴を受け、施すことができる輸液
監視システムの開発

塩尻商工会議所

2986 2520120264

長野県

有限会社スワコ精密工業

高機能洗浄機導入による切削加工品の品質
八十二銀行
向上と環境汚染防止

2987 2520120277

長野県

株式会社テレビ信州エンタープライ ナローキャスト放送システム（送出及び受信装
東京中央経営株式会社
ズ
置）の新規開発

2988 2520120278

長野県

株式会社イクシス

立体造形で作った試作品を、実用部品へ応用
八十二銀行
展開する技術の導入と実用化

2989 2520120284

長野県

ミナト光学工業株式会社

精密位置決め装置の製造工程改善による納
八十二銀行
期の大幅短縮実現と市場拡大獲得

2990 2520120285

長野県

ミマキ電子部品株式会社

深紫外ＬＥＤの開発

2991 2520120286

長野県

伴野酒造株式会社

低アルコール純米“濁り酒”の開発による新し
佐久商工会議所
い日本酒ファンの開拓

2992 2520120303

長野県

株式会社キザキ

リハビリ訓練用の水中ウォーキングポールの
上田信用金庫
試作開発及び設備導入

2993 2520120304

長野県

有限会社大西製粉

信州産「丸抜き」そばの実の製造ノウハウ確
立による量産体制の構築

2994 2520120313

長野県

多摩川マイクロテップ株式会社

航空機用センサ・モータ及びアクチュエータ内
八十二銀行
蔵の多段歯車加工技術の事業

2995 2520120317

長野県

株式会社山岸製作所

複雑形状な鋳造・鍛造部品のＮＣ旋盤加工技 公益財団法人長野県中小企業振興
術の確立と新規受注の拡大
センター

2996 2520120319

長野県

株式会社ズー

調剤薬局内外で適切な服薬指導を行うタブ
レット型薬歴管理システムの構築

2997 2520120324

長野県

有限会社エフ・アンド・エフ

パーソナルユーザー用「書籍の自動読み取り
塩尻商工会議所
機」の開発及び試作

2998 2520120326

長野県

ＮｉＫＫｉ Ｆｒｏｎ株式会社

ＰＴＦＥダイヤフラムの成形技術改良に伴う機
八十二銀行
能及び、製造技術向上

2999 2520120327

長野県

イデアシステム株式会社

手軽に幅広い環境で利用できる移乗・移動を
岡谷商工会議所
補助する福祉用具の試作開発

3000 2520120329

長野県

株式会社ハヤシ

多品種少量生産のコストで海外に勝つ。廉価
八十二銀行
な装置＋独自の工夫で自動化に挑む

3001 2520120330

長野県

株式会社ケントク

ターボ分子ポンプ部品の試作、量産加工用複
諏訪信用金庫
合加工機の導入

3002 2520120332

長野県

若穂紙器有限会社

軽くて丈夫なダンボールの特性を生かした新
長野信用金庫
事業

3003 2520120333

長野県

株式会社シュタール

門形プレートミル機の調達、加工改善による
納期短縮、高精度、コスト低減の実現

3004 2520120334

長野県

株式会社明工精機

金型型枠表面加工における高精度・高品質化
八十二銀行
のための加工技術の確立

八十二銀行

小諸商工会議所

八十二銀行

八十二銀行

3005 2520120335

長野県

有限会社花岡光学

高級一眼レフデジタルカメラにおける高精度・
高品質な交換レンズ鏡筒の製造プロセスの構 諏訪信用金庫
築

3006 2520120337

長野県

株式会社西飯田酒造店

花から分離された酵母を使用し個性的な酒類
八十二銀行
を製造し提供する。

3007 2520120339

長野県

長窯株式会社

大型光電子増倍管用ガラス新規開発ならびに
八十二銀行
量産体制構築

3008 2520120340

長野県

株式会社ホクタン

農業事業者向けソーラーシェアリング及びＩＣＴ
佐久商工会議所
システムの開発

110／245

3009 2520120341

長野県

株式会社マツキ

通年製造型「本来のところてん」（生天）の製
造プロセス開発

八十二銀行

3010 2520120342

長野県

江口技研

顧客ニーズを満たす「異形状円筒研削盤導
入」による「一貫生産体制」の構築

飯田信用金庫

3011 2520120343

長野県

宮坂醸造株式会社

水質環境に影響されない“ブランド銘柄・清酒 特定非営利活動法人諏訪圏ものづ
製造技術”の開発
くり推進機構

3012 2520120344

長野県

株式会社ニチワ工業

新用途向け色材開発用分析機器設備導入及
長野銀行
び分析手法の開発

3013 2520120345

長野県

株式会社カヤマ

多結晶ダイヤモンド特殊工具の内製化による 一般財団法人浅間リサーチエクステ
自動車部品試作品の短納期化
ンションセンター

3014 2520120346

長野県

株式会社信州ＫｏｒｎｕＫｏｐｉａ（コルヌ 製品の保存性の向上と機能性の研究による
コピア）
ブランド化事業

3015 2520120348

長野県

株式会社西軽精機

自動車エンジン圧力センサー用外筒ケース量
商工組合中央金庫
産化

3016 2520120353

長野県

株式会社三田精機

ボビンコイルの巻線技術確立による生産力強
八十二銀行
化と新規事業展開

3017 2520120356

長野県

伸和テクノス株式会社

飛躍的に革新する試作品加工納期・コスト管
諏訪信用金庫
理等の生産プロセス構築

3018 2520120358

長野県

有限会社双葉製作所

光学部品の内径ローレット加工における革新
八十二銀行
的加工方式の開発

3019 2520120360

長野県

株式会社メディック

金型用入駒の高精度内外周カット加工・短納
八十二銀行
期加工技術の確立

3020 2520120361

長野県

株式会社マイナック

服飾用新素材開発（タテ編み、３層、２層構
造）と新素材を使ったオリジナル製品の試作

3021 2520120363

長野県

三経樹脂工業株式会社

「金属・プラスチック一体成形」による畜産用部
長野信用金庫
品の自動生産システムの試作開発・構築

3022 2520120364

長野県

化興株式会社

自社開発新工法ＰＥ（ポリエチレン）ライニング
の自動溶接機導入による作業時間・作業工程 八十二銀行
の短縮による効率化。

3023 2520120366

長野県

長野吉田工業株式会社

多色・異形状プラスチック製品対応画像検査
機器の開発・導入

3024 2520120367

長野県

有限会社エコナ

粉体制御システムの導入による、高生産性廃
下諏訪商工会議所
消火器薬剤回収工程の確立

3025 2520120369

長野県

オルガン針株式会社

超硬製精密金型の開発によるファインニット用
八十二銀行
メリヤス針の競争力向上

3026 2520120370

長野県

株式会社マウント

４Ｋ映像制作で信州の魅力をアピールする
「新・映像制作事業計画」。

3027 2520120373

長野県

株式会社豊島屋

米麹を使用した安心・安全な無添加甘酒の生
八十二銀行
産体制の高度化

3028 2520120374

長野県

日進精機株式会社

プレス金型製造技術、加工技術とインサート
成形一貫製造技術開発

3029 2520120375

長野県

有限会社深井製作所

画像寸法測定器導入による極小端子の高精
茅野商工会議所
度連続自動圧着技術の確立

3030 2520120376

長野県

有限会社助屋グループ

固形型濃縮スープ「Ｋキューブ」の開発・商品
長野信用金庫
化

3031 2520120377

長野県

カイシンエレクトロニクス株式会社

スポット溶接痕を極小化させる溶接技術の試 公益財団法人長野県中小企業振興
作開発
センター

3032 2520120378

長野県

日成機工株式会社

関節疾病患者向け人工関節の高精度加工技
諏訪信用金庫
術の高度化

3033 2520120380

長野県

株式会社広田ケミカル

成形・加工一括受注による次世代長尺３Ｄ樹
長野信用金庫
脂切削加工技術の確立

3034 2520120383

長野県

株式会社デリクックちくま

管理栄養士による病態栄養食・介護予防食等
八十二銀行
の食事療法用宅配食事業

3035 2520120385

長野県

株式会社ヨウホク

高性能板金設備導入により、低コストと短納
期対応力を強化し受注を拡大する。

八十二銀行

3036 2520120386

長野県

越川工業株式会社

ＬＮＧ船大口径ステンレスバルブ鋳物生産用
大型高周波溶解炉導入

八十二銀行

111／245

八十二銀行

商工組合中央金庫

佐久商工会議所

若林健史税理士事務所

飯田商工会議所

3037 2520120388

長野県

日本プラパレット株式会社

航空貨物向け 超軽量プラスチック製パレット
八十二銀行
の開発

3038 2520120389

長野県

有限会社原製作所

３Ｄスキャナ用高精度レンズの設置と３ＤＣＡＤ
上田信用金庫
導入による設計データ作成方法の開発

3039 2520120390

長野県

新和工機株式会社

整形外科用手術器械の高精度及び短納期の
八十二銀行
実現

3040 2520120391

長野県

ネクストリンクス株式会社

業績見通し予測型 リアルタイム業績管理シ
ステムの開発及びサービス提供

税理士法人成迫会計事務所

3041 2520120394

長野県

株式会社赤羽製作所

航空機構造部品加工を高効率・安定品質で
進める為の三つの取組み。

下平伸次税理士事務所

3042 2520120395

長野県

日本電熱株式会社

過熱水蒸気による簡便な洗浄・殺菌装置の開
安曇野市商工会
発

3043 2520120396

長野県

有限会社シャンベルク・ヤマ

美容・エステ・貸衣裳のワンストップによるブラ
長野銀行
イダルサービスの開発

3044 2520120397

長野県

株式会社デリカ

堆肥散布機の特注品を短納期で製品化する
松本商工会議所
全体最適化生産管理システムの試作開発

3045 2520120399

長野県

株式会社ロクハ精工

光学系部品等の高速・高能率切削加工技術
の開発

3046 2520120400

長野県

株式会社富士精機製作所

キャブレータ用部品の洗浄工程における増産
八十二銀行
対応と低コスト化

3047 2520120404

長野県

株式会社倉科鐵工所

高速プラズマ切断機の導入による建設金物の
生産能力向上及び代替エネルギー向けフ
松本商工会議所
レーム製作の新規事業分野への事業確立

3048 2520120405

長野県

株式会社小松製作所

パワーリハビリ機器部品における新工法の試
八十二銀行
作開発による事業の拡大

3049 2520120406

長野県

有限会社サンライズ

インクジェット印刷とインクの瞬時硬化（ＵＶ硬
長野信用金庫
化）技術の導入による新事業の創出

3050 2520120410

長野県

有限会社イケダエンジニアリング

独自の内作治具を活用した高精度深穴加工
技術の向上と販路拡大

3051 2520120411

長野県

株式会社サンクゼール

ワインのぶどう残渣を利用した高齢化対応健 公益財団法人長野県中小企業振興
康ジェラートの開発
センター

3052 2520120412

長野県

有限会社アプローチ

工作機械用トランス製造における平角銅線の
八十二銀行
自動巻線技術の確立

3053 2520120413

長野県

株式会社ウェブノート

長野県の魅力発信！ビュー技術活用、次世
代集客ＷＥＢ展開事業

3054 2520120414

長野県

八幡屋産業株式会社

鋳物製品バリ取りプロセスの自動化及び治具
長野信用金庫
の開発・販売

3055 2520120415

長野県

有限会社フィット

ヘッドマウントディスプレイを用いた広視野眼
鏡

税理士法人筒井会計

3056 2520120417

長野県

八ヶ根工業株式会社

多様化する超硬製測定工具の安定供給

長野銀行

3057 2520120418

長野県

飯田精密株式会社

５軸加工機の導入による航空宇宙関連顧客
要求への対応と売上げ・利益の向上

八十二銀行

3058 2520120419

長野県

日精電機株式会社

３Ｄ ＣＡＤによる設計効率向上及びハイブリッ
佐久商工会議所
ド小型成形機による部品高精度化

3059 2520120420

長野県

株式会社マイダス

パワーインダクタの製造技術確立に向けた革 特定非営利活動法人諏訪圏ものづ
新的な成形機の開発
くり推進機構

3060 2520120421

長野県

株式会社エヌ・ピー・シー

プレス試作技術開発による新規開発品の短
納期対応力強化

長野銀行

3061 2520120422

長野県

有限会社プライムシステムズ

アナログ・デジタル回路混載システム向け計
測制御システムの試作開発

八十二銀行

3062 2520120424

長野県

有限会社エイチ・オー・エス

新型矯正装置の開発と製品化

長野銀行

3063 2520120425

長野県

株式会社イズミ

３Ｄプリンターの導入に依る工期短縮およびコ
商工組合中央金庫
ストダウン

3064 2520120427

長野県

フジテックス株式会社

超精密検査治具の製造と新たな穴あけ加工
技術の開発

112／245

商工組合中央金庫

長野商工会議所

長野信用金庫

長野銀行

3065 2520120430

長野県

有限会社ニシキ精機

高精度・微細切削加工技術開発に伴う効率的
岡谷商工会議所
生産システムの確立

3066 2520120432

長野県

日本化材株式会社

食品添加物を主とする有機酸の混合技術を
改良して重金属を含まない金属表面処理剤
の開発

3067 2520120433

長野県

有限会社金井精密

超小型医療精密部品加工における、高品質・
長野銀行
低コスト実現の加工技術の開発

3068 2520120434

長野県

株式会社アドライズ

積層造形機導入による小型で軽量な昇降扉
用ギヤボックスの試作開発

3069 2520120436

長野県

有限会社木羽製作所

一貫生産体制の確立による短納期、低コスト
八十二銀行
化の実現と技術者の育成。

八十二銀行

公益財団法人長野県中小企業振興
センター

3070 2520120437

長野県

アカネ工業株式会社

三次元測定システムを活用した加工技術の改
善と高度化による顧客要求の高精度加工エリ 上田商工会議所
アの拡大

3071 2520120441

長野県

カザマエンジニアリング株式会社

医療機器用姿勢制御装置の試作開発

長野銀行

3072 2520120442

長野県

アイキョー有限会社

高精度・高品質な鏡枠完成部品の付加価値
増加と製造プロセスの構築

諏訪信用金庫

3073 2520120447

長野県

コジマ工業有限会社

精密溶接加工の充実とコスト競争力の向上

長野県信用組合

3074 2520120449

長野県

力石化工株式会社

自動車部品加工の事業拡大を目指した量産
型無電解ニッケルめっき技術と装置の開発

長野県信用組合

3075 2520120450

長野県

株式会社ホクト精工

プラスチック金型の設計製作のシステム化と
人材育成による技術構築

長野信用金庫

3076 2520120451

長野県

有限会社平林精機

難削材の精密加工技術の確立によるコスト削
長野県信用組合
減と油圧部品の市場獲得

3077 2520120452

長野県

株式会社レヂトン

回転均し機を用いた、オフセット切断砥石製造
東京中央経営株式会社
方法の開発

3078 2520120455

長野県

株式会社アットランド

クラウドによる中小規模ホテル・旅館向け業務
八十二銀行
管理システムの開発

3079 2520120458

長野県

株式会社矢沢光学

軟硝材光学レンズの研磨加工工程確立

3080 2520120459

長野県

株式会社メック

ダイカスト部品の画像処理応用による外観検 特定非営利活動法人諏訪圏ものづ
査技術の確立
くり推進機構

3081 2520120460

長野県

株式会社日本シールボンド

高機能医療用注射針の量産事業化

3082 2520120461

長野県

東京精電株式会社

高性能高機能 交流安定化電源装置の試作
上田信用金庫
開発

3083 2520120462

長野県

株式会社塚田メディカル・リサーチ

透析患者の医療情報管理を目的とした電子
透析手帳の開発とクラウドシステムサービス
の構築

3084 2520120463

長野県

有限会社丸山クリーニング店

老人介護施設における介護の現場負担改善
安曇野市商工会
のための洗濯業務開発

3085 2520120464

長野県

株式会社徳武製作所

工業用ライン生産技術を導入した病理検体染
八十二銀行
色機の試作開発

3086 2520120468

長野県

株式会社オサチ

高精度で簡便に中心血圧を測定する血圧脈
波検査装置の試作開発

3087 2520120470

長野県

有限会社アキ精工

航空分野が求める複雑形状部品や難加工材
八十二銀行
の加工技術確立と高度化

3088 2520120471

長野県

有限会社マルイ産業

業界初の暗黙知を形式知化した生産ライン導
茅野商工会議所
入による「ヘリ無し畳」の流通拡大事業

3089 2520120474

長野県

マルコメ株式会社

大豆（穀類）の乾燥粉末化設備の開発と実用 公益財団法人長野県中小企業振興
化
センター

3090 2520120475

長野県

株式会社桜井製作所

小径絞り部品における製品板厚以下バリ無し
坂城町商工会
穴加工技術の開発

3091 2520120481

長野県

株式会社松本微生物研究所

メタン発酵消化液の高温好気発酵型有機液
肥化装置の試作開発

3092 2520120482

長野県

マイクロコントロールシステムズ株式 配光制御可能なＬＥＤランプを活用したモノ
会社
ポール型街路灯の試作開発

113／245

八十二銀行

茨城税務会計事務所

一般財団法人浅間リサーチエクステ
ンションセンター

税理士法人三澤会計

長野銀行
美斉津晃

3093 2520120484

長野県

有限会社ラジエル

オーダーカーテン市場の垂直統合化による、
群馬銀行
新たな付加価値の創造

3094 2520120488

長野県

サンケン工業株式会社

曲げ・溶接工程の見直しによるコストダウン、
八十二銀行
短納期体制の構築

3095 2520120490

長野県

三全精工株式会社

最新型ワイヤー放電加工機の導入と新生産
保全システムの開発

八十二銀行

3096 2520120493

長野県

株式会社カミジョウパック

真空圧空成形機の導入による、生産プロセス
の強化及び品質の向上、短納期ニーズへの 安曇野市商工会
対応体制の確立。

3097 2520120495

長野県

中野プラスチック工業株式会社

車載コネクタの高精度化への対応と品質監視
長野銀行
システムの構築

3098 2520120497

長野県

有限会社三和興機

ＣＮＣ旋盤加工機導入による加工技術の高度
八十二銀行
化と工程の最適化

3099 2520120498

長野県

有限会社ワイドデンタル松本

ＣＡＤ／ＣＡＭと自動研磨機による歯科補綴物
の品質向上、製作時間短縮及び新素材加工 税理士法人成迫会計事務所
実現化

3100 2520120500

長野県

株式会社アート・プランニング

立体形状印刷を用いた施設向けオリジナルサ
八十二銀行
インの開発と製造。

3101 2520120502

長野県

黒澤酒造株式会社

麹（こうじ）の製造工程の改善による日本酒の
八十二銀行
品質向上と国内外への販路拡大

3102 2520120503

長野県

株式会社ガリレオ

太陽光発電の効率及び安定性向上を可能と
八十二銀行
する製品の開発とサービス提供

3103 2520120505

長野県

株式会社エンドレスプロジェクト

すり合わせ装置導入によるレース用高付加価
佐久商工会議所
値ブレーキパッドの商品化

3104 2520120508

長野県

株式会社協同電工

ＳＭＤタワー導入による画期的部品管理の構
飯田信用金庫
築

3105 2520120509

長野県

太陽工業株式会社

医療用鉗子（かんし）部品の短納期・低コスト
八十二銀行
実現へプレス化技術の開発

3106 2520120510

長野県

南信州菓子工房株式会社

６次産業化に寄与するために真空濃縮技術を
応用した有機ＪＡＳ規格に適合する国産半生ド
飯田信用金庫
ライフルーツの試作ライン確立と商品開発事
業の展開

3107 2520120522

長野県

本多通信工業株式会社

多品種少量生産を支える、新しいコンセプトの
安曇野市商工会
カセット金型の開発

3108 2520120524

長野県

信州吉野電機株式会社

医療機器向け精密金属加工品生産体制の構
八十二銀行
築

3109 2520120527

長野県

有限会社宮城商店

おいしくて手軽な「（新）乾燥漬物」の製造およ
八十二銀行
び販売

3110 2520120529

長野県

株式会社タキワ工業

高速マシニング導入により納期短縮、 コスト
八十二銀行
ダウンを実現する。

3111 2520120531

長野県

宮坂ゴム株式会社

パワーモジュール導電部に用いる印刷用導電
八十二銀行
性塗料の試作開発

3112 2520120533

長野県

株式会社綿谷製作所

軸物内面研磨技術のシステム化と新鋭専用
機導入

3113 2520120535

長野県

有限会社野溝製作所

自社開発工具を用いた医療機器用超精密部
八十二銀行
品の工法開発及び設備導入

3114 2520120536

長野県

株式会社ヤマト

切削部品洗浄の高度化・効率化による収益性
長野銀行
向上と受注拡大

3115 2520120537

長野県

エコシンフォニー株式会社

小型差圧吸引混合方式、次亜塩素酸水成装 一般財団法人浅間リサーチエクステ
置の試作開発
ンションセンター

3116 2520120542

長野県

株式会社サーキットデザイン

動物位置検知に特化したソフトウェア受信機
システムの開発

八十二銀行

3117 2520120544

長野県

吉田工業株式会社

鋳物仕上工程用ＮＣ制御型多軸加工機導入
による複雑立体鋳物製品の高度化

佐久商工会議所

3118 2520120545

長野県

有限会社小笠原商店

天然寒天製造設備の新鋭化と産学公連携に
八十二銀行
よる新商品・新販路開発

3119 2520120547

長野県

株式会社ちの技研

業界初ビアフィル複合電気めっき技術の確立
茅野商工会議所
による高機能プリント配線板の開発

114／245

上田市商工会

3120 2520120549

長野県

株式会社サトー

ニットの弱点をカバーした新たな編機導入に
よる新編地開発

3121 2520120552

長野県

ゴコー電工株式会社

高性能トルクモータ製造における“新試験シス
八十二銀行
テム”の開発

3122 2520120553

長野県

藤原印刷株式会社

書籍の電子化技術の新工法開発による新
サービスの提供。

松本商工会議所

3123 2520120554

長野県

株式会社前田鉄工所

機械加工と溶接技術で製作した高性能伝熱
管を用いる熱交換器の開発

長野県信用組合

3124 2520120556

長野県

信濃ワイン株式会社

瓶内二次発酵方式のスパークリングワイン製
八十二銀行
造設備導入とコンコード種ブドウでの製品化

3125 2520120557

長野県

株式会社シーピーアール

物流資材の軽量化のための新規試作開発

3126 2520120559

長野県

有限会社南信テック

高収率・低廃棄量化を目的とした多機能搾汁
八十二銀行
機の試作・開発

3127 2520120560

長野県

株式会社平出精密

精密鈑金技術を使ったテーラードブランキング
八十二銀行
材加工技術の開発

3128 2520120561

長野県

北陽建設株式会社

バネによるエネルギー吸収システムを採用し
八十二銀行
た新落石防護柵の開発

3129 2520120562

長野県

多摩川テクノクリエイション株式会社

航空機搭載用装置のシミュレーション高度化
飯田信用金庫
と手法開発

3130 2520120564

長野県

プラテック工業株式会社

ＩＴ技術を活用短納期プラスチック金型の設計
八十二銀行
製作プロセスの開発

3131 2520120566

長野県

パッシングポイント

ガード付マルチコプターを活用した新しい橋梁
安曇野市商工会
点検サービス

八十二銀行

商工組合中央金庫

3132 2520120567

長野県

ベストプラ株式会社

低強度なフィルム類を高品質・低コストロ短納
期化のニーズに応える再生プラスチックペレッ 小諸商工会議所
トの試作開発

3133 2520120568

長野県

有限会社辰野目立加工所

生産性向上の決め手、「バリなしドリル」の量
産化を実施する設備導入

八十二銀行

3134 2520120569

長野県

株式会社駒ヶ根電化

特定顧客の多様な高品質製品に対応した亜
鉛複合めっきバレル自動ラインの新設

八十二銀行

3135 2520120571

長野県

株式会社伸和精工

ワイヤカット放電加工機導入による超精密角
八十二銀行
絞り用プレス金型の製作

3136 2520120573

長野県

株式会社タイドー

木工用マシニングセンター導入による生産性
長野信用金庫
向上とこだわり家具事業の展開

3137 2520120574

長野県

株式会社エスケー精工

医療用機械装置専用のアルミ加工設備の導
入による超精密加工技術の開発と提供

上田市商工会

3138 2520120577

長野県

マイクロテック株式会社

レーザー光源を利用した表面散乱光方式濁
度計の試作開発

高橋浩之税理士事務所

3139 2520120578

長野県

株式会社ダイワ工業

パワー半導体（インバータ回路）向け高放熱
性基板の開発

八十二銀行

3140 2520120579

長野県

セルファ長野株式会社

高密度実装用新型ポイントフラックス塗布機
の開発

八十二銀行

3141 2520120582

長野県

株式会社コシブ精密

フォトエッチング技術を応用活用した３Ｄパ
ターン化による新規製品開発

八十二銀行

3142 2520120583

長野県

岡谷精密工業株式会社

水晶デバイス製品における気密封止用超小
型金属キャップの試作開発

高木会計事務所

3143 2520120584

長野県

ナノテック合同会社

可搬式災害用ソーラー浄水システムの開発

茅野商工会議所

3144 2520120586

長野県

有限会社吉沢物産

電気料金削減で生産拡大と品質向上に努
め、売上増と雇用者の収入増を目指す

長野信用金庫

3145 2520120589

長野県

ｔｒａｃｋｗｏｒｋ株式会社

熟練職人の知識・技術を継承し、熟成肉の製
飯田商工会議所
造・食肉加工品の開発を核とした事業

3146 2520120591

長野県

株式会社医学生物学研究所

細胞内動的分子挙動観察用プローブ試薬・
キットの開発

3147 2520120595

長野県

株式会社ハナオカエンヂニアリング

機能を付加した大型立型複合機導入と、加工
八十二銀行
改善による収益向上

115／245

公益財団法人長野県テクノ財団

3148 2520120597

長野県

株式会社カウベルエンジニアリング 基板・完成品検査装置の開発・製品化

佐久商工会議所

3149 2520120599

長野県

有限会社宮坂精工所

ステンレス材高精度薄肉加工技術の開発

上條税務会計事務所

3150 2520120604

長野県

プラズマ電子株式会社

産業機器用プラズマの状態を把握する連続計 堀好一税理士・不動産鑑定士事務
測装置の試作開発
所

3151 2520120605

長野県

有限会社ｂｕｏｎｏ

パン製造工程における二次発酵室の増設に
よる製品品質の安定化

八十二銀行

3152 2521120157

岐阜県

コダマ樹脂工業株式会社

硝子瓶に匹敵する機能を有したプラスチック
容器の開発

大垣共立銀行

3153 2521120158

岐阜県

田村プラスチック製品株式会社

自動車用サイドバイザー量産工程における
「射出成形工程」の高効率化、低コスト化

株式会社アタックス・ビジネス・コン
サルティング

3154 2521120159

岐阜県

岐垣鋼業株式会社

多関節ロボット用ケーシング平行精度の高精
大垣共立銀行
度量産加工技術の確立事業

3155 2521120162

岐阜県

株式会社ユニドコーポレーション

劣悪環境下でのインフラ点検が可能な空・陸・
岐阜信用金庫
水／万能型飛行ロボットの開発

3156 2521120163

岐阜県

株式会社ニッショウテック

立体形状金型部品の機械加工仕上げによる
十六銀行
金型需要対応力向上

3157 2521120164

岐阜県

株式会社ハウテック

中古住宅向け住宅用内装ドア市場への参入
のための生産システムの開発

3158 2521120166

岐阜県

株式会社青木鐵工所

高度熟練溶接技術を多関節ロボットが出来る
郡上市商工会
ようにする技術開発

3159 2521120168

岐阜県

株式会社東洋化学

新型押出機導入による、新たなプラスチックリ
大垣共立銀行
サイクル原料の開発

3160 2521120169

岐阜県

株式会社サイエンスネット

医療連携型ロボットとタブレット端末を活用し
た自立支援システムの試作開発

十六銀行

3161 2521120171

岐阜県

オークヴィレッジ株式会社

鑿を使った伝統木工技法「天秤差し」の機械
化と難加工材への対応

十六銀行

3162 2521120172

岐阜県

玉泉堂酒造株式会社

麹菌の育成環境制御技術による高付加価値 公益財団法人岐阜県産業経済振興
清酒の製造
センター

3163 2521120174

岐阜県

玉川窯業株式会社

吸音機能を備えた耐久性のあるセラミックの
試作開発事業

3164 2521120177

岐阜県

株式会社ミュウ

高精度で多様な理美容鋏の開発時間短縮化 株式会社マイルストーン・コンサル
と製品評価の確立
ティング・グループ

3165 2521120178

岐阜県

吉田精工株式会社

スピーカグリル用金型の直彫り加工による高
岐阜信用金庫
精度金型の製作

3166 2521120182

岐阜県

株式会社伊藤精密製作所

環境対応型車の試作段階から量産まで対応 公益財団法人岐阜県産業経済振興
可能な生産体制確立
センター

3167 2521120184

岐阜県

株式会社イーエスピー企画

産業用途向け高効率・大容量ブラシレスＤＣ
モータ制御装置の開発

3168 2521120187

岐阜県

川村製紐工業株式会社

多品種小ロットニーズに対応するためのサプ
十六銀行
ライチェーンシステムの構築

3169 2521120189

岐阜県

安藤製罐株式会社

１８Ｌ缶の耐蝕性向上による販路拡大／売上
十六銀行
向上

3170 2521120191

岐阜県

デンタルラボＡＳＯＲＴ

デンタル用５軸切削加工機導入による高精
度・高効率加工体制の確立

3171 2521120193

岐阜県

有限会社コバック

小ロット・短納期ニーズに対応した学習教材の
高山南商工会
３次元加工技術の開発事業

3172 2521120194

岐阜県

株式会社オオノ工業

中厚板・長尺物の曲げ加工における品質の安
関信用金庫
定と生産性向上を実現する曲げ技術の開発

3173 2521120197

岐阜県

株式会社愛工舎

超微細加工領域における品質保証技術の確
スライヴパートナーズ株式会社
立と生産性向上

3174 2521120199

岐阜県

株式会社イマオコーポレーション

製造業向け 多品種少量生産、変種変量生
産に対応する高強度で高精度な手動式アク
チュエータの開発

公益財団法人岐阜県産業経済振興
センター

3175 2521120202

岐阜県

義春刃物株式会社

３次元ＮＣ切削盤導入による裁ちばさみの製
法革新

関信用金庫

116／245

商工組合中央金庫

東濃信用金庫

公益財団法人岐阜県産業経済振興
センター

安八町商工会

3176 2521120205

岐阜県

株式会社鵜舞屋

より安全で環境負荷の少ない製造環境を整
え、長良川の伝統の味を次世代に残す事業

3177 2521120208

岐阜県

ミズタニバルブ工業株式会社

多機能を有する複合シャワーヘッドの試作開
山県市商工会
発

3178 2521120209

岐阜県

株式会社コーポレーション金子

３次元ＣＡＤシステム及び曲げ加工データ作成
ＣＡＭシステムと自社技術との融合による「試 関信用金庫
作品」「個別受注品」製造の効率化

3179 2521120210

岐阜県

ガーバーサカイ株式会社

ブレード側面凹状（ホローグラインド）研削機
の導入による錆びない次世代包丁の開発

関信用金庫

3180 2521120212

岐阜県

合名会社船戸印材店

ゴム印原版、チタン印、焼印等製作用 高効
率彫刻システムの自社開発による競争力強
化

岩田敏男

3181 2521120215

岐阜県

株式会社前田ビーケイ

ＹＡＧレーザー溶接機とバリ取り機導入によ
る、高品質板金・溶接部品の提供

大垣共立銀行

3182 2521120217

岐阜県

有限会社早野研工

医療・食品機器筐体への「薄板歪レス、仕上
げレス」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

3183 2521120219

岐阜県

朝日興業株式会社

３Ｄプリンターの導入と活用における商品開発 公益財団法人岐阜県産業経済振興
の時間短縮と魅力ある商品の提案
センター

3184 2521120233

岐阜県

株式会社モリテック

ＣＮＣ旋盤導入による精密部品の高精度・多
品種・高効率生産体制の確立

3185 2521120235

岐阜県

今井航空機器工業株式会社

レーザースキャンによる航空機構造部品の高 公益財団法人岐阜県産業経済振興
精度高効率な形状歪測定の確立
センター

3186 2521120237

岐阜県

鈴木工業株式会社

航空機産業における難切削材の加工技術開 公益財団法人岐阜県産業経済振興
発
センター

3187 2521120238

岐阜県

株式会社栗山熱処理

品質測定設備及び制御装置の新規導入によ
岐阜商工会議所
る品質強化とコスト削減、短納期化の実現

3188 2521120241

岐阜県

株式会社加藤製作所

切削工程の生産能力強化に向けた自動機の
十六銀行
設備計画

3189 2521120244

岐阜県

トウヤマ木工株式会社

当社独自の木材の切断技術を活かしたオー
ダーメイド家具市場進出

3190 2521120247

岐阜県

永井建設株式会社

ユニット型構造住宅（分離・再設置対応型）の 公益財団法人岐阜県産業経済振興
試作開発
センター

3191 2521120248

岐阜県

長谷虎紡績株式会社

高級自動車用カーペットの要求仕様を実現す
大垣共立銀行
るための生産プロセスの高度化

3192 2521120249

岐阜県

株式会社ダイシン

全世界を視野に入れたインバーター発電機ラ
大垣共立銀行
インナップの開発

3193 2521120253

岐阜県

トーカイサポート株式会社

ノウハウと強みを活かし 着せ替え型庇の自
社開発でメーカーへ躍進

3194 2521120254

岐阜県

株式会社中日本アパレルシステム
サイエンス

高速、高精度の平型広幅カッティングマシンの
公益財団法人岐阜県産業経済振興
導入とＣＡＤを連携させた型紙と見本生産シス
センター
テムの革新

3195 2521120256

岐阜県

一丸ファルコス株式会社

高機能化粧品原料を顧客提案するための新 株式会社マイルストーン・コンサル
たな肌評価手法の確立
ティング・グループ

3196 2521120257

岐阜県

岐阜電子工業株式会社

オートプログラムソフトを使用した高速部品実
公益財団法人岐阜県産業経済振興
装設備による生産方法と、土地測量ソフトを使
センター
用した独自品質管理方法の革新

十六銀行

関信用金庫

公益財団法人岐阜県産業経済振興
センター

大垣信用金庫

3197 2521120258

岐阜県

丹羽鋳造株式会社

バリンダー導入によりエネルギーの削減に寄
公益財団法人岐阜県産業経済振興
与する自動車用ターボチャージャー部品の受
センター
注拡大

3198 2521120259

岐阜県

東栄製紙工業株式会社

非木材であるパームヤシ殻を原料とし環境保
恵那商工会議所
護を重視したダンボール原紙の開発・販売

3199 2521120260

岐阜県

株式会社エフ・アイ・ティ

部品生産ライン及び金属部品専用ＱＲコード
切削式刻印装置の開発

3200 2521120263

岐阜県

飛騨高山ファクトリー有限会社

外注型量産体制から新開発商品の自社量産
商工組合中央金庫
体制整備事業

3201 2521120265

岐阜県

エイエムディ自動機

粒子線治療用６軸プラットホームの自動位置
東濃信用金庫
決精度向上

3202 2521120267

岐阜県

株式会社佐々木製作所

低価格・短納期に向けた検査工程内製化によ
各務原商工会議所
る航空機部品生産プロセスの強化

117／245

各務原商工会議所

3203 2521120268

岐阜県

株式会社リープ

安否確認・駆けつけコール「２４時間見守り
隊！」・介護支援サービスの開発と展開

公益財団法人岐阜県産業経済振興
センター

3204 2521120269

岐阜県

株式会社東洋

高齢者向け住宅または施設等の高機能出入
古川町商工会
口枠の製造技術開発事業

3205 2521120270

岐阜県

岡田段ボール株式会社

ボトルネック工程の改善による生産性向上と
それによる売上拡大

3206 2521120274

岐阜県

株式会社エフアイコーポレイション

市場拡大と多様化する健康食品市場におい
て、迅速で高品質且つ安心・安全な試作開発 岐阜信用金庫
と品質試験による成長戦略

3207 2521120278

岐阜県

青木鉄工株式会社

コストを７％・納期を３週間削減する金型製造
大垣信用金庫
技術の確立

3208 2521120279

岐阜県

有限会社ヤダ

自動調製シャトルキルンによる高精度焼成制
東濃信用金庫
御技術の開発と生産性向上

3209 2521120280

岐阜県

株式会社東海技研

航空機部品の新たな切削方法による原価低
減への取り組み

3210 2521120282

岐阜県

有限会社地盤研究所

環境対応を重視した、液状化危険地など軟弱
商工組合中央金庫
地盤の改良のための新工法の導入

3211 2521120283

岐阜県

株式会社イシトメ精器

コンビニエンスストアの出店速度アップに貢献 公益財団法人岐阜県産業経済振興
する、商品陳列什器の棚板の生産体制確立 センター

3212 2521120284

岐阜県

平和メディク株式会社

多種少量生産に対応した「高精度薬液定量含 公益財団法人岐阜県産業経済振興
浸綿棒」の高効率製造ラインの構築
センター

3213 2521120285

岐阜県

アーテック株式会社

高精度の断裁機とオンデマンド印刷機による
岐阜信用金庫
効率的な少量多品種生産

3214 2521120286

岐阜県

有限会社立川実業

瓦チップの高効率生産システムの構築

海津市商工会

十六銀行

公益財団法人岐阜県産業経済振興
センター

3215 2521120287

岐阜県

鈴木刃物工業株式会社

ステンレス研削加工における長時間での無人
化生産を可能にする完全自働化への取り組 関信用金庫
みと合理化による生産体制の強化

3216 2521120289

岐阜県

株式会社カク仲

３Ｄプリンタ導入による新商品開発の短納期
化・低コスト化を実現し、少ロット高付加価値
商品製造体制を確立する

土岐商工会議所

3217 2521120290

岐阜県

高木煙火株式会社

安全性を高め環境に配慮した花火火薬の開
発とその製造方法の開発

公益財団法人岐阜県産業経済振興
センター

3218 2521120291

岐阜県

株式会社スミカマ

新素材による、性能、デザインを向上させたプ
岐阜信用金庫
ロ用包丁の試作開発

3219 2521120292

岐阜県

三千櫻酒造株式会社

『「麹の酵素力価」を安定化させ、高品質な地
十六銀行
酒製造を可能とする取り組み』

3220 2521120296

岐阜県

岐阜産研工業株式会社

エラストマー材料を使った衝撃吸収性キャス
ター用タイヤの開発

3221 2521120301

岐阜県

株式会社東海ヒューム管

「腐食に強く長持ち」「省スペース」「経済的」な
関信用金庫
レジンコンクリート製沈設立坑の開発

3222 2521120302

岐阜県

株式会社ハシマ

複合エックス線画像を用いた異物自動選別検
大垣共立銀行
査装置の開発

3223 2521120303

岐阜県

ミノスクリーン株式会社

機能性付与の精密印刷分野に対応する高精 公益財団法人岐阜県産業経済振興
度凹版の開発
センター

3224 2521120304

岐阜県

ツキオカフィルム製薬株式会社

印刷物検査での検査速度、検査精度向上に
より業界トップレベルの品質管理体制を構築

3225 2521120305

岐阜県

株式会社アリス開運堂

食品製造のリアルタイム受発注製造ライン構 公益財団法人岐阜県産業経済振興
築によるリードタイムとロスの削減
センター

3226 2521120306

岐阜県

スエナミ工業株式会社

医療・介護・食品加工機械部品の高精度化と
短納期化に対応する多種類材料の溶接技術 関信用金庫
の確立

公益財団法人岐阜県産業経済振興
センター

岐阜信用金庫

3227 2521120307

岐阜県

株式会社杉山製作所

３次元曲げパイプベンダー導入によるパイプと
ロートアイアン、デザインレーザーの技術を組
関信用金庫
み合わせた立体的でデザイン性の高い店舗
什器の製造技術の確立

3228 2521120308

岐阜県

佐竹鉄工株式会社

べノトスペーサー自動製造装置導入による少
十六銀行
量多品種・短納期製品の製造体制確立

118／245

3229 2521120309

岐阜県

株式会社東和製作所

鏡面部品の品質検査技術の確立と生産ライ
ンへの導入

3230 2521120310

岐阜県

艶金化学繊維株式会社

衣料繊維生地向け洗い加工機（省エネルギー
大垣信用金庫
タイプ）の機能アップ改良

大垣共立銀行

最新式ダイカスト製造装置を活用したダイカス
ト製造技術の高度化による高精度・薄肉軽量 十六銀行
製品製造への参入
レーザー彫刻機を導入し、彫刻技術の拡充を
公益財団法人岐阜県産業経済振興
図り、ペット用ネームプレートの試作、製作を
センター
行う。

3231 2521120311

岐阜県

株式会社熊﨑精工

3232 2521120312

岐阜県

有限会社加古彫刻

3233 2521120313

岐阜県

株式会社クニカ工業

熱可塑性エラストマーを利用した接合技術の
橋本武彦税理士事務所
試作開発

3234 2521120314

岐阜県

株式会社水環境電池
株式会社オンダ製作所

カートリッジ取替不要「家まるごと浄水器」及び
八田和彦税理士事務所
「洗濯機取付型浄水器」の試作開発

3235 2521120315

岐阜県

株式会社モールデック

循環型ものづくりネットワーク構築による市場
坂井一郎税理士事務所
ニーズに特化した樹脂製品開発応援事業

3236 2521120317

岐阜県

中津川包装工業株式会社

多品種小ロット生産対応を主目的とした包装
用高精度製函印刷機の導入

3237 2521120318

岐阜県

株式会社近藤板金店

工期短縮を実現する、低コストで耐震強度の
垂井町商工会
高い耐震補強製品の試作・開発

3238 2521120319

岐阜県

杉山鉄工株式会社

大型ＣＮＣ横中ぐり盤における高精度加工の
ための設備投資計画

3239 2521120322

岐阜県

有限会社福田屋

真空昇華転写技術による印染製品や風呂敷
大垣共立銀行
の開発と販路開拓による地域活性化

3240 2521120323

岐阜県

有限会社エドランド工業

精密な薄刃小型機械刃物の切れ味、耐久性
公益財団法人岐阜県産業経済振興
向上と多品種少量生産対応熱処理技術の確
センター
立

3241 2521120324

岐阜県

株式会社鵜飼

高性能溶接ロボット導入による工作機械ユ
ニット製造の短納期化

十六銀行

3242 2521120326

岐阜県

株式会社伸晃

親水性・耐薬品性の高い無機塗料「ベラス
コート」の製造販売事業

南都銀行

3243 2521120329

岐阜県

早川工業株式会社

三次元測定機とシミュレーションソフトによる
航空機向け部品の生産効率向上

十六銀行

3244 2521120333

岐阜県

株式会社タイセイプラス

発泡ブロー成形とヒートアンドクールの複合技
術確立による軽量化及び外観品質向上製品 商工組合中央金庫
の開発

3245 2521120339

岐阜県

株式会社水生活製作所

純銅鋳物を使った樹脂インサート成形製品の
十六銀行
開発

3246 2521120344

岐阜県

株式会社ナベヤ

人力研削作業の自動化による、変種変量生 公益財団法人岐阜県産業経済振興
産に対応した鋳物製品の低コスト、短納期化 センター

3247 2521120347

岐阜県

有限会社エンドウ電子

細密化プリント基板の部品後付け工程の機械
関信用金庫
化による短納期化並びに低コスト化。

3248 2521120348

岐阜県

株式会社ヨコヤマ精工

特殊金型構造の構築により不良率の低減、稼
大嶋浩敬
働率の向上を目指す

3249 2521120349

岐阜県

有限会社多賀精密

温度管理された工場で使用する試作用部材
の生産プロセス強化

3250 2521120350

岐阜県

株式会社恵那金属製作所

新型マシニングセンター導入によるターボエン
商工組合中央金庫
ジン部品の量産加工への対応

3251 2521120352

岐阜県

シーエムシー技術開発株式会社

廃ネオジム磁石からの低環境負荷なレアアー
十六銀行
ス回収再資源化事業

3252 2521120354

岐阜県

株式会社ナベヤ精機

航空機部品における難削材の高精度・高効率 公益財団法人岐阜県産業経済振興
な５軸加工確立と中核人材の育成
センター

3253 2521120359

岐阜県

吉城電子工業株式会社

『農業クラウドデーター中継器』の組立プロセ
株式会社浜銀総合研究所
スの効率化と高精度化

3254 2521120360

岐阜県

株式会社インフォファーム

タブレットを利用した新しい学校授業・自主学
十六銀行
習スタイルの実現

3255 2521120361

岐阜県

おきなや株式会社

麺の品質を維持しながら賞味期限を大幅に延
関信用金庫
長したロングライフ麺の開発事業

3256 2521120363

岐阜県

有限会社シンコー精器製作所

世界規模のエコカー市場への高精度ターボエ
東濃信用金庫
ンジン用ベアリングの供給拡大事業

119／245

税理士法人泉

岐阜信用金庫

十六銀行

3257 2521120374

岐阜県

恵那眼鏡工業株式会社

樹脂切削眼鏡枠の製造で、多品種・小ロット
化対応の為の、レ－ザ加工機の導入

3258 2521120378

岐阜県

岐セン株式会社

極細繊維等の先端繊維素材に対応した高機
能・感性化加工技術の高度化対応した環境負 三菱東京ＵＦＪ銀行
荷低減プロセスの革新

3259 2521120379

岐阜県

株式会社柳屋

手芸品の手作り作家、お客様参加型のハンド 公益財団法人岐阜県産業経済振興
メイドＥＣ直販システムの構築
センター

3260 2521120381

岐阜県

有限会社坂井田製作所

最新型複合旋盤設置による耐震性水道管製
税理士法人オグリ
作のコスト低減及び工程短縮化の確立

3261 2521120384

岐阜県

株式会社テクノ・ライン

クラウド型ＣＡＤの導入による「グローバル共
公益財団法人岐阜県産業経済振興
同開発システム」の構築と海外への設計技術
センター
の提供

3262 2521120385

岐阜県

高橋金型株式会社

ワイヤーカット放電機導入による樹脂部品成
株式会社ジェック経営コンサルタント
形金型製造の精度向上と短納期化

3263 2521120386

岐阜県

共栄化成株式会社

塩化ビニル樹脂パウダー材に対応した大型電
河合通雄税理士行政書士事務所
動射出成形機の導入

3264 2521120387

岐阜県

株式会社トレサ

部品寸法測定時間の短縮と精度を向上させ
た新測定評価システムの試作開発

大垣共立銀行

3265 2521120388

岐阜県

株式会社コンティグ・アイ

バイオエタノールプラント用固定化酵素分離
回収装置の開発

ＳＵＮ経営税理士法人

3266 2521120389

岐阜県

株式会社ライフテック

折板屋根の遮熱対策における新工法の開発 岐阜信用金庫

3267 2521120390

岐阜県

株式会社藤澤鐵工所

熱交換器の管板加工装置導入による精密加
各務原商工会議所
工実現と競争力強化

3268 2521120392

岐阜県

近藤技研株式会社

航空機部品受注拡大に向けた難切削材精密
海津市商工会
加工技術の高精度・短納期化・高品質化

3269 2521120393

岐阜県

タイワ工業株式会社

高精度マシニングセンターの導入による高精 公益財団法人岐阜県産業経済振興
度鍛造金型の開発
センター

3270 2521120394

岐阜県

丸文工業株式会社

新型操作盤導入による新たなリサイクル製品
大垣信用金庫
の試作開発を実現する

岐阜信用金庫

3271 2521120395

岐阜県

福田刃物工業株式会社

多面加工アングルホルダー付マシニングセン
公益財団法人岐阜県産業経済振興
ター導入による新分野製品の製造技術の開
センター
発

3272 2521120396

岐阜県

アテナ工業株式会社

ワンタッチ開封機能を有するプラスチック製お 公益財団法人岐阜県産業経済振興
惣菜容器の開発
センター

3273 2521120397

岐阜県

株式会モリテクノ

航空部品用治具のワンストップ加工と汎用機
十六銀行
による職人加工のＮＣ加工化事業

3274 2521120398

岐阜県

長島工業所

高性能スライド走行自動溶接ロボット導入によ
岐阜信用金庫
る受注品目の拡大と生産能力の向上

3275 2521120402

岐阜県

鳥羽工産株式会社

航空機チタン板材加工に有用な工法検討及
び加工設備の導入

3276 2521120408

岐阜県

有限会社角野製作所

５００Ｗ級量産型ユニット式螺旋（らせん）水力
大垣共立銀行
発電装置によるプロダクトイノベーション

3277 2521120414

岐阜県

トウカイトップ有限会社

当社が研究開発した携帯用製図板の自社製
東濃信用金庫
造

十六銀行

3278 2521120415

岐阜県

株式会社アサノ化成

革新的な高発泡ブロー成形（２．５倍→６倍）
の設備投資により製造技術と市場の拡大を図 十六銀行
る

3279 2521120419

岐阜県

株式会社郡上螺子

航空宇宙産業製品の工程集約技術の構築

3280 2521120421

岐阜県

早川精機工業株式会社

生産プロセス強化の為 製作工程の見直しに
よる製品のコスト削減及び量産化への試作開 大垣共立銀行
発

3281 2521120422

岐阜県

株式会社ボンフォーム

３Ｄスキャナおよび３ＤＣＡＤによる自動車用
シートカバー試作開発手法の確立

3282 2521120423

岐阜県

株式会社七福

氷温熟成と低温蒸気による旨み・甘みを極限
岐阜信用金庫
に高めた栗素材の開発

3283 2521120424

岐阜県

株式会社デザインラボ

高付加価値化した車両フィルム開発による新
各務原商工会議所
規市場への展開

120／245

十六銀行

十六銀行

3284 2521120425

岐阜県

松屋食品株式会社

地域の食材を使った安心・安全な精肉加工商
岐阜信用金庫
品の開発によるアウトパック化推進事業

3285 2521120429

岐阜県

新和工業株式会社

プレス工程の改善による生産性向上、コスト
競争力強化計画

岐阜信用金庫

3286 2521120433

岐阜県

バイオゲート株式会社

幹細胞（ＥＳ細胞及びｉＰＳ細胞）用培養液（ウ
シ血清製材）の試作開発

商工組合中央金庫

3287 2521120436

岐阜県

山一段ボール株式会社

複雑な梱包構造を可能にするデジタルカッ
ティング機の導入による販路拡大

十六銀行

3288 2521120437

岐阜県

愛岐工業株式会社

センターハウジングの量産加工ラインによる
Ｑ・Ｃ・Ｄの向上と競争力の強化

恵那商工会議所

3289 2521120439

岐阜県

有限会社夢家族

ＣＯ２排出ゼロの新システム移動型除雪処理
岐阜商信用用組合
機の開発の為、試作品作成事業

3290 2521120442

岐阜県

三誠紙工株式会社

パッケージ製造のノウハウを活かした新型
パッケージの開発及び新しい紙製品の開発

税理士法人ＴＡＣＴ高井法博会計事
務所

3291 2521120446

岐阜県

株式会社レーテック

もみ殻を循環エネルギー化する低コストハウ
ス暖房機の開発

中津川商工会議所

3292 2521120448

岐阜県

中村青果株式会社

富有柿を活用した乳酸発酵食品（ヨーグルト
等）の試作開発

本巣市商工会

3293 2521120449

岐阜県

有限会社塚原製作所

メディカル製品製造に向けて、『高精度』『複雑
株式会社みらい経営
形状』加工のための設備導入

3294 2521120451

岐阜県

有限会社交告プラスチック加工

真空キャビティへの射出と低圧型締めによっ
て表面転写の向上と不良現象を改善する成
形法

岐阜信用金庫

3295 2521120452

岐阜県

千代菊株式会社

国際線機内持込用おみやげ品としての１００
ｍℓ瓶詰日本酒の開発

尾関俊寿

3296 2521120454

岐阜県

株式会社富信

新型加工機の導入による生産性向上と加工コ 公益財団法人岐阜県産業経済振興
スト低減化の実現
センター

3297 2521120455

岐阜県

東濃コアー株式会社

紙製パネルの製造効率向上と生産コスト削減
岐阜信用金庫
計画

3298 2521120461

岐阜県

ベンハーはかり株式会社

エネルギー効率が高く捕獲性能に優れた新型
税理士法人成和
捕虫器の研究開発事業

3299 2521120469

岐阜県

アダプトゲン製薬株式会社

健康食品ＧＭＰ取得による新たな食品機能性
大垣共立銀行
表示制度に対応した販路拡大事業

3300 2521120475

岐阜県

株式会社堀田工業所

大型ＮＣ複合機の導入による多品種・小ロット
海津市商工会
受注への対応力の向上

3301 2521120481

岐阜県

河合石灰工業株式会社

新紡糸方式による高機能ナノファイバーフィル 公益財団法人岐阜県産業経済振興
ターろ材の事業化
センター

3302 2521120483

岐阜県

ヤマカトラストホームズ株式会社

地下水利用型地中熱システムの試作開発と
それを搭載した省エネ住宅の開発

3303 2521120485

岐阜県

新興窯業株式会社

８０℃の乾燥で一般産廃溶融スラグを７０％混
東濃信用金庫
ぜたセラミックブロックを作成する

税理士法人ＴＡＣＴ高井法博会計事
務所

3304 2521120486

岐阜県

株式会社坂本

ＹＡＧレーザー溶接機の導入による製品種類
の拡張と、特許技術の活用による製品開発力 北陸銀行
の強化

3305 2521120488

岐阜県

ヒューマニック株式会社

義肢装具士によるＩＴ技術を用いたオーダーメ 公益財団法人岐阜県産業経済振興
イドインソールの試作開発
センター

3306 2521120489

岐阜県

ＤＡＩＳＥＮ株式会社

発泡樹脂成形品に繊維を漉き高強度・高機能
十六銀行
化する為の最適製造方法の確立

3307 2522120343

静岡県

タマチ工業株式会社

組立カムシャフト試作・開発スピードアップの
ための設備導入

3308 2522120344

静岡県

株式会社サンコー分析センター

「工場環境診断サポート」の品質分野への派
浜松信用金庫
生展開

3309 2522120345

静岡県

有限会社リード創研

次世代半導体ウェハー用精密研磨砥石の開
焼津信用金庫
発

3310 2522120347

静岡県

オーム電機株式会社

再生可能エネルギー利用を目的としたヒート
ポンプユニットの開発

静岡銀行

3311 2522120358

静岡県

株式会社仁生堂

緑茶の品質保持期限を長期化させた新緑茶
製品の製造・販売

ＲＳ経営コンサルティング

121／245

城南信用金庫

3312 2522120359

静岡県

不二工機製造株式会社

高精密金型部品の仕上げ工程における精度
浜松信用金庫
確保の実現

3313 2522120361

静岡県

株式会社キャップ

健康機器部材向けのマグネシウム板材による
浜松信用金庫
プレス加工法の確立

3314 2522120362

静岡県

株式会社オールライフサービス

そのままでは食材として利用できないナタ豆
を、付加価値ある食材に仕上げる食品加工技 磐田信用金庫
術の確立

3315 2522120363

静岡県

株式会社にんべん

めんつゆのキャップ締結及びラベル印字の自
動検査・排斥装置の開発による生産プロセス みずほ銀行
強化

3316 2522120364

静岡県

株式会社安田製作所

医療分野向け試作品作製における３Ｄプリン
タ導入によるリードタイム短縮とローコスト化 静岡中央銀行
の実現

3317 2522120365

静岡県

株式会社プラポート

高品質なアクリルディスプレイ製品の試作開
発によるビジネス領域拡大

3318 2522120372

静岡県

有限会社三光

段ボール原紙加工に於ける生産性の効率化
静岡銀行
と安全対策のための設備改造

3319 2522120373

静岡県

株式会社山田

ドライセパレータを用いた排水処理技術による
浜松信用金庫
低コスト生産体制の確立

3320 2522120374

静岡県

株式会社ウィンド１９

小型風力発電機と太陽光パネルを備えたタ
ワー型５ＫＷ 発電機の開発

富士商工会議所

3321 2522120375

静岡県

古山精機株式会社

鉄棒素材への新たな塑性加工、切削加工法
の開発

浜松信用金庫

3322 2522120382

静岡県

エス・ケー・アイ株式会社

大物シャフト生産体制の構築による新マー
ケット獲得事業

静岡銀行

3323 2522120387

静岡県

株式会社エムイーシー

スパッタ材代替のフレキシブル銅めっき基板
の開発と事業化

浜松信用金庫

3324 2522120389

静岡県

原田精機工業株式会社

「航空宇宙産業界における難削材切削製品の
税理士法人坂本＆パートナー
低コスト化および短納期化」

3325 2522120390

静岡県

アート電子株式会社

ノイズ対策のための車載用電子機器設計シス
浜松信用金庫
テムの構築

3326 2522120392

静岡県

株式会社新日本精機

金型検査工程の３Ｄデジタル化による、高精
度・高効率化への実現

3327 2522120394

静岡県

株式会社シングウ技研

複合同時５軸旋盤導入による、血液自動分析
三島信用金庫
装置の基幹部品生産の大幅な拡大

3328 2522120395

静岡県

株式会社ミカサ

食を楽しむ園児弁当の開発

磐田信用金庫

3329 2522120398

静岡県

アローズジャパン株式会社

スポーツビジョンの新しい測定装置の開発と
それを使ったトレーニングの提供

浜松信用金庫

3330 2522120399

静岡県

有限会社オーキッド

小動物（ペット）用尿管ステントの開発による
国内市場シェア確保

静岡銀行

3331 2522120400

静岡県

株式会社さの萬

ソルトエイジングビーフ並びにソルトエイジン
グジビエの開発及び美味しさの可視化

芝川商工会

3332 2522120401

静岡県

株式会社明光電化工業所

次世代の自動車部品用鍍金である高Ｎｉ Ｚｎ
ＲＳ経営コンサルティング
－Ｎｉ合金鍍金の実用化開発

3333 2522120406

静岡県

エムケンクラフト

加工能力向上による高付加価値、複雑形状
屋外広告の提供

3334 2522120407

静岡県

株式会社平野工業製作所

溶接レス自動車用マフラーを、リバースエンジ
浜松信用金庫
ニアリングで提供

3335 2522120408

静岡県

株式会社南食品

マグロ残渣を活用した付加価値の高い養殖ウ
静岡銀行
ナギ用生エサの開発及び販売体制の構築

3336 2522120409

静岡県

株式会社佐藤工機

空調機用配管部品の精密加工対応設備の開
静岡銀行
発・導入

3337 2522120410

静岡県

大建産業株式会社

多品種・少量品に対応するダイレクトハンド
ティーチング方式ＴＩＧ溶接ロボットシステムの 浜松信用金庫
開発

3338 2522120414

静岡県

有限会社石野製作所

高機能ＮＣ横中ぐりフライス盤導入による新製
静清信用金庫
品「増速度スピンドルユニット」試作・開発

122／245

静清信用金庫

浜松信用金庫

浜松信用金庫

3339 2522120415

静岡県

有限会社水野鉄工

製品の設計、製造から精度評価までの一貫し
税理士法人コンサルタンシー
た社内生産体制の確立

3340 2522120417

静岡県

エヌイー株式会社

高精度ＮＣ旋盤導入による重切削技術の向上 静岡銀行

3341 2522120419

静岡県

有限会社原製作所

自動起動防止機能付き、小型制御ユニットの
三島信用金庫
開発

3342 2522120420

静岡県

西光エンジニアリング株式会社

マイクロ波加熱と電熱加熱を併用する乾燥機
静岡県商工会連合会
の開発と販売

3343 2522120423

静岡県

株式会社今村鋳造所

超音波探傷器・硬度計導入による「不良率・コ
スト低減」～「鋳造技術力向上」～「鋳造
袋井商工会議所
事業構造改革」へ

3344 2522120424

静岡県

有限会社大和技研

低コスト・短納期を実現する『ＣＦＲＰ部品ハイ
静岡中央銀行
ブリッド成形方法』の開発

3345 2522120426

静岡県

株式会社望月鉄工所

ロボット溶接機の導入による品質の高位安定
静岡銀行
化、技術承継問題の克服

3346 2522120427

静岡県

株式会社甲斐工業

多品種・小ロット化と短納期化、及び低コスト
化を同時に実現する技術高度化

3347 2522120431

静岡県

株式会社もちひこ

テントシートの溶着接合による強度・安全性の
静岡銀行
向上に寄与する縫製事業の確立

3348 2522120433

静岡県

有限会社三和製作所

高付加価値高精度切削加工技術確立

3349 2522120434

静岡県

三生医薬株式会社

ソフトカプセル「皮膜」の生産効率の向上と短
静岡銀行
納期化対応

3350 2522120435

静岡県

テック大洋工業株式会社

環境配慮型耐候性鋼表面処理剤「ウエザリン
三島信用金庫
グプロ」の量産技術開発

3351 2522120437

静岡県

国本工業株式会社

溶接不要な金属パイプとフランジの革新的接
浜松信用金庫
合構造の開発・評価による事業化

3352 2522120443

静岡県

株式会社トリイ

設計データ等が現有しない金型等の再生事
業への展開

3353 2522120446

静岡県

藤和乾物株式会社

乾椎茸等の乾物のトレーサビリティの実施とＦ
静岡銀行
ＳＳＣ２２０００認証対応工場へのハード強化

3354 2522120448

静岡県

株式会社セラフト

ローコストで量産可能な家庭用燃料電池向け
浜松信用金庫
耐熱断熱機能を有する複合・新機能材料技術

3355 2522120452

静岡県

株式会社森田木工所

蒲鉾板製造工程における画像処理技術を用
いた自動切断装置の開発

島田信用金庫

3356 2522120453

静岡県

大洋株式会社

高品質オーダーメイド組立家具の開発

島田信用金庫

3357 2522120455

静岡県

株式会社エス・イー・シー

革新的なプレス手法の導入による大幅な生産
磐田信用金庫
コストダウンの実現

3358 2522120456

静岡県

株式会社エヌビー精密

高精度複雑形状プレス部品の大型金型の製
静岡銀行
作

3359 2522120458

静岡県

有限会社上杉製作所

難削材料の加工技術確立により高精度・短納
三島信用金庫
期を実現した競争力強化事業

3360 2522120460

静岡県

有限会社伊藤建設

軽量化で安全性、意匠性に優れたフェイクの
磐田信用金庫
エクステリア施工商品の開発

3361 2522120461

静岡県

日本レ－ベル印刷株式会社

紙積機の導入により作業の軽減と印刷の効
率化を図る。

3362 2522120465

静岡県

有限会社鈴木工機

単品・多品種少量加工の高速・高剛性切削加
浜松信用金庫
工技術の確立

3363 2522120467

静岡県

エヌビーシー株式会社

故障が少ないチェーン構造の無給油電動昇
降式車止めポールの試作開発

3364 2522120469

静岡県

株式会社伊藤製作所

高精密金型製作による蓄電池等成長分野部
清水銀行
品の開発生産体制の構築

3365 2522120470

静岡県

株式会社ホンダ

最新式自動マルチカッティングマシンの導入
によるフレキシブルな生産体制の確立

123／245

静清信用金庫

浜松信用金庫

磐田信用金庫

静岡銀行

植松経営労務事務所

富士市産業支援センターｆ－Ｂｉｚ

3366 2522120471

静岡県

有限会社山崎精機製作所

複合加工機の導入と社内体制整備による治
具加工の高度化

三島信用金庫

3367 2522120472

静岡県

矢崎化工株式会社

キャスターの自由車輪・固定車輪切り換えシ
ステムの開発

静岡銀行

3368 2522120477

静岡県

新高山株式会社

極小曲げパイプベンダーのサーボ化による品
静岡銀行
質とコストの両立

3369 2522120479

静岡県

株式会社ユーエス

複雑形状化する製品の短納期化・高精度化
ニーズに対応する曲げ加工技術の確立

3370 2522120481

静岡県

株式会社パロン

ＥＩＡ規格に準拠した高精度な医療用の什器及
商工組合中央金庫
び接続端子盤の開発

3371 2522120482

静岡県

株式会社ヨシモト印刷社

環境負荷が少ない水性フレキソ印刷の多色
再現技術の確立と効率的な多品種小ロット生 静岡信用金庫
産体制の構築

3372 2522120483

静岡県

サクマ興産株式会社

グローバル競争に勝ち抜くための多式バイス
大垣共立銀行
加工法の開発とＱＣＤ向上

3373 2522120485

静岡県

株式会社増田鉄工所

自動車内装樹脂部品用「ピアス金型」の高効
静岡中央銀行
率生産システムの構築

3374 2522120488

静岡県

ナックフィーディング株式会社

「シンク直付けのフィルター式阻集器のユニ
バーサル商品化」

清水銀行

3375 2522120489

静岡県

株式会社ユーエスフーズ

専門店の差別化された新浜松餃子を開発し
全国通販と業務用の卸売り販売する。

浜松信用金庫

3376 2522120490

静岡県

佐藤金型株式会社

コイルボビン用金型の切削加工に於ける製造
掛川信用金庫
技術の確立

3377 2522120491

静岡県

タツミ工業株式会社

『大型ブローチ切削加工』の高度化による低コ
静岡銀行
スト生産手法の開発計画

3378 2522120498

静岡県

三丸機械工業株式会社

患者の会話を可能にするスピーチカニューレ
三島信用金庫
及び発声補助システムの開発

3379 2522120499

静岡県

株式会社新興テクノ

回転刃による荷崩機能を搭載した古紙原料投
富士商工会議所
入ラインの試作開発

3380 2522120500

静岡県

有限会社ファイブエスファーム

社内バリューチェーン改善計画の内、生産性・
静清信用金庫
高品質製品の対応力強化に資する取組

3381 2522120504

静岡県

株式会社オプトコム

均一で緻密かつ蛍光発光を抑えた拡散反射
磐田信用金庫
面をもつ大型積分球の作製・修繕技術の開発

3382 2522120508

静岡県

海野木型製作所

小型マシニングセンタ導入による製品製造体
静清信用金庫
制の強化

3383 2522120509

静岡県

株式会社エヌエスティー

紛体処理用プラズマ表面処理装置の開発

3384 2522120510

静岡県

金子歯車工業株式会社

高効率検査体制の構築による航空機部品の
静岡銀行
生産性向上及びコストダウンの実現

3385 2522120516

静岡県

株式会社東海製鋸鋼業所

レーザマーカによるダイヤモンド砥石の三次
元立体加工の開発

3386 2522120517

静岡県

有限会社小林金属製版所

金属銘板製造技術を応用したオリジナルオー
三島信用金庫
ダー雑貨の製造・販売

3387 2522120520

静岡県

パスコン株式会社

フリップチップとＳＭＤ（表面実装部品）混載実
装の内製化、および小ロット、短納期体制構 浜松信用金庫
築

3388 2522120521

静岡県

株式会社竹屋旅館

糖尿病患者にも提供できる宅配可能スイーツ
静岡銀行
「いとをかし」の開発・製造

3389 2522120522

静岡県

アリメント工業株式会社

ナノ化食品を製造するための超微粒粉砕機等
清水銀行
の導入。

浜松信用金庫

浜松信用金庫

菊川市商工会

3390 2522120523

静岡県

有限会社新栄樹脂

自動車向けのヘッドライトのデザイン多様化、
短納期化、品質安定化に対応した若手従業
島田信用金庫
員への技能伝承を実現するヘッドライトブラス
チック成形加工技術の確立

3391 2522120524

静岡県

山宗株式会社

自動車用大型プラスチック部品の高信頼性・
低コスト生産プロセスの構築

3392 2522120525

静岡県

有限会社山一製作所

太径棒鋼材対応ＮＣ複合旋盤による 工程の
静岡中央銀行
簡素化対応強化計画

124／245

浜松信用金庫

3393 2522120534

静岡県

株式会社味香美

柑橘類の残渣から抽出した濃縮エキスを利用
磐田信用金庫
した果肉入りドレッシング・たれの開発

3394 2522120535

静岡県

株式会社ホリックス

人体に埋設する骨接合用品加工技術のレベ
ルアップ及び量産化

静岡銀行

3395 2522120536

静岡県

株式会社丸武部品

短納期化・低コスト化を目指した加工工程の
改良と新たな切削加工技術の開発

浜松信用金庫

3396 2522120537

静岡県

鈴重工業株式会社

３Ｄ－ＣＡＤ導入による提案型の“見えるもの
づくり化”の推進

焼津信用金庫

3397 2522120538

静岡県

株式会社フジコーポレーション

次世代自動車用ブレーキシステム開発

静岡銀行

3398 2522120539

静岡県

ミスズ産業有限会社

ペン先用細幅フェルト打ち抜き裁断機と打ち
抜き用金型の開発と提供

磐田信用金庫

3399 2522120540

静岡県

有限会社勝又製作所

薄肉異形大口径パイプの曲げ加工を低コスト
三島信用金庫
で実現するための金型装置開発

3400 2522120544

静岡県

株式会社エムケーエンジニアリング 「マグロ専用自動三枚おろし機」の試作開発

3401 2522120545

静岡県

みたか工業株式会社

金型製作内製化による新規受注競争力の向
静岡銀行
上

3402 2522120551

静岡県

有限会社桜道ふとん店

世界初の臥床姿勢の３Ｄ計測器を使用したフ
静岡銀行
ルオーダー敷布団と枕の商品開発と販売

3403 2522120552

静岡県

株式会社レイズ

高剛性でしかも軽量化した鋳造工法自動車用
ＭＯ共同会計
アルミホイールの製造

3404 2522120553

静岡県

株式会社オンデマンド研究所

「低価格合成紙対応カラーラベルプリンターの
三島信用金庫
試作開発」

3405 2522120557

静岡県

有限会社三光技研

測定体制の高度化による治具精度管理シス
テムの確立

浜松信用金庫

3406 2522120558

静岡県

有限会社秋山製作所
クオリ株式会社

水解紙を材料とする“トイレに流せる検尿容
器”の開発

静岡中央銀行

3407 2522120560

静岡県

株式会社ＮＳＭ

熱交換器用真鍮製多穴分流器と銅継手の異
静岡銀行
種金属自動溶接化

3408 2522120561

静岡県

大和鋼材株式会社

産業機械用鋼材プレカット納入技術の高度化
静岡中央銀行
による短納期・高精度化の実現

3409 2522120564

静岡県

株式会社藁科ジャパン

ギャホーニング技術を基盤とした世界初のイ
ンターナルギャホーニング工法の開発

富士市産業支援センターｆ－Ｂｉｚ

3410 2522120565

静岡県

株式会社フードサービストーワ

食品の硬さ制御技術「凍結含浸法」を用いた
おいしく食べやすい介護食の開発

浜松信用金庫

3411 2522120568

静岡県

株式会社吉村

品質保証期間２年以上の複合フィルムオンデ イー・マネージ・コンサルティング協
マンド印刷パッケージの開発
同組合

3412 2522120576

静岡県

株式会社ＡＰマシンズ

機能回復リハビリテーションのための足首スト
浜松信用金庫
レッチロボットの商品化

3413 2522120577

静岡県

中部レジン株式会社

植物工場等で使用される新たな高設栽培用
水耕パネルの開発

3414 2522120578

静岡県

株式会社東海工機

内径研削盤の導入による高精度、短納期、多
磐田信用金庫
品種小ロット生産体制の構築

3415 2522120579

静岡県

株式会社ビートセンシング

製薬研究開発用の近赤外分光センサーシス
テムの開発

3416 2522120583

静岡県

三鈴工業株式会社

新規な微生物固定化接触材を利用したメタン
まきの会計事務所
発酵装置の試作開発

3417 2522120584

静岡県

青木青果店

少子高齢化・女性の社会進出・食の変化に対
静清信用金庫
応する革新的スーパーの確立

3418 2522120585

静岡県

株式会社桐山

ヒノキ風呂の製造工程機械化による品質の安
富士商工会議所
定化と増産体制の確立

3419 2522120587

静岡県

株式会社イズラシ

ナイロンナットの戻り止め機能に対する不適
合品の撲滅

3420 2522120589

静岡県

株式会社旭洋工業製作所

金型刃部研削作業の機械化と単品精度保証
長泉町商工会
への取り組み

125／245

静清信用金庫

静岡銀行

清水銀行

静岡中央銀行

3421 2522120591

静岡県

佐原工業株式会社

精密樹脂成形部品獲得の為の高精度な品質
浜松信用金庫
保証体制の確立

3422 2522120593

静岡県

株式会社アルプスエンジニアリング

新素材に対応する高効率、省電力マイクロブ
浜松信用金庫
ラスト装置の開発

3423 2522120594

静岡県

有限会社巴機械鉄工所

機械加工における超高精密加工の実現

商工組合中央金庫

3424 2522120595

静岡県

株式会社エンゼル産業

半身浴用浴槽蓋「バスタブル」の商品化に向
けた新たな加工技術の導入

静岡銀行

3425 2522120596

静岡県

新清水機械協業組合

最新鋭マシニングセンタの導入による生産能
商工組合中央金庫
力の高精度化・高効率化

3426 2522120597

静岡県

株式会社エス・ティー・ケー製作所

金属加工技術を最大限に活かす試作開発最
三島信用金庫
速化事業の確立

3427 2522120598

静岡県

株式会社エーユー

金型冷却金具の工程進捗情報の見える化と
加工技術の開発により品質の向上と短納期を 三島信用金庫
実現する

3428 2522120600

静岡県

株式会社加賀美製作

マシニングセンター導入による、自動車部品
製造の高精度化と短納期化

3429 2522120603

静岡県

株式会社イデア

機械部品設計から高精度品質保証までの生
静清信用金庫
産プロセス向上及び競争力強化

3430 2522120604

静岡県

オオスズ技研株式会社

ターボ業界において過給機タービンのシール
浜松信用金庫
ド性能アップ

3431 2522120605

静岡県

株式会社カッター産業

検査工程の高度化による高精度な切削工具
の提供

浜松信用金庫

3432 2522120606

静岡県

有限会社鎌田製作所

ワイヤー放電加工機導入による大型で精度
の高い金型の試作と一貫生産方式の確立

磐田信用金庫

3433 2522120608

静岡県

日守電機株式会社

ワイヤーハーネス製造における品質向上、短
静岡銀行
納期対応による競争力強化

3434 2522120609

静岡県

明和精機株式会社

自動車ランプのＬＥＤ化に向けたプラスチック
金型の高品質化

静清信用金庫

3435 2522120611

静岡県

藤浦工業株式会社

射出成形による「蓄光ねじ」の試作・開発

静岡銀行

3436 2522120612

静岡県

株式会社山口製作所

新設備導入による試作開発短納期対応強化
静岡銀行
と低工数量産化製造プロセスの開発

3437 2522120613

静岡県

株式会社ｉＳＥＥＤ（アイシード）

高齢者との相互通信が可能な見守りロボット
三島信用金庫
型テレビ電話の開発

3438 2522120614

静岡県

株式会社浜ネオン工芸

耐久性に優れたステンレス製立体的文字製
法の確立

3439 2522120617

静岡県

ヌマセン株式会社

高性能印刷設備及び排水設備の導入による
静岡銀行
段ボール函の付加価値向上計画

3440 2522120618

静岡県

株式会社オーエス機工

横型ＮＣフライスの導入による短納期・コスト
削減と高精度化による競争力強化

税理士法人コンサルタンシー

浜松信用金庫

静岡銀行

3441 2522120622

静岡県

Ｎ－ｐｒｏｔｏ

高張力鋼板用のトランスファー金型技術を活
用するＥＶ高圧コネクターハウジングの新工法 島田信用金庫
開発

3442 2522120623

静岡県

株式会社アドビック

モーター性能を向上させる真四角線コイルの
磐田信用金庫
試作品開発と提供

3443 2522120627

静岡県

小出エンヂニアリング株式会社

高加工精度切削部品ニーズへの対応の為の
磐田信用金庫
品質保証体制の確立

3444 2522120630

静岡県

株式会社ソーキナカタ

高精度サーボモーター使用の高精度ピストン
商工組合中央金庫
式定量充填機の開発

3445 2522120631

静岡県

藤本工業株式会社

ばり取りラインの自動化実現による女性や熟
浜松信用金庫
年労働者の積極的雇用推進

3446 2522120635

静岡県

株式会社松岡カッター製作所

金属切削用刃物を高精度・安価・短納期で安
静岡銀行
定供給する体制の構築

3447 2522120638

静岡県

有限会社神谷金属工業

３次元形状を加工する技術の確立と短納期要
浜松信用金庫
請への対応力向上

126／245

3448 2522120642

静岡県

有限会社かねはち

サバの燻製化の実現による魚の加工工程の
静岡銀行
高度化

3449 2522120645

静岡県

有限会社佐藤機械工業

難加工材を利用した特殊部品加工工程の短
納期・コストダウンの実現

3450 2522120647

静岡県

株式会社マルエ製作所

高機能板金加工機の導入による量産化検討
用試作品・量産品の拡販と納期短縮及びコス 静岡中央銀行
ト削減

3451 2522120648

静岡県

株式会社ヒリュー精工

短納期化・高品質に対応できる金属加工部品
浜松信用金庫
の生産体制の構築

3452 2522120651

静岡県

有限会社パリシ

顧客の安心・安全を保証する新たな自動車修
静岡銀行
理サービスの確立事業

3453 2522120652

静岡県

フジメタル株式会社

高性能プレス機導入による新市場開拓と低コ
静岡銀行
スト・省エネ化及び生産効率の向上

3454 2522120653

静岡県

株式会社三幸製作所

線材の金属プレス加工を代替する革新的全
自動ベンダー加工・検査技術の構築

3455 2522120654

静岡県

杉山晃雄

３Ｄプリンタなどを活用した「未来工房ＤＩＧＩ∞ ＴｍａＨ！コンサルティング 大石中
ＢＡＳＥ」によるサービス提供・運営
小企業診断士事務所

3456 2522120656

静岡県

有限会社セルケン

工作機械主軸テーパ穴再研削修正の為の、
小型研磨機の試作開発

3457 2522120657

静岡県

山梨金属工業株式会社

生産効率向上の為の改良付帯設備の検討～
静岡銀行
導入

3458 2522120658

静岡県

富士商工株式会社

プリント基板の製造時間・製造コスト・品質を
大幅に改善する自動乾燥装置の開発

眞野吉三雄税理士事務所

3459 2522120661

静岡県

株式会社スズゲン

高精度、高効率測定の確立による・品質保
証・短納期・低コスト飛躍実現

清水銀行

3460 2522120662

静岡県

西尾金庫鋼板株式会社

高電流デジタル式スポット溶接機導入による
溶接品質安定化及び高耐食性ロッカーの試
作開発

静清信用金庫

3461 2522120665

静岡県

株式会社鈴木商店

錆びにくく、且つ 水素脆性のおこらない高力
静岡信用金庫
ボルトの表面処理

3462 2522120667

静岡県

橋本螺子株式会社

測定技術の高度化による医療機器業界向け
浜松信用金庫
高度品質保証体制の確立

3463 2522120668

静岡県

株式会社フジメタル

自動車用エンジン部品の製造工程に於ける
生産プロセスの構築

3464 2522120676

静岡県

三立興業株式会社

自動車のＬＥＤ照明用樹脂レンズの成形技術
島田信用金庫
の開発

3465 2522120677

静岡県

有限会社キョウワクリエーティブ

エコパネルシステム（ＥＰＳ）割付け・積算ＣＡＤ
静岡銀行
システムの開発と事業化

3466 2522120678

静岡県

橋本エンジニアリング株式会社

非接触三次元座標測定器を用いたマルチマ
テリアル車椅子の構造設計

3467 2522120680

静岡県

株式会社ダブリュウピイアイ

超精密複合加工機と高技術力オペレーターを
融合し、炭素繊維製造装置部品の高度化実 静岡銀行
現。

3468 2522120683

静岡県

有限会社明昌工業

ラジエターキャップ組み付け機の電動ロボット
浜松信用金庫
ラインの開発

3469 2522120688

静岡県

株式会社中村鉄工所

先進的福祉機器部品の製造工程の見直しと
短縮化の実現

3470 2522120689

静岡県

羽立工業株式会社

厚肉球体形状の多層インサート成形技術の
高度化によるグラウンドゴルフ製品事業の展 浜松信用金庫
開

3471 2522120692

静岡県

内田工業株式会社

歯車の旋盤加工用子爪（ｌａｔｈｅ ｊａｗ）の海外
市場獲得の為の生産プロセス変更によるコス 静岡銀行
ト低減

3472 2522120694

静岡県

有限会社カクニンベンうさぎ屋食品

まぐろ・かつおの佃煮製造における均一加熱
静岡中央銀行
処理による品質向上策

3473 2522120696

静岡県

デンタルマンラボ

生産工程の短縮、効率改善のためのデジタル
静岡銀行
化への取り組み

3474 2522120697

静岡県

株式会社ＡＫＡＩＳＨＩ

中高齢者の為の屈曲指向性を持つ靴の開発

127／245

静岡中央銀行

浜松信用金庫

三島商工会議所

三島信用金庫

浜松信用金庫

磐田信用金庫

税理士法人アークネット 静岡事務
所

3475 2522120700

静岡県

株式会社杉電工

ケーブル敷設方式の転換による工事品質向
上と価格競争力の強化

3476 2522120702

静岡県

株式会社サンパーツ

レーザー加工技術高度化による「高品質」「短
静岡銀行
納期化」の実現化

3477 2522120703

静岡県

株式会社カクト・ロコ

知る、見る、遊ぶ！ワンクリックで多肉植物図
遠州信用金庫
鑑計画

3478 2522120704

静岡県

株式会社高部鉄工所

自動車用テンショナープーリーのＶ溝形状加
工対応と加工工程の簡素化

3479 2522120707

静岡県

オーエムプランニング株式会社

次世代ＰＥＴ装置の高分解能化のための、薄
浜松信用金庫
肉加工技術の導入

3480 2522120711

静岡県

株式会社スグロ鉄工

６Ｆ材穴あけ加工の加工精度向上と短納期化
三島信用金庫
の実現による競争力強化

3481 2522120717

静岡県

株式会社アルケムジャパン

高度な比重選別によるレアメタルの効率的回
浜松信用金庫
収技術の確立

3482 2522120721

静岡県

有限会社小沼製餡所

「多用途チューブ型あん」製餡業界革新的商
品開発・販売拡大事業

3483 2522120722

静岡県

ＴＳＫ株式会社

蒸着ベリリウム箔の圧延によるＸ線透過膜の
浜松信用金庫
製造

3484 2522120726

静岡県

株式会社金原工業所

ロボット溶接機の導入による溶接技術革新及
静岡銀行
び生産の効率化事業

3485 2522120727

静岡県

株式会社アスキー

高品質ドレインボルト圧入カシメ技術の数値
化による接合技術の高度化

3486 2522120728

静岡県

中村建設株式会社
株式会社沙羅

土壌汚染対策のための新規な原位置浄化シ
静岡銀行
ステムの開発

3487 2522120729

静岡県

芝原工業株式会社

レーザー溶接を活用し低熱歪みで高精度な溶
浜松信用金庫
接製品の生産体制の構築

3488 2522120730

静岡県

株式会社環湊

魚河岸シャツをベースとした女性専用の「浜
シャツ」の開発

3489 2522120731

静岡県

有限会社鈴宏鉄工所

高精度・高能率工程の構築による競争力強化
清水銀行
の実現

3490 2522120734

静岡県

株式会社落合製作所

マイクロ波乾燥機のオーブン効率改善並びに
高出力化に伴う殺菌機製造のためのレー
静岡銀行
ザー加工機の応用

3491 2522120737

静岡県

富士紙管株式会社

省エネルギー化・資源リサイクルを可能とする
特殊乾燥技術を用いた紙管製造プロセスの 静岡中央銀行
改善

3492 2522120739

静岡県

株式会社セイワ

お家の塗装まるごと１０年保証：鉄部の塗装に
静岡銀行
おける長期耐候性技術開発

3493 2522120740

静岡県

本多研工株式会社

量産品から小ロット受注まで幅広く短納期に
対応できる精密切削加工工程の確立

3494 2522120742

静岡県

株式会社ヨーゼン

リチウムイオン電池の接続部形成技術の高度
静岡銀行
化と新たな電池パックの試作開発

3495 2522120743

静岡県

株式会社テクニカルサポート

高カスタマイズ性・高拡張性計測・制御システ
浜松信用金庫
ムを有した１２５ｋＷモータ試験評価装置

3496 2522120745

静岡県

みずほ産業株式会社

溶接用コンタクトチップ製造多機能化・不良率
静岡銀行
低減・生産量増による顧客対応

3497 2522120747

静岡県

有限会社須山工業所

自動車用金型の製造工程強化に係るボトル
ネックの解消

3498 2522120748

静岡県

株式会社古山鋼材

大型２サドルＣＮＣ旋盤の導入による、高精度
静岡銀行
加工の確立と、高能率加工技術の開発

3499 2522120749

静岡県

株式会社東洋鐵工所

生産プロセス改善による新たな品質保証体制
浜松信用金庫
の構築

3500 2522120751

静岡県

株式会社コーリツ

鉄製シフトフォーク部品の軽量化を実現する
試作開発事業

3501 2522120753

静岡県

アストム株式会社

高密度実装品対応（インレイ技術）による信頼
浜松信用金庫
性確保の事業活動

128／245

静清信用金庫

浜松信用金庫

掛川商工会議所

浜松信用金庫

鈴木國弘税理士事務所

静岡中央銀行

静清信用金庫

静岡銀行

3502 2522120754

静岡県

㈱メイコー

食品・医薬品・化粧品産業の生産性向上ニー
静清信用金庫
ズへの対応力強化

3503 2522120755

静岡県

オブリック株式会社

当社開発の非常用独立電源を活用した防災
拠点パッケージの開発

3504 2522120758

静岡県

株式会社ポリシス

ガラスを代替する超硬質透明ウレタン樹脂の
浜北商工会
研究開発

3505 2522120760

静岡県

株式会社榛葉鉄工所

医療機器（鉗子）を中心とした各種試作品の
高精度・短納期を可能にする精密加工技術の 静岡銀行
高度化

3506 2522120764

静岡県

日研フード株式会社

茶殻の調味料原料化を実現する新技術開発
静岡銀行
事業

3507 2522120767

静岡県

増田金属㈱

最新サーボプレス機導入による生産プロセス
静清信用金庫
の改善及び難作材の加工精度向上

3508 2522120770

静岡県

有限会社岡村産業

太陽光発電システムの発電量の損失をなくす
公益財団法人静岡県産業振興財団
為の制御装置の試作開発

3509 2522120774

静岡県

株式会社ＳＰＬＹＺＡ

スポーツ用ウェブコーチングアプリケーション
の実用化

3510 2522120775

静岡県

㈱サンテックイシカワ

航空・医療分野にも対応する複雑形状・高精
静清信用金庫
度部品加工の多様化と技術の向上

3511 2522120778

静岡県

株式会社ナントー精密

歯科用ジルコニアインプラントの製品化

3512 2522120782

静岡県

株式会社鈴長鉄工所

複合型測定機を用いた製品検査の自動化に
浜松信用金庫
よる高精度・短納期体制の構築

3513 2522120784

静岡県

株式会社西川機械製作所

大物アルミ鋳造品の切削加工精度の向上と
加工工程改善

3514 2522120785

静岡県

サンワ化学株式会社

施設用、家庭用のコンパクト且つ大容量の蓄
鈴木達雄税理士事務所
熱槽の開発

3515 2522120787

静岡県

株式会社後藤製作所

プレス金型の新加工方法の確立による品質
向上、精度向上事業

3516 2522120792

静岡県

株式会社ミツムロ

水回り用品、介護用金属パイプのステンレス
清水銀行
化に伴う曲げ加工技術の確立

3517 2522120796

静岡県

瀬名川工業株式会社

断熱パネル製造ラインのボトルネック解消に
よる生産性の向上

3518 2522120800

静岡県

合資会社横田輪業

ミッドシップカーゴをデザインしたビジネスマン
浜北商工会
向けシティサイクルの開発と販売

3519 2522120802

静岡県

岳南有機株式会社

医療機関で使用する、テープを使わない新た
静岡銀行
なチューブ固定具の試作開発

3520 2522120803

静岡県

有限会社トーヨー工機製作所

研磨工程の内製化による精密加工部品の一
貫加工体制の構築、被鉄金属加工による事 三島信用金庫
業の拡充

3521 2522120804

静岡県

株式会社エムアイシー

各種専用機の提案型受注に依る納期短縮と、
浜松信用金庫
品質保証体制の確立

3522 2522120806

静岡県

崇和株式会社

溶接工程効率化による海外生産品需要の獲
静岡銀行
得

3523 2522120807

静岡県

和田工業有限会社

金属プレス金型の高精度・短納期技術による
静岡銀行
低コスト生産及び売上拡大方法の確立

3524 2522120811

静岡県

株式会社マルマ

柑橘選果設備改善改修工事

3525 2522120812

静岡県

ソネック株式会社

世界初となるチタン合金製の外装塗装ノズル
静岡銀行
の開発

3526 2522120815

静岡県

株式会社三協

血管塞栓術に用いる塞栓剤撹拌注入器の開
静岡銀行
発 （施術者の被爆防止にも役立ちます）

3527 2522120817

静岡県

ソニックシステム株式会社

音場評価システムとラインアレイスピーカーシ
浜松信用金庫
ステムを用いた音質保証サービスの確立

株式会社エヌビーエス

ＬＮＧ専用バルブの製造工程を見直し高品付
加価値化の実現、海外メーカーとの競争力強 静岡銀行
化

3528 2522120818

静岡県

129／245

静岡銀行

浜松信用金庫

静岡中央銀行

磐田信用金庫

静岡銀行

静清信用金庫

静岡銀行

3529 2522120819

静岡県

ＢＥＹＯＮＣＨＥＭＩＣＡ有限会社

試作開発品の多品種生産に対応可能な体制
静岡銀行
の構築

3530 2522120821

静岡県

有限会社中村化成工業

多品種対応力を強化する自動化された高精
度プラスチックの生産体制の構築

3531 2522120822

静岡県

株式会社親和製作所

介護者負担軽減に貢献する入浴介助装置の
遠州信用金庫
生産プロセス最適化事業

3532 2522120823

静岡県

バイオコーク技研株式会社

固体の水素ＭｇＨ２と３～５ｋＷ燃料電池を用
いた非常用電源の開発

3533 2522120824

静岡県

日本総研株式会社

多項目同時モニタリング災害情報常時監視シ
浜松信用金庫
ステムの開発

3534 2522120826

静岡県

須田産業株式会社

微細切込加工によるパッケージの易開封性を
静岡銀行
付与する装置の開発

3535 2522120829

静岡県

株式会社エム・エス・ケー

試作用プレス金型の短納期、低コストの製作
浜松信用金庫
方法を開発し、金型を内製化する

3536 2522120839

静岡県

坂井モーター株式会社

カーアフターマーケットにおける鈑金補修用３
浜松信用金庫
Ｄレーザー研磨技術開発

3537 2522120841

静岡県

鈴春工業株式会社

３次元ＮＣ加工技術の活用

3538 2522120842

静岡県

グローバル・リンクス・テクノロジー
株式会社

ロボット飼育ケージ入替交換式全自動実験動
浜北商工会
物飼育ラック（ロボラック）の開発

3539 2522120843

静岡県

有機市場株式会社

生活習慣病予防の栄養価の高い「発芽発酵
野菜」パウダーの薬膳調味料の商品化。

遠州信用金庫

3540 2522120844

静岡県

興津螺旋株式会社

難加工素材製品転造加工技術開発

清水銀行

3541 2522120845

静岡県

富士芝機工株式会社

自動溶接による溶接部位（産業廃水処理装
富士信用金庫
置）の品質安定・欠陥防止、溶接施工高速化

3542 2522120846

静岡県

仲山貴金属鍍金株式会社

医療用部品へのめっき品開発

浜松信用金庫

沼津商工会議所

静岡銀行

小沢康人税理士事務所

3543 2522120853

静岡県

長泉パーカライジング株式会社

鉄合金コピーローラーを中心とした製品の安
定供給を目指し、管理レベルの高い自動ライ 三島商工会議所
ンの構築

3544 2522120854

静岡県

株式会社杉山製作所

ＵＤテープによるプリプレグシート生産性の効
浜名商工会
率化

3545 2522120860

静岡県

株式会社扶桑工業

ＢＰＷ接合工法を利用した、ボーリングマシン
焼津信用金庫
用ツールス（パイプ）接続部分の高強度化

3546 2522120861

静岡県

テイボー株式会社

合成繊維ペン先の特殊加工技術の習得と生
静岡銀行
産体制構築

3547 2522120862

静岡県

ゴールドウェル株式会社

日常業務効率を向上にする為の透析管理シ
ステムの開発

3548 2522120867

静岡県

株式会社ガーデンソフト

ＢＣＰ導入支援及び事業継続管理（ＢＣＭ）の
望月光男
普及方策

3549 2522120869

静岡県

株式会社志太泉酒造

みかんリキュールを含む地場産米を中心とす
静岡銀行
るオリジナル酒の生産体制の構築

3550 2522120870

静岡県

株式会社プラエンジ

超音波溶接技術の向上によるプラスチック加
静岡銀行
工工程の効率化及び製品の量産化を実現

3551 2522120871

静岡県

有限会社レキップ・ド・ニコ

お菓子のノベルティ「オートクチュールスイー
ツ」のワンストップサービス

浜松信用金庫

3552 2522120873

静岡県

株式会社パテントアイランド

液チョークを使用した建築工具の試作開発

三島信用金庫

3553 2522120875

静岡県

有限会社若商

津波対策用の外壁・屋根材、新製品「ライフ・
清水銀行
フロートパネル」の試作開発

3554 2522120877

静岡県

静浦海産物協同組合

鯖節製造加工技術の活用、削り節粉末を使っ
静岡銀行
た機能性食品の生産実現

3555 2522120881

静岡県

遠州熱研有限会社

熱処理において重要である炭素を安定して計
磐田信用金庫
測できる方式の構築

130／245

静岡銀行

3556 2522120882

静岡県

天星製油株式会社

オイルフィルター処理工程の効率向上による
静岡銀行
環境貢献

3557 2522120886

静岡県

エミック株式会社

高周波３方向同時振動試験装置の開発

3558 2522120889

静岡県

株式会社サエツ冷機工業

鮮魚の鮮度保持期間を伸ばせる脱酸素製氷
静岡銀行
システムの構築

3559 2522120893

静岡県

三共食品株式会社

具材の型崩れがなく、しっかりと味付けされた
静岡信用金庫
和惣菜系レトルトパウチ食品の開発

3560 2522120896

静岡県

株式会社第一製作所

高度医療用計測機器に搭載される新型真空
コンデンサ内臓部品に係る加工技術の開発

3561 2522120898

静岡県

東静電子制御株式会社

ボックスカメラを利用した様々なカメラソリュー
沼津信用金庫
ション

3562 2522120900

静岡県

株式会社山崎工業

「鋳鉄及び溶接構造物のサンドブラスト処理に
商工組合中央金庫
於ける高効率システム技術の開発」

3563 2522120901

静岡県

梅沢鋳工株式会社

鋳鉄の高強度・高品質化と製品ロスを抑える
商工組合中央金庫
品質管理体制の構築

3564 2522120903

静岡県

榊原商店

粉砕処分の小径丸太を利活用する 多用途
高耐久木造建築システムの開発

3565 2522120904

静岡県

東海エンドレス株式会社

尿漏れに悩む男性のための携行蓄尿器の試
林千尋事務所
作開発

3566 2522120905

静岡県

株式会社サイダ・ＦＤＳ

マイクロ波応用・ＰＥＴ用標識化合物高速フ
ロー合成装置の開発

3567 2522120907

静岡県

有限会社五十鈴刃物工業

超硬・高精度刃物用再研磨機（ＰＳＧＶ）導入
静清信用金庫
による研磨技術の高度化

3568 2522120908

静岡県

やまと興業株式会社

自動車用パイプ製品における０．６ＤＲ超極小
静岡銀行
曲げ金型と設備開発

3569 2522120913

静岡県

株式会社アマノ

医療器具等の衛生性向上を目的とした小型
超音波洗浄消毒器の開発

磐田信用金庫

3570 2522120915

静岡県

仙道合成工業株式会社

厚肉部品の射出成形化

磐田信用金庫

3571 2522120916

静岡県

株式会社サンレックス

自動車変速機用部品の精度向上および品質
ＲＳ経営コンサルティング
安定化に向けた検査体制の構築

3572 2522120917

静岡県

株式会社井田商店

異物除去率１００％を実現する原材料選別専
静岡銀行
用ラインの構築

3573 2522120918

静岡県

有限会社服部製作所

切削片を残さない新たな切削方法の開発と高
ＲＳ経営コンサルティング
精度検査体制の確立

3574 2522120922

静岡県

株式会社マルイチ

国際競争力のある低コスト油圧ホース用ナッ
浜松信用金庫
トを実現する旋削・塑性加工技術の高度化

3575 2522120924

静岡県

家山電子工業株式会社

温度対応型樹脂充填とリード線接合法開発に
静岡銀行
よるセンサー製造装置

3576 2522120925

静岡県

有限会社静岡歯科技工所

歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭによる新素材精密加工
への対応

3577 2522120926

静岡県

シンズ工業株式会社

最新の省エネホーニングマシンによる超精密
静岡中央銀行
加工で試作・開発の強化

3578 2522120928

静岡県

株式会社ビルコート

自動はんだ付けロボット導入によるアミューズ 株式会社オオサワ・ビジネス・コンサ
メント用チャンスボタンの量産技術の開発
ルティング

3579 2522120930

静岡県

新居精機株式会社

試作部品加工における高効率加工技術の確
公益財団法人静岡県産業振興財団
立による短納期の実現

3580 2522120934

静岡県

株式会社伊藤製作所

新規ＮＣ旋盤の導入による生産性向上と医
療・生化学分野の新製品量産体制確立

静岡銀行

3581 2522120940

静岡県

アポロ精工株式会社

アルミはんだ付け用超音波装置組込み自動
装置の開発

沼津信用金庫

3582 2522120941

静岡県

ＣＤシステム株式会社

初動体制確立と事故防止を目的とした、抜銃
遠州信用金庫
通知ダブルロック機能付きホルスターの開発

3583 2522120944

静岡県

株式会社ミズ・バラエティー

着ぐるみ使用の全国同時イベント開催を可能
公益財団法人静岡県産業振興財団
にする革新的サービスの提供

131／245

商工組合中央金庫

ＲＳ経営コンサルティング 袴田 学

天竜商工会

鈴木國弘税理士事務所

静清信用金庫

3584 2522120946

静岡県

日本パネル工業株式会社

ウレタン不燃パネル及び耐火断熱パネル加
工の為の新規設備導入計画

3585 2522120950

静岡県

株式会社インテグラ技術研究所

省スペース型長尺対応フラットベッド型プロッ
静岡銀行
ターの開発

3586 2522120953

静岡県

ミヤハラ工機株式会社

より高度なマスターゲージの製作を可能にす
静岡信用金庫
る一貫製造プロセス構築への取組み

静岡銀行

3587 2522120956

静岡県

安間シャーリング工業株式会社

全自動倉庫の災害対策製品販路拡大に向け
た３次元板金ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入およ
静清信用金庫
び多品種小ロット・短納期に対応する生産体
制構築

3588 2522120957

静岡県

岡本製作所

ＬＥＤ照明器具の部品加工用プレスライン増設 島田信用金庫

3589 2522120960

静岡県

株式会社木下製作所

自転車向け電動アシストユニット部品の切削
浜松信用金庫
技術高度化と自動化加工法開発

3590 2522120965

静岡県

橘水産株式会社

多品種少量生産と食品衛生の高度化による
市場要求対応型「ものづくり」

3591 2522120968

静岡県

株式会社ＳＥＴＯ

集水枡の土砂を効率的に回収し、浸透効果の
静清信用金庫
ある素材に入れ替える新たな方法の考案

3592 2522120970

静岡県

渥美工業株式会社

超高速マルチカメラ画像処理システムの開発
ＲＳ経営コンサルティング
による検査工程の高精度・安定化

3593 2522120971

静岡県

新日本特機株式会社

自動車試験装置における実走行の再現性を
高める基礎技術の開発

3594 2522120972

静岡県

株式会社松井鉄工所

品質保証体制強化による四輪試作品市場の
静岡銀行
獲得

3595 2522120973

静岡県

クリエイティブテクノロジー株式会社

「レーザー溶接を用いた接合技術と匠技術の
遠州信用金庫
融合」による金型品質及び生産性向上事業

3596 2522120974

静岡県

株式会社デーシードリルカット

ウエルサイト工法の需要拡大に対応するＨ形
静岡銀行
鋼開先加工体制の刷新事業

3597 2522120978

静岡県

サカイ産業株式会社

エアージェット織機による朱子織組織の織物
の開発

3598 2522120979

静岡県

タタラ株式会社

電子データとリンクした加工機による、特注家
静岡銀行
具・箱体の一個作り、自動生産システム構築

3599 2522120981

静岡県

株式会社コーヨー化成

コスト低減を目指した塗装工程を廃止可能と
する新たな成形方法の開発

静岡銀行

3600 2522120982

静岡県

鹿島木材株式会社

天竜杉を使用した新しいフローリング材の開
発および量産化計画

磐田信用金庫

3601 2522120983

静岡県

興和産業株式会社

３Ｄ立体意匠ドアの木口一体加工システムの
静岡銀行
確立

3602 2522120984

静岡県

株式会社大川螺子製作所

検査工程の省力化・高精度化を実現する高性
ＲＳ経営コンサルティング
能検査機器の導入

3603 2522120986

静岡県

株式会社渥美鐵工所

鉄骨柱溶接における品質向上及び自働化の
商工組合中央金庫
ためのプロセス構築

3604 2522120988

静岡県

中原精密株式会社

医療用機器部品の高精度化とコストダウンの
静岡銀行
為の追加工

3605 2522120991

静岡県

アポロ電気株式会社

電気自動車用高効率双方向ＤＣ／ＤＣコン
バータの研究開発

静岡銀行

3606 2522120993

静岡県

有限会社見野金型製作所

自動車部品用金型の重量化・大型化に対応
する生産体制の実現

浜松信用金庫

3607 2522120997

静岡県

株式会社汐見製作所

金型の高能率加工による短納期化体制の構
浜松信用金庫
築と、低コスト化の実現

3608 2522120999

静岡県

株式会社ＧＦ技研

太陽光フル利用による分散型エネルギーシス
静岡銀行
テムの制御方式の開発と実証テスト

3609 2522121004

静岡県

株式会社エスアイジー

歯車設計支援ソフトウエア導入による革新的
静岡銀行
な歯車生産モデルの確立

3610 2522121005

静岡県

日承工業株式会社

新インサートシステム開発による成形タクトタ
清水銀行
イム縮小事業

132／245

有限会社ブレインチャイルド

浜松信用金庫

焼津信用金庫

3611 2522121007

静岡県

株式会社新丸正

冷凍イワシ類を用いた画期的な新製法イワシ
焼津信用金庫
だし素材の開発と活用商品の展開。

3612 2523120423

愛知県

前田バルブ工業株式会社

鉛フリー銅合金鋳物で発生する突起物を効率
中京銀行
的に除去して低コスト化を実現させる計画

3613 2523120426

愛知県

ＫＴＸ株式会社

薄肉炭素繊維成形を可能にするＭＰＭ金型の
岐阜信用金庫
加工技術高度化の研究開発

3614 2523120428

愛知県

株式会社マイティミズタニ

自動車用ボディ部品のプレス金型生産能力強
愛知銀行
化事業

3615 2523120434

愛知県

株式会社水野電機

高回転・高効率モーター対応のためのバラン
岡崎商工会議所
ス測定・調整技術の開発

3616 2523120435

愛知県

株式会社サーテックカリヤ

自動車の軽量化を実現するポリマー繊維導
電材の生産体制の構築

渡部 薫夫

3617 2523120436

愛知県

明光工業株式会社

めっき前処理技術を活用したバレル研磨・洗
浄・乾燥等の表面処理加工

税理士末松 昌樹

3618 2523120442

愛知県

株式会社天野研磨工業所

大型円筒精密研磨加工の更なる市場獲得を
碧海信用金庫
目指すためのＮＣ円筒研削盤の導入

3619 2523120443

愛知県

株式会社堀部鉄工所

自動車エンジンクランク軸ピン円周溝加工改
善及び小型機試作開発

大垣共立銀行

3620 2523120444

愛知県

ＯＭＣ株式会社

医薬品メーカーに対するロボットを使ったク
リーンな容器洗浄システムの開発

株式会社アタックス・ビジネス・コン
サルティング

3621 2523120445

愛知県

セイホーマックス株式会社

汎用機械部品メーカーから精密機械部品を含
めた業務用機械部品メーカーへの転換と高付 名古屋銀行
加価値企業への革新

3622 2523120449

愛知県

大生熔接工業株式会社

鍛造金型の金型熔接で金型の耐久性向上を
名古屋銀行
図る事業

3623 2523120450

愛知県

東洋樹脂株式会社

３Ｄ立体積層造形に用いる熱可塑性樹脂粉末
百五銀行
材料の製造

3624 2523120451

愛知県

山田精密株式会社

高機能平面研削機導入によるベアリング曲面
東濃信用金庫
研削加工工程の高度化実現

3625 2523120456

愛知県

株式会社カンドリ工業

「家庭用燃料電池向けバルブ製品」における
ロウ付け異物混入原因解析とその対策による 太田市夫会計事務所
高度な『製品の信頼性』確保

3626 2523120457

愛知県

中村鉄工株式会社

大型航空機部品の三次元測定サービス部門
商工組合中央金庫
の確立

3627 2523120460

愛知県

ナガサキ工業株式会社

精密金属加工の高度化および工程改善によ
岡崎信用金庫
る多面形状部品加工実現事業

3628 2523120461

愛知県

株式会社ヤスフクセラミックス

ジルコニアセラミックスのコストを３０％削減し
岡崎信用金庫
た試作品開発

3629 2523120462

愛知県

加茂精工株式会社

低発塵（クリーンルーム仕様）ＴＣＧユニットの
瀬戸信用金庫
試作開発

3630 2523120463

愛知県

明文産業株式会社

ラマン分光波識別装置による混合プラスチッ
クの分別回収事業

3631 2523120465

愛知県

高蔵工業株式会社

無痛注射針用砥石等、大型砥石の大幅な原
価低減と短納期化を目的とする量産体制の構 春日井商工会議所
築

3632 2523120466

愛知県

株式会社山明

生産性１．５倍、かつ省エネと環境配慮を図っ
桑名信用金庫
たリサイクルプラント設備の導入

3633 2523120467

愛知県

株式会社ジーピーセンター

最新インクジェット機、カッティング機の導入に
よる印刷製品の高品質、短納期、低コスト化 株式会社エフアンドエム
計画

3634 2523120474

愛知県

名古屋ダイヤモンド工業株式会社

次世代精密加工ニーズを獲得する為の超精
密ダイヤモンド工具の開発

大垣共立銀行

3635 2523120476

愛知県

株式会社吉田鋳造研究所

自動車用大径・長尺のトランスミッション部品
製造用金型の生産能力強化事業

名古屋銀行

3636 2523120477

愛知県

有限会社髙木金型製作

図面・指示書の電子化による、工程管理およ
安城商工会議所
び設備稼働率向上プロジェクト

3637 2523120478

愛知県

東洋電機株式会社

次世代情報化社会に対応した高速空間光伝
百五銀行
送装置の開発

133／245

岡崎信用金庫

3638 2523120479

愛知県

株式会社エイト工業

自動箱替機導入による自動車ワイパー部品
に係る国際競争力のある生産体制の実現

3639 2523120481

愛知県

グラストップ株式会社

『防汚・防藻・防カビ性能を有する新型ガラス
コーティング剤の開発とその密着方法の研究 いちい信用金庫
開発』

3640 2523120482

愛知県

有限会社本多薬局

最新型自動錠剤包装機の導入によるスピー
ディかつ分かりやすい処方薬の提供

豊橋信用金庫

3641 2523120489

愛知県

株式会社東洋発酵

花粉症の予防及び治療を目的とした免疫力
向上発酵製品の試作開発

大垣共立銀行

3642 2523120490

愛知県

株式会社中部パンチング工芸

繊維製品の国内生産拡大のための高度な刺
税理士法人天道経営
繍製品の開発試作業務

株式会社エフアンドエム

3643 2523120492

愛知県

ケイテック株式会社

長尺対応アイアンワーカ機・自動角度調整切
り帯鋸・デジタル自動溶接機等導入で加工時 商工組合中央金庫
間短縮とコスト削減の確立

3644 2523120493

愛知県

株式会社旭製作所

高付加価値製品の受注を開拓する革新的設
名古屋銀行
備投資での製造方法の確立

3645 2523120494

愛知県

不二精工株式会社

受注数量と納期の大幅な変動に対応するた
めの設備増強

3646 2523120495

愛知県

カネハツ食品株式会社

味の数値化技術活用による和惣菜の商品開
商工組合中央金庫
発高度化（高品質化・低コスト化）

3647 2523120496

愛知県

株式会社伊藤商店

フライアッシュ及び高炉スラグ細骨材を利用し
愛知銀行
た高性能コンクリート

3648 2523120497

愛知県

有限会社Ｒｅａｌ Ｓ．Ｒ．Ｋ

品質安定・短納期化を目的とした設備導入・
生産体制再構築事業

3649 2523120498

愛知県

株式会社シーエル化工

最新電動射出成型機を活用した熱可塑性樹
脂成型技術の高度化による品質向上と低コス 瀬戸信用金庫
ト・短納期の両立

愛知銀行

岡崎信用金庫

高速度工具鋼における環境負荷物質を含有
しない低歪み且つ高寿命の最適な焼入工法 碧海信用金庫
の確立
高精度インデックス式（４ケ焼）焼入れ機導入
による精密高周波焼入れ技術の確立と短納 十六銀行
期化の実現

3650 2523120499

愛知県

株式会社メタルヒート

3651 2523120501

愛知県

成和電子工業株式会社

3652 2523120504

愛知県

グリーンフィクス株式会社

自動車測定技術を航空産業へ展開

3653 2523120505

愛知県

丸石工業株式会社

セミドライ加工における精密加工部品の試作
瀬戸商工会議所
開発

3654 2523120507

愛知県

東海挾範株式会社

異形状加工品の精度向上・安定品質・工数削 株式会社マイルストーン・コンサル
減の確立
ティング・グループ

3655 2523120510

愛知県

有限会社サンメカトロパーツ

工作機械の温度変化による加工寸法のバラ
つきを５μ ｍｍ以下にし、不良発生率を最小
化する設備投資

名古屋銀行

3656 2523120512

愛知県

オーエムヒーター株式会社

性能向上を目的とした機体補修加熱冶具の
開発と自動穴加工ロボットの導入事業

名古屋銀行

3657 2523120513

愛知県

株式会社ツジオカ

最新鋭の工作機械導入により難加工材の多
面加工をシステム化した技術の確立

名古屋銀行

3658 2523120514

愛知県

アサヒ株式会社

3659 2523120518

愛知県

株式会社神村交易

3660 2523120520

愛知県

株式会社ラマン

生産性・衛生面・コスト面での改善に向けた包
岐阜信用金庫
装ラインへの設備投資

3661 2523120521

愛知県

株式会社イコール

搬送用スクリューの生産工程削減による納期
名古屋銀行
短縮とコスト低減による新市場への挑戦

3662 2523120523

愛知県

株式会社司ケース

複合素材の一体成型技術を活用した高付加
価値外付けキーボードの試作開発

3663 2523120524

愛知県

有限会社近藤研究所

医療関係の課題解決の為、３Ｄプリンターなど
名古屋銀行
の導入によるソリューションサービス事業展開

愛知銀行

断熱・遮熱・軽量・強度を兼ね備えたプラス
株式会社アタックス・ビジネス・コン
チック製真空中空構造板を使った複合材の開
サルティング
発
３Ｄソリッド板金ＣＡＤ・ＣＡＭシステム導入によ
る福祉車両装置の試作リードタイム短縮及び 十六銀行
受注の拡大

134／245

東春信用金庫

3664 2523120525

愛知県

株式会社高瀬金型

医療・半導体装置部品向けの新材料バルブ
部品の金型と成形加工技術

3665 2523120526

愛知県

協和工業株式会社

操作性に優れた動力伝達要素部品の試作開
西尾信用金庫
発に要する生産設備の専用化

いちい信用金庫

3666 2523120527

愛知県

藤工業株式会社

情報通信機器・電子部品分野で使用される非
磁性ＰＣＤ精密加工耐摩耗治工具の短納期化 中京銀行
と高精度化

3667 2523120528

愛知県

株式会社名古屋モウルド

古紙を利用した紙の造形品・見せるパッケー
ジによる販路拡大

3668 2523120529

愛知県

株式会社オカベカミコン

「カミコン」の製品高度化を図ることによって対
瀬戸商工会議所
応業種・業態の拡大、既存顧客の深堀を図る

3669 2523120531

愛知県

株式会社名和樹脂

次世代ハイブリッド自動車向け機能部品向け
豊田信用金庫
試作品開発の高度化

3670 2523120532

愛知県

サワダ工業株式会社

コネクタ部品の品質向上・短納期化・生産性
向上の実現

3671 2523120536

愛知県

中野製作所株式会社

最新鋭加工機を導入し、自動車用エンジン部
品の加工技術の高度化を図り、新分野への 名古屋銀行
進出を図る

3672 2523120537

愛知県

株式会社南成製作所

高速域における難加工材、高硬度材の切削
加工プロセスの効率化や工程の削減

十六銀行

株式会社マイルストーン・コンサル
ティング・グループ

名古屋銀行

浄水器用プラスチック製品の高品質要求に対
応する成型技術の高度化及び新たな検査工 西尾信用金庫
程の確立
「精密加工」技術を活用した発電機向けガス
タービン用「半割形状すべり軸受メタル」の試 名古屋銀行
作開発と生産性向上

3673 2523120538

愛知県

株式会社ササメ・テック

3674 2523120539

愛知県

有限会社荒木製作所

3675 2523120540

愛知県

キューブツール株式会社

高精度な樹脂成形品用振動溶着を実現す
る、振動溶着治具の開発

3676 2523120541

愛知県

株式会社シラスナ

高輝度反射板の製造を目的とした設備導入・
岡崎信用金庫
生産体制再構築事業

3677 2523120542

愛知県

株式会社昭和電機製作所

海外製ＰＬＣを使用した鋼板加工機用高精度
北斗中央税理士法人
制御システムの試作開発

3678 2523120544

愛知県

アタム技研株式会社

福祉介護用マットレス高性能洗浄・乾燥装置
の実用化開発

3679 2523120545

愛知県

ヤマコー産業株式会社

試作専用設備の導入及び専用ライン化により
ワイヤーハーネス試作開発体制を強化し、競 岐阜信用金庫
争力強化を実現する。

3680 2523120548

愛知県

株式会社小菱屋

自社開発した業界初の製造方法、「トンネルフ
商工組合中央金庫
リーザー」方式を用いた新製品の開発

3681 2523120549

愛知県

株式会社ホンダ

特別仕様の穴あけ・切断複合機導入による、
有松商工会
多品種対応・生産プロセス強化事業

3682 2523120550

愛知県

日進医療器株式会社

患者に優しく看護師に使いやすい新しい病院
みずほ銀行
用車いすの開発

3683 2523120551

愛知県

株式会社コットンテール

歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ装置を用いて作成する先
岡崎信用金庫
進医療歯科補てつ物の臨床応用と定着

3684 2523120552

愛知県

名豊化成株式会社

住宅及び工場用「ブレーカーカバー」の完全
無人生産を目的とした「全自動製品冷却＆ス 岡崎信用金庫
トックシステム」導入計画

3685 2523120553

愛知県

株式会社エスユウメック

3686 2523120555

愛知県

正保鉄工株式会社

3687 2523120556

愛知県

株式会社フロロコート名古屋

超微細医療機器部品へのふっ素樹脂コーティ 株式会社マイルストーン・コンサル
ング技術の開発
ティング・グループ

3688 2523120557

愛知県

八ッ藤工業有限会社

旋盤動作ソフトの導入による木材の複雑形状
豊川信用金庫
加工の実現

3689 2523120559

愛知県

壽金属工業株式会社

自動車用ダイカスト鋳物部品の高効率生産技
高橋和宏税理士事務所
術の開発・確立

3690 2523120560

愛知県

東和工業株式会社

縦型射出成型機を導入し最高の遮音性を持
つウェザーストリップインナーを製作する。

自動外観判別検査装置導入によるハイブリッ
ドカー関連部品の品質向上・短納期化・生産
性向上の実現
高精度画像寸法測定器導入による精密加工
部品の品質向上・短納期化・生産性向上の実
現

135／245

名古屋銀行

いちい信用金庫

株式会社マイルストーン・コンサル
ティング・グループ
株式会社マイルストーン・コンサル
ティング・グループ

一宮商工会議所

3691 2523120563

愛知県

東海合成株式会社

プラスチック射出成形部品について高難度新 株式会社マイルストーン・コンサル
規受注に対応できる体制の構築
ティング・グループ

3692 2523120566

愛知県

株式会社田中金型製作所

ワイヤーカット放電加工機の導入による超硬
大垣共立銀行
材を使用した金型の生産プロセスの向上

3693 2523120567

愛知県

合資会社アイギ

変圧器用ガイシのシェア拡大を目的とするＮＣ
瀬戸信用金庫
旋盤を用いた製造方法の確立

3694 2523120568

愛知県

株式会社三洋電機製作所

難加工材の寸法精度向上等を図る設備導入
愛知銀行
および加工技術の試作開発

3695 2523120571

愛知県

株式会社ＯＨＳ

精度向上、コストダウン、短納期を目的とした
岡崎信用金庫
生産体制再構築事業

3696 2523120573

愛知県

新和スリット株式会社

大幅な品質向上、生産効率アップを図るため
名古屋銀行
のスリッターマシン導入

3697 2523120574

愛知県

株式会社エムエス製作所

５軸加工技術の確立で二色成形を可能にする
高付加価値金型を試作し、航空産業に参入す 十六銀行
る。

3698 2523120576

愛知県

日本エムティ株式会社

表面処理加工部品の下地処理技術開発によ
春日井商工会議所
る耐摩耗性の向上（長寿命化）

3699 2523120582

愛知県

日新電装株式会社

高力率コンバータの開発および高力率コン
バータを組み込む省エネ型電源試験設備の
開発

3700 2523120583

愛知県

艶榮工業株式会社

短納期、低環境負荷、低コスト化を可能とする
商工組合中央金庫
新エコロジー糊抜き精練加工システムの開発

3701 2523120584

愛知県

中京バネ工業株式会社

高品質で短納期を実現する新たな生産体制
の構築と環境関連分野への受注拡大

名古屋銀行

3702 2523120586

愛知県

有限会社鈴木製作所

難加工プレス部品の精度向上におけるサー
ボプレス機の導入による生産プロセス革新

名古屋銀行

3703 2523120587

愛知県

有限会社三浦製鋲所

高機能緩み防止ボルトの試作開発及び量産
化

愛知銀行

岡崎信用金庫

3704 2523120588

愛知県

邦田工業株式会社

インクジェット印刷機の導入による基板の短納
期化と高密度電子回路基板の文字形成技術 大垣共立銀行
の確立

3705 2523120590

愛知県

谷脇工業株式会社

金型の精度向上とリードタイム短縮及びコスト
西尾信用金庫
改善による生産性向上

3706 2523120591

愛知県

株式会社高田編物

リリヤン（糸を細かく編み込んだ手芸用のひ
も）加工用繊維機械の新規開発

名古屋銀行

3707 2523120592

愛知県

株式会社プロト

多品種小ロット生産に対応するための３Ｄ造
形システムを活用した試作品の短納期製作

名古屋銀行

3708 2523120593

愛知県

株式会社河正

当社が独自開発した切削加工技術による特
殊形状部品の量産加工の研究開発

豊川信用金庫

3709 2523120597

愛知県

株式会社プラネット

室内環境改善と生産を兼ねた小型植物工場
および苗生産植物工場の試作開発

豊川信用金庫

3710 2523120598

愛知県

株式会社サカキバラコーポレーショ 接着剤自動塗布化によるリードタイム短縮・コ
岡崎信用金庫
ン
スト削減及び環境負荷物質削減事業

3711 2523120599

愛知県

株式会社尾北

切削溝入れ加工とねじ転造の同時転造化（切
いちい信用金庫
削レス化）による生産性向上

3712 2523120600

愛知県

ヤマサちくわ株式会社

ちくわ製造前処理工程における、低温高湿度
豊橋信用金庫
解凍装置によるすり身品質の向上

3713 2523120601

愛知県

株式会社伊勢安金網製作所

線材フォーミング加工機導入による「高品質３
Ｄ曲げ加工品」の短納期と低コスト供給体制 岡崎信用金庫
の確立

3714 2523120602

愛知県

エーワン株式会社

耐環境性に優れた国産ＲＴＯＳによる組み込
み型コンピュータの試作開発

3715 2523120603

愛知県

愛知株式会社

輸出事業の拡大を目指すための特殊成形技
春日井商工会議所
術を使用した椅子の差別化機能の開発

3716 2523120606

愛知県

株式会社レーザテック

介護・医療市場獲得を目指すためのドアク
ローザー用機械式タイマー型ストッパーの低
コスト化試作開発

中京銀行

3717 2523120608

愛知県

東海ホーロー株式会社

スマートメーター用銘板のプレス抜き加工工
程の精度向上による生産プロセスの強化

愛知銀行

3718 2523120611

愛知県

国際電業株式会社

３Ｄプリンターを活用した試作品開発などによ
岐阜信用金庫
る開発力強化

136／245

税理士法人ＴＳＧ早川会計

3719 2523120612

愛知県

有限会社昭榮鋼建

バラ図展開の電子化・データベース化を活用
名古屋銀行
した製造技術の開発と試作

3720 2523120614

愛知県

株式会社光製作所

研磨工程、真円度測定工程の社内取込みに
中京銀行
よる、完成部品、生産体制の構築

3721 2523120615

愛知県

株式会社志水製作所

金属箔の精密プレス加工による生産性向上と
いちい信用金庫
高品質の確立

3722 2523120618

愛知県

株式会社名栄社

フィルムインサート成形法による自動車向け
センタークラスターパネル製造

3723 2523120619

愛知県

株式会社サンアイ岡本

一般住宅向け両側支持アルミ製通路用シェル
十六銀行
ターの開発

3724 2523120621

愛知県

菊田鉄工株式会社

産業用ロボット歯車の低コスト高精度化の実
現

3725 2523120622

愛知県

クサマ工業株式会社

難切削材である白銑を使用した圧延鋼材搬送
ローラーの生産効率改善及び低コスト化に向 西尾信用金庫
けた新たな製造プロセスの開発

3726 2523120624

愛知県

木下精密工業株式会社

航空業界ニーズの難削材に対応した加工技
術向上に向けた設備導入

3727 2523120625

愛知県

株式会社矢田工業所

変圧器流し塗り塗装ラインへの、最新環境性
福海照久税理士事務所
能の塗装ブース導入。

3728 2523120628

愛知県

ミヤマ工業株式会社

精密成形研削盤を利用した高精度プレス製品
岡崎信用金庫
の開発による競争力強化事業

3729 2523120630

愛知県

有限会社メイコウ工業

環境負荷低減型 土質改良固化材の製造装
十六銀行
置 試作・開発

3730 2523120631

愛知県

泰東工業株式会社

順送６００ｔプレス機を活用した、新工法による
名古屋銀行
切削レス加工の実現。

3731 2523120633

愛知県

株式会社桂商会

優れた弾力性・耐久性を持つ英国羊毛純正の
愛知銀行
軽量原糸の開発と軽量布地の試作

岐阜信用金庫

寺尾 省介

名古屋銀行

3732 2523120635

愛知県

船橋株式会社

雨合羽製造技術と防水特許を活用した車両
用カーシートの縫合部における防水化・強度
化事業

3733 2523120637

愛知県

大誠精機株式会社

高精度加工可能なマシニングセンター導入に
橋本博孔税理士事務所
よる加工精度の向上

3734 2523120639

愛知県

株式会社チップトン

高耐久性流体式研掃装置の試作開発

名古屋銀行

名古屋銀行

ステンレス製リングネジを活用した透明樹脂
からなる圧縮空気浄化用エアフィルターの開 岡崎信用金庫
発
マーク印刷の治具レス工法拡大によるプリン
ト配線板の短納期化および高密度基板の製 税理士法人ユアブレインズ
造技術確立

3735 2523120640

愛知県

株式会社前田シェルサービス

3736 2523120642

愛知県

伊原電子工業株式会社

3737 2523120643

愛知県

株式会社豊電子工業

焼入れ等の「表面処理」技術向け高周波誘導
碧海信用金庫
加熱電源の試作開発

3738 2523120644

愛知県

株式会社アンスコ

「ものづくり人材の育成」と「製造現場の強化
改善」と「接合技術の高度化」三位一体連携に
瀬戸信用金庫
よる、ねじの短納期化・低コスト化・付加価値
技術高度化の実現事業

3739 2523120645

愛知県

三洋技研株式会社

住宅設備用金型市場の保守及び新規獲得を
目指すための加工技術の向上による高難度 愛知銀行
金型製作技術の確立

3740 2523120647

愛知県

株式会社三光セラミック

半湿式成形技術による複雑形状セラミック製
瀬戸商工会議所
品の成形量産化設備導入事業

3741 2523120649

愛知県

株式会社三協

微細孔明放電加工機による生産能力向上と
受注拡大

3742 2523120650

愛知県

三洲電線株式会社

革新的生産方法の構築による多品種小ロット
愛知県中央信用組合
対応と高付加価値化事業

3743 2523120651

愛知県

株式会社Ｒ＆Ｄソフトウエア

マンション管理に特化した即時性の高いデジ
いちい信用金庫
タルサイネージシステムの事業展開

3744 2523120652

愛知県

株式会社小澤精工

自転車部品業界への進出における手作業工
西尾信用金庫
程の機械化による新たな生産体制の確立

3745 2523120653

愛知県

知多製鋲株式会社

冷間鍛造における金型部品の内製化による、
西尾信用金庫
技術力及び価格競争力の強化

137／245

蒲郡信用金庫

3746 2523120656

愛知県

株式会社光伸テック

ＹＡＧレーザー溶接機導入に依る次世代３次
元精密板金加工計画

3747 2523120661

愛知県

浜名エンジニアリング株式会社

制御設計・生産管理システム導入・強化によ
る自動化装置設計製造プロセス革新プロジェ 蒲郡信用金庫
クト

3748 2523120663

愛知県

株式会社一新鋳造所

上下砂吹込型造型機による鋳物部品のニア
ネットシェイプ化の実現

3749 2523120665

愛知県

株式会社知多スプリング

ワイヤカット放電加工の設備投資による精密
知多信用金庫
加工部品の生産効率向上と競争力強化

3750 2523120668

愛知県

サハシ特殊鋼株式会社

破砕機用製品の生産能力等向上のための溶
名古屋銀行
接ロボットへの設備投資
名古屋銀行

瀬戸信用金庫

碧海信用金庫

半田信用金庫

3751 2523120669

愛知県

二村機器株式会社

剛性、精度、生産性を向上させた回転セン
ターを製造するための最新の内面研削盤の
導入

3752 2523120670

愛知県

千代田合成株式会社

ＰＯＭ樹脂による機能性・加飾性（デザイン
性）を持ち合わせた２色成形品の試作開発

3753 2523120674

愛知県

三愛工業株式会社

眼科医療機器等の部品製造における加工精
株式会社エフアンドエム
度の向上と短納期化計画

3754 2523120676

愛知県

エフワイ成型株式会社

塗装レスプラスチック成形技術を生かした生
産能力の拡大

寺尾 省介

安全性・信頼性の向上と省エネルギー生産体
制の整備とを可能にするスマートコーティング 名古屋銀行
システムの開発
顔面神経麻痺の検査と手術中神経探索機能
を併せ持つ小型で安価な顔面神経刺激装置 岐阜信用金庫
の試作・開発

3755 2523120677

愛知県

アクティブ・ティ株式会社

3756 2523120678

愛知県

株式会社松栄電子研究所

3757 2523120679

愛知県

株式会社ぴーふる

樹脂成形において、成形不良（バリ）をなくす
シリコーン型の研究開発

3758 2523120680

愛知県

株式会社昭和工業所

高張力鋼板の順送加工の精度向上を目的と
岡崎信用金庫
した生産体制再構築事業

尾西信用金庫

3759 2523120683

愛知県

株式会社足立熱処理研究所

生体非侵襲かつ超低消費電力の微小電気機
械システム（ＭＥＭＳ）材料の３Ｃ－ＳｉＣ薄膜基 ｅＣｉｍａ総研
板の開発

3760 2523120690

愛知県

株式会社宍戸化成

オープンノズルでのハイサイクル射出成形技
西尾信用金庫
術開発による高品質化及び低コスト化の実現

3761 2523120692

愛知県

株式会社小川製作所

超精密ワイヤー放電加工の精度保証に資す
第三銀行
るＣＮＣ画像測定機の導入と最適条件の確立

3762 2523120696

愛知県

有限会社テクノヨシトミ

プラスチック加工における工程改善による短
納期化及び低コスト化

3763 2523120697

愛知県

茶久染色株式会社

ナノカーボンを用いた高性能な非金属電線の
尾西信用金庫
試作開発

3764 2523120699

愛知県

ほほえみ農園

トマトの低段密植栽培システムの導入による
川下企業への直接販売事業

3765 2523120701

愛知県

株式会社山田製作所

内径研削盤の導入による風力発電用油圧駆
あま市商工会
動部品の嵌合精度の高度化

3766 2523120702

愛知県

ＩＮＯＵＥＦＡＣＴＯＲＹ株式会社

ダンボールの「立体造形」技術を活用した、身
豊橋商工信用組合
体障がい者向け座位補助具の試作開発

3767 2523120711

愛知県

株式会社中部製版

段ボール印刷用フレキソ樹脂凸版向け特殊ス
大垣共立銀行
クリーニング加工技術開発のための設備投資

3768 2523120714

愛知県

産恵工業株式会社

ＮＣ旋盤複合機の導入による耐熱材「ニレジ
豊橋信用金庫
スト球状黒鉛鋳鉄」の切削加工技術の高度化

3769 2523120715

愛知県

山忠本家酒造株式会社

清酒醪圧搾設備変更と圧搾環境の改善によ
る品質向上と安定

3770 2523120716

愛知県

株式会社実践環境研究所

簡易で低コストな排気ガス／排水浄化装置用
愛知銀行
ハイブリッドフイルターの開発。

3771 2523120717

愛知県

竹内工業株式会社

ジャッキ事業シェア拡大のための、温間深絞
り一体成形によるパイプ・溶接レス製品の開
発

3772 2523120722

愛知県

株式会社加藤カム技研

リバースエンジニアリングに対応した５軸切削
豊川信用金庫
加工技術の獲得

3773 2523120724

愛知県

近藤工業株式会社

横型マシニングセンター導入により、高難度
加工・試作加工の新規市場獲得事業

138／245

岡崎信用金庫

岡崎信用金庫

三菱東京ＵＦＪ銀行

三菱東京ＵＦＪ銀行

岡崎信用金庫

切削加工用固体潤滑剤である微細化絹雲母
の環境・エネルギーに配慮した製造プロセス 豊川信用金庫
での開発
高性能かつ大型部品対応により工作機械分
野へ展開し、専門分野からの脱却と経営の安 名古屋銀行
定化

3774 2523120727

愛知県

三信鉱工株式会社

3775 2523120728

愛知県

エムエス工業株式会社

3776 2523120731

愛知県

鈴木鉄工株式会社

新型自動旋盤導入によるブランク切削高速化
西尾信用金庫
の実現

3777 2523120737

愛知県

昭和医科工業株式会社

脊椎固定材料の品質及び信頼性の向上を図
豊橋信用金庫
るための測定計測技術の向上

3778 2523120741

愛知県

株式会社カワグチ

医療機器業界向け安全・高効率生産を実現
する精密極小曲げロボットシステムの開発

大垣共立銀行

3779 2523120742

愛知県

日東高圧株式会社

ＬＰガス用プラスチック・コンポジット容器（２０
㎏容量）の開発

株式会社アタックス・ビジネス・コン
サルティング

3780 2523120748

愛知県

有限会社ジャストプロダクツ

極小ロット（１個～５個）部品の製造効率を飛
躍的に高める新開発された工作機械の導入

伊縫貴志税理士事務所

3781 2523120752

愛知県

ＮＵシステム株式会社

半導体製造プロセス装置を高精度に制御する
第三銀行
ための非接触光学式基板温度計の開発

3782 2523120753

愛知県

株式会社吉良紙工

ガラスに防汚性・防傷性・抗菌性を付与する
超親水性無機塗料の開発と焼付塗装技術の 十六銀行
確立

3783 2523120754

愛知県

株式会社キョクトー

複合旋盤導入による製品製造の短納期化及
愛知銀行
び高度化の実現

3784 2523120755

愛知県

株式会社澤田工業所

超多品種小ロット生産を強化するためのパイ
名古屋銀行
プ曲げ高精度化への技術改良

3785 2523120756

愛知県

東浦三共株式会社

ファインブランキングプレス原理を活かした精
名古屋銀行
密断面加工の技術革新新事業

3786 2523120757

愛知県

有限会社大塚製作所

高齢者や障害者・妊婦・腰痛疾患の方なども
瀬戸信用金庫
座ることが可能な椅子の量産化。

3787 2523120758

愛知県

株式会社半谷製作所

「ホットプレス成形工法の試作開発」

3788 2523120760

愛知県

杉浦味淋株式会社

製麹装置導入による純米本みりんの量産体
制構築と多用途味淋麹調味料の開発・製造・ 碧海信用金庫
販売事業

3789 2523120763

愛知県

夢木香株式会社

木曽檜等の香り成分抽出水に精油を分散・混
大嶋 浩敬
合させる芳香蒸留水の開発

3790 2523120767

愛知県

ワイジェーエス販売株式会社

微細加工用、放電加工機回転付属装置の開
岡崎信用金庫
発試作・製作事業

3791 2523120769

愛知県

明和工業株式会社

従来品より耐久性を向上した自動車部品用脱
岡崎信用金庫
脂洗浄剤と洗浄工程の開発

3792 2523120771

愛知県

株式会社トタニ製作所

同時５軸加工機導入による航空機業界参入
に向けた社内体制の構築

3793 2523120772

愛知県

株式会社プラム精工

プラスチック金型新作受注増加を目指すため
瀬戸信用金庫
顧客のニーズに対応可能な設備投資

3794 2523120773

愛知県

株式会社フコク東海

次世代自動車向け車載用精密電子基板の試
三菱東京ＵＦＪ銀行
作開発事業

3795 2523120774

愛知県

株式会社丹羽鉄工所

省エネ焼入れ設備導入による試作・小口の短
納期／低価格対応可能な一貫生産体制の構 岡崎商工会議所
築

3796 2523120775

愛知県

株式会社浅井歯科技研

歯科技工製品のデジタル生産に対応するた
めのＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入。

商工組合中央金庫

3797 2523120776

愛知県

株式会社アイシンゴム

水道・ガスメーター、自動車部品用ゴム素材
の加工手法の試作開発事業

愛知信用金庫

3798 2523120777

愛知県

株式会社日鉄

環境負荷と製造コスト低減化事業

日進市商工会

3799 2523120781

愛知県

名北ゴム株式会社

医療関連における 高速 高精度 特殊加工
大垣信用金庫
機による製造開発（クリーンルーム仕様）

3800 2523120784

愛知県

株式会社国盛化学

プラスチック段ボールの幅延長のための量産
大垣共立銀行
性のある接合方法の開発

139／245

商工組合中央金庫

豊田信用金庫

3801 2523120785

愛知県

国光スプリング工業株式会社

高品質・低価格・短納期を実現する最新のば
ね加工機械「スプリングフォーマ」の導入と「画 商工組合中央金庫
像センサ」による不良品ゼロの実現

3802 2523120788

愛知県

株式会社吉原化工

プラスチックの押出し成形技術を活かした畳
西尾信用金庫
床・木製すのこ等の代替品となる新製品開発

3803 2523120789

愛知県

後藤工業株式会社

航空・宇宙分野への更なるニーズ対応と品質
愛知銀行
力の向上

3804 2523120790

愛知県

有限会社石黒製作所

航空宇宙部品製造における微細切削加工技
岡崎信用金庫
術の確立とＱＣＤの向上

3805 2523120791

愛知県

株式会社金丸製作所

自社海苔加工機械の生産日数の大幅短縮に
寺尾 省介
よるコストダウンと高精度機械の開発

3806 2523120792

愛知県

有限会社アーティストリー

日本の技にイタリアデザインを導入し、エコロ
ジーで安全な素材による独自ブランド家具の 名古屋銀行
開発

3807 2523120793

愛知県

株式会社カテックスエンジニアリング

樹脂製品の外観品質を向上させ、環境に配慮
岡崎信用金庫
した塗装レス成形技術の開発。

3808 2523120794

愛知県

有限会社高木製作所

新たな精密部品を受注する為の工程短縮、短
豊田信用金庫
納期及び量産化

3809 2523120795

愛知県

千路工業株式会社

新分野の受注拡大のための大径加工の量産
御津町商工会
化に向けた生産プロセスの強化

3810 2523120798

愛知県

タツミ化成株式会社

ＵＶＦＧ（ウレタンフォームガスケット）塗布ライ
ンの見直しによる、生産効率アップとコスト大 商工組合中央金庫
幅削減

3811 2523120800

愛知県

愛知シシュウ

刺繍とプリントを融合し、袋物、帽子など様々
いちい信用金庫
な完成品への立体造形の試作開発

3812 2523120801

愛知県

株式会社誠工

セキュリティ性能が高く、多様な設置条件に対
田中靖直税理士事務所
応可能な保管庫の製造および販売

3813 2523120805

愛知県

株式会社東南

高性能な板金設備導入による製品の低コス
ト・短納期化の確立

愛知銀行

3814 2523120807

愛知県

株式会社システック

自動車部品評価期間を劇的に短縮するため
の内圧疲労試験機の開発

半田信用金庫

3815 2523120808

愛知県

福助工業株式会社

金型レス高精度曲げ加工の技術高度化によ
る大規模蓄電装置部品等の試作開発

尾西信用金庫

3816 2523120811

愛知県

西枇工業株式会社

検査測定機器事業進出のための操作力計測
商工組合中央金庫
機能を付加した自動化装置の試作開発

3817 2523120814

愛知県

朝日理化株式会社

次世代自動車部品市場参入のための、イン
サート成形技術確立による工程省略化・低コ 西尾信用金庫
スト化

3818 2523120815

愛知県

有限会社ヨシダ精密工業

小ロット品の受注増を目的とした、高精度・短
岡崎信用金庫
納期生産工程への改善事業

3819 2523120816

愛知県

株式会社モリタ

高精度シャー制御システム導入により、ベ
ビーフード向け包材の品質、安全性の更なる 愛知銀行
向上を図る

3820 2523120819

愛知県

株式会社榎村鐵工所

食品加工機械用フードスライサーの大型安全
大垣共立銀行
対応機の開発

3821 2523120823

愛知県

玉川工業株式会社

高能率・高品質及びコストダウンを実現させる
大垣共立銀行
ＣＦＲＰ加工の開発

3822 2523120825

愛知県

株式会社動研

ＰＣ樹脂板と薄板ガラスの複合技術による省
エネ材料の試作開発

3823 2523120826

愛知県

富川化学工業株式会社

中間トリミングプレス導入による穴加工の低コ
愛知銀行
スト・高精度化の確立

3824 2523120828

愛知県

三協電機株式会社

3825 2523120830

愛知県

アクセル・テクノリサーチ

3826 2523120831

愛知県

株式会社オー・ケー・シー

自動車産業における試作部品加工用ねじれ
刃切削工具の開発

十六銀行

3827 2523120832

愛知県

丸万株式会社

施設・在宅介護現場の「におい」の問題解決
する消臭機能付きチャック袋の開発

瀬戸信用金庫

税理士法人ヤマダ会計

高圧受変電設備配電盤の商品開発・製造プ
ロセスへの設備投資によるコストダウン・効率 名古屋銀行
化
産業用機械・ロボットの高精度化及び高速化
を可能にする新機構による直線駆動製品の 名古屋銀行
試作開発

140／245

3828 2523120833

愛知県

鵜飼鋼材販売株式会社

最新のバンドソー設備の導入により、太陽光
商工組合中央金庫
パネル架台用鋼材の切削工程の生産性向上

3829 2523120834

愛知県

株式会社富士金属工業所

加工形状の多様化・高精度化を目的とした生
岡崎信用金庫
産体制再構築事業

3830 2523120835

愛知県

あさひ精圧株式会社

特殊大口径ネジ切り加工の社内取入れによ
る品質の安定化及びコストダウン

3831 2523120838

愛知県

株式会社アステックコーポレーション 魚箱用発泡スチロールの印刷効率化による、
十六銀行
中部
水産業発展のための開発

3832 2523120839

愛知県

株式会社三晃

板金プレス加工における高張力鋼材の高精
度製品自動量産工程の確立

3833 2523120841

愛知県

株式会社協和金型製作所

放電加工における付着物除去等による、高精
西尾信用金庫
度金型部品加工技術の確立

3834 2523120845

愛知県

株式会社吉見製作所

形状記憶合金による医療用機器部品製造の
名古屋銀行
自立化に向けた試作開発

3835 2523120847

愛知県

有限会社橋本鉄工所

金属パイプを汎用プレス機で節状隆起成形加
尾西信用金庫
工する技術開発

3836 2523120848

愛知県

有限会社岡田合成

省力化インサート成形ラインの設置と金型替
え作業の効率化による生産性向上事業

岡崎信用金庫

3837 2523120855

愛知県

スターテクノ株式会社

３Ｄビジョンシステムを用いた高精度３Ｄ補正
ロボットシステムの開発

大垣共立銀行

3838 2523120859

愛知県

株式会社山室工作所

制振合金加工の生産プロセス強化

愛知銀行

3839 2523120860

愛知県

株式会社川根製作所

新型ＣＮＣ搭載の最新型マシニングセンタと熟
練工ノウハウの融合による難削材加工技術の 豊橋信用金庫
確立と技能継承

3840 2523120867

愛知県

丸井鉄工株式会社

自動車製造用機械部品の生産プロセス強化
事業

3841 2523120868

愛知県

丸豊化成株式会社

医療用プラスティック部品製造で生じる金型修
株式会社マイルストーン・コンサル
正の検査設備導入と自社高精度検査工程導
ティング・グループ
入

3842 2523120870

愛知県

石敏鐵工株式会社

知能化設備導入による小型電動モビリティ用
税理士法人鶴田会計
試作部品の高精度・小型化

名古屋銀行

豊田信用金庫

岐阜信用金庫

3843 2523120878

愛知県

名古屋発條工業株式会社

ワイヤ放電加工機と高精度検査装置導入に
よる金型内製化・検査精度向上の実現及び新 株式会社アーリー・バード
規受注拡大

3844 2523120881

愛知県

中部ブリスター成形有限会社

新型プラスチックシート真空成形機導入による
明邦税理士法人
競争力強化計画

3845 2523120882

愛知県

安井工業有限会社

塗装・溶接による製品の品質安定化・生産性
向上・低コスト化に対応する生産プロセスの強 名古屋銀行
化

3846 2523120885

愛知県

神谷パイプ株式会社

メインパイプ市場拡大のため量産化を目指し
蒲郡信用金庫
た生産ラインの確立

3847 2523120892

愛知県

エムケイケイ株式会社

航空宇宙産業におけるハイドロフォーミング金
いちい信用金庫
型の革新的加工及び測定技術の実用化

3848 2523120893

愛知県

有限会社磯貝彫刻

新たな石製品加工用機械の導入による新製
品開発、新規事業開拓、及び生産性向上計
画

岡崎信用金庫

3849 2523120897

愛知県

株式会社三葵コーポレーション

化粧品容器製造に於ける工程短縮化による
生産性向上及び短納期化の実現

名古屋銀行

3850 2523120898

愛知県

株式会社イズミ

既存の売上拡大と新たな市場獲得を目指す
ため生産性向上・低コスト化を実現

尾西信用金庫

3851 2523120899

愛知県

株式会社岡伸工業所

超精密切削加工のための自動熱変位制御装
名古屋銀行
置付きＣＮＣ自動旋盤の導入

3852 2523120900

愛知県

富士工業株式会社

長尺樹脂押し出しモールの部分的湾曲成形
加工技術の確立

3853 2523120902

愛知県

株式会社ホカムラ

部品検査、設備工程能力確認作業での品質・
知多信用金庫
コスト効率化推進

3854 2523120903

愛知県

大久保金型工業株式会社

形状測定の難度が高い三次元形状を持つ金
名古屋銀行
型製造技術の高度化

141／245

愛知県中央信用組合

3855 2523120904

愛知県

一陽染工株式会社

産学連携によるセシウム吸着用特殊竹炭コー
いちい信用金庫
ティング織布の開発事業

3856 2523120908

愛知県

株式会社旭工業所

切削加工のコンピュータ解析および設備稼働
碧海信用金庫
モニタリングによる革新ラインの構築

3857 2523120909

愛知県

有限会社鈴木溶接

新型レーザー加工機導入によるリードタイム
短縮・品質向上・ワンストップ化

公認会計士

3858 2523120910

愛知県

奥田工業株式会社

Ｘ線透視装置導入によるダイカスト品受注量
の拡大

豊田信用金庫

3859 2523120911

愛知県

清水撚糸工場

機械装置の導入による特殊繊維の撚糸加工
黒野 晃司
の効率化及び職場環境の改善

3860 2523120912

愛知県

有限会社伊藤金型

最新ＣＡＭを導入し加工経路の改善による金
岡崎商工会議所
型精度の向上と短納期化の実現

3861 2523120913

愛知県

株式会社三浦工業所

誘導加熱装置導入による生産コスト低減と国
西尾信用金庫
際競争力の強化

3862 2523120914

愛知県

丸栄工業株式会社

自動車用小物部品における革新的な高精度
岡崎信用金庫
画像処理検査装置の開発

3863 2523120916

愛知県

三扇化学株式会社

革新的な射出成形技術を用いた高付加価値
名古屋銀行
製品の量産化事業

3864 2523120918

愛知県

シンカ工業株式会社

医療用包装機械におけるヒートローラー部品
中日信用金庫
の薄肉化と真円度向上のための試作開発

3865 2523120921

愛知県

ＡＲＣＩＡ

ボディスキャン装置によるオーダーメード人工
岐阜信用金庫
乳房の製作開発販売事業

3866 2523120924

愛知県

名東紙工株式会社

洋紙の薄紙に対してのハーフカット技術の確
瀬戸信用金庫
立及び、板紙業界への進出

3867 2523120927

愛知県

瀬戸電子株式会社

光ファイバー接続部品の全自動高精度測定ラ
瀬戸信用金庫
インの構築

3868 2523120928

愛知県

浅井鉄工株式会社

加圧方式の改良による高張力鋼板の量産プ
レス加工の高度化

3869 2523120929

愛知県

株式会社服部エンジニアリング

薄物形状の加工品を、ひずみ量を少なく加工
豊橋信用金庫
する技術開発及び加工体制の構築

3870 2523120930

愛知県

株式会社マルサン木型製作所

経験や勘に頼る重力鋳造法から機械・データ
化された低圧鋳造法への切り替えによる品質 西尾信用金庫
向上事業

3871 2523120931

愛知県

株式会社ライフク

公共事業への新技術導入による国際競争力
岡崎信用金庫
の強化

3872 2523120932

愛知県

株式会社永楽堂

高鮮度凍結装置導入による高品質焼成後冷
岡崎信用金庫
凍パンの製造体制構築事業

3873 2523120934

愛知県

株式会社フクヤマ

高級車の外装品、長尺ステンレスモールの新
豊川信用金庫
しい製造技術の取り組み

3874 2523120935

愛知県

丸石醸造株式会社

サーマルタンク導入による生産プロセス強化
で品質向上と安定化を実現し、特定名称酒造 岡崎商工会議所
への新展開を図る

3875 2523120938

愛知県

株式会社大一商会

パチンコ機台用立体造形物を高精度で製造
する技術強化事業。

岐阜信用金庫

3876 2523120939

愛知県

株式会社倉知製作所

画像処理技術を活用した鋳巣キズ検査工程
の高度化による生産プロセスの強化事業

西尾信用金庫

3877 2523120941

愛知県

有限会社アイ・ビー・イー

自社の特許技術を用いた、肌と健康と環境に
西尾信用金庫
優しい食器・洗濯用洗剤の開発

豊田信用金庫

3878 2523120944

愛知県

村上デンタルラボラトリー

歯科用３次元ＣＡＤ導入によるハイブリッド冠
高精度加工技術の高度化と製造工程の効率 豊橋信用金庫
化

3879 2523120945

愛知県

株式会社渡辺製作所

レーザー溶接技術導入による価格競争力及
び品質レベル向上と新規事業分野への展開

3880 2523120948

愛知県

株式会社カトー鋸

精密機器梱包用段ボール切断のための特殊
名古屋商工会議所
刃形帯鋸の試作開発

3881 2523120955

愛知県

株式会社ケーテック

多品種少量生産における製造工程改善によ
る短納期化事業

3882 2523120956

愛知県

中埜酒造株式会社

新たな食感と白濁部の沈殿しづらいあまざけ
大嶋 浩敬
の試作開発

142／245

中京銀行

岡崎信用金庫

3883 2523120958

愛知県

日本レトルトフーズ株式会社

小麦アレルギー対策のための小麦粉に代わ
る大豆粉の開発事業

3884 2523120959

愛知県

株式会社中京

レーザー加工を用いた高精度新工法による航
三菱東京ＵＦＪ銀行
空機産業向け切削工具の製作

3885 2523120964

愛知県

株式会社岡崎土質試験所

土質試験における作業工程改善による短納
期化及び高精度化事業

3886 2523120967

愛知県

株式会社創北

端材の積層による扉用芯材製造技術の確立 名古屋銀行

岡崎信用金庫

岡崎信用金庫

3887 2523120969

愛知県

株式会社エアウィーヴ

エアウィーヴが継続的に市場拡大をするため
新製品開発へ応用できるマットレス素材の成
宮﨑信次公認会計士事務所
形品質安定化と耐久性向上の評価技術の確
立

3888 2523120971

愛知県

株式会社新太陽

高精度大型マシニング導入による短納期化及
株式会社名南経営コンサルティング
び加工品の大型化、高精度化

3889 2523120973

愛知県

石川鉄工株式会社

オイル冷却機能を有するＮＣフライス盤導入に
西尾信用金庫
よる高精度な加工の実現

3890 2523120974

愛知県

株式会社スギヤス

3891 2523120975

愛知県

原田車両設計株式会社

3892 2523120978

愛知県

榊原精密株式会社

メッシュレスフィルター部品成型用金型の開発 大垣共立銀行

3893 2523120979

愛知県

株式会社水越プラスチックス

生産プロセス強化に向けた最新型射出成形
機における金型内ゲートカット機構の開発

3894 2523120980

愛知県

株式会社寺西電機製作所

我が国で最少、最軽量、大振動幅のハンディ
中小企業診断士
マサージ機の試作開発

3895 2523120984

愛知県

有限会社川田精研

特殊内面研削盤導入に伴う工程改善による
短納期化及び高品質化事業

岡崎信用金庫

3896 2523120988

愛知県

メイティックス株式会社

クランクケース１パス面加工技術の確立

西尾信用金庫

3897 2523120991

愛知県

株式会社ＤＲＡＧＯＮ ＡＧＥＮＣＹ

画像認識技術を活用した医療介護分野にお
ける見守りシステム

中京銀行

3898 2523120994

愛知県

伸光技研産業株式会社

太陽光パネル固定用ナットの適量生産監視と
名古屋銀行
出荷作業効率化

3899 2523120997

愛知県

有限会社中六

海外輸出に対応するための醤油生産体制お
岡崎信用金庫
よび出荷体制の構築

3900 2523120999

愛知県

アクト株式会社

従来の１３０％の生産性を実現する樹脂フィル
名古屋銀行
ム抜き加工手法の確立

3901 2523121000

愛知県

株式会社ダイシン

インサート成形における製造工程の自動化に
十六銀行
よる生産性向上

3902 2523121002

愛知県

日東合成株式会社

ガス関連機器向け部品の品質及びコスト競争
岐阜信用金庫
力強化の為の検査測定機器の導入

3903 2523121003

愛知県

サン食品株式会社

海外向けコンニャク麺の製造における、自動
化システム導入による製造工程の効率化

十六銀行

3904 2523121005

愛知県

株式会社竹野入工業

高速回転ノズルを用いた精密部品の真空剥
離洗浄・高速乾燥装置の開発

十六銀行

3905 2523121006

愛知県

有限会社宮田工業所

次世代自動車向け高張力鋼板プレス加工用
岡崎信用金庫
金型の生産能力強化事業

3906 2523121009

愛知県

株式会社ＴＥＫＮＩＡ

航空機部品（チタン）の超高精度（ミクロンオー
第三銀行
ダー）旋削加工の量産安定化

3907 2523121010

愛知県

株式会社アミソー

立体造形技術の確立とサービスの提供（３Ｄｃ
ａｄと３ＤＮＣ線材曲機を使った製品開発とサー 瀬戸信用金庫
ビスの提供）

3908 2523121011

愛知県

有限会社坪井化成

緩衝材の大型化に伴う受注に有利な試作及
び開発

3909 2523121012

愛知県

有限会社と金型器製作所

ロータリーシリンダ付きマシニングセンター導
碧海信用金庫
入による金型部品加工の生産性向上

溶接ロボットシステムの治具ベースを脱着可
能とすることで汎用性を高め生産プロセスを 西尾信用金庫
強化する。
粒子状の薬剤を少ない損失で肺に投与できる
経肺薬剤投与器具－高効率ネブライザーの 大垣共立銀行
試作開発

143／245

西尾信用金庫

東濃信用金庫

3910 2523121016

愛知県

株式会社村上製作所

次世代ターボチャージャー用高精度ジャーナ
ルベアリングの設備導入による加工技術の試 豊田信用金庫
作開発。

3911 2523121018

愛知県

ワコー

印刷された平面の板をＣＮＣルーターで加工し
尾西信用金庫
視認効果の高い立体造形看板の試作・開発

3912 2523121021

愛知県

株式会社アイピー・ファインテック

次世代自動車向けの新材料（軟磁性材料）の
尾西信用金庫
高精度切削加工技術の開発

3913 2523121024

愛知県

余合ホーム＆モビリティ株式会社

在宅での介護生活を支援する自力・屋内型の
商工組合中央金庫
移動補助器具の開発

3914 2523121026

愛知県

東名技研株式会社

精密歯車の全数検査による品質保証と多能
工化によりリードタイム短縮を図る

名古屋銀行

3915 2523121027

愛知県

有限会社三福製作所

新規材料の部品を革新的なものづくりで、自
分の未来を勝ち取ろう！

藤岡商工会

3916 2523121028

愛知県

株式会社近藤鉄工所

ミドルサイズの金属加工部品に特化した設備
投資と生産プロセスの改善でニッチトップを目 愛知銀行
指す

3917 2523121030

愛知県

株式会社オガワスプリング

コイリング指数（Ｄ／ｄ）が小さいスプリングの
春日井商工会議所
小ロット生産の確立による事業拡大。

3918 2523121032

愛知県

山鉄株式会社

三次元測定器導入による高品質切削加工品
豊田信用金庫
の製品精度保証体制の構築

3919 2523121033

愛知県

藤塗装工業株式会社

光学式３Ｄ測定機を利用した塗装品質保証力
ミッドランド税理士法人
の高度化とコスト競争力の向上

3920 2523121035

愛知県

株式会社中川製作所

高性能５軸マシニングセンターと３次元ＣＡＤ
／ＣＡＭによる取引先メカユニット化に対応す 蒲郡信用金庫
る設備改善

3921 2523121036

愛知県

グランド・ラボ株式会社

ＣＡＤ／ＣＡＭとハイブリッドレジンブロックを用
橋本武彦税理士事務所
いた高精度ＣＡＤ／ＣＡＭ冠の試作開発

3922 2523121037

愛知県

ダイキ精工株式会社

大型ガスタービン用精密鋳造金型の市場獲
得に向けての大型高速加工機導入

3923 2523121038

愛知県

株式会社ヤマキ

ポータブル３次元測定機利用による部品検査
西尾信用金庫
の効率化とＣＡＤとの連携

3924 2523121039

愛知県

株式会社丸由製作所

固体酸化物形燃料電池（ＳＯＦＣ）分野での微
岡崎信用金庫
細・高精度部品への取り組み

3925 2523121041

愛知県

株式会社高橋精機工業所

自動車の軽量化に貢献する樹脂グレージング
大垣共立銀行
射出成形技術の高度化事業

3926 2523121044

愛知県

株式会社杉井鉄工所

ロールコーターのダウンサイジングによって新
名古屋銀行
たなＤＩＹ市場を開拓する

3927 2523121047

愛知県

豊橋鑛金工業株式会社

錫めっき皮膜の耐熱、耐食性能向上のための
名古屋銀行
試作開発

3928 2523121048

愛知県

ベルテック株式会社

熱溶着技術を活用し、新たな研磨用樹脂製ベ
ルトの製造において生産スピードの向上を目 大嶋 浩敬
指す

3929 2523121051

愛知県

株式会社愛知塗装工業所

リン酸塩処理カチオン電着ラインへ円筒型隔
名古屋銀行
膜電極の試作技術の導入

3930 2523121052

愛知県

名東産業株式会社

多品種少量の鋳造用中子製造における省力
東濃信用金庫
化、高効率化装置の試作開発

3931 2523121058

愛知県

有限会社朝日リンクス

職人作業をロボットに代替させる為の「職人ロ
ボットシステム」の商品化と市場展開の仕組 碧海信用金庫
みを確立する。

3932 2523121059

愛知県

有限会社福益工業所

ヨーロッパ（ＥＵ）向けリチウムイオンバッテ
リーセル梱包材の試作開発

3933 2523121061

愛知県

株式会社名西深孔

複合旋盤導入による最終仕上げ工程の内製
名古屋銀行
化と精密部品受注の拡大

3934 2523121062

愛知県

広陽商工株式会社

自動車デザイン試作の品質向上とコストダウ
大垣共立銀行
ンを実現する新しい工法の開発

3935 2523121063

愛知県

株式会社ティモンズ

難加工素材・複雑形状加工、短納期化のため
半田信用金庫
の試作開発と生産システムの確立

3936 2523121066

愛知県

中部高熱工業株式会社

超省エネ・短納期を可能にする陰極再生・組
付作業システムを構築する設備投資

3937 2523121067

愛知県

伸栄プラスチックス株式会社

射出成形製品品質の向上及び工数削減を目
瀬戸信用金庫
的とした自動レーザー測定方式の導入

144／245

大垣共立銀行

蒲郡信用金庫

愛知銀行

3938 2523121069

愛知県

株式会社コザワインテックス

特殊意匠糸の極太糸から極細糸を使用した
ファッション性のある高級ジャカード織物の確 尾西信用金庫
立

3939 2523121073

愛知県

宮後工業株式会社

３次元測定器への機能追加による金型の品
質向上とコストダウンの実現

3940 2523121074

愛知県

磯田園製茶株式会社

秋摘み茶の「深蒸し茶」から「加工用抹茶」へ
岡崎商工会議所
の新規製造展開

3941 2523121077

愛知県

有限会社ヤマプラ

成形難度の高いアクリル成形加工の品質向
上に向けた新たな専用生産工程の開発

3942 2523121078

愛知県

矢留工業株式会社

塗装プラントの市場展開を目指すための高精
春日井商工会議所
度枠体の試作開発

3943 2523121081

愛知県

株式会社新美鉄工所

新設備導入による自動車エコ部品イタカムの
西尾信用金庫
加工受注の獲得及び最適生産方式の構築

3944 2523121082

愛知県

株式会社ユニ技研

ＮＣ複合旋盤の導入による精密加工技術の高
豊橋信用金庫
度化と内製比率の向上

3945 2523121083

愛知県

株式会社産技

ＹＡＧレーザー溶接によるクリーン対応、軽
量、低コスト溶接技術の開発

3946 2523121084

愛知県

服部工業株式会社

生産管理システムを導入し、急な設計変更に
も対応できるガス釜製品の品質の確保と技術 岡崎商工会議所
の伝承を図る生産プロセスの強化事業

3947 2523121085

愛知県

株式会社蒲郡製作所

ワイヤー放電加工機によるＸ線天文衛星用微
蒲郡信用金庫
細・精密部品等の加工技術の確立

3948 2523121086

愛知県

有限会社福田鉄工所

ワイヤ放電加工機導入による金属加工課題
材及び精密機械部品等の高精度化と精度の 岡崎商工会議所
均一化・生産性向上の実現

3949 2523121087

愛知県

澤田酒造株式会社

新型清酒圧搾機導入による清酒「白老」の高
知多信用金庫
品質化と女性雇用の実現

3950 2523121088

愛知県

ＹＡＴＯＭＩエンジ株式会社

航空機部品製造現場向けポータブル接触式３
後藤吉正税理士事務所
次元測定器による部品検査サービス事業

3951 2523121089

愛知県

株式会社鈴木紙工所

最新ロータリーダイカットマシン導入による紙
桑名信用金庫
の抜き加工分野の最先端企業への進化

3952 2523121090

愛知県

株式会社ヨコイ精工

ハイブリッド自動車向け排気熱回収器部品の
名古屋銀行
精密プレス金型のための設備導入

3953 2523121093

愛知県

株式会社ワイヤークラブ

女性経営者と女性の製造部長がリードして、
試作精密加工部品を全国に供給する。

榊原税理士事務所

3954 2523121094

愛知県

株式会社フカデン

航空宇宙分野で要求される製品品質を確実
に満たすための高精度な検査工程の構築

碧海信用金庫

3955 2523121097

愛知県

スクリーン印刷ヒロセ

インクジェットプリント工法の導入による多彩
なメディアへの高付加価値印刷の実現

岡崎商工会議所

3956 2523121098

愛知県

日本街路灯製造株式会社

無電柱化に向けた狭隘道路用の変圧器搭載
商工組合中央金庫
街路灯の試作開発

3957 2523121103

愛知県

株式会社サンワ金型

超高速プレス加工用金型の開発により、新た
碧海信用金庫
な事業分野への進出を図る。

3958 2523121105

愛知県

宮地工業株式会社

最新設備の導入による難加工材の加工技術
岡崎信用金庫
の向上と生産プロセスの最適化事業

3959 2523121107

愛知県

有限会社吉良プラスチック

高齢者・障害者の雇用機会の創出と安全性と
西尾信用金庫
生産性を高める生産ラインの設置事業

3960 2523121108

愛知県

ＤＥＮＴＡＬＷＯＲＫ久

ＣＡＤ／ＣＡＭ機器導入による歯科補綴物製
作の短納期化

3961 2523121109

愛知県

株式会社ＥｄｇｅＣｒｅａｔｏｒｓ

ダイカストマシンで連続的に使用される『長寿
岡崎商工会議所
命・耐熱軽量ラドル』の試作開発事業

3962 2523121110

愛知県

成田工業株式会社

加工部品の大型化に伴う加工技術と短納期
対応及び内製化の為の設備導入

3963 2523121112

愛知県

有限会社ピーツーテック

最新設備の導入に伴う環境分野への参入事
岡崎信用金庫
業

145／245

西尾信用金庫

西尾信用金庫

三重銀行

株式会社みらい経営

名古屋銀行

3964 2523121113

愛知県

平本工業株式会社

大型風力発電装置用精密部品のプレス加
工、及び溶接加工の技術開発

3965 2523121114

愛知県

株式会社五合

完全無機塗料原料の密着度及び透明性の向
十六銀行
上による塗装対象製品の拡大。

大垣共立銀行

3966 2523121115

愛知県

エヌティー精密株式会社

次世代型ディーゼル噴射ポンプ部品等高精
株式会社マイルストーン・コンサル
度部品の精密加工および高水準品質保証の
ティング・グループ
確立

3967 2523121116

愛知県

株式会社西澤

電磁ノイズ対策材ＭＧＣＭＣの製造装置の導
名古屋銀行
入及び試作開発

3968 2523121117

愛知県

ナカノ精工株式会社

複雑形状メタリック樹脂射出成形部品用のウ
東濃信用金庫
エルドレス金型製作技術の開発

3969 2523121118

愛知県

創心精機株式会社

最新ワイヤカット放電加工機の導入により難
素材、高精度・短納期の対応

岡崎信用金庫

3970 2523121119

愛知県

株式会社三ツ知春日井

直彫りマシニングセンター導入による冷間圧
造用金型の高精度高能率加工技術の開発

春日井商工会議所

3971 2523121120

愛知県

株式会社大伸製作所

ゴム成形金型におけるパーティングライン面
の最適加工法の開発

名古屋商工会議所

3972 2523121122

愛知県

朝日工業株式会社

自動車部品「ケージ」の更なる精密化・高精度
愛西市商工会
化を目指す試作・開発

3973 2523121123

愛知県

中川鋼管株式会社

鉄骨用穴あけ機及びバンドソー切断機の導入
名古屋銀行
による鉄骨部品加工事業の開始

3974 2523121124

愛知県

三洋電子株式会社

難削材円筒形状部品の熱処理・研削一貫工
程の開発

3975 2523121126

愛知県

株式会社カマタ製作所

航空ギヤ部品の開発・生産における新たな切
大口町商工会
削工法の導入による納期の短縮

3976 2523121127

愛知県

株式会社サンワクリエイト

次世代自動車エアコンのコンプレッサー部品
西尾信用金庫
の品質向上と量産体制確立

3977 2523121128

愛知県

有限会社満天

メタルソープレス機の導入による切削加工技
術の高率ＵＰと生産リードタイムの短縮

3978 2523121129

愛知県

株式会社にじまち

太陽光利用型植物工場での高品質トマト生産
知多信用金庫
のための製造環境技術導入

3979 2523121131

愛知県

愛知スチール株式会社

日本初となる建築用鉄筋のユニット化

名古屋銀行

3980 2523121132

愛知県

新富士バーナー株式会社

登山用の燃焼器具の軽量化による、次世代
の燃焼器具の開発

蒲郡信用金庫

3981 2523121133

愛知県

藤和ライト工業株式会社

ＩＴ利用による射出成形プロセスにおける、高
税理士法人アズール
品質、コスト低減技術開発により拡販を図る。

3982 2523121134

愛知県

株式会社大林テクノ

自動車用精密部品の多種加工部品の加工自
動化・一貫生産による高精度・コスト競争力強 岡崎信用金庫
化事業

3983 2523121136

愛知県

神戸産業株式会社

超短納期を実現する大型鋼製構造物複合一
いちい信用金庫
貫生産新管理システムの開発

3984 2523121137

愛知県

ヤマキ電器株式会社

碍子用養生乾燥室開発による、作業環境の
改善と生産性向上

3985 2523121138

愛知県

トーケン樹脂化学株式会社

作業環境に配慮したウレタンチップフォーム製
名古屋銀行
造用接着剤の開発

3986 2523121139

愛知県

株式会社久門精機

シリコーン素材特有の金型平面接着部分の
精度を出す切削加工技術の強化による生産
性の向上

3987 2523121140

愛知県

株式会社エージック

ＳＯＦＣ（固体酸化物燃料電池）板状セル多層
名古屋銀行
プレス成形技術の開発

3988 2523121141

愛知県

宮後エヌシー技研株式会社

ワイヤーカット放電加工機導入による大型の
西尾信用金庫
金型部品加工の受注拡大

3989 2523121142

愛知県

株式会社イングカワモト

印刷工程の見直しと新機能追加による生産プ
中京銀行
ロセスの強化によるネイルシートの開発事業

3990 2523121143

愛知県

友澤木工株式会社

木製ベッド製造における自動タッカー打機の
開発と導入を行い生産プロセスを強化する。

西尾信用金庫

3991 2523121145

愛知県

興和錻力印刷株式会社

金属印刷に於ける乾燥炉導入事業（環境負
荷軽減、及び省エネ改善型）

十六銀行

146／245

百五銀行

東濃信用金庫

瀬戸信用金庫

名古屋銀行

3992 2523121146

愛知県

株式会社ミツミパターン

木型、発泡スチロール模型製作における非接
触光学式３次元スキャナーの活用による品質 西尾信用金庫
保証体制の再構築

3993 2523121149

愛知県

株式会社セラミックジャパン

ＣＮＴセラミックスを利用した、機能性食器の試
瀬戸信用金庫
作

3994 2523121151

愛知県

株式会社ワイクリード

自動車用部品電動フューエルポンプボデー外
一般財団法人中部生産性本部
観検査作業の自動化

3995 2523121153

愛知県

有限会社新栄企画

新設備導入による射出成形用金型の高精度
瀬戸信用金庫
化、低コスト化、短納期化の実現

3996 2523121154

愛知県

村松鉄工株式会社

新型ＮＣ旋盤加工機の導入による異形ものの
西尾信用金庫
旋盤加工精度の向上による生産性の向上

3997 2523121155

愛知県

株式会社トーメーコーポレーション

眼科診断用３次元光トモグラフィーの計測速
度・画像コントラスト向上技術の開発

3998 2523121157

愛知県

澤田工機

専用工作機向け部品市場での売上拡大のた
蒲郡信用金庫
めの加工工程削減の取り組み

3999 2523121158

愛知県

アルファ化研株式会社

外装タイルユニット用紫外線硬化性樹脂接着
日進市商工会
剤の開発及びその製造技術開発

4000 2523121161

愛知県

株式会社三重設計

空間浮遊物回収装置の設計および製造

静岡銀行

松原智恵蔵税理士事務所

4001 2523121162

愛知県

株式会社デンケン

無菌アイソレーター機器部品（注記１）の受注
獲得を目指し最先端レーザー溶接機の導入
による製造リードタイム１／２に短縮と製造コ 百五銀行
スト３０％削減（注記１）ステンレス材料薄板溶
接構造の直方体・箱の無菌室医療機器の事

4002 2523121163

愛知県

株式会社時麺

ご当地生パスタの製造ときめ細かな配送によ
岡崎商工会議所
る「地産地消生パスタ」の実現

4003 2523121164

愛知県

有限会社エスジーケー

ワンストップ型の溶接組立ラインの導入によ
碧海信用金庫
り、試作部品の品質と生産性の向上を目指す

4004 2523121168

愛知県

株式会社アルマックス

Ｉ０抗菌アルマイト処理（Ｉ０コート）の工業生産
十六銀行
技術の確立

4005 2523121170

愛知県

株式会社稲熊製作所

新型コイル材料供給装置導入による高精度、
低コスト実現の為の高効率生産システムの確 岡崎信用金庫
立

4006 2523121171

愛知県

浪速器金液株式会社

審美性・耐久性に優れ、電子レンジに使える
高級陶磁器用金液・ペーストの開発

4007 2523121172

愛知県

妹尾塗装工業株式会社

自動車部品等の市場獲得を目指し環境に配
慮した省エネ及び不良低減を可能にする塗装 商工組合中央金庫
設備の開発。

4008 2523121176

愛知県

株式会社みづほ合成工業所

シリコン成形型を用いた新たなマイクロ波溶
融成形技術の確立

4009 2523121178

愛知県

有限会社奥谷開発

多機能型生産ラインの設置による生産性の向
西尾信用金庫
上と高付加価値化事業

4010 2523121179

愛知県

高橋工業

専用機械及び自動車の大型部品向けに必要
な、ステンレス、アルミ等の難削材の複雑形状 碧海信用金庫
の切削加工技術の向上

4011 2523121182

愛知県

株式会社デニック

三州瓦製造技術を用いた耐久力溢れる住宅
岡崎信用金庫
外壁材の試作開発

4012 2523121185

愛知県

大恵工業株式会社

高性能コンパクトマシニングセンタ導入による
西尾信用金庫
生産性向上とそれによる新規受注獲得

4013 2523121187

愛知県

株式会社フルテック

作業効率６０％向上を目的とした粉砕機の導
名古屋銀行
入

4014 2523121188

愛知県

堀江織物株式会社

布の自動カッティングマシンの導入による商品
岐阜信用金庫
開発とデジタル染色専用生地の開発

4015 2523121189

愛知県

株式会社ワイズ技研

円筒・内面ＮＣ複合研削盤による同芯及び同
岐阜信用金庫
軸度の加工技術確立と短納期化

4016 2523121191

愛知県

株式会社川原鉄工所

ロボットによるバリ取り及びバフがけ方策の開
大垣共立銀行
発

4017 2523121192

愛知県

伊藤レーシングサービス株式会社

非接触型三次元測定器導入による短納期化
岡崎信用金庫
及び高品質化事業

147／245

大垣共立銀行

大垣共立銀行

4018 2523121193

愛知県

株式会社大東通商

長寿命・高品質を目的とした新素材によるワイ
岡崎信用金庫
パーの製作事業

4019 2523121195

愛知県

株式会社古屋工業所

アルミ製フロントハウジング加工における切削
上島 一丈
加工の精度向上と低コスト化

4020 2523121198

愛知県

フナハシ技研株式会社

極寒冷地向けのガラス高配合の合成樹脂製
ラジエータータンク部品の試作品開発

4021 2523121199

愛知県

株式会社山守製作所

合成樹脂の切削における精度保証の高度化
豊田信用金庫
と薄肉形状切削への技術改良

4022 2523121200

愛知県

株式会社メックインターナショナル

機能性ナノ材料配合による高機能ナノファイ
バーの試作開発

4023 2523121202

愛知県

株式会社ナユタ

顧客先の要望品質を確立する金型製造加工
碧海信用金庫
手法の実現

4024 2523121203

愛知県

オーエフ電装 株式会社

ルータ式基板分割機導入により、基板分割の
いちい信用金庫
自動化を実施し、生産効率の向上を図る。

4025 2523121204

愛知県

株式会社遊技機エコタウン回収セン 素材圧縮梱包機の導入による遊技機リサイク
十六銀行
ター
ル事業の迅速・効率化

4026 2523121205

愛知県

有限会社岡杉巧作所

耐摩耗性を大幅にアップさせた工業用ロボット
西尾信用金庫
ハンド向け溶射部品の試作製造販売

4027 2523121206

愛知県

株式会社中山工業所

新型プレス機導入に伴う品質向上、生産プロ
岡崎信用金庫
セス強化、コスト削減による競争力強化事業

4028 2523121207

愛知県

有限会社ケイズカンパニー

マシニングセンタ及び３ＤＣＡＤ並びに３Ｄ測定
器導入による部品製造・試作品製造への新規 岡崎商工会議所
事業参入

4029 2523121209

愛知県

株式会社永野金型

自動車用プラスチック成形金型において高精
名古屋銀行
度金型の製作による競争力強化

4030 2523121210

愛知県

株式会社アバンテック

歯科矯正診断用規格模型のデジタル化とそ
の応用

大垣共立銀行

4031 2523121211

愛知県

サハシ鋼機 株式会社

長尺鋼管等の加工に向けた３次元レーザ技
術確立のための設備投資

名古屋銀行

4032 2523121212

愛知県

株式会社三技

次世代航空機開発に向けた先端部品の曲線
名古屋銀行
部品高度計測技術の新規事業

4033 2523121213

愛知県

瀧川オブラート株式会社

可食性フィルム（オブラート）の品質検査及び
豊橋信用金庫
切断装置の自動化技術の開発

4034 2523121214

愛知県

株式会社花市電子顕微鏡技術研究 現有の透過型電子顕微鏡を駆使した臨床検
所
査の受託業務体制の確立

4035 2523121219

愛知県

ＡＭＹドアテック株式会社

家庭内上吊引戸を簡単な設置方法で自動開
春日井商工会議所
閉できる開閉装置の試作開発

4036 2523121221

愛知県

株式会社イケックス工業

急速加熱冷却温度制御による生分解性樹脂
税理士法人アズール
の高生産性成形法の確立

4037 2523121223

愛知県

サンコー鞄株式会社

新積層素材使用スーツケースの開発

4038 2523121225

愛知県

株式会社鬼頭精機製作所

工作機械用回転工具における修理・オーバー
碧海信用金庫
ホールサービスの開発

4039 2523121226

愛知県

ＨＲＳファシリティーズ株式会社

価格・納期対応力向上により市場獲得を目指
高浜市商工会
す水質検査機器導入による事業内製化

4040 2523121227

愛知県

メトロ科学模型株式会社

模型業界を一新する模型総合ポータルサイト
名古屋銀行
の開発及びテスト運営

4041 2523121231

愛知県

有限会社三河螺子

コスト競争に勝ち抜く新生産システムの構築

4042 2523121233

愛知県

オノダ工業有限会社

ＮＣ旋盤導入によるメインマフラー生産用機械
装置ライン一括受注獲得のためのプロセス強 岡崎商工会議所
化

4043 2523121239

愛知県

フジクリーン工業株式会社

「コンパクト」と「シンプル」を両立した合併浄化
税理士法人高須会計事務所
槽の開発

4044 2523121261

愛知県

中部工業株式会社

自動車金属部品における最新の機械設備に
商工組合中央金庫
よる切削技術力向上と不良の削減

148／245

税理士法人パートナーズ

岡崎信用金庫

岡崎商工会議所

名古屋銀行

西尾信用金庫

4045 2523121267

愛知県

株式会社丸八テント商会

『「日本の伝統織を生かしたカーボン織物」試
根本景子税理士事務所
作プロジェクト』

4046 2523121269

愛知県

株式会社アートプロ

マシニングセンター導入による複雑形状品の
名古屋銀行
短納期加工プロセスの構築

4047 2523121273

愛知県

日本ハードウェアー株式会社

金型を放電加工機により放電加工と鏡面仕上
商工組合中央金庫
まで一貫加工するシステムの開発

4048 2523121279

愛知県

株式会社エフテックコーポレーション

中小企業の「メンタルヘルス対策」を支援するＩ
中京銀行
Ｔを活用したサービスの開発

4049 2523121285

愛知県

株式会社エムズプランニング

「国際通販による中古機械用保全部品の市場
第三銀行
開拓と迅速化」

4050 2523121289

愛知県

株式会社名大ＳＫＹ

クライアントニーズ優先且つ教室稼働率向上
中日信用金庫
を可能とするワンコイン学習塾

4051 2523121290

愛知県

ビデオネット株式会社

高性能編集システム導入によるポストプロダ
クション事業開始と映像ライブラリー活用事業 岡崎信用金庫
創成

4052 2523121293

愛知県

株式会社プログレ

「純系名古屋コーチン」のみを使用した独自の
岐阜信用金庫
調理技術と新サービスの提供事業

4053 2523121295

愛知県

三信建材工業 株式会社

自律飛行型マルチコプターによる、構造物劣
豊橋信用金庫
化調査診断サービスの開発

4054 2523121302

愛知県

株式会社ムービング

ネット回線を利用した展示会場と工場を繋ぐラ
蒲郡信用金庫
イブ中継技術の開発とサービス事業

4055 2523121305

愛知県

株式会社テラニシ合金

設備導入による鋳物製品の高品質化及び防
山内宏之税理士事務所
衛省関連の市場拡大

4056 2523121306

愛知県

タケダ歯車工業株式会社

減速機歯車の特殊歯車軸加工におけるホブ
盤の高硬度・高精度加工装置の導入

4057 2523121307

愛知県

株式会社ジョイ・ジョブス

３Ｄ画像によるハイグレードなオーダーメード・
瀬戸信用金庫
ウェットスーツの製造・販売

4058 2523121308

愛知県

株式会社冨田組

小型伐採システムの構築による小規模放置
竹林の再生と耕作放棄地の解消

豊橋信用金庫

4059 2523121310

愛知県

カタリスト株式会社

介護福祉業界・サービス業界の企業に向け
た、メンタルヘルス対策と障がい者雇用を総
合的に支援するサービスの開発と事業化

中日信用金庫

4060 2523121313

愛知県

阿久比運輸株式会社

情報端末を活用した新システム構築による革
知多信用金庫
新的サービスの提供と競争力強化

4061 2523121314

愛知県

株式会社丸一精肉

食の安心安全を強化するためのＸ線異物検出
知多信用金庫
装置導入による検査プロセスの確立

4062 2523121322

愛知県

大津屋物産株式会社

大豆挽割ライン導入による高品質・小ロット製
豊橋信用金庫
品開発と新規用途開発

4063 2523121334

愛知県

株式会社フジ紙業

最短半日の納期で印刷サービスを実現するた
瀬戸信用金庫
めの生産工程の強化

十六銀行

4064 2523121336

愛知県

株式会社Ｃ－ＵＮＩＴ ＳＱＵＡＲＥ

ビルメンテナンス（清掃等）現場の場所、時
間、作業レベル等が瞬時にビジュアル確認で 愛知銀行
きる革新的なビル管理システムの開発

4065 2523121337

愛知県

株式会社サンテクノ

電解銀イオン水の小型製造装置の試作開発 中日信用金庫

4066 2523121339

愛知県

株式会社大東紙工業

小ロットの製本顧客ニーズを満たすための新
商工組合中央金庫
設備導入による生産性向上

4067 2523121340

愛知県

マサキ住建株式会社

３ＤＣＡＤと３Ｄプリンタの導入により、営業能
力を向上させ元請工事受注の増加を図る。

高浜市商工会

4068 2523121342

愛知県

旭特殊プリント株式会社

印刷欠点検出器導入に伴う、完全良品出荷
体制の確立。

春日井商工会議所

4069 2523121345

愛知県

株式会社タキオン

自動車部品の試作開発におけるプレスから溶
接組み付け後の強度保証までの一貫生産体 西尾信用金庫
制の確立

4070 2523121348

愛知県

株式会社Ｆｏｒｅｓｔ Ｈｉｌｌ

高齢者の外出が楽しくなるサービス・場を提供
鈴木 克欣
する『笑みんぐｉｎフォレストヒル』事業の実施

149／245

３Ｄプリンターによるカスタムペイント事業の試
株式会社みらい経営
作開発

4071 2523121350

愛知県

有限会社大橋化工

4072 2523121356

愛知県

製菓・製パン原材料卸売業から、最新鋭の機
株式会社アイ・エム・コーポレーショ
械の導入で発酵ロングライフ菓子メーカーへ 百五銀行
ン
進出

4073 2523121357

愛知県

株式会社シービーテック

廃棄物を低減し生産効率を向上させる生産方
豊川信用金庫
式の導入

4074 2523121358

愛知県

株式会社環境科学研究所

化学分析技術を活用した「６次産業支援パッ
ケージ」の開発と新規市場の獲得

4075 2523121362

愛知県

株式会社ナチュール・メイ

「手作りフレンチのファストフード化」に関わる
中日信用金庫
設備導入事業

4076 2523121367

愛知県

株式会社川平屋

家族イベント演出による親子三世代の生涯顧
豊田信用金庫
客の創造事業

4077 2523121368

愛知県

株式会社ＫＹＯＴＳＵ

共同配送の進化による物流改革の展開

岡崎信用金庫

4078 2523121371

愛知県

株式会社ナゴヤ保缶化学工業社

独自開発の遠隔監視システムを用いた設備
予知保全サービスの実現

名古屋銀行

4079 2523121374

愛知県

株式会社アルテック・ラボ

世界の評価を得る為に日本企業では成し得て
名古屋銀行
いない革製品の一貫生産を開始する。

名古屋銀行

採放熱効率化を目的とした断熱工法開発にお
ける地中熱ヒートポンプシステムの試作開発 豊川信用金庫
事業
地域や観光地のイラストマップと、スマートフォ
ンＧＰＳとを組み合わせた観光情報提供サー 塩尻商工会議所
ビスの開発
安全・安心・迅速で利便性の高いｉＰｈｏｎｅ修理
サービスと、安定品質のｉＰｈｏｎｅ部品の仕入 名古屋銀行
れサービスの提供

4080 2523121375

愛知県

東海ジオテック株式会社

4081 2523121384

愛知県

株式会社サイエンスインパクト

4082 2523121387

愛知県

株式会社オーバーカム

4083 2523121390

愛知県

株式会社いわいハウジング

断熱診断解析を伴う省エネ住宅の提案システ
尾西信用金庫
ム構築

4084 2523121398

愛知県

株式会社Ｊパック

高速カッティングマシン導入による世界最薄の
春日井商工会議所
段ボール「Ｇ段」の市場浸透戦略

4085 2523121402

愛知県

株式会社アルメディア

携帯電話へ標準搭載する、地域のお得な情
報が手に入るアプリケーションの開発

岡崎商工会議所

4086 2523121404

愛知県

株式会社安城自動車学校

「おもてなし経営」を強化するための革新的
サービスシステムの開発

碧海信用金庫

名古屋銀行

中日信用金庫

4087 2523121407

愛知県

株式会社東利

ユーザーの費用負担を軽減した上下水槽の
維持管理を実現するコンクリート壁面の超高
圧洗浄・はくり施工の新展開

4088 2523121409

愛知県

株式会社アスト

食肉トレーサビリティ・システムの構築による
新役務提供および商品付加価値の向上

4089 2523121410

愛知県

有限会社フジエアーサービス

イスラム圏からの観光客・在日ムスリムの飲
食市場の獲得を目指しハラル料理の提供をす 中日信用金庫
る。

4090 2523121412

愛知県

株式会社隆祥房

餃子皮の賞味期限延長の為の技術開発・改
良、春巻皮の改良に伴う設備の増設

4091 2523121425

愛知県

双光エシックス株式会社

高速スキャナ導入及び作業工程最適化により
革新的な「高品質・低価格」の電子化サービス 名古屋銀行
を実現

4092 2523121450

愛知県

株式会社三恵社

不可能とされてきた幼児向け絵本の少部数発
大垣共立銀行
行、書店流通のための試作開発

4093 2523121453

愛知県

株式会社都あられ田口本舗

あられ購買層の拡大のための健康志向・新食
名古屋銀行
感を特徴とした新商品開発と販路拡大

4094 2523121456

愛知県

災害時にＵＳＴＲＥＡＭを利用した情報発信を
株式会社クリエイトエンターテインメ
行うための「災害時情報発信パッケージ」の試 瀬戸商工会議所
ント
作開発

4095 2523121496

愛知県

英昌化学工業株式会社

圧縮ガス仕様エアゾール製品を安全かつ確
実に製造可能とする高精度計量機の導入

安城商工会議所

4096 2524120107

三重県

岡田パッケージ株式会社

情報技術の高度化による高精度で高効率な
段ボール箱の製造

第三銀行

4097 2524120110

三重県

株式会社ウエノテック

大型マシニングセンタ導入による大型化・加
工精度向上を図り筐体受注と売上ＵＰ

公益財団法人三重県産業支援セン
ター

150／245

前田 勝昭

4098 2524120112

三重県

Ａ．Ｃ．ＳＴＵＤＩＯ

補綴装置（義歯）の製造工程短縮、切削加工
第三銀行
センター事業

4099 2524120113

三重県

ニチニチ製薬株式会社

殺菌済み乳酸菌及びそれを含有する健康食
品における菌数計測技術の確立

4100 2524120115

三重県

河村産業株式会社

電子材料用基材の高精密連続洗浄技術の実 公益財団法人三重県産業支援セン
用化による市場拡大
ター

4101 2524120117

三重県

有限会社ふらんす

新たな伊勢のお土産品の販売における、生産
山口耕平
体制の確立。

4102 2524120119

三重県

松井機工有限会社

高精度・複雑形状部品に対応できる生産設備 公益財団法人三重県産業支援セン
の導入により競争力強化を図る
ター

4103 2524120122

三重県

株式会社山下精機製作所

自動車燃料系・排気系制御部品における高精 株式会社マイルスト－ン・コンサル
密切削部品の試作開発
ティング・グループ

4104 2524120125

三重県

株式会社元気

自社開発の熟成技術による地域産品活用型
みえ熊野古道商工会
健康食品の開発

4105 2524120128

三重県

有限会社早川鉄工所

最新鋭ＣＮＣ円筒研削盤による高精度加工の 公益財団法人三重県産業支援セン
実現と生産性向上
ター

4106 2524120130

三重県

有限会社明正工業

直動回転テーブルつきマシニングセンターの
導入による競争力強化

4107 2524120131

三重県

大藤パッキング株式会社

生産性向上、低コスト化を実現するための革
百五銀行
新的な生産管理システムの導入

4108 2524120132

三重県

株式会社アゼックス

病院・介護施設向けの新規消臭剤の製造に
係る設備投資

4109 2524120133

三重県

株式会社伊藤鉄工所

ＣＮＣ旋盤導入による外注費削減、短納期対 公益財団法人三重県産業支援セン
応、利益率向上
ター

4110 2524120135

三重県

伊勢金型工業株式会社

拡散効率の良いＬＥＤ拡散レンズ作成技術の
税理士法人あおぞら
確立

4111 2524120136

三重県

念治鐵工株式会社

歯出し複合鍛造（熱間＋冷間）による大型かさ
池田泉州銀行
歯車の試作品製造

4112 2524120139

三重県

有限会社トクセイ工業

各種ゴムメーカーのニーズに応えるゴムシー
鈴鹿商工会議所
ト冷却装置の試作開発

4113 2524120140

三重県

木屋正酒造合資会社

生物資源活用の為の環境構築による四季醸
名張商工会議所
造化と海外販路拡大の実現

4114 2524120141

三重県

株式会社エース設備

エアー式部品供給レベラーの試作開発

4115 2524120142

三重県

株式会社勝光山鉱業所

新規粉砕設備の導入による高機能タルク量産
広島銀行
化の実現と技術競争力の向上

4116 2524120144

三重県

株式会社前田テクニカ

ネットワーク対応型ベンディングマシンの導入
による少量短納期生産能力強化と標準作業 土田繁
化

4117 2524120145

三重県

株式会社カトウケミカル

工業薬品の地域物流拠点の設置と小口供給
商工組合中央金庫
体制構築

4118 2524120146

三重県

おぼろタオル株式会社

軽さ、絞りやすさ、高吸水性等の高機能を有
するタオルの試作開発

4119 2524120147

三重県

アイエムテック株式会社

多品種小ロット板金部品の短納期要求に対応
百五銀行
するバリ取り自動化の実現

4120 2524120148

三重県

株式会社カワテック

自動車用部品加工における競争力強化計画 百五銀行

4121 2524120149

三重県

株式会社紀和マシナリー

コラムトラバース式横形マシニングセンタに旋 公益財団法人三重県産業支援セン
盤機能を搭載した工作機械の開発
ター

4122 2524120150

三重県

株式会社トータル建築確認評価セン 建築確認審査・検査業務の受付から承認まで
百五銀行
ター
の全般の流れの革新的効率化

4123 2524120155

三重県

株式会社神明化学工業

プラスチック成形材料の高機能化／生産性向
名古屋銀行
上のための新型押出機の導入

4124 2524120156

三重県

株式会社キコーコーポレーション

ナノファイバーとインクジェットプリンターを使
用した新しい貼付剤の製造開発

商工組合中央金庫

4125 2524120157

三重県

江南化工株式会社

ラムナン硫酸による免疫賦活作用機序の解
明

百五銀行

151／245

公益財団法人三重県産業支援セン
ター

桑名信用金庫

百五銀行

百五銀行

百五銀行

4126 2524120158

三重県

有限会社エヌテック

最新生産設備導入で薄肉、薄幅ベアリング生 公益財団法人三重県産業支援セン
産対応強化及び生産効率向上事業
ター

4127 2524120160

三重県

株式会社水貝製作所

試作品製造技術を活かした医療機器開発体
制の構築

百五銀行

4128 2524120161

三重県

協興ツール株式会社

円錐螺旋刃穴あけ工具製作の為の設備導入

公益財団法人三重県産業支援セン
ター

4129 2524120162

三重県

株式会社ＦＥＥＤ

ＣＦＲＰに対する高精度・高能率切削加工技術
第三銀行
の確立と衛生構造体部品用金型の試作開発

4130 2524120163

三重県

有限会社服部製菓舗

こだわり米菓の品質を維持しつつ期間短縮・
コスト削減を実現する設備導入

4131 2524120164

三重県

フヂイ エンヂニアリング株式会社

電磁石同期モーターを使用した高効率低価格
北伊勢上野信用金庫
電動コミュータ用コンバートキットの試作開発

4132 2524120165

三重県

株式会社ディ・アンド・ディ

耐擦傷洗浄性に優れた無機系封孔剤の開発
永田哲夫
とスケールアップ技術の確立

4133 2524120166

三重県

合同会社ＭＭＮセールスソリュー
ション

観光地や商業施設のリピーターを増やす「観
北伊勢上野信用金庫
光地向けスタンプラリーアプリ」開発事業

4134 2524120171

三重県

有限会社角屋

高性能機器の導入による自家製ハム・ソー
セージ製造の効率化・高品質化の追求

菰野町商工会

4135 2524120173

三重県

ロカヴォア株式会社

低温減圧乾燥と微粉砕加工技術の確立によ
る食品添加物メーカーへの転身

百五銀行

4136 2524120177

三重県

中部産商株式会社

３Ｄプリンターを用いた高性能鋳造用フィル
ターの実現

桑名信用金庫

4137 2524120179

三重県

新光ゴム工業株式会社

複雑な形状のゴム製品加工の高精度・低コス 株式会社マイルスト－ン・コンサル
ト化の実現
ティング・グループ

4138 2524120187

三重県

マルカ水産株式会社

鮮魚界初のジャストインタイム三重県産アワビ
三重信用金庫
供給サービス事業

4139 2524120190

三重県

東海検査エンジニアリング株式会社

デジタル検出器（ＤＸＲ）フラットパネルディテク
三重銀行
ター導入による各種設備の事故防止の実現

4140 2524120191

三重県

株式会社小林機械製作所

粉末冶金用超精密金型の加工技術の高度化 三重銀行

4141 2524120193

三重県

株式会社関村製作所

精研磨加工を不要とする量産切削加工方法
の開発とアルミ製バルブの試作

4142 2524120194

三重県

有限会社総本家貝新水谷新九郎商 保存料不使用キムチの生産性向上のための
恩田渉
店
冷風乾燥機導入

4143 2524120200

三重県

株式会社フジ技研

自動車用試作部品の金型の精度確保とコスト
北伊勢上野信用金庫
改善による生産性向上

4144 2524120201

三重県

橋本電子工業株式会社

生産性向上を目的とした部材管理／基板加
工／基板検査設備の導入

公益財団法人三重県産業支援セン
ター

4145 2524120202

三重県

冨松工業株式会社

治具ベースコラム製造での一体型・ワンパス
加工の実現

百五銀行

4146 2524120205

三重県

中尾技研工業株式会社

滑り止め性能を向上させた、新「セブン」バー
三重銀行
グレーチングの製造設備導入と製品化

4147 2524120206

三重県

大規模災害時対応医療情報カード組込みシ
コンテンツ アイディア オブ アジア
ステム（ＰＭ－Ｍｅｄｉｃａｌ ｃａｒｄ Ｓｙｓｔｅｍ）の試 桑名商工会議所
株式会社
作開発

4148 2524120208

三重県

株式会社光機械製作所

超薄板ガラスを強度劣化なく切断できる精密
機械加工システムの開発

百五銀行

4149 2524120209

三重県

株式会社アイシス

健康長寿社会のための中高齢者用下肢筋
力・トレーニング評価装置の開発

北伊勢上野信用金庫

4150 2524120211

三重県

大矢螺子工業株式会社

バッテリー端子ボルトの市場拡大を目指す為
弁護士法人心
の生産性向上と低コスト化

4151 2524120218

三重県

共立精機株式会社

「ダイカスト金型におけるワイヤーカット加工技
商工組合中央金庫
術の向上」

4152 2524120222

三重県

株式会社浅井農園

「農業ＩＣＴと高電場低温貯蔵技術による高品
百五銀行
質トマト供給システムの開発」

4153 2524120230

三重県

株式会社マキシンコー

３Ｄ－ＣＡＤ・ＣＡＥシステムの応用による減速
近畿大阪銀行
機の設計プロセス構築

152／245

桑名三川商工会

大垣共立銀行

4154 2524120233

三重県

奥地建産株式会社

在庫管理システムと連動した工程間中間搬送
商工組合中央金庫
装置の導入

4155 2524120234

三重県

熊野精工株式会社

最新式設備（射出成形機）の導入による新規
百五銀行
開発品の受注の拡大と生産効率ＵＰ

4156 2524120236

三重県

東邦エンジニアリング株式会社

ＳｉＣ及びＧａＮ基板に対応した量産用ＣＡＲＥ
法加工装置の試作開発

公益財団法人三重県産業支援セン
ター

4157 2524120237

三重県

有限会社クラフトエム

高精度５軸マシニングセンター導入による航
空産業向け試作対応力強化

三重銀行

4158 2524120247

三重県

有限会社佐野庄茗園

カラー色彩選別機の導入による製茶工程の
異物除去精度の向上と生産ラインの強化

百五銀行

4159 2524120250

三重県

株式会社アサヒダイテック

金型の高精度修正及び金型保証システムの
桑名信用金庫
開発

4160 2524120251

三重県

伊賀越株式会社

天然醸造製法で製造された醤油等の高レベ
ルの充填を可能にする設備投資

4161 2524120252

三重県

若戎酒造株式会社

急速に人気が高まる日本酒の小型容器の需
北伊勢上野信用金庫
要に、高品質な地酒で応える

4162 2524120254

三重県

アミカン株式会社

特殊結節編網機の新規導入による競争力
アップと売上拡大

三菱東京ＵＦＪ銀行

4163 2524120258

三重県

旭電機化成株式会社

最新鋭射出成型機を利用した高精度化と生
産性向上による競争力強化

大阪シティ信用金庫

4164 2524120259

三重県

東海物産株式会社

ＬＡＭＰ法・ＳＦＰ・サーモグラフを使用した農作
税理士法人ティー・ブレイン
物総合分析サービスプロジェクト

4165 2524120261

三重県

サンユー技研工業株式会社

肉盛溶接における悪影響の少ない金型の開
発、並びに金型自身の品質向上

4166 2524120265

三重県

株式会社富士工業所

新型連続炉の導入によるチップソー基板の熱
八尾商工会議所
処理加工の高精度化

4167 2524120267

三重県

株式会社テイビョウ

近接センサーを用いた評価技術導入による革
百五銀行
新的な鉄筋生産システムの構築

4168 2524120269

三重県

御木本製薬株式会社

アコヤガイ真珠層由来微粉末の効率的生産
施設の導入

公益財団法人三重県産業支援セン
ター

4169 2524120271

三重県

パネフリ工業株式会社

リサイクル可能な再剥離性滑り止めシートの
開発

公益財団法人三重県産業支援セン
ター

4170 2524120274

三重県

株式会社タカキタ

先端生産設備導入に伴う高精度加工維持を
目的とした検査機器導入事業

南都銀行

4171 2524120275

三重県

鈴鹿工機株式会社

電柱・配電ポールの製造設備に用いられる部
百五銀行
品加工技術の試作開発事業

4172 2524120276

三重県

中央精密株式会社

難削材・複雑形状製品に対する高品質切削
加工技術の確立と生産物量の最大化

4173 2524120277

三重県

三田工業株式会社

３Ｄレーザー加工機導入にて大型防潮扉、特
三重銀行
殊扉等の生産システム構築を図る

4174 2524120278

三重県

株式会社エムアイイーテクノ

ＬＮＧ船級用継手、フランジ等製造事業への本
中京銀行
格参入計画

4175 2524120280

三重県

株式会社高山化成

次世代製造プロセスに対応させるための押出
商工組合中央金庫
し機の設備改造

4176 2524120286

三重県

三重介護支援センター株式会社

高齢者の在宅生活自立支援型機能訓練事業 四日市商工会議所

4177 2525120120

滋賀県

株式会社山王

排水・下水処理設備の発酵槽等に使う充填物
商工組合中央金庫
の開発と競争力強化

4178 2525120124

滋賀県

ファステストダイニング株式会社

拡大するシニア層をターゲットとした新たな喫
滋賀銀行
茶業態開発とチェーン化

4179 2525120129

滋賀県

株式会社伊吹機械

非接触三次元測定技術を活用した、競争力の
滋賀銀行
あるプレス金型製造技術の確立事業

4180 2525120130

滋賀県

株式会社福井弥平商店

吟醸酒の高品質化、安定生産を可能にする
工程設計と試作開発

153／245

商工組合中央金庫

百五銀行

百五銀行

滋賀銀行

4181 2525120131

滋賀県

株式会社アルナ矢野特車

荷役中の乗務員の安全確保を目的とした車
体後部照明装置の開発

4182 2525120132

滋賀県

内海印刷工業株式会社

コンデンサスリーブ印刷の低コスト、短納期を
滋賀銀行
可能とするシャフトレス両面印刷機の開発

4183 2525120137

滋賀県

本庄織布有限会社

革新的「高島ちぢみ」開発にかかる高機能新
滋賀銀行
織機の導入計画

4184 2525120141

滋賀県

サン工業株式会社

自動パレタイザーの開発・導入による新規受
株式会社エフアンドエム
注増、生産性向上、低コスト化計画

4185 2525120142

滋賀県

有限会社ウェジコ

ネジの締付けが目視確認できる緩み止めナッ
滋賀銀行
トシステムの開発

滋賀銀行

4186 2525120143

滋賀県

株式会社岡田製作所

少量多品種部品加工に於ける旋盤用研磨装
置及び平面研削盤用回転テーブル装置の開 大津商工会議所
発

4187 2525120145

滋賀県

近畿精工株式会社

マイクロニードル金型のコスト低減や高精度
加工を実現する製造技術の構築

4188 2525120146

滋賀県

坂尾織物株式会社

格差のある異番手混在技術を活用した地域ブ
竹内 淳朗
ランド『高島ちぢみ』の生地開発

4189 2525120147

滋賀県

紺藤織物株式会社

新しい製織技術の確立によるハイブリッド基
布の開発

滋賀銀行

4190 2525120148

滋賀県

有限会社三長精工

精密加工技術の向上とその可視化による事
業拡大計画

税理士田井中尚志

4191 2525120150

滋賀県

株式会社シンコーメタリコン

製薬メーカーにおける錠剤薬の品質及び製造
商工組合中央金庫
能力の向上に資する試作開発

4192 2525120153

滋賀県

株式会社エノモト

業界初となるストップバルブ内蔵型の油圧シ
リンダの開発

長浜北商工会

4193 2525120155

滋賀県

スズカ繊維工業株式会社

高付加価値カバーリング糸の試作開発

東近江市商工会

4194 2525120156

滋賀県

山科精器株式会社
株式会社アムコ

可変式の血液吸引機能を併せ持つ新しい外
科用電気メスの試作開発

滋賀銀行

4195 2525120157

滋賀県

サンオクト株式会社

作業指示の見える化で不良ゼロを実現する
「先進的多品種少量生産システム」の開発

一般社団法人滋賀県中小企業診断
士協会

4196 2525120158

滋賀県

株式会社ミヤジマ

鍛造金型リユース技術確立によるコスト削減
多賀町商工会
と循環型社会形成への取り組み

4197 2525120160

滋賀県

株式会社コバヤシ化成

自動車用部品軽量化のための鋳造消失模型
滋賀銀行
の試作開発

4198 2525120161

滋賀県

フジヤマジャパン株式会社

レーザー計測システムの導入による生産工程
改善に伴う品質向上と短納期化及び高精度 京都信用金庫
化の実現

4199 2525120163

滋賀県

株式会社アドパック

製袋機・カット機の導入による飲料用キャップ
株式会社エフアンドエム
シール等製造の内製化、高精度化、短納期化

4200 2525120169

滋賀県

株式会社アオヤマエコシステム

廃水処理発生余剰汚泥の省エネ・コンパクト・
京都信用金庫
リサイクル処理装置開発

4201 2525120171

滋賀県

株式会社リブ技術研究所

汎用部品としてのＤｉｇｉｔａｌＷｉｒｅ（省資源電線）
栗東市商工会
の基本構成であるロジックＩＣの試作開発

4202 2525120174

滋賀県

株式会社サンエー

精密農法を行うための農作物栽培形態に合
わせた最適な粒剤散布機を開発

京都銀行

4203 2525120178

滋賀県

株式会社滋賀カツラ

高精度垂直積層法を用いた高品位なゴム
ローラ成形技術の確立

滋賀銀行

4204 2525120180

滋賀県

株式会社三冷社
日本熱源システム株式会社

ノンフロン小型チリングユニット・システム開発 大野 渉

4205 2525120181

滋賀県

安曇川電子工業株式会社

プリント基板の試作・小ロットの低価格化と、
試作開発リードタイム短縮

4206 2525120182

滋賀県

株式会社大和バルブ

産業用ロボット周辺機器及び自動化ライン用
滋賀銀行
の高精度減速機の開発

4207 2525120185

滋賀県

有限会社クエストセブン

位置決め装置を小型化する高機能エンコーダ
滋賀銀行
ＩＣの開発

4208 2525120186

滋賀県

ＩＥトレード株式会社
株式会社ＵＰＨＥＡＶＡＬ

環境に配慮した船舶廃油に関する低コスト化
池上 弘美
に向けた一貫処理サービス

154／245

税理士法人アクセス

滋賀銀行

4209 2525120189

滋賀県

日本黒鉛工業株式会社

リチウムイオン電池に使用する黒鉛粉末の薄 一般社団法人滋賀県中小企業診断
片化技術の開発
士協会

4210 2525120190

滋賀県

株式会社ダイチュウ

３Ｄプリンター導入による鋳型の短時間製作、
株式会社エフアンドエム
低コスト化計画

4211 2525120191

滋賀県

株式会社丸長食品

Ｘ線異物検査システム導入による新感覚のお
漬け物「まぜちゃい菜」の増産及び販路拡大 税理士法人北浜・中西会計
計画

4212 2525120193

滋賀県

山豊テグス株式会社

新素材樹脂と新紡糸技術で、耐摩耗度３０
０％向上最強真円ナイロンテグスの開発

商工組合中央金庫

4213 2525120194

滋賀県

高島晒協業組合

小ロット型「真空精錬漂白装置」の導入によ
る、品質の向上と新規需要の開拓

高島市商工会

4214 2525120198

滋賀県

野洲化学工業株式会社

可食性フィルム（リーフゼラチン）の製品開発

滋賀銀行

4215 2525120201

滋賀県

株式会社パレット

洋菓子地域一番店を強固にする業務プロセス
大津商工会議所
改善のための機械化

4216 2525120202

滋賀県

株式会社メディカルサイエンス

長期間性能を安定させる高濃度クリーンオゾ
京都信用金庫
ナイザーの試作開発

4217 2525120203

滋賀県

株式会社東京濾器山村製作所

自動車用エアクリーナ製造における高品質
化、低コスト化、リードタイム短縮の実現。

4218 2525120204

滋賀県

株式会社セザック

光硬化性樹脂に機能性材料粉体を混練し、光
造形法での機能性複合部材の製造を可能と 京都御池税理士法人
する

4219 2525120205

滋賀県

株式会社カフィール

自動ドアセンサの小型化、低コスト化を実現す
大辻税理士法人
る投受光レンズの開発

4220 2525120206

滋賀県

株式会社パルスパワー技術研究所

パルスパワーで革新的分解力。地球がよろこ
京都銀行
ぶ水質・大気クリーン化計画

4221 2525120208

滋賀県

昭和化学工業株式会社

優れた製丸技術を用いた大粒製剤の多品種
滋賀銀行
少ロット生産による製丸市場での差別化

4222 2525120209

滋賀県

株式会社アイテス

故障原因特定率を飛躍的に向上させる、ＥＢＩ
Ｃ手法を取り入れたデバイス故障解析技術の 滋賀銀行
開発

4223 2525120213

滋賀県

株式会社写真化学

新規機構を有した次世代型自転公転方式精
密撹拌脱泡装置の開発

4224 2525120215

滋賀県

洛東化成工業株式会社

植物等天然原材料由来の液体天然染料の工
滋賀銀行
業化

4225 2525120217

滋賀県

ベーシック株式会社

新規特許出願の流路構造と活性炭高機能複
瀬田商工会
合材を用いた革新的浄水器の開発

4226 2525120220

滋賀県

大塚産業マテリアル株式会社

超音波トリム加工機導入によるコスト削減およ 公益財団法人滋賀県産業支援プラ
び納期短縮
ザ

4227 2525120221

滋賀県

有限会社萩原製作所

設備投資を活用した生産効率化による短納期
滋賀銀行
実現と高精度対応

4228 2525120223

滋賀県

ニッタモールド株式会社

医療業界初「ポートアダプターの液状シリコ－
滋賀銀行
ンによる一体成形の試作」

4229 2525120226

滋賀県

株式会社三和鉄工

「２ローラー歩き転造盤」導入によるスタッドボ
伊藤 康雄
ルトの品質向上および生産効率の改善

4230 2525120233

滋賀県

杉田竹材有限会社

良質な染め竹、防虫加工竹の生産システムの
松村 喜久雄
構築

4231 2525120234

滋賀県

木村織物株式会社

高島の強撚技術を生かした新分野への変り
織り素材の開発

4232 2525120235

滋賀県

興亜繊維工業株式会社

無欠陥・多本数合糸による高機能撚糸の製造 商工組合中央金庫

4233 2525120237

滋賀県

ヘイシンテクノベルク株式会社

社会インフラのコスト低減を目指した高耐久ゴ
長浜北商工会
ム材料開発によるねじポンプの製品化

4234 2525120240

滋賀県

株式会社ナルディック

金属線で構成されるデザインパネルの生産シ
滋賀銀行
ステム革新と販路開拓

4235 2525120241

滋賀県

赤渕工業株式会社

ＮＣ化を実現した最新設備投資による販路開
山本 善通
拓と競争力強化

155／245

野口 真一

公益財団法人滋賀県産業支援プラ
ザ

高島市商工会

4236 2525120243

滋賀県

日野精機株式会社

効率的な塗装工程確立による、防災用スピー
滋賀銀行
カー製造一貫体制の強化

4237 2525120245

滋賀県

有限会社八日市機工

高精度ワイヤ放電加工機導入による精密金
型部品加工の高精度・短納期体制の構築

湖東信用金庫

4238 2525120246

滋賀県

旭合繊維株式会社

難燃繊維を用いた産業用濾過布のシームレ
ス（筒状織物）の試作開発及び商品化計画

高島市商工会

4239 2525120259

滋賀県

有限会社毛利精穀研究所

新型精米機開発のための精米試験設備の設
滋賀銀行
置

4240 2525120262

滋賀県

金剛精機株式会社

金型の３次元設計・加工システムと効率的な
大型金型完成システムの構築

瀬田商工会

4241 2525120264

滋賀県

みさか工業株式会社

旋盤加工工程の標準化と工数短縮による価
格競争力強化事業

滋賀銀行

4242 2525120265

滋賀県

林化学工業株式会社

通信網の４Ｇ化に対応する為のセラミックパウ
三井住友銀行
ダー増産体制整備設備投資事業

4243 2525120266

滋賀県

大昭製薬株式会社

4244 2525120267

滋賀県

今井精機株式会社

4245 2525120269

滋賀県

株式会社日吉

高感度多項目化学発光分析装置の開発

滋賀銀行

4246 2525120272

滋賀県

倉英工業株式会社

画像処理による不良品自動検査システムの
構築

甲賀市商工会

4247 2525120277

滋賀県

株式会社八代製作所

視覚付ファイバーレーザによるパンチ成形と
の複合加工技術の開発

甲賀市商工会

4248 2525120278

滋賀県

株式会社中戸研究所

光学特性を有する単分散粒子および中空粒
子を用いた機能性材料の開発

一般社団法人滋賀県中小企業診断
士協会

4249 2525120283

滋賀県

株式会社中央電波工業

人工衛星へ搭載するマイクロ波制御コンポー
滋賀銀行
ネント製品事業の拡大

4250 2525120285

滋賀県

株式会社アズマ

新工法・新材料を用いた老朽化したコンクリー
大津北商工会
ト構造物の補修事業の実施

4251 2525120286

滋賀県

株式会社パウダーシステムズ

サブミクロンの微粉領域において効率の良い
京都御池税理士法人
分級が可能となる循環式分級機の開発

4252 2525120287

滋賀県

株式会社ウイルステージ

水環境浄化循環技術の開発

4253 2525120289

滋賀県

マスダ商事株式会社
株式会社ガラステクノシナジー

高機能リサイクルプラスチックペレットの試作
野洲市商工会
開発事業

4254 2525120290

滋賀県

株式会社グランドランイ

超薄膜形成技術を活かした超親水防汚抗菌
コートの試作開発

大津商工会議所

4255 2525120295

滋賀県

大阪ウェルディング工業株式会社

絶縁軸受に用いる溶射技術の開発と実用化
実証事業

ＦＭＢコンサルタンツ株式会社

4256 2525120299

滋賀県

滋賀小林精工株式会社

電動歯ブラシの小型化に対応するための回
転軸の加工精度の向上

立野 靖人

4257 2525120301

滋賀県

株式会社タカラインコーポレーション

加飾印刷部の段差埋めによるエア抜き技術
の開発

商工組合中央金庫

4258 2525120304

滋賀県

上原酒造株式会社

麹製造用恒温恒湿装置導入事業

滋賀銀行

4259 2525120306

滋賀県

ジャパンコンミュテータ―株式会社

材料効率及び精密精度を高めた整流子生産
商工組合中央金庫
方法の試作開発

4260 2525120312

滋賀県

ハヤミ工産株式会社

スーパー繊維の延伸加工によるコストダウン
商工組合中央金庫
とさらなる高機能化

4261 2525120313

滋賀県

有限会社いと重菓舗

彦根の地元企業との結びつきを活かしたアイ
協同組合京滋中小企業経営サポー
スクリームの試作開発と商品化による売上強
トセンター
化

4262 2525120318

滋賀県

冨田酒造有限会社

自社培養の蔵付酵母を用いた独自性に富ん
長浜北商工会
だ日本酒の開発

医薬品及び医薬部外品で新しい生菌を配合し
た生菌製剤の製造に関わる新技術の開発事 甲賀市商工会
業
加速する海外生産シフトに対し僕たち国内も
のづくり企業が国内での活動を活性化する為
高島市商工会
に～革新的小ロット生産管理システムの開発
～

156／245

京都中央信用金庫

4263 2525120319

滋賀県

日光化成株式会社

産業機械の省エネに貢献する軽量大型で高
断熱の耐熱性断熱板の開発と製造ラインの
構築

りそな銀行

4264 2525120323

滋賀県

能勢鋼材株式会社

一貫生産できるサプライチェーン構築のため
の非破壊検査工程の確立

池田泉州銀行

4265 2525120324

滋賀県

髙橋金属株式会社

レーザガルバノスキャナーによる高速・高品質
滋賀銀行
な気密溶接品の試作開発

4266 2525120325

滋賀県

兼子重布株式会社

高付加価値レピア反を生み出す、シャットル織
滋賀銀行
機のレピア化改造計画

4267 2525120326

滋賀県

株式会社オーミック

高生体適合化への対応と低コスト化を図るた
滋賀銀行
めの生産プロセスの改善

4268 2525120327

滋賀県

株式会社オリエントマイクロウェーブ

高機能化及び高信頼性を実現した超高周波
用人工衛星搭載部品の開発

4269 2525120330

滋賀県

株式会社ケントマテリアル

太陽光発電素子製造用機械向け超高精度吸
立野 靖人
着板の開発の実現

4270 2525120331

滋賀県

有限会社和晃プラスチック

商品化試作から量産までの顧客ニーズに対
応する生産体制の構築

甲賀市商工会

4271 2525120332

滋賀県

株式会社ツチヨシ・マテック

中子製造過程のロボット、装置の開発による
品質向上、労働環境改善及び省人化事業

愛知銀行

4272 2525120334

滋賀県

岩崎撚糸工場

撚糸の品質改善及び生産性向上

高島市商工会

4273 2525120336

滋賀県

新生化学工業株式会社

高精度に形状を制御できる射出成型用超精
密金型加工技術の開発

一般社団法人滋賀県中小企業診断
士協会

4274 2525120338

滋賀県

カキモトレーシング株式会社

低コスト、高性能の溶接タイコマフラーの開発
竹内 淳朗
および生産体制の確立

4275 2525120339

滋賀県

株式会社いとふ

ビールに合うおつまみを麩で提案。新たな麩
の挑戦！

大津商工会議所

4276 2525120342

滋賀県

有限会社河野電器製作所

ロールペーパーを容易に繰り出すことのでき
るロールペーパーホルダーの開発

高島市商工会

4277 2526120155

京都府

日本ピアレス工業株式会社

高性能射出成形機等の導入によるプラスチッ
株式会社エフアンドエム
ク製笠懸け保護具の高精度化、量産化計画

4278 2526120160

京都府

有限会社宮坂製作所

新型プレスブレーキの導入による実験用機
械・治具等の高品質化・生産効率化計画

4279 2526120162

京都府

アテック京都株式会社

ＣＮＣ画像測定器の導入により検査精度向上
京都中央信用金庫
と時短による合理化を果たす

4280 2526120164

京都府

大和技研工業株式会社

4281 2526120165

京都府

株式会社日比勝染色

4282 2526120172

京都府

株式会社仲久

最新型検査機械導入による、光学レンズ品質
株式会社エフアンドエム
保証における測定データ客観化、定量化計画

4283 2526120173

京都府

有限会社塩田製作所

ファイバーレーザ溶接機によるアルミ材等の
溶接技術開発、低コスト化、短納期化計画

4284 2526120174

京都府

福井繊維工業有限会社

アパレルＣＡＤシステムと積層式自動裁断器Ｃ
ＡＭの導入による衣服裁縫品の高品質化・短 株式会社エフアンドエム
納期化計画

4285 2526120181

京都府

谷山歯科技工所

歯科用ＣＡＤ・ＣＡＭシステム導入による売上
獲得計画

4286 2526120182

京都府

株式会社アテックス

精密インサート成形による自動車軽量化用高
商工組合中央金庫
性能プラスチック製品の試作

4287 2526120184

京都府

コラジェン・ファーマ株式会社

抗がん剤感受性試験に有効ながん細胞立体
京都高度技術研究所
培養用ペプチド試薬の開発

4288 2526120186

京都府

浦谷エンジニアリング株式会社

試作コイル受注増・短納期化・コスト抑制のた
黒瀬税理士事務所
めの開発設備の導入計画

4289 2526120190

京都府

宮階織物株式会社

ハイブリッド横編機の導入による「新しい和装
中野公認会計士事務所
製品」の開発と提案

4290 2526120193

京都府

イーコット株式会社

アルミ形材の加工に関わる高精度・短納期・
低コスト化計画

立野 靖人

株式会社エフアンドエム

立形マシニングセンタ導入による研究開発・
生産設備用の部品・治具の高精度、短納期、 株式会社エフアンドエム
生産効率化計画
最新型インクジェットプリンターシステムを使
用した染色技術の高精度化等、新分野開拓 株式会社エフアンドエム
計画

157／245

株式会社エフアンドエム

黒瀬税理士事務所

商工組合中央金庫

4291 2526120194

京都府

有限会社アクアテック

大幅な電力量削減とピークカットを実現する
「エアポレーター」の開発と販売

4292 2526120195

京都府

有限会社丸龍商事

自社設備（大型プレーナー）の改良によるリー
京都府商工会連合会
ドタイム短縮化・短納期化の実現

4293 2526120198

京都府

河長樹脂工業株式会社

縦型インサート成形品に適したフレキシブルラ
京都銀行
インの導入

4294 2526120200

京都府

株式会社ミズホ

メタル（丸形）大型砥石仕上げ方法での新加
工方式及び設備の技術開発

京都中央信用金庫

城陽商工会議所

4295 2526120206

京都府

株式会社草川精機

３Ｄスキャナー及びマシニングセンタの導入に
よる試作・開発品の短納期化、低コスト化計 株式会社エフアンドエム
画

4296 2526120207

京都府

株式会社光伸舎

高速少数多列計数の開発

4297 2526120208

京都府

株式会社タミヤ技建

構造物等の劣化改修工事の適用範囲拡大に
京都府商工会連合会
向けた機械化とシステム開発

4298 2526120210

京都府

有限会社ウィルコンサルタント

『早い、簡単、高精度で安い』４拍子揃った地
盤調査試験機器の開発

精華町商工会

4299 2526120211

京都府

株式会社ＣＡＰＡＢＬＥ

高離型性金型の開発事業

京都信用金庫

4300 2526120213

京都府

エリモ工業株式会社

バーコード付電子カルテシステムによる生産
性向上と価値ある製品づくり

京都中央信用金庫

4301 2526120216

京都府

株式会社光技術サービス

次世代カーナビ用曲面ミラー成形型の高精度
京都信用金庫
高効率製造技術開発

4302 2526120218

京都府

株式会社吹野金型製作所

３次元ＣＡＭの先進化による超面精度ミガキレ
京都信用金庫
ス加工への取り組み

4303 2526120220

京都府

株式会社土井志ば漬本舗

横入れ充填機導入による千枚漬の品質向上
京都銀行
と新規商品群の開発

4304 2526120221

京都府

株式会社バイオセレンタック

臨床研究用ｂＦＧＦマイクロニードル・アレイ・
チップの製造

4305 2526120222

京都府

名神電機株式会社

「ＪＥＭ１４２５形 高圧スイッチギア」（以下、ス
京都産業２１
イッチギアという）の試作開発から

4306 2526120223

京都府

株式会社菊水製作所

医薬向け錠剤の圧縮成形用金型の製造プロ
京都銀行
セスの改善

4307 2526120224

京都府

株式会社大日本科研

紫外から近赤外で動作する世界初の超広帯
域液晶型空間光変調器の試作開発

4308 2526120226

京都府

日本ロジックス株式会社

近距離無線タグシステムによる認知症化予知
アイネックス税理士法人
システムにおける研究・開発

4309 2526120227

京都府

有限会社倉橋技研

流れ分析法へ最適化された簡便迅速な自動
京都銀行
試料導入装置の開発

4310 2526120231

京都府

株式会社足立製作所

最新立形マシニングセンタの導入による、産
業用機械製造の低コスト化計画

株式会社エフアンドエム

4311 2526120232

京都府

明誠技工株式会社

パワーモジュールの同一工場生産・低コスト
化による対海外競争力強化計画

京都中央信用金庫

4312 2526120233

京都府

安田染工

インクジェット捺染機導入による市場ニーズの
京都商工会議所
変化への対応と省力化

4313 2526120234

京都府

濱田プレス工藝株式会社

熱可塑性ＣＦＲＰの加熱プレス成形品の形状
安定化と材料有効利用技術

4314 2526120235

京都府

ミヅシマ工業株式会社

顧客満足度の高い樹脂製品を短い開発期間
京都銀行
で製品化する事業

4315 2526120240

京都府

松本酒造株式会社

日本酒の高品質化および高効率を実現する
為の洗瓶・充填設備の設置

4316 2526120242

京都府

有限会社デコレ

細胞培養キャニスタ「ネオ・キャニスタ」の試作
京都産業２１
開発と販路の拡大

4317 2526120243

京都府

有限会社近藤鉄工建設

新規切断装置導入による、鉄骨材料の社内
一貫生産体制の構築

158／245

税理士法人京都合同会計

京都銀行

向日市商工会

田中会計事務所

西川 哲也

京都銀行

4318 2526120244

京都府

ウェッジ株式会社

繁忙期と閑散期で稼働率の異なるレンタル
サービスの稼働率向上

中谷 隆夫

4319 2526120250

京都府

株式会社中金

航空宇宙防衛アルミニウム部品への環境対
応型皮膜の開発と現場導入

京都銀行

4320 2526120252

京都府

愛和金属有限会社

エコカー・ハイブリッド車向け部品成型加工技
京都銀行
術向上と生産性効率化

4321 2526120256

京都府

株式会社ヤマコー

プラダンケースの熱溶着加工による歩留りの
京都産業２１
向上、雇用促進、販路拡大

4322 2526120257

京都府

株式会社山城金型

射出成型機導入による金型製作工程プロセス
京都信用金庫
改善事業

4323 2526120258

京都府

株式会社アライ

高付加価値つぶ綿の成形加工による多業種
京都商工会議所
へ向けての資材開発

4324 2526120259

京都府

株式会社積進

最新測定機の導入による、航空機部品の測
定計測業務の高効率化

4325 2526120261

京都府

小野甚味噌醤油醸造株式会社

味噌醤油の発酵技術を応用したジビエ調味料
京都府商工会連合会
と地域特性を活かした製品開発

4326 2526120265

京都府

井口木材

最新のものづくり技術を活用した京都産木材
京北商工会
高級お棺の試作と事業化

4327 2526120274

京都府

サカエ産業株式会社

廃棄物焼却炉の灰出し機構の効率改善と焼
却設備の生産性の向上

4328 2526120275

京都府

株式会社フジタイト

防爆センサーにおける、開発から完成品製造
京都中央信用金庫
までの事業化構築

4329 2526120278

京都府

株式会社Ｊ・Ｐ・Ｆ

ワイヤーカット放電加工機と３Ｄプリンターを用
京都中央信用金庫
いた自動還流型培養装置の開発

4330 2526120280

京都府

株式会社京都コンステラ・テクノロ
ジーズ

医療品候補化合物ｄｅｎｏｖｏデザインシステム
京都高度技術研究所
のグローバル対応試作開発

4331 2526120282

京都府

トスレック株式会社

大型蓄電システム向け保護回路基板の実装
滋賀銀行
品質及び生産性の向上

4332 2526120284

京都府

株式会社ヨシダ

「碾茶（荒茶）用自動圧縮袋詰め機の開発」
※抹茶原料を碾茶と呼び精製前原料を碾茶
の荒茶という

4333 2526120287

京都府

有限会社サンジョー

ＣＡＤ／ＣＡＭによる歯科補綴物の量産化と納
奥村和義税理士事務所
期短縮化及び義歯維持装置の開発

4334 2526120294

京都府

有限会社グッドウッドＫＹＯＴＯ

側弯症患者用オーダーメイド矯正装具の生産
京都信用金庫
プロセス機械化による量産化の実現

4335 2526120300

京都府

ジーティーアールテック株式会社

ガソリンエンジン等燃料供給系の燃料蒸散測
宇治商工会議所
定装置の開発と国際標準化への取り組み

4336 2526120301

京都府

ダイキ精機株式会社

金型成形加工におけるワイヤー放電加工力
強化による強みの一点集中戦略事業

4337 2526120302

京都府

有限会社榎原製作所

ワイヤーカットの導入による精密加工の生産
京都信用金庫
能力強化／高付加価値化の実現

4338 2526120304

京都府

株式会社ＤＦＣ

フローケミストリー用途の特殊送液ポンプ開発 京都信用金庫

4339 2526120305

京都府

株式会社Ｋｎｅａｄ

３次元デジタルクレイモデラー等の導入による
株式会社エフアンドエム
フィギュア金型の生産体制の構築

4340 2526120307

京都府

有限会社中川印刷

オフセット印刷等におけるフルオート製本及び
京都府商工会連合会
即納対応システムの構築

4341 2526120308

京都府

株式会社エスエヌジー

粒状シリカモノリス技術を応用した高性能金
属触媒捕集剤の製品化実現

4342 2526120310

京都府

株式会社西山ケミックス

ゴム成型加工の事業継承とものづくりを日本
京都中央信用金庫
に残す「金型引受けサービス」の展開

4343 2526120311

京都府

ナレッジデータサービス株式会社

入力データ方式の独自システム化による事
務・生産能力の向上

4344 2526120313

京都府

株式会社日本出版

新事業展開のための最新型高速ＣＴＰ出力機
安藤税理士事務所
導入による生産基盤強化

4345 2526120314

京都府

ヨネ株式会社

水道システムおける大規模地震に対応した次
京都銀行
世代型給水分岐金具の開発

159／245

京都北都信用金庫

南喜隆税理士事務所

西河 豊

京都銀行

京都産業２１

京都信用金庫

4346 2526120315

京都府

太陽機械工業株式会社

ホーニング加工による高精度歯車の実現と生
商工組合中央金庫
産プロセス強化

4347 2526120316

京都府

二九精密機械工業株式会社

高精度微細医療部品製作のための溶接・切
断用ファイバーレーザ導入

4348 2526120318

京都府

株式会社井上製作所

サービス付高齢者向け住宅のＱＯＬを高める
アドバンスト・エム株式会社
可搬型調理システムの開発

4349 2526120321

京都府

株式会社坂製作所

省エネ・低騒音・小型 空気容量２０Ｌ／ｍｉｎ
コンプレッサーの開発

4350 2526120322

京都府

合名会社関東屋商店

新充填機を導入し量り売り品質に近い製品開
京都産業２１
発と生産体制の構築

4351 2526120324

京都府

小野工業株式会社

プラスチックコアの市場獲得を目指すための
パイプ押出ラインによる試作開発

4352 2526120325

京都府

株式会社ＦＵＫＵＤＡ

自動車用潤滑油での経験を活かし、工業油の
新たな販売方式としてＩＢＣローリーサービスを 京都商工会議所
展開

4353 2526120326

京都府

内外特殊エンジ株式会社

高性能小型風力発電＆太陽光発電ハイブリッ
京都産業２１
ド装置の試作開発と実用化

4354 2526120327

京都府

株式会社ヤマシナ

電食しないＣＦＲＴＰ用インサートナットの試作
滋賀銀行
開発

4355 2526120330

京都府

清水プラス株式会社

難加工素材を使用したコンデンサ試験装置向
ジャスト会計事務所
け新形状部品の開発

4356 2526120332

京都府

有限会社東洋精機製作所

薬剤粉末のタブレット成型機に使用される次
世代高精度部品の生産及び研究開発

京都銀行

4357 2526120335

京都府

株式会社ユウコス

マイパッケージ（プレカット）・ネット販売事業
「中小小売（特に食品）業者支援事業」

京都中央信用金庫

4358 2526120336

京都府

東英産業株式会社

新規・ブラシ機能特性・測定技術の開発

南都銀行

京都産業２１

京都商工会議所

岡﨑熹敬税理士事務所

4359 2526120337

京都府

株式会社アナテック・ヤナコ

業界初の検出方法であるヘテロコア光ファイ
バー検出器を用いた環境計測機器の試作開 京都高度技術研究所
発

4360 2526120340

京都府

株式会社孫右ヱ門

碾茶の品質を維持した量産化及び低コスト化
市原会計事務所
の実現及び販路拡大

4361 2526120342

京都府

ＧＬＭ株式会社

新興国市場向け 日本発高品質エアロパーツ
京都高度技術研究所
の開発

4362 2526120343

京都府

株式会社日豊製作所

環境・エネルギー分野の競争力強化のための
京都産業２１
品質及び生産性向上計画

4363 2526120344

京都府

株式会社ベッセル福知山

既存の汎用機械をコンパクトマシニングセン
ターに変え、作業効率の改善を行う。

4364 2526120345

京都府

株式会社黒坂塗装工業所

洗浄水の製造プロセス構築により高品質塗膜
宇治田原町商工会
形成を実現し競争力強化

4365 2526120349

京都府

株式会社宇治川製茶店

効率の良い黒豆生産方法

4366 2526120351

京都府

株式会社アクア

装置内組み込み型大気圧プラズマ洗浄装置”
京都信用金庫
の開発及び実用化

4367 2526120353

京都府

株式会社西村製作所

切断面専用観察装置導入によるリチウムイオ
京都商工会議所
ン電池材料用切断機の性能、生産向上

4368 2526120354

京都府

株式会社エーワンスプリング

耐久性及び防錆性を備えた新形状スプリング
ジャスト会計事務所
の開発

4369 2526120355

京都府

株式会社アイケイエス

ＳｉＣモジュールを使用した電力インバータの
開発と複合蓄電システムの商品化

京都中央信用金庫

4370 2526120357

京都府

近畿測量株式会社

建設業における建設生産システムの加速事
業

京都信用金庫

4371 2526120359

京都府

株式会社中川パッケージ

自動化装置によるウレタンフィルムを活用した
アドバンスト・エム株式会社
環境に適合した梱包材の試作開発

4372 2526120361

京都府

株式会社東和技研

地域防災拠点用再生可能エネルギー計測表
アドバンスト・エム株式会社
示システムの開発

4373 2526120363

京都府

株式会社山中精工所

極小半導体チップのマウンティングのための
微細加工組立技術の開発

160／245

京都北都信用金庫

池田泉州銀行

京都銀行

4374 2526120366

京都府

常盤印刷紙工株式会社

印刷業界で京都初となる最新ＣＣＤカメラ搭載
京都中央信用金庫
型レーザー機による競争力向上計画

4375 2526120369

京都府

フクダ技研株式会社

２次元ＣＡＤによるロボットの３面切断加工
（ティーチング不要）

4376 2526120370

京都府

京都美術化工株式会社

加工は印刷を救うＣＡＤ（キャド）システムによ
京都中央信用金庫
るパッケージ商品開発支援事業

4377 2526120371

京都府

株式会社ヒット

過熱水蒸気を用いた有機廃棄物の処理装置
京都商工会議所
（炭化・減容）の開発・製造・販売

4378 2526120373

京都府

株式会社ケービーデバイス

防犯カメラシステムにおける機械動作不具合
京都高度技術研究所
監視サービスの試作開発

4379 2526120375

京都府

株式会社洛北義肢

医療用軟性コルセットのＣＡＤ／ＣＡＭシステ
ムによる短納期供給体制の確立

4380 2526120384

京都府

京都電子工業株式会社

安定器内ＰＣＢの非破壊迅速検知方法と仕分
京都高度技術研究所
け施設の構築

4381 2526120386

京都府

株式会社イー・ピー・アイ

外観検査装置開発による生産工程改善

京都銀行

4382 2526120387

京都府

株式会社広瀬製作所

３次元測定による精密板金試作の高精度化
と、測定・検査リードタイムを１／１０に短縮

京都商工会議所

4383 2526120388

京都府

株式会社栄養・病理学研究所

マイクロダイセクターを用いた顕微標本下での
京都銀行
微量試料採取技術及び分析技術開発

4384 2526120389

京都府

株式会社ＴＩＦ

今まで困難と言われた医療機械・産業機械部
八幡市商工会
品の復元供給事業の本格的参入

4385 2526120392

京都府

中嶋金属株式会社

新素材へのメッキ技術開発及びレアメタルリ
サイクル化技術の開発と実用化

4386 2526120393

京都府

株式会社ドゥオモ

刺繍加工から縫製まで一貫した生産体制を構
細谷公認会計士事務所
築するプラン

4387 2526120398

京都府

株式会社名高精工所

ウェイストゲートバルブ部品試作の短納期化、
京都銀行
高品質化、高精度化 及び 量産化

4388 2526120399

京都府

阪田製作所

マシニングの追加導入による高精度、短納期
京都中央信用金庫
体制の基盤強化

4389 2526120402

京都府

コスメディ製薬株式会社

美容医療オリジナルマイクロニードルの生産
革新とそのグローバル展開

4390 2526120404

京都府

株式会社色素オオタ・オータス

当社特許取得の感熱製版フィルムの紗張り加
京都信用金庫
工サービス提供事業

4391 2526120405

京都府

株式会社中嶋歯車工業所

多目的歯車研削盤の導入による受注拡大、
高精度・少量生産体制の構築

滋賀銀行

4392 2526120406

京都府

株式会社ワン・トゥー・テン・デザイン

スポーツ・音楽分野等における（多人数参加
型）イベント共有体験システムの開発

アイネックス税理士法人

4393 2526120407

京都府

由利ロール株式会社

最新の複合加工機の導入による、エンボス
ロール製造の短納期、低コスト化計画

株式会社エフアンドエム

4394 2526120408

京都府

京都電機器株式会社

スパッタ装置用ＤＣパルスパワーコントローラ
京都銀行
の開発

4395 2526120412

京都府

株式会社ビーエムジー

ステレオコンプレックスポリマーを用いた高弾
京都中央信用金庫
性率分解性骨固定材の開発と創製

4396 2526120413

京都府

株式会社髙倉有光社

ラッピング仕様の個性派自販機作成

4397 2526120414

京都府

株式会社松井旅館本館

新ソフト・ハードウェア導入〔旅館システム入替
京都商工会議所
（ＴＬリンカーン＋ＣＴＩ連動）〕

4398 2526120415

京都府

小山精密

機械設備導入による金属精密加工の生産性
京都中央税理士法人
向上と短期納期システムへの対応

京都信用金庫

京都高度技術研究所

京都信用金庫

京都銀行

京都銀行

4399 2526120417

京都府

日本船舶表示株式会社

３次元空間スキャナ計測と３Ｄモデル作製によ
る船舶バラスト水処理装置工事の工期短縮・ 芝信用金庫
経費削減をする支援事業

4400 2526120419

京都府

株式会社伊と幸

和装用絹織物を異素材と複合加工する空間
装飾材「絹ガラス」事業

161／245

京都商工会議所

4401 2526120423

京都府

佐々木機械株式会社

大型複合加工機による大型製本機部品の加
工を可能とし、納期短縮・コスト削減を図る事 井本篤志税理士事務所
業

4402 2526120424

京都府

株式会社ケーアイエヌ

革新的消波材の技術・ノウハウの輸入販売

東京中央経営株式会社

4403 2526120427

京都府

ミヤコテック株式会社

プラスチック成形での「極細穴形状の安定成
形技法の確立」による技術革新と事業拡大

京都産業２１

4404 2526120431

京都府

株式会社モリアン

国産地域材（主に京都府内産材）を利用した
加圧系＋含浸系の「２段仕込み」ハイブリット
製法による不燃木材の製造

大阪信用金庫

4405 2526120436

京都府

ＥＰＳ加工製品の高性能化と３Ｄスキャナーに
株式会社マヅカ・スリーディー・ワー
よる検品のデジタル化で行う３Ｄデータの双方 岩崎税理士法人
クス
向活用

4406 2526120437

京都府

有限会社市與

生産者と直結したＨＡＣＣＡＰ対応キッチンの
開発現在保有不動産の２階にＨＡＣＣＡＰキッ
ものづくり補助金情報中心
チンを創設して、確かな産地の原材料を用い
た青果素材の加工品を作る。

4407 2526120438

京都府

立石織物整理株式会社

高級織物地入加工工程への高速乾燥装置導
京都商工会議所
入による高品質化・短納期化への対応事業

4408 2526120439

京都府

株式会社成和化学工業

超微細医療用マイクロ流路製造のための射
出成形機及び窒素ガス発生装置の導入

4409 2526120440

京都府

協和化成株式会社

液状シリコーンゴムと異材料との接着射出成
中村修二会計事務所
形技術深化のためのインフラ拡充

4410 2526120441

京都府

有限会社小林製作所

設備導入による、精密板金加工から精密機械
長岡京市商工会
加工までの一貫体制構築

4411 2526120442

京都府

有限会社トリビオックスラボラトリー 螺旋構造を利用した高効率マイクロナノバブ
ズ
ル発生器の試作

4412 2526120445

京都府

辰己屋金属株式会社

航空機向け切削部品加工の１ミクロン管理及
京都銀行
び生産性向上

4413 2526120447

京都府

株式会社光製袋工業所

スパウト（キャップ取付）プロジェクト

京都高度技術研究所

4414 2526120451

京都府

山田化学工業株式会社

高機能樹脂前駆体の一貫生産体制構築

京都銀行

4415 2526120454

京都府

株式会社アロマジョイン

映像・音響に合わせた無線通信制御型香り発
京都信用金庫
生装置の開発

4416 2526120458

京都府

株式会社田中製作所

複合断面形状体搬送部品の高精度加工法試
京都銀行
作開発の為の設備投資事業

4417 2526120459

京都府

株式会社ヴァロール

安心・安全でおいしい農産物を～非破壊式硝
京都産業２１
酸イオン濃度測定器の開発

4418 2526120460

京都府

株式会社ＳＤＩ

基材の狭ピッチ化、薄厚化を可能にするディッ
由良会計事務所
プコーターの開発

4419 2526120462

京都府

株式会社山内製作所

次世代高密度ＦＰＤ製造装置部品の製作にお
京都信用金庫
ける高精度化と超短納期化

4420 2526120467

京都府

天然色工房手染メ屋

極小ロット対応可能で高堅牢な革新的草木染
手法の為の技術及び装置の独自開発と試作 京都商工会議所
制作

4421 2526120472

京都府

株式会社京都モノテック

高速液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）用樹脂製
京都産業２１
チップカラムの開発

4422 2526120473

京都府

共進電機株式会社

世界戦略型次世代高効率太陽電池検査シス
京都高度技術研究所
テムの試作による事業化の実現

4423 2526120475

京都府

富繁放電加工株式会社

高精度自動車部品の放電加工技術による表
京都中央信用金庫
面改質技術の確立

4424 2526120478

京都府

株式会社ゼロ・サム

耐熱防塵仕様のＬＥＤ広告表示板および広告
谷税理士法人
表示システムの試作開発

4425 2526120486

京都府

株式会社横井製作所

超高機能樹脂成形品の高精度低コスト化を目
京都中央信用金庫
的とした高速射出成形用設備導入

4426 2526120488

京都府

株式会社陶葊

京焼における「交趾（こうち）」の成型工程機械
京都信用金庫
化による新商品の試作量産化

4427 2526120489

京都府

株式会社豊運

超耐火用建築建材（ＦＰパワーボード）の試作
北陸銀行
開発及び新設ライン導入プロジェクト

162／245

京都経営

京都銀行

4428 2526120498

京都府

株式会社産研電機製作所

高精度・短納期化を実現させるための生産シ
京都中央信用金庫
ステムの構築

4429 2526120504

京都府

株式会社オットー

町家旅館向けいつでもどこでもあなたの言葉
京都高度技術研究所
のコンシェルジュシステムの開発

4430 2526120505

京都府

有限会社神工建設

ベニヤはがし機を核とする木製型枠パネルの
城陽商工会議所
３Ｒによる循環型システムの構築と推進

4431 2526120506

京都府

株式会社中藏

３次元ＣＡＤと環境シミュレーションによる住ま
いの「次世代対応型温熱環境デザイン」の実 京都高度技術研究所
施

4432 2526120508

京都府

株式会社テクノブレイン

航空機操縦訓練用フライトシミュレータ・新コ
アシステム試作

滋賀銀行

4433 2526120511

京都府

株式会社最上インクス

多品種少量向け薄板金属フィン製造工法の
革新による徹底した差別化

京都商工会議所

4434 2526120517

京都府

株式会社半兵衛麸

京都・伝統食材「麸」を次世代に繋げる為の新
京都中央信用金庫
製品の製造体制と販路拡大

4435 2526120518

京都府

株式会社金森製作所

新型プロファイル研削盤導入による加工工程
ひかり税理士法人
の全自動化とそれによる生産性向上

4436 2526120519

京都府

株式会社スプレッド

植物工場機械化促進事業“出荷準備室作業
の機械化”

4437 2526120520

京都府

インフォニック株式会社

企業向け福利厚生サービスにおける「合成動
三井住友銀行
画エンコーダ及び配信システム」の開発

4438 2526120521

京都府

ハムス株式会社

世界初、人毛及び人工毛によるオーダーメイ
京都中央信用金庫
ド品カツラ植毛機械の開発

4439 2526120523

京都府

株式会社ＴＩＫＵＳＯＮ

プリント基板製造工程における直接描画装置
京都中央信用金庫
を全自動化にするマテハン機の開発

4440 2526120525

京都府

株式会社金生堂

最新型精密抜き加工機導入による極小ロット
京都信用金庫
パッケージ市場の開拓と競争力強化

4441 2526120526

京都府

大榮工業株式会社

新型水圧転写（カールフィット）印刷機の開発 京都経営

4442 2526120527

京都府

リンクル株式会社

輸入機械に頼っていたチョコ撹拌タンクを製
造、一般販売する。

4443 2526120528

京都府

有限会社サンスピードプリント

自分だけのオリジナル冊子を１冊だけ製本す
岩崎税理士法人
るシステムの確立

4444 2526120529

京都府

株式会社イトミック環境システム
株式会社エコファクトリー

ＣＯ２冷媒給湯併用熱源による輻射式暖房シ
八幡市商工会
ステムを開発する事業

4445 2526120531

京都府

サンプラスチックス株式会社

レーザーカット式 Ｉ Ｍ Ｌ 容器製造装置 開
精華町商工会
発 （超薄膜ラベル装着容器製造用）

4446 2526120532

京都府

株式会社渡辺商事

航空機部品参入に係る高品質体制及び即日
藪会計事務所
納品体制の構築

4447 2526120533

京都府

リッジクリエイティブ株式会社

マンガ・アニメと融合するプロジェクションマッ
ピングの高度化による潜在顧客の開拓

京都商工会議所

4448 2526120534

京都府

サント機工株式会社

中・大型鋳物製品の多品種・小ロット品加工
へ更に特化していく為の設備増強

岡田博税理士事務所

4449 2526120535

京都府

株式会社京都サッス

高精度ベンダーマシン導入による社内一貫生
和田卓也税理士事務所
産体制の確立と品質の向上

4450 2526120540

京都府

オークラ産業株式会社

高精度・短納期要求及び価格競争力強化対
応体制構築事業

4451 2526120545

京都府

クラブコング株式会社

スポーツ用自転車ペダリング技術の計測およ
京都中央信用金庫
び向上支援事業

4452 2526120546

京都府

株式会社三嶋製作所

高精度量産加工対応型転換による経営強化
滋賀銀行
事業

4453 2526120550

京都府

株式会社和光舎

職人の技術とデジタル加工技術の融合による
京都商工会議所
次世代佛具「精彩プリント打敷」の開発

4454 2526120552

京都府

ＲＯＣＡＲｅＴＡｆｏｒｈａｉｒ

女性がん患者さんの美意識をサポートする美
税理士法人アクセス
容ケア事業

4455 2526120555

京都府

株式会社大石天狗堂

自動裏貼り機を導入し手作り感のあるかるた
京都産業２１
の試作開発と生産性向上

163／245

ひろせ税理士法人

京都中央信用金庫

京都信用金庫

4456 2526120557

京都府

株式会社知能情報システム

多段型クリニカルパスを用いたベッドコント
ロール最適化ソフトウェアの開発

4457 2526120558

京都府

株式会社エイポス

インクカートリッジ式インクジェットプリンターの
京都銀行
開発

4458 2526120561

京都府

株式会社ゴビ

スマホとＩＣタグを使った聴診トレーニングシス
村井純一税理士事務所
テムの開発

4459 2527120579

大阪府

株式会社サンヨー・シーワィピー

印刷業界のプロセス改善による、品質向上計
商工組合中央金庫
画

4460 2527120582

大阪府

株式会社ヨネプラ

高性能射出成形機導入によるプラスチック加
株式会社エフアンドエム
工製品の高品質・短納期・低コスト化計画

4461 2527120584

大阪府

雄巧プラスチック株式会社

高性能射出成形機及び取出機の導入による
プラスチック精密成形加工の高精度化、短納 株式会社エフアンドエム
期化、低コスト化計画

4462 2527120585

大阪府

株式会社ワイメックス

最新精密加工技術による、金属材モデルの精
髙砂 吉孝
密かつ短納期生産体制の実現

4463 2527120587

大阪府

株式会社恵美須屋工具製作所

フライス盤の導入によるクリスマスカッター製
造の高精度・短納期化計画

4464 2527120588

大阪府

昭和製薬株式会社

精製水製造装置の新設による高品質、低コス
株式会社エフアンドエム
ト、生産能力の向上化計画

4465 2527120591

大阪府

株式会社京星

新型水平振動篩の導入によるコンクリート再
生材の高品質化・生産性向上化計画

4466 2527120592

大阪府

播磨工業株式会社

高精度溶接ロボットの導入による、高精度・高
株式会社エフアンドエム
強度化、生産性の向上化計画

4467 2527120595

大阪府

ヴァンテック株式会社

射出成形機導入による建設機械向けプラス
チック部品の高品質・短納期・多品種化計画

4468 2527120596

大阪府

有限会社大日本スプリング製作所

半自動冷間巻取機導入による産業用スプリン
株式会社エフアンドエム
グの高品質・短納期・低コスト化計画

4469 2527120600

大阪府

浪速鍛工株式会社

油圧サーボシステムを利用した安全性の高
い、２４フック全自動加工機の製作

4470 2527120601

大阪府

株式会社シンエイ

カラー鋼板の塗装に影響の少ないプレス加工
北おおさか信用金庫
用の複雑形状金型製造

4471 2527120604

大阪府

株式会社太洋工作所

高性能電子部品向け高密度・ハイアスペクト
めっき配線の開発

4472 2527120606

大阪府

株式会社朝日堂

ＵＶインクジェット印刷機等の導入による精密
株式会社エフアンドエム
表面処理加工の短納期化、低コスト化計画

4473 2527120608

大阪府

有限会社永井製作所

生産装置および画像検査装置の導入による
ネジ製品の高品質化・増産化計画

4474 2527120609

大阪府

株式会社田辺金属工業所

ゴミの減量に貢献する水切り機能つきゴミカゴ
の加工における油圧ダイクッションを用いた競 池田泉州銀行
争力の強化による普及の促進

4475 2527120610

大阪府

株式会社テックメイト

ＤＴＰ工程自動化のための高精度オンデマンド
大阪シティ信用金庫
印刷機構導入プロジェクト

4476 2527120612

大阪府

神崎金属印刷株式会社

品質の安定化及びコスト削減による他社との
みずほ銀行
競争力強化の為の設備導入

4477 2527120613

大阪府

関西フレックス工業株式会社

水素インフラ向け金属可撓性配管の開発と一
長谷川 政二
貫生産体制の確立

4478 2527120615

大阪府

株式会社大平鐵工

高度溶接ロボット導入による高品質の建築用
長谷川 政二
鉄骨柱の高効率量産体制の構築

4479 2527120617

大阪府

株式会社田中金属

独自の加工用治具を用いた短納期、加工待
ち時間ゼロ化事業

四国銀行

4480 2527120618

大阪府

株式会社あいぼっくす

最新デジタル印刷機導入による出版物の小
ロット対応、低コスト化、短納期化計画

株式会社エフアンドエム

4481 2527120619

大阪府

いづみ美術印刷株式会社

紙器の発注要件に関するデータをお客様自
身が参照できるようにするサービス

守口門真商工会議所

4482 2527120623

大阪府

株式会社オーティス

ワーク自動搬送機の導入による生産性向上、
商工組合中央金庫
低コスト化計画

164／245

西川公認会計士事務所

株式会社エフアンドエム

株式会社エフアンドエム

株式会社エフアンドエム

三菱東京ＵＦＪ銀行

大阪商工会議所

株式会社エフアンドエム

4483 2527120624

大阪府

株式会社ヨネタニ

高精度ＣＮＣホブ盤の導入による金属製品に
株式会社エフアンドエム
係る低コスト・短納期・高精度化計画

4484 2527120630

大阪府

有限会社羽曳野ダイカスト製作所

最新型ダイカストマシン導入による製品製造
の低コスト化・短納期化計画

4485 2527120631

大阪府

光洋鉄線株式会社

コスト競争力をつけるための高効率バーナを
池田泉州銀行
使った熱処理炉の構築

4486 2527120633

大阪府

斗南電装株式会社

広告用看板の製造環境改善、および外注工
株式会社エフアンドエム
程の内製化による短納期化、低コスト化計画

4487 2527120635

大阪府

ヘリオグラビア印刷株式会社

全自動超音波溶着機の導入での接合・実装
技術の内製化による短納期・低コスト化計画

株式会社エフアンドエム

4488 2527120636

大阪府

児玉精密株式会社

最新機導入による高精度加工の実現と熟練
工技能の機械化移行への取り組み。

近畿大阪銀行

4489 2527120641

大阪府

有限会社柳田製作所

べンディングマシンの導入によるコスト力強
化・短納期化への対応

八尾商工会議所

4490 2527120642

大阪府

株式会社精研

新型ＮＣ複合旋盤機の導入によるボルト・ナッ
株式会社エフアンドエム
ト等の高精度・短納期・低コスト化計画

4491 2527120645

大阪府

日研精密工業株式会社

機械加工品の測定工程の内製化による歩留
株式会社エフアンドエム
まり率向上化及び短納期化計画

4492 2527120647

大阪府

株式会社有明システム

新型パンチングマシンの導入による産業用電
株式会社エフアンドエム
気機械の高精度・低コスト・短納期化計画

4493 2527120648

大阪府

株式会社タナカカメ

３次元ＣＡＤの導入により受注生産方式の顧
客ニーズに即応できるシステムの構築

三菱東京ＵＦＪ銀行

4494 2527120649

大阪府

長岡特殊電線株式会社

エコマテリアルケーブルの生産性向上と低コ
スト化による競争力強化

池田泉州銀行

株式会社エフアンドエム

4495 2527120650

大阪府

横沼金型工作所

最新小型精密加工機の導入による医療機器
用精密部品の高精度・低コスト・短納期化計 株式会社エフアンドエム
画

4496 2527120651

大阪府

株式会社八馬製作所

環境にやさしい炭化水素系脱脂洗浄機の導
入

4497 2527120657

大阪府

田中ダクロ株式会社

太陽光発電や風力発電向け締結部品への高
りそな銀行
耐食表面処理の量産化

4498 2527120658

大阪府

株式会社三和歯車

最新門形マシニングセンタの導入による火
力・風力発電設備部品の生産体制拡充計画

4499 2527120659

大阪府

電瞭技研株式会社

新型クリームハンダ印刷機等の導入による制
株式会社エフアンドエム
御回路基板の高精度化・大型化対応計画

4500 2527120660

大阪府

株式会社大谷精工

グリス注入加工機等の導入によるベアリング
株式会社エフアンドエム
の高品質化、短納期化、安定供給計画

4501 2527120662

大阪府

生田鉄工株式会社

紙管製造時の加工精度の高い巻芯の供給

4502 2527120663

大阪府

三笠紙工業株式会社

イソワオ－トスプライサ－（ＩＣＳⅢ－１８）導入
京都銀行
による生産性向上

4503 2527120665

大阪府

山内鉄工株式会社

高剛性ＮＣ旋盤導入による焼き入れ部品の旋
安田 也
削加工と研磨工程省除の実現

4504 2527120666

大阪府

株式会社バイステップ

ＣＡＭシステムとＰＣミシンの導入による革製
品製造における高精度・低コスト化計画

株式会社エフアンドエム

4505 2527120667

大阪府

太陽パーツ株式会社

商品管理システム及びセキュリティシステム
の開発

堺商工会議所

4506 2527120668

大阪府

株式会社近畿印刷センター

最新ＩＴ対応製本機導入による製本工程内製、
株式会社エフアンドエム
短納期・低コスト化計画

4507 2527120669

大阪府

有限会社マルエス化成工業

超音波接着加工機と画像寸法測定器の導入
によるプラスチック製品の低コスト化、短納期 株式会社エフアンドエム
化、高品質化計画

4508 2527120670

大阪府

田代珈琲株式会社

「鮮度を見える化」する、コーヒー新市場の創
松本鉄平税理士事務所
造と、新販売システムの導入

4509 2527120671

大阪府

株式会社吉本工芸社

最新型塗装マシン導入による自動車部品塗
株式会社エフアンドエム
装の高品質化、品質安定化、低コスト化計画

165／245

東大阪商工会議所

株式会社エフアンドエム

池田泉州銀行

4510 2527120672

大阪府

エムイージー株式会社

最新型立形マシニングセンタ導入による産業
株式会社エフアンドエム
機械製造の高精度化、短納期化等計画

4511 2527120673

大阪府

ダルマ精密金型

プリハードン鋼素材の熱処理金属加工技術の
永和信用金庫
導入と設備投資によるリードタイムの圧縮

4512 2527120674

大阪府

株式会社コヤマタオル工場

最新織機の導入によるＪＡＰＡＮブランド「泉州
株式会社エフアンドエム
タオル」の高品質・低コストでの増産計画

4513 2527120676

大阪府

日新技研株式会社

３次元翼車を使用した送風機の開発

4514 2527120677

大阪府

株式会社バンボステクノ

強アルカリの「アルカリ電解水生成装置」の試
紀陽銀行
作開発

4515 2527120678

大阪府

木村精機株式会社

衛生用品製造機械等、大型機械の精密加工
株式会社エフアンドエム
部品の高品質、短納期、低コスト化計画

4516 2527120680

大阪府

神豊タオル株式会社

最新のタオル織機導入による、生産性向上確
池田泉州銀行
立と、高付加価値商品の展開。

4517 2527120681

大阪府

株式会社ルック

撹拌・充填設備導入による特産品「じゃばら」
果皮粉末を用いた高品質製品の安定供給に 株式会社エフアンドエム
よる村おこし計画

4518 2527120684

大阪府

米田精工株式会社

ＮＣベンダー等導入によるステンレス製パイプ
株式会社エフアンドエム
部品製造の短納期化、低コスト化計画

4519 2527120685

大阪府

株式会社秦製作所

複合型ソケットの高品質、低コスト生産体制の
南都銀行
確立および新たな複合型ソケットの開発

4520 2527120686

大阪府

岡村印刷工業株式会社

本紙対応インクジェットプルーファによる校正
商工組合中央金庫
印刷の導入

4521 2527120687

大阪府

有限会社米原製作所

最新型深絞り加工機導入による金物製造の
高品質化・低コスト化・短納期化計画

4522 2527120688

大阪府

株式会社モリモト医薬

治験期間短縮に寄与する簡易製剤装置の試
北おおさか信用金庫
作設計・開発

4523 2527120689

大阪府

有限会社ロールテックヤマザキ

最新型ＮＣ旋盤機の導入による高精度グラビ
株式会社エフアンドエム
ア印刷版の増産と低コスト化計画

4524 2527120691

大阪府

三洋ガラス建材株式会社

工程統合マシン導入による生産工程改善事
業

りそな銀行

4525 2527120692

大阪府

岡田工業株式会社

カッター替刃市場シェア拡大に向けたケース
組立工程自動化開発事業

税理士法人辻会計事務所

4526 2527120693

大阪府

株式会社ヤマエ

フライス盤導入による外注作業の内製化と時
安田 勝也
間短縮・コスト削減への取組

4527 2527120694

大阪府

株式会社共進

電線保護防水継手製品の生産性向上、短納
大阪シティ信用金庫
期化及びコスト削減化事業

4528 2527120697

大阪府

山清工業株式会社

先端機械設備（新型バリ取り機）導入による安
近畿大阪銀行
全作業の確立と作業効率の向上

4529 2527120700

大阪府

豊田絲業株式会社

ガス毛羽焼きワインダーの導入による生産効
株式会社エフアンドエム
率改善、低コスト化、省エネルギー化計画

4530 2527120702

大阪府

上野化学工業株式会社

成分・水分分析器等の導入による試薬製品の
株式会社エフアンドエム
多品種化、短納期化計画

4531 2527120703

大阪府

作道印刷株式会社

パッケージ製作後工程の一部機械化と品質・
商工組合中央金庫
生産向上による競争力強化事業

4532 2527120704

大阪府

株式会社ＭＣシステムズ西日本

クロムフリー乾式型亜鉛メッキ技術の確立

4533 2527120705

大阪府

株式会社ヌマタ

電子回路実装基板用プリンティングロボットの
高田 元敬
試作開発

4534 2527120706

大阪府

サン美術印刷株式会社

印刷技術の高度化と工場内及び地域の製造
商工組合中央金庫
環境の改善

4535 2527120707

大阪府

株式会社ハタノ製作所

３Ｄプリンター導入による試作品（浴槽用金具
株式会社エフアンドエム
製品）の内製化、製品品質向上化計画

4536 2527120709

大阪府

有限会社東大工芸

特注家具製造の加工技術改革で納期短縮と
大阪信用金庫
精度向上計画

166／245

迫間 俊治

株式会社エフアンドエム

大阪シティ信用金庫

4537 2527120712

大阪府

株式会社山中機械工作所

高性能立形マシニングセンタ導入による防災
株式会社エフアンドエム
部品分野への進出計画

4538 2527120716

大阪府

有限会社ユタカ製作所

“日本の造船”を支える国産シリンダーの改革 のぞみ信用組合

4539 2527120717

大阪府

石原ヒーター製造株式会社

高機能バンドソーマシンの導入による工程改
高田裕久税理士事務所
善とコストダウンの実現

4540 2527120720

大阪府

株式会社エムテック

食品用の印刷角缶の「極薄プレス」加工事業 横山経営研究所

4541 2527120721

大阪府

有限会社サカエ製鋲所

高性能画像選別機の導入によるねじ製造に
おける不良品率低減、低コスト化計画

4542 2527120722

大阪府

株式会社三栄製作所

３次元ＣＡＤ／ＣＡＭシステムの導入による新
大阪信用金庫
分野への展開と生産性の大幅な向上

4543 2527120723

大阪府

株式会社辻鉄工所

長尺製品の両端面タッピング加工の省力及び
岸和田商工会議所
作業効率向上化。

4544 2527120725

大阪府

株式会社タイホースチール

シャーリング加工の多品種小ロット対応と品
質改善・歩留り向上の取組

4545 2527120727

大阪府

株式会社野村製作所

ＮＣ旋盤導入による生産機械の改良とリードタ
池田泉州銀行
イムの短縮

4546 2527120729

大阪府

株式会社永田製作所

３Ｄプリンタ導入により試作品製作を行うこと
で製品の高品質、低コスト化を図る

株式会社エフアンドエム

4547 2527120730

大阪府

デコラティブシステム株式会社

看板の材料の加工・製造・据付 までの一貫
サービスへの進出

京都銀行

4548 2527120731

大阪府

株式会社力興

最新型加工設備の導入による電線加工の高
株式会社エフアンドエム
品質化・低コスト化・短納期化計画

4549 2527120734

大阪府

リグナイト株式会社

高い熱及び電気伝導性炭素熱硬化性樹脂複
堺商工会議所
合材料の開発

4550 2527120735

大阪府

堀江金型工業株式会社

ワイヤ放電加工機導入による加工精度・生産
杉田 一弥
性の向上及び新規分野への参入

4551 2527120736

大阪府

株式会社ひかり広告

高精度パネルソーの導入による看板用材料
加工の精度向上と低コスト化計画

4552 2527120737

大阪府

紀陽食品株式会社

ユーザー要望の小ロット化、高付加価値化製
山﨑 豊文
粉の新規生産方式確立

4553 2527120738

大阪府

株式会社マルテン商会

一般住宅用防音施工技術の確立、及び住宅
中島 幸子
向け防音・吸音装置の開発

4554 2527120740

大阪府

ツバメタオル株式会社

製造工程をＩＴ化する事により製造工程時間の
南都銀行
短縮と在庫圧縮を図る。

4555 2527120741

大阪府

株式会社パッケージ・リード社

ロンドレーションの高付加価値化及び安全性・
摂津市商工会
耐久性向上

4556 2527120743

大阪府

エヌ・エム・シー

ステンレス鋼板切断加工の品質・生産性向上
八尾商工会議所
による競争力強化事業

4557 2527120744

大阪府

株式会社タツミ

最新式高性能塗装設備の導入による金属焼
株式会社エフアンドエム
付塗料の生産能力向上、生産環境改善計画

株式会社エフアンドエム

堺商工会議所

株式会社エフアンドエム

4558 2527120745

大阪府

松山産業株式会社

最新型ホットスタンプ加工機導入による化粧
品・健康食品容器製造の高品質化・短納期化 株式会社エフアンドエム
計画

4559 2527120746

大阪府

株式会社ヒロテック

高性能ワイヤ放電加工機導入による精度向
上・時間短縮・後工程の省力化

4560 2527120747

大阪府

株式会社モンテック

高性能立形マシニングセンタ導入による生産
設備用機械部品の高精度・短納期・低コスト 株式会社エフアンドエム
化計画

4561 2527120750

大阪府

株式会社センヨー

ＮＣ旋盤導入による複雑形状ベアリング加工
大阪信用金庫
への展開と生産性の向上

4562 2527120753

大阪府

株式会社若林精機工業

樹脂精密加工のメディカル分野新規参入の為
りそな銀行
の高精度化短納期化への対応

4563 2527120754

大阪府

株式会社ダイアモンドグレーディン
グラボラトリー

すべての高温高圧法合成、化学気相成長法
合成ダイヤモンド及び、高温高圧処理ダイヤ
モンドの鑑別

167／245

堺商工会議所

りそな銀行

4564 2527120755

大阪府

株式会社公害防止機器研究所

温室効果ガス亜酸化窒素の効率的除去およ
京都銀行
び完全分解装置の試作・実用化

4565 2527120756

大阪府

株式会社アイデックス

電線粉砕選別システムの導入による環境負
荷低減事業

りそな銀行

4566 2527120757

大阪府

下野金属株式会社

プレス加工機導入による介護福祉用品部品
の生産性向上、低コスト化、短納期化計画

株式会社エフアンドエム

4567 2527120758

大阪府

ＬｅａｄＩｎｎｏｖａｔｉｏｎセンター株式会社

クラウドシステムによる電動アシスト自転車の
南口 純一
大規模レンタルサービス

4568 2527120761

大阪府

株式会社関西工業

高精度ワイヤ放電加工機の導入による、医療
株式会社エフアンドエム
機器（ＭＲＩのギア部品）の新規受注計画

4569 2527120765

大阪府

株式会社加島機械工作所

炭酸ガスレーザー加工機の精密切断加工に
よる２次加工の簡略化

4570 2527120766

大阪府

生田印刷株式会社

新型ＵＶ（紫外線）硬化システム導入による商
商工組合中央金庫
業印刷の高堅牢化

4571 2527120767

大阪府

大阪府生菓子協同組合

製餡の品質・生産性向上に向けた製餡製造
工程の改善。

大阪シティ信用金庫

税理士法人コモンズ

4572 2527120769

大阪府

株式会社アスト

プリント基板製造に関する３ＤＣＡＤを使用した
高度な実装確認とマウンターを使用した内製 株式会社エフアンドエム
化による短納期化計画

4573 2527120770

大阪府

瑞穂化成工業株式会社

油圧式ブロー成形機型締装置等の導入によ
るポリエチレン容器の高品質・短納期・低コス 株式会社エフアンドエム
ト化計画

4574 2527120771

大阪府

厚板プレス工業株式会社

航空機ＣＦＲＰ成形治具向け、立体形状検査
ゲージの精度・製作効率ＵＰ

4575 2527120772

大阪府

株式会社ＫＭＴ

ＫＭＴベアリングの静特性・動特性の自動検査
嶋末税理士事務所
機器の開発

4576 2527120773

大阪府

株式会社美木多機械

小箱自動包装機向け製品自動供給装置にお
商工組合中央金庫
けるロボット活用の試作品製作

4577 2527120774

大阪府

ハグルマ封筒株式会社

豊かなコミュニケーション文化としてメッセージ
堺商工会議所
封筒の開発と販売

4578 2527120775

大阪府

株式会社岸田工業所

車載用簡易型アタッチメント付回転式傘ユニッ
八尾商工会議所
トの開発事業

4579 2527120776

大阪府

株式会社牧野鐵工

高度な汎用旋盤技術を用いた、日本の製造
業を支える大型の精密部品加工事業

4580 2527120777

大阪府

株式会社武田晒工場

短納期、低環境負荷、低コスト化を可能とする
アイマーク税理士法人
新エコロジー糊抜き精練加工システムの開発

4581 2527120780

大阪府

株式会社アート印刷工芸社

印刷検査装置の導入による不良率改善およ
び高品質・低コスト化計画

株式会社エフアンドエム

4582 2527120781

大阪府

数田工業株式会社

空調フィルター向け大型コンター設備等導入
による多品種対応と品質向上

安田 勝也

4583 2527120783

大阪府

はまや印刷株式会社

最新型高速自動印刷用刷版出力装置（ＣＴＰ）
導入による環境対応及び生産力強化による 十六銀行
他社との差別化

4584 2527120785

大阪府

有光工業株式会社

医療・電子・食品関連洗浄用コンタミレス高圧
大阪商工会議所
純水ポンプの開発

4585 2527120786

大阪府

株式会社辻田

プラズマＮ／Ｃ加工機導入による生産性向上
長谷川 政二
と受注量の増加

4586 2527120787

大阪府

株式会社マーク

エコ・タッグＲの種子ユニット自動組立機の導
大阪信用金庫
入

南都銀行

守口門真商工会議所

4587 2527120788

大阪府

株式会社博洋エンジニアリング

航空機部品製造における計測技術を応用した
ＣＡＤデータの事前解析と生産プロセスの改 上西 史人
善

4588 2527120790

大阪府

ディンク株式会社

画像解析による全自動排水処理装置の試作
池田泉州銀行
開発

4589 2527120791

大阪府

太平工機株式会社

高性能ＣＮＣマシニングセンタ導入による生産
株式会社エフアンドエム
機械製造の短納期化、高精度化等計画

4590 2527120794

大阪府

株式会社秋田製作所

ＮＣ自動旋盤機導入による国際競争力のある
株式会社エフアンドエム
自転車部品の生産体制の実現

168／245

4591 2527120795

大阪府

辻村機械株式会社

歯科用歯ブラシ製造に係る生産能力向上・不
良率改善等のための新型射出成形機導入計 株式会社エフアンドエム
画

4592 2527120796

大阪府

株式会社丸一発條製作所

最新型コイリングマシン導入によるばね製品
の生産効率の向上、増産体制の構築

4593 2527120800

大阪府

株式会社細川製作所

ＣＮＣ搭載５軸加工機導入によるプラスチック
池田泉州銀行
の複雑・精密切削加工プロセスの高度化

4594 2527120801

大阪府

丸公紙器工業株式会社

自動平盤打抜機の高精度化による生産プロ
セス強化事業

4595 2527120803

大阪府

ＪｏｋｅｒＰｉｅｃｅ株式会社

エリア限定機能を持った情報交換システムの
大阪商工会議所
開発

株式会社エフアンドエム

商工組合中央金庫

4596 2527120804

大阪府

株式会社新進化学

油圧式からハイブリット式へ『品質向上とコス
トダウンで顧客満足度と社員満足度を向上す 紀陽銀行
る』

4597 2527120805

大阪府

小西釦工業株式会社

立体物に印刷ができるプリンタの導入と自社
紀陽銀行
のノウハウを活かし、新しい需要を開発する

4598 2527120808

大阪府

株式会社テクノ高槻
髙石工業株式会社

耐久寿命８万時間を実現するエネファーム用
商工組合中央金庫
ダイヤフラムブロワの開発

4599 2527120810

大阪府

株式会社キンマツ

建築部材の生産における、厚物加工の順送
機械化による量産体制の構築

りそな銀行

4600 2527120812

大阪府

日本真空包装機械株式会社

全自動圧空真空成形機導入によるブリスター
成形品等製造の機械化進展及び一貫内製化 株式会社エフアンドエム
計画

4601 2527120815

大阪府

ニッソクセンサー株式会社

耐圧防爆構造Ｅｘｄによる温度センサーの開
発

4602 2527120818

大阪府

株式会社アスタリスク

病院向けモバイル端末取付型小型バーコード
池田泉州銀行
リーダーの試作開発

4603 2527120819

大阪府

ホット株式会社

複合加工機導入による試作リードタイム短縮
椿井会計事務所
及び顧客満足度向上

4604 2527120820

大阪府

国津精機株式会社

ＮＣワイヤーカット導入で製品精度保証の高
度化と迅速化を図る

4605 2527120821

大阪府

藤野興業株式会社

廃ガラスリサイクルにおける、異物混入防止・
近畿大阪銀行
分別精度向上による新製品の創造

4606 2527120822

大阪府

平野整機工業株式会社

３次元ほぐし機構による固結袋軟化装置の開
堺商工会議所
発・商品化

4607 2527120827

大阪府

木村石鹸工業株式会社

バレル研磨の品質向上、作業環境の改善をも
寺田 慎也
たらすタブレット型コンパウンドの開発

4608 2527120828

大阪府

株式会社ロイスエンタテインメント

３Ｄプリンターを用いた人物フィギュアデジタル
久保 篤彦
製造プロセスの確立

4609 2527120829

大阪府

神谷機工株式会社

金属用チップソーの薄肉化と高精度化による
三菱東京ＵＦＪ銀行
高性能丸鋸刃の開発

4610 2527120831

大阪府

株式会社中江製作所

省スペース型溶接ロボット導入による競争力
長谷川 政二
強化と新規顧客開拓

4611 2527120833

大阪府

ナイス株式会社

各種測定器の導入による安全な野球用捕手
防具の開発・製造の実現

4612 2527120834

大阪府

佐藤金属工業株式会社

最新型サーボプレス機を活用した高付加価値
堺商工会議所
成形加工の実現による競争力強化

4613 2527120837

大阪府

新進社印刷株式会社

プレートライト８６００Ｎの導入で自動化を推進
近畿大阪銀行
し、生産性と稼働率を大幅アップ

4614 2527120838

大阪府

三晃技研工業株式会社

全自動ドリル研磨装置導入による品質安定化
税理士法人マイツ
と省人化

4615 2527120842

大阪府

リバティ・フィッシュ株式会社

クラウドを利用した健康維持管理システム「健
康ウォッチ」の開発及びウエアラブルハードウ 大阪信用金庫
エアの試作開発

4616 2527120843

大阪府

三陽工業株式会社

港湾クレーンのレール幅測定及び研削サービ
寺西 大弐
ス

4617 2527120844

大阪府

福栄鋼材株式会社

生産性、省力化及び品質向上のための自動
刃組装置の導入

4618 2527120845

大阪府

松本ナット工業株式会社

高付加価値薄肉・特殊形状ナット等の生産能
大阪シティ信用金庫
力拡大事業

169／245

商工組合中央金庫

税理士法人第一会計

商工組合中央金庫

商工組合中央金庫

4619 2527120846

大阪府

堀技術研究所

アパレル・レーザー裁断機用画像処理アプリ
竹内 友章
ケーションの開発・製造販売事業

4620 2527120847

大阪府

有限会社ＤＡＣ

三次元加工機導入により多曲面を有するケー
南都銀行
ス金型加工の実現

4621 2527120850

大阪府

渡辺プレス工業株式会社

熟練プレス加工技術のデジタルデータ化によ
商工組合中央金庫
る若手教育体制の構築

4622 2527120851

大阪府

有限会社山内工業

ショットブラストとドリルマシン購入による環境
長谷川 政二
配慮とボトルネックの解消

4623 2527120857

大阪府

有限会社大恵工業

ＣＡＤＣＡＭを利用した曲げ工程の高効率化及
び太陽光パネル架台設計製造事業への本格 尼崎信用金庫
参入

4624 2527120858

大阪府

不二精工株式会社

コスト競争力に優れた「新インサート成形ライ
商工組合中央金庫
ン」の開発と構築

4625 2527120859

大阪府

井上染工株式会社

表面処理技術を活かした綿素材向多品種小
ロット生産体制の構築

4626 2527120861

大阪府

日鋼ステンレス株式会社

鋼材市場における、ミルシートデリバリーサー
三菱東京ＵＦＪ銀行
ビス『ラクミル』の利用者拡大

4627 2527120862

大阪府

株式会社三和製作所

ＰＣＤ（「焼結ダイヤモンド」※以下「ＰＣＤ」）工
南都銀行
具製作における一貫生産システム確立

4628 2527120863

大阪府

朝田釦株式会社

切削ＲＰマシンを導入し、迅速で新たな提案を
紀陽銀行
行い消費者ニーズに応えていく

4629 2527120864

大阪府

日口鋼管株式会社

３次元自動制御パイプ曲げ機を導入し、高精
大阪商工会議所
度・短納期の加工に対応する！

4630 2527120865

大阪府

太新金型製作株式会社

ＰＣ及びＣＡＤ・ＣＡＭ増設による操業環境改善
大阪府商工会連合会
と製品大型化への対応力強化

髙砂 吉孝

4631 2527120866

大阪府

ホクシン株式会社

木質資源の有効利用促進を目的とした木質
繊維板 ＭＤＦ（ミディアム デンシティー ファ
堀 幸二
イバーボード）の品質バラツキ低減の為の新
技術導入

4632 2527120867

大阪府

株式会社シャロン

化粧品用パフ製造の高精度・高品質・低コス
ト・短納期化計画

株式会社エフアンドエム

4633 2527120868

大阪府

株式会社成和製造所

最新型の１ｔ高周波誘導溶解炉を導入し、顧
客の競争力強化に貢献する

税理士法人ゆびすい

4634 2527120872

大阪府

小林精工株式会社

精密小物金属加工主事業から省エネ機器
用、中～大物プレス金属加工事業への参入

大辻税理士法人

4635 2527120874

大阪府

株式会社タイラ化成

環境に配慮した食品業界向け高品質プラス
チックケースの製造

高砂 吉孝

4636 2527120875

大阪府

有限会社紋珠

未利用バイオマスの有効利用を目的とした粉
おのえ経営事務所
炭化、選別装置の導入

4637 2527120876

大阪府

辰巳工業株式会社

複雑形状ポンプ鋳造品の低コスト無欠陥製造
北おおさか信用金庫
技術の開発

4638 2527120877

大阪府

コーマ株式会社

自社技術を活用し、足の健康に本格的に寄与
池田泉州銀行
する靴下の開発・生産

4639 2527120878

大阪府

三宝工機株式会社

天井クレーン新規更新による大型製品製造体
武田会計事務所
制の確立事業

4640 2527120880

大阪府

大阪バネ工業株式会社

大型ばね製作の為のハイパワーコイリングマ
東大阪商工会議所
シンの導入。

4641 2527120881

大阪府

株式会社成願

日本製タオルの製造現場を整備し、顧客対応
紀陽銀行
力を強化するための設備投資

4642 2527120883

大阪府

太陽ブリキ印刷株式会社

インキリモートコントロール装置及び新型イン
京都銀行
キングユニット装置の開発設置。

4643 2527120886

大阪府

株式会社大西金具

ＶＥ提案で効率的で高品質・低価格な機能の
永和信用金庫
為の製造プロセス構築

4644 2527120887

大阪府

株式会社樽井鉄工所

金型製造工程におけるボトルネックの解消

商工組合中央金庫

池藤織布株式会社

段取性・製織性・省エネ性が格段に向上した
最新織機導入による短繊維国内Ｎｏ．１織布
工場の実現

商工組合中央金庫

4645 2527120889

大阪府

170／245

4646 2527120890

大阪府

日本ワイドクロス株式会社

超広幅織機導入による、耐候・耐久性能を向
りそな銀行
上させた織物の開発

4647 2527120891

大阪府

株式会社モトックス

ＢｔｏＢ販促支援サイト「工房サイト（仮称）」開
発プロジェクト

南都銀行

4648 2527120893

大阪府

株式会社ＩＳＳＥＩ

すだちの外皮の発酵水を活用した天然由来
シャンプーの開発

田淵 宏明

4649 2527120894

大阪府

井手服装

縫製における製造リードタイムの短縮と品質
の向上事業

溝端会計事務所

4650 2527120895

大阪府

久保井インキ株式会社

省エネルギー型ＬＥＤＵＶインキの試作開発

小笠原 博史

4651 2527120897

大阪府

福地金属株式会社

サーボプレスによる精密せん断加工で、小
ロットでも低コストな精密鍛造品の生産を可能 大阪商工信用金庫
にする

4652 2527120899

大阪府

日新産商株式会社

クリーンムール内ドラム缶内装袋無人製造機
一般社団法人知財経営ネットワーク
の導入

4653 2527120903

大阪府

株式会社クニモト工業

高性能ベンダー機導入による住宅関連環境
市場拡充へ

4654 2527120904

大阪府

株式会社ナニワ製作所

ＮＣ旋盤の付帯設備の導入、並びに自動組立
装置の設計・製作による自社商品の競争力向 近畿大阪銀行
上

4655 2527120905

大阪府

東洋スチール株式会社

金属製工具箱の掛金溶接工程の自動化によ
竹内 淳朗
る製造コストの低減

4656 2527120907

大阪府

株式会社大同工業所

耐圧防爆構造容器に対する爆発圧力測定設
大阪商工会議所
備の導入による市場競争力の強化

4657 2527120911

大阪府

株式会社ヒサシ

プラスチック再生材製造によるリサイクル製品
南都銀行
の低コスト化及び高品質化事業の開発

4658 2527120914

大阪府

毎日発條株式会社

最新型３Ｄベンダーの導入による自動車内装
株式会社エフアンドエム
部品製造の高精度・低コスト・短納期化計画

4659 2527120917

大阪府

ジャパン・ハムワージ株式会社

高性能舵開発の短納期化と品質の向上

4660 2527120918

大阪府

大醤株式会社

味の数値化技術による減塩調味料の高度化
堺商工会議所
（高品質化・低コスト化）

4661 2527120920

大阪府

乾庄貴金属化工株式会社

次世代パワー半導体デバイス向け導電性接
着剤の原料としての銀ナノ粒子の量産技術の 三菱東京ＵＦＪ銀行
開発

4662 2527120921

大阪府

株式会社メディカル・アセッツ

クラウドを活用した中小企業・個人事業者向け
南都銀行
の高付加価値会計サービスの開発

4663 2527120922

大阪府

有限会社北新工業

片手で操作可能なトイレットペーパーホルダの
深山 茂
商品開発

4664 2527120924

大阪府

木村刃物販売株式会社

医薬品用分包機向け高機能フィルム対応型
工業用刃物の開発と量産体制の構築

4665 2527120926

大阪府

有限会社ミウラテック

ロボドリルとＣＡＤ／ＣＡＭシステムの導入によ
るスクリュー加工製品の増産体制構築、短納 株式会社エフアンドエム
期化計画

4666 2527120927

大阪府

奥河刃物工業株式会社

画像測定器導入による肉薄素材裁断用スリッ
立野 靖人
ターナイフの検査体制強化

4667 2527120928

大阪府

株式会社酒井製作所

３次元測定機械導入による、複雑形状金型及
尼崎信用金庫
び微細穴加工の品質、精度保証

4668 2527120933

大阪府

カンナル印刷株式会社

オートＣＡＤを利用した面板作成システムの導
北おおさか信用金庫
入による顧客ニーズ強化・競争力強化

4669 2527120936

大阪府

有限会社清協産業

高精度ベンディングマシン導入による短納期・
北おおさか信用金庫
高品質・大量加工体制の構築

4670 2527120940

大阪府

成康キムチ・ソース本店

小分け真空ソース充填機械開発並びに発酵
調味液開発の高度化

4671 2527120941

大阪府

有限会社アイ・ピィ電機産業

射出成形機導入による各種機械設備向け絶
株式会社エフアンドエム
縁体製造の高品質化、低コスト化計画

4672 2527120942

大阪府

寿屋清涼食品株式会社

新型冷凍機及び圧縮機導入入替による炭酸
長谷川 政二
飲料製造ラインの高効率化

4673 2527120943

大阪府

まるは化学株式会社

二軸押出機等の新規導入による、高機能、高
株式会社エフアンドエム
強度の合成樹脂製品の製造計画

171／245

尼崎信用金庫

八木昭税理士事務所

松尾 雅泰

大阪シティ信用金庫

4674 2527120944

大阪府

テクニカル・エンド・インスペクション 最新超音波技術及びレーザースキャナを用い
大阪商工会議所
サービス株式会社
た配管劣化調査装置の試作・開発

4675 2527120948

大阪府

株式会社ワイズテクノ

レーザ加工機の導入による鋼板加工製品の
低コスト化・短納期化・高精度化計画

4676 2527120950

大阪府

株式会社十川ゴム

耐油・耐熱性を有するゴム代替エラストマーの
りそな銀行
材料及び成形技術開発

4677 2527120952

大阪府

有限会社ティ・エス・ディ

服薬補助一包化装置の試作設計・開発

4678 2527120953

大阪府

株式会社堀田ハガネ

新分野の鉄道車両部品への対応のための切
堺商工会議所
断用機械装置の導入

4679 2527120954

大阪府

国光鍍金工業株式会社

車載締結部品向けノンクロム・金属異物レス
黒色めっきの量産化

阿波銀行

4680 2527120958

大阪府

株式会社リバテック

小ロット部品生産対応

商工組合中央金庫

4681 2527120961

大阪府

オテック株式会社

クロムめっきロールの超鏡面研磨技術高度化 池田泉州銀行

4682 2527120962

大阪府

株式会社ダイレ

高性能プリンターとレーザー加工機の導入に
よるディスプレイ製品等の高品質・低コスト・短 株式会社エフアンドエム
納期化計画

4683 2527120965

大阪府

Ｔ６０１株式会社

次世代販促技術（レビテーションサイン）を活
用した投射機構の試作開発

4684 2527120966

大阪府

花城産業株式会社

３Ｄスキャナー測定器等の導入によるコンベ
ヤチェーン等の高品質・短納期・低コスト化計 株式会社エフアンドエム
画

4685 2527120969

大阪府

吉光鋼管株式会社

金属材料を社内加工する為の新規切断機の
商工組合中央金庫
導入

4686 2527120971

大阪府

猪原鉄工株式会社

革新的ブラスト装置導入による省エネ作業と
品質向上と作業環境改善

4687 2527120972

大阪府

株式会社ヤマトウ

環境ＩＴ化による加工生産工場の生産プロセス
栗谷 和昭
改善

4688 2527120973

大阪府

株式会社ディアローラ

「プチ整形」ふたえ化粧品生産拡大計画

4689 2527120976

大阪府

株式会社三和軽合金製作所

人工透析装置ダイアライザーの保温用鋳込み
アドバンスト・エム株式会社
ヒーターの信頼性強化技術の確立

4690 2527120977

大阪府

東海化成品株式会社

カーボンファイバー樹脂加工用マシニング
ルーター導入計画

4691 2527120978

大阪府

有限会社ファインテック

航空機部品の熱処理加工のための真空熱処
中島 幸子
理炉改造事業

4692 2527120979

大阪府

株式会社タケヤテック

産業用ロボット部品等の品質向上のための高
香川銀行
精度３次元測定事業

4693 2527120981

大阪府

伊予電機株式会社

配電盤等鈑金工程の自動化並びに、ＩＰ６６対
南都銀行
応の収納盤の開発

4694 2527120982

大阪府

吉田精密プレス工業株式会社

金属プレス加工に関する難材・難加工につい
中野税理士事務所
ての生産性向上計画

4695 2527120983

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

4696 2527120986

大阪府

山根鉄構建設株式会社

大型ショットブラスト導入による建築用大型鉄
長谷川 政二
骨の下地調整工程の高効率化

4697 2527120989

大阪府

Ｋｅｉｒａ’ｓＢｒｅａｄ

血圧やアレルギーを気にすることなく食べられ
苗村会計事務所
るパンの販売促進事業

4698 2527120991

大阪府

株式会社クレイ

花器業界初の自由なデザインによる立体造形
三菱東京ＵＦＪ銀行
技術の開発

4699 2527120993

大阪府

関西紙工株式会社

「通販向け大型紙袋の拡販を目指した移動式
池田泉州銀行
半自動底貼り機導入」事業

4700 2527120995

大阪府

株式会社アムキャン

アルミ切断機械の導入による生産効率化、品
池田泉州銀行
質・安全性の向上、短納期対応の実現

4701 2527120998

大阪府

有限会社山口製版所

オンデマンド印刷を使った、リアルなプレゼン
鎌苅 隆
商品提供による受注拡大

172／245

株式会社エフアンドエム

福永 義昭

清原 正治

りそな銀行

税理士法人マークス

八尾商工会議所

南都銀行

4702 2527120999

大阪府

トップ産業株式会社

最新キッチン用品の試作品開発と短納期高
精度開発システムの構築

池田泉州銀行

4703 2527121000

大阪府

日産ネジ株式会社

ねじ寸法自動計測システムの試作開発

商工組合中央金庫

4704 2527121001

大阪府

一本松海運株式会社

水都大阪のシンボルアート火を噴く龍（ラッ
キードラゴン）の試作開発

徳島銀行

4705 2527121004

大阪府

林金属工業株式会社

順送プレス製法へ移行に伴う、“差別化と競争
近畿大阪銀行
力強化事業”

4706 2527121006

大阪府

株式会社キョウセイ

エロフィンチューブ向け大型巻加工機導入に
よる効率化と収益率改善

堺商工会議所

4707 2527121008

大阪府

株式会社堀田

高付加価値オリジナル什器製造による短納
期、低コスト、競争力強化

髙砂 吉孝

4708 2527121009

大阪府

有限会社南和紙器

サックマシーン新規導入と美粧ケーストータル
堺商工会議所
事業構築による他社との差別化

4709 2527121010

大阪府

中村螺子株式会社

建築用ビスにおけるロングサイズビスの製法
大阪シティ信用金庫
取得を目指した試作開発

4710 2527121012

大阪府

株式会社青木刃物製作所

堺市伝統の刃物産業存続のための包丁自動
池田泉州銀行
研磨機の導入事業

4711 2527121013

大阪府

マルニ工業株式会社

タイヤパッチの生産設備の改良による生産効
御堂筋税理士法人
率向上

4712 2527121014

大阪府

株式会社協和製作所

4713 2527121015

大阪府

株式会社アドニス

4714 2527121016

大阪府

八菱工業株式会社

材料品質によらず複雑高度な加工可能なパイ
商工組合中央金庫
プ穴あけプロセス構築

4715 2527121020

大阪府

有限会社淳彩企画

歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ装置によるメタルレス補
綴物の均質化と安定供給

税理士法人岡本会計事務所

4716 2527121021

大阪府

ジョプラックス株式会社

新製品開発プロセスの革新計画

京都信用金庫

4717 2527121022

大阪府

みどり製菓株式会社

地元特産のいちじくを使った環境と体に優しい
大阪信用金庫
スィーツの開発と販売

4718 2527121024

大阪府

株式会社堀製作所

先端医療機器の高付加価値部品製造と生産
近畿大阪銀行
性向上の実現

4719 2527121025

大阪府

株式会社日興機械製作所

4720 2527121027

大阪府

株式会社オーゼットケー

4721 2527121028

大阪府

エバーコート株式会社

ラミネートからスリット・製袋までの一貫生産に
商工組合中央金庫
よる短納期・省コスト計画

4722 2527121029

大阪府

株式会社ミネロン

ＣＮＣフライス盤等の導入による金型の高精
度・短納期化への対応

4723 2527121030

大阪府

シーホネンス株式会社

デジタル電装部品活用による品質向上・高付
木村文俊税理士事務所
加価値化にむけての生産体制構築

4724 2527121032

大阪府

有限会社ベイリーフ

医療・介護用途に常時装着を可能にする予防
北おおさか信用金庫
プロテクターの新規商品開発

4725 2527121035

大阪府

三洋金属熱錬工業株式会社

品質向上と燃料コスト低減により受注拡大を
図る変成炉の設備更新

阿波銀行

4726 2527121036

大阪府

有限会社義川

自動車部品等のＤＬＣ生産におけるジルコニ
アビーズ投射プロセスによる前処理加工ライ
ンの拡張

大阪信用金庫

4727 2527121037

大阪府

株式会社三陽スプリング製作所

消費者に安全な線材（線状の金属素材）の加
成協信用組合
工を効率化するため、工程を自動化する事業

4728 2527121041

大阪府

飯田金属工業株式会社

燃料電池、太陽光発電部品の試作及び金型
八尾商工会議所
内製化による競争力強化

4729 2527121042

大阪府

株式会社イズミスチール

熱処理炉の導入によるオイルテンパー線の品
池田泉州銀行
質向上とコストダウンの実現

３Ｄプリンタ、３次元測定機の導入によるプラ
スチック精密機械部品加工用専用治具の開 株式会社エフアンドエム
発・生産体制強化
デザイン性、耐久性、履き心地に優れた高品
質な国産子供靴の開発及び高精度製造機構 永和信用金庫
導入計画

最新設備導入による「ＫＵＭＡＤＡＩ不燃マグネ
シウム合金」製品用押出量産金型の製作技 山川 典夫
術の確立
頭頚部放射線治療装置とＭＲＩ画像診断装置
の両方に使用可能な高精度頭頸部固定具の 大阪信用金庫
開発

173／245

八尾商工会議所

4730 2527121044

大阪府

株式会社塚谷刃物製作所

打ち抜き用金型の形成における機械加工の
自動化

4731 2527121046

大阪府

平岡鉄建株式会社

溶接ロボット導入による品質安定化と加工工
大阪シティ信用金庫
程改善による競争力向上計画

4732 2527121047

大阪府

株式会社庄治工業

最新型の産業用ロボット溶接機の導入

4733 2527121048

大阪府

日精工業社

ＮＣ旋盤・ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による加
タックス関西
工技術の向上

4734 2527121049

大阪府

株式会社ヤギセイ

ジャカード織りによる小巾木綿生地製品の開
商工組合中央金庫
発と販路拡大

4735 2527121052

大阪府

三恵ハイプレシジョン株式会社

難削材平角物加工技術を応用した難削材丸
物加工技術の確立と生産能力強化

4736 2527121055

大阪府

マイクロ波化学株式会社

新規グリーン・ケミカルプロセスの低環境負荷
安田 有一
型廃水処理装置開発

4737 2527121056

大阪府

協栄電機株式会社

水銀不使用のロータリーコネクタの代替品開
池田泉州銀行
発とその生産プロセス強化

4738 2527121057

大阪府

髙田タオル株式会社

意匠性と機能性に優れた泉州タオルのヘム
縫製の自動化におけるローコスト提供

安田 勝也

4739 2527121063

大阪府

山陽紙器株式会社

紙粉除去装置の導入による食品業界向け
ケースの製造ラインの構築

大阪信用金庫

4740 2527121064

大阪府

株式会社寿製作所

医療・鉄道業界向けブランク工程統合による
低コスト・短納期生産体制の確立

京都信用金庫

4741 2527121065

大阪府

泰昌電線株式会社

新型加硫機を用いた舞台照明用ケーブルの
大量生産方式の開発

檜垣 典仁

4742 2527121067

大阪府

株式会社ユーズテクノ

受注生産に対応するための新型タレットパン
チプレスの導入

京都銀行

4743 2527121069

大阪府

ヨロズ精工株式会社

次世代カセットローラー型等速ジョイントの内
商工組合中央金庫
外輪一貫生産体制の構築

4744 2527121072

大阪府

国陽電興株式会社

短時間切替の容易なプログラム入力式自動
溶接ロボット導入による販売増

近畿大阪銀行

和泉商工会議所

税理士法人合同会計事務所

八尾商工会議所

4745 2527121075

大阪府

帝国イオン株式会社

マグネットラック法による１個流しめっき装置
の開発及び量産化。マグネットラック法による
大阪商工信用金庫
１個流し革新的次世代型無人自動めっき自動
装置の開発開発

4746 2527121076

大阪府

株式会社ノダＲＦテクノロジーズ

太陽電池用大電力高周波電源の開発

一般社団法人知財経営ネットワーク

4747 2527121077

大阪府

株式会社フリーベアコーポレーショ
ン

深穴加工機械の導入による新型構造エアー
浮上式フリーベアユニット開発

京都銀行

4748 2527121078

大阪府

北勢工業株式会社

鋳造品解枠工程の改善による生産能力向上
南都銀行
計画

4749 2527121079

大阪府

テクノグローバル株式会社

電動射出成形機導入による効率的なガス抜き
関西アーバン銀行
の樹脂成形技術の開発と実用化事業

4750 2527121081

大阪府

株式会社アート宣伝

多様な立体造形物の製作を印刷側面から支
援する印刷技術の開発

商工組合中央金庫

4751 2527121083

大阪府

大和化成株式会社

車載向け大型リチウムイオン電池用ガスケッ
トの試作開発期間のハイスピード化（１００日 池田泉州銀行
から２０日へ）

4752 2527121084

大阪府

大和鋼業株式会社

レーザー切断機導入による多品種金属加工
品の生産及び革新的サプライチェーン構築

りそな銀行

4753 2527121085

大阪府

サラヤ株式会社

ウルトラミキサーを用いたけん化反応による
石鹸製造技術合理化

商工組合中央金庫

4754 2527121086

大阪府

エコホールディングス株式会社

植物工場、農業ハウス用軽量かつフレキシブ
商工組合中央金庫
ルな太陽光発電システムの開発

4755 2527121087

大阪府

有限会社ミツミ

丸編み機による業界初の泡立つ健康肌向け
浴用ボディタオル開発

紀陽銀行

4756 2527121089

大阪府

株式会社藤原電子工業

プレス自動システム導入で精密プリント基板
の大量生産体制を確立

八尾商工会議所

174／245

4757 2527121090

大阪府

和光電研株式会社

ダイレクトボンディング導入による新実装ＬＥＤ
八尾商工会議所
投光器の実現

4758 2527121096

大阪府

株式会社エヌビー

溶接ロボットによる特注品の短納期・少ロット
池田泉州銀行
化への実現

4759 2527121097

大阪府

株式会社ニット工房

オーダーメイドポロシャツのＩＴ化（スマホ及び
三次元ＣＡＤ）による受注拡大

4760 2527121098

大阪府

株式会社エートス

震災がれき処分場建設等にかかる環境保護
大阪信用金庫
マットの製造効率化事業

4761 2527121100

大阪府

日東金属工業株式会社

新型間欠式コンベア装置の開発・導入による
八尾商工会議所
金属印刷の生産性向上と高品質化

4762 2527121101

大阪府

有限会社ニッケン

レジンブロックベルマウスにおける成形型の
開発及び製品の量産化技術の確立

4763 2527121103

大阪府

中川織布株式会社

蓄積技術のデータベース化等を基にした設備
池田泉州銀行
改造計画の実施による国際競争力の強化

4764 2527121105

大阪府

株式会社ピーアイシステム

脳神経疾患を簡単操作で診断・評価できる医
池田泉州銀行
療機器の脳卒中への対応

4765 2527121109

大阪府

精密プレス工業株式会社

生産能力向上のための「曲げ加工補助システ
京都信用金庫
ム」の開発

4766 2527121110

大阪府

株式会社オービカル特機

災害対策可能な太陽光エネルギー利用インテ
尼崎信用金庫
リジェンス街路灯システム

4767 2527121113

大阪府

株式会社ワイ・ドライブ

インクジェット装置のインク吐出量を超精密に
京都信用金庫
制御する基板の試作開発

4768 2527121121

大阪府

有限会社髙田精機

超精密高速マシニングセンター導入による高
八尾商工会議所
品質金型作製と短納期化

4769 2527121125

大阪府

株式会社別処電線製造所

新型の撚線機導入によるカーボンブラシ用
リード線の品質および生産量の向上

4770 2527121126

大阪府

株式会社福山製作所

はめ込み式接合による消火器等格納箱の開
大阪商工会議所
発と生産体制の確立

4771 2527121127

大阪府

東邦金属株式会社

銅タングステン合金加工の高度化ならび加工
立野 靖人
プログラム開発

4772 2527121128

大阪府

八洲電業株式会社

再生医療向け低価格クリーン環境対応複合
培養システムの試作開発

商工組合中央金庫

4773 2527121129

大阪府

富士テクノ工業株式会社

ライン混合による製薬を実現する、強制開閉
弁を使った難移送液対応定量ポンプの開発

京都銀行

4774 2527121135

大阪府

株式会社丸ヱム製作所

塑性加工技術の高度化による品質およびコス
商工組合中央金庫
ト競争力の強化

4775 2527121145

大阪府

大丸鋼材株式会社

ローリングミルの一部変更と改修によるリング
鋼材の軽量化、高精度化、加工の容易化計 株式会社エフアンドエム
画

4776 2527121148

大阪府

山本光学株式会社

レーザ保護具の安全性・信頼性向上のための
東大阪商工会議所
性能測定技術の開発

4777 2527121150

大阪府

株式会社石戸電機製作所

自動車部品に使用する耐久試験装置用高速
税理士法人山田アンドパートナーズ
モーターの開発

4778 2527121154

大阪府

株式会社協立化工業

フッ素樹脂圧縮成形品の高精度化と高速化に
池田泉州銀行
よる短納期化の実現

4779 2527121157

大阪府

株式会社タイショーテクノ

非鉄金属加工専用機導入による製品品質・生
和泉商工会議所
産性の向上と新分野進出

4780 2527121159

大阪府

丸菱油化工業株式会社

合成樹脂用帯電防止剤を配合した新しい合
成樹脂製品の開発

4781 2527121161

大阪府

大阪中央ダイカスト株式会社

電動サーボ機射出特性を利用した高品質ダイ
三井住友銀行
カストの開発

4782 2527121162

大阪府

株式会社光洋製作所

純国産部品を使用した高品質の工業用蝶番
の生産体制強化

4783 2527121164

大阪府

株式会社相合家具製作所

５軸加工機活用等試作システムによる業務用
第三銀行
家具類の試作開発

4784 2527121168

大阪府

有限会社エルアンドアール

新技術開発「古着がカラフルな繊維強化プラ
スチックに生まれ変わる！！」

175／245

京都銀行

尼崎信用金庫

りそな銀行

ジャスト会計事務所（立野 靖人）

田中 寛

池田泉州銀行

4785 2527121169

大阪府

株式会社不二製作所

ガスファンヒーターバーナー部分の組立作業
大阪信用金庫
を行う自動機の作製

4786 2527121181

大阪府

株式会社竹田鉄工所

アルミ加工における工程短縮と高精度加工の
池田泉州銀行
両立

4787 2527121183

大阪府

株式会社清水製作所

高精度な角パイプ加工法の開発

4788 2527121184

大阪府

株式会社鯖や

とろさばブランド化のための専門店「ＳＡＢＡＲ
豊中商工会議所
（サバー）」の取組

4789 2527121185

大阪府

泉陽光学株式会社

特殊光学ガラスブロック品を高速精密マルチ
南都銀行
切断加工する新規設備

4790 2527121188

大阪府

日本カノマックス株式会社

電池で長時間連続測定可能な携帯型ＰＭ２．
ＦＭＢコンサルタンツ株式会社
５質量濃度直読式粉塵計の試作開発

4791 2527121189

大阪府

フォーリーブス株式会社

排尿・排便検知超小型無線センサ（ニオイセ
ンサによる検出アルゴリズム）の試作機の開
発

4792 2527121190

大阪府

橋本鉄工株式会社

発電用ディーゼルエンジンの高効率加工体制
堺商工会議所
の構築

4793 2527121191

大阪府

日澱化學株式会社

果肉感や繊維感といった新しい食感を再現す
三菱東京ＵＦＪ銀行
るでんぷん加工物の開発

4794 2527121192

大阪府

株式会社杉本木工所

高級木材の端材再生オリジナルデザイン商品
尼崎信用金庫
の開発による新規事業計画

4795 2527121193

大阪府

誠和産業株式会社

非金属を用いた試作用の成形型の製造にお
大阪シティ信用金庫
ける生産性向上と生産ラインの効率化

4796 2527121197

大阪府

田中電工株式会社

板金曲げ加工ロボット用金型の内製化でコス
近畿大阪銀行
ト競争力の向上

4797 2527121198

大阪府

株式会社吉川鉄工所

大型精密加工機導入による事業の拡大およ
び経営の多角化

4798 2527121207

大阪府

家次庄平タオル有限会社

高品質名入れタオルによる新規需要の開拓と
根来和夫税理士事務所
効率的生産体制の構築

4799 2527121208

大阪府

株式会社ＪＡＭ

製本機導入による既存サービスの強化

4800 2527121209

大阪府

有限会社不動プラスチックス製作所

金型オートクランパーと画像寸法測定器の導
大阪信用金庫
入による競争力強化と販売増

4801 2527121215

大阪府

株式会社エンジンズ

汎用プラットフォーム型ライセンスコマースシ
ステムの試作開発

4802 2527121216

大阪府

株式会社駒谷ゲージ

ＣＡＤ導入による製品設計業務の高度化対応
正木 隆行
の実現

4803 2527121217

大阪府

株式会社日豊金属

安全性・信頼性を確保した介護・福祉分野向
け高精度特殊形状蝶番の開発

立野 靖人

4804 2527121220

大阪府

大津毛織株式会社

新型蒸気ボイラ導入及び蒸気配管系統の集
約による生産効率向上と省エネ化計画

堺商工会議所

4805 2527121223

大阪府

株式会社エイト

最新全自動真空、圧空成形機導入により、高
りそな銀行
品質、高効率での顧客開拓と競争力強化

4806 2527121225

大阪府

株式会社ネツレン・ヒラカタ

横型２連式のセンターレス化ピン焼入機の試
北大阪商工会議所
作開発

4807 2527121228

大阪府

株式会社スーパークーリングラボ

次世代型冷蔵鮮度保持システムの開発

4808 2527121230

大阪府

株式会社古賀機械製作所

プレス加工品のタップ加工のための簡易型小
尼崎信用金庫
型ロボットの開発

4809 2527121234

大阪府

株式会社タダシ製作所

半導体ガイドテープの自動接続装置向け超高
ジャスト会計事務所
精度治具の開発

4810 2527121235

大阪府

株式会社シックコーポレーション

天然由来有効成分を配合した高齢者向け低
刺激肌保湿化粧品の開発

4811 2527121236

大阪府

篠原電機株式会社

直流給電データセンター用計測機能付きバス
りそな銀行
バーの開発

4812 2527121239

大阪府

太盛工業株式会社

金属原料粉末を改良して作製した超小型精密
商工組合中央金庫
複雑形状ＭＩＭ部品の開発

176／245

池田泉州銀行

大島 伸明

尼崎信用金庫

税理士法人日本経営

一般社団法人大阪中小企業診断士
会

中野 裕哲

ジャスト会計事務所

4813 2527121240

大阪府

テクノロール株式会社

測定精度および作業性を向上した高精度レー
池田泉州銀行
ザー測定システムの開発

4814 2527121241

大阪府

有限会社美晃電子

冷間圧延金属板を使用したサーボアクチュ
エータ監視基板の開発とその実装技術の確
立

4815 2527121243

大阪府

フォワードハウジングソリューション 木造住宅用「制振装置」及び「制振効果検証
ズ株式会社
ソフト」の試作開発

4816 2527121255

大阪府

株式会社谷川製作所

熱処理工程の高効率化による成型機の生産
東京中央税理士法人
効率向上

4817 2527121256

大阪府

株式会社オーエスケー

３Ｄデータ活用による製品開発の期間短縮及
池田泉州銀行
び設計技能向上

4818 2527121258

大阪府

株式会社電子技研

高活性低温低圧プラズマを用いた粉体表面
改質技術及び装置の開発

4819 2527121259

大阪府

株式会社明和商会

特定非営利活動法人ＮＰＯビジネス
紙積み・紙揃え作業改善により作業効率アッ
サポート
プを実現し収益力を強化する。

4820 2527121260

大阪府

株式会社ティーティーコーポレーショ アルミ溶解保持炉への浸漬ヒーター採用によ
堺商工会議所
ン
る省エネと生産性改善

4821 2527121262

大阪府

株式会社リック

「職人的手作り」による歯科技工物製作を「Ｃ
ＡＤ／ＣＡＭ」装置という機械加工へ転換す
る。

4822 2527121263

大阪府

旭化工株式会社

高速道路火災の発生及び延焼を防止する資
畑俊雄税理士事務所
材の開発及び工事設計指導

4823 2527121264

大阪府

株式会社三星製作所

新規アッパーラインにおける省人化と品質の
安定（プリウスライン）

堺商工会議所

4824 2527121266

大阪府

株式会社中村鈑金工業所

レーザー加工機の導入と溶接有資格者育成
による競争力の強化

長谷川 政二

4825 2527121268

大阪府

株式会社ミリオン

ＮＣルーター導入による業務改善及び業容拡
久保西税理士事務所
大計画

4826 2527121270

大阪府

有限会社川戸鉄工

炭化物複合合金の革新的な加工法確立と生
紀陽銀行
産体制強化計画

4827 2527121272

大阪府

アドコート株式会社

省エネ型防錆剤コーティング用乾燥炉の導入 京都銀行

4828 2527121275

大阪府

株式会社大幸精機

ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による社内のＮＣプログラ
ムの標準化と高度化

池田泉州銀行

りそな銀行

りそな銀行

商工組合中央金庫

大阪信用金庫

4829 2527121276

大阪府

株式会社丸新製作所

燃料電池や新高効率ガス機器配管用 複雑
一体化多品種少量部品の試作と生産工数の 大阪シティ信用金庫
大幅削減

4830 2527121279

大阪府

ヨーホー電子株式会社

高性能微細塗布設備導入による実装および
接着技術を高度化し新規分野への参入

4831 2527121280

大阪府

三光金属株式会社

ＣＮＣ機器のプログラムデータ管理システムの
南都銀行
開発（社内運用と外販）

4832 2527121282

大阪府

トキワ工業株式会社

高性能自動バリ取り装置の導入による試作・
北おおさか信用金庫
小ロット特化型鈑金加工体制の構築

4833 2527121283

大阪府

株式会社サンコー技研

放熱基板の人と画像処理で行うハイブリッド
外観検査工法の開発

大阪シティ信用金庫

4834 2527121287

大阪府

有限会社田畑金型製作所

高速・高精度マシニングセンタ導入による金
型の内製化及び短納期体制の構築

大阪商工信用金庫

4835 2527121289

大阪府

株式会社アンドウ鋼業

高性能シャーリング機の導入による多品種、
短納期、小ロット化等への対応実現

北陸銀行

4836 2527121300

大阪府

関西サッシサービス株式会社

医療施設・高齢者住宅用建築金物部品生産
ライン競争力強化計画

北おおさか信用金庫

4837 2527121305

大阪府

株式会社モリイ製作所

６軸複合加工機導入で高精度アルミ部品の大
のぞみ信用組合
幅な生産性と品質向上

4838 2527121306

大阪府

株式会社モトシステム

病院・老人保健施設など建物内の多回線電
気錠制御における省配線システムの開発

4839 2527121307

大阪府

有限会社ウィルマシナリー

地中熱利用のビニールハウス室温・畝加温装
松岡会計事務所
置の開発

4840 2527121310

大阪府

中央精機株式会社

３次元ＣＡＤ／ＣＡＭシステムの導入による多
京都信用金庫
軸加工機の有効活用と顧客ニーズへの対応

177／245

京都信用金庫

大阪商工会議所

4841 2527121311

大阪府

株式会社クヌギザ

薄板・小物鏡の幅広面取り加工の機械化

山本邦人

4842 2527121314

大阪府

株式会社共伸技研

デジタル制御の溶接機の導入による作業性と
溝端 稔
製品価値の向上

4843 2527121318

大阪府

株式会社ベスト

手作業による丸め工程を、機械加工で所定の
形状にする機械装置を開発して製品を試作す 商工組合中央金庫
る

4844 2527121319

大阪府

大阪ラセン管工業株式会社

加速器配管用低反力高寿命ベローズのロー
大阪信用金庫
ル成形法による試作開発

4845 2527121320

大阪府

株式会社トクヤマ

アニーリング機械装置と部品測定器の導入に
八尾商工会議所
よる、高品質化と生産性向上

4846 2527121326

大阪府

株式会社西村鉄工所

金属プレス金型におけるカラー鋼板及び３Ｄ
加工の精度向上と生産力アップ

池田泉州銀行

4847 2527121331

大阪府

有限会社吉田商会

最新ダイカストマシン導入による競争力の強
化と新規分野への参入

八尾商工会議所

4848 2527121332

大阪府

有限会社イケダ・クラフト

最新型レーザー加工機導入による、高精細デ
京都信用金庫
ザインの実現と販路拡大

4849 2527121334

大阪府

大東プレス工業株式会社

環境・省資源に対応した軽量化ミラーの一体
開発

4850 2527121338

大阪府

小北動物病院

動物病院における、再生医療サービスの迅速
京都信用金庫
な提供

4851 2527121340

大阪府

有限会社東九機工商会

研削盤等の導入による丸ノコギリ刃研磨加工
株式会社エフアンドエム
の低コスト・短納期化、対応力強化計画

4852 2527121342

大阪府

ゴールデンケリーパテント香料株式 ムスリム観光客のためにアルコール・豚肉成
東陽税理士法人
会社
分を含まない食品香料を供給する。

4853 2527121344

大阪府

ニホンサンテク株式会社

生体信号を中心とした計測から解析を行うた
商工組合中央金庫
めの基盤ソフトウエアの開発

4854 2527121349

大阪府

株式会社平田鉄工所

複合機導入による機械部品製造合理化計画 大阪信用金庫

4855 2527121351

大阪府

株式会社オカノブラスト

新設機器導入による微粒子鏡面仕上げの迅
池田泉州銀行
速化・高品位化と競争力強化

4856 2527121353

大阪府

辻本紙器工業株式会社

複雑な機能に対応する、超振動自動刃材加
工機システムの構築

京都信用金庫

4857 2527121356

大阪府

株式会社ロイヤルソフトセンター

クールジャパンを基盤としたオタク文化のグ
ローバル化事業

木田会計事務所

4858 2527121357

大阪府

株式会社フェイスアップ

ＡＰＥ－ｃａｐ自動製造機の導入

商工組合中央金庫

4859 2527121361

大阪府

能勢酒造株式会社

炭酸飲料製造技術を応用したリキュールの製
豊中商工会議所
造販売及び受託製造事業

4860 2527121362

大阪府

株式会社三共鋳鋼

鋳造品の精度及び品質向上並びに環境負荷
のぞみ信用組合
低減のための砂処理装置の開発

4861 2527121363

大阪府

ヒカリ株式会社

レーザー溶接機の電圧調整と波形調整による
アクセルコンサルティング株式会社
中大型金型の超精密補修

4862 2527121364

大阪府

株式会社ハヤシセーラ

インフィード研削によるステンレス薄肉中空部
阿波銀行
品の高精度加工と生産性の向上

4863 2527121366

大阪府

ナカオ金属工業株式会社

プレスブレーキに追従装置の導入による生産
三井住友銀行
性・品質・安全性の向上

4864 2527121367

大阪府

株式会社センシュー

非接触３次元測定機の活用による自動車部
品の製造精度の向上

4865 2527121369

大阪府

株式会社岡井鉄工所

圧造＋切削一体化による寸法精度アップと高
南都銀行
精度部品分野への拡販

4866 2527121370

大阪府

株式会社エコパイプ

可変・多用途対応用精密加工パイプの素材及
石本 和治
び製造技術開発事業

4867 2527121371

大阪府

シンセイテック株式会社

マシニングセンタ導入による１品もの加工の加
河内長野市商工会
工領域拡大計画

4868 2527121372

大阪府

株式会社光製作所

高精度化・高デザイン化された板金筐体の生
大阪商工会議所
産効率の向上

178／245

大阪シティ信用金庫

商工組合中央金庫

4869 2527121377

大阪府

末廣鋼業株式会社

酸洗槽更新による生産体制改善と地域の環
境意識向上事業

4870 2527121378

大阪府

セン特殊光源株式会社

洗浄・改質に用いる極紫外光源の開発及び生
尼崎信用金庫
産体制の構築

4871 2527121380

大阪府

株式会社サイバーネットワークス

障碍者向けに簡易事務案件を提供するクラウ
三原 秀章
ドソーシングサービスの開発

4872 2527121381

大阪府

イーシーテクノ株式会社

洗浄用途別に対応出来る節水型ステンレス洗
中辻 豊
浄用ノズルガンの開発

4873 2527121384

大阪府

有限会社共立製作所

工作機械部品製造における競争力強化を目
的とした旋盤複合機導入計画

4874 2527121385

大阪府

株式会社空間情報

造船業向け レトロフィット業務支援サービス 大阪シティ信用金庫

4875 2527121387

大阪府

株式会社サクラ歯研

歯科技工デジタル化による時間短縮と利益倍
紀陽銀行
増計画

4876 2527121390

大阪府

株式会社三輝ブラスト

高速ＣＮＣ加工機導入によるＩＴ樹脂部品加工
商工組合中央金庫
の時間短縮とコスト低減

4877 2527121392

大阪府

株式会社余保鉄工所

最新型ＮＣ旋盤の導入による超硬金型、伸線
ダイス製造の内製化・低コスト化・高精度化計 株式会社エフアンドエム
画

4878 2527121394

大阪府

甲東株式会社

食品全般に利用できる食品添加物である鮮度
池田泉州銀行
保存被膜剤の開発

4879 2527121395

大阪府

大和板紙株式会社

木材やプラスチック材料に代わる古紙を利用
大阪シティ信用金庫
した板状材料の試作品製造

税理士法人ゆびすい

東大阪商工会議所

4880 2527121396

大阪府

サンライト化成株式会社

環境配慮型（エコカー）自動車部品及び電子
部品の低価格カセット金型と量産対応試作金 池田泉州銀行
型の一貫生産ラインの構築

4881 2527121399

大阪府

太陽セメント工業株式会社

即時脱型による高強度コンクリート製品の開
発

4882 2527121400

大阪府

大鵬紡績株式会社

日本古来の伝統を継承し、新しいニーズにも
矢野会計事務所
対応する足袋生地生産設備の構築

4883 2527121401

大阪府

株式会社東鷹

高性能溶接ロボット等の導入によるパレット製
株式会社エフアンドエム
造の短納期・多品種少量生産等対応強化

4884 2527121402

大阪府

大森工業株式会社

タイヤのポイントマーク用高画質転写ロール
テープの試作開発

南都銀行

4885 2527121404

大阪府

ジャパンテクニカル

大物対応旋盤導入による受注拡大計画

上辻恭介税理士事務所

4886 2527121405

大阪府

株式会社デジナ

デジタル捺染とデザインシステムで『究極のお
藤田美惠子税理士事務所
誂え』商品を普及させる

4887 2527121408

大阪府

株式会社石川製作所

２サドルＣＮＣ旋盤導入による加工工程改善に
梅崎 浩充
伴う短納期化・コスト削減・品質向上計画

4888 2527121409

大阪府

大豊工業株式会社

医療機器等の高精度高品質板金部品を製造
尾上 康之
する最新鋭加工機の導入

4889 2527121410

大阪府

株式会社谷製作所

多品種小ロット切削加工の高精度化・短納期
富田林商工会
化・低コスト化の実現

4890 2527121411

大阪府

株式会社大阪機械金型製作所

最新式放電加工機の導入による加工精度・コ
井戸 正和
スト競争力への対応

4891 2527121414

大阪府

北嶋染工株式会社

日本の伝統を復元する、新しいかすり染め技
近畿大阪銀行
法による製品開発

4892 2527121415

大阪府

日東工業株式会社

鉛を用いない環境に優しい溶融亜鉛めっき技
大阪信用金庫
術の開発

4893 2527121418

大阪府

ジョイン株式会社

マニキュア製品の一貫製造ライン装置の構築 中島 幸子

4894 2527121420

大阪府

株式会社西日本試験機

ＣＮＣ旋盤の導入から始まる製造・販売及び
技術改革

4895 2527121422

大阪府

株式会社岡本製作所

金属機械加工における部品の高精度化及び
大阪シティ信用金庫
高機能部品の開発、製造及び品質検証

179／245

高槻商工会議所

中瀬 守

4896 2527121426

大阪府

北陽電機株式会社

２次元ＭＥＭＳを使用した立体画像入力装置
の開発試作

4897 2527121427

大阪府

昭光自動車株式会社

オーダーメイド電気自動車のフレーム製作機
のぞみ信用組合
の開発

4898 2527121428

大阪府

株式会社ユメディカ

「脈波計アルテット」を応用した循環動態監視
野村辰之税理士事務所
モニターを試作開発

4899 2527121429

大阪府

株式会社松永製作所

金型製造の経験的ノウハウのデータベース化
京都信用金庫
による蓄積と伝承

4900 2527121430

大阪府

日新鋼業株式会社

細径異形線製造プロセスにおける精密な寸法
りそな銀行
測定方法の確立

4901 2527121431

大阪府

株式會社友定建機

橋梁メンテナンスのための専用多機能掃除機
西浦税理士事務所
の開発

4902 2527121433

大阪府

株式会社テラシタ

新市場に向けた大阪泉州タオルの新しいプリ
泉佐野商工会議所
ント技術による事業展開

4903 2527121434

大阪府

ユーザックシステム株式会社

スポーツ用品業界向け共同Ｗｅｂ調達サービ
若松経営情報研究所（若松 敏幸）
スの開発

4904 2527121435

大阪府

田島スチール株式会社

新スリッター機導入による短納期・小ロット対
応強化計画

4905 2527121436

大阪府

株式会社前川製作所

精密減速機用ユニット軸受の加工に対応する
大阪信用金庫
特殊研削設備の導入

4906 2527121442

大阪府

株式会社クロダテック

大深度工事、高速度巻上等に対応する特殊ト
大阪シティ信用金庫
ロリークレーン台車の開発

4907 2527121443

大阪府

シーズパック株式会社

新規青果物鮮度保持機能を有した包装用袋
の量産体制の確立

税理士法人陽光

紀陽銀行

南都銀行

4908 2527121444

大阪府

株式会社シミズ

酸化亜鉛ナノ粒子を用いた耐食性および塗装
密着性に優れた完全クロムフリー化成処理剤 商工組合中央金庫
の開発

4909 2527121447

大阪府

大西鋲螺株式会社

ねじ画像選別機導入による、短納期・不良率
株式会社エフアンドエム
低減・低コスト化による競争力強化計画

4910 2527121451

大阪府

株式会社フランシー

革新的な洗浄技術の導入と衣類を蘇らせる新
商工組合中央金庫
たな仕上加工の開発

4911 2527121454

大阪府

大阪精密機械株式会社

超小型歯車の高精度測定を可能にするため
の微細測定子の開発

4912 2527121458

大阪府

株式会社ロークアットリーフ

ＮＣルーター導入によるＣＡＤを活用した曲面・
石橋 研一
変形製作物の生産力向上・納期短縮計画

4913 2527121459

大阪府

株式会社鉄屋

“鉄工コンビニのデリバリー”を目指すスイス
型ＮＣ旋盤の導入

4914 2527121460

大阪府

株式会社アイ・エム・ジ－

最新ＮＣ旋盤導入・ＩＴ利用改善で技術力アツ
山本 光夫
プを図る社内生産力拡大計画

4915 2527121462

大阪府

株式会社デンタルラボ・アジール

デジタルワークフローの確立による雇用の安
大阪信用金庫
定と生産性の向上

4916 2527121469

大阪府

共進金属工業株式会社

品質確保と納期遵守率アップを目指すための
三菱東京ＵＦＪ銀行
工程管理システムの導入計画

4917 2527121470

大阪府

株式会社関西ステンレスセンター

ファイバーレーザー切断機（カバーレス）の導
中塚壽一税理士事務所
入による高付加価値化と生産性向上

4918 2527121471

大阪府

ホクメイ株式会社

超高齢社会における新福祉用具開発システ
ム構築のための設備投資

商工組合中央金庫

4919 2527121472

大阪府

株式会社光伸

最新精密加工機の導入による２次電池大型
部品の品質・生産性向上

八尾商工会議所

4920 2527121479

大阪府

株式会社バルクケミカルズ・ジャパ
ン

高層ビル用建材へ適用可能な「有色ノンクロ
ム化成被膜」の商品化

八尾商工会議所

4921 2527121483

大阪府

株式会社産学連携パートナーズ

ＩＶＵＳカテーテル用イメージング素子の開発

京都信用金庫

4922 2527121485

大阪府

株式会社河邊商会

高機能２材成形事業の戦略的強化による経
営体質の改善

堺商工会議所

4923 2527121486

大阪府

株式会社オーテック

横型深穴内面研削盤の導入による超高速加
Ｏｆｆｉｃｅイワサ
工機械の品質向上

180／245

立野 靖人

堀貫 忠

4924 2527121487

大阪府

株式会社エンジニア

高性能３Ｄプリンター導入による機械工具の
新製品開発力強化

4925 2527121489

大阪府

金剛鋲螺株式会社

製造工程、作業性改善による時間当たりの粗
東大阪商工会議所
利額向上

4926 2527121491

大阪府

古池鋼業株式会社

高機能切断機を導入しユーザーの要望に応
え、さらに特定分野への販路拡大を狙う。

4927 2527121496

大阪府

株式会社富士眼鏡機械製作所

眼鏡用レンズ加工機における高精度化、高速
藍澤証券株式会社
化の試作機開発

4928 2527121498

大阪府

三洋化学工業株式会社

「思わず手にしたい」美しい化粧品パッケージ
商工組合中央金庫
の試作開発事業

4929 2527121500

大阪府

株式会社マイクロテクス

サーボ機構とインライン検査装置による高精
度エンボステープ成型機の開発

井筒 潮

4930 2527121505

大阪府

株式会社中央ビジネスグループ

介護、料理、医術におけるコツがつかめる教
材シリーズの開発

北條 達人

4931 2527121508

大阪府

株式会社シーズウェア

健康・医療機器受け操作・表示器開発

和泉商工会議所

4932 2527121509

大阪府

株式会社いかるが牛乳

リユースびん容器検査装置の全方向カメラ処
大阪信用金庫
理化

4933 2527121510

大阪府

有限会社デジックス・システムズ

製品マニュアルの作成をＷｅｂサーバー上で
完結する新システムの開発

4934 2527121515

大阪府

株式会社山田製作所

３Ｄ金属彫刻機導入による新規客の開拓と既
大阪シティ信用金庫
存客への新提案

4935 2527121517

大阪府

株式会社テクニス

袋ナットへの転造タップ加工によるめねじ量産
京都信用金庫
化

植田会計事務所

りそな銀行

りそな銀行

4936 2527121519

大阪府

永和工芸株式会社

高圧熱風乾燥炉導入で表面処理上のムラを
なくし品質安定化とガス使用量削減につなげ 北陸銀行
る

4937 2527121520

大阪府

天雲産業株式会社

２０００ＫＮ油圧式万能引張試験機の導入によ
香川銀行
る品質管理の強化

4938 2527121521

大阪府

株式会社ＲＥＯＮ

３次元非接触式入力技術を応用した音声発生
南都銀行
装置の試作開発

4939 2527121522

大阪府

大石金属工業株式会社

スマートフォン向け部品の生産性・品質向上
の為の画像検査装置の設備投資

笠原 努

4940 2527121526

大阪府

佐々木産業株式会社

大型油圧プレス機の精密制御による各種家
電用筐体製造プロセスの最適化

池田泉州銀行

4941 2527121529

大阪府

ファイブワン・ファクトリー株式会社

フォーマルウェアの小売事業展開および主要
税理士法人マイツ
工程の内製化による生産効率化・納期短縮化

4942 2527121535

大阪府

岩本鋼業株式会社

オートシャー新設による高精度の切断加工を
杉田 一弥
実現した鋼板の供給

4943 2527121536

大阪府

東大阪ケース株式会社

小ロット対応・生産スピード向上・品質安定強
近畿大阪銀行
化

4944 2527121539

大阪府

株式会社中西可鍛鋳鉄所

薄肉軽量品に対応できる高延性黒心可鍛鋳
鉄の黒鉛化を実現する焼鈍炉の改造

4945 2527121542

大阪府

エース・プラ

ビューティーケア、オーラルケア用成形品の
「当日注文、翌日配送」事業及びメディカルケ 福本茂樹税理士事務所
ア用成形品事業の新規立ち上げ

4946 2527121545

大阪府

冨士電機精機株式会社

１台から販売する高速モーターの機種増計画 日根野公認会計士事務所

4947 2527121555

大阪府

福光精機株式会社

高周波誘導加熱炉の導入による熱間鍛造品
東大阪商工会議所
生産の効率化

4948 2527121557

大阪府

株式会社イヅミ

鉄道用電力供給電柱の最新耐震対策部材の
池田泉州銀行
製作

4949 2527121559

大阪府

ヤマト・Ｈ２ＥｎｅｒｇｙＪａｐａｎ株式会社

バックアップ電源機能付簡易型水素ステー
ション事業

4950 2527121560

大阪府

松本印刷株式会社

独自ＣＡＤソフト無償提供によるパッケージ設
奥川 節子
計サービスの開発

4951 2527121566

大阪府

豊栄産業株式会社

特殊インクジェット印刷機及び高性能カッティ
南都銀行
ングマシンによる高付加価値商品の開発事業

181／245

河内長野市商工会

三浦 八重子

4952 2527121568

大阪府

株式会社三晃鍍金工業所

難形状・難素材部品等への亜鉛めっき量産技
中辻会計事務所
術の開発

4953 2527121569

大阪府

サンロール株式会社

高性能表面駆動式スリッター機の開発による
尼崎信用金庫
生産性向上と販路拡大

4954 2527121571

大阪府

株式会社アイディエス

歯科用Ｃｏ－Ｃｒ合金製造の省エネルギー化と
税理士法人ＳＶＣ
生産性の向上に向けた生産プロセスの改善

4955 2527121572

大阪府

株式会社高崎デンタルラボラトリー

歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを用いたハイブ
大阪信用金庫
リッドレジンによる歯冠補綴への対応

4956 2527121575

大阪府

有限会社森田製針所

ステンレスパイプの微細溶接加工の実現事業 溝端 昭雄

4957 2527121576

大阪府

株式会社関西プレック

電気自動車に使用される複雑形状端子のプ
レス加工技術の開発

立野 靖人

4958 2527121577

大阪府

ストリーム株式会社

インクジェット印刷を利用した薄型フレキシブ
ル導光板の開発

浅田 益宏

4959 2527121578

大阪府

株式会社サカタ

革の裁断プロセス革新にＣＡＤ／ＣＡＭ自動裁
断機を用いた技能承継・納期短縮・裁断工程 大阪信用金庫
受託サービスの実現

4960 2527121582

大阪府

三浦金属株式会社

太陽光発電パネル用接続端子部品の機能改
税理士法人土肥会計事務所
良及び短納期化、コスト低減化

4961 2527121583

大阪府

ＡｒｉｓｔＪａｐａｎ

歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭを活用した３次元切削歯
忠岡町商工会
科技工物の試作開発

4962 2527121584

大阪府

株式会社三原

共同特許に係る鋼管杭接合パーツ製造に伴
う設備装置の導入

和泉商工会議所

4963 2527121586

大阪府

日本プラテック株式会社

３次元測定器の導入による精密切削加工品
の付加価値向上事業

守口門真商工会議所

4964 2527121589

大阪府

中野工業株式会社

軽量化と高強度化とを両立した新金属素材に
ジャスト会計事務所（立野 靖人）
よるスプロケットの開発

4965 2527121591

大阪府

メイク株式会社

製造工程で糖度をリアルタイムに測定できる
国内初インライン旋光計の開発

4966 2527121593

大阪府

株式会社フォーマーエンジアリング マイクロ波技術―練り食材の・連続・高温加
サービス
熱、殺菌加工装置の開発

4967 2527121601

大阪府

高研工業株式会社

高周波誘導加熱設備の半導体化による生産
関西アーバン銀行
能力の向上

4968 2527121602

大阪府

株式会社寿工業

高精度のドリルマシンと熟練な技術力との融
合による高度な製品づくり

4969 2527121603

大阪府

斉藤株式会社

多品種小ロット・特注オーダーに対応するパン
東大阪商工会議所
チングシステムの構築

4970 2527121607

大阪府

有限会社藤本製作所

金属切削品の油分洗浄における作業環境の
近畿大阪銀行
安全確保の取組み

4971 2527121613

大阪府

株式会社山下製作所

高精度精密切削加工機の導入による生産プ
ロセスの開発

Ｏｆｆｉｃｅイワサ（岩佐 修二）

日本マネジメント税理士法人

脇阪 惠博

税理士法人第一会計

4972 2527121615

大阪府

大昭和印刷紙業株式会社

ＵＶインクジェットプリンター導入による、オン
デマンド印刷サービスのワンストップサービス 長島広明
化

4973 2527121617

大阪府

有限会社ジーアム

スマートフォンを活用した外国人観光客向け
多言語対応おもてなしロボットの開発

4974 2527121620

大阪府

株式会社淀川金属

コンパクト簡単横穴加工機を使用した横穴加
京都信用金庫
工工程の短納期化・高精度化

4975 2527121621

大阪府

株式会社エス・ケイ・カンパニー

小型射出成形機の搬出・搬入及び据付部門
の新規立上げ

商工組合中央金庫

4976 2527121622

大阪府

株式会社ゼネラル歯研

新材料歯科技工物の品質の安定化・短納期
化のためのＣＡＤ／ＣＡＭ導入事業

シンシア税理士法人

4977 2527121624

大阪府

三郷金属工業株式会社

検証・評価設備の導入による異材質、難溶接
京都信用金庫
材の溶接の高品質化

4978 2527121626

大阪府

株式会社ＮＫＭ

超硬合金における小断面長尺製品の押出し
製造方法の確立

4979 2527121628

大阪府

富士金属株式会社

小型車向け部品の自動化による増産体制の
豊中商工会議所
構築

182／245

京都銀行

大阪シティ信用金庫

4980 2527121630

大阪府

株式会社明淨金属

成膜用・金属材料成分の分析工程を改善し、
永和信用金庫
短納期で高品質な製品供給を実現

4981 2527121635

大阪府

キタデンシ株式会社

工場内空気配管接合部品に対する高性能の
近畿大阪銀行
ための設備投資

4982 2527121638

大阪府

ダイセイ株式会社

測定計測のための測定用ゲージ製作

京都銀行

4983 2527121639

大阪府

豫洲短板産業株式会社

環境にやさしく、装置の内面も衛生的に保持
できる洗浄装置の開発

伊予銀行

4984 2527121644

大阪府

株式会社タカハシプラスチック

プラスチック成型における、新規材料を用いて
京都銀行
のエアゾールキャップ試作開発

4985 2527121646

大阪府

昌和印刷株式会社

機械化推進による重筋労働・生産工程上のボ
トルネック解消および顧客満足度向上プロ
商工組合中央金庫
ジェクト

4986 2527121647

大阪府

大徳工産株式会社

シャーリング加工技術を徹底追求した高い操
北おおさか信用金庫
作性による生産効率ＵＰ

4987 2527121649

大阪府

有限会社野村製作所

ＣＮＣ旋盤導入による作業工程改善と工具の
大阪信用金庫
小型・軽量・高精度化計画

4988 2527121650

大阪府

株式会社岡野製作所

パルスマイクロカロリメトリ法による測定雰囲
気温度に影響されない圧力計測技術開発

4989 2527121651

大阪府

中辻金型工業株式会社

高精度絞り金型製造及びプレス工程削減によ
永和信用金庫
る小ロット加工の短納期対応サービス

4990 2527121652

大阪府

株式会社日本電機研究所

電力監視機能を付加した新型モータコント
ロールセンタの開発

4991 2527121653

大阪府

株式会社Ｔ・Ｕ・Ｍ

インプラント・オーバーデンチャーにおけるカス
摂津市商工会
タム・アバットメントの製作

4992 2527121654

大阪府

プラスデザイン株式会社

３Ｄプリンター及び連動する３Ｄモデル活用に
池田泉州銀行
よるデザインの試作成形物シミュレーション

4993 2527121656

大阪府

株式会社藤電気

絶縁樹脂を使用したリアクションプレート締結
商工組合中央金庫
装置プレス加工への取組

4994 2527121657

大阪府

株式会社岩本モデル製作所

軽量化及び小型化のニーズ拡大に向けた薄
ＫＶＩ税理士法人
肉成形技術の確立

4995 2527121658

大阪府

株式会社スリーエフ技研

特殊研磨ホイールの接着剤自動供給システ
ムの開発による海外販路拡大

4996 2527121659

大阪府

有限会社西田鈑金

特殊な車両に付属させる部品の低コストでの
金山 熹章
製造と納期短縮体制の構築

4997 2527121662

大阪府

株式会社マテロックス

三次元ＣＡＤ／ＣＡＭ導入によるオーダーメイ
ジャスト会計事務所
ド生産金型の製作精度向上

4998 2527121663

大阪府

山本産業株式会社

カーマット製造ラインに新たな事業展開に必
要な能力のある乾燥機の導入

4999 2527121665

大阪府

株式会社村井水栓製作所

目皿兼用掃除口の試作開発と低コスト量産体
ＦＭＢコンサルタンツ株式会社
制の確立

5000 2527121672

大阪府

協栄産業株式会社

電子チャージ水で洗浄したカット野菜の製造

5001 2527121673

大阪府

川田紙工株式会社

トリミング機導入による中ロット・短納期ニーズ
金谷修司税理士事務所
へ対応する生産体制の構築

5002 2527121674

大阪府

マツダ株式会社

精密検査装置の導入による締結用ねじ部品
の高品質・低コスト・短納期化

5003 2527121678

大阪府

関西特殊光学株式会社
吉田光学工業所

高精度非球面レンズの生産性向上のための
阿波銀行
技術革新

5004 2527121680

大阪府

株式会社キングプリンターズ

ＩＴ技術を駆使した、次世代のワークフロー！
印刷現場での『３Ｋ』を達成！！

田淵宏明税理士事務所

5005 2527121681

大阪府

道下鉄工株式会社

ステッピングモーターを糸送り機構に用いた
カーペット柄出装置の生産体制の構築

税理士法人パートナーズ関西

5006 2527121685

大阪府

株式会社ＵＬＴＩ－Ｍｅｄｉｃａｌ

総義歯用軽量熱重合一体成型シート「アル
ティメットスプリント」の開発

石川 二郎

5007 2527121690

大阪府

きた産業株式会社

安全性・安定性の向上を通じた高精度新型
キャップの開発

立野 靖人

183／245

りそな銀行

紀陽銀行

京都銀行

和泉商工会議所

Ｎ総合会計事務所

税理士法人テイタス

5008 2527121695

大阪府

布施真空株式会社

３次元加飾成形時の成形不良原因解析によ
る良品率の向上

南 幸治

5009 2527121696

大阪府

幸福米穀株式会社

健康と安心・安全に配慮したオリジナルグラ
ノーラの開発

りそな銀行

5010 2527121697

大阪府

有限会社電脳・匠工房

視線検知装置で患者の初期設定の負荷を軽
大島 伸明
減するアルゴリズム開発

5011 2527121699

大阪府

抱月工業株式会社

高精度切削加工技術の確立による次世代
バッテリー部品の量産体制の構築

商工組合中央金庫

5012 2527121703

大阪府

株式会社千代田工業所

三次元測定機導入により品質保証を確実に
遂行する検査体制の確立

池田泉州銀行

5013 2527121708

大阪府

株式会社竹内電化

走行グレーンと集塵機の更新による品質向上
池田泉州銀行
と消費電力の削減

5014 2527121713

大阪府

上山紙業株式会社

多品種小ロットに対応する展示会サンプルの
守口門真商工会議所
製造プロセスの強化

5015 2527121714

大阪府

坂口将タオル株式会社

多色・表裏別柄組織を使った高付加価値タオ
大阪信用金庫
ルの新規開発事業

5016 2527121719

大阪府

株式会社中央電機計器製作所

ＭＲＩ用超電導マグネット監視装置の生産体制
池田泉州銀行
強化

5017 2527121720

大阪府

松井金網工業株式会社

ガラス用金網製造工程の生産性を高めるため
紀陽銀行
の設備改善開発

5018 2527121722

大阪府

株式会社ホワイトマックス

超音波カッターを使用した、ターポリンエプロ
ンの製造

北大阪商工会議所

5019 2527121724

大阪府

有限会社ミクロ精機

３Ｄプリンタを導入し、設計段階でのサンプル
形状確認による高精度化、短納期化、低コス 株式会社エフアンドエム
ト化を図る計画

5020 2527121727

大阪府

Ａｑｕａｃｏｍｍ株式会社

水道施設及び農業用水向け、電動式・静音
ポータブルバルブ開閉機の開発

5021 2527121731

大阪府

ナミテイ株式会社

画像処理型自動検査機導入によるＨＶＥＶ車
東大阪商工会議所
用端子部品の競争力向上

5022 2527121732

大阪府

光鋳材株式会社

大手産業機械メーカーが希望する、中小鋳物
工場に向けた品質分析サービス及び不良改 りそな銀行
善のデータ管理

5023 2527121736

大阪府

菊池紙工株式会社

ボールペンへの高精細・フルカラー・ワイド印
一般社団法人知財経営ネットワーク
刷可能なパッド印刷技術の開発

5024 2527121738

大阪府

株式会社ヤスオカ

冷間リバース圧延ライン向け耐環境走間板厚
南都銀行
測定器の試作開発

5025 2527121747

大阪府

マルイチエクソム株式会社

高難度ダイレクトブロー方式によるＡＢＳ樹脂
石本 和治
製品の量産技術開発

5026 2527121754

大阪府

上島珈琲貿易株式会社

独自開発の焙煎設備によるスペシャルティ
コーヒーのさらなる高品質化。

5027 2527121755

大阪府

株式会社パワフルケア

保育士の成長を促進させる「ＲＩＣシステム」の
Ｏｆｆｉｃｅイワサ
開発と販売

5028 2527121759

大阪府

株式会社シライテック

超微細加工フラットパネルディスプレイパネル
税理士法人土肥会計事務所
を割断加工技術への取組み

5029 2527121760

大阪府

株式会社丸三熔接工業所

鋼材加工の高精度・高度化による、短納期・コ
京都信用金庫
ストダウン対応と生産プロセス強化

5030 2527121761

大阪府

八光電子工業株式会社

最新鋭表面処理設備の導入による品質向上
東大阪商工会議所
とコスト削減

5031 2527121762

大阪府

阪上織布株式会社

センサ・アクチュエータを備えた衣服にするこ
池田泉州銀行
とができる生地材料の開発

5032 2527121763

大阪府

杉山金属株式会社

最新型シャーリング機の導入による新素材、
高強度高機能ステンレス鋼の開発

5033 2527121764

大阪府

共栄技研工業株式会社

高濃度ＳＳ含有排水対応型アンモニアストリッ
株式会社エフアンドエム
ピング装置の試作開発

5034 2527121766

大阪府

丸竹コーポレーション株式会社

備蓄期間２０年を実現する災害備蓄用毛布の
竹内 淳朗
開発および生産体制の確立

184／245

ＦＭＢコンサルタンツ株式会社

堺商工会議所

商工組合中央金庫

5035 2527121769

大阪府

マルエス電機工業株式会社

ビニールコードから「銅線と被覆の分離機」の
大阪信用金庫
試作開発

5036 2527121772

大阪府

藤原織布有限会社

海外輸出向け多重織ガーゼ商品の量産化体
河野光宏税理士事務所
制の構築とローコスト提供の実現

5037 2527121773

大阪府

新洋金属株式会社

切断加工技術の精密化・高速化による小口・
のぞみ信用組合
即納対応力強化の実現

5038 2527121776

大阪府

株式会社ジェイ・リンクス

外国人旅行者向け多言語交通手段ポータル
北大阪商工会議所
サイトを通じた日本国内観光促進事業

5039 2527121778

大阪府

タケダ金型株式会社

新設備導入による金型の高付加価値化、コス
橋本賢宏
ト削減による競争力の強化

5040 2527121782

大阪府

山本マーク株式会社

高精度プラスチック射出成形技術の確立によ
紀陽銀行
る量産加工体制の構築

5041 2527121783

大阪府

株式会社くらこん

ナノバブル洗浄方式導入による昆布食品製造
ジャスト会計事務所
工程における廃棄物の削減

5042 2527121788

大阪府

株式会社プリント・キャリー

オンデマンドバリアブル印刷機を用いた革新
的物流サービスの提供

5043 2527121792

大阪府

株式会社藤川ハガネ

高性能マシニングセンタ導入による高付加価
ＦＭＢコンサルタンツ株式会社
値金型の大型・微細加工技術の確立

5044 2527121805

大阪府

株式会社野間本工作所

多品種精密部品製造の高精度・高品質な組
込部品開発と加工技術開発

5045 2527121806

大阪府

東亜成型株式会社

鋳造砂のリサイクルシステム構築と鋳物砂の
大阪信用金庫
最適比率の試作開発

5046 2527121815

大阪府

有限会社カワイ彫刻工芸

最新鋭のマシニングセンタと熟練技術の融合
南都銀行
による高付加価値製品の実現

5047 2527121816

大阪府

株式会社ナガセテクノス

家庭ゴミからリサイクルされる容器包装リサイ
ティグレ
クル材の高度化利用

5048 2527121818

大阪府

株式会社ミレニアムダイニング

弁当販売システムの「受注型」から「計画生産
米田 茂
型」への転換による競争力強化

5049 2527121821

大阪府

株式会社美粧ケミカル

有効成分の超低分子化による低刺激・低環境
立野 靖人
負荷新型化粧品の開発

5050 2527121823

大阪府

光星工業株式会社

国際競争力をもつ短納期・ローコスト農業機
械部品製造体制構築計画

5051 2527121824

大阪府

株式会社興徳クリーナー

フッ酸保管・小分け設備導入による新しいフッ
大阪信用金庫
素リサイクル事業モデルの構築

5052 2527121828

大阪府

株式会社近計システム

システム構築コストを最小化したエネルギーマ
小椋 篤
ネジメントシステムの開発

5053 2527121829

大阪府

株式会社トウイ米穀店

「玄米のグラノーラ」の開発・販売の事業

5054 2527121830

大阪府

株式会社プロアシスト
株式会社健康開発

睡眠脳波と労務・健保情報の統合による先制
池田泉州銀行
メンタルヘルス向上サービス

5055 2527121831

大阪府

大一電機株式会社

スマートメーターの電気接点の加工技術の高
永和信用金庫
度化および高精度量産化技術の確立

5056 2527121835

大阪府

新居紙器株式会社

お客様の想いを実現するためのパッケージ内
りそな銀行
製化へ向けた生産・加工設備導入計画

5057 2527121836

大阪府

児玉帆布工業株式会社

工場内空気輸送に対応した溶着バグフィルタ
尼崎信用金庫
の試作品等の開発と販売

5058 2527121837

大阪府

大阪コートロープ株式会社

樹脂被覆金属細線の高付加価値新規市場拡
大阪信用金庫
大の為の精密設備導入

5059 2527121839

大阪府

株式会社冨士テック

短納期、高品質な製造工程の開発と一貫した
松下 隆信
加工技術の開発

5060 2527121840

大阪府

株式会社タンデム

ウレタンゴムを用いた積層ゴムおよび免震支
承の高密度化による高弾性・低弾性化、安定 池田泉州銀行
化のための試作開発

5061 2527121846

大阪府

株式会社モリシタ

チャイナリスクを回避し、自動２輪車部品で中
国生産から国内生産への回帰計画とその対 京都銀行
応

185／245

池田泉州銀行

北おおさか信用金庫

奥谷 森一

阿波銀行

5062 2527121849

大阪府

株式会社コーユービジネス

各種納税通知書封入封緘業務の生産性向上
商工組合中央金庫
による価格競争力強化

5063 2527121850

大阪府

株式会社日研

ＣＡＤ／ＣＡＭを用いた新・技工物生産システ
ムの確立

米田 茂

5064 2527121851

大阪府

株式会社特殊加工センター

ＣＡＤ／ＣＡＭ装置を用いた歯科技工物の先
進歯科材料対応、及び、歯科技工のデジタル 野老 さや香
革命への準備

5065 2527121854

大阪府

株式会社サカイテック

３次元造形を軸とした線材製品製造工程の標
紀陽銀行
準化と高能率化

5066 2527121856

大阪府

日本メカトロン株式会社

急速充電器試験装置の開発

5067 2527121857

大阪府

株式会社富士精機

マグネシウムを使用してのネジ、軸、ナットの
大阪信用金庫
一体型ボールナット（直動部品）の試作開発

5068 2527121859

大阪府

兵田計器工業株式会社

感温部の自動溶接による短時間化と接続部
強度の向上

5069 2527121863

大阪府

株式会社ミレニアム

高速ワックス加工機による作業効率化と審美
京都銀行
性製品ラインナップの拡充

5070 2527121866

大阪府

株式会社光洋テクニカ

計数・包装機械導入による生産性と品質の改
八尾商工会議所
善

5071 2527121867

大阪府

株式会社ウルトライ

車重とバネの反発力を利用した自動二輪車用
枚方信用金庫
回転装置の試作開発

5072 2527121868

大阪府

株式会社東具ＰＬＡＳ

驚異的訴求力ある革新的なプラスチックディ
スプレイの射出成形製品の試作

5073 2527121873

大阪府

大陽産業株式会社

魔法瓶用断熱部材のコストダウンと安定供給
池田泉州銀行
を実現するための新加工技術の開発。

5074 2527121875

大阪府

株式会社ＨＩＬＴＥＣ

濾過精度と濾過スピードとを両立させた新機
能濾紙の開発

ジャスト会計事務所

5075 2527121876

大阪府

株式会社タカヤマ

「鋼製束」全自動生産システム開発による市
場拡大

近畿大阪銀行

5076 2527121878

大阪府

株式会社ＴＩＧＥＲ９３

研究所とユーザーを緊密に連携した完全オー
近畿大阪銀行
ダーメイド化粧品製造サービス（仮）

5077 2527121880

大阪府

株式会社トーコー

マンションのベランダ用新型パーティションの
摂津市商工会
試作開発

5078 2527121887

大阪府

株式会社エムジェイテック

工程集約複合加工の実現による高精度ポン
プシャフトの開発

5079 2527121895

大阪府

植田鍍金工業株式会社

高精度めっきの生産性向上と多品種化 及び
北陸銀行
医療分野への市場開拓

5080 2527121903

大阪府

株式会社エムビジュアル

訪日外国人向け「多言語おもてなし総合サー
森 芳人
ビス事業」

5081 2527121905

大阪府

アート技研株式会社

複雑・数段階加工における高速度工作技術の
北おおさか信用金庫
開発

5082 2527121906

大阪府

全大阪魚蛋白事業協同組合

乳酸菌添加発酵飼料の袋詰め脱気シール機
池田泉州銀行
導入及び発酵促進技術の試作開発

5083 2527121907

大阪府

明晃化成工業所

プラスチック成型の微細加工技術による医薬
大阪シティ信用金庫
品容器の製作

5084 2527121909

大阪府

第一精工株式会社

ＵＶプリンターを使用したユーザオリジナルの
原田 徹
カスタマイズ品の提供

5085 2527121911

大阪府

野田興業株式会社

環境対策及び安全性を考慮した小型浚渫船
の導入

商工組合中央金庫

5086 2527121913

大阪府

株式会社メタルドゥ

レアメタルスクラップの高付加価値製品の加
工・販売

商工組合中央金庫

5087 2527121916

大阪府

ＯＬＡイメージング株式会社

塩化ビニル管向け内外面自動検査装置及び
商工組合中央金庫
組込み画像処理ソフトウェアの試作開発

5088 2527121923

大阪府

トキワ精機株式会社

最新型ミーリングマシンを利用した金型の微
細加工技術導入計画

186／245

荒家 高志

大阪シティ信用金庫

南都銀行

紀陽銀行

商工組合中央金庫

5089 2527121924

大阪府

サニー産業株式会社

一般的に原因が特定されていないアクリル樹
脂成形品の溶剤によるクラック発生を撲滅し、 古野 裕則
透明プラスチック製品に於けるシェア拡大

5090 2527121928

大阪府

マークオプト株式会社

光電センサにおけるセンサーヘッド形状の試
守口門真商工会議所
作開発強化と納期短縮化

5091 2527121935

大阪府

川本研磨株式会社

新型研削機導入による高硬度素材研磨の高
京都信用金庫
精度・短納期化

5092 2527121937

大阪府

松勢鋼材株式会社

鉄鋼材料の受注・工程管理システム導入によ
南都銀行
る供給・営業力の強化

5093 2527121941

大阪府

株式会社アイズファクトリー

店舗・販促什器の企画製作における、多品種
大阪商工信用金庫
少量・短納期への対応力強化

5094 2527121942

大阪府

株式会社大和螺子

機器類の設置に大きく貢献する自動架台水平
豊中商工会議所
調整システムの開発

5095 2527121948

大阪府

有限会社ハドル

高解像度ＬＥＤビジョンの低コスト化のための
中島 幸子
プロセッサーの開発

5096 2527121958

大阪府

フジ矢株式会社

切断しづらい線材を切断するための作業工具
大阪シティ信用金庫
の開発及び新製品への展開

5097 2527121959

大阪府

株式会社巴製作所

道路橋鋼床版の下面補強用高性能ワンサイ
西浦 正道
ドボルトの開発

5098 2527121960

大阪府

株式会社北海鉄工所

平鏡板の形状性能向上のための改良ロー
ラー金型の製作と製造技術の確立

中塚 壽一

5099 2527121965

大阪府

株式会社京伸

ＹＡＧ溶接とのハイブリット化による革新的高
品質溶接の技術開発

京都信用金庫

5100 2527121966

大阪府

有限会社大阪セラミックアート

３Ｄプリンターによる歯科技工物製造システム
新居合同税理士事務所
の確立及び販路拡大

5101 2527121970

大阪府

株式会社ミハナ製作所

レーザマーカ導入による安全弁の品質・在庫
山科総合会計事務所
管理システム高度化計画

5102 2527121971

大阪府

株式会社アスコット
株式会社アイエルエス
株式会社イースクラム
コンピュータ・サイエンス株式会社

中小ＩＴ企業連携体による「中小小規模企業向
池田泉州銀行
けクラウドサービス」の提供

5103 2527121972

大阪府

能美工業株式会社

最新機器導入による切削技術の高度化と多
品種中量生産技術の強化

5104 2527121975

大阪府

久米田金属工業株式会社

プレスの加圧方式を変更することで納期短縮
大阪信用金庫
し、生産能力向上、コスト削減を図る事業

5105 2527121976

大阪府

有限会社中製作所

手作業による二次加工工程を機械加工とする
ことで納期短縮、生産能力向上、コスト削減を 森川優税理士事務所
図る事業

5106 2527121977

大阪府

株式会社福元精研工業所

機械金属部品の精密加工における品質と生
産性向上、及び競争力の強化

5107 2527121979

大阪府

大泰化工株式会社

新型バスケット技術を使った分散精度の革新
摂津市商工会
による高機能塗料の提供

5108 2527121980

大阪府

住友化学工業株式会社

高品質で安全性の高い青色染料の開発 及
び 国内増産体制の確立

5109 2527121981

大阪府

東洋エレクトロン株式会社

ＢＥＭＳ事業向け簡単取付、低価格導入が可
ＫＶＩ税理士法人
能な無線モジュールの開発

5110 2527121993

大阪府

株式会社村上製作所

送風機自動設計製図システムの開発

鈴木和宏税理士事務所

5111 2527121994

大阪府

有限会社インデックス

ＣＦＲＰ加工事業からＣＦＲＰ成形型製造に特
化したビジネスモデルの構築

大阪信用金庫

5112 2527121995

大阪府

株式会社ナビゲーションズ

遠隔地・多拠点デジタルサイネージシステム
のクラウド型、双方向通信機能の試作開発

北陸銀行

5113 2527121996

大阪府

株式会社土谷金属

顧客の信頼向上のためのレーザーマーキン
グと画像寸法測定器導入事業

八尾商工会議所

5114 2527121998

大阪府

株式会社水谷製作所

３Ｄスキャナーを活用した高品質な測定による
橋本賢宏
新サービス提供事業

5115 2527121999

大阪府

株式会社橋本鉄工所

難削材の高精度切削加工・加工時間短縮に
向けた複合加工の実現

187／245

守口門真商工会議所

大阪シティ信用金庫

税理士法人日本経営

北おおさか信用金庫

5116 2527122000

大阪府

スリーエム工業株式会社

金属分析装置の導入により鋳造製品の高品
質化を実現

5117 2527122002

大阪府

ミツヤテック株式会社

革新的駆動装置を組み込んだ新超省動力攪
尼崎信用金庫
拌機の開発

5118 2527122011

大阪府

新日本カンガ株式会社

ウレタン加工用ポリオールコンパウンド製造の
和泉商工会議所
ための設備導入

5119 2527122015

大阪府

株式会社枚方技研

新車時の美しさを長年維持し紫外線劣化も防
京都銀行
ぐタイヤの表面処理

5120 2527122018

大阪府

木本電子工業株式会社

マシニング加工分野への新規参入の為の設
備投資及び雇用拡大計画

南都銀行

京都銀行

5121 2527122022

大阪府

株式会社ウエダ

高精度のデジタル集品機をメーカーと開発導
特定非営利活動法人関西事業再生
入し、高品質な仕分技術で業務の拡充を図
支援センター
る。

5122 2527122028

大阪府

袴田製作所株式会社

ＣＮＳ旋盤導入による高精度ベアリングの生
産体制強化

弓手宏亮税理士事務所

5123 2527122030

大阪府

有限会社三好商店

生の豆腐本来の味を落とさず賞味期限の長
い豆腐等の製造技術開発

南都銀行

5124 2527122032

大阪府

株式会社沢井製作所

高性能加熱プレス機の導入によるコンポジット
東大阪商工会議所
用金型製造の短納期・高品質化

5125 2527122033

大阪府

株式会社ヨシトボー

エアジェットルーム活用による商品力の強化と
昼馬義宏税理士事務所
省エネへの取組み

5126 2527122036

大阪府

株式会社サトウプロダクト

半自動溶接におけるスパッタ・ひずみ削減の
溶接技術の開発

5127 2527122037

大阪府

株式会社古谷鉄工所

航空機部品降着装置中型長尺ワーク内径外
大阪シティ信用金庫
径旋削加工範囲拡大

5128 2527122041

大阪府

株式会社ジム工芸

圧倒的な開発リードタイム短縮のみならず高
池田泉州銀行
い完成度を実現する成型品の製作

5129 2527122043

大阪府

ムツミ金属工業株式会社

粘着式配線留器具製造用自動粘着シール貼
大阪信用金庫
付装置の導入による事業拡大

5130 2527122044

大阪府

那賀都工業株式会社

難加工材による精密パイプ加工技術力強化と
静岡中央銀行
効率的生産体制の構築

5131 2527122046

大阪府

久門紙器工業株式会社

段ボールシート製造工程の改良設備導入によ
北大阪商工会議所
る経営改善と信頼性の向上

5132 2527122050

大阪府

ＣＧＩメディカル株式会社

診療報酬請求審査機関向け適正なＤＰＣ請求
澤井 泰裕
審査システムの開発

5133 2527122052

大阪府

株式会社リナジェン

バイオガス発電システム普及のための信頼性
商工組合中央金庫
向上技術の開発

5134 2527122053

大阪府

株式会社愛和

新型成型機導入・生産ライン自動化による樹
京都信用金庫
脂成形の高精度・短納期化

5135 2527122056

大阪府

株式会社吉岡鉄工所

３次元測定機導入による高精度化・短納期化
近畿大阪銀行
による競争力の向上

5136 2527122059

大阪府

株式会社システムエンジニアサービ 医療用「チューブポンプ」の高精度コントロー
ス
ルユニットの開発

5137 2527122062

大阪府

旭化学工業株式会社

高硬度フィルムに新機能を複合したフレキシ
ブルディスプレイ用光学フィルムの開発

5138 2527122064

大阪府

第一鋼業株式会社

異なる強度の鉄鋼を同一ラインでせん断でき
ジャスト会計事務所
る鉄鋼せん断刃物の開発

5139 2527122066

大阪府

石川金属株式会社

ロジンの不純物除去装置の高性能化による
高品質やに入りはんだの開発

5140 2527122067

大阪府

株式会社大陽工業所

品質管理システムのＩＴ化による競争力強化事
守口門真商工会議所
業

5141 2527122069

大阪府

株式会社秀工作所

電線工事及び電線取り替え工事に使う特殊
工具の試作開発・改良

5142 2527122070

大阪府

ダイエー金属工業

Ｗサーボ機の融合！ ＤＡＩＥＩプレス工法でモ
荻堂 正至
ノづくり競争力強化

5143 2527122071

大阪府

株式会社トモエ

新溶接技術導入によるタイヤ用金型の歪み軽
久田輝雄税理士事務所
減及び作業の効率化

188／245

南都銀行

横山経営研究所

商工組合中央金庫

堺商工会議所

のぞみ信用組合

5144 2527122073

大阪府

株式会社福島製作所

近赤外線ハロゲンヒーター使用による液体の
税理士法人ＡＥＧＩＳ
急速加温器の開発事業

5145 2527122074

大阪府

株式会社ａｒａｄａｓ

中小企業の情報発信力を強化する広報総合
森 和孝
支援サービス

5146 2527122075

大阪府

株式会社テクノエックス

高精度蛍光Ｘ線分析装置製造設備と食品中
有害重金属蛍光Ｘ線分析装置の開発

5147 2527122076

大阪府

田中化工株式会社

ＮＣ複合加工機導入による、衛生配管部品の
八尾商工会議所
短納期製造体制の確立

5148 2527122077

大阪府

菊田印刷株式会社

お客様の要求を満たす革新的な印刷物の実
大阪信用金庫
現に向けての試作開発と短納期化計画

5149 2527122078

大阪府

株式会社イーグルパーツ

複合形状加工を組込んだ高精度金型部品の
北おおさか信用金庫
試作開発と一貫生産体制の確立

5150 2527122085

大阪府

河村化工株式会社

生産準備工程の精度向上

5151 2527122089

大阪府

株式会社ナック・インターナショナル 自動裁断機等導入による製造工程革新

5152 2527122090

大阪府

中山製缶株式会社

高いリサイクル率で地球にやさしいブリキ缶
製品の試作開発

一般社団法人公益活動サポートセ
ンター

5153 2527122093

大阪府

倉橋製本株式会社

最新高速自動結束装置導入により生産性向
上による新規顧客獲得と雇用の拡大

永和信用金庫

5154 2527122096

大阪府

株式会社レイ・クリエーション

デザイン業務に適した業務管理システムの開
ｅ＆ｉ経営研究所（高野 淨）
発による顧客対応力強化と短納期化

5155 2527122099

大阪府

西村鉄工株式会社

生産管理システム導入による国際競争力の
株式会社エフアンドエム
ある工作機械部品の短納期生産体制の実現

5156 2527122100

大阪府

アルテア株式会社

携帯電話回線による通信・制御機能付監視・
京都信用金庫
通報型カメラの開発

5157 2527122102

大阪府

株式会社曽我製作所

国内精密板金加工業における金属板穴開け
京都銀行
切断及び成型加工の革新化

5158 2527122104

大阪府

株式会社西口アンプル製作所

電動射出成形機と外観検査機導入による高
品質な医療用目薬キャップの開発

5159 2527122106

大阪府

株式会社フクナガエンジニアリング

小型フォークリフト用新型タイヤの開発及び同
梶原 元明
評価技術の開発

5160 2527122111

大阪府

株式会社森の印刷屋

印刷素材を選ばすに転写印刷ができる技術
の試作開発

佐藤会計事務所

5161 2527122112

大阪府

共栄化成株式会社

自動組み立て機導入による効果で環境配慮
製品の拡大計画

京都信用金庫

5162 2527122113

大阪府

株式会社加茂ゴム工業

医療業界向け手術練習用途 人工皮膚・人工
大阪信用金庫
臓器の試作開発および量産化

5163 2527122115

大阪府

共栄産業株式会社

低コストＲＦＩＤタグ付与型医薬品容器および
検査容器の開発

りそな銀行

5164 2527122117

大阪府

有限会社川口

連続自動打抜き機械導入による新製品開発
と利益改善について

大阪シティ信用金庫

5165 2527122118

大阪府

岸部毛織株式会社

高機能性と通常呼吸を両立させる新規マスク
和泉商工会議所
試作のための設備導入

5166 2527122119

大阪府

株式会社クローバー３６５

おしゃれすたんぷのデザイン性維持・品質向
上可能な立体造形構造の開発

5167 2527122120

大阪府

荒木産業株式会社

半導体ガスセンサ部品における２重構造金属
大阪シティ信用金庫
キャッツプ溶接機の作製

5168 2527122121

大阪府

村上精機株式会社

２１世紀の新技術開発を支える超高精度加工
堺商工会議所
に向けた治具研磨機の導入

5169 2527122129

大阪府

大日運輸株式会社

外壁工事の端材（産廃）を再利用した新「外壁
阿部 守
コ－ナ－」の作製技術開発

5170 2527122130

大阪府

摂津容器株式会社

高温炉設備導入によるドラム缶洗浄の生産能
尼崎信用金庫
力の強化

189／245

奥光明税理士事務所

りそな銀行

東大阪商工会議所

商工組合中央金庫

浮氣 利廣

5171 2527122134

大阪府

有限会社森川製作所

業務用厨房向けのステンレス加工精度向上と
リードタイム短縮を目的とした、タレットパンチ 藤原 克己
プレス設備の導入

5172 2527122135

大阪府

ビクター工業株式会社

アルカリ乾電池用プラスチック部品の高品質
化・低価格化及び生産体制の構築

武地 義治

5173 2527122136

大阪府

有限会社エーエス

照明設備の薄肉・透明成形品の拡散資材を
活用した成形技術の向上と自動化の実施

大阪シティ信用金庫

税理士法人明和会計

5174 2527122137

大阪府

株式会社ブールミッシュ

焼菓子の包装用、自動折り曲げシール留め
機械の導入と衛生・品質・生産性向上による
競争力の強化

5175 2527122144

大阪府

大和産業株式会社

ショッピングカート製造での生産性の改革及び
古野 裕則
高品質化・低コスト化の実現

5176 2527122149

大阪府

ＯＭＯＴＥＮＡＳＨＩ株式会社

３Ｄ試着システムの開発

5177 2527122150

大阪府

株式会社ヰゲタ

ビールディスペンサー洗浄容器のプラスチック
辛尚娟税理士事務所
製ヘッド（口金）試作開発

5178 2527122152

大阪府

株式会社アンティーク

社会保険労務士と企業をマッチングさせるプ
ラットフォームの開発

5179 2527122154

大阪府

株式会社大長機械

Ｍ／Ｃ機 導入による太陽光パネル・リチュー １０３１ビジネスコンサルティング（石
ム電池設備、試作開発
本 和治）

商工組合中央金庫

坂本和穂税理士事務所

5180 2527122156

大阪府

森田ライト工業株式会社

金型最適冷却と製品チャック自動機による品
質安定性とチョコ停防止策を実施と生産効率 中田 隼人
の向上

5181 2527122159

大阪府

勝山精機株式会社

複合旋盤加工機導入による難加工材料の加
川北 光博
工精度向上の実現

5182 2527122163

大阪府

第一樹脂工業株式会社

自動車用照明部レンズの樹脂化製品の試作
税理士法人ＴＡＳ
開発

5183 2527122166

大阪府

六和化成工業所

インサート成形の自動化による生産ラインの
効率化向上と低コスト化

5184 2527122167

大阪府

株式会社池田ネジ製作所

大型パーツフォーマー導入による生産プロセ
南中 平八郎
ス構築および販路の拡大

5185 2527122168

大阪府

株式会社ミヤマエ

太陽光モジュール取付け架台の製造ライン一
衣目 修三
体化による生産効率の向上

5186 2527122169

大阪府

株式会社生活科学研究所

ＥＲＧ（網膜電図測定装置）導入による視覚機
池田泉州銀行
能検査

5187 2527122171

大阪府

アタイス工業株式会社
株式会社ＦＳＡ
株式会社ＮＩＴＳ

きつつき鍛造（逐次繰返し負荷成形）のプレス
三菱東京ＵＦＪ銀行
機／成形品の開発

5188 2527122174

大阪府

星揮株式会社

新型制御装置の導入による流動化処理土の
りそな銀行
高品質化および製造の高効率化

5189 2528120272

兵庫県

株式会社ジョイランド

基盤ＣＳ向上を目標とした、「お客様本意」の
バリューチェーン構築

5190 2528120275

兵庫県

関西合成樹脂工業株式会社

高圧・圧縮成形機の導入によるメラミン食器の
中島税理士事務所
耐汚染性の革新的向上計画

5191 2528120281

兵庫県

株式会社福村鉄工所

穴あけ装置導入とライン再編成による、建設
用鉄骨材料の高効率生産体制構築

5192 2528120282

兵庫県

株式會社丸十

精密板金加工における脱脂洗浄工程の品質
クリエイション
および生産性の向上

5193 2528120283

兵庫県

有限会社エースプランニング

「金芽米」の効能を最大限に引き出す全自動
谷川勝信税理士事務所
炊飯器の導入

5194 2528120289

兵庫県

栄和興業株式会社

鋼板開先加工内製化による、短納期化と橋梁
淡路信用金庫
補修工事への参入 及び 新規顧客の獲得

5195 2528120292

兵庫県

ワイメタル株式会社

柔軟な対応が可能な湿式選別機の導入によ
商工組合中央金庫
る銅スクラップ回収率向上

5196 2528120293

兵庫県

太陽刷子株式会社

３Ｄプリンタ導入による歯ブラシ試作品製造工
ＦＭＢコンサルタンツ株式会社
程の効率化と高機能商品の開発

5197 2528120296

兵庫県

株式会社大智鍛造所

型鍛造後の穴抜き工程における異方向複数
穴の高精度一括成形法の開発

190／245

大阪商工信用金庫

丹波市商工会

商工組合中央金庫

一般社団法人大阪中小企業診断士
会

5198 2528120298

兵庫県

嶋本ダイカスト株式会社

アルミダイカスト部品の洗浄工程におけるＶＯ
神戸信用金庫
Ｃ排出防止の実用化

5199 2528120299

兵庫県

株式会社ベル

紳士靴の機能性向上と生産コスト大幅削減さ
神戸商工会議所
せるための試作品開発計画

5200 2528120300

兵庫県

鈴木鍛工株式会社

最新精密旋盤機の導入による、産業機械部
品の切削加工における短納期化・生産体制強 株式会社エフアンドエム
化計画

5201 2528120306

兵庫県

門倉貿易株式会社

鋼板コイルの船積み時に使用する繊維廃材
で出来た固定材の開発

商工組合中央金庫

5202 2528120307

兵庫県

株式会社日輝製作所

連続端子挿入技術によるパワー半導体ケー
スの多品種合理化生産

商工組合中央金庫

5203 2528120309

兵庫県

株式会社森川製作所

深部臓器への注射を可能にする動物向け特
殊形状注射針の開発

但陽信用金庫

5204 2528120312

兵庫県

白星社クリーニング株式会社

ヒューマンエラーによるクリーニング事故撲滅
商工組合中央金庫
のための自動分配機導入
笹倉会計事務所

税理士法人早瀬事務所

5205 2528120314

兵庫県

株式会社水登社

パイプ端末加工機の導入による売上拡大及
び加工原価の低減による革新的モノづくりの
実現

5206 2528120315

兵庫県

株式会社共和電子製作所

短納期対応可能な組込みボード及び無線モ
ジュール搭載ボード等の試作機製作

5207 2528120316

兵庫県

千代田金属工業株式会社

農業用機械フレーム部品の高効率生産・コス
商工組合中央金庫
ト低減及び安全性向上

5208 2528120317

兵庫県

株式会社水田製作所

医療・健康分野向け炭素繊維強化プラスチッ
ク（ＣＦＲＰ）の成形加工に関する工法、製造技 百十四銀行
術開発

5209 2528120318

兵庫県

森合精機株式会社

二段変速切替えによる高効率領域拡大可能
な走行減速機の試作開発

5210 2528120319

兵庫県

東洋事務器工業株式会社

スチール家具製造工程改善による安定品質・
廣岡会計事務所
短納期・低コストの実現。

5211 2528120321

兵庫県

株式会社ハヤブサ

３Ｄプリンター導入による釣具の新商品開発
サイクルの大幅短縮と競争力強化計画

5212 2528120323

兵庫県

大機工業株式会社

環境設備の耐用年数を長期化する新たなメン
南都銀行
テナンスサービスの開発

5213 2528120324

兵庫県

株式会社石田金型製作所

生産コスト削減のための生産設備の高度化
及び高効率化への取り組み

5214 2528120327

兵庫県

株式会社レック

インバウンドでの婚礼写真事業を以て国内ブ
神戸信用金庫
ランド価値向上計画

5215 2528120328

兵庫県

スター工業株式会社

航空機・新エネルギー素材の高効率切断と製
商工組合中央金庫
品固定用補助器具の開発

5216 2528120329

兵庫県

株式会社共立合金製作所

積層造形技術を用いた超硬合金製造方法の
商工組合中央金庫
開発および実用化

5217 2528120330

兵庫県

株式会社双英理研

独自装置搭載旋盤による高硬度難削新素材
岸原 宏明
の高速切削技術の確立

5218 2528120331

兵庫県

株式会社ナカノテック

ＣＮＣ複合旋盤を融合した長尺加工技術の確
池田泉州銀行
立

5219 2528120334

兵庫県

有限会社今津工作所

超硬材による航空機部品の製造能力の向上

5220 2528120335

兵庫県

福本重機械工業株式会社

高効率な加工を実現するシールドマシン用ベ
東京中央経営株式会社
アリング製造機の開発

5221 2528120337

兵庫県

有限会社堀口鉄工所

生産効率の拡大と夜間無休運転のための六
兵庫県信用組合
面パレット付横型マシニングセンターの導入

5222 2528120338

兵庫県

関西超硬合金株式会社

高級線材シェービング加工用ダイの高付加価
商工組合中央金庫
値化

5223 2528120341

兵庫県

タキエンジニアリング株式会社

円盤型遠心力発生材による液中分散粒子の
兵庫県信用組合
連続濾過・分級装置の開発

5224 2528120343

兵庫県

上村航機株式会社

ＰＷ１１００Ｇジェットエンジン部品 ハブ、シュ
神戸Ｈ．Ｉ．Ｔ．法律事務所
ラウドの仕上げ自動化装置の導入

191／245

商工組合中央金庫

株式会社エフアンドエム

淡陽信用組合

合同会社神戸マネージメントワーク
ス

5225 2528120346

兵庫県

株式会社洲本整備機製作所

高圧熱水脱脂洗浄装置の試作開発とこれに
係わる塗装設備の改善

5226 2528120351

兵庫県

大西精版印刷株式会社

「悠遊バイオカイト」（仮名）の受注生産と制作
兵庫県信用組合
キットの製造と販売

5227 2528120353

兵庫県

株式会社細川鉄工所

高精度加工機の導入およびＣＡＤＣＡＭシステ
兵庫県信用組合
ムの導入による生産性向上と新市場獲得

5228 2528120369

兵庫県

株式会社ディバイン

ユーザーの要望に応え、洗髪後の「きしみ」を
正木総合コンサル事務所
解消する化粧品（シャンプー）の開発・試作

5229 2528120372

兵庫県

ハリマ紙器印刷工業株式会社

顧客ニーズに合わせた小ロット対応可能な
ペーパーノベルティーグッズの試作開発

但陽信用金庫

5230 2528120376

兵庫県

株式会社アプレス

金属部品プレス加工の自動化による高安全
性・生産性向上の両立

丹波市商工会

5231 2528120377

兵庫県

神戸バイオロボティクス株式会社

射出成形機を活用して、情報を付加した薄肉
商工組合中央金庫
低温保存容器の開発製造

5232 2528120378

兵庫県

エフアールピーサポートサービス株 材料ドラムと引込ウインチ導入による下水道
式会社
管渠更生工事の品質・効率向上

5233 2528120379

兵庫県

高井金型工作所

金型製作の短納期・高精度を追求する生産プ
金沢公認会計士事務所
ロセスの増強

5234 2528120380

兵庫県

株式会社太陽舎

ロールアイロナー導入による短納期化および
但馬信用金庫
省エネ化の実現と職場環境改善

5235 2528120382

兵庫県

関西鋼業株式会社

レーザー加工機と独自のハンマー補正（手作
商工組合中央金庫
業）の融合による短納期および高精度の実現

5236 2528120385

兵庫県

ハバタック株式会社

福祉車輌中古車の購入及び車椅子リフト等介
但馬信用金庫
護装置のメンテナンスサポート事業

5237 2528120389

兵庫県

若男水産株式会社

生産性向上のための急速冷凍機導入による
高品質な冷凍商品の試作開発と販路拡大

5238 2528120390

兵庫県

株式会社ポレ・ポレ

“おふくろの味”復権…安心・安全な家庭料理
尼崎信用金庫
提供システム開発

5239 2528120391

兵庫県

八鹿鉄工株式会社

高能率歩行型にんにく収穫機の開発

養父市商工会

5240 2528120392

兵庫県

玉田精工株式会社

パワーショベル「シャフト部品」の超高速切削
工程の確立

兵庫県信用組合

5241 2528120394

兵庫県

アスカカンパニー株式会社

高精度・小型・低価格を実現した一軸強度試
験機の開発

百十四銀行

5242 2528120397

兵庫県

株式会社ソーエイ

現像レスＣＴＰ対応型自動送り装置付ストッ
カー開発事業

税理士法人森田事務所

5243 2528120398

兵庫県

有限会社ヤマキン

当社考案オリジナル治具による医療難削材穴
尼崎信用金庫
加工の生産体制構築

5244 2528120399

兵庫県

シモダフランジ株式会社

5245 2528120403

兵庫県

佐々木製鑵工業株式会社

5246 2528120405

兵庫県

株式会社小西印刷所

ＴＰＯに応じて模様を変えることの出来る「着
せ替え傘」の開発

5247 2528120407

兵庫県

佐和鍍金工業株式会社

省電力めっきプロセス開発による自動車部品
兵庫信用金庫
の競争力強化

5248 2528120409

兵庫県

サンキ産業株式会社

海外拡販のための高精度裁断梱包機構の導
池田泉州銀行
入プロジェクト

5249 2528120410

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シート巻線による生
産プロセス強化事業

5250 2528120414

兵庫県

有限会社メタルマジック

プレスブレーキ機導入による曲げ加工能力の
尼崎信用金庫
拡大

5251 2528120415

兵庫県

株式会社大進精機

環境規制に対応する大型船舶ディーゼル機
公益財団法人ひょうご産業活性化セ
関用燃料噴射ノズルの試作及び量産加工体
ンター
制の確立

5252 2528120416

兵庫県

株式会社精和工業所

家庭用燃料電池発電装置部の生産性向上に
池田泉州銀行
よる低コスト化の推進

石田経営サポートオフィス

クリエイション

南あわじ市商工会

石油・天然ガス業界向け高強度及び高耐食性
を有するハイパー二相ステンレス鍛鋼品の開 みなと銀行
発
レーザー三次元非接触式測定機を用いた鋼
管の寸法形状精度向上のためのシステム開 大阪信用金庫
発

192／245

株式会社ＴＯＫビジネスサービス

百十四銀行

5253 2528120419

兵庫県

株式会社サイ電子

プロトコル変換機能付き制御機器用遠隔監
視・制御システムの開発

5254 2528120423

兵庫県

エヌ ケイ ケイ 株式会社

ノンフロンダストブロワー製造における特殊吸
商工組合中央金庫
収体の供給体制の確立

5255 2528120424

兵庫県

株式会社エーシーシー

利便性と走行性能を両立するウォームギア機
福崎町商工会
構サスペンション開発

5256 2528120428

兵庫県

淡路ジェノバライン

淡路ジェノバライン明石港待合所「海上ツアー
税理士法人ティー・ブレイン
ライブ情報プラザ」開設計画

5257 2528120429

兵庫県

株式会社フジ・データ・システム

プラスチック射出成形機の新型制御装置（コン
三菱東京ＵＦＪ銀行
トローラ）の試作機の開発

みなと銀行

5258 2528120431

兵庫県

精工産業株式会社

新型射出成形機導入によるプラスチック製品
の生産性向上および二重成形の高精度化計 株式会社エフアンドエム
画

5259 2528120432

兵庫県

第一工業株式会社

衛生的に管理が出来る分解洗浄可能型低温
但陽信用金庫
冷却機の開発

5260 2528120433

兵庫県

新光検査株式会社

超音波フェイズドアレイ検査システムの導入に
みなと銀行
よる高度非破壊検査の事業化

5261 2528120434

兵庫県

株式会社千石

金属加工プロセスの改革による競争力強化

5262 2528120435

兵庫県

株式会社昭和製作所

最新ＮＣルータマシン導入による自動車シート
株式会社エフアンドエム
の鋳造用モデル生産の短納期化計画

5263 2528120436

兵庫県

株式会社シノハラ

焼結合金の研磨レス加工の実現およびそれ
による短納期化と低コスト化の実現

5264 2528120437

兵庫県

有限会社太田ジオリサーチ

地中環境の汚染・地下水・土砂災害等の迅速
兵庫県信用組合
地中３次元模型作成サービス

5265 2528120438

兵庫県

三栄産業株式会社

生体認証システム錠付き鞄製造

兵庫県信用組合

5266 2528120439

兵庫県

アフォードセンス株式会社

心電電極を一体化した絆創膏型防水無線生
体センサの開発・試作

みずほ銀行

5267 2528120443

兵庫県

株式会社アトラステクノサービス

真空フライ技術を活用した食品の試作開発と
日新信用金庫
工場への設備投資事業

5268 2528120447

兵庫県

和田金型工業株式会社

コストダウン・短納期を実現させるための生産
山本経営労務サポート
管理システムの導入

5269 2528120448

兵庫県

株式会社クローズアップ

簡単で早く売上増進ができるモールデータ
アップシステムの開発

5270 2528120450

兵庫県

株式会社理創化研

髪を傷めず、高い形状記憶性を実現するパー
兵庫信用金庫
マ液原料及びパーマ液の開発

5271 2528120452

兵庫県

酒井精工株式会社

新たな生産システム体制構築による、工業用
多可町商工会
タップの短納期生産の強化

5272 2528120454

兵庫県

株式会社岡田製作所

大型・高精度ＬＥＤ照明拡散用光学レンズ成
形品の生産技術開発

5273 2528120455

兵庫県

加美電機株式会社

機構部品内製化による試作リードタイム短縮
商工組合中央金庫
化

5274 2528120458

兵庫県

株式会社三木歯車製作所

鉄道車両向けパーツの極微細加工及び加工
みなと銀行
結果の高精度診断の実施

5275 2528120459

兵庫県

株式会社東豊精工

押しばねに特化した生産ライン試作開発によ
兵庫県信用組合
る品質向上とコスト削減

5276 2528120466

兵庫県

株式会社ＭＥＴＡＬ ＲＥＶＩＳＩＯＮ

当社独自の生産技術を最大限に活用するた
めの２次元レーザー加工機の導入

5277 2528120468

兵庫県

株式会社水野グラビア印刷

軟包装グラビア印刷における欠陥検出データ
石田経営サポートオフィス
の活用による品質向上と生産性のアップ

5278 2528120471

兵庫県

株式会社Ｉｚｏｘ

新システム導入による大型３Ｄモデル制作の
田川会計事務所
短納期・コストダウンの実現

5279 2528120472

兵庫県

株式会社原田製作所

水素ステーション装置にかかる高圧水素圧縮
兵庫県信用組合
機の試作および開発

5280 2528120476

兵庫県

サンアロイ工業株式会社

軽合金の鍛造に使用可能な耐焼き付き性に
優れた超硬合金の開発

193／245

みなと銀行

北岡昭悦税理士事務所

福崎町商工会

兵庫県信用組合

合同会社神戸マネージメントワーク
ス

兵庫信用金庫

5281 2528120478

兵庫県

アイアンドティテック株式会社

警報音認識技術を利用した革新的経済型盗
難防止システム

5282 2528120479

兵庫県

関西洋鋸株式会社

独自設計の湿式ＣＢＮ研削盤の導入による高
兵庫県信用組合
精度なプロペラ刈刃の試作開発と量産化

5283 2528120480

兵庫県

富久錦株式会社

仕込水の清浄化と出荷までの低温管理による 公益財団法人ひょうご産業活性化セ
濾過技術革新と新製品開発
ンター

5284 2528120482

兵庫県

石崎プレス工業株式会社

補聴器用無水銀空気電池缶の高精密化ニー
伊田税理士事務所
ズに応える金型精密加工技術の向上

池田泉州銀行

5285 2528120483

兵庫県

株式会社輝工作所

海上風力発電用ＳＥＧＭＥＮＴＥＤ ＣＡＭ（厚
みがあるブロック形状のカム）、およびカムで
池田泉州銀行
はない曲線を有する回転軸を必要とする高精
度機械部品のＣＮＣ研削加工

5286 2528120484

兵庫県

株式会社ＦＰＩ

ソーラーシェアリングを活用した農業法人等へ
杉本剛税理士事務所
の６次産業化支援事業

5287 2528120485

兵庫県

松下産業株式会社

ワイヤー製造における工程の自動化によるプ
兵庫県信用組合
ロセスと価格競争力の強化

5288 2528120486

兵庫県

株式会社二ステム

画像寸法測定器による品質向上及び納期短
兵庫県信用組合
縮により競争力アップ

5289 2528120487

兵庫県

株式会社プロアクティブ

地方自治体等が行う着地型観光に係る業務
支援システムの開発・提供

道廣 和彦

5290 2528120488

兵庫県

株式会社山尾工作所

ワイヤー放電加工機導入による精密金型の
製作及び新製品の試作開発

神戸信用金庫

5291 2528120489

兵庫県

株式会社ヒューマンスピリッツ

電子メールの暗号化及び復号化の自動通信
神戸商工会議所
セキュリティ装置の開発

5292 2528120490

兵庫県

市場工業株式会社

産業機器用精密部品（含中国回帰分他）加工
商工組合中央金庫
事業規模拡大

5293 2528120492

兵庫県

神戸マッチ株式会社

表面処理技術の向上による、着火機能付きの
株式会社クリエイション
お香の開発および生産

5294 2528120493

兵庫県

有限会社松下竹店

竹材加工機械の機能範囲の改良及び竹材の
神戸商工会議所
搬入方法の改良等

5295 2528120495

兵庫県

有限会社田中工作所

最新型三次元測定機の導入による航空機用 合同会社神戸マネージメントワーク
部品の測定計測能力の向上
ス

5296 2528120496

兵庫県

株式会社新陽製作所

板金製品作成時三次元シミュレーション対応
商工組合中央金庫
のプレスブレーキ導入による短納期化

5297 2528120497

兵庫県

信和油圧工業株式会社

油圧シリンダ製造の職場環境改善と新規分野
商工組合中央金庫
への参入

5298 2528120498

兵庫県

株式会社クワちゃんハウス

木質バイオマス発電用チップ製造設備の導入 兵庫県信用組合

5299 2528120501

兵庫県

姫路精密

極小旋削加工を要する医療機器部品の加工
精度を熱制御することで高め、不良率を低減 税理士法人入江会計事務所
させる事業

5300 2528120503

兵庫県

株式会社ＧＭＪ

溶接工程を自社加工することで納期短縮、生
みなと銀行
産能力向上、コスト削減を図る事業

5301 2528120504

兵庫県

株式会社ジャイロ

企業・団体のプロモーション活動支援のため
の情報・コンテンツ共有・管理のウェブシステ
ム開発

5302 2528120505

兵庫県

株式会社旭加工

エンジニアリングプラスチックの微細加工をよ
但陽信用金庫
り高度化し、海外競争力強化を図る。

5303 2528120506

兵庫県

株式会社藍靼

高品質な藍染レザーの製造プロセスの確立と
加茂川健司
半自動化装置の開発

5304 2528120507

兵庫県

ムラタ工業株式会社

レジャー産業（フィッシング市場）市場拡大に
向けた疑似餌の新規開発と新表面加飾技術 小山孝治税理士事務所
強化

5305 2528120509

兵庫県

株式会社ロッコーエンジニアリング

業界初の「寒冷・熱帯地域 両用対応型のコ
ンテナ式環境試験庫」の試作開発

商工組合中央金庫

5306 2528120513

兵庫県

株式会社兵庫精密工業所

難削材の高精度加工技術開発

淡路信用金庫

5307 2528120516

兵庫県

株式会社旭ノ本金属工業所

不良率ゼロを達成するための割ピン自動検査
但陽信用金庫
機の導入事業

194／245

中兵庫信用金庫

5308 2528120517

兵庫県

株式会社シコウ

工作機械ジャバラ試作機導入による開発期間
丹波市商工会
の短縮と高付加価値製品の開発

5309 2528120518

兵庫県

株式会社播

本物の生地見本を短納期・低コストで提案し、
みなと銀行
商機を逃さず勝ち取る。

5310 2528120519

兵庫県

有限会社石橋設計

遊休施設（旧映画館）を有効利用した地域コ
ミュニティスペースとビジネス空間の創出

5311 2528120520

兵庫県

日藤ポリゴン株式会社

難削材加工に適したエアバブル化した強アル
兵庫県信用組合
カリ水を使う冷却装置の開発

5312 2528120521

兵庫県

旭機設株式会社

切削加工工程を短縮することで納期を短縮
し、生産能力向上、コスト削減を図る事業

5313 2528120526

兵庫県

有限会社富士鉄工所

ＮＣ旋盤の導入による製造能力および生産コ
兵庫県信用組合
ストの競争力強化事業

5314 2528120529

兵庫県

井上金属工業株式会社

量産ＣＯ２レーザ加工機（切断機）を流用した
山花寛和税理士事務所
レーザ溶接システムの構築

5315 2528120530

兵庫県

株式会社宗次

プレカット紙による“ＭＹ－ＴＳＵＴＳＵＭＩ”とネッ
尼崎信用金庫
ト販売事業（中小小売業者支援事業）

5316 2528120531

兵庫県

株式会社日本フラッシュ

ＸＹＺテーブルＣＤスタッド自動溶接機の新規
開発による顧客ニーズ対応と売上拡大

5317 2528120535

兵庫県

宝塚化成株式会社

歯科用チップのディスポーザブル化に向けた
宝塚商工会議所
試作品開発

5318 2528120537

兵庫県

富士金属工業株式会社

鉄骨生産ラインの増設による特殊形状の建築
Ｊｕｓｔ Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ
事業拡大

5319 2528120539

兵庫県

株式会社特発三協製作所

多様化した顧客ニーズに対応する薄板ばね
の生産体制の構築

商工組合中央金庫

5320 2528120541

兵庫県

株式会社ＰＤＳ

省エネで利便性の高い「新構造パレット積付
装置の開発・製作」

兵庫県信用組合

5321 2528120542

兵庫県

庄司ブラシ株式会社

新型全自動植毛機導入による加工技術向上
但陽信用金庫
と生産能力強化

5322 2528120543

兵庫県

株式会社ユメックス

低波長域で優位性のある水銀フリーフレキシ
伊予銀行
ブル面光源の開発

5323 2528120548

兵庫県

大東精機株式会社

Ｈ形鋼高精度加工用レーザ切断ヘッドおよび
尼崎商工会議所
切断工法の試作開発

5324 2528120553

兵庫県

大森興業株式会社

コンクリート打設用型枠廃材の分別破砕機導
百十四銀行
入による環境負荷の軽減

5325 2528120555

兵庫県

マルイ鍍金工業株式会社

航空宇宙産業向けアルミニウム合金部品の
高耐食・高品質陽極酸化処理加工方法の開
発

5326 2528120559

兵庫県

日本電研工業株式会社

切削工程の自社加工化により、納期短縮、生
株式会社増田経営会計
産能力向上、コスト削減を図る事業

5327 2528120564

兵庫県

株式会社伊丹精機

高性能内面加工機導入により、加工革新を実
商工組合中央金庫
現し多角的な競争力の向上を図る。

5328 2528120565

兵庫県

株式会社正徳

消費者ニーズを追求した「切れている豆腐」の
但陽信用金庫
量産化実現に向けた自動化製造設備の設置

5329 2528120571

兵庫県

一宮精工株式会社

高効率発電用ガス・火力 タービンブレードの
株式会社稲田会計事務所
楕円形状加工事業

5330 2528120572

兵庫県

翔飛工業株式会社

廃棄瓦を再利用した、外壁断熱・遮熱塗料の
みなと銀行
開発

5331 2528120574

兵庫県

西海醤油株式会社

地元兵庫・明石に密着した商品を、より衛生
的に多品種製造できる様強化する。

5332 2528120575

兵庫県

日本テクノロジーソリューション株式 様々な形状の容器に多様な材質のフィルム収
新居 孝弘
会社
縮できる装置の試作開発

5333 2528120580

兵庫県

株式会社谷中製作所

形状測定機導入による測定技術の向上と社
内新規部門立ち上げ

5334 2528120585

兵庫県

有限会社アトリエケー

労働時の腰・背中への負担を軽減し作業効率
姫路信用金庫
を向上するウエアの開発

5335 2528120588

兵庫県

光洋製瓦株式会社

日本伝統いぶし瓦製造技術を活かした「いぶ
姫路商工会議所
しインテリア素材」の開発

195／245

豊岡市商工会

山本 剛

阿波銀行

兵庫信用金庫

商工組合中央金庫

長田達子税理士事務所

5336 2528120589

兵庫県

新明和工作株式会社

防衛省開発航空輸送機ＣＸ―２の特定重要部
藤田 勉
品ＣＡＲＲＩＡＧＥの試作・量産

5337 2528120590

兵庫県

株式会社新畑鉄工所

ベテラン社員の指導と最新鋭工作機械の活
用による難加工材の精密加工技術の確立と
技術伝承

正木総合コンサル事務所

5338 2528120591

兵庫県

株式会社土田化学

厚肉樹脂レンズの成形に係る加工法の開発
及び精密加工技術の高度化

丹波市商工会

5339 2528120593

兵庫県

丸菱機械工業株式会社

精密加工・短納期を可能にするジェットエンジ
湯浅達志税理士事務所
ン部品加工用治具製作計画

5340 2528120597

兵庫県

特殊梯子製作所有限会社

女性や高齢者でも簡単・安全に使用できる非
尼崎信用金庫
常用避難梯子の試作開発

5341 2528120599

兵庫県

株式会社阪国

自動車整備部門併設型「委託販売車お預かり
尼崎信用金庫
サロン」による委託販売事業拡大

5342 2528120600

兵庫県

播磨機械工業株式会社

難加工材・新材料加工対応による再生可能エ
但陽信用金庫
ネルギー市場の獲得

5343 2528120610

兵庫県

株式会社東洋セーコー

ＮＣ高精度ベンダー導入及び工作機械、工程
管理のネットワーク化による生産イノベーショ 池田泉州銀行
ン

5344 2528120611

兵庫県

株式会社オーク

工事用桟橋組立て移動昇降式足場の試作開
但馬信用金庫
発

5345 2528120616

兵庫県

株式会社富士川商事ヤシロ店

３次元システムを使った質の高いエクステリア
兵庫県信用組合
空間を再現する新しい提案技法の確立

5346 2528120617

兵庫県

株式会社石原鉄工所

摩擦面処理機と鉄骨専用ＣＡＤ導入による鉄
宮本事務所
骨製品の高精度化プロジェクト

5347 2528120619

兵庫県

小田鉄工株式会社

鋼構造物の長尺物における塗装工程効率
アップ

吉田 稔

5348 2528120620

兵庫県

ボルツ株式会社

シミュレーションを活用した冷間圧造工程の効
率化（生産性向上、開発期間短縮、経費削
川西商工会
減）

5349 2528120622

兵庫県

摂津ダイカスト株式会社

ダイカストの真空鋳造技術確立による耐圧部
山本 信行
品の受注拡大と新規顧客獲得

5350 2528120624

兵庫県

シンエイテック株式会社

鋼材用ストレッチ包装機のシャトル自走化事
業

貝原 冨美子

5351 2528120628

兵庫県

有限会社ディーシーエルタニモト

ＣＡＤ／ＣＡＭシステム（ミリングマシン・３Ｄプ
リンター）による作業の効率化

宍粟市商工会

5352 2528120629

兵庫県

株式会社絆工房

アウター用『アトピー用健康Ｔシャツ』の開発販
豊岡市商工会
売と昇華転写印刷商品の生産性向上事業

5353 2528120630

兵庫県

神港精機株式会社

次世代パワー素子実装のための高信頼性真
みなと銀行
空半田付装置の開発

5354 2528120631

兵庫県

東亜機械工業株式会社

レーザー加工機入替による新たな人材育成と
商工組合中央金庫
工場稼働率向上計画

5355 2528120632

兵庫県

株式会社コダイ

品質向上による国際競争力の強化を目的とし
但陽信用金庫
た三次元測定機の導入計画

5356 2528120635

兵庫県

アオショー株式会社

廃プリント基板等からの貴金属・レアメタル回
収率向上による、金属資源の国内循環構築 正木総合コンサル事務所
事業

5357 2528120636

兵庫県

マーク工業株式会社

車載スピーカー向け樹脂製振動板の組立設
備導入と製造技術の構築

守口商工会議所

5358 2528120637

兵庫県

株式会社トアセイコー

ＣＡＤでの製造設計データ作成から３Ｄプリン
ターでの靴型造形

淡路信用金庫

5359 2528120644

兵庫県

播州鋼材株式会社

最新シャーリング機独自付帯装置の導入によ
兵庫県信用組合
る加工精度の向上

5360 2528120645

兵庫県

株式会社チョッパー

マラソン大会におけるＵＨＦ帯を使用した記録
兵庫県信用組合
計測の簡素化システムの開発

5361 2528120647

兵庫県

有限会社中植製作所

工程分けによる多品種・少量・短納期の対応
但陽信用金庫
及びリードタイムの短縮。

5362 2528120648

兵庫県

株式会社コラボ

イラストを軸としたオンデマンド印刷のプラット
税理士 荒巻政文事務所
フォーム

5363 2528120649

兵庫県

ケニックス株式会社

新機能薄膜形成用 高レート・低ダメージス
パッタ装置の開発試作

196／245

兵庫信用金庫

5364 2528120650

兵庫県

株式会社アマン産業

靴の専門家が実施する低コストの靴製品検
査・補修サービス

鳥越明公認会計士事務所

5365 2528120651

兵庫県

服部テキスタイル株式会社

空調設備と超広幅自動延反機の導入による
縫製部門の合理化

兵庫県信用組合

5366 2528120652

兵庫県

アクシスコントロール株式会社

電子制御商品開発に伴う検査機器の導入に
蘆田総合会計事務所
よる事業基盤の確立

5367 2528120653

兵庫県

株式会社アプコ

高品質な米粉焼き菓子を製造可能な新たな
氷温熟成庫の試作開発

5368 2528120654

兵庫県

株式会社平郡商店

最新の選別機・混合機・粉砕機の導入による
株式会社ＴＯＫビジネスサービス
新商品開発と付加価値アップ

5369 2528120656

兵庫県

進和工業株式会社

金を使用しない安価なサーマルプリントヘッド
みなと銀行
用電極材料の開発

5370 2528120657

兵庫県

株式会社キタモトテック

小ロット、多品種における生産工程の開発

5371 2528120659

兵庫県

株式会社サーテック永田

環境対応型銀めっき設備導入における銀めっ
日新信用金庫
きおよびスズめっき皮膜特性の研究

但陽信用金庫

養父市商工会

5372 2528120661

兵庫県

小野高速印刷株式会社

オンデマンド本の表紙カバー実現と製本コスト
低減によるオンデマンド出版の市場拡大
公益財団法人ひょうご産業活性化セ
※オンデマンド出版とはデジタル印刷により、
ンター
書籍の注文を受けてから必要部数製作する
在庫レスな出版方法

5373 2528120663

兵庫県

株式会社クラフトデンタル

ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを活用した新時代入れ
株式会社ワークアシスト
歯技術の構築

5374 2528120665

兵庫県

神戸甲南サカヱ屋精肉店

兵庫県産ブランド豚『ひょうご雪姫ポーク』の
『小ロットクール配送システム』の確立

5375 2528120666

兵庫県

株式会社ハクロフォージング

鉄鋼製品製造のための鍛造材料加熱工程の
姫路商工会議所
高度化事業

5376 2528120667

兵庫県

有限会社ミワテック

チップマウンタ設備刷新による表面実装能力
但陽信用金庫
強化

5377 2528120669

兵庫県

株式会社岸本吉二商店

お慶びごとにカラーを添える、ハッピーカラー
プロジェクト

5378 2528120670

兵庫県

協和製工株式会社

最新式テーブルスポット溶接機導入による新
たな加工方法の研究と新型製品の開発と提 但陽信用金庫
案

5379 2528120671

兵庫県

有限会社大山

足計測工房開設による一足作り用靴型及びイ
神戸信用金庫
ンソールの製作・販売

5380 2528120672

兵庫県

ラッキー工芸株式会社

ＣＷＥＳ事業計画。産業用プリンタ導入による
みなと銀行
生産性と効率化の実現

5381 2528120673

兵庫県

有限会社精密化成工業研究所

オーダーメードによる搬送用ベルトのシリコー
正木総合コンサル事務所
ン樹脂コーティング事業

5382 2528120674

兵庫県

東横産業株式会社

ペットボトル梱包設備導入による生産性向上
兵庫県信用組合
を目指す計画

5383 2528120678

兵庫県

株式会社清水製作所

削岩用電動工具に用いる、優れた破砕能力を
兵庫県信用組合
持つ刃先の技術開発事業

5384 2528120680

兵庫県

株式会社ハイロン

モップ縫製前工程の新型材料糸加工機の導
入による生産性の向上

5385 2528120687

兵庫県

難波金属株式会社

新型タレットパンチプレス導入による加工技術
尼崎商工会議所
の高度化と生産能力強化及び納期短縮

5386 2528120691

兵庫県

ミツテック株式会社

金属部品三次元仕上システムの開発

淡路信用金庫

5387 2528120694

兵庫県

剣松産業株式会社

高精度な多目的用チップソーの開発

姫路信用金庫

5388 2528120699

兵庫県

株式会社廣和技研

改修工事後の防水層内滞留水強制的に脱気
兵庫県信用組合
し、環境改善する装置の開発と販売

5389 2528120706

兵庫県

株式会社あらたか

筋力トレーニングと有酸素運動による認知症
Ｏｆｆｉｃｅイワサ
改善への先駆的な取り組み

5390 2528120708

兵庫県

音羽電機工業株式会社

酸化亜鉛素子沿面塗布装置の開発導入

197／245

蝉川 寛嗣

尼崎信用金庫

朝来市商工会

村尾 彰税理士事務所

5391 2528120715

兵庫県

有限会社吉川商店

自社山林を活用した択伐サービス導入による
多可町商工会
共感の住まいづくり事業

5392 2528120717

兵庫県

株式会社平原精機工業

大型ディーゼルエンジン関連部品の製造に関
淀屋橋税理士事務所
する工程改善と技能承継

5393 2528120718

兵庫県

六甲テクノス株式会社

業務用小型船舶エンジン部品の競争力強化
計画

淀屋橋税理士事務所

5394 2528120719

兵庫県

株式会社医科歯科技研

歯科技工物（被せ物）のＣＡＤ／ＣＡＭ技術に
よる生産およびインプラントへの応用

大野博明税理士事務所

5395 2528120720

兵庫県

株式会社ＨＥＲ

カビ被害から図書館を救う『図書館書籍ガード
坂下会計事務所
ソリューションシステム』の開発

5396 2528120726

兵庫県

株式会社ナカムラ

長期保存ができる防水マッチの試作開発と量
商工組合中央金庫
産化対応特殊加工機器導入計画

5397 2528120731

兵庫県

淡路メリヤス株式会社

和紙を使用した多種多様なソックスの生産性
税理士法人北原会計事務所
向上と量産化体制の構築

5398 2528120736

兵庫県

テクサジャパン株式会社

施工精度・作業効率向上に向けてのケーブ
西宮商工会議所
ル識別試験器の試作開発

5399 2528120740

兵庫県

北斗機械株式会社

小型金属転写レーザーマーキングユニットの
ワークアシスト
開発

5400 2528120751

兵庫県

株式会社山喜

調理済み「真空冷凍和牛焼肉」の商品開発及
たつの市商工会
び製造・販売

5401 2528120752

兵庫県

株式会社ソーイング三日月

先進的服飾工場への設備更新事業

5402 2528120755

兵庫県

タガミシール工業株式会社

国内では生産されていないテフロン被覆Ｏリン
兵庫県信用組合
グの試作開発と医療機器分野への進出

5403 2528120770

兵庫県

山陽色素株式会社

顔料表面処理を高度に制御したインクジェット
姫路商工会議所
用顔料及びその分散体の開発

5404 2528120771

兵庫県

株式会社シミズテック

脱臼防止機能を強化した、全犬種対応可能な
石田経営サポートオフィス
犬用人工関節の試作開発

5405 2528120773

兵庫県

こがね味噌株式会社

製糀装置設置による糀及び味噌の高品質化 養父市商工会

5406 2528120776

兵庫県

株式会社楯菱電産

発電機部品製作用８００屯プレス・水圧プラン
稲美町商工会
ジャポンプユニット更新

5407 2528120777

兵庫県

カルモ鋳工株式会社

独自ニアネットシェイプ精密鋳造法による航空
みなと銀行
機部品製造への参入

5408 2528120778

兵庫県

株式会社タケベ

鉄筋同士のアーク溶接の品質を高める独自
の裏当て材の生産体制の構築

5409 2528120779

兵庫県

株式会社安田精機製作所

溶融状態にある熱可塑性プラスチックの流れ
性（溶融粘度）を測定する自動化装置の開
兵庫県信用組合
発。

5410 2528120782

兵庫県

原田特殊鋼株式会社

車両重量車長計測定装置（バー式センサー）
兵庫県信用組合
の量産体制の構築・拡充
但陽信用金庫

尼崎信用金庫

トマト銀行

兵庫県信用組合

5411 2528120784

兵庫県

株式会社タクミナ

定量ポンプの市場拡販に向け、切削部品の
製造能力向上の為に複合加工機を導入す
る。

5412 2528120785

兵庫県

株式会社みつば電気

太陽光発電システムの遠隔モニタリング（パ
ワコンの遠隔出力監視）

5413 2528120786

兵庫県

有限会社奥山精密

多軸マシニングセンターおよびＣＡＤ導入によ
関西アーバン銀行
る高機能インデューサーの生産効率化

5414 2528120787

兵庫県

株式会社アイ．エス．ティ．加美

カラー複写機用、高熱伝導性トナー定着
チューブとその低コスト生産方式の開発

5415 2528120791

兵庫県

有限会社堀越精工

高精度な建設機械・バイク用部品の効率的な
但陽信用金庫
自動生産と短納期化を図る設備の導入

5416 2528120794

兵庫県

神沢鉄工株式会社

ダマスカス鋼刃物の高効率・多品種生産体制
税理士法人神戸あおぞら会計
構築のための試作品開発

5417 2528120795

兵庫県

アマダ産業株式会社

ＣＡＤ連動カッティングマシンの導入による短
納期化、低コスト化の実現

税理士 後藤加代子

5418 2528120800

兵庫県

レザーソー工業株式会社

すべての人に使いやすく、切れ味に優れた、
新たな手引き鋸の開発

みなと銀行

198／245

多可町商工会

5419 2528120801

兵庫県

川西航空機器工業株式会社

小型民間ジェット旅客機（ＭＲＪ）用板金部品
の省人化組立セルの構築

5420 2528120804

兵庫県

株式会社和斗工業

自社製造・施工の一貫サービスによるゼネコ
みなと銀行
ン等へのソリューション提供事業化

5421 2528120805

兵庫県

株式会社姫科エンジニアリング

感染性廃水向け残渣加熱不活化装置および
姫路信用金庫
省エネ型連続式廃水加熱不活化装置の開発

5422 2528120807

兵庫県

株式会社井上工具製作所

生産体制の構築による新規事業への対応迅
兵庫県信用組合
速化

5423 2528120808

兵庫県

株式会社ニットー

タクト式自動ニッケルめっき装置

5424 2528120809

兵庫県

株式会社小田製作所

「画像寸法測定器」導入による経営革新（生産
河野 勝利
性の向上及び顧客ＣＳ向上）。

5425 2528120811

兵庫県

株式会社協同病理

医学・生物学研究者に特化した研究支援サー
日新信用金庫
ビス体制の構築

5426 2528120812

兵庫県

竹内工作所

独自の刃物製作技術と新規機械設備導入に
稲美町商工会
よる精密加工技術の高度化

5427 2528120814

兵庫県

株式会社カワベ

レジ画像認識システム導入による陳列からレ
竹村高志税理士事務所
ジ会計までの効率化

5428 2528120817

兵庫県

金沢縫工株式会社

病院・介護施設等での労力削減

5429 2528120819

兵庫県

株式会社創食

フリーズドライ技術で地産地消・町おこし商品
商工組合中央金庫
の試作・開発

5430 2528120821

兵庫県

シーズンライフ株式会社

害虫駆除業務の業務改善計画書

みなと銀行

5431 2528120823

兵庫県

交洋モールド株式会社

型枠パネル釘打機導入による生産性向上と
新市場開拓戦略

尼崎商工会議所

5432 2528120824

兵庫県

株式会社冠婚葬祭こころの会

地域高齢者とその家族の不安を解消するお
役立ちシステム構築

西兵庫信用金庫

5433 2528120828

兵庫県

株式会社兵庫バークセンター

未利用バイオマスのバーク堆肥への利用によ
兵庫県信用組合
る再資源化並びに安定的な商品化事業

5434 2528120829

兵庫県

株式会社八瀬鉄工所

５軸複合加工機導入による大型クランクシャフ
姫路商工会議所
ト加工の生産性革新

5435 2528120830

兵庫県

タイコー展装株式会社

環境に配慮した、低コスト、高品質なサイン・
ディスプレイサービスの開発

5436 2528120831

兵庫県

前實製革所

製革からバッグ等製造・販売までの一貫体制
姫路商工会議所
の構築による企業変革

5437 2528120832

兵庫県

株式会社住本製作所

見えない部分のはんだ付けの接合技術を向
上して収益を倍増する計画

5438 2528120833

兵庫県

ウツミ工業株式会社

精密成形プレスによる切削加工部品からプレ
西兵庫信用金庫
ス加工部品への転換

5439 2528120837

兵庫県

大阪冶金興業株式会社

金属積層造形技術を用いた医療デバイスの
製造における高能率化技術の開発

ＳＡＴ

5440 2528120838

兵庫県

東信科学株式会社

発泡型エコ緩衝材の増産に係わる事業

大阪信用金庫

5441 2529120097

奈良県

株式会社日本製墨書遊

ＬＥＤ・ＵＶダイレクトプリンターで「書道用品」
市場を革新する。

南都銀行

5442 2529120100

奈良県

株式会社エイコウ

リストバンド型等のモバイル型健康モニター用
奈良県地域産業振興センター
薄型無接点充電システムの試作開発

5443 2529120101

奈良県

株式会社池利

手延べそうめん製造工程における一部設備
の見直しによる商品開発体制の強化

5444 2529120102

奈良県

株式会社ダイナデンタルラボラトリー

切削装置導入による最先端義歯材料の加工
南都銀行
の内製化

5445 2529120103

奈良県

日本ニット株式会社

小ロットフルオーダースポーツユニフォームの
南都銀行
生産体制の効率化

5446 2529120106

奈良県

株式会社食遊館

革新的機械導入による衛生性、品質向上、生
木田会計事務所
産倍増による新規受注増で競争力強化事業

199／245

三菱東京ＵＦＪ銀行

城本 知可子

林 浩嗣税理士事務所

宮本 光信

兵庫県信用組合

南都銀行

5447 2529120108

奈良県

株式会社三機製作所

高性能汎用フライス旋盤導入による押出機製
株式会社エフアンドエム
造の高精度化、短納期化、低コスト化計画

5448 2529120110

奈良県

東洋スクリーン工業株式会社

溶接式スクリーン素子の溶接条件最適化によ
商工組合中央金庫
る品質向上

5449 2529120111

奈良県

太陽ニット株式会社

新たな５本指カバーソックスの開発およびその
南都銀行
製造方法の確立

5450 2529120116

奈良県

株式会社日滉精螺製作所

低価格で高品質なねじづくりの実現に向けて
南都銀行
の生産力強化体制の構築

5451 2529120118

奈良県

三岡繊維株式会社

丸編機を利用した果実用掛け袋の試作

5452 2529120121

奈良県

株式会社恵和テック

新しい目地材の加工成形によって住宅の耐火
北陸銀行
性・断熱性を高め、安全と環境に貢献する

5453 2529120122

奈良県

住装テック株式会社

高張力鋼板を使用した安全性の高い階段手
すりブラケットの試作開発

りそな銀行

5454 2529120123

奈良県

当麻軽合金工業株式会社

“見えなかったものが見えてくる”レーザー式
三次元測定機の導入

南都銀行

5455 2529120125

奈良県

株式会社平田精密工作所

航空機ジェットエンジン用パイプ式熱交換器
パネルの生産プロセス改善による飛躍的な寸 アタック・メイト奈良
法精度向上と、品質保証システム確立

5456 2529120126

奈良県

孫七瓦工業株式会社

瓦とガーデニングのコラボーレーションによる
中屋税理士事務所
新たな日本文化の創造

5457 2529120127

奈良県

上田技研産業株式会社

森林環境保全のための、木材搬出用モノレー
ルシステム（ＵＧ６００型）の試作開発及び実 アタック・メイト奈良
用化試験

5458 2529120129

奈良県

植平コンクリート工業株式会社

上水道用鉄筋コンクリート製地下室における
プレハブ工法の開発

5459 2529120132

奈良県

藤田鉄工株式会社

大型案件獲得に向けた切断・穴あけ装置の導
南都銀行
入による鉄骨生産体制の構築

5460 2529120136

奈良県

君岡鉄工株式会社

打ち込み杭専用材「くい丸（Ｒ）」の長尺品マー
奈良県商工会連合会
ケットの開拓と専用施工機の開発

5461 2529120137

奈良県

株式会社エフシーシー

３次元設計支援システムを使用した生産設備
株式会社エフアンドエム
用板金部品などの特注品への対応

5462 2529120140

奈良県

株式会社エフ・エー・テック

医療器材の国内生産回帰を実現する超低コ
スト高品質生産システムの開発

5463 2529120144

奈良県

奈良ヰセキ販売株式会社

県内農家の保有する農機整備情報電子カル
南都銀行
テ化システムの開発

5464 2529120149

奈良県

株式会社一ノ坪製作所

最先端レーザ溶接による大幅な納期短縮、溶
南都銀行
接工程の生産性向上、特注品対応の実現

5465 2529120150

奈良県

テクノス株式会社

コストダウンを実現したフレキソ印刷製版用マ
奈良県地域産業振興センター
スク作製装置の試作開発

5466 2529120153

奈良県

天龍化学工業株式会社

インジェクションシーリング剤容器にアルミフィ
ルムを貼ることによるバリア性能の向上と量 南都銀行
産化

5467 2529120154

奈良県

薬王製薬株式会社

生薬や漢方薬配合カプセル剤生産の生産力
アタック・メイト奈良
強化と生産性の向上

5468 2529120158

奈良県

永興化成株式会社

リサイクル材料を用いたバインダーシートの開
奈良県地域産業振興センター
発

5469 2529120159

奈良県

ユーテック株式会社

球技スポーツを科学的に分析・指導できるト
レーニングＩＴボールの開発

5470 2529120160

奈良県

株式会社ノムラ

次世代へ“技術の伝承”を行う為の２軸ＮＣ旋
南都銀行
盤導入

5471 2529120164

奈良県

株式会社呉竹

高粘度バルクで作る新型ネイルペンの開発

5472 2529120165

奈良県

キューテック株式会社

非球面レンズによる成形ビーム焦点形状最適
南都銀行
化高出力レーザー用加工光学ヘッド製作

5473 2529120166

奈良県

株式会社寺田ポンプ製作所

未利用・余剰水力エネルギー回収超小型水
力発電・蓄電システムの開発

200／245

南都銀行

大和信用金庫

奈良県地域産業振興センター

奈良県地域産業振興センター

奈良県商工会連合会

奈良県地域産業振興センター

5474 2529120167

奈良県

株式会社大和前川製作所

高精度ＮＣ放電加工機導入による新型ネジ・
転造ダイスの試作品開発

5475 2529120175

奈良県

株式会社トーマ

木製室内ドア（側面Ｖカット納まり）加工設備導
渡邊芳樹事務所
入による市場競争力の強化

5476 2529120176

奈良県

国広産業株式会社

プラスチックメディア（研磨石）自動生産ライン
大和信用金庫
の実現

5477 2529120177

奈良県

有限会社サンエイダイテクス

ＡＸＹＺ ＣＮＣルーター導入で３Ｄ加工を取り
入れた型全般業務の開発と差別化

5478 2529120180

奈良県

モード・ユーニット工房株式会社

角質除去、保湿機能を備えたスキンケア高機
奈良県地域産業振興センター
能着圧ハイソックスの開発

大和信用金庫

奈良中央信用金庫

5479 2529120183

奈良県

岡本株式会社

環境対応・商品力向上・製造合理化のための
靴下の色柄および滑り止め印刷加工技術の 商工組合中央金庫
開発

5480 2529120184

奈良県

共同精版印刷株式会社

「クラウド型校正システム」の導入による生産
税理士法人あおば
効率向上と売上拡大

5481 2529120186

奈良県

ＹＯＵ＆Ｍ

医療器具卸売業から歯科技工業への新事業
奈良県地域産業振興センター
進出

5482 2529120188

奈良県

株式会社春日

少部数対応の受注環境の整備と生産コスト削
りそな銀行
減

5483 2529120191

奈良県

安川プラスチック工業

再生材を含む特殊樹脂の高品質成型プロセ
スの構築

5484 2529120193

奈良県

有限会社藤田製作所

銅素材塑性加工の高精度かつ低コスト化のた
奈良中央信用金庫
めの金型開発

5485 2529120194

奈良県

株式会社ＪＵＮＫＥＩ－ＧＬＯＶＥ

野球オーダーグローブ刺繍入れ内製化による
奈良中央信用金庫
受注拡大

5486 2529120198

奈良県

サントウニット株式会社

ファッション性、機能性を有したオールシース
ルーソックスの開発、販売

5487 2529120201

奈良県

笹田織物株式会社

最新織機導入による「柔らかな風合と透け感
株式会社ダイワマネジメント
を表現した《手織り風》ストール」の量産化

5488 2529120204

奈良県

株式会社平井ダイカスト

新型ダイカストマシン導入による薄肉・軽量化
株式会社ダイワマネジメント
自動車部品の試作開発

5489 2529120205

奈良県

ヤマトクリエイト株式会社

スイッチング電源の様々な制御を簡易に実現
株式会社ダイワマネジメント
するためのシーケンス制御部の試作開発

5490 2529120206

奈良県

株式会社スリークライム

液晶パネルとバックライトの貼合せ装置の開
発

5491 2529120210

奈良県

株式会社カナヤ

３Ｄプリンタ及び見積支援システム導入による
株式会社ダイワマネジメント
受注プロセスの革新

5492 2529120211

奈良県

川端運輸株式会社

引っ越し用作業設備導入による作業の高効率
株式会社ダイワマネジメント
化・収益性改善とサービス向上への取組み

5493 2529120213

奈良県

テラダ鋼業株式会社

最先端な切断装置導入による高速・高精度の
京都銀行
切断加工技術の構築

5494 2529120214

奈良県

株式会社ユタニ

航空機組立のコスト削減と高信頼化を図る航
奈良信用金庫
空機用組立工具・システムの開発

5495 2529120215

奈良県

株式会社山田プラスチック工業

リサイクル樹脂材料を利用した、軽量浸水防
奈良県商工会連合会
止用品の開発

5496 2529120216

奈良県

大阪精工株式会社

冷間鍛造品用渦流探傷機導入による外観検
南都銀行
査の自動化

5497 2529120217

奈良県

髙井ニット株式会社

オリジナル素材を使ったバイオーダーによる
ニット製造サービスの構築

5498 2529120219

奈良県

小西シャーリング工業株式会社

穴あけ装置導入による、鉄骨材料の需要変化
南都銀行
に対応した生産ライン構築

5499 2529120221

奈良県

中村薬品工業株式会社

医薬品製造における（篩過・混合・造粒工程の
統合）製剤のバイオ技術の向上、生産能力の 南都銀行
強化

5500 2529120222

奈良県

Ｄ．Ｃ．Ｉ株式会社

カシミヤ、ウール等に対する効果の高いピリン
大和信用金庫
グ（毛玉）防止加工の試作開発

5501 2529120223

奈良県

瀬川塗装工業株式会社

自動静電塗装装置の導入による短納期・低コ
株式会社エフアンドエム
スト化、多品種小ロットへの対応強化

201／245

奈良県地域産業振興センター

広陵町商工会

奈良県地域産業振興センター

奈良県地域産業振興センター

5502 2529120224

奈良県

株式会社エーゾン

昇華転写プリント設備導入によるキャラクター
南都銀行
グッズの試作開発事業

5503 2529120225

奈良県

橋田技研工業株式会社

複雑形状ガスタービン部品の高精度測定の
確立と競争力の強化

パートナーズ関西

5504 2529120227

奈良県

株式会社トーコー

高機能プレスブレーキ導入により、換気棟の
断トツのシェア獲得

南都銀行

5505 2529120228

奈良県

株式会社ソリトン

下水処理場等の排水処理工程から発生する
奈良県地域産業振興センター
余剰汚泥の削減技術の開発

5506 2529120234

奈良県

株式会社アシスト

キャラクター商品の製造販売における商品統
上牧町商工会
括管理システムの導入

5507 2529120236

奈良県

今西靴下株式会社

当社固有のパイルカット技術による「ホカット
南都銀行
パイル」レッグ製品の開発と異業種への販売

5508 2529120242

奈良県

大成紙器印刷株式会社

レーザー加工と可変印刷技術を活用した生活
雑貨商品１オーダー対応によるＢ ｔｏ Ｃ市場 南都銀行
開拓

5509 2529120243

奈良県

三ッ星靴下株式会社

加熱＋着圧併用型ヘルスケアソックスの製造
大和信用金庫
技術開発

5510 2529120244

奈良県

木本化学工業株式会社

ダウンサイジングと射出圧縮成形法による「低
ソリ」・「低コスト」省エネ高精度製品の安定生 奈良県地域産業振興センター
産整備事業

5511 2529120251

奈良県

株式会社ニット・ウィン

天然素材の高付加価値商品の拡充による低
南都銀行
価格商品との差別化

5512 2529120252

奈良県

旭製粉株式会社

ミキサーの見直しによるそば粉ミキシング工
程のアレルゲン対応

竹内 淳朗

5513 2529120261

奈良県

藤岡スポーツ社

ベースボール用グラブ業界初 超軽量化計
画、及び異業種による新商品開発

河合町商工会

5514 2529120266

奈良県

ヌーベル化学工業

ブロー成形／中空成形による世界初の新規
格卓球ボールの試作開発

野口会計事務所

5515 2529120268

奈良県

株式会社三笠

靴下の町奈良でつくるこだわりウォーキング５
横浜銀行
本指ソックスの開発・販売

5516 2529120270

奈良県

株式会社ミッテ・インターナショナル

世界初ニッケルグラフェンコンポジット超硬合
奈良中央信用金庫
金の試作開発

5517 2529120272

奈良県

はんなデンタルテクニカ

ＣＡＤ／ＣＡＭによる高耐久性ジルコニア義歯
ひょうご税理士法人
の開発および新素材補綴物への適用

5518 2529120275

奈良県

株式会社ＡＳＡＫＵＲＡ

低コスト化と付加価値化による１００円均一か
古野会計事務所
ら新たな３００円均一商品の開発

5519 2530120053

和歌山県 正和産業株式会社

ＰＴＦＥ樹脂製シール部品加工用ＮＣ旋盤導入 公益財団法人わかやま産業振興財
による樹脂部門の売上拡大計画
団

5520 2530120056

和歌山県 株式会社ユー・イー・エス

ナノ粒子ヤシガラ活性炭の研究及び試作開発 紀陽銀行

5521 2530120057

和歌山県 斎藤ドラム罐工業株式会社

最新型ヘリウムリークテスター導入によるドラ
株式会社エフアンドエム
ム缶完成品の最終検査高精度化計画

5522 2530120058

和歌山県 米阪パイル織物株式会社

パイル織物技術を活用した 通年型寝具生地
紀陽銀行
の意匠開発

5523 2530120059

和歌山県 株式会社興栄ケミカル工業所

マット裁断加工技術の高効率化・高精度化に
紀陽銀行
よる販路拡大及び事業の拡大

5524 2530120060

和歌山県 大和歯車製作株式会社

高効率冷凍機用の端面ポリゴン研削加工に
よる付加価値向上事業

三井住友銀行

5525 2530120061

和歌山県 株式会社フタバ

自動ヘム縫製機等によるタオル縫製加工の
作業集約計画

紀陽銀行

5526 2530120062

和歌山県 福原ニードル株式会社

高周波焼入装置の増設による高付加価値製
紀陽銀行
品への転換促進

5527 2530120063

和歌山県 株式会社赤井工作所

油圧式サーボ・下降式プレスブレーキによる
特注品の短納期・多品種・小ロット化への実
現

5528 2530120065

和歌山県 日吉染業株式会社

捺染糊に含まれる揮発性有機化合物の再利
紀陽銀行
用と着色排水の低減

202／245

紀陽銀行

5529 2530120069

和歌山県 新田建築板金店

メッキ鋼板加工の高精度化を目指した折り曲
新宮信用金庫
げ機導入

5530 2530120074

和歌山県 株式会社小林商事

高度化する銑鉄鋳物業への安心安全な材料
商工組合中央金庫
の提供を目的とした各種分析装置の導入

5531 2530120075

和歌山県 有限会社協同カッター工業

「ウォーターリサイクル工法」設備の増設によ
大西 昭悟
る環境問題への対応と受注の拡大

5532 2530120077

和歌山県 尾﨑産業株式会社

製造プロセスの再構築と開発力促進・販路拡
加藤正彦税理士事務所
大と雇用拡大の実現

5533 2530120078

和歌山県 雑賀製作所

搬送用ステンレスタンク生産の内製化による
低コスト化・短納期化事業

日高町商工会

5534 2530120079

和歌山県 モリックス精工株式会社

精密切削加工における生産性向上計画

栗栖会計事務所

5535 2530120081

和歌山県 株式会社泉鉄工所

鉄構用ショットブラストマシン導入による、鉄骨
田辺商工会議所
摩擦処理面の高品質化事業

5536 2530120082

和歌山県 株式会社丸昌

新基幹システム構築によるグローバル拠点の
紀陽銀行
生産性効率化と営業力強化事業

5537 2530120084

和歌山県 株式会社蒲田

取引先要望対応と弊社技術のフル活用を可
能にする倉庫から第二工場への転用

5538 2530120086

和歌山県 株式会社世界一統

國酒清酒ブランド「南方」を世界へ向けた蔵設
公認会計山中盛義事務所
備計画

5539 2530120087

和歌山県 株式会社寿精密

リチウムイオン電池部品の新形状に対応する 公益財団法人わかやま産業振興財
生産プロセス強化。
団

5540 2530120088

和歌山県 株式会社三晃精密

新仕上げシステム導入における金型部品の
生産能力の改善と、さらなる精度向上

公益財団法人わかやま産業振興財
団

5541 2530120090

和歌山県 日建産業株式会社

鋼管外面ショットブラストマシン導入

商工組合中央金庫

5542 2530120091

和歌山県 株式会社平木米穀店

小ロット対応可能な無洗米仕上による精米付
成田会計事務所
加価値向上事業

5543 2530120092

和歌山県 阪和工業株式会社

塩化亜鉛結晶化設備の増設および海外拡売
商工組合中央金庫
計画

5544 2530120094

和歌山県 有限会社横田工作所

ショットブラスト装置の導入による生産性と品
紀陽銀行
質の向上及び作業環境の改善

5545 2530120096

和歌山県 有限会社ピー・オー・テック

ＣＡＤ・ＣＡＭを用いた、足部製作の３次元足型
紀陽銀行
自動測定・切削機器の導入

5546 2530120099

和歌山県 東洋機械加工株式会社

硬度試験片粗切削加工の自動化による短納
紀陽銀行
期化およびコスト合理化

5547 2530120102

和歌山県 株式会社尾高工作所

ＹＡＧレーザ溶接機導入による高品質化、低コ
南都銀行
スト化、高生産性化事業

5548 2530120104

和歌山県 株式会社坂口製作所

生産性に優れたアルミ抵抗溶接プロセスの開
有田川町商工会
発

5549 2530120105

和歌山県 株式会社土井シャーリング

レーザー加工精度向上による鋼鈑の高精度
化・量産化・低コスト化

5550 2530120106

和歌山県 ヒカリ技研株式会社

金属部品加工径の大口径化を図り外注加工
紀陽銀行
の内製化を実現する設備投資計画

5551 2530120109

和歌山県 川口建設株式会社

間伐材を活用した燃料チップ等の生産設備改
きのくに信用金庫
善による品質・生産性の向上

5552 2530120110

和歌山県 有限会社紀陽製作所

復興関連事業に特殊車輛関連部品及び東京
オリンピック関連のインフラ整備関連部品受
西岡会計事務所
注増加による生産性向上と海外調達に対抗
するコスト競争力の強化

5553 2530120111

和歌山県 株式会社イワハシ

精密プラスチック部品加工技術向上と設備導
紀陽銀行
入

5554 2530120112

和歌山県 株式会社オプラス

配車管理システム導入による輸配送業務の
効率化

5555 2530120114

和歌山県 株式会社興和製作所

ＣＮＣドリルマシン導入による生産工程の改善
北畑会計事務所
と短納期化

203／245

池田税理事務所

紀陽銀行

Ｊｕｓｔ Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

5556 2530120117

和歌山県 白光印刷株式会社

ユニバーサルデザインで新市場を開拓する
「人にやさしい本」の試作開発

5557 2530120121

和歌山県 ル・パティシエ ミキ

わかやま土産（地域生産物を活用した焼き菓
宮脇合同事務所
子）の製造販売と開発

5558 2530120122

和歌山県 出口歯車工業株式会社

「鋼製かご枠」溶接作業のロボット化による生
宮脇合同事務所
産工程の改善

5559 2530120126

和歌山県 原田織物株式会社

生産プロセスの改善により革新的な生産効率
紀陽銀行
の向上と良品質商材の追求計画

5560 2530120127

和歌山県 株式会社大輝製作所

曲げ工程改善による多品種少量対応と生産
量・受注量拡大事業

5561 2530120132

和歌山県 有限会社ハヤシ精機

測定計測装置の高能力化による新規受注拡
紀陽銀行
大事業

5562 2530120133

和歌山県 株式会社三宅鐵工建設

Ｈ形鋼一次加工の内製化による品質・生産性
勝田晃夫税理士事務所
の向上事業

5563 2530120134

和歌山県 株式会社笠原

ＩＣＴを活用した、時と場所を選ばない「移動出
奥田喜内税理士事務所
張所システム」の構築

5564 2530120136

和歌山県 桜井鉄工株式会社

ネジ切り加工用マシニングセンタ導入による
市場競争力強化

紀陽銀行

5565 2530120138

和歌山県 天王醸造株式会社

醤油の古式製造法復元による原料処理から
の一括生産

池田税理士事務所

5566 2530120140

和歌山県 紀和化学工業株式会社

インクジェットインクに使用する染料の生産性
紀陽銀行
向上

5567 2530120145

和歌山県 北村鉄工株式会社

最新型鉄骨用溶接ロボット導入による生産力
湯浅町商工会
向上

5568 2530120146

和歌山県 平和酒造株式会社

ビール醸造製造技術を応用した発泡性ゆず
酒の製造技術開発

公益財団法人わかやま産業振興財
団

5569 2530120147

和歌山県 妙中パイル織物株式会社

超音波ドライクリーナーによる高精細液晶パ
ネル用ラビングクロスの製造ラインの改良

南方会計事務所

5570 2530120151

和歌山県 株式会社フジ設計

ＢＩＭ活用で建築設計の可視化を行い品質向
水城会計事務所
上と顧客満足度を構築

5571 2530120152

和歌山県 笠野興産株式会社

医薬品個装ケースのＧＳ１－１２８コード・印
字・封緘を画像処理機にて検査・排出する装
置導入

5572 2530120155

和歌山県 西川食品株式会社

冷凍食品（冷凍米飯・オムライス）の生産、安
商工組合中央金庫
全、品質向上にかかる設備導入計画

5573 2530120156

和歌山県 株式会社菖蒲谷

省スペース型コア・仕口兼用溶接ロボット導入
及び溶接ロボット設置に伴う受電設備増設計 宮脇合同事務所
画

5574 2530120158

和歌山県 株式会社インテリックス

オーダーカーテン品質向上、短納期生産のた
商工組合中央金庫
めの新型縫製装置導入計画

5575 2530120161

和歌山県 株式会社平山

紀州産 間伐材等を、Ｍａｄｅ Ｉｎ Ｊａｐａｎ Ｏｎ
ｌｙ Ｏｎｅの工業製品に仕上げ、海外販売の拡 紀陽銀行
大を計る

5576 2530120164

和歌山県 大谷産業株式会社

機械導入による家具部材加工の生産能力・安
瀬藤啓司
全対策強化事業

5577 2530120166

和歌山県 株式会社フォーラル

衣装カバー（ティッシュ式収納袋入り）の製造
工程自動化による生産性向上

有田川町商工会

5578 2530120169

和歌山県 株式会社貴望工業

世界初の新型植針機の開発と量産を実現さ
せるマシニングセンタの導入

池田泉州銀行

5579 2530120172

和歌山県 株式会社木下染工場

コスト競争力強化の為の高効率ボイラー導入
紀陽銀行
事業

5580 2530120175

和歌山県 髙木彫刻株式会社

精密コーティング用ロール製造のための精密 公益財団法人わかやま産業振興財
加工技術の確立
団

5581 2530120177

和歌山県 菱岡工業株式会社

板金加工の高速・高機能・工程短縮・高精度
化及び新分野拡大事業

5582 2530120181

和歌山県 髙垣酒造株式会社

低温管理技術による高付加価値商品の開発 紀陽銀行

5583 2530120182

和歌山県 株式会社平家製作所

Ｃ－ＦＲＰシャフトの精密加工技術の確立

204／245

紀陽銀行

商工組合中央金庫

商工組合中央金庫

和歌山商工会議所

紀陽銀行

5584 2530120183

和歌山県 株式会社小久保工業所

プラスチック成型での文具等収納関係の商品
宮尾 文也
のシリーズ化のための金型事業

5585 2530120185

和歌山県 扶桑鍍金株式会社

微細な表面変位の詳細把握によるメッキ処理
南都銀行
工程の効率化と品質管理の向上

5586 2530120187

和歌山県 株式会社ふみこ農園

摘果した和歌山県産『桃（青桃）』のコンポート
紀陽銀行
を作るための前処理方法

5587 2530120191

和歌山県 株式会社マルセ工機

最新型マシニングセンターによる繊維機械用 協同組合京滋中小企業経営サポー
部品精密加工の競争力強化事業
トセンター

5588 2530120192

和歌山県 株式会社大和化学工業所

既存技術と最新技術の最強コラボレーション

5589 2530120194

和歌山県 株式会社サンメイト

真空スチームセット機導入による、園児用プ
リーツスカートの品質向上と生産効率改善の 守口門真商工会議所
実現

5590 2530120199

和歌山県 アイエムティー株式会社

試料研磨事業における装置類の軽量化及び
紀陽銀行
オリジナル消耗材の開発

5591 2530120201

和歌山県 株式会社Ｙ’ｓエンジニア

チャック部品製作過程における、マイクロク
ラック削減事業。

5592 2530120208

和歌山県 株式会社原組

ソーラエネルギーを付設した植物工場の環境
紀陽銀行
システムの構築

紀陽銀行

紀陽銀行

5593 2531120037

鳥取県

株式会社ウメカワ

短納期化・低コスト化・安定供給に対応する
ホーニング設備の導入

鳥取県西部商工会産業支援セン
ター

5594 2531120039

鳥取県

松原産業有限会社

低コスト・高カロリーな新燃料素材の開発

山陰合同銀行

5595 2531120040

鳥取県

有限会社前田水産

高品質なカニポーション製品を製造しうる連続
山陰合同銀行
式製造装置の試作開発

5596 2531120043

鳥取県

よなご共同生コン株式会社

ミキサー車ドラム内の細部の洗浄により産業
商工組合中央金庫
廃棄物の削減

5597 2531120044

鳥取県

株式会社フロンティアファクトリー

先進的服飾工場への設備更新事業

5598 2531120046

鳥取県

内外精機工業株式会社

「高機能樹脂の精密切削加工における品質検
公益財団法人鳥取県産業振興機構
査の高精度化と検査能力の向上」

5599 2531120047

鳥取県

鳥取旭工業株式会社

ニッケルメッキ後の熱処理（アニール）におけ
公益財団法人鳥取県産業振興機構
る品質悪化の低減

5600 2531120049

鳥取県

山本金属工業株式会社

環境対応型カーエアコン用高精密部品を安価
公益財団法人鳥取県産業振興機構
に製作する工法と設備の開発

5601 2531120052

鳥取県

聖和精機株式会社

「精密マイクロンチャック」量産化のための工
作機械設備の新規導入

5602 2531120059

鳥取県

有限会社ウエルド

生産リードタイム１日の実現で変種変量生産
古町税理士事務所
の顧客対応力強化を図る

5603 2531120063

鳥取県

有限会社呉島組

焼却灰リサイクル無害化技術による有害物質
齋藤邦康
溶出防止と再資源化

5604 2531120064

鳥取県

株式会社鳥取メカシステム

医療分野における大型・高精度部品の加工ソ
山陰合同銀行
リューション

5605 2531120066

鳥取県

有限会社エイブル精機

ハイブリッド自動車用自動機に使用する高精
鳥取銀行
度部品加工技術の開発

5606 2531120067

鳥取県

株式会社菊水フォージング

球面精密切削加工によるコストの大幅削減と
商工組合中央金庫
鍛造品のセット受注促進

5607 2531120070

鳥取県

株式会社田中鉄工所

高性能ワイヤー放電加工機と高精度画像寸
法測定器導入による精密加工システムの構
築

5608 2531120071

鳥取県

有限会社鍬田精密工業

多機能加工治具の開発による工程短縮とコス
商工組合中央金庫
ト改善の推進

5609 2531120077

鳥取県

光電気ＬＥＤシステム株式会社

設置台数を大幅削減できる大型ＬＥＤ照明の
試作開発

5610 2531120079

鳥取県

株式会社プリムローズガーデン

「結婚式をもっと自由に」ナシ婚世代を取り込
商工組合中央金庫
むカフェテラスウェディング

5611 2532120032

島根県

サン電子工業株式会社

高性能・高信頼電解コンデンサの開発及び生
山陰合同銀行
産

205／245

トマト銀行

山陰合同銀行

鳥取銀行

山陰合同銀行

5612 2532120036

島根県

富士酒造合資会社

高品質高付加価値清酒の生産と増産に向け
山陰合同銀行
た近代的醸造設備の強化

5613 2532120037

島根県

有限会社林精工

高精度超精密微小径ワイヤ放電加工機を用
いた高精度プレス金型の試作加工体制の構 しまね産業振興財団
築

5614 2532120038

島根県

有限会社コウダイ

ロボットと制御装置導入によるステンレス部品
株式会社エフアンドエム
製造の短納期化と量産化体制の実現

5615 2532120040

島根県

有限会社松江第一部品

梱包作業の機械化による環境にやさしい古着
しまね信用金庫
リユース事業の拡大

5616 2532120042

島根県

有限会社出雲グレンダリー

ダクタイル鋳物製品の堰（せき）の研削

5617 2532120043

島根県

王禄酒造有限会社

モノブロックタイプ日本酒ボトル充填設備導入
遠藤清二税理士事務所
事業

5618 2532120047

島根県

有限会社持田自動車工業

『新工場と省力化機械・設備の導入による生
産性向上とリユース事業の新規展開』

5619 2532120049

島根県

株式会社フクテコ

金属プレス加工における高精度・高付加価値
山陰合同銀行
生産技術の開発

5620 2532120050

島根県

株式会社エーエム工業

ケース削り出し加工の試作及び、生産性向上
しまね産業振興財団
による短納期・低コスト化

5621 2532120051

島根県

ピースデンタルサポート有限会社

高付加価値製品で市場獲得を目指す歯科技
景山達税理士事務所
工先端システムの導入

5622 2532120053

島根県

大福工業株式会社

中層地盤改良混合処理機械による角柱改良
島根中央信用金庫
体を造成する先端ビットの開発

5623 2532120055

島根県

株式会社タカハシ包装センター

川上から川下の食品関連業者が共同商品開
浜田商工会議所
発を行う「コラボレーション・スクェア」の新設

5624 2532120056

島根県

ヨシワ工業株式会社

高品質・高生産性を狙ったコンパクト鋳造プロ
しまね産業振興財団
セスの開発

5625 2532120066

島根県

秦精工株式会社

複合研削による薄物リングの加工精度向上と
安来商工会議所
研削仕上品の工程短縮

5626 2532120067

島根県

朝田金属工業株式会社

自動車用サイドエアバッグの小型化、その金
南都銀行
属プレス部品（ディフューザー）の開発～生産

5627 2532120070

島根県

株式会社守谷刃物研究所

人工関節の高品位磨き技術の開発

5628 2532120074

島根県

株式会社サンエーセイミツ

小物精密部品加工の国内生産回帰に向けた
しまね産業振興財団
量産体制の確立

5629 2532120075

島根県

有限会社ムラタ

超硬精密加工設備の導入による生産性の向
安来市商工会
上と受注対応力の強化

5630 2532120076

島根県

有限会社丸須鐵工所

高性能自動バリ取り機導入による受注拡大と
斐川町商工会
新規取引先の開拓

5631 2532120077

島根県

三共鋼機株式会社

１次加工機導入による、ケガキ・孔明け作業
高精度化及び生産効率の向上

商工組合中央金庫
出雲商工会議所

5632 2532120078

島根県

吉田酒造株式会社

設備導入による高付加価値化新商品開発を
行い、更なる県内外への販路拡大

安来市商工会

5633 2532120080

島根県

有限会社出雲樹脂

生産工程の改善による短納期化及びローコス
鳥取銀行
トでの多品種少量生産の実現

5634 2532120081

島根県

株式会社オネスト

『受注型Ｗｅｂ－ＥＤＩシステム「ｅ商売Ｒ」』の企
しまね信用金庫
画・開発・販売

5635 2532120082

島根県

内藤鉄工株式会社

塗装素地調整の高品質化及び摩擦接合の高
島根県経営者協会
度化における市場特化の確保

5636 2532120083

島根県

株式会社ひかわ

抹茶パウダー生産専用機械設備導入による
生産性向上から抹茶の海外展開へ

5637 2532120088

島根県

有限会社コクヨー

加熱処理設備導入による既存事業の量産化
斐川町商工会
および新商品開発による国内外展開

島根中央信用金庫

斐川町商工会

しまね産業振興財団

斐川町商工会

5638 2532120090

島根県

有限会社協和製作所

新型プレスブレーキ導入により、単価競争・短
納期・高品質の建築建材業界の現状に対して 島根銀行
生産体制の確立。

5639 2532120091

島根県

株式会社河村食材

レトルト釜の導入による商品開発とコスト削減 平田商工会議所

206／245

5640 2532120095

島根県

山陰建設工業株式会社

下水汚泥の処理能力向上と高肥料生産プロ
セスの構築

商工組合中央金庫

5641 2532120096

島根県

株式会社小林電機

自動研削加工機を利用した連続用紙裁断用
高性度丸刃の試作開発

しまね産業振興財団

5642 2532120097

島根県

ヤクモ家具製作所株式会社

多軸制御ＣＮＣマシニングセンタの導入による
山陰合同銀行
デザイン性の高い木製椅子の試作開発

5643 2532120106

島根県

株式会社貝援隊

二枚貝に関するノロウイルス等病原微生物の
ごうぎんキャピタル株式会社
除去システムの開発

5644 2533120181

岡山県

横山製網株式会社

漁網の染色工程の再染色の削減及び色調整
公益財団法人岡山県産業振興財団
技術継承のシステム化

5645 2533120182

岡山県

株式会社エース

自動車用シートベルト等の製造工程合理化を
公益財団法人岡山県産業振興財団
実現する新規ベルトカッターの開発

5646 2533120185

岡山県

ヤマネ株式会社

凍結含浸介護食等の充実した介護食の品揃
株式会社アルマ経営研究所
えによる食品卸のワンストップサービス

5647 2533120187

岡山県

株式会社サンエイコーキ

高馬力CNC精密自動旋盤機導入による難削
中国銀行
材加工の短納期化の実現

5648 2533120189

岡山県

タマデン工業株式会社

東日本大震災後の社会的要請に答える為の
公益財団法人岡山県産業振興財団
配電盤増産計画

5649 2533120193

岡山県

タイメック株式会社

パイプベンダー導入によるパイプ曲げ加工の
中国銀行
内製化で業務範囲拡大・短納期化を図る

5650 2533120196

岡山県

山陽電研株式会社

塗装設備増強による主力客先コンテナクレー
百十四銀行
ン増産（５００億円/年）対応計画。

5651 2533120197

岡山県

株式会社ビゼンオート

強みの社内一貫生産体制のさらなる高度化・
公益財団法人岡山県産業振興財団
短納期化を実現する、Co²溶接ロボットの導入

5652 2533120198

岡山県

渡辺化成株式会社

特殊織機を使用した世界初の一貫生産方式
による人工芝の開発

5653 2533120199

岡山県

株式会社ヤマシタ

傾斜旋回ノコ軸設備導入による住宅用木製階
四国銀行
段の短納期対応、高品質製品の製造

5654 2533120200

岡山県

株式会社ＧＦＪ

急速冷凍機を利用したした食材の形態を保持
中国銀行
した介護食の製造

5655 2533120201

岡山県

フタバ飼料株式会社

発酵ＴＭＲ飼料による家畜の発育促進及び耐
税理士法人ゆびすい
病性の向上計画

5656 2533120205

岡山県

株式会社小沢医科器械

内視鏡画像の動態記録装置の開発と製造体
中国銀行
制の確立

公益財団法人岡山県産業振興財団

5657 2533120207

岡山県

株式会社徳永こいのぼり

昇華型インクジェットプリンタとＵＶ硬化フラット
ベットプリンタを導入して、多品種・少量・短納
公益財団法人岡山県産業振興財団
期で鯉のぼりや節句用品を全世界へ販売す
る

5658 2533120209

岡山県

株式会社ニッコーテック

人工関節置換手術用機器製造に掛かる高精
公益財団法人岡山県産業振興財団
度化と品質保証の強化

5659 2533120210

岡山県

有限会社岸本工業所

最新鋭精紡機等の試作部品受注からの量産
公益財団法人岡山県産業振興財団
部品の加工対応

5660 2533120211

岡山県

株式会社アサヒメッシュ産業

異形棒鋼の切断工程における生産性向上を
目的としたライン化事業

5661 2533120212

岡山県

株式会社光畑製作所

３Ｄ・ＣＡＤ・ＣＡＭ導入による卓上工作機の競
公益財団法人岡山県産業振興財団
争力強化

5662 2533120213

岡山県

浪速精密工業株式会社

発がん性有機溶剤を用いない小型脱脂洗浄
守口門真商工会議所
システムの構築

5663 2533120215

岡山県

渕本重工業株式会社

トラクター車軸形状簡素化による顧客へのコ
スト低減提案とシェア拡大

5664 2533120217

岡山県

株式会社サンラヴィアン

菓子包装工程への新設備導入による生産性
中国銀行
の向上

5665 2533120223

岡山県

モリマシナリー株式会社

自動車エンジンマウント部品の生産効率向上
公益財団法人岡山県産業振興財団
等に向けた次世代プレス生産設備の構築

5666 2533120224

岡山県

株式会社ダイシン機工

ワイヤーカット加工機導入による、特殊ステン
中国銀行
レス部品加工事業の拡大

5667 2533120225

岡山県

ハラダスチール株式会社

難削材対応型高速切断機導入により、業務範
中国銀行
囲拡大・生産力強化を図る

207／245

玉島信用金庫

公益財団法人岡山県産業振興財団

5668 2533120228

岡山県

ブティック創株式会社

高級紳士服の製造工程の高度化による競争
公益財団法人岡山県産業振興財団
力の強化

5669 2533120236

岡山県

株式会社ラピート

自動車部品の軽量化・低コスト化を両立する
異樹脂ハイブリッドプレスの高度化

5670 2533120237

岡山県

株式会社両備システムソリューショ
ンズ

小規模保育園向けクラウド型園児管理システ
公益財団法人岡山県産業振興財団
ム構築によるストックビジネスの拡大

5671 2533120239

岡山県

株式会社ナショナル発条

ベッド用スプリングの二段階特性スプリングを
中国銀行
開発し、付加価値向上による競争力強化

5672 2533120243

岡山県

オーエム産業株式会社

高周波誘導加熱方式によるリフロー装置の開
商工組合中央金庫
発

5673 2533120244

岡山県

オーニック株式会社

ダイヤモンド工具に対する高精度・微細加工
及び量産体制の構築事業

5674 2533120247

岡山県

株式会社ワーク

高品位・低価格鍛造ホイール製造に向けた高
髙砂 吉孝
精度削り出し加工法の確立

5675 2533120248

岡山県

クロキ株式会社

世界初の機能・風合いをもったプレミアムデニ
中国銀行
ムの開発販売

5676 2533120249

岡山県

有限会社中山鉄工所

金型、医療、航空機用途向け難削材加工高
効率化による競争力向上

5677 2533120250

岡山県

株式会社三矢鉄工所

可搬式多関節三次元測定器の導入による製
中国銀行
品の品質向上、顧客満足度アップと事業拡大

5678 2533120252

岡山県

有限会社廣安瓦建材

廃瓦の再利用による土壌改良材の開発及び
岡山北商工会
技術の確立

5679 2533120253

岡山県

株式会社ビー・ビー・エー

短納期対応の一貫製造ラインの事業化を実
現

岡山北商工会

5680 2533120255

岡山県

有限会社岡山ボールト

超難削材に対応する一体加工型のＮＣ旋盤
導入による高精度ハブナットの製造

浅口商工会

5681 2533120256

岡山県

中国ゴム工業株式会社

製品開発力の強化と測定・検査プロセスの効
株式会社中国銀行
率化による新規分野への進出。

5682 2533120260

岡山県

ナカシマプロペラ株式会社

舶用の補助推進器であるスラスタ装置の特殊
公益財団法人岡山県産業振興財団
部品内製化による国際競争力強化

5683 2533120261

岡山県

株式会社ニシモト

対話型ＮＣフライス機導入による自動車溶接
ライン用治具製造事業の拡大

5684 2533120270

岡山県

オサカダツール株式会社

耐久性に優れた建設機械用部品(エアツール
中国銀行
用芯入りチゼル)の開発と生産体制の確立

5685 2533120271

岡山県

ナカシマエンジニアリング株式会社

新形状の複合材料製舵開発による船舶燃料
公益財団法人岡山県産業振興財団
の低減

5686 2533120272

岡山県

株式会社山本自工社

3Dモデル活用による航空機用高精度アルミ
薄肉部品の競争力強化

5687 2533120273

岡山県

ナカシマメシディカル株式会社

整形インプラントの原価低減・納期短縮による
公益財団法人岡山県産業振興財団
国際競争力強化

5688 2533120274

岡山県

玉島精機株式会社

ミクロン精度での電子機械組立を自社工場で
玉島信用金庫
実現し、カメラ製造・検査機械分野へ進出する

5689 2533120278

岡山県

マルトク株式会社

セーラー服の多品種・小ロット・短納期化に対
公益財団法人岡山県産業振興財団
応する生産体制の効率化

5690 2533120281

岡山県

有限会社中務工業所

新型高速マシニングセンタ導入により生産力
水島信用金庫
強化・短納期化・販売チャネル増強を図る

5691 2533120286

岡山県

株式会社フジックス

ベローズ成型金型を初めとしたミクロンオー
ダーの精密微細加工技術の開発

公益財団法人岡山県産業振興財団

公益財団法人岡山県産業振興財団

中国銀行

水島信用金庫

公益財団法人岡山県産業振興財団

公益財団法人岡山県産業振興財団

5692 2533120287

岡山県

サクライ軽金属株式会社

設置基準（性能）とデザイン性を両立できる警
官配慮型橋梁用ビーム型防護柵の開発・製 公益財団法人岡山県産業振興財団
造

5693 2533120288

岡山県

有限会社オダテクノス

ダイスポッティングプレス機導入と高精度測定
公益財団法人岡山県産業振興財団
による金型補修納期の短縮と増産対応

有限会社広陽電業

ＮＣ(数値制御)折り曲げ加工機導入による、短
納期・高品質の制御盤筐体の生産システムの 広島銀行
構築

松田工業株式会社

ＮＣポリゴン加工機導入による鉄道車両ブ
レーキ部品加工のコスト低減実現と新規需要 公益財団法人岡山県産業振興財団
獲得

5694 2533120289

5695 2533120290

岡山県

岡山県

208／245

5696 2533120291

岡山県

株式会社テクノホーナン

高機能ＮＣマシンによる建築付帯ステンレス
製架台の製造事業

5697 2533120292

岡山県

株式会社竹田鉄工所

「環境・エネルギー」保全の為の大型ミル部品
商工組合中央金庫
製造装置の導入

5698 2533120293

岡山県

株式会社玉野ランドリー

多品種少量生産に対応した天然素材帽子の
中国銀行
染色技術の開発

5699 2533120294

岡山県

株式会社ウイル

アーク溶射法による防錆防食溶射皮膜の高
品質化

5700 2533120297

岡山県

有限会社晃栄鋼業所

新分野向け技術提案型多品種小ロット金属プ
総社商工会議所
レス加工への転換

5701 2533120298

岡山県

ユアサ工機株式会社

重荷重用18m伸縮ポールの開発

5702 2533120305

岡山県

中重被服興業株式会社

新機種CAM導入による作業の効率化・小ロッ
中国銀行
ト短納期対応生産

5703 2533120306

岡山県

株式会社倉谷鋳造所

木型制作内製化による一貫鋳造体制により、
商工組合中央金庫
木型から作れる鋳物総合メーカーへと転身

5704 2533120307

岡山県

株式会社水内ゴム

籾摺りロールの寸法精度向上及びロール形
状の改良による競争力強化

5705 2533120308

岡山県

神免紙器株式会社

極小ロットに即応できる設備の入れ替え並び
玉島信用金庫
に新システムの導入

5706 2533120309

岡山県

株式会社アイ・エス

精密複合加工機導入による加工工程省力化
津山信用金庫
及び販売拡大

5707 2533120311

岡山県

株式会社トーキーシステム

大学等における大規模講義での利用を想定し
た双方向リアルタイム授業支援システムの開 公益財団法人岡山県産業振興財団
発

5708 2533120312

岡山県

作州機工株式会社

新商品「耐衝撃工具」の事業化を実現する加
公益財団法人岡山県産業振興財団
工コスト低減の取り組み

5709 2533120313

岡山県

有限会社中山靴店

オーダーメイド靴をお客様の目の前で３０分で
株式会社リアライズ
製造する「その場メイド」靴製造ラインの構築

5710 2533120314

岡山県

有限会社巻尾鉄工所

「今、そして後世の職人のために、ものづくり
日本の信頼を守り技術向上を考える」

おかやま信用金庫

5711 2533120321

岡山県

株式会社マリンフロート

海洋・養殖フロート（浮ブイ）の専用自動整形
機の施策開発

玉島信用金庫

5712 2533120323

岡山県

株式会社福山鉄工所

微小硬度試験機用の精密金属加工部品の国
公益財団法人岡山県産業振興財団
内回帰を受けた設備の導入

5713 2533120325

岡山県

橋本義肢製作株式会社

下肢麻痺者が用いる装具用のチタン製軽量
足継手の開発

5714 2533120326

岡山県

株式会社三好製作所

３ＤソリッドタイプＣＡＤソフト導入による各種検
公益財団法人岡山県産業振興財団
査用治具製造の生産効率向上と競争力強化

5715 2533120327

岡山県

株式会社ＡＧＫ製作所

油圧機器向け鋳造金型製造における3Dプリ
ンタ活用による競争力強化

5716 2533120329

岡山県

カモ井加工紙株式会社

マスキングテープ用粘着剤の生産性・安全性
公益財団法人岡山県産業振興財団
向上を図る新たな製造方式の確立

5717 2533120330

岡山県

小田象製粉株式会社

薄力粉の歩留り向上による、売上増と原価低
中国銀行
減を目指す気流式粉砕機の導入

5718 2533120332

岡山県

花田食品株式会社

ポン菓子クランチチョコレートの開発と量産製
玉島信用金庫
造ラインの構築

5719 2533120334

岡山県

セリオ株式会社

高品質を実現するプリント基板高精度検査装
公益財団法人岡山県産業振興財団
置の導入（品質優位性確保・競争力強化）

5720 2533120338

岡山県

株式会社ミツバファクトリー

世界各国の施術をひとつのお店で受けられ
る、総合リラクゼーション店の展開

つくぼ商工会

5721 2533120340

岡山県

有限会社吉備高原ファーム

乗用管理機の導入による革新的な生産技術
体制の確立

吉備中央町商工会

5722 2533120341

岡山県

有限会社時信レッカーセンター

特殊な現場に対応可能なレッカー車導入によ
トマト銀行
る新たな役務提供

5723 2533120343

岡山県

株式会社新興製作所

光源の低電力化、長寿命化を実現する新規
蛍光体のコスト力強化

209／245

中国銀行

公益財団法人岡山県産業振興財団

公益財団法人岡山県産業振興財団

公益財団法人岡山県産業振興財団

公益財団法人岡山県産業振興財団

公益財団法人岡山県産業振興財団

公益財団法人岡山県産業振興財団

5724 2533120344

岡山県

大橋製本株式会社

加工情報の読込みとバーコード作成ソフトを
組み込んだＮＣＮ加工機の導入による工程改 商工組合中央金庫
善

5725 2533120347

岡山県

株式会社戸田レーシング

精密加工技術を生かし、航空機部品への本
格参入のためのＭＣの導入

5726 2533120348

岡山県

有限会社貝原鉄工所

アルミ鋳物の高精度・低コスト・高機能のハイ
玉島信用金庫
ブリットモーターのハウジングの提供

5727 2533120349

岡山県

株式会社マルヨシ

婦人服を魅力的に演出するビューティーケア
備前東商工会
サービスの提供

5728 2533120350

岡山県

株式会社山陽アルミ

自動車開発に必要なアルミ鋳物試作部品の
短納期製作体制の整備

公益財団法人岡山県産業振興財団

5729 2533120351

岡山県

株式会社三村鋳造所

スパーク放電発光分光分析装置導入による
新分野進出及び溶湯管理の向上

玉島信用金庫

トマト銀行

5730 2533120355

岡山県

有限会社バサラ

「リガーズサービス」 会員様からお預かりした
メッセージや映像を会員様の死後、指定され
中国銀行
た方々に視聴･閲覧していただくサービスで
す。

5731 2533120357

岡山県

株式会社川上製作所

曲げ加工の品質向上による個対応・短納期化
商工組合中央金庫
を実現する設備導入計画

5732 2533120358

岡山県

プレテック株式会社

超小型のコネクタの０ｐｐｍ不良を実現する品
公益財団法人岡山県産業振興財団
質管理体制の構築

5733 2533120359

岡山県

三石耐火煉瓦株式会社

放射線遮蔽煉瓦RASHIXの量産化に向けた取
備前東商工会
り組みと営業展開

5734 2533120361

岡山県

コーセーエンジニアリング株式会社

金具部品内製化による配電盤製造納期短縮
おかやま信用金庫
と価格競争力の強化

5735 2533120363

岡山県

株式会社イマガワ

木材の加工工程の自動化による国産材無垢
公益財団法人岡山県産業振興財団
建具の高品質化と低コスト化の実現

5736 2533120368

岡山県

株式会社環境クリエイト

高度な衛生管理が求められる施設に対応した
総合環境衛生管理（以下「ＩＰＭ」とする）サー 岡山県商工会連合会
ビスの提供

5737 2533120370

岡山県

株式会社ハートスイッチ

身体・知的障害者向け視覚訓練プログラムを
トマト銀行
活用した評価モデル就労支援事業

5738 2533120371

岡山県

株式会社辻本店

原料洗浄設備導入による高品質化とコスト削
真庭商工会
減、省力化の実現

5739 2533120374

岡山県

株式会社スターメンテナンスサポー 産業用太陽光発電の革新的アフターサービス
公益財団法人岡山県産業振興財団
ト
事業

5740 2533120376

岡山県

株式会社ＫＴＭ

効率的な五軸加工プログラム製作とバーチャ
公益財団法人岡山県産業振興財団
ル化でのプログラム検証

5741 2533120377

岡山県

瀬戸内エンジニアリング株式会社

３Dスキャナ・プリンタ導入によるリバースエン
公益財団法人岡山県産業振興財団
ジニアリングの高精度・低コスト・短納期化

5742 2533120381

岡山県

興南設計株式会社

温水便座の商品開発・設計業務（マニュアル
作成含む）の一貫受注体制構築

5743 2533120384

岡山県

株式会社山本金属製作所

高効率発電を実現する水車模型の高精度加
商工組合中央金庫
工と製作時間の短縮

5744 2533120392

岡山県

株式会社板坂林業

最新ＧＰＳ及びＧＩＳを用いた適正な地域森林
中国銀行
管理と森林施業の効率化

5745 2533120393

岡山県

株式会社ヒロセ

医療・介護用及び学校給食に対応した健康志
百十四銀行
向の特殊麺製造に向けた取り組み

5746 2533120394

岡山県

弘化産業株式会社

高度精密プレス技術による住宅内装用建材
「ダップ化粧板」の高付加価値化への取り組
み

5747 2533120395

岡山県

備前商工株式会社

“超小ロット短納期受注に対応したカスタマイ
伊予銀行
ズウェア”事業への取り組み

5748 2533120396

岡山県

有限会社ナカシマ建創

『介護・福祉・衛生畳』製造への取り組み強化
安永幸賢税理士事務所
による競争力の向上

5749 2533120402

岡山県

株式会社創心會

ビジョントレーニング等を応用したタブレットの
トマト銀行
開発と介護システム導入による業務改善

5750 2533120404

岡山県

株式会社山陽スチール

ブレス金型技術を活かした厚板高張力鋼板用
中国銀行
送り装置の導入によるＶＥ提案

210／245

公益財団法人岡山県産業振興財団

水島信用金庫

5751 2533120405

岡山県

有限会社秋山測量設計事務所

「無人航空機（UAV）を利用した3次元測量及
び空撮事業」

玉島信用金庫

5752 2533120407

岡山県

株式会社アンゼン岡山

フラットベットプリンタ導入によるリユーズ（再
利用）型看板サービス

おかやま信用金庫

5753 2533120408

岡山県

小橋工業株式会社

耕うん爪（代掻き爪）製造工程の複合化による
中国銀行
工程短縮と省人化

5754 2533120409

岡山県

小橋金属株式会社

溶接ロボットの導入による生産性と品質の向
中国銀行
上

5755 2533120410

岡山県

倉敷ボーリング機工株式会社

表面改質により硬度・耐摩耗性を向上させた
平面部材への鏡面化および一貫生産技術の 中国銀行
確立

5756 2533120413

岡山県

株式会社白龍堂

大手焼肉チェーン向け焼き網洗浄レンタル事
商工組合中央金庫
業

5757 2533120415

岡山県

株式会社ＮＩＣＳ

制御プログラムパッケージの開発と新分野へ
公益財団法人岡山県産業振興財団
の参入

5758 2533120416

岡山県

有限会社タック精工

自動搬送装置付きセンターリングマシン導入
中国銀行
による受注拡大体制の構築

5759 2533120417

岡山県

株式会社岡山楷進予備校

講師の職人芸に依存しない医学部受験指導
システムの構築

百十四銀行

5760 2533120419

岡山県

ダイヤ工業株式会社

運動器疾患者の個別ニーズに迅速に対応す
るサポーターのオーダーメイドシステムの試作 公益財団法人岡山県産業振興財団
開発

5761 2533120421

岡山県

西日本建設株式会社

ライフラインが断たれても安心・安全・快適に
使用できる災害対応型水洗トイレの試作及び 津山商工会議所
設置

5762 2533120422

岡山県

株式会社岡山ビューティ

インナー製品の「オーダーメイド受注生産シス
広島銀行
テム」改良及び生産効率向上事業

5763 2533120423

岡山県

有限会社トラベルシリウス

オフシーズンの厨房を有効活用したグループ
商工組合中央金庫
全体のセントラルキッチン構築事業

5764 2533120426

岡山県

木庭金属工業株式会社

プレスと機械加工技術を組み合わせた精密せ
岡山商工会議所
ん断加工による自動車部品の製造

5765 2533120429

岡山県

山崎研磨メッキ有限会社

超音波洗浄工程導入によるめっき品質の高
度化

5766 2533120431

岡山県

ユアサシステム機器株式会社

耐久試験機海外展開における品質管理体制
公益財団法人岡山県産業振興財団
の構築

5767 2534120193

広島県

府中プラ株式会社

医療用容器の生産ラインの自動化・無人化に
株式会社エフアンドエム
よる不良品ゼロと生産量大幅増加計画

5768 2534120198

広島県

ヒロボー株式会社

スマートメーター（端子カバー）の組立自働化
中国銀行
によるコスト競争力の向上

5769 2534120203

広島県

有限会社藤木工作所

超多品種少量、短納期を実現するための生
産プロセス改善によるコンビニエンス型鉄工
所の構築

もみじ銀行

5770 2534120206

広島県

株式会社菊浜

研磨工程の高度化による品質と生産性向上
の実現と新規産業分野への進出

武居 尚

5771 2534120208

広島県

豊正工業株式会社

ＮＣ６軸高速穴あけ加工機等の導入による鋼
山口銀行
材加工改善・収益向上計画

5772 2534120210

広島県

大和ツキ板産業株式会社

ＮＣ加工機等を導入し新規開発した木製天板
株式会社エフアンドエム
製造を高品質・低価格で普及させる

5773 2534120211

広島県

株式会社ＥＬＧＲＯＷ

ストレッチ性素材に対応しうる工場への変革

5774 2534120213

広島県

ティーティーケー・タナカテープ株式 綿素材の手織り風ベルト織物機械の試作開
会社
発

5775 2534120214

広島県

有限会社兼森鉄工

ＮＣ旋盤導入による高精度部品のコスト削減
と納期短縮の実現

5776 2534120215

広島県

株式会社晃祐堂

世界初の化粧筆穂首製造機の導入（熊野筆） 商工組合中央金庫

5777 2534120216

広島県

株式会社藤崎商会

ネジ付スリップバーの組付及び溶接の自動化
もみじ銀行
設備の導入

211／245

公益財団法人岡山県産業振興財団

両備信用組合
大立 稔
税理士法人平岡会計

5778 2534120217

広島県

日本ミクニヤ株式会社

有機性廃棄物の圧倒的な減容化率を有する 公益財団法人ひろしま産業振興機
改良型減容化装置の開発
構

5779 2534120218

広島県

株式会社Ａ＆Ｃ

当社独自の技術である「燻製真空調理法」に
広島県商工会連合会
よる特産品の開発事業

5780 2534120220

広島県

株式会社末広工業

プレスブレーキの増設による一貫生産体制の
広島県商工会連合会
確立

5781 2534120221

広島県

加納化成株式会社

高速マシニングセンタ、図形寸法測定器導入
により高表面平滑プラスチック加工の効率化 もみじ銀行
を図る

5782 2534120222

広島県

株式会社坂本美工

レーザー加工機導入による一貫生産体制の
確立と競争力強化

もみじ銀行

5783 2534120225

広島県

株式会社丸和製作所

受注から検査まで３次元データを活用した精
密板金加工体制の構築

砂口 たくし

5784 2534120226

広島県

日新産業株式会社

射出圧縮成形法による高級質感を有するプラ 公益財団法人ひろしま産業振興機
スチック部品の成形技術の確立
構

5785 2534120229

広島県

有限会社アシダ

切削加工複合機器設置事業

5786 2534120237

広島県

有限会社伸栄研磨

ＣＮＣ円筒研削盤導入による、高精度・工程集
中国銀行
約・短納期自動化

5787 2534120242

広島県

福豊精工株式会社

最新鋭の旋盤・マシニング導入による働く場
の提供と短納期の推進

5788 2534120244

広島県

株式会社かねと

次世代凍結技術（次世代凍結技術（高鮮度維
持凍結機）を導入した食材の計画的調理体制 福山商工会議所
の構築

5789 2534120247

広島県

有限会社広精機製作所

『高精度・低コストを実現する蒸気タービン用
ねじれブレードの試作開発』

5790 2534120248

広島県

有限会社メタルテック

プロペラーカバーなどの大型部品「多品種・短
中国銀行
納期」生産体制の確立

5791 2534120249

広島県

山本鉄工

長尺軸・パイプ加工の高精度・短納期化によ
る量産体制の実現と受注の拡大

5792 2534120250

広島県

産興株式会社

タイムリーな情報提供等の付加価値向上提案
広島信用金庫
を含む情報処理サービス

5793 2534120253

広島県

株式会社京泉工業

溶接ロボット支援システムの導入設置事業

5794 2534120256

広島県

株式会社マルハチ

穴あけ・切断複合加工機導入による橋梁付属
尾道商工会議所
金物の自社生産体制の確立

5795 2534120260

広島県

カヤ工業株式会社

パイプ加工における多品種短納期の要請課
題解決対応した形状工法の開発

5796 2534120262

広島県

株式会社サンエス

キャパシタ蓄電ユニットの電力高効率化に向 公益財団法人ひろしま産業振興機
けたＤＣ－ＤＣコンバータの開発
構

5797 2534120264

広島県

株式会社メカハウス

多種多様な製品化に向けてのスピニングマシ
広島信用金庫
ンの導入による競争力強化

5798 2534120266

広島県

株式会社安芸ネーム

小型レーザーマシンでの高精密化・生産性向
広島銀行
上による競争力の強化

5799 2534120267

広島県

大和精機有限会社

高硬度金属の穴加工に優れた加工機導入に 公益財団法人ひろしま産業振興機
よる増産ニーズへの対応
構

5800 2534120269

広島県

宝積飲料株式会社

キャビテーションを用いた、飲料分野向け革新
東広島商工会議所
的混合システムの設備の導入

5801 2534120272

広島県

広機工株式会社

航空機ジェットエンジン用高硬度・薄肉形状部
公益財団法人くれ産業振興センター
品の超精密・高精度研削加工技術の確立

5802 2534120274

広島県

株式会社ＨＵＭＡＮＩＸ

無痛分子診断用ナノスプレーエミッターシステ
広島銀行
ムの開発

5803 2534120279

広島県

株式会社スピングルカンパニー

３Ｄデジタル設備導入による企画・設計の業
務プロセス革新

5804 2534120280

広島県

株式会社イワサキ

成形シミュレーションソフトの現場活用で製造
商工組合中央金庫
工数を半減。

5805 2534120284

広島県

山陽土木株式会社

高性能掘削機の導入による高難度工事・大規
税理士法人平岡会計
模工事の施工

212／245

秋井 正宏

もみじ銀行

もみじ銀行

広島県商工会連合会

秋井 正宏

広島信用金庫

府中商工会議所

5806 2534120289

広島県

有限会社日伸精機

ミクロンオーダーなダイキャスト金型の生産体
中国銀行
制の構築

5807 2534120290

広島県

三協プラスチック工業株式会社

高性能電気式射出成形機を導入し、金型の
完成短納期化を進め取引量の拡大を図る。

5808 2534120292

広島県

株式会社エンヴィジョン

暗号化シリアル番号のオンデマンド印刷技術
ＧＯ＆ＤＯ篠原税理士法人
を用いた偽造品防止ソリューションの開発

5809 2534120293

広島県

株式会社川口製作所

金型製造に係る生産管理システムの導入に
よる納期短縮及びコスト低減

廿日市商工会議所

5810 2534120295

広島県

株式会社キャステム

弾性および高硬度を有する金属焼結部品の
開発

公益財団法人ひろしま産業振興機
構

5811 2534120297

広島県

境谷工業株式会社

自動送材装置付「Ｈ型鋼自動開先加工機」導
入による省力化と新規分野（メーカー耐震枠 広島銀行
工法）等の需要開拓

5812 2534120300

広島県

富士機械工業株式会社

高機能プラスチックフィルム材料のＲ２Ｒ生産
広島銀行
方式における巻取ロールの歩留向上

5813 2534120303

広島県

中国醸造株式会社

アルコール性肝炎を予防する乳酸発酵酒粕を
商工組合中央金庫
用いた機能性素材の開発

5814 2534120304

広島県

株式会社アビリティ・インタービジネ 少量から大量までの短納期翻訳を可能にする
もみじ銀行
ス・ソリューションズ
翻訳ネットワークの構築

5815 2534120306

広島県

株式会社コーサック

高精密加工部品の生産効率化から新事業の
広島銀行
建築金物部品増産への対応

5816 2534120312

広島県

色彩生活コーポレーション株式会社

オリジナル色彩教材の開発による商品販売力
広島信用金庫
向上支援事業

5817 2534120314

広島県

エス・エス・アロイ株式会社

次世代ＳｉＣ半導体用、ダイヤモンド砥石製造
呉信用金庫
ハイブリッド通電焼結装置の試作開発

5818 2534120316

広島県

株式会社広島精機

生体検査自動分析装置コア部品の精度保証 公益財団法人ひろしま産業振興機
を目的とする３次元測定機の導入
構

広島信用金庫

5819 2534120317

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軽量・低
熱膨張材による高効率・高品質熱利用機器の 公益財団法人くれ産業振興センター
試作開発

5820 2534120319

広島県

キングパーツ株式会社

アルミ熱処理炉導入による防衛装備部品の生
広島銀行
産体制の強化及び生産量の拡大

5821 2534120321

広島県

平岡工業株式会社

金型用高能率ＣＡＤ／ＣＡＭシステムの導入に
広島信用金庫
よる低コスト・短納期ものづくり力の確立

5822 2534120322

広島県

株式会社ヒロタニ

系列外ビジネス拡大も企図した業務プロセス
広島銀行
改革の為の基幹システム投資

5823 2534120327

広島県

有限会社建設工房永田

木材加工・墨付け・接合・穴あけが同時に可
能な新規機械導入による受注量増加へのタイ 両備信用組合
ムリーな製品供給の実現

5824 2534120328

広島県

竹の子の里株式会社

地域密着型介護事業の展開及び新しい消毒
商工組合中央金庫
殺菌方法導入による安心な福祉用具の提供

5825 2534120331

広島県

株式会社天王

フローリングや壁板などの木製品特殊表面加
広島県商工会連合会
工事業への進出

5826 2534120332

広島県

三協マーク株式会社

精密全自動スクリーン印刷機導入による生産
商工組合中央金庫
性の向上と工期短縮

5827 2534120334

広島県

株式会社ショーダ

５軸加工機による複雑加工、工程集約、高付
広島銀行
加価値化・短納期化への対応

5828 2534120336

広島県

株式会社ミヤジ

「穴明けプレス機」等による金属屋根材生産プ
広島銀行
ロセス高効率化

5829 2534120340

広島県

日本管洗工業株式会社

溶接を用いないメカニカル継手を主体とした配
もみじ銀行
管の量産化システムの開発

5830 2534120341

広島県

株式会社ジョイナス

地域福祉の循環型新サービス拡大プロジェク
もみじ銀行
ト

5831 2534120347

広島県

株式会社西日本エイテック

緊急地震速報通知機能付き停電対応・施設
設置型 携帯電話充電装置の試作開発

5832 2534120349

広島県

ヒラヤマプロダクツ株式会社

製麺業に特化した業務支援ソフトウェアとそれ
瀬尾 暁史
と接続可能な製麺機器の試作

5833 2534120350

広島県

株式会社ナック

ＣＩＭ化を目指した生産システムの自動化・情
広島銀行
報共有化のための設備導入

213／245

広島信用金庫

5834 2534120351

広島県

株式会社ジェイジェイ

航空機用検査器具のＲＦ－ＩＤを用いたトレー
愛知銀行
サビリティシステムの開発

5835 2534120353

広島県

有限会社エスエスシー

省エネルギー・低コストな新規コールドスプ
レーシステムの開発

公益財団法人ひろしま産業振興機
構

5836 2534120357

広島県

株式会社荒谷商会

自動車車載部品の精密解体による銅、白金
等の高リサイクル化の実現

公益財団法人くれ産業振興センター

5837 2534120359

広島県

有限会社四辻製作所

ブラスト装置追加導入による一括受注生産体
もみじ銀行
制の構築と事業領域拡大

5838 2534120360

広島県

関西エックス線株式会社

熱交換器チューブ用 マルチプローブ式水浸 公益財団法人広島市産業振興セン
超音波厚さ測定装置の試作開発
ター

5839 2534120362

広島県

株式会社ファースト技研

ＣＮＣ三次元測定機の導入による、社内加工
商工組合中央金庫
テストの高効率化

5840 2534120363

広島県

有限会社坂井屋

急速凍結庫導入による年間生産量の平準化
広島信用金庫
とそれがもたらすシナジー

5841 2534120366

広島県

株式会社ＫｏｕｅｉＣｈｅｍｉｃａｌ

超小型貼函の自動生産における機械の試作
広島銀行
開発

5842 2534120367

広島県

株式会社やまみ

新しい生産設備で、豆腐厚揚げ製品の１番の
中国銀行
鮮度・安全・高品質の実現

5843 2534120370

広島県

新栄製砥株式会社

グラビア印刷用ロール研磨砥石の海外市場
獲得に向けて高品質低価格品の開発

5844 2534120376

広島県

株式会社田口鋳造所

鋳鉄鋳物製造における高周波誘導加熱炉の
商工組合中央金庫
冷却システム改善

5845 2534120380

広島県

川中醤油株式会社

固形物の入った醤油加工品「たれ」「ドレッシン
広島県商工会連合会
グ」の商品化

5846 2534120382

広島県

友鉄工業株式会社

プレス金型用表面処理鋳鉄の試作と耐久試
験

5847 2534120383

広島県

有限会社広島米倉

リラクゼーションを中心とした「メンタルヘルス
サービス」への取り組み、及びその受入体制 広島商工会議所
強化のための設備導入

5848 2534120384

広島県

新生印刷株式会社

受注拡大のための「ＤＭ、官製ハガキ貼付機」
商工組合中央金庫
の設備刷新

5849 2534120385

広島県

株式会社小川長春館

屋内外体育施設・健康器具の塗装品質の向
上と作業環境の改善

5850 2534120388

広島県

株式会社扶桑ゴム産業

金型を用いない複雑・精密なゴム部品の切削
もみじ銀行
加工技術の高度化と加工技術の伝承

5851 2534120389

広島県

小田原工業株式会社

航空機部品の原価を大幅低減する横型マシ
ニングセンターＦＭＳの改造

5852 2534120390

広島県

有限会社日本プラント設計

３Ｄスキャナーによる計測・３Ｄプリンターの活
用に向けての３Ｄデータ作成と各種解析の事 呉信用金庫
業。

5853 2534120391

広島県

株式会社カシワギ

「ＮＣセットプレス機」導入による木材搬送装置
広島銀行
製造ライン合理化への取組み

5854 2534120392

広島県

太洋電機産業株式会社

はんだこての熱加工技術で、高精度のこて先
商工組合中央金庫
加工を必要とする医療分野への拡大
福岡銀行

商工組合中央金庫

呉信用金庫

公益財団法人ひろしま産業振興機
構

商工組合中央金庫

広島銀行

5855 2534120396

広島県

ダイヤ技建株式会社

特殊仕様高出力型コンクリートワイヤーソー
導入による競争力強化で事業構造変革を加
速

5856 2534120397

広島県

巣守金属工業株式会社

デジタル印刷機導入によるナンバープレート
の生産性向上

5857 2534120398

広島県

株式会社進藤製作所

大型部品用鋳造木型の３Ｄ－ＣＡＤ／ＣＡＭに
呉信用金庫
よる高精度・高速度加工の実現

5858 2534120399

広島県

ラボテック株式会社

細菌数自動計測装置の開発

5859 2534120400

広島県

己斐製氷株式会社

自動ボールアイス製造機の導入による生産能
広島信用金庫
力の増強

5860 2534120403

広島県

株式会社シャイン

Ｗｅｂサイトを用いた完全成功報酬型求人・求
広島県商工会連合会
職支援広告ビジネスの開始

214／245

広島銀行

5861 2534120407

広島県

イービーエス株式会社

遺伝子分析キットの新事業展開（リウマチ等
薬物代謝遺伝子分析）対応に向けた体制構
築

5862 2534120410

広島県

東洋金属株式会社

耐食性の高い１８リットル缶生産ラインの構築 商工組合中央金庫

5863 2534120414

広島県

マルサ・やながわ水産有限会社

牡蠣生産者の強みを活かした鮮度と品質に
拘った冷凍加工品試作開発

山田 毅美

5864 2534120415

広島県

フルタニモールディング株式会社

金型生産能力の強化と新分野への展開・拡
大

広島信用金庫

5865 2534120416

広島県

株式会社ケーツーエス

広島から世界へお好み焼きを発信するための
アンテナ施設作りによる革新的サービスモデ 広島銀行
ルの構築

5866 2534120419

広島県

マルミ産業株式会社

テーブル形横中ぐりフライス盤、設備更新によ
商工組合中央金庫
る精密加工・複雑加工への対応と生産性向上

5867 2534120420

広島県

廣島織染協同組合

竪型染色機を改良し、チーズ染原糸染色の小
百十四銀行
ロット多品種化、低コスト化計画

5868 2534120421

広島県

株式会社ミウラ

カンチレバー型プローブカード量産用マニピュ 公益財団法人ひろしま産業振興機
レータ装置の試作開発
構

5869 2534120422

広島県

株式会社三協ゴム

ゴム材料製造に必要な配合表作成のための
広島信用金庫
試験機の導入

5870 2534120424

広島県

有限会社東邦工業

３ＤＣＡＤ／ＣＡＭと非接触測定器による複雑
形状部品の生産体制の強化

5871 2534120425

広島県

株式会社マルニ木工

デジタルエンジニアリング技術を活用した木製
家具の開発期間短縮及び技能伝承の実施体 広島県信用組合
制構築

5872 2534120430

広島県

イケダマシニング有限会社

特殊大型縦型バンドソーの導入と鋼塊切断作
商工組合中央金庫
業の拡大対策

5873 2534120432

広島県

岡元工業有限会社

主力製品の生産能力強化と新事業への展
開・事業の拡大

5874 2534120434

広島県

株式会社永井組

微細竹粉の生産能力強化に対応した設備導
広島県商工会連合会
入

5875 2534120435

広島県

株式会社生田合金鋳造所

熱処理設備の導入によるアルミ鋳物の一貫生
もみじ銀行
産体制の構築

5876 2534120436

広島県

株式会社広洋電子
テーダブリュ電気株式会社

車載向け革新的高機能シームレスコクピット
の開発（主たる開発場所は株式会社広洋電
子）

広島銀行

5877 2534120438

広島県

ウラベ株式会社

リハビリサポート用ボトムの開発

公益財団法人ひろしま産業振興機
構

5878 2534120440

広島県

株式会社三洋メンズ

学生服縫製システム構築による縫製技術の
平準化

税理士法人諏澤会計事務所

5879 2534120441

広島県

株式会社本郷給食センター

少量多品種かつ日持ちする食事を高齢者向
けに配食サービスする事業を開始

広島県商工会連合会

5880 2534120442

広島県

佐藤農機鋳造株式会社

鋳造品製造における不良率の低減・品質向上
商工組合中央金庫
及び、作業効率の改善

5881 2534120443

広島県

株式会社日光電器

高精度・高硬度大型金型の一貫体制による短
広島銀行
納期、低コストの実現と生産プロセスの改善

5882 2534120447

広島県

内田工業株式会社

ＣＡＤ・ＣＡＭシステムの再構築による金型増
産体制の確立

商工組合中央金庫

5883 2534120452

広島県

株式会社近代社

「新たなカーラッピングサービス」の導入によ
る、高級車ユーザーを中心とした
個人顧客の獲得・拡大

広島銀行

5884 2534120453

広島県

平賀金属工業株式会社

ＮＣ旋盤複合機の導入により、機械加工能力 公益財団法人ひろしま産業振興機
の向上と新規拡販を目指す
構

5885 2534120457

広島県

株式会社ＨＩＶＥＣ

インド子会社を活用した「データセンター開設」
東広島商工会議所
に向けての、新ソフト＆ＰＣの導入

5886 2534120459

広島県

株式会社明販広島東

伴走型健康サポート構築を目指した健康維持
広島県商工会連合会
促進サービスの提供

5887 2534120462

広島県

株式会社テイケン

ビトリファイドといしの低温焼成化と焼成環境
伊予銀行
の改良による収益率の向上

215／245

広島銀行

もみじ銀行

池永経営会計税理士法人

5888 2534120464

広島県

株式会社サンケンフロント

アルミ形材自動加工機の導入による生産性向
広島信用金庫
上とコスト削減の実現

5889 2534120467

広島県

スカルーモーターサイクル

環境負荷低減を目的とした世界初のハブレス
広島県商工会連合会
ホイール構造バイクの試作開発

5890 2534120468

広島県

第一タクシー株式会社

顧客情報とビッグデータを活用した運行効率
化及び最適配車支援システム構築

5891 2534120469

広島県

デジタルソリューション株式会社

コンピュータ解析（ＣＡＥ）をバーチャルに表現 公益財団法人ひろしま産業振興機
する革新的サービスの開発と展開
構

5892 2534120471

広島県

株式会社新邦塗装

多品種少量生産に対応した高品質自動静電
もみじ銀行
塗装機の導入

5893 2534120472

広島県

株式会社西原鉄工所

生産性向上・短納期化を目指した多品種ワー
伊予銀行
ク加工体制の確立

5894 2534120474

広島県

株式会社御幸鉄工所

大型レーザー加工機の導入による一貫生産・
商工組合中央金庫
一括管理体制の構築

5895 2534120476

広島県

小川工芸有限会社

オリジナル縦型ＮＣ機械導入による熟練技術
府中商工会議所
の標準化と短期大量生産体制の確立

5896 2534120481

広島県

株式会社島谷食品

高品質で安全性の高い天かすの生産能力の
商工組合中央金庫
拡大

5897 2534120482

広島県

ミツヤ工業株式会社

最新ブラスト設備導入による品質向上および
東広島商工会議所
コスト削減そして新たな市場開拓

5898 2534120483

広島県

松葉製作所
Ｔｉｃａ．Ｔｉｃａ

無垢高級木材とその表面特性を利用した間接
府中商工会議所
照明用ＬＥＤ光源モジュールの開発

5899 2534120485

広島県

有限会社児玉紙器

最新式の大型打ち抜き機の導入による、顧客
広島信用金庫
要求への対応力の向上と受注拡大

5900 2534120486

広島県

株式会社協成

多目的形鋼加工機の導入による形鋼加工の
伊予銀行
精度と生産性の向上

5901 2534120487

広島県

株式会社タクボ精機製作所

膨大な低温排熱回収を可能とするレーザー溶
公益財団法人ひろしま産業振興機
接機を用いたプレート式熱交換器の試作・開
構
発

5902 2534120488

広島県

クロダルマ株式会社

物流における競争力強化を目的とした出荷シ
広島銀行
ステム体制の構築

5903 2534120489

広島県

新松浦産業株式会社

精密部品加工の生産プロセス高度化事業

商工組合中央金庫

5904 2534120493

広島県

株式会社プラスコーポレーション

工作機械の予防保全サービスの事業化と補
修部品の生産体制の構築

中国銀行

5905 2534120494

広島県

株式会社アカシン

テーブル昇降装置の超多品種、短納期、高精
度、低コストに対応するための生産プロセス 広島銀行
大改革

5906 2534120497

広島県

有限会社勉強堂

新たな加工技術を活用した福山特産「あんず
広島銀行
スイーツ」の開発展開

5907 2534120503

広島県

株式会社新興産業

生産技術の高度化と人材育成による医療機
器部品等精密加工業への転進

5908 2534120506

広島県

株式会社不動鐵工所

金属切削部品の短納期化と生産性強化のた 株式会社エム・アイ・シー・コンサル
めの高精度ＣＮＣ旋盤の導入
ティング

広島銀行

山口銀行

5909 2534120513

広島県

株式会社光栄工作所

バランスマシン導入による“高精度の回転体
部品”製作事業への参入と、生産工程の改
善。

5910 2534120514

広島県

丸繊株式会社

伸縮性素材対応とフレキシブル生産と品質向
広島銀行
上のための設備導入

5911 2534120516

広島県

キソメック株式会社

ベンディング加工技術の導入による高効率化
商工組合中央金庫
複合サービスの実現事業

5912 2534120518

広島県

株式会社ワイザーリンケージ

レーザー加工機導入による新商品の試作開
発と新規分野への参入

３Ｄスキャナーとキャドによる微細加工技術の
修得と応用 国宝や文化財の石仏や仏像の 広島銀行
復元と再生

5913 2534120521

広島県

株式会社呉匠

5914 2534120522

広島県

株式会社日本フューチャーマテリア 最新式低圧・大型成形機による３層構造プラ
ル
スチックリサイクルボードの製造事業

216／245

呉信用金庫

しまなみ信用金庫

もみじ銀行

5915 2534120523

広島県

三和株式会社

粉体塗装設備導入による内製化推進計画

商工組合中央金庫

5916 2534120525

広島県

株式会社御池鐵工所

ハイブリッド型木質系バイオマスボイラーの試
広島銀行
作開発

5917 2534120532

広島県

株式会社木下製作所

鋳鉄溶湯中のマンガン除去装置のプロトタイ
プ機制作

5918 2534120533

広島県

富士栄工業株式会社

連続鋳造設備用ＣＣロールの溶接補修におけ
公益財団法人くれ産業振興センター
る最適生産方法の構築

5919 2534120541

広島県

株式会社橋川製作所

革新的な新素材の微細加工技術による航空・
呉信用金庫
宇宙関連強化事業

5920 2534120544

広島県

金光味噌株式会社

府中味噌の発酵技術を活用した低アレルギー
府中商工会議所
味噌風調味料等の開発

5921 2534120546

広島県

有限会社三宅鉄工所

最新型ＮＣ自動旋盤導入による複合形状加工
東広島商工会議所
に対応した生産体制の確立

5922 2534120547

広島県

株式会社ユニオンプレート

生産設備産業からの受注取込を軸とした金属
八十二銀行
プレートの製造と販売の強化

5923 2534120549

広島県

有限会社たんと

地域の魅力を発信する新しい食ブランドの構
もみじ銀行
築と商品の開発・販売チャネルの創出事業

5924 2535120091

山口県

株式会社エムビーエス

橋梁維持管理システムの開発

株式会社山口銀行

5925 2535120094

山口県

株式会社松田鉄工所

横中ぐりフライス盤導入による部品加工の一
括受注体制化

株式会社山口銀行

5926 2535120095

山口県

株式会社オノダネイル

当社オリジナルの建築用ねじにおける画像測
株式会社山口銀行
定器を用いた短期開発対応の実現

5927 2535120101

山口県

岡本産業株式会社

最新鋭複合加工機導入におけるフレキシブル
髙村 潤
生産体制の確立

5928 2535120102

山口県

有限会社カーアシスト・吉田

自動車整備業の強みを活かした革新的ロード
株式会社山口銀行
サービスの提供

5929 2535120103

山口県

共同産業株式会社

オガライトの単純重労働の半自動化の開発

5930 2535120107

山口県

株式会社オーシャンテック

環境に配慮した新しい被膜除去工法「ＲＰＲ工
株式会社山口銀行
法」の提供

5931 2535120108

山口県

株式会社ワイエフエフ

五軸モウルダー制御による木甲板材加工の
高能率・高品質化

5932 2535120109

山口県

有限会社関西製罐

油圧機能付き金型の開発・導入による金属缶 有限会社弘利中小企業診断士事務
被せ蓋の立体造形工程の効率化
所

5933 2535120112

山口県

協和ファインテック株式会社

１台で多数の糸を生産できるギヤポンプの試
株式会社山口銀行
作開発

5934 2535120113

山口県

有限会社たかせん

人体型乾燥仕上げ機の導入による、女性用ブ
西中国信用金庫
ラウスクリーニング市場開拓とシェア獲得。

商工組合中央金庫

株式会社山口銀行

商工組合中央金庫

5935 2535120116

山口県

株式会社エス・エム・エイ

ＬＥＤディスプレイの表示面パネルへの「ブラッ
クコーティング」技術の確立・内製化による製 税理士法人維新
品の高度化

5936 2535120117

山口県

株式会社クボタ製作所

電線切断圧着工程の高度化による品質と生
産性向上の実現と新規分野への進出

5937 2535120119

山口県

八百新酒造株式会社

高度に衛生的な清酒ボトリングシステム導入
株式会社山口銀行
による大都市圏及び海外市場の販路拡大

5938 2535120120

山口県

株式会社岸田商会

高機能充填設備導入による高粘性または具
材入り製品の生産性と品質の向上

5939 2535120121

山口県

友村歯科医院

セレックシステム導入による革新的インプラン
株式会社山口銀行
ト治療等の提供

5940 2535120123

山口県

バッセル化学株式会社

速乾型環境対応防汚塗料（漁網防汚剤）の開
株式会社山口銀行
発

5941 2535120124

山口県

株式会社ミヤハラ

高圧スルークーラント内蔵マシニングセンター
株式会社伊予銀行
導入による深穴及び３Ｄ加工の集約

5942 2535120126

山口県

有限会社西田工業所

販路拡大・売上増加を目標とした生産工程の
西中国信用金庫
構築

217／245

武居 尚

株式会社山口銀行

5943 2535120127

山口県

宇部興機株式会社

最新溶接機導入による鋼材・溶接工程の高品
株式会社山口銀行
質化とコストダウンの両立による事業拡大

5944 2535120128

山口県

株式会社ハートフーズ２１

自動包餡技術を応用した『魚肉すり身製品』
の多品種・小口製造の試作開発

5945 2535120129

山口県

赤坂印刷株式会社

高性能印刷機導入による大手顧客の帳票需
西京銀行
要の開拓

5946 2535120133

山口県

セレックサポートＬａｂ．

歯科医ならではの強みを活かした最先端歯科
株式会社西京銀行
技工物製作技工所の立ち上げ

5947 2535120135

山口県

株式会社神友工業

プレス型ＮＣ複合加工機の導入による短納期
松本 智
化、加工対応の多様化を図る。

5948 2535120139

山口県

薬仙石灰株式会社

廃熱利用による石灰石スラッジ（不要物）の製
藤本 一秋
品化

5949 2535120144

山口県

株式会社エフエルシー

「大吟醸酒酒粕」と山口県産原料を使用した
ハンバーグの開発

5950 2535120145

山口県

株式会社オオバクリエイティブ

屋外看板等の耐候性長期保証が可能な印刷
機械を導入し、製品の信頼性を高め受注拡大 株式会社山口銀行
を目指す

5951 2535120146

山口県

とくぢ味噌株式会社

カップ製品包装工程の改善による生産能力向
株式会社西日本シティ銀行
上と地産地消の推進

5952 2535120149

山口県

株式会社ヤナギヤ

イミテーション食品のリアル化ニーズに対応可
株式会社山口銀行
能な製造装置の開発

5953 2535120151

山口県

株式会社サン精機

立体形状を含む医療機器部品の生産性向上 公益財団法人やまぐち産業振興財
を実現するための複合加工機導入
団

5954 2535120152

山口県

ユキエンジニアリング株式会社

自動清掃機能付き次世代フィルトレーションシ
下関商工会議所
ステムの開発と事業化

5955 2535120153

山口県

山海食品工業株式会社

徳佐リンゴと「西の香り」の小麦粉を原料とし
た新食感食パン「西京の大樹」の開発・販売

5956 2535120157

山口県

藤田鉄工株式会社

同時５軸加工インペラ製作の為の３ＤＣＡＤＣＡ
株式会社山口銀行
Ｍ、非接触３次元測定機の導入

藤上博之税理士事務所

西中国信用金庫

株式会社西京銀行

5957 2535120158

山口県

有限会社オーテック

極薄フィルム貼り付け及び穴明け・切り欠き等
の機械加工設備の導入による高付加価値製
西京銀行
品の製造と受注量拡大による雇用の創出計
画

5958 2535120167

山口県

有限会社 ライズ

山口県初！和牛一頭丸ごと仕入率１００％で
株式会社山口銀行
商品力＆利益率大幅アップ戦略

5959 2535120170

山口県

株式会社ＭＯＴ総合研究所

中小企業・起業家向け「投資型」クラウドファン
株式会社山口銀行
ディングサービスの開発

5960 2535120173

山口県

株式会社ドワックス

木製ドアのエッジバンディング自動化による生
株式会社西京銀行
産性効率化と品質改善の実現

5961 2535120175

山口県

不二産業株式会社

繊維原反材料の専用裁断システム構築によ
る産業用繊維製品製造プロセスの強化

5962 2535120176

山口県

ブルーウェーブテクノロジーズ株式
会社

高い意匠性と機能を持ちながら低価格を実現
する高天井用ＬＥＤ照明器具の開発と量産体 株式会社山口銀行
制の確立

5963 2535120187

山口県

株式会社山陽精機

超精密細穴加工技術の高度化と生産性向上
谷口 修
を実現する設備導入による事業拡大

5964 2535120188

山口県

株式会社カワテツ

ＰＣ定着工法アンカーヘッドの横型マシニング
株式会社西京銀行
センターによる高能率加工

5965 2535120193

山口県

萩ガラス工房有限会社

ガスや液体の蒸留法に替わる膜分離法に用
いるセラミック支持体の開発

山口銀行

5966 2535120194

山口県

有限会社エヌエステクノ

実証機データ化で創る高性能集塵装置。

株式会社西京銀行

5967 2535120196

山口県

株式会社ツルサキ

廃塗料・使用期限切れ塗料から１００％セメン
株式会社西京銀行
ト原料づくり

5968 2535120197

山口県

桑田醤油有限会社

開栓後も醤油の劣化を防ぎ鮮度維持を可能と
防府商工会議所
する次世代容器・ラベルの導入

5969 2535120198

山口県

株式会社エスピーシーデザイン

お手頃価格で体型に合わせる、世界初セミ
オーダー対応ＳＰチェアの開発

218／245

株式会社山口銀行

株式会社西京銀行

5970 2535120199

山口県

株式会社プライムゲート

ＩＴ化による次世代ＣベースＬＳＩ設計の適正な
株式会社西京銀行
生産効率確立

5971 2535120201

山口県

株式会社みうら

木材乾燥機・熱処理装置等導入による物流用
梱包資材の輸出向規約への対応と安定的供 株式会社山口銀行
給体制の構築

5972 2535120203

山口県

久香リサイクル株式会社

効率的なワイヤー加工機の導入によるワイ
ヤーリサイクル加工事業

株式会社百十四銀行

5973 2535120204

山口県

海水化学工業株式会社

新付加価値「健康サポート機能」を開発し、ゴ
ルフ場の上質化開発と合わせた高収益事業 株式会社西京銀行
化

5974 2535120205

山口県

株式会社技研産業

高精度ベンディングマシン導入による高精度・
西中国信用金庫
高品質・短納期化実現及び生産性向上

5975 2535120207

山口県

株式会社アロイ

ステンレス溶接形鋼の海外市場を含めた新
マーケット創出に向けた設備増強

5976 2535120208

山口県

株式会社アクシス

自動溶接装置による工程削減と熟練工が行う 公益財団法人やまぐち産業振興財
医療装置の試作開発での営業展開
団

5977 2536120053

徳島県

株式会社絹や

天然藍の高効率染料化、染色技術の高度化
商工組合中央金庫
及び高感性化事業

5978 2536120054

徳島県

徳島電制株式会社

自動車センサー部品のデジタル化に対応する
商工組合中央金庫
検査装置の開発

5979 2536120055

徳島県

美馬精機株式会社

多品種少量生産の生産プロセス改善に対す
る高効率化・短納期化対策事業

5980 2536120058

徳島県

株式会社阿波市場

鳴門わかめのメカブから抽出したエキス配合
四国銀行
化粧品の開発、製造、販売

5981 2536120059

徳島県

高居淡水有限会社

養殖期間を従来より短くし、出荷量を従来より
百十四銀行
早めることで増収を達成する。

5982 2536120062

徳島県

株式会社トモクニ

冬用厚手パイル靴下製造「丸編み機」を導入
中国銀行
して社内一貫生産体制を確立する。

5983 2536120065

徳島県

富士製紙企業組合

オフセット印刷に適した調湿和紙の開発によ
る高速印刷用紙マーケットの開拓

5984 2536120068

徳島県

冨士ファニチア株式会社

椅子上張材の革裁断自動化による商品開発
商工組合中央金庫
及び生産の工程改善

5985 2536120069

徳島県

板野漬物食品株式会社

常温保存・販売できる自社ブランド商品の開
発と製造ラインの構築

5986 2536120071

徳島県

有限会社ババカメラ店

「思い出を“かたち”にする新規サービスの展
四国銀行
開」

5987 2536120072

徳島県

株式会社ミヨシキャスティング

日本発の高機能織機の海外展開に貢献する
徳島銀行
薄肉鋳物の高精度加工体制構築事業

5988 2536120073

徳島県

有限会社森吉商店

徳島県下ではできなかった「厚さ１５ｍｍの縁
阿南信用金庫
無し薄畳」の機械製造

5989 2536120074

徳島県

日新酒類株式会社

マイクロ波減圧蒸留装置の導入による高品質
阿波銀行
の香りを保持した新商品の開発

5990 2536120075

徳島県

朝日音響株式会社

ネットワーク型産業用ラジオコントロール装置
百十四銀行
の開発事業

5991 2536120077

徳島県

株式会社矢田製作所

スリーブの多品種、小ロット生産に対応した高
とくしま産業振興機構
精度加工技術の開発

5992 2536120080

徳島県

光友精機株式会社

ベアリングに係る高精度製品の製造のための
徳島銀行
技術及びシステム開発

株式会社山口銀行

徳島銀行

吉野川市商工会

阿波銀行

5993 2536120081

徳島県

モカジャパン株式会社

専用金型部品データを活用した当社オリジナ
ルの射出成形金型専用ハイブリッド設計シス
テムの開発（ハイブリッド設計とは２次元の良 阿波銀行
い箇所を一部残しつつ、３次元を主体とした設
計手法）

5994 2536120087

徳島県

株式会社マルメン製麺所

通常の生麺から手もみ風まで自動化できる製
阿波銀行
麺機ラインの新規設置

5995 2536120088

徳島県

株式会社小川製作所

薄板レーザ精密加工による野菜カットマシン
の製造

5996 2536120089

徳島県

睦技研株式会社

オイルシール成型用金型に対する高品質めっ
四国銀行
き技術の確立

219／245

商工組合中央金庫

5997 2536120091

徳島県

株式会社原製作所

短納期・高精度加工を目指した高速加工設備
商工組合中央金庫
投資事業

5998 2536120092

徳島県

有限会社神山鉄工所

鉄骨製品の耐震性を向上するノンスカラップ
工法の為のＣＮＣ開先加工機導入

マスエージェント

5999 2536120093

徳島県

株式会社マヤ

羽毛吹き込み機の改良・ミシン増設によるダ
ウン製品生産倍増計画

百十四銀行

6000 2536120094

徳島県

つるぎ木材加工協同組合

クラウドを用いた先駆的な素材生産システム
の開発と販売

阿波銀行

6001 2536120102

徳島県

有限会社石井養豚センター

固形状食品残差さを豚の餌として給餌する処
阿波銀行
理装置の導入

6002 2536120103

徳島県

岡部興業株式会社

国産・県産材を使用したカウンターボード、そ
徳島銀行
の他新しい内装材の開発

6003 2536120105

徳島県

株式会社北島製作所

地震対策用の自動ロック機構を備えた「三枚
阿波銀行
引戸の木製収納戸棚」の開発

6004 2536120107

徳島県

株式会社スタン

最新技術、オープンデータを活用した「次世代
阿波銀行
ＬＰガス保安・工事システム」の開発

6005 2536120111

徳島県

株式会社エス・ビー・シー

高精度３次元測量機器による地すべり動態観
四国銀行
測及び設計技術の確立

6006 2536120117

徳島県

四国工業株式会社

ＮＣフライス盤を活用した多品種少量部品製
作の効率化による競争力強化

6007 2536120118

徳島県

阿波鳴食品株式会社

安全な食を。 無添加商品及び地産地消商品
阿波銀行
の開発

6008 2536120119

徳島県

株式会社宮崎椅子製作所

３次曲面を持つ木製家具の研磨作業を手作
業からロボットへ移行する。

6009 2536120122

徳島県

有限会社天野精機

生産設備省スペース化ニーズに対応するため
徳島銀行法人ビジネスセンター
の精密小型部品の生産効率化

6010 2536120123

徳島県

井口鉄工所株式会社

エネルギー分野参入に向けた、発電装置部品
四国銀行
高精度化・工程集約化による生産性向上

6011 2536120125

徳島県

株式会社日誠産業

ラッピングマシン導入による産廃費削減と廃
棄物の資源化

6012 2536120127

徳島県

株式会社レーザーシステム

難印刷性材料への超高速テクスチャリング表
阿波銀行
面処理加工技術の開発

阿波銀行

阿波銀行

税理士法人すだち会計

6013 2536120131

徳島県

株式会社コイデックス

シフトノブ・ステアリング部分品・サイドブレー
キブーツなど自動車内装部分品としての工業
四国銀行
縫製品 国内開発事業： 職人技術の標準
化・データ化による３Ｄ造形への応用

6014 2537120106

香川県

株式会社川西歯車工作所

競争力強化（静音化や省エネ化等）を目的とし
百十四銀行
た高精度歯車の研究開発及び製作

6015 2537120107

香川県

丸善織物株式会社

厚物ベルト用高速織機の導入によって生産能
かがわ産業支援財団
力を増強し売上の拡大を図る。

6016 2537120111

香川県

仁尾興産株式会社

塩化マグネシウム製品包装作業工程改善計
百十四銀行
画

6017 2537120113

香川県

株式会社キングフーズ

組み込みシステムにより包装材の成形から異
物検査までを自動化、連続化する多機能包装
さぬき市商工会
機の導入による魚の惣菜食品の生産効率の
改善

6018 2537120115

香川県

松村釦株式会社

業界最短のリードタイムによる生産性向上とタ
百十四銀行
イムリーな試作提案の実現

6019 2537120120

香川県

株式会社フ－ドテック

惣菜製造において冷却工程で使用する高性
能冷水冷却システムの開発

6020 2537120122

香川県

錦工業株式会社

溶接ロボット導入による大物溶接構造体の自
百十四銀行
動化推進

6021 2537120123

香川県

株式会社フジコー

３Ｄ立体物へのオンデマンド高意匠加飾技術
中国銀行
の確立

6022 2537120127

香川県

株式会社南條工作所

高効率火力発電関連の部品受注に対応可能
百十四銀行
な設備を導入し製造能力を強化する事業。

6023 2537120132

香川県

フジタ自動車工業株式会社

新型プレス加工機の導入による品質向上及
び生産性向上計画

220／245

百十四銀行

百十四銀行

6024 2537120134

香川県

株式会社藪水産

地場水産原料を使った高付加価値製品の試
作と生産管理の効率化

高松市牟礼庵治商工会

6025 2537120136

香川県

プロテノバ株式会社

抗体医薬の凝集体形成を低減できる抗体結
合タンパク質の試作開発

阿波銀行

6026 2537120137

香川県

増田化学工業株式会社

次世代プリント配線用処理液向け薬剤の開発 百十四銀行

6027 2537120138

香川県

有限会社中田久吉商店

自社で考案した新製法技術による無縫製手
袋の開発

6028 2537120140

香川県

シドテック株式会社

微細加工技術における生産プロセスの確立に
さぬき市商工会
よる競争力強化

6029 2537120142

香川県

日生化学株式会社

多孔質発泡フィルムを用いた機能性バッグの
中国銀行
開発と生産体制確立

6030 2537120145

香川県

株式会社プロテック

大型航空機部品の精密加工技術の確立によ
かがわ産業支援財団
る競争力強化

6031 2537120147

香川県

東亜機工株式会社

天然ミネラルを豊富に含有する塩を効率的に
伊予銀行
生産する製塩装置の開発

6032 2537120148

香川県

株式会社パル技研

クローズド接続ネットワーク技術を応用した広
香川銀行
域リモートメンテナンスシステムの実現

6033 2537120151

香川県

自然免疫応用技研株式会社

無農薬栽培植物からのグラム陰性細菌探索
と新規ＬＰＳ素材開発

6034 2537120153

香川県

株式会社春風堂

瀬戸内産レモンを使用した食品群の開発と新
百十四銀行
ブランドによる販路拡大事業

6035 2537120154

香川県

西野金陵株式会社

生産効率向上のためのロータリーリンサー
（洗瓶機）の導入による多品種生産体制の構 公益財団法人かがわ産業支援財団
築。

6036 2537120156

香川県

株式会社大東精工

高性能ＣＮＣ丸鋸盤導入による工程集約・原
材料コスト削減・リードタイム短縮の実現

香川銀行

6037 2537120157

香川県

ツバメ工業株式会社

業界初！高品質・短納期・低価格の印刷・
テープ付き封筒の製造技術の試作・開発

百十四銀行

6038 2537120158

香川県

株式会社かめびし

健康志向の消費者に向けた「無添加」に特化
百十四銀行
した、醤油のフリーズドライ商品開発と廉価化

東かがわ市商工会

百十四銀行

6039 2537120159

香川県

株式会社山田家物流

「自動反転式茹で釜」等の新規設備導入によ
る「冷凍讃岐うどん」の製造能力向上、ならび 四国銀行
に労働環境の大幅改善

6040 2537120163

香川県

株式会社ヤマダ

シェア拡大策「生産管理のＩＴ化及び加工機の
かがわ産業支援財団
改造によるうちわ製造の生産性の効率化」

6041 2537120165

香川県

株式会社サムソン

コージェネレーション用廃熱ボイラの自動溶接
百十四銀行
ラインの構築

6042 2537120172

香川県

日精機器株式会社

大径・高剛性加工機導入による建設機械大型
百十四銀行
部品の内製化体制確立

6043 2537120174

香川県

太陽合成株式会社

リサイクルＰＥＴフレーク原料を利用したプラス
かがわ産業支援財団
チック押出し成形品の成形技術確立と量産化

6044 2537120181

香川県

三村鉄工株式会社

伸縮シリンダ生産プロセスの確立による製作
百十四銀行
リード短縮，増産対応の強化

6045 2537120186

香川県

株式会社リソーシズ

鋼の精錬工程の溶融時の酸素除去効率化の
百十四銀行
為の「鉄入り脱酸剤」の試作開発事業

6046 2537120187

香川県

四国電子株式会社

「熱間鍛造」部品の低コスト化・短納期化・高
精度化の促進

観音寺信用金庫

6047 2537120189

香川県

有限会社篠原工業

大手ユーザーの要望に応えるための高品質
特殊フィルム成型の試作開発事業

百十四銀行

6048 2537120190

香川県

有限会社アイヴエモーション

高機能素材・炭素繊維強化プラスティックを活
百十四銀行
用した高性能自転車の開発

6049 2537120192

香川県

有限会社サンファソン

高齢化社会における健康面のスイーツ摂取
制限のハードルを下げる商品開発。

百十四銀行

6050 2537120194

香川県

株式会社ヨコイ

機械式立体駐車設備の開発

百十四銀行

6051 2537120197

香川県

有限会社福井工作所

衛生的でかつ耐久性もあり安価な小型製麺機
百十四銀行
械の開発

221／245

6052 2537120198

香川県

葵機工株式会社

精密旋盤による超精密加工技術の確立と時
系列の測定値と連動した品質保証

6053 2537120199

香川県

小豆島生コン株式会社

新技術導入による生コン副産物を用いた埋め
大森勇治税理士事務所
戻し土等への代替製品の製造

6054 2537120200

香川県

株式会社丸善

薄紙用機能性（抗菌・撥水・耐油・防かび）塗
工液の開発及び量産化技術の確立

百十四銀行

百十四銀行

6055 2537120203

香川県

株式会社パブリック

廃棄物固形燃料製造プラントにおいて動力利
用の効率化と省エネを可能にし、生産効率化 観音寺信用金庫
と増産体制を実現する。

6056 2537120204

香川県

株式会社穴田鉄工所

建設用クレーン大型化に必要な大径・長尺部
品の加工技術確立と海外の資源開発市場獲 ＦＭＢコンサルタンツ株式会社
得

6057 2537120206

香川県

株式会社クボタ

電気加熱方式によるポリエチレン樹脂回転成
生駒学税理士事務所
形機の試作

6058 2537120207

香川県

株式会社三祥

大型製缶品の高効率生産の確立

百十四銀行

6059 2537120208

香川県

日本グレーン研究所

特殊超砥粒ホイールの製作を実現する為の
ロータリー研削盤の導入

百十四銀行

6060 2537120209

香川県

株式会社テルミ・エンタープライズ

まるで金属に見えるプリント加工を実現する熱
かがわ産業支援財団
転写シートの開発と製造

6061 2537120210

香川県

金両株式会社

杉桶による本場の本物の醤油の為の日本の
香川銀行
伝統文化継承事業

6062 2537120211

香川県

日本ヘルシーランド株式会社

小豆島の未利用資源オリーヴ葉を活用した高
伊予銀行
機能エキスの開発と商品化

6063 2537120214

香川県

大和汽工株式会社

３ＤＣＡＤ導入による生産前工程の効率化及
び品質高度化

高松信用金庫

6064 2537120215

香川県

四国空缶工業株式会社

再生塗装缶の新塗装技術を活かした外装塗
装の量産化

百十四銀行

6065 2537120216

香川県

株式会社エーエス

清掃業で得た開発ノウハウを生かし当社独自
百十四銀行
の清掃機材を試作・開発する事業

6066 2537120217

香川県

株式会社クシベウィンテック

３次元図面（３次元データ）を活用した工程改
伊予銀行
善によるコスト削減

6067 2537120221

香川県

有限会社パイプライン

新商品開発事業（讃岐夢豚を希少糖で味付け
百十四銀行
たカロリーオフの焼豚開発）

6068 2537120222

香川県

有限会社赤松牧場

地元酪農家による大型児童館での自社生乳
を使ったジェラート販売

高松信用金庫

6069 2537120223

香川県

株式会社メカトロ技研

１台のマイクロ波センサを用い非接触で水位・
流速を連続かつ同時に計測するシステム・方 香川銀行
法を開発し、革新的サービスを提供する。

6070 2537120226

香川県

エフエム高松コミュニティ放送株式
会社

映像制作とインターネットでの配信及びｅ－
ラーニングコンテンツの制作

6071 2537120230

香川県

くりや株式会社

オリジナル商品【オコメール】新市場創出のた
かがわ産業支援財団
めの製造能力増強

6072 2537120233

香川県

共栄冷凍水産株式会社

「未利用資源を活用した機能性食品製造に係
かがわ産業支援財団
る機械設備の導入」

6073 2537120235

香川県

有限会社ヨシモト・トレーディングカ
ンパニー

「ＬＬＰスキーム」を活用した「廃タイヤリサイク
加藤 高志
ル新事業」の展開

6074 2537120238

香川県

株式会社平井料理システム

アイスクリーム機械増設による製造量確保、
かがわ産業支援財団
販売量拡大で瀬戸内の農産物を活かす事業

6075 2537120243

香川県

大同ガス産業株式会社

お客さまの声をデータベース化する当社独自
百十四銀行
のＣＲＭの導入による戦略的営業戦略の確立

6076 2537120245

香川県

株式会社藤井製麺

さぬきうどんと希少糖を使った菓子「ＵＤＯＮス
三木町商工会
ティックｗｉｔｈ希少糖」の開発

6077 2537120247

香川県

きたの均整院

全国初の健康器具！Ｏ脚で悩む女性のため
百十四銀行
のＯ脚矯正器具『ＡＳＩＯ』の商品化実現！

6078 2537120249

香川県

株式会社ミヤプロ

印刷会社と印刷発注会社間における自動入
稿（原稿受付）システムの開発・導入

6079 2537120252

香川県

小野株式会社

初心者を対象とした「ミシンカフェ」、および「ハ
百十四銀行
ンドメイドお助けサービス」の提供

222／245

山本純税理士事務所

香川銀行

6080 2537120253

香川県

株式会社協栄岡野

素麺二次加工生産設備の導入による新型
「にゅう麺」の新商品開発に関する試作・開発 百十四銀行
事業

6081 2537120255

香川県

株式会社川六

おもてなし倍増計画

6082 2537120260

香川県

アサクラインターナショナル有限会
社

新型美容機器及び器具（自動シャンプー機
器、パーマロッド）開発による顧客満足度及び 香川銀行
労働生産性の向上計画

6083 2538120095

愛媛県

株式会社中予精工

金型製作用小径特殊工具の再研削、及び内
愛媛信用金庫
製化による希少資源有効活用

6084 2538120097

愛媛県

株式会社河上工芸所

テンター機導入で日本の伝統【草木染色技
術】を世界へ発信する。

愛媛信用金庫

6085 2538120098

愛媛県

株式会社上脇

革新型織機導入により需要の期待に応え売
上拡大を図る。

株式会社伊予銀行

6086 2538120104

愛媛県

株式会社内子フレッシュパークから 自動制御された燻製製造機による内子町産Ｓ
株式会社伊予銀行
り
ＰＦ豚のハム・ソーセージ開発

6087 2538120105

愛媛県

株式会社シーテック

オフセット印刷機導入による生産性の向上及
株式会社伊予銀行
び品質の安定

6088 2538120108

愛媛県

共立電気計器株式会社

省エネに適した電流クランプメータの試作開
発と生産プロセスの強化

6089 2538120109

愛媛県

仙味エキス株式会社

バイオ技術と味の最適化技術による業務用調
株式会社伊予銀行
味料開発の高度化（高品質化・低コスト化）

6090 2538120110

愛媛県

ユースエンジニアリング株式会社

リチウムイオン電池高速生産システムの要素
株式会社伊予銀行
技術開発

6091 2538120114

愛媛県

三共機工株式会社

パイプ曲げ加工機を活用した配管作成の効率
株式会社伊予銀行
化および高品質化

6092 2538120116

愛媛県

有限会社毎日屋

顧客情報の電子カルテ化とそれに対応する洗
株式会社伊予銀行
濯脱水機と蒸気乾燥機の導入

6093 2538120120

愛媛県

大木坑木有限会社

３Ｄレーザースキャナーによる新たな森林調
査手法の開発と実用化

6094 2538120121

愛媛県

有限会社丸あ製紙所

ステンレス製振動フラットスクリーンの設備導
株式会社中国銀行
入による厚い和紙製造

6095 2538120122

愛媛県

愛建電工株式会社

洋上風力発電機制御盤等の開発・生産のた
めのレーザー加工機の導入

6096 2538120123

愛媛県

株式会社ＴＡＭＵ

機械導入による生産能力確保及び製造原価
株式会社伊予銀行
低減、新規分野参入に伴う雇用拡大

6097 2538120124

愛媛県

田中技研株式会社

航空機部品の新規受注を獲得する技術改善 株式会社伊予銀行

6098 2538120126

愛媛県

瞳スチールワークス株式会社

原発汚染水タンク等の製造のため、品質向
上、生産性向上等を実現する新規設備の導
入

6099 2538120129

愛媛県

伊予蒲鉾株式会社

ミートチョッパーの導入によるハランボの耳石
株式会社伊予銀行
の除去及び粉砕と魚残渣の有効活用

6100 2538120134

愛媛県

株式会社ユタカ

蒸気タービン用タービンブレードの受注に向け
株式会社伊予銀行
て生産設備強化

6101 2538120137

愛媛県

岩田看板広告株式会社

液体ラミネート加工のための設備導入による
株式会社伊予銀行
品質改良計画

6102 2538120141

愛媛県

伊予鈴水産

高付加価値魚介類の提供を可能とする超効
率的個別凍結技術の最適化

愛南町商工会

6103 2538120143

愛媛県

有限会社愛トリノ

変形性膝関節症にならないための予防医療
用膝装具の商品化

株式会社愛媛銀行

6104 2538120145

愛媛県

株式会社醍醐

ナチュラルチーズ製造効率化事業

株式会社伊予銀行

6105 2538120148

愛媛県

株式会社谷口金属熱処理工業所

生産管理、トレーサビリティシステムの導入

愛媛信用金庫

6106 2538120149

愛媛県

増永食品株式会社

柑橘スティックの開発と製造

株式会社伊予銀行

223／245

百十四銀行

株式会社伊予銀行

株式会社愛媛銀行

上野経営事務所

株式会社百十四銀行

6107 2538120151

愛媛県

株式会社シィ・エィ・ティ

半導体製造装置における３００ｍｍウェハ対
応ロボット（以下ＲＯＢＯＴ）及びターボ分子ポ
株式会社伊予銀行
ンプ（以下ＴＭＰ）プリント基板のメンテナンス
設備強化

6108 2538120155

愛媛県

菅工業株式会社

切削加工技術の高度化による短納期化の実
百十四銀行
現

6109 2538120157

愛媛県

株式会社フジコソ

３ＤＣＡＤシステム全社導入による自動省力化
株式会社伊予銀行
装置事業発展

6110 2538120158

愛媛県

冨士電線株式会社

すずメッキ槽ヒーター電化システム導入による
株式会社愛媛銀行
製品品質の向上とコストダウン

6111 2538120159

愛媛県

新和工業株式会社

メルトブロー式複合糸不織布製造装置の試作
株式会社伊予銀行
開発

6112 2538120162

愛媛県

有限会社石川テント

折板屋根向け外断熱・遮熱工法 ルーフ
シェードの開発・普及

株式会社伊予銀行

6113 2538120163

愛媛県

株式会社森水産

機械導入による、品質向上とスピード化、及
び、生産量の増加による販売拡大

株式会社伊予銀行

6114 2538120165

愛媛県

株式会社セルフリーサイエンス

タンパク質－結合因子相互作用探索受託の
ワン・ストップ・サービス

株式会社伊予銀行

6115 2538120166

愛媛県

株式会社白石商会

刺繍技術の高品質・高付加価値化の実現に
よる新商品開発・新市場進出

愛媛信用金庫

6116 2538120167

愛媛県

有限会社今治空調設備

空調換気ダクト製作における成形工程（切る
／折る／曲げる／接合）の精度の均一化に向 伊予銀行
けた設備投資事業

6117 2538120169

愛媛県

有限会社村上織布工場

タオルマフラーの受注増加を目指した生産体
愛媛信用金庫
制の確立

6118 2538120171

愛媛県

株式会社コスモ精機

「新機能材料使用による高性能ダーツ用フラ
イトの開発及び試作」

6119 2538120172

愛媛県

川之江造機株式会社

サクションロールセルの製造コスト削減とリー
株式会社伊予銀行
ドタイム削減

6120 2538120176

愛媛県

広見ガーメント株式会社

縫製用機械導入によるカットソー商品の新ア
イテムの開発、製造

株式会社伊予銀行

伊予銀行

6121 2538120177

愛媛県

ピーコックフーズ株式会社

「つくねだんご自動成型機」の開発・導入によ
る労働環境の改善及び生産性向上、受注拡 高田勝人税理士事務所
大

6122 2538120179

愛媛県

株式会社愛媛海産

高温高圧調理殺菌装置を活用して「地元産品
株式会社伊予銀行
を使った常温流通食品」を開発製造する。

6123 2538120183

愛媛県

萩尾機械工業株式会社

環境破壊防止のためのバラスト水処理装置
用部品の量産化に向けた設備投資

6124 2538120184

愛媛県

常裕パルプ工業株式会社

トイレに流して処理出来る、肌触りのやさしい
株式会社伊予銀行
「おしり拭き」の開発

株式会社伊予銀行

6125 2538120188

愛媛県

株式会社アイマーク

新たな銘板作りに、新規ランニングソーを導入
し競争力強化と売上拡大を図り、新たな雇用 伊予銀行
を創出する。

6126 2538120189

愛媛県

株式会社ＯＢＵ

ソーラー式災害対応型のＬＥＤ防犯灯の開発 株式会社伊予銀行

6127 2538120190

愛媛県

株式会社アテックス

部品加工の精度向上と高効率化による競争
力強化のための設備導入

6128 2538120191

愛媛県

エヌズエンタープライズ株式会社

腹腔鏡手術用体腔内ＬＥＤ照明デバイスの開
株式会社伊予銀行
発

6129 2538120192

愛媛県

株式会社アサヒ

環境に配慮した省エネタイプの高周波焼入用
愛媛信用金庫
装置の導入

6130 2538120193

愛媛県

株式会社サンライズ西条加工セン
ター

カット野菜等生産における高度殺菌処理及び
公益財団法人えひめ産業振興財団
高精度温度管理の技術確立

6131 2538120194

愛媛県

株式会社龍宮堂

愛媛県産イリコを使った新感覚珍味の効率的
株式会社伊予銀行
生産

6132 2538120195

愛媛県

花岡木匠有限会社

ＮＣルーターの導入による製造工程の高効率
伊予銀行
化

6133 2538120204

愛媛県

朝日共販株式会社

ＩＱ冷凍技術を活用した「しらす」の加工品開
発・販売プロジェクト

224／245

株式会社伊予銀行

株式会社伊予銀行

6134 2538120205

愛媛県

薦田紙工業株式会社

高付加価値ウェットティッシュ製品の製造によ
四国銀行
る競争力強化

6135 2538120206

愛媛県

株式会社村上工業所

既存のノウハウを生かし、最新設備導入で技
伊予銀行
術革新を進め信用と信頼のある会社へ

6136 2538120209

愛媛県

コンテックス株式会社

両頭ミシン機導入による生産性向上事業

6137 2538120210

愛媛県

ツウテック株式会社

高精度立形マシニングセンタ導入による内製
株式会社愛媛銀行
化

6138 2538120211

愛媛県

愛媛化成有限会社

新型印刷機械導入による製造環境の改善と
新商品開発

株式会社伊予銀行

株式会社伊予銀行

6139 2538120214

愛媛県

フォンテトレーディング株式会社

建築・不動産業へＷｅｂコンテンツとして提供
する、次世代規格４Ｋ動画で撮影する大型ラ
ジコンヘリコプターを用いた空中撮影や３次元 伊予銀行
ＣＧで編集された建築系映像コンテンツの受
注制作

6140 2538120215

愛媛県

株式会社総合ピアノサービス

木工加工品の生産能力の向上・安定

6141 2538120219

愛媛県

株式会社ビブラ愛媛

「デジタルマンション管理人」の開発・導入によ
愛媛信用金庫
る入居者サービスの向上と顧客の拡大

6142 2538120222

愛媛県

株式会社マミーズファミリー

日本一ハッピーな保育所業務を支援するＩＴシ
税理士法人あおば
ステム開発事業

6143 2538120223

愛媛県

ヤマセイ株式会社

自動車軽量化を実現する新機能素材向け試
株式会社伊予銀行
作開発用設備の導入

6144 2538120224

愛媛県

有限会社石田製餡所

全自動圧搾脱水機導入に伴う生餡製造工程
今井惠一税理士事務所
統合化及練餡の企画開発

6145 2538120227

愛媛県

有限会社徳永鉄工所

生産性の向上と精密加工技術高度化による
新分野での受注拡大

6146 2538120228

愛媛県

楠橋紋織株式会社

短納期・大量注文に応え得る迅速対応化計画 株式会社伊予銀行

6147 2538120231

愛媛県

株式会社ハッピーケアフード

「チルド技術と加圧軟化技術の活用による高
齢者向け惣菜の開発」

上田 保

株式会社伊予銀行

愛媛信用金庫

株式会社西条産業情報支援セン
ター

6148 2538120234

愛媛県

株式会社三宅工房

ＵＶインクジェット印刷機による高精度、高付
加価値製品の製造と生産性向上による販路
拡大

6149 2538120241

愛媛県

株式会社コーワ

作業ロスの削減を図る事により生産量を増加
株式会社伊予銀行
し商品納期の短縮化を実現する。

6150 2538120242

愛媛県

小川ポンプ工業株式会社

新機能性材料を使用した消防車用新規ポンプ
株式会社愛媛銀行
の試作開発

6151 2538120243

愛媛県

株式会社新光

高速製袋機導入による短納期化、品質向上
の実現、再生ＰＥ製品の拡散事業。

愛媛銀行

6152 2538120244

愛媛県

株式会社オーエムアイ

災害緊急時における交通渋滞等を、効率的・
効果的に緩和を図る道路改良箇所選定シス 株式会社伊予銀行
テムの構築

6153 2538120247

愛媛県

株式会社げんき本舗

愛媛県産のドライフルーツ（柑橘類）の自社工
株式会社伊予銀行
場による生産と販売

6154 2538120252

愛媛県

有限会社久万鉄工所

ＮＣ複合機の導入による製造原価の低減とコ
株式会社伊予銀行
スト競争力の強化

6155 2538120253

愛媛県

有限会社岩本義肢製作所

３Ｄスキャナ導入による患者に優しい義肢製
品開発、販売事業。

株式会社愛媛銀行

6156 2538120254

愛媛県

株式会社五十崎社中

世界初ＤＩＹ可能な手漉き和紙壁紙新商品開
発

株式会社伊予銀行

6157 2538120257

愛媛県

株式会社一色本店

自社製品ネルパックの製造機器新設、及び販
株式会社伊予銀行
売拡大

6158 2539120072

高知県

株式会社高知地質調査

ＦＩＡＸ３Ｄボーリング工法に用いる装置の試
作・開発

四国銀行

6159 2539120075

高知県

高知機型工業株式会社

量産品生産管理システムの構築による作業
効率化

四国銀行

6160 2539120077

高知県

横田きのこ有限会社

障がい者の雇用を拡大するための新商品開
発にかかる設備投資

高知商工会議所

225／245

6161 2539120079

高知県

四国ブロック工業株式会社

コンクリート製品の品質と製造能力向上を図
る為の使用材料の改良と製造設備の構築

6162 2539120081

高知県

有限会社吉本乳業

ボイラー設備増設による牛乳殺菌処理の効率
佐川町商工会
向上計画

6163 2539120082

高知県

明星産商株式会社

液体パウチ自動充填包装機導入による生産
力強化

6164 2539120083

高知県

株式会社和田機械

加工範囲（幅ｘ長さ）８００ミリｘ８００ミリの両頭
四国銀行
フライス機の新規開発

6165 2539120085

高知県

株式会社山本工作所

歯付きプーリ（タイミングプーリ）の歯切り工程
高知銀行
高速化による短納期化

6166 2539120086

高知県

有限会社パッケージ高知

コンビニ販売専用パッケージの製造

高知商工会議所

6167 2539120087

高知県

有限会社 高進工業

増産への対応と受注拡大のための「ＣＮＣ形
鋼加工マシン」の新設

高知銀行

6168 2539120088

高知県

株式会社 無手無冠

生産コスト削減による原材料（栗）の確保と増
四万十町商工会
産体制の構築を図る為の設備投資

6169 2539120090

高知県

有限会社丸共味噌醤油醸造場

味噌・醤油の品質向上および生産力向上のた
高知商工会議所
めの機械装置導入計画

6170 2539120091

高知県

有限会社繁春鉄工所

高剛性加工機導入による難削材の加工技術
商工組合中央金庫
確立と高付加価値製品生産へのシフト

6171 2539120096

高知県

株式会社高南食品

生活環境変化に対応した『高知の食材を使っ
高知銀行
た“ロングライフ商品”』の開発・製造

6172 2539120097

高知県

三惠株式会社

加工品の検査作業による時間短縮と品質向
上を目的とした三次元測定機の導入

阿波銀行

6173 2539120099

高知県

株式会社土佐電子

卓上型はんだ付け装置導入による工数削減
及び受注拡大

高知銀行

6174 2539120100

高知県

山内歯科技工所

保険適用となる歯冠補綴の製作および経営
力強化を図るＣＡＤ・ＣＡＭシステムの導入

高知商工会議所

6175 2539120103

高知県

株式会社特殊製鋼所

高熱作業に対応した溶湯の重量計測システ
ム導入によるコスト削減

四国銀行

6176 2539120105

高知県

株式会社アクトワン

「自治体における包括的予防システムの構築
高知銀行
事業」

6177 2539120106

高知県

有限会社澤工作所

大口径用ＮＣ旋盤導入による事業領域の拡大
高知銀行
及び新分野進出

6178 2539120108

高知県

さめうらこむ

国産間伐材を有効利用した木工品のレー
ザー加工機導入による高付加価値化

四国銀行

6179 2539120111

高知県

中村ソーイング株式会社

自動裁断機（ＣＡＭ）による生産性向上と、生
産量拡大を目指す。

四国銀行

6180 2539120112

高知県

株式会社協同工機

高周波焼入の設備改善によるコスト改革と品
四国銀行
質向上、作業の効率化による競争力強化

6181 2539120113

高知県

有限会社山本かまぼこ店

高知県初、本格的レトルトかまぼこ「すりみ
天」の開発製造力強化

6182 2539120115

高知県

島崎商事株式会社

自社栽培のブルーベリーと地元産のさかわの
佐川町商工会
地乳をコラボした焼き菓子機器等の導入

四国銀行

百十四銀行

室戸市商工会

6183 2539120116

高知県

興洋フリーズ株式会社

県内初の、県産小型魚の一次加工品・二次加
工品を安定的に定量製造する体制を整備・構 中小企業診断士 乾 京子
築する。

6184 2539120117

高知県

四国スッピル工業有限会社

介護機器部品生産ラインのロボット自動化シ
ステム構築による生産能力増強と介護市場開 高知銀行
拓

6185 2539120118

高知県

西村青果株式会社

安全・安心な高知県産生姜加工品の迅速か
つ効率的な製造に関する事業

6186 2539120123

高知県

株式会社タナカショク

競争力強化と差別化の為、無浸漬プラントの
四国銀行
導入

6187 2539120126

高知県

内外典具帖紙株式会社

伝統の和紙製品の品質向上の為の改良。そ
徳島銀行
の増産を目的とした機械設備の導入。

6188 2539120129

高知県

ストローファーム

木工品製品の生産・販売拡大を実現する機械
高知商工会議所
設備の導入

226／245

四国銀行

6189 2539120131

高知県

有限会社西村謄写堂

同人誌市場の拡大に伴う増産体制の構築

6190 2539120135

高知県

株式会社トミナガ

人材育成に繋げる鋳型解体工程のクリーン化
商工組合中央金庫
と作業負担の軽減

6191 2539120136

高知県

中勝建設株式会社

高知県産マンゴーを有効活用した加工品の開
四国銀行
発

6192 2539120139

高知県

ハヤシ商事株式会社

自動ライン設備導入による、ウェットティッシュ
四国銀行
の高付加価値化および生産性向上

6193 2539120140

高知県

穂岐山刃物株式会社

青紙スーパー鋼、高知県産木材を利用した
キッチンナイフ及び収納スタンド等の製品開
発と生産設備の導入事業

株式会社キヨトウ

大型放電加工機導入によるリサイクル破砕機
部品の一貫生産体制確立と循環型社会への 高知銀行
貢献

6194 2539120142

高知県

高知銀行

四国銀行

6195 2539120144

高知県

株式会社アリサワ

高知県内初の「四季醸造」による、特定名称
酒の新商品開発、及びその全量瓶貯蔵化の
実施

6196 2539120145

高知県

株式会社アミノエース

防災食（お菓子類）の製造ラインの導入と新商
四国銀行
品の開発

6197 2539120154

高知県

スマートフォン搭載手振れ補正アクチュエータ
株式会社カツラ・オプト・システムズ （ＯＩＳ）検査用新型高速５次元センサの試作 横浜銀行
開発

6198 2539120160

高知県

株式会社美統

印刷機の新しいワークフロー・新システムの導
商工組合中央金庫
入による生産性と作業効率の向上

6199 2540120236

福岡県

オアシス珈琲有限会社

「雑味が出ず、旨みが際立ち、こぼれにくい」
円錐型ドリップコーヒー

福岡県商工会連合会

6200 2540120237

福岡県

株式会社イシバシ

生産能力の向上により短納期対応等を実現
する鉄骨加工システムの構築

貞光節生

6201 2540120238

福岡県

美容薬理株式会社

完全無農薬赤しそを原材料とした低温蒸留法
による完全無農薬・高水準自然化粧品の開 福岡県商工会連合会
発・販売

6202 2540120239

福岡県

株式会社新和製作所

建物向けサッシ用金属製外枠、金属製ドアの
西日本シティ銀行
製造リードタイム短縮

6203 2540120240

福岡県

株式会社フクネツ

熱処理による変寸予測値設定と内外径一貫
商工組合中央金庫
研削技術とを駆使した生産性・精度向上計画

6204 2540120241

福岡県

合資会社共和工業所

リバースエンジニアリング技術と５軸加工によ
北九州銀行
る高効率部品加工実現

6205 2540120244

福岡県

ＮＳマテリアルズ株式会社

モバイルディスプレー向け高機能導光板の開
橋本千代次税理士事務所
発

6206 2540120253

福岡県

松藤木型製作所

マシニングセンターの導入による製品品質の
柳川市商工会
向上及び製作分野の拡大

6207 2540120255

福岡県

丸栄化工株式会社

微細スリットが形成可能な３次元ＦＷ成形機に 公益財団法人北九州産業学術推進
よる砂濾過フィルタの開発
機構

6208 2540120256

福岡県

株式会社インフォメックス

介護サービス提供責任者向け“バーチャルア
深野朋一
シスタント”システムの開発

6209 2540120262

福岡県

株式会社松正

最新鋭の電子ジャガード式織込花筵織機の
導入による花茣蓙製造における品質、生産プ 大牟田柳川信用金庫
ロセスの強化。

6210 2540120263

福岡県

荒木製蝋合資会社

高純度Ｊａｐａｎ Ｗａｘの製造法および長期安
定化技術に関する研究

6211 2540120264

福岡県

有限会社ニー・ビー・オー

看板広告における顧客即応型デザインショー
福岡中央銀行
ルーム事業の展開

6212 2540120267

福岡県

株式会社ＩＴＳ

忘れ物防止装置の開発

6213 2540120268

福岡県

光洋金属工業株式会社

多品種・小ロット・短納期対応のための生産工
西日本シティ銀行
程改善

6214 2540120269

福岡県

株式会社ピラミッド

エアバッグ精練工程の設備及び生産プロセス
福岡銀行
改善による競争力強化

6215 2540120277

福岡県

栄和装工

セミオーダー方式による据え付け家具の製造
柳川商工会議所
とネット販売の開始

227／245

乾京子

みやま商工会

公益財団法人福岡県中小企業振興
センター

6216 2540120281

福岡県

株式会社トーシン

顧客ニーズにマッチした新デザインの無染土
緑茶染ユニット畳の開発と事業化による収益 大川信用金庫
改善

6217 2540120282

福岡県

三栄機工株式会社

中小物流拠点向け自動仕分けラインの受注
獲得を目指すための試作ライン開発。

福岡ひびき信用金庫

小倉中央税理士法人

西日本シティ銀行

6218 2540120284

福岡県

株式会社是永商会

大型形鋼加工の自動化システム導入による
技術の高精度化及び低コスト高生産性の実
現

6219 2540120286

福岡県

株式会社コスモツール

鏡視下手術用腹腔内臓器スライサーの構成
部品の精密加工

6220 2540120287

福岡県

木下木芸

空間を変える組子ランプシェード「華キューブ」
大川信用金庫
等の開発

6221 2540120288

福岡県

株式会社正信

車載マグネシウム製品への化成処理におけ
る不良率低減と品質管理技術の高度化

商工組合中央金庫

6222 2540120291

福岡県

株式会社中島ターレット

高精度、高能率マシニングセンター導入によ
るロボット部品加工の競争力強化

北九州銀行

6223 2540120292

福岡県

エクシード

コレットホルダー機構を採用したオリジナル多
福岡ひびき信用金庫
用途治具の開発・販売

6224 2540120294

福岡県

株式会社モリサキ

精密抜型提供のための高性能油圧プレス機
導入

6225 2540120301

福岡県

株式会社レセプター

既存ＩＣカードを活用したクラウド型低価格ポイ
株式会社富士経営
ントカードシステムの提供

6226 2540120312

福岡県

株式会社高秀エンジニアリング

ＣＮＣ複合旋盤により製作工程を集約して高
速化・高精度化を実現する

6227 2540120315

福岡県

末次家具工芸株式会社

ＰＮＣボーリングマシンの導入による生産性の
大川信用金庫
向上と新製品の量産体制の確立

6228 2540120318

福岡県

株式会社ウエストウッド

プリザーブドフラワーの新生産技術開発とご
当地産品とのコラボ計画

福岡銀行

6229 2540120320

福岡県

株式会社九州紙工

紙おしぼりの整列包装による省スペース・省
資源化及び輸送コスト削減

久留米商工会議所

6230 2540120321

福岡県

久和原製作所

最新マシン導入での生産性向上による特異の
新宮町商工会
油溝加工技術の販路拡大

6231 2540120323

福岡県

株式会社フェリックス

新素材を使用した（ハード）ダーツボードの開
西日本シティ銀行
発

6232 2540120324

福岡県

株式会社サイエンス・ラスター

医療イノベーションを担う生理活性ペプチドの
松井美恵
実用化販売に向けた研究開発

6233 2540120325

福岡県

英一郎製磁

強化磁器アクサセリーの量産化

6234 2540120327

福岡県

エスエス産業株式会社

メタロセン触媒によるポリエチレンを使用した 公益財団法人福岡県中小企業振興
ゴミ袋の生産と普及
センター

6235 2540120328

福岡県

ソンバーユ株式会社

油脂劣化低減型高効率充填装置の開発

6236 2540120330

福岡県

株式会社中島田鉄工所

人工衛星関連事業における研究開発の推進 税理士法人ＴＩＣ

6237 2540120331

福岡県

株式会社大石物産

産業廃棄物・製紙スラッジを原料とした水稲培
八女商工会議所
土製造

6238 2540120332

福岡県

株式会社ライコー

ＬＥＤ対応ダウンライト照明器具・鉄塔投光器
樋口陽子
に対する新反射板活用省エネプロジェクト

6239 2540120333

福岡県

株式会社ワークス

微細精密加工技術を利用した細胞培養マイク
福岡ひびき信用金庫
ロウエル金型の製造

6240 2540120334

福岡県

有限会社ユー・ピー・アート

高性能ＮＣルーター導入による高機能プラス
大牟田柳川信用金庫
チック加工製品・機器装置事業の強化、拡大

6241 2540120335

福岡県

株式会社永善塗料産業

ＵＶ漆塗装による高付加価値製品の試作開発
大川信用金庫
及び新規需要の早期開拓

6242 2540120336

福岡県

株式会社富士エコ研究開発

熱分解法による高品質バイオディーゼル燃料
松尾勇二
の量産技術の確立

228／245

西日本シティ銀行

福岡ひびき信用金庫

春日市商工会

税理士法人井村アンドパートナーズ

6243 2540120337

福岡県

有限会社九州酢造

独自の発酵技術の構築による地元農産品を
用いた特産加工品の開発と商品化

6244 2540120338

福岡県

シンコー株式会社

木材タンニンを原料とした医療・介護施設向け
福岡銀行
排泄物臭脱臭機材の試作開発

6245 2540120339

福岡県

株式会社パラマ・テック
マイクロ波生体センサーを活用した在宅療養
福岡銀行
株式会社モバイル社会戦略研究所 支援システム

6246 2540120340

福岡県

株式会社宣巧社

『印刷用刷版出力機導入 生産工程の内製化
立野謙介
によるワンストップサービスの事業化』

6247 2540120342

福岡県

株式会社レイドリクス

高速周期通信が可能な産業ロボット用無線Ｌ
林田俊一
ＡＮシステムの開発

6248 2540120343

福岡県

ティーケーピーネットワーク株式会
社

海上の特定エリアを地上から監視するレー
ダーシステムの試作開発

6249 2540120345

福岡県

株式会社天野商店

米麹を利用した野菜・果物の糖化及び乳酸菌
あさくら税理士法人
添加の健康食品の開発

6250 2540120346

福岡県

株式会社魚義

オーダーメイドの和式結婚式のプロデュース
開発

久留米商工会議所

6251 2540120348

福岡県

株式会社岡崎製作所

軽自動車の低燃費エンジン生産用金型の品
質の向上及び短納期化の実現

北九州銀行

6252 2540120349

福岡県

有限会社福岡木型工作所

５軸加工機導入による精度向上、高効率化へ
佐賀銀行
の取組み

6253 2540120350

福岡県

株式会社エム・アイ・エス

小型・軽量構造のバイオマス燃焼チップボイ
ラーの試作開発

6254 2540120351

福岡県

株式会社光亜商事

光学部品の製造及び供給における超高精度 有限会社アダチマネジメントコンサ
な品質管理プロセスの構築
ルティング

6255 2540120355

福岡県

ＡＵＲＡＬ ＳＯＮＩＣ株式会社

スタイリッシュで汎用性の高いアタッチメント式
古賀光雄
調音パネルの試作開発

6256 2540120356

福岡県

株式会社アレックスエンジニアリン
グ

３次元ＣＡＤ用歯車モデル作成ツールの開発 福岡銀行

6257 2540120358

福岡県

福岡県醤油醸造協同組合

火入れオリの発生の少ない、醤油諸味適温速
商工組合中央金庫
醸技術の開発・実用化

6258 2540120367

福岡県

有限会社荒木機械

木工用機械の製造期間短縮、加工部品品種
税理士法人エム・エイ・シー
の拡大及び部品加工の効率化。

6259 2540120369

福岡県

西日本オートメーション株式会社

ストックマネジメント事業 機・電・制一括調査
商工組合中央金庫
診断対策事業

6260 2540120371

福岡県

株式会社アッセン

中小製造事業者向けユニット型自動生産設備
福岡銀行
の実用化

6261 2540120373

福岡県

原田織物株式会社

伝統的な織り技術を導入した飾り紋様ウェビ
ングの製造開発

西日本シティ銀行

6262 2540120378

福岡県

株式会社石井鉄工所

ＣＮＣ円筒研削盤導入による品質レベル向
上、生産効率向上、競争力強化計画

公益財団法人福岡県中小企業振興
センター

6263 2540120382

福岡県

東洋ラミテック株式会社

低コスト、高意匠、高硬度 鏡面仕上げ板材
の開発

大川信用金庫

6264 2540120383

福岡県

小倉合成工業株式会社

特殊エステル生産の効率化

北九州商工会議所

6265 2540120384

福岡県

株式会社アステックインタナショナル

品質マネジメントシステムのアプローチを用い
北九州商工会議所
た基幹システムの研究開発

6266 2540120386

福岡県

橋本食品株式会社

精肉・惣菜小売テナント業における情報化投
資による商品鮮度と生産性の向上

6267 2540120388

福岡県

有限会社三宅特殊製袋

プラスチック袋製造において小ロット、多品
佐賀銀行
種、短納期、品質向上に対応する設備の確立

6268 2540120389

福岡県

株式会社ランテックソフトウェア

タブレット／スマートフォン対応の呼出しチャイ
北九州商工会議所
ム受信表示機の試作開発

6269 2540120401

福岡県

株式会社メグシ

金属加工技術を活用したインプラント等の医
療機器分野への参入

遠賀町商工会

6270 2540120402

福岡県

クラウン・フーヅ株式会社

多用途・多品種・短納期に対応する、パン粉
の増産技術の開発

福岡銀行

229／245

粕屋町商工会

太宰府市商工会

西日本シティ銀行

北九州商工会議所

6271 2540120404

福岡県

有限会社丸憲製作所

新型マシニングセンタの導入による加工品目
福智町商工会
の多角化

6272 2540120405

福岡県

古賀金属工業株式会社

「シミュレーションソフト導入による高張力鋼板
筑邦銀行
の高精度三次元設計技術の開発」

6273 2540120408

福岡県

トータルケア・システム株式会社

処理コストの削減を目的とした紙おむつリサイ
西日本シティ銀行
クル副産物の乾燥設備導入

6274 2540120410

福岡県

有限会社酒井製作所

銅管等熱交換機部品曲げ・端末加工の新規
受注に向けた試作・生産設備導入事業

飯塚信用金庫

6275 2540120411

福岡県

有限会社恒成工作所

ノッチングプレス加工の自動化による生産効
率化と海外メーカーへの競争力強化。

北九州銀行

6276 2540120413

福岡県

株式会社ギコウ

情報格納体を内蔵する有床義歯の試作開発 福岡銀行

6277 2540120418

福岡県

有限会社カミックス

パッケージ印刷分野へ新規参入する為の製
版技術の試作・開発

6278 2540120419

福岡県

血圧及び関節の予防・改善作用を有する活性
株式会社バイタルリソース応用研究
ペプチドを用いた新規機能性食品素材の試作 福岡銀行
所
品開発

6279 2540120421

福岡県

株式会社八ちゃん堂

冷凍果物・野菜の鮮度維持の向上と視認性を
武石誠司
一新する包装技術の確立

親和銀行

6280 2540120423

福岡県

新興産業株式会社

『再生プラスチック原料の生産における品質お
よび生産効率向上の為の水資源の循環再利 福岡銀行
用』

6281 2540120425

福岡県

株式会社スクラムソフトウェア

ｉＢｅａｃｏｎ（近距離無線通信機能）による商店
街等向けの安価で集客等に効果の高いシス 嬉野豊
テム開発

6282 2540120426

福岡県

井上紙工印刷株式会社

画像検査装置及び管理システムの導入によ
る検査コストの改善の取り組み

6283 2540120428

福岡県

株式会社レンテック

土壌の環境改善を目的とした微生物（光合成
福岡商工会議所
細菌）製剤の試作開発

6284 2540120430

福岡県

株式会社ワンズコーポレーション

高齢者在宅介護用家具開発事業

6285 2540120431

福岡県

アサヒ醸造株式会社

「無塩味噌」と「無塩味噌を利用した栄養機能
柳川商工会議所
食品」の開発

6286 2540120432

福岡県

今心株式会社

「オフセット輪転印刷機」による小ロット印刷の
山内英樹
短納期・価格競争力強化計画

6287 2540120436

福岡県

株式会社モーブル

新素材マットレスベッドの製造とベッド業界へ
大川信用金庫
の進出

6288 2540120437

福岡県

株式会社フロム工業

二重絶縁構造によるアースが不要な家庭用
ディスポーザの開発

6289 2540120438

福岡県

株式会社イシモク・コーポレーション

最新鋭枠材加工機導入による省施工対応枠
大川信用金庫
材の革新的生産ラインの開発

6290 2540120441

福岡県

日建エンジニアリング株式会社

ボイラーパネル溶接の自動化と極小Ｒ曲げ加
北九州商工会議所
工の設備増強による他社との差別化

6291 2540120442

福岡県

有限会社エムエスハウゼ

地域材を使用した新規格の木材による人と環
添田町商工会
境に優しい家づくり

6292 2540120443

福岡県

双和アルミ工業株式会社

在宅リハビリ機器製造事業への参入

6293 2540120444

福岡県

日本レドックス株式会社

新しい検査装置としての卓上型永久磁石式Ｎ
福岡銀行
ＭＲ計測装置の試作開発

6294 2540120445

福岡県

二瀬窯業株式会社

高炉スラグ加工砂を利用したローコスト施工
可能な高耐久性速硬断面修復材の開発

6295 2540120446

福岡県

株式会社マルミツテクノ

３Ｄプリンターおよびソフトウェアの活用による 公益財団法人福岡県中小企業振興
加工精度の向上
センター

6296 2540120449

福岡県

九州チューエツ株式会社

高付加価値の印刷版出力機と新自現機導入
末永英男
による競争力強化と環境への配慮

6297 2540120450

福岡県

シーエススチール株式会社

耐震補強工事用鉄骨フレーム加工における
加工精度向上＆コスト削減

230／245

福岡銀行

大川信用金庫

北九州銀行

商工組合中央金庫

西日本シティ銀行

粕屋町商工会

6298 2540120451

福岡県

有限会社アルファー

生産能力の増強と平準化のための急速冷凍
技術等を導入し、受注高５割増しを目指す計 若宮商工会
画

6299 2540120453

福岡県

前田建具製作所

当社独自の「立体組子」を活用した製品開発
と販路開拓

6300 2540120454

福岡県

有限会社ヒサシ通商

日本最高レベルの酒米加工技術をもって日本
筑後信用金庫
酒のＪＡＰＡＮブランド化に貢献する事業

6301 2540120456

福岡県

篠原製本株式会社

上製本製造技術の向上と環境配慮事業の新
田中哲
展開および雇用拡大

6302 2540120457

福岡県

大西化成株式会社

保管時の省スペース化を実現する積み重ね
可能な発泡スチロールケースの開発

6303 2540120458

福岡県

マルナカゴム工業

大きな複雑形状のゴム立体造形技術の高度
大川信用金庫
化及び生産プロセス向上

6304 2540120462

福岡県

株式会社朝日工芸社

有機太陽光発電システムを利用した屋外型サ 公益財団法人北九州産業学術推進
インの試作
機構

6305 2540120464

福岡県

株式会社ナノクス

新型水燃料混合装置の開発・試作による環境
北九州商工会議所
汚染物質排出削減と省エネルギーの実現

6306 2540120465

福岡県

清和肥料工業株式会社

肥料製造工程における加湿混合方法の変更 一般社団法人九州地域中小企業等
による製造コスト改善と製品品質向上。
支援専門家連絡協議会

6307 2540120466

福岡県

株式会社ＳＫＴ

幼稚園・保育園向け業務支援サービス＝「Ｅｙ
佐藤修一公認会計士事務所
ｅ－Ｓｙｓｔｅｍ」

6308 2540120467

福岡県

株式会社ケンコントロールズ

グローバル市場で戦える工場効率化を図るた
久留米商工会議所
めのハイブリッド無人搬送車の開発

6309 2540120471

福岡県

株式会社エスパース建設

既存集合住宅のオートロック開発・設置事業

大川信用金庫

米倉博彦

公益財団法人福岡県中小企業振興
センター

6310 2540120472

福岡県

日本ファインテック株式会社

半導体装置部品の生産性向上と短納期化を
実現するための高速・高精度マシニングセン 西日本シティ銀行
タの導入

6311 2540120473

福岡県

大久保設備工業株式会社

プレハブ対応高精度スパイラル直管ダクト製
造技術の開発

西日本シティ銀行

6312 2540120474

福岡県

龍宮株式会社

健康寝具「パシーマ」のトレーサビリティ安心
サービス

筑後信用金庫

6313 2540120475

福岡県

白石鉄工株式会社

溶接型円筒パイプ製造における高真円度を
達成する曲げ加工技術の確立

公益財団法人北九州産業学術推進
機構

6314 2540120478

福岡県

有限会社飯野鉄工所

高精度部品の工程削減による低コストの実現
福岡ひびき信用金庫
と短納期化への取組

6315 2540120479

福岡県

株式会社ＲＡＩＤ

人生を振り返り、家族との絆を深めるための
映像（自分史ビデオ）の商品化

6316 2540120483

福岡県

株式会社ボナック

機能性核酸構築に必須となる新規アミノ酸ア
新日本有限責任監査法人
ミダイトの創出

6317 2540120484

福岡県

三喜工業株式会社

環境対応型の無溶剤塗装に対応した大型鋼
福岡ひびき信用金庫
管等へのブラスト・塗装技術の開発

6318 2540120485

福岡県

株式会社てら岡

惣菜・お節料理 急速冷凍化による品質保
持・安全性向上、製造高効率化計画

6319 2540120486

福岡県

株式会社陽和

「医療用薬液供給配管用フッ素樹脂製溶着分 公益財団法人北九州産業学術推進
岐継手」の製造プロセスの確立
機構

6320 2540120487

福岡県

九州製紙株式会社

トイレットペーパー製品の梱包材料の変更に
よる軽量化・低コスト化

公益財団法人北九州産業学術推進
機構

6321 2540120489

福岡県

ナガノインテリア工業株式会社

皮革張り製品の多品種極小ロット・短納期生
産による海外製品との差別化

米倉博彦

6322 2540120490

福岡県

株式会社重富印刷

お客様企業の販促活動の代行サービス＝重
糸島市商工会
富アシストサービスの導入

6323 2540120491

福岡県

株式会社ウメダ

五面加工機（大型工作機械）導入による生産
ザグ・インスティチュート有限会社
プロセスの強化と販路開拓

6324 2540120492

福岡県

株式会社平山プレス工業所

ＹＡＧレーザー溶接事業の新規立ち上げによ
肥後銀行
る当社金属加工事業領域拡大事業

231／245

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

公益財団法人福岡県中小企業振興
センター

6325 2540120493

福岡県

計測検査株式会社

Ｘ線応力測定装置による溶接部の劣化・損傷
田口正章
評価技術の開発

6326 2540120495

福岡県

株式会社メック

施設園芸（ハウス栽培）用無線通信可能セン
西日本シティ銀行
サーユニットの試作開発

6327 2540120504

福岡県

株式会社西田

煮くずれしにくい真空加熱釜の開発と最適な
利用方法の研究

黒岩延峰

6328 2540120508

福岡県

吉永ハイメタル株式会社

高精度フライス加工機導入によるロータリー
研磨工程の削減

北九州銀行

6329 2540120510

福岡県

株式会社進電

ワイヤー張架式多連装風力発電装置の開発 福岡銀行

6330 2540120512

福岡県

株式会社松本電子工業

光電子増倍管を用いた省エネ、低価格、性能 公益財団法人福岡県中小企業振興
向上を実現する微小孔検出装置の開発
センター

6331 2540120515

福岡県

津福工業株式会社

空気熱を利用した年間冷房事業所向け省エ
ネハイブリッド冷房ユニットの開発

久留米商工会議所

6332 2540120517

福岡県

有限会社港工作所

大口径特注品等の納期短縮・生産強化の為
の大型数値制御旋盤導入

商工組合中央金庫

6333 2540120518

福岡県

合同会社煙家工房

福岡産鮎を使った空港売店等土産物屋向け
燻製商品の開発

内田義行

6334 2540120523

福岡県

株式会社カマチ鉄工

最新鋭ガントリーローダー付きＣＮＣ旋盤によ
る機械部品加工の工程集約と夜間無人運転 筑後商工会議所
の確立

6335 2540120524

福岡県

株式会社杉山製作所

高付加価値モーター部品の製造用金型の内
三井住友銀行
製化率向上による競争力向上事業

6336 2540120528

福岡県

エイリツ電子産業株式会社

ＩＣＴを活用した施設園芸の先進的栽培事業

福岡信用金庫

6337 2540120530

福岡県

株式会社串ざんまい

自動販売機による本格焼き鳥の販売展開

志免町商工会

6338 2540120533

福岡県

東洋ステンレス研磨工業株式会社

軽量高耐食薄膜意匠性極薄チタン材の加工
技術の確立と部品開発

商工組合中央金庫

6339 2540120537

福岡県

株式会社ソフトエナジーコントロール 二次電池、充放電評価システムの新機能開
ズ
発

6340 2540120538

福岡県

株式会社ランド・クリエイティブ

環境事業対応型「高耐久性チェーンコンベア
カッタ」の開発・試作

6341 2540120540

福岡県

株式会社戸畑ターレット工作所

アルミ合金の摩擦圧接接合による環境配慮型 公益財団法人北九州産業学術推進
自動車向け部材の試作開発
機構

6342 2540120545

福岡県

アスカコーポレーション株式会社

次世代ＵＢＭめっきのための品質保証技術の
西日本シティ銀行
高度化

6343 2540120550

福岡県

株式会社アール・イー・ソリューショ
ンズ

メディアゲートウェイの量産に向けた設計・開
福岡商工会議所
発事業

株式会社エスネットワークス

大牟田柳川信用金庫

6344 2540120553

福岡県

信号電材株式会社

多品種信号柱の設計、部品選定、加工指図
が可能な設計・生産計画システムの導入並び
福岡銀行
に設備改善 による信号柱自動化量産ライン
の構築

6345 2540120554

福岡県

新栄工業株式会社

部品寸法測定時間短縮と測定精度の向上の
筑邦銀行
ための三次元測定機の導入

6346 2540120555

福岡県

田中歯科医院

院内技工サービスによる補綴治療の精度向
上及び治療期間の短縮

6347 2540120561

福岡県

株式会社千賀栄

最大５０％節水機能を付加させた浴室用脱塩
商工組合中央金庫
素シャワーヘッドの開発

6348 2540120563

福岡県

ＬＥシステム株式会社

石油コークス火力発電所の電気集塵煤から
のバナジウム回収を目的とした下方流燃焼炉 久留米商工会議所
の開発

6349 2540120565

福岡県

株式会社スマートサービステクノロ
ジーズ

安心安全便利なエネルギーと生活の見守りシ
福岡銀行
ステムＩＤ－ＥＬＭＳ

6350 2540120567

福岡県

株式会社ビジブル

簡易組立・移動方式の３６０度３Ｄ立体映像シ
米倉博彦
アターの試作開発

6351 2540120571

福岡県

ＡＩテクノロジー株式会社

人体の動きを検知できる電波方式を用いた革
商工組合中央金庫
新的な人感センサの試作開発

232／245

木原敬吉

6352 2540120575

福岡県

日章工業株式会社

『遮煙機能を追加した耐熱強化ガラス入り新
型鋼製ドアの開発』

6353 2540120576

福岡県

松野プレス工業株式会社

生産性向上のためのロボットによる溶接設備
西日本シティ銀行
（ライン）の構築

6354 2540120578

福岡県

株式会社共和製作所

３次元ＣＡＤと鉄骨孔あけ機との連動による工
松原竹田税理士法人
期短縮及び製品精度向上

6355 2540120583

福岡県

株式会社ビハラ

医療特化型有料老人ホームでの、滅菌レベル
古賀市商工会
の向上。

6356 2540120595

福岡県

株式会社サヌイ織物

博多織の新製品開発に伴う裁断加工機設備 公益財団法人福岡県中小企業振興
投資と新市場開拓事業
センター

6357 2540120596

福岡県

株式会社パークウエスト

遠赤窯導入による「無添加焼きたてパン」の配
ザグ・インスティチュート有限会社
送サービスの開始

6358 2540120599

福岡県

有限会社ウィンズテック

短時間中子崩壊の実用化技術並びにデモン
久留米商工会議所
ストレーション機の開発

6359 2540120601

福岡県

パイオニア工業株式会社

３Ｄプリンタを活用したプラスチックボトル試作 公益財団法人北九州産業学術推進
体制構築による競争力強化
機構

6360 2540120602

福岡県

環境テクノス株式会社

三次元造形と伝統工芸の融合技術と環境配
慮型素材を組み合わせた製品試作開発と新
規市場展開

公益財団法人北九州産業学術推進
機構

6361 2540120605

福岡県

株式会社西日本冷食

シャコ殻と酵素を餌に用いた減臭・旨味増の
Ｗ効果スッポンの研究開発

公益財団法人福岡県中小企業振興
センター

6362 2540120607

福岡県

株式会社ワイズ

障害者の雇用を促進させる高品位で低価格
な熟成トンカツの新製造システムの開発

福岡ひびき信用金庫

6363 2540120609

福岡県

シキソンパワー株式会社

世界初の特許技術による安価な液体ピロー
ル肥料製作

公益財団法人福岡県中小企業振興
センター

6364 2540120613

福岡県

株式会社イハラ製作所

精密で大型の金型を高品質短納期で製造す
西日本シティ銀行
る体制を構築する。

6365 2540120615

福岡県

八幡電機精工株式会社

最新のＣＮＣ複合研削盤導入による加工精度 公益財団法人北九州産業学術推進
向上とリードタイムの短縮
機構

6366 2540120619

福岡県

株式会社春日工作所

イカ釣り漁業におけるＬＥＤ集魚灯システムの 公益財団法人北九州産業学術推進
試作開発及び実証実験
機構

6367 2541120045

佐賀県

三栄興産株式会社

測色色差計の導入による品質管理の高効率
唐津東商工会
化・品質向上の生産体制の構築

6368 2541120046

佐賀県

有限会社淵野陶土

革新的成形装置の導入による新分野市場へ
嬉野市商工会
の参入と競争力強化

6369 2541120047

佐賀県

熊本電気工業株式会社

可動ヒートシンクを使用したＬＥＤ照明の生産
佐賀信用金庫
体制構築事業

6370 2541120048

佐賀県

有限会社マルハ園芸

農産加工に於ける量産整備事業（大型乾燥
機及び各種機器等導入）

6371 2541120049

佐賀県

有限会社サインマーケット

ＬＥＤと国産木材のコラボレーションによる、美
上峰町商工会
しく光る温もりある立体文字の試作開発

6372 2541120050

佐賀県

ニシハツ産業株式会社

レーザー光線による板海苔の異物除去装置
の開発

佐野康隆税理士事務所

6373 2541120052

佐賀県

伊之助製麺株式会社

麺製造における受注増加に備えた製造時間
短縮のための機械導入

内田友壱

6374 2541120054

佐賀県

ミナノ精工株式会社

ＣＮＣ画像測定機による高精度測定技術の確
唐津東商工会
立

6375 2541120055

佐賀県

有限会社ジョイックスシステム

オートボディプリンターを活用した観光ＰＲ広
告事業

6376 2541120056

佐賀県

株式会社ワイシステムサポート

新世代大判プリンターによるステッカーの受注
西村税理士・社労士事務所
当日出荷事業

6377 2541120060

佐賀県

株式会社吉村商店

塩水処理加工の機械化による品質向上・海外
唐津東商工会
向け生産・新商品の創造

6378 2541120061

佐賀県

株式会社炭化

国内外流通産業における青果物・花卉類の輸
佐賀商工会議所
送にともなう長期鮮度保持の試作開発

233／245

粕屋町商工会

商工組合中央金庫

神埼市商工会

6379 2541120062

佐賀県

株式会社シマブン

グレーチング構成部材の簡素化及び新規加
工技術による生産性向上と低コスト化

6380 2541120064

佐賀県

有限会社松田木工

ＮＣルーターと匠の技を融合したセミオーダー
上峰町商工会
『木製ユニット建具』の一貫生産体制の構築

6381 2541120072

佐賀県

田島興産株式会社

住まいに関するトータルソリューションビジネ
スの展開

佐賀商工会議所

6382 2541120073

佐賀県

株式会社サンタフーズ

最高級佐賀牛と佐賀海苔“有明海一番”、及
び有田鶏等佐賀県産食材を活用した革新的
新商品の開発販売によるブランド確立

佐賀商工会議所

6383 2541120074

佐賀県

日進化工機株式会社

日本初フレーム開閉式による防汚性・清掃性
を高めた、三角屋根型紙パック搬送コンベヤ 佐賀市南商会
の試作開発

6384 2541120075

佐賀県

西研グラフィックス株式会社

三次元測定機導入による風力発電用大型部
吉野ヶ里町商工会
品の製作及び検査工程の高度化

6385 2541120078

佐賀県

九州大栄工業株式会社

本木目調自動車内パネルを製造するインモー
佐賀銀行
ルド成形装置及び製品の試作開発

6386 2541120079

佐賀県

株式会社ミツセ

玉葱皮剥きの精度・効率向上のための新たな
東京中央経営株式会社
生産体制の開発

6387 2541120081

佐賀県

株式会社河北鉄工

新技術（自動溶接ロボット）導入による競争力
みやき町商工会
強化の実現

6388 2541120086

佐賀県

宗政酒造株式会社

乳酸菌を利用した新規の発泡性低アルコール
有田商工会議所
清酒の開発

6389 2541120087

佐賀県

藤津碍子株式会社

新規碍子開発および生産合理化に向けた丸
鹿島商工会議所
鏝成形機のＮＣ精密加工制御機構追加改造

6390 2541120091

佐賀県

株式会社クリエイト

植物成長促進効果を持たせた腐植酸含有抽
みやき町商工会
出液の製造技術の確立

6391 2541120092

佐賀県

シンエイメタルテック株式会社

磁力を応用して「環境負荷ゼロ」を実現した小
商工組合中央金庫
型ゴミ処理装置の開発

6392 2541120095

佐賀県

有限会社中島製作所

イージーオーダーのビジネスモデル構築によ
鹿島商工会議所
る自動滅菌システム装置の開発

6393 2541120097

佐賀県

松尾紙器

軽量化と荷重性に優れた紙段ボール製パレッ
みやき町商工会
トの開発

6394 2541120101

佐賀県

株式会社ＡＱＵＡＰＡＳＳ

超精密洗浄テスト環境の構築による洗浄ソ
リューションの強化

6395 2541120102

佐賀県

株式会社島内エンジニア

カメラ搭載型マルチロータ式電動ヘリコプタ開
佐賀駅前法律事務所
発による空中撮影及び地形解析技術の向上

6396 2541120106

佐賀県

株式会社江崎しろあり

先進の調査機材とエキスパートシステムを活
商工組合中央金庫
用した革新的業務体制の構築

6397 2541120107

佐賀県

藤津製氷株式会社

海苔原藻を高品質のまま長期間且つ大量に
冷凍保存する為の工程と設備の開発

鹿島商工会議所

6398 2541120111

佐賀県

窓乃梅酒造株式会社

生産性と付加価値の高い高品質日本酒を通
年で効率的に製造できる環境の整備

商工組合中央金庫

6399 2542120066

長崎県

株式会社深町組

燃費３８％減の省エネルギー型シャトルキル
ンと耐火物の開発による市場拡販

商工組合中央金庫

6400 2542120069

長崎県

粕谷製網株式会社

定置網および養殖生簀網の防汚（防藻）加工
岩崎修一税理士事務所
設備の導入による競争力強化

6401 2542120070

長崎県

さいとう木箱

木箱用板材の内製作業化に伴う新たな化粧
木箱の商品化と新分野進出

6402 2542120073

長崎県

吸着技術工業株式会社

温度スイング・圧力スイング吸着法ハイブリッ
石井税理士事務所
ド溶剤回収装置開発

6403 2542120074

長崎県

有限会社東彼セラミックス

抗菌効果を有するセラミックス製保存容器お
よび調理用器の開発

田口寛税理士事務所

6404 2542120075

長崎県

サイエンスリサーチ株式会社

マイクロ水力発電用・高効率垂直型ブレード
の試作開発

親和銀行

株式会社バイオジェノミクス

植物性乳酸菌・腸内乳酸菌を活用した新規
“乳酸菌生産物”の開発で新たな市場拡大を 園田辰義税理士事務所
図る。

6405 2542120078

長崎県

234／245

久留米商工会議所

佐賀銀行

三重商工会

6406 2542120080

長崎県

田中工機株式会社

玉ねぎ・馬鈴薯等の選別可能な乗用自走ピッ
商工組合中央金庫
クアップ収穫機の開発

6407 2542120083

長崎県

服部産業株式会社

鋳物製造ライン珪砂空気輸送設備の設置に
よる競争力強化

今村茂雄税理士事務所

6408 2542120085

長崎県

オフィスメーション株式会社

３Ｄプリンタの利活用をデータ作成から製品完
成まで、一貫して提供する革新的サービス事 ストラテジーシステム研究所
業

6409 2542120089

長崎県

有限会社川野商店

野菜残渣による堆肥で製造した純国産緑豆に
本村泰人税理士事務所
よるもやし生産体制の確立

6410 2542120090

長崎県

長工醤油味噌協同組合

有用乳酸菌の利用等による高品位醤油の開 波多野アンドパートナーズ会計事務
発
所

6411 2542120091

長崎県

出口工業株式会社

複合加工機の導入による新しい航空機部品
産業分野への更なる挑戦

6412 2542120093

長崎県

赤木コーセイ株式会社

ロボット活用による省人化でコストの競争力向
十八銀行
上と３Ｋ作業の環境を改善。

6413 2542120094

長崎県

有限会社光春窯

消費者に好まれ需要が高い独自窯変技術を
アイジータックス
活かした陶磁器の生産増大

6414 2542120096

長崎県

株式会社堀内組

大型オリーブ搾油機導入により、長崎県内の
九州ひぜん信用金庫
オリーブ事業の産地化を図る。

6415 2542120097

長崎県

株式会社大野社

次世代燃料電池実用化の為のステンレス加
工部品の高精度化及び生産性向上

藤原信介税理士事務所

6416 2542120098

長崎県

有限会社池田機械設計

観光地の活性化を目的とした電動アシストブ
レーキ付人力車の製造販売計画

土井税務会計事務所

6417 2542120099

長崎県

パインテールファーム株式会社

県内産こだわり無添加手作りチーズの品質確
十八銀行
保と安定供給に向けて

6418 2542120101

長崎県

株式会社地域開発

高精度化とコスト低減を目的としてダム等の
深浅測量装置の導入による事業拡大

6419 2542120104

長崎県

大新技研株式会社

電子カルテが保持する医療情報システムの院
十八銀行
外活用と安全管理

6420 2542120110

長崎県

株式会社カミヤアートパッケージ

高付加価値の印刷設備を導入し、新規印刷
技術による新商品の開発と市場拡大。

6421 2542120111

長崎県

株式会社張本創研

廃瓦や廃レンガなどの多孔質廃材を再利用し
十八銀行
た舗装材の試作開発

6422 2542120112

長崎県

梅ヶ枝酒造株式会社

新たな発泡性酒類の企画開発による事業の
拡大と競争力の強化

6423 2542120114

長崎県

西部環境調査株式会社

連続流れ分析装置導入による競争力強化・利
土井税務会計事務所
益改善計画

6424 2542120115

長崎県

エピクルー株式会社

環境にやさしく安全なエピ副生成物洗浄装置
十八銀行
の試作開発

6425 2542120116

長崎県

総合商社株式会社協和工商

五島産塩麹きびなご販売市場拡大のための、
品質改良及び生産量安定化・物流効率化事 一ノ瀬小川税理士事務所
業

6426 2542120118

長崎県

株式会社森システム

フィルム及びセラミックシートの高速移載位置
西内俊一郎税理士事務所
決め装置の開発

6427 2542120120

長崎県

新電業株式会社

ＮＣ大型プレス機導入による火力プラント陸用
タービン外衣防振バッフル製作のプロセス強 長崎三菱信用組合
化

6428 2542120122

長崎県

満開株式会社

画像測定システム、ＣＡＤ、ＣＮＣ装置を組み
合わせた製造システムの構築による競争力
の強化

6429 2542120125

長崎県

株式会社イシマル

中小企業の営業力を強化するクラウド型営業
近藤税理士事務所
支援システムの開発

6430 2542120126

長崎県

株式会社ポシブル

超小型・高密度プラズマ源および高効率小型
宮崎銀行
プラズマプロセス装置の開発

6431 2542120127

長崎県

株式会社美泉

赤ちゃん肌着の名前入りサービスで差別化を
十八銀行
はかり販売量を増大する。

6432 2542120129

長崎県

株式会社タカギ建設鋼業

非鉄金属の接合技術の導入とシステム構築
による競争力強化の為の設備導入

235／245

西そのぎ商工会

親和銀行

土井税務会計事務所

商工組合中央金庫

石井税理士事務所

十八銀行

6433 2542120131

長崎県

崎永海運株式会社

フルーティ・トマトの栽培施設と選果場システ
ムの効率化

6434 2542120134

長崎県

株式会社時津鉄工所

曲げ加工の作業効率化によるコスト削減と能
長崎三菱信用組合
力増強による市場拡大

6435 2542120137

長崎県

永田鉄工株式会社

鉄骨部材の大ブロック化と溶接システムによ
る省力化。

6436 2542120145

長崎県

流体テクノ有限会社

船舶用省エネ装置“省エネステータ”の新素材
ＫＩＴＡＸ木竹会計事務所
利用による軽量化

6437 2542120146

長崎県

有限会社筒山太一窯

蓄光製品の量産化を目指したプレス機導入に
アイジータックス
よる低コスト化及び製品精度の向上

6438 2542120152

長崎県

有限会社協立鉄工所

ＣＮＣ横中ぐりフライス盤導入による陸用・舶
用タービン各種部品の加工プロセス強化

6439 2542120153

長崎県

有限会社ナカタ

設備導入、共用によるきびなご刺身、レトルト
ストラテジーシステム研究所
食品の量産化試行・開発

6440 2542120154

長崎県

株式会社中嶋屋本店

魚介類の粉体を独自の削り節の製造技術を
用いて顧客ニ－ズにあった商品化をする事に 有田会計事務所
より、他社との差別化を図る。

6441 2543120075

熊本県

有限会社吉住塗装工場

「人と環境にやさしい水性系塗料１００％使
用」に向けた新たな生産システムの構築と事
業化

6442 2543120077

熊本県

株式会社ソリューション

ＩＴ技術活用で新製造プロセスを確立し部品加
肥後銀行
工リードタイムを短縮

6443 2543120083

熊本県

ババ商店株式会社

品質向上による差別化・製造コスト削減による
熊和パートナーズ
受注アップと利益改善

6444 2543120084

熊本県

三重津田電器産業株式会社

スイッチの組立て時における内部構造の非破
荒木公認会計士事務所
壊監視体制の強化

6445 2543120092

熊本県

株式会社愛歯

歯科治療リードタイム短縮のためのＣＡＤ／Ｃ
公益財団法人くまもと産業支援財団
ＡＭ設備の強化

6446 2543120094

熊本県

山下機工株式会社

高品位、高効率切削加工の試作開発のため
の設備導入事業

6447 2543120095

熊本県

有限会社鹿本金型機工

次世代自動車の高機能化に貢献する複雑形
肥後銀行
状コネクター製造金型の高付加価値化事業

6448 2543120097

熊本県

株式会社旭製作所

濃縮カプサイシン類製造用プラントの開発

6449 2543120101

熊本県

株式会社池松機工

航空・エネルギー産業における難削材部品の
肥後銀行
試作加工による切削加工技術の開発。

6450 2543120102

熊本県

株式会社ひごいち

精密板金・鉄骨・製缶業における、３Ｄ計測、
設計、製作環境の構築

肥後銀行

6451 2543120103

熊本県

ニホン工研株式会社

新超音波研磨・洗浄装置の試作機開発・製
造・販売

肥後銀行

6452 2543120104

熊本県

ネクサス株式会社

ナノシルバー塗装による車載用プラスチック部
商工組合中央金庫
品の感性特性の向上

十八銀行

アップパートナーズ

長崎三菱信用組合

熊本商工会議所

公益財団法人くまもと産業支援財団

河野公認会計士事務所

6453 2543120107

熊本県

株式会社サック

建築基準法施行令「その他の天井」に属する
耐震用システム吸振つり天井の実用化技術 肥後銀行
開発。

6454 2543120108

熊本県

株式会社ウッドスペース

ＮＣルーター３次元造形ＣＡＤ／ＣＡＭシステム
山口公認会計士事務所
によるオーダー家具・建具の開発

6455 2543120109

熊本県

株式会社オーケーフーズ

豆乳に地域特産物を加えた健康志向に対応
した業務用食材・お菓子の開発

6456 2543120110

熊本県

株式会社マルコ建設

竹と樹皮を原料とした競合優位性を有する機
熊本第一信用金庫
能性ボードの開発

6457 2543120116

熊本県

オオヤブデイリーファーム

日本初のオメガ３脂肪酸（ＤＨＡ・α リノレン酸
等）強化生乳を利用した 無添加 飲むヨーグ 合志市商工会
ルトの開発製造。

6458 2543120117

熊本県

有限会社歩産業

高効率キノコ菌とＩＣＴを活用した循環型キノコ
本渡商工会議所
菌床栽培システムの開発

6459 2543120119

熊本県

橋本醤油合資会社

高機能液体充填機の導入による製造工程の
肥後銀行
省力化とサニタリー環境の整備

236／245

菊陽町商工会

6460 2543120121

熊本県

株式会社日進精密

生産性向上及び当社独自の治工具製品や新
肥後銀行
商品製作のためのＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入

6461 2543120122

熊本県

合同会社ＦＵバイオカルチャー

バイオリアクターとしての二枚貝の完全養殖
システムの確立とそれを活用した水質浄化シ 肥後銀行
ステムの開発

6462 2543120127

熊本県

株式会社こどもデザイン研究所

こどもデザインネットワーク事業～国産材利用
鍬田経雄税理士事務所
のこども教育環境づくりを目指して～

6463 2543120129

熊本県

株式会社城南興産

未利用熱エコハイブリット乾燥装置導入による
福岡銀行
省資源型培土製造システムの実現

6464 2543120130

熊本県

株式会社ソルブテック

アルミ合金中空押出材（ダブルスキン）断面の
公益財団法人くまもと産業支援財団
強度品質管理装置の開発

6465 2543120132

熊本県

株式会社コーヨー

砂型造型機製品の精度及び効率を上げること
肥後銀行
による鋳物製品の品質向上

6466 2543120133

熊本県

株式会社おがた

在宅高齢者向けブルーサークルメニュー開発
熊本市北部商工会
事業

6467 2543120136

熊本県

重光産業株式会社

安心安全な日本の食文化の世界展開を図る
肥後銀行
ための管理体制強化事業

6468 2543120137

熊本県

株式会社パワーバンクシステム

ファブリックヒーターを用いたラミネート製品の
公益財団法人くまもと産業支援財団
開発及び製品化

6469 2543120138

熊本県

ベーグル専門店ルコラ

パネトーネ種酵母菌を使用した長期熟成工法
八代商工会議所
による賞味期限の延長

6470 2543120142

熊本県

株式会社ラクティブジャパン

癌患者の必要栄養量不足防止に資する乳酸
熊本銀行
サプリメントの革新的製造体制構築

6471 2543120143

熊本県

株式会社菊池製作所

樹脂コーティング加工の品質、技術向上の為
菊池市商工会
の自動化装置と機械加工部門の新設」

6472 2543120147

熊本県

有限会社高尾野製作所

生産管理システムを活用した、小口・短納期・
肥後銀行
コスト圧縮対応事業

6473 2543120148

熊本県

株式会社ケイ・エム・ケイ

新事業への販路拡大及び加工技術の確立へ
宇城市商工会
向けたワイヤー放電加工機の導入

6474 2543120150

熊本県

米善機工株式会社

計測機器の検査校正サービス事業による革
新的サービスの提供

6475 2543120153

熊本県

株式会社ぞうさんのはな
株式会社きらりコーポレーション

地域で支える在宅高齢者の“地域包括見守り
栗谷利夫税理士事務所
システム”の構築

6476 2543120154

熊本県

明新工業株式会社

『次世代プラント・タンク製造・管理システム構
海江田経営会計事務所
築による競争力の強化事業』

6477 2543120160

熊本県

株式会社キャスティングアイ

デンチャー（入歯）製造工程の工法改革に伴
う、新規設備導入と治具開発の実施

6478 2543120161

熊本県

有限会社ハム工房ＴＯＮＧＴＯＮＧ

豚肉及び豚肉加工品の急速冷凍による遠距
菊池市商工会
離配送・販売事業

6479 2543120162

熊本県

株式会社木村

米由来の素材を主原料とした発酵素材の開
発及び高付加価値化事業の提供

6480 2543120164

熊本県

不二精密工業株式会社

高性能切削加工技術の高度化と最先端ＬＥＤ
肥後銀行
街路灯カバー製造への新たな取り組み

6481 2543120167

熊本県

天草工学株式会社

肉厚ガラスブロックに対応した切り出し装置の
公益財団法人くまもと産業支援財団
導入

6482 2543120168

熊本県

有限会社アクアマリーン

近赤外線照明装置と画像処理技術を使用し
公益財団法人くまもと産業支援財団
た低価格な味付け海苔枚数検査装置の開発

6483 2543120169

熊本県

株式会社ヨシダ

帽子を中心とした斬新なデザインの編立技術
株式会社ダイワマネジメント
確立によるブランド向け商品の試作開発

6484 2543120170

熊本県

アドバンフィット株式会社

精密３Ｄ形状加工金型導入による、義肢装具
宍倉渉税理士事務所
製造技術の最適化と合理化

6485 2543120174

熊本県

新日本ステンレス工業株式会社

航空宇宙およびエネルギー分野における受
注拡大・高度化を目指した工作機械の導入

玉田税理士事務所

6486 2543120178

熊本県

株式会社スリーダイン

カスタムメイド呼吸器用マスクの試作開発

商工組合中央金庫

237／245

坂田会計事務所

公益財団法人くまもと産業支援財団

公益財団法人くまもと産業支援財団

6487 2543120180

熊本県

株式会社九州マグテックス

新分野への参入に伴う生産性の向上及び高
坂田会計事務所
品質を目指す

6488 2543120181

熊本県

株式会社フュージョンテク

国内初！２万円を切る立ち座り補助器具の試
熊本第一信用金庫
作開発

6489 2543120182

熊本県

フードファイト株式会社

から揚げ用製品の販路拡大に向けた新規設
税理士法人絆
備導入と試作品開発事業

6490 2543120184

熊本県

株式会社九州メカニクス

新分野の高難度・高精度・高品質製品の受注
玉名市商工会
拡大で、事業基盤の強化を目指す

6491 2543120186

熊本県

フェニックス精工株式会社

医療機器関連部品の樹脂化に対応した生産
滋賀中央信用金庫
能力増強事業

6492 2543120196

熊本県

ダンソフトウエア株式会社

無線ネットワークによるバイタル測定値自動
記録システムの構築

6493 2543120198

熊本県

有限会社興漁水産

超効率的凍結機構の導入による付加価値及
福岡耕二税理士事務所
び競争力強化プロジェクト

6494 2543120199

熊本県

公進ケミカル株式会社

７．５μ ｍ以下の粒子径を高効率・高安定品
質化するビーズミル分散技術の高度化

6495 2544120070

大分県

宝工業株式会社

ＣＮＣ複合機導入による医療・介護機器用等
の精密部品製造における高精度・短納期・低 株式会社エフアンドエム
コスト化計画

6496 2544120076

大分県

株式会社昌和

高齢者向けの負担軽減クッション付、転倒抑
制機能付き靴下の開発、販売

6497 2544120078

大分県

株式会社テオリック

砥石の摩耗部補正による高効率研削加工技
商工組合中央金庫
術と品質評価の安定性の実現

6498 2544120079

大分県

博陽工業株式会社

大梁の現場溶接に対応する開先加工の高能
肥後銀行
率生産体制の確立

6499 2544120081

大分県

株式会社溝江商店

使用済小型電子機器等の再資源化事業

6500 2544120085

大分県

株式会社トライテック

軟弱地盤補強用「穿孔用ビット」の開発、実用
大分銀行
化

6501 2544120090

大分県

型研精工株式会社

韓国式美容針に使用される極細針のプレス加
工化と ＂Ｎｅｅｄｌｅ Ｃｏｇ糸＂製品の開発・生 大分県産業創造機構
産・販売

6502 2544120092

大分県

有限会社山本自動車

グローバルジグによる高精度測定並びにフ
レーム修正効率アップ計画

大分銀行

6503 2544120093

大分県

九州プラコート株式会社

新たな排水処理設備の導入による受注増へ
の対応と既存設備の負荷低減の実現

株式会社ウィレコンサルティング

6504 2544120094

大分県

ＫＢツヅキ株式会社

最新型タイングマシン導入による高効率化・低
商工組合中央金庫
コスト化の推進

6505 2544120095

大分県

有限会社ＢＧＯ

週末農業・レジャー農業に最適な電動ビーク
ルの開発

6506 2544120096

大分県

有限会社山梨子産業

ＮＣ機械導入による作業効率の向上に伴う経
伊予銀行
費削減、受注力の強化

6507 2544120099

大分県

有限会社安部組

消費者ニーズに応える為の藁綯い（ない）機
の改良 及び 製造環境の構築

6508 2544120103

大分県

有限会社高橋木工製作所

３次元ルータの導入により木製建具、家具の
大分銀行
新しい需要を拓く

6509 2544120104

大分県

株式会社東陽九州

電磁気現象を利用した高周波焼入れ深さ測
定機の開発

6510 2544120106

大分県

ニシジマ精機株式会社

付加価値の高い大型製品製造が可能になる
大分県産業創造機構
五面加工機の導入と販路拡大

6511 2544120107

大分県

株式会社二豊鉄工所

鍛造加工による刃物の製造拠点を目指すた
めの新設備の導入

大分銀行

6512 2544120108

大分県

大分醤油協業組合

ＧＣ－ＭＳを使った自社醤油の香りの特徴解
明および商品開発への応用

大分銀行

6513 2544120109

大分県

株式会社日田精密

ＮＣ型研削盤の導入による、セラミック加工部
日田商工会議所
品に係る新たな需要の獲得

238／245

公益財団法人くまもと産業支援財団

浜松信用金庫

奈良県商工会連合会 広陵町商工
会

株式会社大分銀行

国東市商工会

国東市商工会

大分銀行

6514 2544120111

大分県

有限会社南酒造

焼酎粕を粉末状にまで乾燥させる過熱蒸気式
国東市商工会
乾燥装置の開発導入

6515 2544120112

大分県

吉野食品有限会社

「吉野鶏めし」の具材製造工程改良に伴う設
備投資計画

林会計事務所

6516 2544120113

大分県

有限会社鶴亀フーズ

老舗海苔屋によるレーザーカッティング技術を
使った大分海苔（板海苔）へのレーザー（デザ 大分県信用組合
イン）加工サービスの開発

6517 2544120115

大分県

株式会社コイシ

土木工事測量における３次元活用基盤“使え
伊予銀行
る３次元”の開発と標準化構築

6518 2544120116

大分県

株式会社コスモ

船舶艤装床材を対象とした作業環境を改善す
大分銀行
る軽量モルタルの開発

6519 2544120118

大分県

協和包材株式会社

競争力強化のためのＯＳＳによる低コストＥＲ
大分ベンチャーキャピタル株式会社
Ｐの構築・導入

6520 2544120121

大分県

神埼鉄工株式会社

小型加工マシン・全自動ワーカー導入による、
山野哲志税理士事務所
軽量小型部門への新分野進出について

6521 2544120123

大分県

株式会社ホックス

低コスト小型パルスオキシメータの開発

大分銀行

6522 2544120125

大分県

志村製材有限会社

バイオ乾燥機を活用した長期保存木材の製
造及び開発

大分県産業創造機構

6523 2544120128

大分県

ウッドプラス中津事業協同組合

里山の林産資源の利活用に資する形態安定
大分銀行
化乾燥技術の開発

6524 2544120131

大分県

有限会社中村設備工業

ステンレス専用フレキシブル曲げ機の導入に
大分県産業創造機構
よる品質向上・コスト低減の実現

6525 2544120132

大分県

株式会社ますの井

大量集客が可能なスポーツ合宿対応型ホテ
ルの本格的な事業展開

豊後大野市商工会

6526 2544120137

大分県

株式会社トライ・ウッド

新レーザー加工機導入による商品開発及び
商品ラインナップの拡充

日田地区商工会

6527 2544120138

大分県

有限会社冷熱技研

ＥＣＯ（加水）燃料生成装置試作品製作事業

大分ベンチャーキャピタル株式会社

6528 2544120140

大分県

有限会社ホウザキ

東陽式自動切断機及び自由曲機導入による
豊和銀行
鉄筋加工の効率化・量産化の実現

6529 2544120141

大分県

株式会社ゼロテクノ

石炭灰から採取する微粒子粉末の高付加価
百十四銀行
値化とその手法の確立

6530 2544120143

大分県

有限会社糀屋本店

独自の冷温乾燥機導入による、糀加工製品
の生産性向上及び海外展開

6531 2544120148

大分県

大分ロボケアセンター株式会社

最先端ロボットスーツＨＡＬを活用した新たな
健康増進トレーニングと福祉サービスの提供 大分産業創造機構
及び長期滞在型

6532 2544120150

大分県

ワイエイシイ株式会社

フレッシュカット野菜の洗浄方法および廉価版
税理士法人大分綜合会計事務所
装置の開発

6533 2544120152

大分県

佐伯重工業株式会社

３００ｔフレームベンダーの導入による作業能
力の向上

6534 2544120153

大分県

ゆうび株式会社

ルート回収支援並びに顧客管理システムを搭
大分県信用組合
載した計量器付きパッカー車の開発

6535 2544120154

大分県

東亜ストリング株式会社

バドミントンガット製造における生産効率３倍
を実現する遠赤外線乾燥装置

6536 2544120155

大分県

エスティケイテクノロジー株式会社

パンチレーザー複合加工機導入による医療機
大分銀行
器用薄板金属製品の生産体制構築

6537 2545120060

宮崎県

株式会社エム

木工専用ＮＣルーター導入による主力製品の
海老原和広税理士事務所
増産及び販売力強化の実現

6538 2545120061

宮崎県

株式会社兵頭製作所

ＮＣ複合加工機導入による木製部材の化粧練
宮崎銀行
付の高能率化、短納期化の達成

6539 2545120062

宮崎県

亀崎木工

ＮＣ複合ボーリングマシン機を活用した製品の
宮崎太陽銀行
多様化における短納期化の実現

6540 2545120066

宮崎県

富士シリシア化学株式会社

陶磁器製造技術を応用したシリカゲル成形体
公益財団法人宮崎県産業振興機構
の開発

239／245

大分県産業創造機構

商工組合中央金庫

大分県産業創造機構

6541 2545120067

宮崎県

株式会社ミヤザキ

精密樹脂加工品の生産性向上と納期短縮実
武蔵野銀行
現の為の設備導入事業

6542 2545120069

宮崎県

株式会社池上鉄工所

設計段階でのコストダウン提案による競争力
税理士法人馬服＆パートナーズ
強化事業

6543 2545120070

宮崎県

有限会社よしたにクロージング

ミシン導入と大幅な生産体制の改善による大
宮崎銀行
口の新規顧客を獲得する

6544 2545120075

宮崎県

有限会社戸敷興業

Ｈ形鋼の一次加工内製化による納期短縮

6545 2545120076

宮崎県

有限会社奥松農園

トマトの効率的な品質選別の実践による売上
宮崎太陽銀行
増加の実現

6546 2545120077

宮崎県

ミクロエース株式会社

「鉛フリーめっき技術の確立」と「設備の革新」
商工組合中央金庫
による高集積ＬＴＣＣ基板への対応

6547 2545120080

宮崎県

有限会社磁

都市部におけるラッピング広告用需要の確
保・拡大事業

宮崎商工会議所

6548 2545120081

宮崎県

株式会社巧研

多軸複合加工機を活用した金型製作の短納
期化の実現

宮崎太陽銀行

6549 2545120084

宮崎県

三和ニューテック株式会社

基盤防湿コーティング装置による再生可能エ
清武町商工会
ネルギー分野の新規事業拡大

6550 2545120085

宮崎県

有限会社タカオ製作所

３次元ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による競争力強化及
延岡信用金庫
び高能率切削加工の実現

6551 2545120087

宮崎県

株式会社ＴＡＮＩ

バルブ部品の自動加工化による生産性向上・
宮崎太陽銀行
競争力強化・事業計画

6552 2545120088

宮崎県

有限会社ウツミテック

基板実装の２ライン化による短納期とコストダ
宮崎太陽銀行
ウンの実現

6553 2545120090

宮崎県

株式会社器

安心・安全な製造環境下での業務用水産加
工品の安定生産販売事業

宮崎商工会議所

6554 2545120091

宮崎県

宮崎ひでじビール株式会社

ＳＰＧ膜を利用したビール・発泡酒の大ロット
高速ろ過システムの開発

延岡商工会議所

6555 2545120093

宮崎県

株式会社ヒーテック

アルミ合金用の熱処理設備を導入することに
宮崎太陽銀行
より、納期を短縮し、受注量を確保する。

6556 2545120096

宮崎県

まごころ食託宮崎株式会社

プロトン凍結技術を活用したオリジナル嚥下
調整食の開発販売事業

6557 2545120097

宮崎県

有限会社丸哲

最新の水産加工機器導入による魚一次加工
宮崎銀行
品の開発販売事業

6558 2545120098

宮崎県

ミツイシ株式会社

改良型墓石製造機械導入と厚味自動測定機
日向商工会議所
導入による生産増量と品質向上の実現

6559 2545120104

宮崎県

株式会社ひむか野菜光房

植物工場の作業効率向上のための移植ロ
ボット導入による収益改善

6560 2545120105

宮崎県

都城木材株式会社

完結生産ライン導入による、多品種短納期化
冨脇利美税理士事務所
の実現

6561 2545120109

宮崎県

株式会社正洋

マシニングセンター導入による短納期化と高
精度化の実現

6562 2545120110

宮崎県

株式会社興電舎

回転機保全サービスの品質・コスト・工期改善
宮崎銀行
による予防保全サービス向上の実現

6563 2545120112

宮崎県

北川淡水株式会社

手焼き「鰻白焼き」の急速冷凍を活用した販路
北川町商工会
拡大

6564 2545120118

宮崎県

有限会社加藤えのき

えのき茸増産体制の整備と収穫作業の自動
化による経営規模拡大事業

6565 2545120119

宮崎県

安井株式会社

医療用手術器具の高機能プラスチック製品の
商工会県北経営支援センター
開発

6566 2545120125

宮崎県

有限会社平和食品工業

日配品における煮物系、レトルト系商品開発
による売上げ強化事業

6567 2545120128

宮崎県

合名会社高橋水産

特許取得の乾燥技術と個包装設備の導入に
宮崎銀行
よる「土々呂天然だしパック」の試作開発

6568 2545120129

宮崎県

有明産業株式会社

鏡板製造加工機導入による宮崎県産洋酒樽
植木心一税理士事務所
の生産性向上と再生加工品質の強化

240／245

宮崎銀行

鹿児島銀行

宮崎銀行

西日本シティ銀行

高岡町商工会

国富町商工会

6569 2545120130

宮崎県

野崎漬物株式会社

スライスたくあんの深絞り真空包装製品化に
よる生産性向上と漬物市場の活性化

鹿児島銀行

6570 2545120131

宮崎県

株式会社新原産業

プラズマ自動切断機の導入により多様化する
畜産設備資材の発注に対応した受注増実現 三股町商工会
事業

6571 2545120133

宮崎県

有限会社第一鉄工所

溶接ロボット設備導入による溶接能力の増強
宮崎太陽銀行
と生産体制の確立

6572 2545120134

宮崎県

マツタ工業株式会社

医療分野進出のための難削材加工の研究及
宮崎銀行
び精密加工技術の確立

6573 2545120137

宮崎県

株式会社キヨナガ

トリミング機能付ＮＣガラス切断機の導入によ
宮崎銀行
る生産性向上

6574 2545120142

宮崎県

株式会社デイリーマーム

乾燥工程の改善によるゴボチ等の生産量増
久野浩史税理士事務所
加と売上高の安定及び付加価値向上の実現

6575 2545120143

宮崎県

アボック株式会社

医療機関向けクラウド型患者相談情報管理
サービスの開発

6576 2545120148

宮崎県

株式会社マスコ

安心安全を実現できる新設備導入による高品
宮崎銀行
質ドレッシング増産及び効率化の実現

6577 2545120153

宮崎県

株式会社まつの

電子発注台帳システムを活用した発注作業半
宮崎太陽銀行
減の実現

6578 2545120155

宮崎県

みやさん食品株式会社

トンネルフリーザー導入による高速大量生産
宮崎商工会議所
化の実現

6579 2545120156

宮崎県

有限会社桐木工作所

高精度ワイヤガイドの試作と難削素材治具加
宮崎銀行
工における製造能力強化

6580 2545120157

宮崎県

有限会社桒水流畜産

急速冷凍機能の活用による自家黒豚「からい
小林商工会議所
もどん」商品の競争力強化事業

6581 2545120158

宮崎県

吉田産業株式会社

低比重の国産杉材端材を高密圧縮技術で高
南郷町商工会
比重に改質した木質燃料製造・販売

6582 2545120160

宮崎県

有限会社アイネット

南海トラフ地震等に対応した中小企業向け
データバックアップサービス

6583 2545120162

宮崎県

西日本アルミ建材株式会社

アルミ型材ＮＣ加工機の導入による生産性向
宮崎商工会議所
上とコスト削減の実現

6584 2545120164

宮崎県

株式会社日向中島鉄工所

部品製作用レーザー加工機の周辺装置の導
鹿児島銀行
入による生産性の向上

6585 2545120171

宮崎県

有限会社アズーロ

高性能凍結機と調理殺菌装置を活用したレト
宮崎太陽銀行
ルトご当地グルメの開発・事業化

川島公認会計士事務所

日南商工会議所

6586 2546120066

鹿児島県 比知屋産業株式会社

セラミック精密切断設備導入による加工商品
古賀税務会計事務所
の拡大と付加価値アップ

6587 2546120072

鹿児島県 株式会社ロボテック

用水ため池用水質浄化装置のローコスト化の
鹿児島県商工会連合会
研究

6588 2546120073

鹿児島県 株式会社三翔精工

光学式自動寸法測定機導入による寸法測定
鹿児島銀行
検査の高速化と高精度化

6589 2546120074

鹿児島県 株式会社ヨシカワ

エネルギー関連等の原料貯槽における供給
システム開発

6590 2546120075

鹿児島県

6591 2546120076

鹿児島県 株式会社プリンティング三州

工場拡張・印刷機増設による印刷通販事業の
鹿児島相互信用金庫
競争力強化計画

6592 2546120077

鹿児島県 小正醸造株式会社

ノンアルコール焼酎製造工程における殺菌処
南日本銀行
理設備の増強

6593 2546120078

鹿児島県 鹿児島県醤油醸造協同組合

大豆や小麦等の素材の旨みを最大限に引き
商工組合中央金庫
出す醤油生産方法の導入

6594 2546120079

鹿児島県 フォービステクノ株式会社

『高品質とスピード化』を実現するための戦略
鹿児島県商工会連合会
的設備投資事業

6595 2546120080

鹿児島県 株式会社シリウス製作所

液晶フィルム貼り付け装置の高機能化に貢献
立石長男税理士事務所
する大径樹脂テーブル製造体制構築事業

有限会社テイクワイズコーポレー
ション

税理士法人氏郷・堀之内税務会計
事務所

女性が起業しやすいホリスティックヘルススタ
金﨑卓也
ジオの仕組みづくり

241／245

6596 2546120081

鹿児島県 日建ラス工業株式会社

メタルラス製造機改造による低価格リチウム
一次電池用芯体の製造

商工組合中央金庫

6597 2546120082

鹿児島県 株式会社サクラクレパス鹿児島工場

マイクロカプセルの生産システム向上による
生産数量アップ

四元一右税理士事務所

6598 2546120084

鹿児島県 株式会社ナカシン冷食

専用整列機と専用洗浄機を導入して、ライン
の高度化を図る

鹿児島銀行

6599 2546120090

鹿児島県 島魚・あま海

急速液体凍結技術等による瀬戸内町産養殖
鹿児島県商工会連合会
クロマグロの高品質な商品開発

6600 2546120091

鹿児島県 株式会社田中組

自社製の粉炭土壌改良剤の機能性を大幅向
鹿児島県商工会連合会
上するペレット化製品の開発

6601 2546120094

鹿児島県 株式会社コーユー技工

加工範囲の拡大と納期短縮に伴う受注拡大
に向けたＹ軸付き旋盤の導入

6602 2546120095

鹿児島県 株式会社内田商店

高齢者対象商品の開発に向けた多品種包装
佐藤哲郎税理士事務所
機の導入

6603 2546120098

鹿児島県 有限会社紫陽工業

納期対応力強化と生産性向上及び労働環境 一般社団法人鹿児島県中小企業診
の改善に向けた溶接ロボットの導入
断士協会

6604 2546120099

鹿児島県 株式会社アルプスエステック

セラミックス等（新素材）の加工を一貫生産で
鹿児島信用金庫
きる加工ラインの構築

6605 2546120101

鹿児島県 株式会社サツマ超硬精密

熱処理工程の内製化による高硬度材精密部
竹内淳朗
品のコストダウンおよび納期短縮

6606 2546120102

鹿児島県 株式会社秦野精密

中小企業的管理手法から脱却する革新的一
鹿児島銀行
貫管理システムの構築

6607 2546120104

鹿児島県 有限会社山下鉄工

船舶での多様な接合に資する新たな溶接機
器導入による競争力強化事業

6608 2546120105

鹿児島県

6609 2546120106

鹿児島県 浪華合成株式会社

カーボンフェノールＳＭＣの成形品の量産化に
関西アーバン銀行
向けた試作開発

6610 2546120107

鹿児島県 株式会社樹楽

地域特有の降灰を活用した「桜島灰干し」によ
鹿児島県商工会連合会
る試作品開発と市場開拓

6611 2546120108

鹿児島県 九州化工株式会社

クエン酸発酵技術を応用した新規機能性果汁
宮崎銀行
発酵品の開発

6612 2546120110

鹿児島県 株式会社ダイツール技研

マグネシウム（Ｍｇ）合金製締結部品の鍛造加
東大阪商工会議所
工技術の開発

6613 2546120111

鹿児島県 加治木産業株式会社

多面フライス加工による大幅なコストダウンと
鹿児島銀行
短納期化並びに新規販路拡大

6614 2546120120

鹿児島県 有限会社芝自動車整備工場

次世代自動車・ハイブリッドカー専門中古車セ
鹿児島県商工会連合会
ンターの整備充実を図るための設備導入事業

6615 2546120122

鹿児島県 株式会社脇田総合

奄美群島のマグロ類やソデイカ等を活用した
鹿児島県商工会連合会
新しい加工食品の研究・開発

6616 2546120124

鹿児島県 サツマ酸素工業株式会社

各種フロンガス（主としてＲ２２）の再生販売事
鹿児島銀行
業

6617 2546120138

鹿児島県 株式会社サンライズ精工

人工衛星用部品加工の革新的効率化とコスト
商工組合中央金庫
低減

6618 2546120140

鹿児島県 有限会社平塚商会

本県伝統工芸品「切子」と鯖江産地の眼鏡フ
レームとのコラボによる富裕層対象の眼鏡フ 田上康朗
レーム開発と販売

6619 2546120141

鹿児島県 株式会社大国フーズ

環境を汚染することなく旨味豊かな農作物を
栽培する有機発酵肥料の製造

6620 2546120145

鹿児島県 株式会社マルマエ

太陽電池製造装置部品におけるコスト競争力
強化の為の５軸制御マシニングセンターの導 鹿児島銀行
入

6621 2546120147

鹿児島県 濵田酒造株式会社

亜臨界水処理技術を活用した新規健康飲料
とキャラメル風味芋焼酎の開発

鹿児島県 有限会社奥建具製作所

日本古来・固有の格子・障子を３Ｄで自由な形
に加工した、革新的なデザインの格子・障子 鹿児島興業信用組合
の試作製作と開発

6622 2546120148

株式会社アーダン
富士凸版印刷株式会社

一般社団法人鹿児島県中小企業診
断士協会

鹿児島県商工会連合会

シルクとダマスクローズウォーターを主原料に
鹿児島銀行
した化粧品試作開発事業

242／245

中島幸子

いちき串木野商工会議所

6623 2546120150

鹿児島県 オビックス株式会社

テキスタイル用プリント機によるオリジナル和
上川路長生
装品の開発・流通事業

6624 2546120156

鹿児島県 株式会社栄電社

化学繊維を微生物担体とする「高濃度窒素除
鹿児島銀行
去バイオリアクター」の開発

6625 2546120161

鹿児島県 有限会社サンワ技研

高精度な圧着機の関連部品需要増加、部品
精度の高度化に伴う設備アップグレード

6626 2546120171

鹿児島県 株式会社しか屋

大型ボイラ導入による商品の高品質化、生産
宮川秀樹
能力強化と介護食開発

6627 2546120176

鹿児島県 株式会社藤田ワークス

難削材料のエッジ、バリ等除去向上のための
宮崎銀行
研削設備導入による航空分野への参入

6628 2546120180

鹿児島県 前田産業株式会社

自動薪割機の導入による、生産量の増大及
び生産コストの低減

6629 2546120184

鹿児島県 有限会社三星商店

火山灰・焼却灰を原材料とした新素材「ネオコ
鹿児島県商工会連合会
ンスラグ」を活用した舗装工事の実用化

6630 2546120187

鹿児島県 株式会社髙浜蒲鉾

新しい消費者層をターゲットとした新商品を製
島元安二郎
造販売する為の設備導入

6631 2546120188

鹿児島県 キリシマ精工株式会社

医療関連分野進出による高精度加工要求に
霧島商工会議所
対応するためのＮＣ複合自動旋盤機の導入

6632 2546120191

鹿児島県 福山黒酢株式会社

紅麹のコレステロール低下作用を用いた黒酢
南日本銀行
加工品の開発

6633 2546120192

鹿児島県 株式会社丸俊

枕崎産かつお節の「新たな食べ方」を実現す
る製品づくりの拡大

商工組合中央金庫

6634 2546120194

鹿児島県 株式会社ドリームワンカゴシマ

施設栽培の多センサー連続計測による地域
品目別データウェアハウス構築事業

鹿児島相互信用金庫

6635 2546120197

鹿児島県 藤安醸造株式会社

味噌醸造におけるプロセスイノベーション

塩倉宏

6636 2546120198

鹿児島県 株式会社オーケー社鹿児島

間伐材、林地残材及び食品残渣など有機廃
材を利用した発熱量の高い固形燃料製造装
置の試作開発

税理士法人鹿児島さくら会計

6637 2546120200

鹿児島県 有限会社車輪梅工房

「織り」技術で大島紬と職人の雇用を守る！高
機能織物設備導入による新商品開発と市場 鹿児島県商工会連合会
開拓

6638 2546120201

鹿児島県 有限会社姫城住建

環境に配慮した「農業プラスチック廃材」を活
用した再資源加工品の製造、販売

6639 2546120204

鹿児島県 有限会社アジャスト

先進医療の保険導入における歯科用ＣＡＤ／
鹿児島銀行
ＣＡＭ装置による歯冠補綴物の開発

6640 2546120205

鹿児島県 八千代伝酒造株式会社

ライン導入による生産性向上で納期遅れの解
鹿児島銀行
決及び海外市場対応力の強化

6641 2546120207

鹿児島県 株式会社Ａ・Ｒ・Ｐ

農業ＩＣＴ化に貢献する防水・防塵機能搭載の
横浜銀行
農業用データロガーの開発

6642 2546120209

鹿児島県 薩摩総研株式会社

高い放熱効果と高信頼性を有するシロキサン
鹿児島県商工会連合会
吸着シリコーン樹脂のシート開発

6643 2546120210

鹿児島県 株式会社南光

太陽光パネル設置用架台の施工性を高める
迫貞義
新製品開発及び製造・販売

6644 2546120211

鹿児島県 株式会社フジ技研カゴシマ

自動車用検査治具の高精度化と多能工化に
商工組合中央金庫
より短納期に対応する

6645 2546120213

鹿児島県 有限会社菓子処酒井屋

種子島特産の安納芋を使った試作開発と手
絞り作業の自動化による生産性と衛生面の向 鹿児島県商工会連合会
上

6646 2546120214

鹿児島県 Ｌａ Ｆｏｎｔｅ（ラ フォンテ）

奄美の観光資源となり得る特徴あふれる新た
鹿児島県商工会連合会
なジェラートメニューの開発

6647 2546120215

鹿児島県 北南コンクリート株式会社

新規設備導入によるコンクリート二次製品の
品質と作業効率の向上及び環境負荷低減

6648 2546120216

鹿児島県 株式会社アマミファッション研究所

黒糖焼酎もろみ由来化粧品原料の量産化お
南都銀行
よび高品質化製造技術の確立

6649 2547120067

沖縄県

株式会社前田鶏卵

鹿児島県商工会連合会

鹿児島県商工会連合会

鹿屋商工会議所

鹿児島県商工会連合会

味付け煮玉子の大量生産体制構築のための
公益財団法人沖縄県産業振興公社
機械設備導入計画事業。
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6650 2547120068

沖縄県

株式会社スクワラン本舗

鮫肉を活用した商品開発と生産ラインの導入 西原町商工会

6651 2547120070

沖縄県

株式会社三倉食品

沖縄そばスープ製造機械導入による生産性
向上・新ビジネスモデル構築

6652 2547120072

沖縄県

株式会社ナンポー通商

一つの商材から、二つの商品を作る「紅芋蜜」
商工組合中央金庫
と「紅芋蜜漬け」

6653 2547120073

沖縄県

株式会社セルリアンブルー

外国人観光客のニーズにマッチした多言語ガ
安里公認会計士事務所
イダンス等の設備投資

6654 2547120074

沖縄県

拓南鐵建株式会社

軽量形鋼加工の自動化及び県外同業他社と
山内公認会計士事務所
の競争力強化

6655 2547120077

沖縄県

有限会社ＩＴ通信

「ライフエンディング ソーシャルネットワーク」
南風原町商工会
の構築

6656 2547120078

沖縄県

有限会社海風

琉球ガラスの新デザイン、新体験サービス開
読谷村商工会
発のための電気炉設置

6657 2547120079

沖縄県

株式会社沖坤

県産素材を活用した外装用「遮熱・断熱」の塗
沖縄銀行
り壁材の試作開発

6658 2547120081

沖縄県

株式会社ゼロテクノ沖縄

石炭灰微粒子を活用した補修・補強用コンク
リート２次製品の試作開発

6659 2547120083

沖縄県

株式会社航時者

革新的低コストの３Ｄ映像制作とレンダリング
有銘寛之税理士事務所
工程の事業化

6660 2547120084

沖縄県

有限会社全喜堂

製造環境改善による機能性豆腐チップスの開
公益財団法人沖縄県産業振興公社
発

6661 2547120088

沖縄県

株式会社クロックワーク

食品検査のクラウド化による「まちの品質管理
沖縄県商工会連合会
室」プロジェクト

6662 2547120089

沖縄県

株式会社リレーションズ

新一体型調剤システム

琉球銀行

6663 2547120092

沖縄県

沖縄コンピュータ販売株式会社

ヘッドマウントディスプレイを活用した業務サ
ポートシステム開発

商工組合中央金庫

6664 2547120097

沖縄県

株式会社しゃりや

琉大ゴールドを活用した商品開発とビジネス
モデルの確立

比嘉孝明税理士事務所

6665 2547120099

沖縄県

農業生産法人有限会社伊盛牧場

６次産業化における農産物加工の拡大

前原博一税理士事務所

6666 2547120101

沖縄県

株式会社沖縄トータルサービス

低温蒸し調理法による食材の酵素を活性化さ
沖縄海邦銀行
せた惣菜の試作開発

6667 2547120103

沖縄県

Ｓｕｎ．Ｐｌａｎｔａｔｉｏｎ．Ｔｒａｄｉｎｇ．株式
会社

セラミック製換気口フードの素材をＡＢＳ樹脂
による試作品開発

那覇商工会議所

6668 2547120107

沖縄県

環ハウス株式会社

ＢＩＭ建築設計システム運用の高度化

有銘寛之税理士事務所

6669 2547120112

沖縄県

株式会社バイオジェット

発酵食品企業のニーズに合う独自微生物の
効率的収得と活用技術の確立

徳森孝広税理士事務所

6670 2547120115

沖縄県

株式会社インターナショナリー・ロー ＩＴ技術の制御システムを活用したオフグリッド
糸満市商工会
カル
型植物工場の導入

6671 2547120116

沖縄県

津田食品

うるま市の地域資源を使った商品開発と製造
うるま市商工会
環境設備導入計画事業

6672 2547120117

沖縄県

アイラス航空株式会社

空撮用カメラ・スタビライザーの研究開発と販
キムタカ税理士法人
売計画

6673 2547120118

沖縄県

有限会社赤峰家具

付加価値の付く仏壇・家具の県内における商 大嶺眞（大嶺中小企業診断士事務
品開発及び販売の確立
所）

6674 2547120119

沖縄県

株式会社上原ミート

沖縄県産牛を使用した熟成肉開発及び熟成
肉を安定供給する仕組みの確立

井口税理士事務所

6675 2547120126

沖縄県

有限会社やんばるガラス工芸館

重油窯から電気窯への更新

西野光則

6676 2547120127

沖縄県

株式会社第一パン

コーティング商品の試作開発及び生産

兼城賢真税理士事務所

6677 2547120129

沖縄県

株式会社丸浩重機工業

沖縄の地盤に特化した環境負荷軽減型 回
転貫入式鋼管杭の開発

琉球銀行
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与那原町商工会

金城達也税理士事務所

6678 2547120133

沖縄県

株式会社そら観光

車いすを多数運送できる貸切バス導入と観光
田里会計事務所
客増加促進事業

6679 2547120135

沖縄県

株式会社ハイサイト

動画配信用エンコード作業の新たな仕組みに
宜野湾市商工会
よる売上拡大を目指す。

6680 2547120137

沖縄県

農業生産法人株式会社又吉農園

栄養成分を一定化したエコフードの活用によ
るブランド豚の開発

6681 2547120138

沖縄県

有限会社ラミネックスセンター

「３Ｄプリント教室」によるペットメモリアル商品
田里会計事務所
の販路拡大

6682 2547120139

沖縄県

株式会社与那覇食品

茹で麺ラインの高度化による生産効率向上と
琉球銀行
輸出向け冷凍製品の試作開発

6683 2547120142

沖縄県

有限会社大菱プラント工業

マリン需要に合わせたダイビング用低価格レ
琉球銀行
ジャーボートの試作開発

6684 2547120146

沖縄県

株式会社ゆがふバイオテクノ

未利用バイオマス（木質系、食品残渣等）の高
名護市商工会
速発酵・高度利用化事業

6685 2547120148

沖縄県

株式会社イナワ

インテリア性及びコスト面で優位性がある螺
旋階段の開発

6686 2547120150

沖縄県

有限会社八重山熱工業

未利用資源であるサメと泡盛こうじ、を原料と
沖縄銀行
する新規発酵食品の開発

6687 2547120151

沖縄県

合同会社浦添印刷

日本一速い婚礼ペーパーアイテム作成サー
ビスの事業拡大プラン

6688 2547120152

沖縄県

株式会社沖縄医療機器開発事業

医療用細径内視鏡試作品製造と臨床確認実
平良豊税理士事務所
施に向けた生産技術導入

6689 2547120153

沖縄県

有限会社丸国アルミ工業

超高速スピンドルを搭載したミーリング加工機
沖縄海邦銀行
の導入による事業拡大。

6690 2547120155

沖縄県

伊江島農産物加工株式会社

沖縄産甘藷の安定供給で新商品開発と生産
伊江村商工会
農家の意欲高揚と地域振興

6691 2547120156

沖縄県

株式会社丸秀

宮古島における道路内配管の調査・診断によ
沖縄銀行
る予防保全サービスの確立

6692 2547120160

沖縄県

八重山殖産株式会社

クロレラ及びミドリムシ等の製造環境及び製
品の品質向上に関する事業

石垣市商工会

6693 2547120162

沖縄県

株式会社ブルーオーシャンズ

植物由来樹脂１００％ボトルによるミネラル
ウォーターの商品開発

沖縄銀行

6694 2547120165

沖縄県

株式会社創新工業

太陽光を利用した２４時間持続可能エネル
ギーシステムの開発

松川税理士事務所

6695 2547120166

沖縄県

農業生産法人株式会社アセローラ
フレッシュ

アセローラ一次加工原料の品質向上とロス率
本部町商工会
改善事業

6696 2547120167

沖縄県

那覇市国際蔡温橋通り商店街振興 沖縄県初、安里川河川を利用した都市型カ
組合
ヌー・ＳＵＰ体験観光事業

6697 2547120169

沖縄県

株式会社若草印刷

名護市商工会

宜野湾市商工会

國仲勝則税理士事務所

阿波連利

折込チラシ広告を短期間で提供するサービス
群馬銀行
の革新

245／245

