
（受付番号順）

受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

1 2701110003 北海道 北海道ワイン株式会社 1430001050454
最新式の設備を使用した瓶内二次発酵方式スパークリ
ングワインの製造

小樽信用金庫

2 2701110004 北海道 北見食品工業株式会社 1460301003118
いくらトップシール機の増強によるいくら醤油漬パック詰
商品の増産体制の確立

北洋銀行

3 2701110007 北海道 株式会社遠藤組 6430001052660
乾燥設備の導入による国内初「純国産シーベリーオイ
ル」の開発・販売

北海道銀行

4 2701110008 北海道 原工業株式会社 4440001001841
耐摩耗技術を伸ばす、世界で１台しかない振動研磨機
の増設

北洋銀行

5 2701110013 北海道 シロクマ北海食品株式会社 7430001008190
全国展開を狙う北海道産小麦パンのブランド化と生産
性向上用設備導入

ＺＩＯＮ株式会社

6 2701110015 北海道 株式会社セーコー 8430001019914 安全見守り機能付き車椅子用クッションの開発 北洋銀行

7 2701110019 北海道 倉繁醸造株式会社 1460301003134
乾燥麹を増産するため行う製麹機・麹室の増設による
作業効率改善事業

網走商工会議所

8 2701110021 北海道 株式会社レアックス 5430001018621
世界初の統合型孔内計測システムによる総合的ボーリ
ング情報提供サービスの創出

ＺＩＯＮ株式会社

9 2701110022 北海道 日本清酒株式会社 9430001020920
チャレンジ創業１５０年！　新たなマーケットに挑むため
の生産能力の強化事業

北洋銀行

10 2701110025 北海道 有限会社ヤマコシ研商 5460302001570
北海道初！超硬チップソー多用途研磨機導入による劇
的なＱＣＤ向上と新市場開拓

北見信用金庫

11 2701110040 北海道 有限会社北大陸 6430002042941
ハンバーグ等食肉製品で生産性・品質向上、新事業展
開のための真空定量充填機等導入

北洋銀行

12 2701110041 北海道 株式会社サンブリッジ 2430001065567
社会資本ストックの延命化に資する超緻密高強度補強
材料の開発製造と普及

北海道銀行

13 2701110044 北海道 株式会社花月 2460001004183 自動包装機導入による生産性向上と外販売上の拡大
むつよしコンサルタントオ
フィス

14 2701110046 北海道 有限会社半田ファーム 8460102006718
安心安全で上質な国産ナチュラルチーズの製造体制強
化による売上拡大

帯広信用金庫

15 2701110047 北海道 株式会社カネミツ 9460001000275
溶接ロボット増設による付加価値製品製造ラインと短納
期対応体制の確立

釧路信用金庫

16 2701110057 北海道 協成建設工業株式会社 1430001051997
最新型測量機器を活用した建設現場の生産性向上と
競争力強化

北海道銀行

17 2701110058 北海道 株式会社重原商店 3450001009083
地域資源（羽幌町産甘エビ）の鮮度保持の取り組みと
地産地加工（３Ｄ急速凍結機）による高付加価値化

北海道銀行

18 2701110060 北海道 ホクダイ株式会社 6430001053758
航空機事業参入に向けた、設備投資による企業体質の
基盤強化

北海道銀行

19 2701110061 北海道 野村興産株式会社 8010001054020
新型ポータブルガス濃度計導入により焼却炉やボイ
ラーの排ガス測定の効率化を図る

北見信用金庫

20 2701110066 北海道 有限会社日新商会 7440002003272 北海道の旨味が凝縮した「しゅうまい」増産プロジェクト 北洋銀行

21 2701110067 北海道 大洋通商株式会社 6430001009751
日本伝統の和弓製作における最新技術を導入した生産
方式の構築

北洋銀行

22 2701110068 北海道 運上船舶工業有限会社 8460002004524
アルミ船溶接の精度・効率アップを可能とする生産体制
の確立

東京中央経営株式会社

23 2701110069 北海道 釧路綜合印刷株式会社 4460001000429
次世代型ＬＥＤ－ＵＶ乾燥システム導入による生産性向
上と作業効率化の実現

釧路信用金庫

24 2701110070 北海道 株式会社ダイワウッド工業 7440001001153
最新型機械と伝統技術の融合によるオーダーメイド家
具の品質向上と、競争力強化計画

北洋銀行

25 2701110074 北海道 株式会社北海道アグリマート 1430001048845
道産果汁１００％ジュース「北国フルーツ」増産販路拡
大事業

北洋銀行

26 2701110077 北海道 大空フーズ 　－
最新燻煙機導入で生産性向上を図り、地域の特色ある
燻煙製品をより多くの人へ

網走信用金庫

27 2701110078 北海道 有限会社旭工房 4460102000113
最新デジタル印刷機を導入して行う小ロット、高品質、
短納期が達成となる作業効率化事業

網走信用金庫

28 2701110081 北海道 株式会社トメダ機械工業 6460101001093
十勝農業の競争力向上を支援する～新型レーザー加
工機導入によるＱＣＤ向上

北見信用金庫

29 2701110091 北海道 稚内製綱株式会社 7450001008404
漁業用ロープ製造にかかる「小型熱処理加工機」導入
による品質向上・競争力の強化

稚内信用金庫

30 2701110095 北海道 株式会社山中牧場 9430001051115
高品質生乳を用いた赤井川村名産品開発・製造及び販
売に係る機械設備導入

北海信用金庫

31 2701110098 北海道 株式会社アタカ造船所 7430002057939
新たな機械設備導入による多種多様な高性能ＦＲＰ船
の建造

苫小牧信用金庫

32 2701110101 北海道 株式会社道北テント 5450001007283
シート・フイルム等溶着技能向上による製造量の増加と
農業用シート等新分野商品製造事業

北星信用金庫

33 2701110109 北海道 上坂木材株式会社 6450001000519
ＮＣルーター導入による受注品の品質及び精度向上と
生産性向上による短納期化事業

商工組合中央金庫

34 2701110113 北海道 広伸プラント工業株式会社 3430001005745
ＣＮＣ制御式パイプ自動切断機の導入による大口径パ
イプ切断工程の効率化

北海道銀行
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受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

35 2701110114 北海道 株式会社キュウホー 9460101003203
国内初の薬草専用除草機の開発に伴う熱風焼付乾燥
炉の導入による塗装の高品質化

公益財団法人北海道中小
企業総合支援センター

36 2701110116 北海道 株式会社フジ 8430001021127
精密加工機導入による、自社生産機械の付加価値額
向上

北洋銀行

37 2701110117 北海道 国産生薬株式会社 4450001007862
北海道固有ハトムギ品種「北のはと」出荷強化を目指し
た設備導入事業

北星信用金庫

38 2701110122 北海道 株式会社イチイゲタ富樫水産 5460001000114
ＩｏＴを用いたフレーク窒素氷設備導入による釧路鮮魚
の超高鮮度保持事業

北洋銀行

39 2701110126 北海道 株式会社野口工芸社 4440001001569
看板のデザイン革命！ＬＥＤ象嵌サイン製造による新規
開拓を図ります

北洋銀行

40 2701110127 北海道 株式会社ハイ・フォート 4430001013268
オンデマンド印刷機導入により当社技術力で付加価値
を高めた新写真集を提供する

北洋銀行

41 2701110131 北海道 ふたみ青果株式会社 4460001001443
高鮮度保持とＩｏＴ技術を活用したＴＰＰ加盟国等へのト
ウモロコシ輸出事業

北洋銀行

42 2701110133 北海道 株式会社池田歯車製作所 8430001001269
「高硬度材」高精度加工の改善により、売上増加させる
事業

北洋銀行

43 2701110137 北海道 株式会社桐越 3430001004904
新型自動皮むき機の導入による生産性の向上と「高品
質・高付加価値化」事業

北洋銀行

44 2701110140 北海道 株式会社とかち製菓 6460101005103 ご当地洋菓子の製造販売による革新計画 北洋銀行

45 2701110145 北海道 丸和信和建設株式会社 9462501000283
削り機等の導入による鮭節生産体制の強化及び微粉
末化による商品種別の拡充

大地みらい信用金庫

46 2701110149 北海道 株式会社ニッコー 3460001001287
フレキシブル操作型食品加熱焼成システムの高度化に
関する研究開発

釧路信用金庫

47 2701110164 北海道 株式会社匠工芸 2450001001875
ＮＣボーリングマシン導入によるオリジナル製品の生産
性及び品質の向上

北洋銀行

48 2701110167 北海道 三陽商事株式会社 4430001019488
３次元設計ソフトによる農産物関連機械の新技術開発
コストの削減

北洋銀行

49 2701110172 北海道 寿機械株式会社 3430001006231
圧延装置本体の短納期化及び高精度品質を目的とし
た横型マシニングセンター機の導入

北洋銀行

50 2701110183 北海道 株式会社DAL・DNA解析ラボラトリー 7460001003957
臨床応用を目的とした新規検査法と再生医療技術の開
発

釧路信用金庫

51 2701110185 北海道 株式会社高木金型製作所 2430001009854
金型製作、試作品、既存部品の製品精度向上、納期短
縮及び新規受注を目的としたＣＮＣ旋盤の導入

北洋銀行

52 2701110187 北海道 株式会社道南冷蔵 1440001001381
鮭フレーク１５０％増産！ＷＩＮ・ＷＩＮ・ＷＩＮ！プロジェク
ト

北洋銀行

53 2701110189 北海道 エノ産業株式会社 2450001000596
木材乾燥実証機の導入後における顧客別木材乾燥ス
ケジュールデータ作成計画

旭川信用金庫

54 2701110193 北海道 スプウン谷のザワザワ村 　－
全国屈指の農場景観内にオープンテラスを融合した「グ
ランピング型」レストラン

美瑛町商工会

55 2701110197 北海道 株式会社安田鉄工所 3460301001103
ロボット溶接鉄骨製造ライン構築のための溶接ロボット
の導入

北見信用金庫

56 2701110201 北海道 株式会社三好製作所 8010801011658
ステンレス製ボトル等円筒曲面への多色刷り曲面スク
リーン印刷

商工組合中央金庫

57 2701110202 北海道 有限会社永三ファニチャ 6430002002730
最新型ＮＣマシン導入による、国内市場での競争力強
化と若手人材育成事業

北洋銀行

58 2701110211 北海道 株式会社トップ・ラン 8430001050241
北海道産こんにゃく芋を使用したこんにゃくの製造販売
事業

北洋銀行

59 2701110214 北海道 シンセメック株式会社 6430001029576
生産用オーダーメイド設備の高精度化・大型化への５面
加工機の活用

北洋銀行

60 2701110216 北海道 株式会社ハンドパワー 9460101005240
魔法の仕上りと速さを～新型スポット溶接機とコンプ
レッサー導入によるＱＣＤ向上と新市場開拓

北見信用金庫

61 2701110217 北海道 ＪＰ　ＭＯＬＤ株式会社 5460301000441
道東の金型屋の挑戦！新型放電加工機導入によるＱＣ
Ｄ向上と新機軸構築による受注獲得

北見信用金庫

62 2701110218 北海道 株式会社プリプレス・センター 3430001015439
「雪化粧パッケージ」の試作開発を通じたプレミアムパッ
ケージ市場への新展開

商工組合中央金庫

63 2701110220 北海道 株式会社まつもと薬局 4460101004164
十勝初！散薬調剤ロボット導入による調剤業務負担軽
減と、訪問健康サポート事業の展開

北見信用金庫

64 2701110225 北海道 株式会社エフ・イー 3450001000595
ブレーキプレス導入による生産効率の向上、高品質・高
精度化及びリードタイムの短縮

一般財団法人旭川産業創
造プラザ

65 2701110226 北海道 株式会社イソップアグリシステム 7460301001248
大豆とヒマワリによるファットスプレッド（ソフトバター様）
の試作開発

北見信用金庫

66 2701110228 北海道 株式会社モリタン 3450001009570
道産冷凍帆立貝柱を世界へ！更なる高品質化による
輸出力強化事業

北洋銀行

67 2701110229 北海道 有限会社北海道ホープランド 8460102003104
地場産スイートコーンの生産性向上と海外への販路拡
大のための検討

東城敬貴税理士事務所

68 2701110233 北海道 国岡製麵株式会社 3430001004961
世界初！レンジでチンする生ラーメンの増産及び海外
販路拡大

北洋銀行

69 2701110234 北海道 小川水産株式会社 1460001003112
新たな鮮度保持技術（氷温技術および窒素置換技術）
を活用した原料ウニの鮮度保持に関する取り組み

網野中小企業診断士事務
所
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受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

70 2701110236 北海道 ライフ工業株式会社 5430001054047
鉄骨コアのロボット溶接による生産性の向上、地元市場
の確保

北央信用組合

71 2701110238 北海道 株式会社山本忠信商店 9460101001900
国産大豆類の高レベルな選別調整の導入による供給
力強化事業

帯広信用金庫

72 2701110239 北海道 株式会社西野製作所 1430001056914
サイズ自動調整機能搭載の「円筒研削盤」導入による
高効率化と技術強化による競争力強化

北洋銀行

73 2701110240 北海道 株式会社残間金属工業 2460001000653
最新溶接ロボットシステムの導入による製造効率と品
質向上による事業領域の拡大

釧路信用金庫

74 2701110245 北海道 株式会社キタジマ 2440001000523
学校給食における食の安全・衛生の観点から異物混入
事故をなくすため

北洋銀行

75 2701110251 北海道 カドウフーズ株式会社 5440001005800
道南の農水産物を活用した機能性のある函館スイーツ
製造用設備導入

ＺＩＯＮ株式会社

76 2701110261 北海道 旭イノベックス株式会社 5430001000686
生産能力向上・大型物件対応に向けた、鉄骨柱用の最
新鋭鋼材切削機の導入

北海道銀行

77 2701110266 北海道 士幌鉄工株式会社 6460101003049
鉄骨切断機導入による大型牛舎建設に対応できる鉄骨
加工生産体制の確立

帯広信用金庫

78 2701110271 北海道 株式会社アイ・ティ・エス 8430001024113
建設業界へ向けた革新的営業手法の提供　ビッグデー
タを活用した営業戦略支援システムの開発

北洋銀行

79 2701110274 北海道 株式会社シティック 6430001055267
浄化槽ナビゲーションシステムの導入による革新的な
維持管理サービスの提供

北洋銀行

80 2701110276 北海道 株式会社小樽海洋水産 5430001050764
主に小樽近海の水産資源を活用した高品質「Ｆａｓｔ　Ｆｉ
ｓｈ」の開発

北洋銀行

81 2701110277 北海道 株式会社仁光電機 1440002003220 定置網漁向けアザラシ用忌避装置の開発 江差信用金庫

82 2701110278 北海道 有限会社ボデーショップ・カドワキ 6430002059837
高性能３次元マルチアライメント計測器の導入による衝
突安全ボディ完全復元に向けた計測技術の高精度化と
作業環境改善

室蘭信用金庫

83 2701110282 北海道 株式会社だるま食品本舗 6440001001237
高効率型こんにゃく製造装置導入による新製品開発と
生産性向上

北洋銀行

84 2701110285 北海道 株式会社森のホールパブリック 5460001004544
弟子屈町の温泉活用のマンゴー等農産物を使用したス
イーツの開発

北海道商工会連合会

85 2701110287 北海道 株式会社旭都鉄筋工業所 2450001000852
生産性の向上や担い手不足を解消する鉄筋加工機導
入による省力化・ライン化

北洋銀行

86 2701110290 北海道 株式会社藤井 1450001002585
『大豆専門撰別機』として電光撰別機導入による生産力
増強と品質ブランド向上

北海道銀行

87 2701110295 北海道 空知単板工業株式会社 4430001048413
高デザイン性木製クラフト製造の為のレーザー加工機
の導入

北洋銀行

88 2701110298 北海道 第一金属株式会社 8430001056825
最新型研磨機導入によるプレス刃物研磨作業の省力
化と生産能力の向上

公益財団法人北海道中小
企業総合支援センター

89 2701110299 北海道 メイトク北海道株式会社 6430001061983 金型溶接技術による省エネ化とコスト低減へ取り組み 北洋銀行

90 2701110302 北海道 飯田農場 　－ 農場センシングシステムの導入による収益力向上計画 北洋銀行

91 2701110304 北海道 上原ネームプレート工業株式会社 2010501001196
自動車装飾部品向け金属薄膜の生産性向上並びに品
質安定化

北海道銀行

92 2701110305 北海道 ノースプレインファーム株式会社 8450001009673
有機生乳を使用した日本初のオーガニック熟成チーズ
の開発

北海道銀行

93 2701110306 北海道 株式会社室蘭うずら園 1430001057920
新製品の生産量増に対応した、生産性向上のための包
装機導入事業

北海道銀行

94 2701110307 北海道 長谷製菓株式会社 1460001003236
主力ラングドシャの生産ライン自動化によるＯＥＭ対応
強化ならびに製品開発力の強化

株式会社ラコンテ

95 2701110308 北海道 株式会社ＦＪコンポジット 4080101010317 レドックスフロー電池用双極板の開発 北洋銀行

96 2701110310 北海道 トダテック株式会社 1430001011844
物流拠点の分散化に伴う生産方式の改善と利便性の
高いワイヤーロープの製造

北洋銀行

97 2701110313 北海道 株式会社ｅｓａｋｉ 5430001047991
農産物鮮度向上のための予冷工程改善と、通年安定
出荷に向けた冷蔵冷凍貯蔵施設整備

橋本優三税理士事務所

98 2701110314 北海道 草野作工株式会社 9430001042444
高付加価値な薬用植物の生産効率化に向けた根塊ス
ライス装置と大量乾燥システムの導入による過酷作業
の解消

北海道銀行

99 2701110315 北海道 有限会社アルブロデザイン社 4450002000214
樹脂成型システムの導入による原型方案の多様化及
び高付加価値化

一般財団法人旭川産業創
造プラザ

100 2701110322 北海道 株式会社ファームソレイユ 7430001054994
最新加工機械導入による、糖尿病（予備群）患者向け
低糖質・低カロリー洋菓子開発事業

北海道銀行

101 2701110323 北海道 サカエ農機株式会社 2460101004397
シャーリングマシン導入による作業効率化と豆類収穫
専用コンバインの試作開発

帯広信用金庫

102 2701110325 北海道 株式会社プロフォーマンス 7460001004658
エアクランプ式刺繍機の導入による作業効率の大幅
アップ及び新たな刺繍サービスの提供

釧路信用金庫

103 2701110326 北海道 株式会社プリントハウス 1440001001976
道南トップクラスのフリーペーパーの東北地域への展開
に必要となる印刷機導入と観光客向けスマホサイト事
業

北海道銀行

104 2701110330 北海道 松江エンジニアリング株式会社 2440001004540
プレス金型の再生事業における顧客ニーズに対応した
高精度・長寿命化の実現

函館信用金庫
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105 2701110332 北海道 株式会社大雪木工 3450001001800
少ロット多品種化に対応する競争力のある生産の実現
と商品開発力の強化

一般財団法人旭川産業創
造プラザ

106 2701110336 北海道 アルナチュリア株式会社 1430001058423
イジェクター式垂直架台型脱気シーラー導入による、製
品パッケージング品質向上対策

北洋銀行

107 2701110337 北海道 みぞぐち事業株式会社 2440001002354
電磁誘導方式塗膜除去工法による革新的な鋼橋補修
工事の実現

北海道銀行

108 2701110339 北海道 株式会社札米 6430001006856
道産米を活用した「北海道だんご」製造設備導入による
競争力強化と販路拡大

北海道銀行

109 2701110340 北海道 丸ニ北海煉瓦株式会社 8430001043105 小型真空押出機導入による新商品の開発 北海道銀行

110 2701110346 北海道 有限会社片原商店 3460102005609
上士幌町特産「ナイタイ和牛」の加工処理能力向上およ
び増産体制の確立

帯広信用金庫

111 2701110352 北海道 株式会社大協 1011801009310
高性能自動縁貼機導入による品質向上と生産性向上、
コスト削減対策

室蘭信用金庫

112 2701110353 北海道 有限会社すずきふぁーむ 8460002004846
自社生産アイスクリームと飲食の同時提供による付加
価値の向上

釧路信用金庫

113 2701110355 北海道 株式会社菊目屋商店 9430001004270
大型ＮＣルーター導入による鋳造用木型の短納期化と
木型管理の高効率化

マーケティングオフィス川村

114 2701110361 北海道 株式会社サンフレッシュサービス 8440001004741
北海道産の新鮮・厳選素材に拘った新おこわ商品の開
発・販売事業

北洋銀行

115 2701110363 北海道 株式会社ワールド山内 9430001018147
新型高出力レーザー加工機による高精度加工の実現と
生産性の向上

北洋銀行

116 2701110365 北海道 有限会社カネ忠高西商店 1430002057465
スチームコンベクションオーブン導入による、体に優しい
弁当・惣菜の製造・販売

北洋銀行

117 2701110368 北海道 広菱鉄工 　－
油圧式シャーリング導入による製造工程改善と農業用
小型コンテナの開発

帯広信用金庫

118 2701110379 北海道 有限会社東野農園 7450002010210
薬用作物（カノコソウ）安定生産を 目的とする堀上げ機
械導入事業

税理士法人なよろ税経事
務所

119 2701110385 北海道 有限会社サン・ミート木村 9440002008749
設備投資による地方食肉販売店の販路拡大・全国展
開・海外市場参入事業

長万部商工会

120 2701110392 北海道 熊谷機工株式会社 9460101004928
最新型パイプベンダー導入により行う短納期と外注作
業の内製化を達成する事業

網走信用金庫

121 2701110393 北海道 有限会社道東暖熱工業所 1460002002096
蒸気配管等の３次元形状計測に基づく断熱保温カバー
生産プロセスの改善

北洋銀行

122 2701110394 北海道 有限会社アルフ 5430002066066
自動車部品等向け精密金型部品製造ラインの増設によ
る革新的効率改善

北洋銀行

123 2701110396 北海道 株式会社ノベルズ食品 8460101004739
十勝ハーブ牛の生産・品質管理の統合システム導入に
よるブランド強化

帯広信用金庫

124 2701110398 北海道 株式会社カンディハウス 2450001000506
ＣＮＣコピーマシン導入によるデザイン性の高い木製椅
子生産の効率化

税理士法人中央総合会計

125 2701110404 北海道 北海道車体株式会社 4430001033555
環境と食品関連車輌の架装事業拡大の為の生産プロ
セス強化

北洋銀行

126 2701110407 北海道 有限会社ほんだ菓子司 7430002052964
農商工連携事業の主軸であるどら焼きの品質改善及び
生産性向上事業

商工組合中央金庫

127 2701110408 北海道 株式会社イークラフトマン 1430001035562
電話とファクシミリしか持たない小規模生産者向けのク
ラウド型受発注システムの構築

税理士法人知野・寺田会
計事務所

128 2701110409 北海道 オホーツク・ショコラッティエ株式会社 1460301002904
機械化により、高級チョコレートトリュフを迅速に大量に
作る革新的製造改良事業

北海道銀行

129 2701110412 北海道 株式会社深川硝子工芸 6430001050796
硬質ガラス用単独高燃焼炉設置による高品質製品の
実現

北陸銀行

130 2701110413 北海道 有限会社阿部養鶏場 5450002010022
ブランド卵「酵素卵」の生産拡大に向けた全自動養鶏シ
ステムの導入

北海道銀行

131 2701110418 北海道 日清食材株式会社 7430001050275
最新式全自動梱包ロボット、Ｘ線検査機導入による、梱
包の高効率化及び製品安全性向上計画

商工組合中央金庫

132 2701110420 北海道 株式会社バーチャルイン 4430001039404
中小企業向けネットショップ広告ツール作成支援システ
ムの開発

東京中央経営株式会社

133 2701110422 北海道 ジャストフーズ有限会社 9460102001544
地元農産物を素材とした冷凍食品の事業拡大・高品質
化に向けた自動計量・包装設備の導入

帯広信用金庫

134 2701110426 北海道 ソメスサドル株式会社 2430001048423
通信販売向け顧客管理システム導入による、顧客目線
にたった販売システムの構築

北門信用金庫

135 2701110429 北海道 アイクス株式会社 1430001057219
高性能ＮＣ放電加工機の導入による放電加工技術の高
精度化と生産リードタイムの短縮

室蘭信用金庫

136 2701110430 北海道 有限会社ヒエヌキ 6440002003686
北海道新幹線開業で注目される木古内町の特産品
「はこだて和牛コロッケ」の生産能力強化

木古内商工会

137 2701110432 北海道 株式会社アイビック 4430001000266
販売顧客管理システム導入による競争力強化・事業領
域拡大

北海道銀行

138 2701110433 北海道 株式会社はこだて柳屋 2440001001769
北海道新幹線の開通に伴う土産用半生菓子の需要増
加に対応するための高機能な菓子製造機械の導入事
業

北洋銀行

139 2701110439 北海道 株式会社前田電機製作所 9430001015994
巻コア製作の機械化及び大型乾燥炉を導入し、生産工
程の短縮・原価の低減を図る事業

北洋銀行
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140 2701110446 北海道 北海道はまなす食品株式会社 4430001033588
自動計量機等導入による道産原料を活用したグラノー
ラの商品化

公益財団法人北海道中小
企業総合支援センター

141 2701110447 北海道 下川フォレストファミリー株式会社 8450001011076
新規加工・生産性向上を目的とした最新型 ＮＣルー
ターの導入

北洋銀行

142 2701110449 北海道 有限会社ベリーファーム 2430002048892
自社有機栽培ブルーベリーを活用したジェラート事業生
産性向上及び商圏拡大

北洋銀行

143 2701110454 北海道 北新金属工業株式会社 1430001043953
ネットワーク対応型全自動検査システム構築による道
内調達拡大策

北海道銀行

144 2701110457 北海道 日美装建株式会社 9430001024104
エアコン清掃とＩｏＴの融合によるエアーマネジメントサー
ビス事業

北洋銀行

145 2701110458 北海道 有限会社玉家プロダクツ 9430002057342
在庫管理業務効率化のための在庫管理オンラインシス
テム導入と海外進出計画

白川浩平税理士事務所

146 2701110462 北海道 森産業株式会社 5460101003066
バーク堆肥の品質向上とペレット加工による混合堆肥
複合肥料の商品化

士幌町商工会

147 2701110463 北海道 新得物産株式会社 9460101003145
民間主導の地域社会づくり「新得そば」ブランド再構築
事業

帯広信用金庫

148 2701110466 北海道 有限会社フジカメラ 2430002057654
顧客と二人三脚でつくるオリジナルフォトアルバムサー
ビスの展開

北海信用金庫

149 2701110467 北海道 株式会社見方 3430001033614 美味しさを追求した調理食品の製造ラインの構築 北洋銀行

150 2701110468 北海道 株式会社近海食品 9460001003030
超音波切断機導入による昆布重ね巻きの生産性向上
と販路拡大計画

北海道銀行

151 2701110471 北海道 グリーンテックス株式会社 3450001001081
安全・安心有機栽培ニンニクの生産効率化による競争
力強化

北洋銀行

152 2701110472 北海道 有限会社マルショウ小西鮮魚店 9440002004500
新型活魚水槽導入と神経締め技術の融合による商圏
拡大事業

北海道銀行

153 2701110473 北海道 有限会社山崎製作所 1460102003630
ＡＣサーボブレーキプレス導入による生産性の向上と新
市場開拓

網走信用金庫

154 2701110479 北海道 株式会社ジェネティックラボ 4430001026682 低侵襲による新しいがん個別化検査サービスの実現化 北洋銀行

155 2701110480 北海道 札幌高級鋳物株式会社 6430001019734
鋳造技術の向上と高品質なものづくりのための最新鋳
造シミュレーション導入

北洋銀行

156 2701110482 北海道 株式会社グリーンウォール 4430001047480
サイディング同質出隅の市場拡大のため、サイディング
プレカット事業推進化

千葉崇晶公認会計士事務
所

157 2701110485 北海道 国稀酒造株式会社 5450001009222
輸出に向けた吟醸用こしき及びサーマルタンク導入に
よる大吟醸酒製品の高品質・高付加価値化事業

北海道銀行

158 2701110486 北海道 株式会社三英 8010501004788
インクジェットプリンタを用いた理想的な卓球台天板の
開発

商工組合中央金庫

159 2701110488 北海道 三栄機械株式会社 9450001001167
最新型複合旋盤加工機導入による高精度・生産性向上
と新規市場開拓

北海道銀行

160 2701110490 北海道 加賀谷木材株式会社 3460301002084
受注拡大のためのフィンガージョインター自動ラインの
導入

北見信用金庫

161 2701110495 北海道 株式会社辰巳水産 9440001007000
最新型オーブン機導入による、健康と美容効果を高め
る道産ハイブリット機能性スイーツの製品化事業

北海道銀行

162 2701110496 北海道 株式会社ヤブシタ 5440001002467
室外機設置環境を最適化する気流解析シミュレーショ
ンの導入

北洋銀行

163 2701110498 北海道 室蘭ヒート株式会社 1430001057160
加工時間の短縮と品質の安定化に向けた最新真空熱
処理炉の導入

室蘭信用金庫

164 2701110500 北海道 株式会社オビトラ 4460101000320
粉体塗装ブース導入による生産体制の強化と顧客ニー
ズへの対応

北洋銀行

165 2701110501 北海道 東洋農機株式会社 8460101001199 溶接ロボットシステム構築と溶接ロボット導入 北洋銀行

166 2701110503 北海道 株式会社山吉青山商店 7430001052098
ニシン加工処理機器導入による、付加価値の高い身欠
きニシン・珍味類の製造体制の整備

北洋銀行

167 2701110506 北海道 株式会社植松電機 2430001048828
汎用性の高い加工機械の導入による理想的な研究開
発環境実現事業

株式会社吉岡経営セン
ター

168 2701110510 北海道 ファームエイジ株式会社 5430001042720
かつて無い速さとわかり易さで野生動物の生態情報を
提供するクラウドサービス

北海道銀行

169 2701110511 北海道 コーケン香料株式会社 1020001007339
新たな発酵ホタテピュアパウダー（ＨＰＰ）の製品化に向
けた製法構築

三井住友銀行

170 2701110513 北海道 マルキ平川水産株式会社 1460001003137
生産ライン改良による海外輸出向け高品質生ウニ製造
の基盤整備

大地みらい信用金庫

171 2701110514 北海道 株式会社カムイ電子 5430001064293 ＩｏＴテレマティス端末製造に伴う高性能試験設備の導入 北洋銀行

172 2701110520 北海道 有限会社亜麻公社 4430002038636
北海道産亜麻仁油の品質及び工程改善に必要な機械
装置の導入事業

ＺＩＯＮ株式会社

173 2701110522 北海道 株式会社ヒルコ 2430001014103
融雪設備の最適設定サービスを支援するアフターフォ
ローシステム開発

北洋銀行

174 2701110525 北海道 佐藤鋳工株式会社 6450001004809
最新型全自動デファレンシャルケース加工機導入によ
る自動車用鋳鉄部品の生産プロセスの改善

北洋銀行
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175 2701110526 北海道 有限会社吉村工作所 7430002063508
鉄骨専用ＣＡＤシステム導入による製品の高精度化お
よび生産性向上対策

北洋銀行

176 2701110527 北海道 日本アスパラガス株式会社 6430001052058
後志地域での乾燥・紛体野菜製造ライン新設に伴う設
備導入事業

税理士法人中野会計事務
所

177 2701110529 北海道 アビエンジニアリング株式会社 1430001027064
雪崩予防柵を固定する斜面用アンカー工法における新
技術開発

北洋銀行

178 2701110534 北海道 有限会社マルヒロ太田食品 3440002004605
最新型工場ライン導入による北海道産「まるごとコロッ
ケ」の高度生産性向上事業

北海道銀行

179 2701110538 北海道 株式会社永澤機械 2430001056896
最新型５軸対応立形マシニングセンタ導入によるフライ
ス加工技術の高精度化と生産リードタイムの短縮

室蘭信用金庫

180 2701110548 北海道 日本動物特殊診断株式会社 7430001044665
ウシの生産性向上をもたらす、新たな薬剤感受性試験
サービスの開発

北海道銀行

181 2701110549 北海道 北海道ポラコン株式会社 2430001022485 コンクリート製品の性能復活サービスの展開 北洋銀行

182 2701110551 北海道 株式会社新保商店 2430001007643
プラズマ切断機の導入による高精度化・短納期化の促
進と新規需要の開拓

北海道銀行

183 2701110552 北海道 株式会社マルケン 2430001032220 高付加価値ゴムチップパネルの開発 北洋銀行

184 2701110553 北海道 トナミ食品工業株式会社 8440001002217
過熱水蒸気技術を用いた新設備導入による「北海道産
冷凍焼き野菜」の製品化事業

北海道銀行

185 2701110557 北海道 株式会社三海幸 4440001000694 北海道おちちまめ健康栄養菓子産業づくり 北海道銀行

186 2701110564 北海道 有限会社マーケットエンジニア 3430002042267
グローバルフルスタックエンジニア育成事業（ＩＴ総合技
術者育成事業）

北洋銀行

187 2701110567 北海道 有限会社助安農場 2450002003053
こだわり米の流通用商品強化による「助安農場」ブラン
ドの拡大

一般財団法人旭川産業創
造プラザ

188 2701110568 北海道 株式会社カネサン佐藤水産 3430001056615
「海外・個食」販路拡大のための安全・安心、多品目い
かそうめん生産用設備導入事業

北海道銀行

189 2701110569 北海道 株式会社丸升増田本店 8430001023726
個人情報委託先監督のサポート機能を強化するための
機密抹消サービス革新事業

第四銀行

190 2701110578 北海道 株式会社ホクドー 3430001014928
再生医療研究推進に寄与する、脊髄損傷モデル等の
動物供給体制の確立

商工組合中央金庫

191 2701110579 北海道 株式会社ファイバーゲート 7430001029022
指向性アンテナのコントロール機能を実装した無線ＬＡ
Ｎ基地局の開発

税理士法人札幌中央会計

192 2701110602 北海道 有限会社馬場機械製作所 6430002064696 精密成形研削盤導入による生産性向上対策 室蘭信用金庫

193 2701110605 北海道 株式会社さくらコミュニティサービス 1430001033269
介護記録データ自動解析による介護計画の自動生成
システムの開発

税理士法人しらかば綜合
会計事務所

194 2701110607 北海道 丸高水産株式会社 7430001023405
北海道産秋鮭加工の高付加価値化、生産性向上に必
要な機械装置の導入事業

ＺＩＯＮ株式会社

195 2701110608 北海道 株式会社メディエイト 5140001096903 高齢者向け地域におけるＩｏＴを活用した見守りサービス 北洋銀行

196 2701110612 北海道 株式会社まるりょう野沢商店 1430001059677
機材導入「ニシン、数の子」親子原料利用で新商品開
発、販売で雇用促進事業

西正則税理士事務所

197 2701110615 北海道 株式会社アイワード 8430001000304
道内初の完全自動包装機の導入により、印刷物の包装
を自動化する事業

北海道銀行

198 2701110617 北海道 有限会社伊藤畜産 2460402000038
製造販売力、レストランサービス等の強化のための牛
肉・生乳の製造能力の増大化計画

大地みらい信用金庫

199 2701110619 北海道 村井運輸株式会社 3430001016767
高性能ロータリーポンプ導入による、製紙工場向け高
粘度薬液輸送の高効率化

公益財団法人北海道中小
企業総合支援センター

200 2701110628 北海道 英建設株式会社 3430001071234
新築・リフォーム工事の見積り作成効率化とプレゼン能
力向上による競争力強化及び受注拡大

室蘭信用金庫

201 2701110631 北海道
株式会社丸二永光水産マルニ札幌
清田食品

1430001070840
道産魚介類の高付加価値化のための最先端３Ｄ凍結フ
リーザー装置の導入事業

北海道銀行

202 2701110633 北海道 アドバリーシステム株式会社 8430001059654
ＩｏＴを活用した「スマートファクトリー」実現のためのソ
リューションの開発

北洋銀行

203 2701110634 北海道 雄大コンサルタント株式会社 8430001049309
異種交配による観賞用エビ養殖事業（高品質希少種及
び高品質普及種）

北洋銀行

204 2701110638 北海道 株式会社北炭ゼネラルサービス 6430001015015
高機能分析機器類の導入による業務品質・作業効率・
顧客満足（質・量共）の向上

空知信用金庫

205 2701110641 北海道 株式会社北診印刷 2430001014771
ＵＶインクジェットプリンタ及びＣＯ２レーザー彫刻機の導
入による外注内製化計画

商工組合中央金庫

206 2701110645 北海道 株式会社きのとや 5430001023984
『札幌農学校』の生産性向上及び品質改善のための専
用ラインの設備導入

北洋銀行

207 2701110653 北海道 ベル食品株式会社 7430001014420
レトルト食品で海外を狙う！好評な家庭用製品の大容
量化を図る事業

北洋銀行

208 2701110657 北海道 株式会社和創 5430001045310
洋室を和の空間に変える極薄畳、極薄両面畳の開発、
製造

北海道銀行

209 2701110660 北海道 株式会社丸中しれとこ食品 3460301003438
数の子生産ラインの新規設備投資による生産性向上と
販路拡大

北海道銀行
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210 2701110661 北海道 株式会社白亜ダイシン 8430001046611
北海道産小麦・ライ麦を主原料とするヴィーガンクッ
キーの開発製造化事業

北洋銀行

211 2701110667 北海道 株式会社アールアンドイー 4430001057637
鋳鋼品の高付加価値化を目的とした難削材加工機の
導入

マーケティングオフィス川村

212 2701110669 北海道 オルソン株式会社 9430001020763
鮭フレークを海外に！更なる需要に応えるための生産
設備更新計画

北洋銀行

213 2701110678 北海道 飛栄建設株式会社 8430001013735 “Ｃｌｅａｎ ｓｐａｃｅ ｆｏｒ ａｌｌ ｏｆ ｕｓ”の実現と展開 北洋銀行

214 2701110680 北海道 株式会社イシカリ 1430001039869
脱脂化成設備導入による塗装前処理工程の作業環境
改善と生産性向上と塗装技術の高度化

北洋銀行

215 2701110682 北海道 株式会社ネイビーズ・クリエイション 4430001012996
高精度三次元データを活用した顧客のマーケティング
強化とコスト削減の実現

北洋銀行

216 2701110683 北海道 有限会社前川機械工作所 6430002018669
最新モデルの複合加工機導入による生産性の効率化
とニッチ産業への参入

北洋銀行

217 2701110685 北海道 ジャパーナプランニング株式会社 7430001065265
外国人旅行客向けワンストップ型交通機関、現地発着
ツアー手配システム導入による革新的サービス提供

北洋銀行

218 2701110687 北海道 株式会社ＢＡＫＥ 1011001094608
チーズタルトの生産効率の向上及び生産量拡大のため
の設備導入

北洋銀行

219 2701110694 北海道 株式会社北都 5430001014918
高速大型ＵＶ印刷機の導入による大型看板の生産性向
上

北海道銀行

220 2701110701 北海道 ハッピーフーズ株式会社 1460301003423
生産性向上による地元産秋鮭を使った切身等加工食
品の販路拡大

北海道銀行

221 2701110708 北海道 有限会社ミヤタ技研工業 1430002066210
高性能立形マシニングセンタ導入による切削加工技術
の高精度化と生産性向上対策

室蘭信用金庫

222 2701110713 北海道 五嶋金属工業株式会社 7430001056693
溶接ロボットの導入による生産性向上およびコスト削減
対策

室蘭信用金庫

223 2701110716 北海道 北栄興業株式会社 2430001014598
鉄骨コア連結“２アーク”溶接システムによる技術向上・
生産拡大計画

北海道銀行

224 2701110717 北海道 山鋼札幌株式会社 9430001017264
鉄板加工の内製化により、即納体制拡充及び商品ライ
ンナップ増強を図る競争力向上事業

鷲巣公認会計士事務所

225 2701110718 北海道 中標津地方魚菜株式会社 6462501000187
窒素置換技術を活用した干物の品質向上とＩｏＴによる
生産工程の可視化

北洋銀行

226 2701110721 北海道 有限会社マルサフーズ 1462502000785
天然活〆鮭など秋鮭の高度加工処理による、付加価値
アップ化した売れる商品開発

大地みらい信用金庫

227 2701110731 北海道 株式会社もりもと 7430001044079
ケーキ類の増産と生産性向上のための超音波トルテス
ライサーと包装機の導入

北海道銀行

228 2701110743 北海道 株式会社バーナードソフト 3430001066614
ＩｏＴ対応の大規模ネットワーク監視システムテグノスの
改良

北海道銀行

229 2701110745 北海道 株式会社アド・ワン・ファーム 1430001045396
ハウスによる水耕栽培の生育管理および製造管理シス
テムの導入

榮光税理士法人

230 2701110747 北海道 マルカ北海化成株式会社 9430001023048
高精度エッジバインダー（縁貼機）導入による加工精度
向上（家具・店舗什器の美化）と加工時間の短縮化

北洋銀行

231 2701110748 北海道 和弘食品株式会社 9430001050661
味覚センサーを活用した味の数値化による調味料開発
の高度化

北海道銀行

232 2701110750 北海道 株式会社ノースマート 1430001068463 ＵＶプリンター導入による新商品開発および海外 石狩商工会議所

233 2701110751 北海道 株式会社ハイブリッジ 8430001063945 高効率燃料電池触媒用単原子スパッタ装置の開発 北洋銀行

234 2701110753 北海道 合同会社Ｓｕｐｐｌｙ Ｃｒｏｐｓ 9430003004806
札幌伝統野菜「札幌黄」の高付加価値スープの開発・
製造事業

税理士法人知野・寺田会
計事務所

235 2701110756 北海道 株式会社伊藤塗工部 2430001001489
焼付塗装の高度化設備導入による高品質塗装技術確
保事業

北洋銀行

236 2701110761 北海道 株式会社アリガプランニング 6430001035351
ランニングコスト不要地中熱真空ヒートパイプ融雪新領
域進出による最新鋭ボーリング機の調達

北洋銀行

237 2701110763 北海道 おがファーム 　－ 炭酸ガス及び加温による早期出荷 北海道銀行

238 2701110766 北海道 十勝品質事業協同組合 5460105002072
最新式機器導入による国内初のナチュラルチーズ共同
熟成システム運用と商品開発

帯広信用金庫

239 2701110768 北海道 株式会社技研工房 3430001035437
高精度計測器製造用のクラウド対応型検査システム（Ｈ
ＡＩＳ－Ｃ）の導入

北洋銀行

240 2701110770 北海道 丸ヱ寺江食品株式会社 9450001008311
障がい者が活躍する稚内新ブランド開発と生産性向上
の実現

稚内信用金庫

241 2701110771 北海道 株式会社樋口 3430001013863
プレスブレーキ用新型ＮＣ制御盤導入によるキッチン製
造ラインの効率化

商工組合中央金庫

242 2701110773 北海道 石田めん羊牧場 　－
移動型搾乳機を用いた衛生的に高品質な羊乳を生産
する事業

足寄町商工会

243 2701110774 北海道 央幸設備工業株式会社 3430001002874 霊芝（マンネンタケ）栽培増産に伴う内製化促進 商工組合中央金庫

244 2701110780 北海道 アテリオ・バイオ株式会社 3450001010264
規制改革に対応した独自乳酸菌サプリのスケールアッ
プ体制構築

北洋銀行
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245 2701110781 北海道 株式会社セテック 6430001008869
カルシウム・シリカ法による高性能・低コストな乾式脱硫
剤の試作開発

税理士法人しらかば綜合
会計事務所

246 2701110782 北海道 ありがとう牧場 　－
放牧酪農・季節繁殖による牛乳の特性を生かした高品
質チーズの開発

足寄町商工会

247 2701110793 北海道 株式会社電通システム 9430001027668 高齢者安否確認「見守り」クラウドサービス提供 北洋銀行

248 2701110794 北海道 株式会社ローレル 6430001048816
直営店舗管理システム構築により、販売から生産まで
一括した自社オペレーションを実現

北海道銀行

249 2701110795 北海道 有限会社高橋クリーニング 4460102006127
遠赤外線乾燥機導入による殺菌・消臭クリーニング事
業

足寄町商工会

250 2702110001 青森県 株式会社こがわ 1420001000906
地元産品の高付加価値化につながる 小ロット・多品種
な紙器通販事業

商工組合中央金庫

251 2702110010 青森県 有限会社プリンス光学 8420002014171
最新研磨装置機の導入による、高性能監視カメラ・交換
レンズ向け特殊レンズ研磨技術の確立

青森銀行

252 2702110011 青森県 株式会社北彩屋 9420001014683
冷凍技術の高度化によるボトルネック解消と海峡サー
モンの未利用部位活用事業

みちのく銀行

253 2702110013 青森県
三沢市ソーラーシステムメンテナンス
事業協同組合

2420005006840 使用済み太陽光発電パネル最適処理プロセスを構築 三八城税理士法人

254 2702110019 青森県 丸八鐵工建設株式会社 4420001001934
超高速ドリルマシン＋ＣＮＣ切断機導入とネットワークに
よる管理手法

公益財団法人２１あおもり
産業総合支援センター

255 2702110026 青森県 太洋舎商事株式会社 5420001011445
紫外線照射と高温蒸気の殺菌効果による衣料等への
衛生管理の提供

公益財団法人２１あおもり
産業総合支援センター

256 2702110027 青森県 株式会社今井産業 8420001010048
デザインパッケ―ジが繋ぐ！ ものづくりと小売業の協同
ブランド化事業

公益財団法人２１あおもり
産業総合支援センター

257 2702110028 青森県 株式会社舘山 8420001001352
菓子・食品原料の製造プロセスの改善による多様な顧
客ニーズへの対応

商工組合中央金庫

258 2702110031 青森県 株式会社ムツミテクニカ 1420001010137
測定と加工技術の融合による超精密金型パーツの開
発

公益財団法人２１あおもり
産業総合支援センター

259 2702110041 青森県 ろいやるファクトリー株式会社 4420001010480
微生物培養装置等の導入による製パン体験着地型観
光商品の開発

公益財団法人２１あおもり
産業総合支援センター

260 2702110050 青森県 有限会社マルイチ水産八戸 3420002010646
水産物加工の加工設備導入による生産プロセス改善事
業

八戸商工会議所

261 2702110051 青森県 空街カード協同組合 8420005005886
高齢者の見守り・安否確認・「元気　声掛けポイントサー
ビス」構築事業

三沢市商工会

262 2702110052 青森県 株式会社味の海扇堂 1420001005533
可食プリンター導入による「動画が見られるプリントせん
べい」の生産能力向上と新サービスの提供

八戸商工会議所

263 2702110053 青森県 島倉水産株式会社 8420001005972
最新真空包装機器導入による多魚種の真空パック開発
事業

商工組合中央金庫

264 2702110059 青森県 十武建設株式会社 5420001011288
攪拌機械導入によるバーク（樹皮）を使用した舗装材料
の製造開発

公益財団法人２１あおもり
産業総合支援センター

265 2702110066 青森県 株式会社キャスティールート 8420001005080
ＩＴミシンの導入による顧客ニーズへの対応と生産性の
向上

株式会社ヒューマンネット・
コンサルティング

266 2702110071 青森県 三富産業株式会社 1420001007926 イカ自動カット機を利用した高付加価値製品の開発 商工組合中央金庫

267 2702110072 青森県 有限会社鈴木鉄工所 5420002007459
マシニングセンター導入による真空装置部品の生産性
向上

青い森信用金庫

268 2702110076 青森県 鳩正宗株式会社 8420001011186 規格外イチゴの果汁化及びリキュールの開発 商工組合中央金庫

269 2702110077 青森県 有限会社ツルヤ 1420002002026
安全、衛生的で環境負荷を低減させる次世代型のク
リーニングの提供

青森銀行

270 2702110078 青森県 株式会社大山建工 4420001006933 「かんな盤」導入による木材加工の生産性向上 商工組合中央金庫

271 2702110082 青森県 有限会社ジュエリーかまた 4420002015017 オーダーメイド・ジュエリーを増産するための設備導入 みちのく銀行

272 2702110088 青森県 有限会社松野鉄工所 7420002017027
回転工具機能付き立形ＣＮＣ旋盤装置の導入による真
空装置部品の増産と高効率生産システムの構築

佐々木德先税理士事務所

273 2702110089 青森県 有限会社秋田商店 7420002011715
急速冷凍装置及び氷感庫の導入による商品開発と品
質改善

税理士田中久義事務所

274 2702110090 青森県 株式会社オフィス弁慶 4420001007502
新ブランド「船上活〆真ダラ」の刺身燻製販売プロジェク
ト

八戸商工会議所

275 2702110092 青森県 株式会社エイジ・リードカンパニー 7420001008803
高齢者食や介護食に最適な「やわらか食」の製造プロ
セスの改善

青森銀行

276 2702110094 青森県 株式会社佐々木鉄工ベンディング 5420001006791
大型焼付乾燥炉導入による耐候性獲得と曲げ加工の
デザイン化によるＡＳＥＡＮ進出事業

青森銀行

277 2702110098 青森県 かねご製餡株式会社 4420001005737 日本で初となる糖質制限和菓子の開発 商工組合中央金庫

278 2702110101 青森県 偕行産業株式会社 8200001017825
次世代航空機の革新的な生産技術の確立に繋がる機
体骨格精密フレーム加工技術開発事業

五所川原商工会議所

279 2702110102 青森県 有限会社チョウエイ 1420002014707
住環境データ集録システムの導入による蓄熱式床暖房
の省エネルギー管理技術の開発

小野寺税理士事務所
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受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

280 2702110103 青森県 株式会社サイバープロジェクト 2420001012157
ＨＩＬＳシステムの導入による近赤外分光測定装置の高
効率生産システムの開発

小野寺税理士事務所

281 2702110107 青森県 株式会社技研 1420001000773
大型ＢＯＸの設計計算・図面の自動化による生産性向
上に向けた設備導入

みちのく銀行

282 2702110108 青森県 有限会社二階堂 3420002002230
トンネル窯などの導入による焼成工程の技術を活用し
た生産性向上

公益財団法人２１あおもり
産業総合支援センター

283 2702110110 青森県 ヤマエイフーズ株式会社 5420001008458
生産設備増強による出荷品質の競争力強化と健康志
向加工肉の開発

公益財団法人２１あおもり
産業総合支援センター

284 2702110111 青森県 萩原乳業株式会社 2420001009335
新充填機及び金属探知器の導入によるはっ酵乳（ヨー
グルト）の生産効率と品質の向上

マエサワ税理士法人

285 2702110113 青森県 株式会社東京ドレス 4420001006198
培った技術と最新機械の融合で認定工場の名に恥じな
いジャパンブランドの品質向上

青森銀行

286 2702110124 青森県 タムラファーム株式会社 3420001013781
最新式選果機導入による生産性の向上と自社ブランド
強化

公益財団法人２１あおもり
産業総合支援センター

287 2702110128 青森県 ブナコ株式会社 8420001009445
高精度切削加工システム導入による海外販路開拓と地
域活性化

みちのく銀行

288 2702110130 青森県 株式会社おかしのオクムラ 3420002015793 自動包装機械の導入による生産性向上と販路拡大 黒石商工会議所

289 2702110136 青森県 バイコードリンクＢ・Ｓ 　－
ヤマブドウを活用した新商品の開発と搾汁設備等の導
入

公益財団法人２１あおもり
産業総合支援センター

290 2702110137 青森県
株式会社ユーメリアファクトリーパー
ク

3010001082372
高精度研削機導入による自動化と生産効率向上・コス
ト削減・顧客ニーズ対応

大塩直子税理士事務所

291 2703110007 岩手県 有限会社パールドライ 2400002002539
新型プレス機導入によるＹシャツクリーニングの襟詰り
に係る再生復元の実現と新市場の開拓

岩手銀行

292 2703110008 岩手県 工藤建設株式会社 5400601000114
高効率低回転対応発電機採用による大型クロスフロー
風力発電の試作開発

東北銀行

293 2703110009 岩手県 杜陵高速印刷株式会社 1400001001179
小ロット、多品種製造に特化した製本・加工による製品
開発事業

公益財団法人いわて産業
振興センター

294 2703110010 岩手県 津志田歯科医院 　－
３Ｄ装置導入による歯列矯正の革新的診断法と高精度
歯科治療の実現

岩手銀行

295 2703110013 岩手県 有限会社五枚橋ワイナリー 4400002004632
独自のシードル生産プロセスの革新的改善による新製
品の開発、販路開拓

公益財団法人いわて産業
振興センター

296 2703110016 岩手県 株式会社環境保全サービス 3400601000090
太陽光パネル及び自動車フロントガラス等の剥離ガラ
スの精製装置の開発と事業化

北日本銀行

297 2703110022 岩手県 有限会社センウッドコーポレーション 4400002007742
デザイン性と少ロット多品種生産性に優れる収納扉の
量産体制の構築と売上の拡大

岩手銀行

298 2703110027 岩手県 株式会社オイカワ製作所 2400001005245
溶接作業プロセスの高度化により海外生産との差別化
を図り受注を拡大する

北日本銀行

299 2703110030 岩手県 有限会社南部鉄瓶元祖鈴木主善堂 2400002002431
小型高周波電気炉導入による伝統鋳物の生産性向上
と環境の改善

北日本銀行

300 2703110038 岩手県 有限会社東北エヌティエス 9400002004768
高輝度蓄光式誘導標識（消防設備品）を日本全国・海
外に向けて量産する体制の構築

岩手銀行

301 2703110039 岩手県 森田製作有限会社 8400002007193 当社独自の新たな加工体制の確立による受注拡大 紫波町商工会

302 2703110041 岩手県 岩手製鉄株式会社 1400001005972
シェルモールド法導入による自社ブランドの家庭用調理
器具開発

公益財団法人いわて産業
振興センター

303 2703110043 岩手県 有限会社サンコー装芸 1400002006235
最新型レーザー加工機を活用したアクリル加工工程の
生産プロセス革新事業

株式会社エフピー・ワン・コ
ンサルティング

304 2703110044 岩手県 東北資材工業株式会社 8400001005792
ポーラスとスチロラムダの発泡スチロール体多層成型
ボードの新開発計画

公益財団法人いわて産業
振興センター

305 2703110046 岩手県 株式会社マユミ精巧 9400001009479
ＩｏＴを活用した２４時間監視型福祉用具消耗品製造によ
る経営の安定化

花巻市起業化支援セン
ター

306 2703110048 岩手県 有限会社テクニス精機 5400602000484
ＣＡＭ及び三次元測定器の高度化による複合形状加工
品の高精度製造工程の確立

水沢信用金庫

307 2703110049 岩手県 株式会社カガヤ 2400001001896
自動２軸短材コラム開先加工機導入による生産プロセ
スの改善

公益財団法人いわて産業
振興センター

308 2703110055 岩手県 株式会社京屋染物店 8400501000970
自社独自の染色技術を活用した新商品の販路拡大と
生産性向上

一関信用金庫

309 2703110057 岩手県 釜揚げ屋 　－
ボトルネック工程の解消による生産性の向上と商圏の
拡大

山田町商工会

310 2703110058 岩手県 スマイルアート 　－
歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭシステムによる新しい歯科技工
サービスの提供

税理士法人つくし会計

311 2703110059 岩手県 株式会社近藤設備 9400001006492
三次元計測技術を利用したＢＩＭモデルの作成による施
工プロセスの省力化

北上信用金庫

312 2703110061 岩手県 有限会社早野商店 7400002011155
食品加工設備の導入により、短角牛など地域資源を活
用した新製品を開発し、新分野への参入を図る

岩泉商工会

313 2703110062 岩手県 エストエストデンタルケア 　－
マイクロスコープによる最先端根管治療で地域医療に
貢献する計画

合田＆パートナーズ

314 2703110063 岩手県 株式会社栄組 5400001006645
インフラ長寿命化を実現するコンクリート維持補修シス
テムの構築

遠野商工会
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315 2703110065 岩手県 昆デンタルクリニック 　－
歯科用最新デジタル技術を用いた補綴物作成内製化
によるスピード治療サービス

西川税理士法人

316 2703110067 岩手県 株式会社興版社 3400001000641
納期の余材時間を創出し、編集作業時間を新たに提供
する印刷サービスの実現

北日本銀行

317 2703110070 岩手県 有限会社菅原自動車工場 4400002001687 水性塗料を使用した自動車補修塗装事業 東北銀行

318 2703110071 岩手県 マルモシート 　－ 大型複雑形状シートの効率的製造方法の確立
公益財団法人いわて産業
振興センター

319 2703110073 岩手県 株式会社浜千鳥 4400001007322
極め細やかな顧客ニーズ対応による新しい高級清酒市
場の開拓

釜石商工会議所

320 2703110082 岩手県 株式会社名東技研 6180001079317
５軸加工機導入による車載エンジン用セラミックス金型
部品の事業拡大

愛知銀行

321 2703110085 岩手県 活版ディーアイ株式会社 2400001005831
インバウンド対応した新たな印刷サービス提案による販
路拡大

岩手銀行

322 2703110088 岩手県 株式会社小林精機 4400001002042
複合自動盤と画像測定技術の導入による高付加価値
試作体制の構築

公益財団法人いわて産業
振興センター

323 2703110090 岩手県 株式会社東光舎 7010001005420 海外向けチタン製レザーカット用ハンドルの開発
公益財団法人いわて産業
振興センター

324 2703110091 岩手県 株式会社ＷＩＮＧ 7400001006602
大型高精度多面加工設備の導入及び生産プロセス改
革による生産性の改善

公益財団法人いわて産業
振興センター

325 2703110094 岩手県 株式会社アイオー精密 7400001005208
超精密成形平面研削盤導入による短納期対応力の体
制強化

花巻市起業化支援セン
ター

326 2703110098 岩手県 株式会社共立精工 4400001005276
超高精度領域の品質保証体制確立によるデライト（顧
客満足度及び信頼度）の向上

花巻市起業化支援セン
ター

327 2703110100 岩手県 株式会社薄衣電解工業 9020001072078
自動車向け電装部品等錫めっき品の品質向上と生産
性向上による受注拡大

北日本銀行

328 2703110109 岩手県 株式会社二戸サントップ 5011601005398
海外市場参入のための毛芯縫製技術の更なる発展に
むけて

公益財団法人いわて産業
振興センター

329 2703110110 岩手県 廣田酒造店 　－
独自酵母による新商品開発及び生産プロセスの強化に
よる販路拡大

紫波町商工会

330 2703110111 岩手県 株式会社浅沼醤油店 3400001000063
「地域資源」や「醸造技術」を活用した調味料の多品種
展開

公益財団法人いわて産業
振興センター

331 2703110116 岩手県 有限会社吉田研磨工業 4400002003584
培ったワザと最新技術の融合で、一層の刃物研磨オン
リーワン企業を目指す

北日本銀行

332 2703110118 岩手県 株式会社長島製作所 9400501000235
プレス金型の３Ｄハンディスキャナーを活用した革新的
メンテナンス

岩手銀行

333 2703110119 岩手県 三光化成株式会社 6011401007552 ３Ｄモデル活用による金型の生産性向上事業
公益財団法人いわて産業
振興センター

334 2703110120 岩手県 東北精密株式会社 9400001006179
革新的加工システムの構築によりタイムリーな新製品
開発支援サービスを推進する

七十七銀行

335 2703110123 岩手県 鈴木機械株式会社 6400001001827
リチウムイオン電池製造装置大型化のための最新設備
導入と生産技術開発

北日本銀行

336 2703110126 岩手県 株式会社戸田久 2400001007753
製麺設備開発による業務用新食感そば商品販路拡大
事業

株式会社ＡＢＫビジネス
パートナーズ

337 2703110131 岩手県 株式会社ミナミ食品 6400001008186
湯葉製品の生産能力及び安全性・保存性を高める生産
プロセスの改善

岩手銀行

338 2703110132 岩手県 株式会社いわて金型技研 9400001006435
動画指示とカスタマイズ機能による３次元ＣＡＤの作業
性改善

北上信用金庫

339 2703110136 岩手県 一沢コンクリート工業株式会社 6400001007915
防潮堤の復旧整備に不可欠なコンクリート残存型枠の
量産・短納期化計画

株式会社エフアンドエム

340 2703110138 岩手県 株式会社ツガワ 3020001020967
医療機器向け高精度部品の最新モデルを活用したブラ
ンクシステムの構築

公益財団法人いわて産業
振興センター

341 2703110142 岩手県 有限会社カネシメ水産 4400002011372
通電加熱技術を応用した無添加新商品による高付加価
値化事業

普代村商工会

342 2703110144 岩手県 株式会社アイカムス・ラボ 5400001003543
医療・製薬向け分注バリデーション・ソリューションシス
テムの生産体制構築のための金型・装置の製作

公益財団法人いわて産業
振興センター

343 2703110145 岩手県 株式会社岩手エッグデリカ 4400001004170
味付ゆでたまごボイル工程自動化で品質強化。コンビ
ニ取引圧倒的シェア１位の確立

盛岡信用金庫

344 2703110148 岩手県 世嬉の一酒造株式会社 4400501000181
フレーバービールの少量ロット生産及び物流改善によ
るアジア諸国の輸出拡大

一関信用金庫

345 2703110151 岩手県 株式会社小山製麺 9400601000523
真空横型二軸ミキサー導入による、乾麺のコスト削減と
品質向上による売上拡大

公益財団法人いわて産業
振興センター

346 2703110156 岩手県 株式会社アーアル研究所 7400501000600
高精度多品種少量生産向け複合設備の運用による、
大幅な生産性向上

公益財団法人いわて産業
振興センター

347 2703110162 岩手県 株式会社東亜電化 5400001001712 知能ロボットを活用した研磨加工の確立 岩手銀行

348 2703110167 岩手県 株式会社岩手テクノ 1400001005790
義肢装具設計製造の職人技術と３Ｄデジタル技術の融
合による次世代プロセス構築

花巻信用金庫

349 2703110168 岩手県 株式会社パーツ，Ｙ 3400001009880
知的資産を土台とした５軸マシニングセンタの有効活用
による受注体制強化

東北銀行
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350 2703110176 岩手県 株式会社湯田牛乳公社 8400001005925 新食感ヨーグルト開発のための生産プロセスの改良 北上信用金庫

351 2703110182 岩手県 喜久盛酒造株式会社 9400001006014
純米酒「タクシードライバー」の徹底的な品質向上のた
めの自動分析システムの導入

若杉公認会計士事務所

352 2703110184 岩手県 株式会社デジアイズ 2400601000587 ライナーレスラベルの量産事業化 岩手銀行

353 2703110190 岩手県 株式会社平野ターフ 8400001008424
新型ロングパイル人工芝専用機導入による作業効率
アップ事業

東北銀行

354 2704110004 宮城県 有限会社ホンテック 8370002017056
最新の５面加工機導入による航空宇宙関連部品のＱ
（品質）Ｃ（価格）Ｄ（納期）改善

中央綜合税理士法人

355 2704110007 宮城県 株式会社コスモス 4370201002226
医療機器に関する部品及び部品輸送用トレー洗浄技術
の構築

七十七銀行

356 2704110012 宮城県 株式会社デジタルプレイス 3370301000898
特殊コーティング素材・長尺デジタル印刷融合による試
作品開発の設備投資（変化する社会環境、多様化ニー
ズに対応し地方創生）

石巻信用金庫

357 2704110013 宮城県 小宮山印刷工業株式会社 8011101007165
ロボット技術によるマスキングテープの仕訳ミス防止と
生産性の向上

東京信用金庫

358 2704110016 宮城県 有限会社工研 6370602000611
薄板絞りプレス加工における高精度、低コスト実現のプ
ロセス改善

七十七銀行

359 2704110017 宮城県 いいづか歯科 　－
顎関節治療の発展的展開による先進的治療体制の構
築

七十七銀行

360 2704110021 宮城県 佐藤印刷株式会社 6370101001615
高付加価値印刷物の開発と印刷に係る付加価値サー
ビスの開発

丸森町商工会

361 2704110024 宮城県 株式会社サンスイ 3370301000601
安心安全な生産体制確立によるファストフィッシュ製品
販売強化戦略

女川町商工会

362 2704110029 宮城県 株式会社日本オートシャッター 2370601000632
金属製品難加工技術の習得及び新素材の活用による
差別化戦略の推進

利府松島商工会

363 2704110033 宮城県 水野水産株式会社 3370601000854
省力化蒲鉾型整機による手作り蒲鉾の大量生産とＩＴ原
価管理

税理士法人植松会計事務
所

364 2704110034 宮城県 株式会社ネオテック 3370001019479
生産プロセスの高速化・微細化革新で、強みを一層伸
長・発展させ、顧客の精密化要求に対応

仙台銀行

365 2704110035 宮城県 株式会社株本 8370201000102 代替加工によるリードタイム短縮と低コスト化の実現 七十七銀行

366 2704110037 宮城県 仙台エンジニアリング株式会社 6370801000552
先端医療技術に貢献するＭＩＭ成形用金型の精密加工
技術開発事業

七十七銀行

367 2704110039 宮城県 いかや 　－
女川の水産資源を活用した万能調味料の試作開発と
販路開拓事業

女川町商工会

368 2704110052 宮城県 株式会社フードケアリ 6370601002294 加工食品開発における新たな分析ニーズへの対応 七十七銀行

369 2704110060 宮城県 株式会社サスティナライフ森の家 7370201003519
宮城県産の間伐材を活用した内装加工材・建具材の試
作品開発

吉田徹税理士行政書士事
務所

370 2704110063 宮城県 株式会社ハプロファーマ 6360001011260
癌細胞から漏出した血中循環ＤＮＡを高感度に測定で
きる診断キットの開発

公益財団法人みやぎ産業
振興機構

371 2704110066 宮城県 アドオン株式会社 9020001083380
内製化データ拡充によるＵＶ硬化インクジェットプリン
ターを利用した建材市場への新規参入

川崎信用金庫

372 2704110068 宮城県 ワイデーエス株式会社 3370301001434
エアサンドブラストマシンを利用した、独自の船舶エンジ
ンメンテナンス工法（ＹＤＳ工法）の確立

石巻信用金庫

373 2704110071 宮城県 有限会社上戸製作所 4370202000030
マシニングによる高精度微細加工技術確立で難削材の
バリ取り・磨きレス生産プロセス開発

七十七銀行

374 2704110072 宮城県 有限会社黒澤工業所 8370102002338
最新鋭マシニングセンター導入による高速化プロセス
開発

七十七銀行

375 2704110073 宮城県 株式会社ＲＥＰＲＯ 4370801001503
医療機器部品等の重切削加工要請に対応する荒加工
技術の内製化による生産性向上計画

仙台銀行

376 2704110075 宮城県 株式会社エフ・ケー・テクノ 1370801001191
新ユニットハウス部材の開発における技術高度化及び
プロセス革新による短納期の実現

株式会社エフアンドエム

377 2704110084 宮城県 有限会社メカ工業 5370202004765 ブル用横巻シールド線の開発 七十七銀行

378 2704110086 宮城県 株式会社佐々木鉄工所 8370001017503
誰でも簡単に高品質・短時間で加工可能なＨ型鋼の溶
接部分専用加工機

東京中央経営株式会社

379 2704110088 宮城県 株式会社アルコム 1370001017732
ＩｏＴを活用した部品加工標準化と海外工場での金型製
造実現による競争力強化

商工組合中央金庫

380 2704110090 宮城県 株式会社真壁技研 3370001006089
急冷プロセス開発の基盤技術高度化および急冷部材
品質の把握

税理士法人植松会計事務
所

381 2704110091 宮城県 北光エンジニアリング株式会社 1370201000422
最新式電動ハイブリッド竪型射出成形機による生産性
向上とコスト競争力強化

七十七銀行

382 2704110092 宮城県 株式会社ヤマウチ 2370501000609
圧力酵素分解を使った地域資源活用の新しい調味料
の製造

南三陸商工会

383 2704110097 宮城県 株式会社セイトウ社 5370001003431
ＰＵＲ製本設備の導入による高強度製本加工の実現と
検査体制の充実

株式会社高崎総合コンサ
ルタンツ

384 2704110099 宮城県 パルサーシステム 　－
自治体の防災対策に特化した簡易設置型潮位・水位観
測システム開発事業

本吉唐桑商工会
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385 2704110104 宮城県 伊藤黒鉛工業株式会社 7190001012721
Ｃ／Ｃコンポジットの原価低減に寄与するマシニングセ
ンタ用長寿命工具の開発

大垣共立銀行

386 2704110109 宮城県 有限会社大町機工 1370802000812
複合加工機を用いたハステロイ製オートクレーブ用分解
容器の開発

公益財団法人みやぎ産業
振興機構

387 2704110110 宮城県 ぜんぎょれん食品株式会社 2370601002686
新たに産地で魚の生食向け（高鮮度）スライスを製造
し、商品開発と生鮮流通にとり組むことでの需要創出

七十七銀行

388 2704110112 宮城県 イデア・インターナショナル株式会社 8290801017958
Ｌｉ＋イオン内包フラーレンの量産技術ならびに量産体
制の確立

齋忠男税理士事務所

389 2704110115 宮城県 株式会社ビック・ママ 4370001009966
クレーム情報による業務改善、おもてなし能力による海
外市場の拡大

七十七銀行

390 2704110117 宮城県 東北三吉工業株式会社 4420001006958
最新型レーザ切断機における高能率省資源加工の実
現による革新的な加工技術の確立

七十七銀行

391 2704110119 宮城県 有限会社山藤運輸 4370502000564 資源循環から始まる南三陸ブランド化農作物運送事業 商工組合中央金庫

392 2704110120 宮城県 株式会社燦燦園 5370801001543 出張型いちご狩り体験事業 仙台銀行

393 2704110121 宮城県 はたけなか製麺株式会社 9370101001380
塩分無添加製麺工程の高度化及び塩分無添加製麺法
を活用した新商品開発

七十七銀行

394 2704110124 宮城県 プラスエンジニアリング株式会社 2013301010788
新工法による高アスペクト比の超微小径穴加工技術の
開発

公益財団法人みやぎ産業
振興機構

395 2704110126 宮城県 株式会社宝栄鉄工 9370301001131
厚板鋼材精密切断加工技術の導入による荷役・重機設
備等架装技術革新事業

株式会社ＡＢＫビジネス
パートナーズ

396 2704110128 宮城県 株式会社サユウ宮城 8370001024243
自動車車体用ハイテンション鋼分離技術確立によるリ
サイクル金属高付加価値化事業

株式会社ＡＢＫビジネス
パートナーズ

397 2704110131 宮城県 台灣喫茶慢瑤茶 　－ 安価で高機能な食品乾燥技術の試作開発 蔵王商工会

398 2704110136 宮城県 株式会社岩沼精工 6370801000321
新工法によるカーバッテリー端子の品質・生産性向上と
コスト削減可能な量産化体制の構築

公益財団法人みやぎ産業
振興機構

399 2704110138 宮城県 ＭＩＲＡＩ株式会社 6013301037877
ＩＯＴを活用した「儲かる植物工場」を実現する、多賀城
発の生産管理システムの開発

公益財団法人みやぎ産業
振興機構

400 2704110143 宮城県 マリンプロ株式会社 8370301001215 地産食材を生かしたオンリーワン商品の開発と量産化 七十七銀行

401 2704110144 宮城県 株式会社馬渕工業所 3370001002229
１５０℃以下の未利用廃熱を利用した冷凍サイクルの開
発

公益財団法人みやぎ産業
振興機構

402 2704110146 宮城県 光電子株式会社 6370201002091
中小製造企業向けＩｏＴの開発導入による生産性向上と
利益体質強化

ＮＰＯ法人未来産業創造お
おさき

403 2704110149 宮城県 トラスト・メカ株式会社 4370201002358
最新の超精密加工機導入による電子部品製造装置の
品質向上、低コスト化、及び短納期による競争力強化
の実現

公益財団法人みやぎ産業
振興機構

404 2704110151 宮城県 株式会社サンテック東北 4370001017507
高効率成形技術の高度化とＩｏＴを活用した変種変量生
産の効率化・稼働率向上

商工組合中央金庫

405 2704110160 宮城県 ＫＦアテイン株式会社 7370001013858 標識板向け着雪防止塗料の試作開発 仙台銀行

406 2704110162 宮城県 ヤグチ電子工業株式会社 6370301002594 リアルタイム個人線量管理スマートバッチ 石巻商工信用組合

407 2704110170 宮城県 株式会社一ノ蔵 4370201000031
低温制御による、貯蔵管理技術を開発し、高品質な吟
醸酒を製造する

商工組合中央金庫

408 2704110173 宮城県 マルブン食品株式会社 2370601000814 魚肉調味すり身新商品の生産販売事業 塩釜商工会議所

409 2704110178 宮城県 株式会社新澤醸造店 2370201000339
ＴＰＰ加盟国ニーズに対応する新たなる「究極の食中
酒」の試作開発

大崎商工会

410 2704110180 宮城県 株式会社海祥 2370001004845
最新ノン・トレイラッパー導入による品質保持技術及び
包装工程改善による安全性と生産性の向上

コスト経営研究所

411 2704110181 宮城県 東北マイクロテック株式会社 5370001019188
積層型ＤＲＡＭ評価用シリコンインターポーザの歩留ま
り向上及び品質向上

菊池祐輝税理士事務所

412 2704110189 宮城県 工藤電機株式会社 3370001001643 ＩｏＴによる加速器関連電源機器の予防保全システム 七十七銀行

413 2704110192 宮城県 株式会社フォトニックラティス 4370001012441
光ファイバ通信向けフォトニック結晶の実用化技術開発
事業

きらやか銀行

414 2704110194 宮城県 セルスペクト株式会社 5400001009706 次世代型臨床検査装置の量産製造設備の構築
公益財団法人いわて産業
振興センター

415 2704110200 宮城県 株式会社ＪＤＳｏｕｎｄ 6370001021390
高音質スピーカーを搭載したＡ４サイズのＤＪ機器の開
発

オフィスかよこ

416 2704110202 宮城県 株式会社ケイズデータ 4370001024775
地下街や建物内の高精度地図作製機器及びシステム
の開発とサービス提供

日本みらい税理士法人

417 2704110204 宮城県 株式会社あす街 1370301003341
石巻中心部におけるライフスタイル提案型メニューの開
発事業

岩手銀行

418 2705110001 秋田県 小玉醸造株式会社 6410001003426
高次元殺菌法による高品質・安全な食品提供の為の加
圧加熱装置導入

北都銀行

419 2705110002 秋田県 株式会社秋田マシナリー 1410001005088
ベンディング加工の高精度・高効率化による生産プロセ
スの高度化

北都銀行
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420 2705110003 秋田県 東電化工業株式会社 7410001008176
セラミック基板導体への耐環境性の優れためっきプロセ
スの量産化

秋田銀行

421 2705110007 秋田県 有限会社中野木工 8410002008174 高精度切断加工機の導入による製造工程の効率化
税理士法人ザイム・ゼロ佐
藤会計事務所

422 2705110012 秋田県 有限会社朝日工業 2410002007371
高性能マシニングセンター導入による切削加工技術の
高度化と生産リードタイムの短縮

北都銀行

423 2705110014 秋田県 秋田ファイブワン工業株式会社 9410001000494
クオリティー・ジャパン品質の高級品製造企業の存在価
値向上事業

秋田銀行

424 2705110015 秋田県 日本精機株式会社 1410001002069
精密平面研削盤導入による高精度５軸マシニングセン
タ用傾斜円テーブルの精密研削・精密組立を実現

北都銀行

425 2705110020 秋田県 株式会社吉原鉄工 8410001006245
ＩｏＴ活用型最新設備による加工技術、高効率化、工程
集約の確立

北都銀行

426 2705110023 秋田県 千代田興業株式会社 6410001001735
施工図面の制度について効率化を最大限はかるため
の最新３Ｄ－ＣＡＤの導入

秋田銀行

427 2705110025 秋田県 有限会社冨岡商店 5410002012889
お客様の想いのデザインを形にするオンデマンド樺細
工

秋田銀行

428 2705110026 秋田県 株式会社県北パネル 8410001007425
ＣＮＣルーターボーリング複合機導入による機能性とデ
ザイン性を兼ね備えたインテリア商品の開発

秋田銀行

429 2705110031 秋田県 株式会社北日本花火興業 8410001008126
型物花火の品質向上・生産性向上で世界の夜空に「喜
び」を描く

秋田銀行

430 2705110033 秋田県 株式会社メンズアキタソーイング 9011101021000
海外向け小ロット高価格製品の生産ニーズに適応する
ための裁断作業自動化への挑戦

秋田銀行

431 2705110035 秋田県 株式会社柳澤鉄工所 4410001006678 ＮＣ装置導入による高効率・高精度生産プロセスの確立 鎌田孝生税理士事務所

432 2705110037 秋田県 株式会社高橋工務店 9410001009767
８尺タイプパネルソーの導入による作業効率改善による
生産性の向上

税理士法人ザイム・ゼロ佐
藤会計事務所

433 2705110040 秋田県 有限会社トガシ製作所 5410002007468
検査体制の強化による金型等精密加工における高精
度評価技術の確立

秋田銀行

434 2705110047 秋田県 東光鉄工株式会社 5410001006074
工程集約と複数設備ネットワーク化による生産性の向
上

秋田銀行

435 2705110050 秋田県 有限会社トップ技研 8410002013629
三次元測定対応力強化と航空機関連部品受注開拓に
向けた生産革新

株式会社小室経営コンサ
ルタント

436 2705110052 秋田県 株式会社センカ 8410001001477
高性能塗装乾燥ブース導入により作業環境改善と効率
的な生産体制確立

秋田銀行

437 2705110062 秋田県 藤島林産株式会社 8410001006468
競争力向上を目的としたフローリング工程における高
速・高精度加工体制の確立

秋田銀行

438 2705110064 秋田県 株式会社イトー鋳造 5410001000647 生型砂の水分コントロールシステムの導入 商工組合中央金庫

439 2705110068 秋田県 天寿酒造株式会社 3410001005235 日本酒の市場拡大を図るための新しい味の日本酒造り 秋田銀行

440 2705110071 秋田県 ダイワ工業株式会社 8410001005131
超高精度高速微細加工機の導入による金型製品・部品
加工 の精度・品質・生産性の向上

北都銀行

441 2705110074 秋田県 株式会社秋田シリコン 7410001005826
新規ワイヤーソー導入によるφ８インチウェーハ加工の
受注拡大と品質向上

秋田銀行

442 2705110077 秋田県 矢島木材乾燥株式会社 6410001005240 積層床板を内需から外需へ、欧米等への販路拡大 秋田銀行

443 2705110080 秋田県 株式会社花善 4410001006091
地域食材にこだわった安心安全なおかず開発による
「鶏めし弁当」のブランド力強化

秋田銀行

444 2705110081 秋田県 株式会社ナラハラ・ニット 1010601023455 洋服の「伸び・縮み」も抑制した高精度裁断 東京中央経営株式会社

445 2705110083 秋田県 マキシムジャパン株式会社 6410001003269
業界初、国内初、氷温技術を活用した新規水産加工品
の開発及び出荷システムの構築

商工組合中央金庫

446 2705110086 秋田県 株式会社くまがい印刷 4410001001027
革新生産システムの構築による、高付加価値小ロット団
扇の全国展開に向けた情報可変オンデマンド印刷シス
テムの導入

株式会社小室経営コンサ
ルタント

447 2705110092 秋田県 株式会社増田印刷所 4410001009169
最新鋭ＣＴＰ導入による英語、中国語訳会社案内及び、
海外観光客向け印刷物の作成

北都銀行

448 2705110100 秋田県 日貿産業株式会社 9011201013434
最新機械導入による脱技能化及び生産効率の向上とコ
スト低減

山本税理士事務所

449 2705110101 秋田県 株式会社ジェイシーエフ 9410001005667
生地自社加工による作業効率向上ならびに生産地から
の提案型営業力の強化

秋田銀行

450 2705110102 秋田県 有限会社インテリア桜庭 3410002000689
カーテン縫製における仕上げ工程の品質向上能力の強
化事業

秋田銀行

451 2705110103 秋田県 株式会社みどり光学社 2410001002497 真俯瞰撮影装置導入による高精度の撮影物の提供 秋田銀行

452 2705110107 秋田県 タイヨウマシン株式会社 6410001005422
多品種少量生産の一括発注に対応する生産方法の確
立

秋田銀行

453 2705110111 秋田県 有限会社伊藤精工 9410002007373
インチサイズの部品加工可能なマシニングセンタ導入
で航空機関連部品の受注の拡大

秋田銀行

454 2705110114 秋田県 ヤマヨ株式会社 7410001002591 バリア包装による、常温流通可能な生麺類の開発 北都銀行
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455 2705110117 秋田県 株式会社眞宮技術 2410001002489
新型スキャナと独自技術による大幅な効率化と新分野
開拓事業

秋田銀行

456 2705110126 秋田県 株式会社八幡平貨物 7410001006923
最新高機能ハーベスタによる作業の効率化により、良
質材を求める顧客への対応を迅速かつ正確に納入す
るサービス提供の強化

秋田銀行

457 2705110131 秋田県 有限会社稲庭宝泉堂 2410002007875
自動計量・結束・金属検出機導入による使いやすさを追
求した商品の開発

北都銀行

458 2705110132 秋田県 戸田精工株式会社 9410001006079
外気温度に影響されない高精度難切削材部品の低コ
スト化事業

秋田銀行

459 2705110136 秋田県 有限会社タンデム 3410002013484 最新設備導入による生産性向上と受注対応力強化 鈴木典男税理士事務所

460 2705110138 秋田県 株式会社安藤醸造 8410001008448
魚醤油を使用した「しろだし」の火入れ、加熱殺菌工程
の効率的改善と省エネ化

秋田銀行

461 2705110143 秋田県 スズキテント有限会社 6410002002154
最新型生地溶接機の導入による生地溶接加工の効率
化と製品の高品質化

秋田商工会議所

462 2705110145 秋田県 有限会社小沼運輸 3410002013377
農産物運送業の強みを活かした新バイオマス燃料の製
造・販売の事業化

よこて市商工会

463 2705110146 秋田県 有限会社佐々木製作所 5410002001727
曲げ加工技術対応力による、高精度・高付加価値加工
の実現を図るための高性能プレスブレーキの導入

北都銀行

464 2705110152 秋田県 庄内鉄工株式会社 3410001007116
コンピュータ制御のプレスブレーキ機で高精度部品を内
製化し組立時の負荷を減少

秋田銀行

465 2705110154 秋田県 有限会社伊藤漬物本舗 8410002008117
廃棄されるいぶりがっこをパウダーにし「いぶりがっこせ
んべい」の製造、販売の拡大を目指す

秋田銀行

466 2705110156 秋田県 日の丸醸造株式会社 6410001009167
甘酒事業の自社一貫生産体制確立による生産性向上
及び 高付加価値商品の開発

秋田銀行

467 2705110157 秋田県 秋田印刷製本株式会社 9410001000180
インサーター導入による東北での印刷ワンストップサー
ビスの展開

秋田銀行

468 2705110158 秋田県 三和精鋼株式会社 4410001005127 溶断形状の精密化による新材料生産技術の確立 にかほ市商工会

469 2705110162 秋田県 有限会社奥田酒造店 2410002012198
新タイプ微発泡性清酒製造の生産性アップによるブラン
ド確立と販路拡大

秋田銀行

470 2705110163 秋田県 シード株式会社 4410001006983
地域ネットワーク型生産体制の拡充に向けた高彩画プ
リンターと高速自動裁断機の導入

有限会社ジー・エフ・シー

471 2705110172 秋田県 株式会社斎久 9410001005799
東北初！土着菌を活用した有機物の 飼料化・堆肥化
事業

北都銀行

472 2705110173 秋田県 株式会社アームズ 2410001004725
既存事業と最新印刷技術の融合による新サービス「ス
マートアルバム」の展開

由利本荘市商工会

473 2705110176 秋田県 株式会社川口屋 6410001000910
高性能製造機械設備による高品質な新商品開発と地
域活性化

秋田銀行

474 2705110178 秋田県 有限会社サンソン工業 5410002012402
高速・高精度ベンディングマシン導入による受注拡大計
画

アーセプト税理士法人

475 2705110184 秋田県 秋田精工株式会社 5410001004961
自動３次元測定器導入による検査工程の能力改善によ
る生産性向上

秋田銀行

476 2705110185 秋田県 株式会社大門商店 1410001003661 ドライエージング（乾燥熟成）による、ステーキ肉の生産 秋田銀行

477 2705110186 秋田県 北光金属工業株式会社 6410001002254
海外向け非磁性オーステナイト球状黒鉛鋳鉄製品の実
用化研究

商工組合中央金庫

478 2705110190 秋田県 株式会社秋田今野商店 1410001008173 醸造用種麹・胞子の耐久性向上に関する技術の確立 秋田銀行

479 2705110196 秋田県 合名会社栗林酒造店 6410003001923
テロワールを取り入れた日本酒醸造のための技術の導
入と確立

秋田銀行

480 2705110204 秋田県 エヌピーエス株式会社 1410001006846
生産工程のモニタリング及び試作期間の短縮化等によ
る海外顧客の拡大

秋田銀行

481 2705110208 秋田県 藤嶋鉄工株式会社 3410001006118 鉄骨の溶接作業オートメーション化による競争力強化 鎌田孝生税理士事務所

482 2705110209 秋田県 有限会社美豊 1410002006944
大型特殊素材の精密加工の生産プロセスの改善に向
けた大型マシニングセンタの設備投資

由利本荘市商工会

483 2705110214 秋田県 株式会社トラフィックレンタリース 9410001001897
レンタカーサービスレベルの高位均質化および作業効
率化等を目的とした洗車機導入

長谷部光重税理士事務所

484 2706110006 山形県 中央印刷株式会社 1390001001222
カラ―オンデマンド機導入によるコストダウンと新規分
野への進出

山形銀行

485 2706110017 山形県 株式会社島津鈑金製作所 3390001010386 「形鋼プラモデル工法」構築による生産プロセス革新 山形銀行

486 2706110019 山形県 株式会社上和電機 1390001010388
ＩｏＴを活用した高度生産システムの構築と高精度加工
技術の開発

山形銀行

487 2706110020 山形県 株式会社片桐製作所 7390001004731
ＣＮＣ旋盤導入による鍛造用スチール金型製造工程の
集約改善および生産性向上

きらやか銀行

488 2706110021 山形県 株式会社栄進鈑金製作所 5390002013709
タレットパンチプレス及びＩｏＴ導入による競争力強化の
実現

きらやか銀行

489 2706110025 山形県 楯の川酒造株式会社 7390001006769
低温発酵・低温貯蔵による海外向け高級発泡性日本酒
の製造

山形銀行
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490 2706110027 山形県 株式会社クリーンシステム 6390001000533
木材チップ定量供給機の増強による生産効率の向上と
工場内安全性の向上

山形銀行

491 2706110035 山形県 株式会社村上キカイ 5390001007257
数値制御機導入による住宅部材製作工程の簡略化と
システムのＰＲ方法の改善

山形銀行

492 2706110038 山形県 株式会社ザオウ製作所 3390001004768
最新サーボプレス機導入による厚板製品の高精度・高
生産化を目指した生産体制構築

荘内銀行

493 2706110041 山形県 株式会社吉田製作所 2390001011212
ウォータージェット加工機とマシニングセンターの連係に
よる革新的生産体制の確立

山形銀行

494 2706110048 山形県 有限会社福増建具店 9390002008250
最新木材加工機導入による鳥海組子製品製作の高度
化と市場の拡大

荘内銀行

495 2706110050 山形県 有限会社田中製作所 4390002011176
難削材の深穴加工の実現と形状測定による製品提案
の実施

きらやか銀行

496 2706110051 山形県 株式会社ニットレ 5180001007162
多品種少量大型トレーラー部品の、溶接ロボット化によ
る革新的な生産方式の確立

酒田ふれあい商工会

497 2706110053 山形県 株式会社山口製作所 1390001011196
五軸加工機導入によるサービスロボットの量産化と医
療ロボットへの進出

山形銀行

498 2706110057 山形県 有限会社イカラシ 3390002010154
コントラクト家具製作において最新鋭自動切断機導入に
よる品質・生産性向上と新たな製品群の市場開拓

荘内銀行

499 2706110058 山形県 有限会社鈴木製作所 3390002013009
ＮＣマシニングセンタにより当社の技術力の向上を図り
川下企業への貢献度を高める

山形第一信用組合

500 2706110061 山形県 株式会社高研 1010001137954
現行の救急救命士法及び救急機材に準拠した救急訓
練モデルの開発

荘内銀行

501 2706110063 山形県 株式会社萬屋薬局 1390001002311
施設入所者を対象とする漢方薬の煎じサービス及び
ハーブ入浴剤の提供

山形銀行

502 2706110068 山形県 株式会社ソーカ 6390001002397
鋳鉄製品の仕上げ工程の自動・高速化による生産力の
強化

山形銀行

503 2706110076 山形県 有限会社蔵王ウッディファーム 5390002006175
発酵タンク及び瓶詰め機導入による 香り重視の新品種
ワイン製造環境の整備

山形銀行

504 2706110080 山形県 有限会社加藤工業所 6390002006091
多機能型形鋼加工機の導入による加工時間の短縮と
高精度化の実現

荘内銀行

505 2706110081 山形県 有限会社小川電器商会 7390002009184
脱着磁電源装置の導入による生産効率の向上と売上
高増加及び利益率改善の実現

山形銀行

506 2706110084 山形県 株式会社成和技術 8390001009218
県内初の最先端測量ＵＡＶを活用した空中デジタル写
真測量による三次元測定の最適化

北郡信用組合

507 2706110086 山形県 株式会社シェルター 7390001000937
ランニングソー導入による木質耐火部材「ＣＯＯＬＷＯＯ
ＤⓇ」の生産性向上

商工組合中央金庫

508 2706110087 山形県 高畠食品工業株式会社 5390001010401
高温高圧殺菌機の導入でグルメ缶詰市場への進出を
果たす

きらやか銀行

509 2706110088 山形県 酒田米菓株式会社 9390001006247
煎餅トップコーターライン設置によるチョコレート菓子の
新商品製造販売

山形銀行

510 2706110090 山形県 有限会社山田溶接工業 2390002013496
大型乾燥炉導入による大型筐体の塗装精度向上と新
型筐体の開発

荘内銀行

511 2706110092 山形県 加藤嘉八郎酒造株式会社 9390001007526 『山形カクテル』の製造ライン構築と新規市場の開拓 山形銀行

512 2706110096 山形県 株式会社サンファミリー 1390001007574
縫製のプレス加工、包装、検針の自動化による輸出拡
大への取組み

荘内銀行

513 2706110098 山形県 株式会社ウェルボン 9390001006882
高度折り技術の開発による消費者の利便性が高い印
刷物への展開事業

荘内銀行

514 2706110099 山形県 金山コネクタ株式会社 1390001008787
自動車用精密加工部品の外観自動検査化および社内
ネットワーク管理化

新庄信用金庫

515 2706110103 山形県 有限会社仁三郎 1390002009652
未利用魚を活用したフレーク状ダシの開発及び商品化
による受注拡大

山形銀行

516 2706110109 山形県 株式会社佐徳 7390001007585
おこわ製造工程の機械化による新規顧客の開拓と生産
性向上の実現

山形銀行

517 2706110111 山形県 株式会社渡辺螺子 9390001009167 ＩｏＴを用いた生産革新事業 山形銀行

518 2706110112 山形県 有限会社アン・モード 8390002012542
３ＤＣＡＤ－ＣＡＭシステムを用いた自動車内装品の新
規展開及び生産高度化

荘内銀行

519 2706110118 山形県 株式会社髙田地研 4390001011846
最新鋭掘削装置導入による、再生可能エネルギー【地
中熱】を活用した井戸の新サービス提供

荘内銀行

520 2706110126 山形県 株式会社理研分析センター 4390001007877
最新型二重収束質量分析装置導入による業務効率向
上及びシステム連携によるＩｏＴサービスの構築

荘内銀行

521 2706110127 山形県 山形精密鋳造株式会社 6390001011200
ロストワックス鋳造法におけるデジタルエンジリアリング
化の推進

きらやか銀行

522 2706110129 山形県 有限会社メイクシミズ 1390002003341
東北初のＩＴ対応自動彫刻装置導入による、社内生産体
制整備と売上の拡大

荘内銀行

523 2706110132 山形県 有限会社竜泉・滝川 8390002009902
かまぼこ製造における温度制御による保存料無添加状
態での日持ち向上技術の活用

荘内銀行

524 2706110136 山形県 進和ラベル印刷株式会社 8390001004788
最新ラベル検査機の導入による高品質ラベルの確立お
よび販路拡大

きらやか銀行
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525 2706110137 山形県 スズモト精密株式会社 9390001007641
ＣＡＤ・ＣＡＭと型彫り放電加工機の導入による工程短
縮と加工精度の向上

荘内銀行

526 2706110140 山形県 城北麺工株式会社 7390001000813
丸餅形成トレイ（特許取得済）を活用した丸餅自動製造
装置導入による工程短縮・コスト削減・商品差別化戦略

荘内銀行

527 2706110144 山形県 大翔建鉄有限会社 8390002008227
開先加工処理の機械化による加工処理品質の向上と
作業効率の向上

山形銀行

528 2706110145 山形県 株式会社三共造園 1390001004778
剪定残材の再資源化による顧客満足度の向上と新規
顧客層への展開

荘内銀行

529 2706110149 山形県 株式会社エルデック 3390001006104
設備導入によるバーク堆肥の生産性の向上と受注の拡
大

荘内銀行

530 2706110150 山形県 有限会社岡村工機 4390002012661
製造業の高度化に寄与する、画像測定器部品の高精
度化と生産性向上計画

株式会社エフアンドエム

531 2706110153 山形県 有限会社つちばん 4390002015425
パネル型化粧建材の量産に必要な切断・曲げ加工の
精度及び生産性の向上

荘内銀行

532 2706110155 山形県 日本環境科学株式会社 4390001001525
新規分析装置の導入によるごみ質分析業務の新プロセ
ス構築と迅速化の実現

きらやか銀行

533 2706110164 山形県 株式会社トキワプラス 4030001026525
ＣＡＤ／ＣＡＭシステム及びＩｏＴ対応マシニングセンタの
導入による納期短縮

荘内銀行

534 2706110165 山形県 株式会社ヤマトテック 1390001008688
金属ナノ粒子焼結膜形成技術の応用による難めっき材
分野の市場開拓

きらやか銀行

535 2706110166 山形県 株式会社チャンピオン 3011501002919
ＩＣＴ情報通信技術を活用した地域密着買い物代行事業
の新展開

荘内銀行

536 2706110170 山形県 精英堂印刷株式会社 9390001009943 簡易校正機の導入による顧客製品の向上と売上拡大 山形銀行

537 2706110175 山形県 株式会社米沢食肉公社 9390001009786 包装設備の導入による加工品の生産性改善 山形銀行

538 2706110176 山形県 株式会社コステム 2390001006179
ＣＮＣ立形複合研削盤及び三次元座標測定機導入によ
る超々精密加工分野への新規参入

荘内銀行

539 2706110184 山形県 武田紙工株式会社 6390001001085
高性能印刷製版機・多機能ワークフローシステムの組
合せ導入による生産性の向上とコスト低減

荘内銀行

540 2706110185 山形県 株式会社トガシ技研 2390001008217
ワイヤー放電加工機導入による車載用自動溶接組立
溶接向け一貫工程の増強と市場拡大

鶴岡信用金庫

541 2706110188 山形県 有限会社タナカＳ・Ｓ 7390002013665
軟質ウレタンコーティングを施したルアー（疑似餌）のデ
ザイン及び事業化

荘内銀行

542 2706110189 山形県 株式会社マイスター 4390001011929
航空機産業に向けたニッケル合金・チタン合金等難削
材重切削工具の試作開発

山形銀行

543 2706110191 山形県 神町電子株式会社 8390001009374
積層造形用金属粉末リサイクルシステム装置組立ライ
ン新設と品質管理並びに売上拡大

荘内銀行

544 2706110198 山形県 有限会社工藤製作所 8390002000885
ＮＣ複合加工機による加工精度と生産性の向上及び、
受注拡大

山形銀行

545 2706110208 山形県 有限会社佐藤ぶどう酒 3390002014312
感動・驚き・特別感を提供する高付加価値商品の開発
と作業効率の向上及び利益拡大

山形銀行

546 2706110210 山形県 株式会社高橋洋装 2390001007185
新合繊に対応した高効率縫製機器導入による国産衣
料の輸出拡大への取組み

山形銀行

547 2706110212 山形県 おとづき商店 　－
最新ＣＡＤシステム及び最新裁断設備の導入による和
装製造の生産性向上と多能工化育成

山形銀行

548 2706110213 山形県 株式会社米沢鯉六十里 7390001010226
冷凍加工機、レトルト殺菌機導入による新しい鯉製品の
開発および市場拡大

山形銀行

549 2706110218 山形県 株式会社小嶋総本店 1390001009851
女性が活躍できる通年醸造体制を構築し、輸出拡大と
通年正規雇用を確立する

山形銀行

550 2706110223 山形県 ミクロン精密株式会社 1390001001841
安全で効率良い内視鏡下手術を可能にする手術用パ
ワーデバイスの開発

山形銀行

551 2706110224 山形県 株式会社髙橋パーカー 3390001004801
化成処理装置の導入による生産性・効率化の向上と省
エネおよび環境負荷の低減

荘内銀行

552 2706110227 山形県 世田谷精機株式会社 4012301001325
高精度エアーチャックに於ける立形円筒研磨機導入に
よる生産性向上

城南信用金庫

553 2706110234 山形県 株式会社ムトウ 8011701007754
成形品質とコストを両立させる独自構造金型の開発・量
産のための設備導入

東和銀行

554 2706110239 山形県 株式会社佐藤鉄筋 4390001011301
新型鉄筋自動曲げ機導入による加工工程の短縮と受
注拡大

荘内銀行

555 2706110241 山形県 株式会社山形ごぼう商會 4390001012076
最新洗浄機類の導入による次世代野菜カットラインの
構築

山形銀行

556 2706110247 山形県 株式会社深藍 2010401103778
縫製における新型スポンジング機械の導入による素材
対応力の強化と雇用拡大

荘内銀行

557 2706110253 山形県 有限会社エコファーム長井 7390002015348
高出力な木材破砕機の導入による生産効率向上と販
路の拡大

山形中央信用組合

558 2706110254 山形県 株式会社遠藤製作所 1390001000224
複合加工機による省力化少量多品種生産システム構
築と医療機器部品供給への展開

山形銀行

559 2706110256 山形県 有限会社太陽コーティング 3390002011953
塗装工程の環境整備による、生産性および品質向上へ
の取組み

山形銀行
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受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

560 2706110259 山形県 株式会社カルイ 5390001000435
フリーハンマー方式による大型樹木粉砕機の開発及び
量産化

商工組合中央金庫

561 2706110261 山形県 有限会社Ｍ・Ｔ・Ｓ 8390002014209
大型マシニングセンター導入による精密加工技術の確
立と新市場開拓

きらやか銀行

562 2706110262 山形県 仁藤鉄筋株式会社 6390001012776
鉄筋加工工程の自動化による、生産性向上および高精
度化

山形銀行

563 2706110265 山形県 有限会社サンエムファッション 7390002010844
刺繍工程及び縫製補助工程等への設備導入による生
産性改善の取組み

荘内銀行

564 2706110266 山形県 株式会社アサヒニイズマ 8390001008194 精密加工技術を活かしたロボット産業向け業務拡大 山形銀行

565 2706110284 山形県 さいとう矯正歯科 　－
歯科用ＣＴを用い、診断精度と安全性を高めた革新的
な歯科矯正治療の確立

山形銀行

566 2706110285 山形県 有限会社タケダワイナリー 6390002006240
品質向上と生産性向上による『世界と戦えるワイン』造
りへの取組み

山形信用金庫

567 2706110286 山形県 佐藤繊維株式会社 8390001011784 最新型刺繍機による独自刺繍デザインの追求 商工組合中央金庫

568 2706110287 山形県 株式会社四釜製作所 5390001011085
ＩｏＴ対応の横型マシニングセンタ導入による「時間帯別
生産」の確立、有機ＥＬ市場への本格参入

きらやか銀行

569 2706110288 山形県 株式会社ミラノ・サンラインガーメント 6390001007850
新型定温接着プレス機導入による国産シルクにおける
生産効率の向上と受注拡大

荘内銀行

570 2706110289 山形県 株式会社スリーエム 6390001008592
パンツ製造ライン増設のための機械導入による生産性
改善と多能工化による経営改善の取り組み

荘内銀行

571 2706110290 山形県 株式会社コラボスター 5390001011589
生産支援システム開発による生産性向上と海外向けシ
ステム販売事業拡大

米沢信用金庫

572 2706110293 山形県 冨士酒造株式会社 8390001007782
日本酒の品質向上と新商品開発のための、 微炭酸ガ
ス充填機の導入

株式会社ＮＥＫＯ－ＫＥＮ

573 2706110295 山形県 有限会社京野工芸 8390002010802
新型設備を導入し成長分野であるウインド―サインの
事業拡大を目指す新サービス

荘内銀行

574 2706110297 山形県 明立工業株式会社 2390001009487
模型製作のシステム化による高精度、低コスト模型製
作の実現

荘内銀行

575 2706110303 山形県 斎藤マシン工業株式会社 1390001004373
粒子線がん治療装置の市場をターゲットとした、最新の
三次元測定機の導入

山形信用金庫

576 2706110304 山形県 有限会社トータルヌーウ 8390002014976
消防用被服の多品種小ロット化に対応した生産プロセ
ス改善

山形中央信用組合

577 2706110305 山形県 松岡株式会社 3390001006789
航空機内装品高級シート製造に参入のための先端設
備導入事業

荘内銀行

578 2706110308 山形県 株式会社萬菊屋 1390001010685
山形の魅力を発信する土産菓子の開発と量産化体制
の構築

きらやか銀行

579 2706110310 山形県 株式会社オクヤマ電気工事 7390002016040 ライフネットサポートの確立（見守りシステム） 山形銀行

580 2706110315 山形県 株式会社双進機工 3390001001039
最新モデルの大型５面加工機導入による、大型部品加
工の高度生産体制を強化

荘内銀行

581 2706110316 山形県 株式会社ナセル 6390001010276
高性能分割機導入による整経工程の時間短縮と生産
性向上

山形銀行

582 2706110328 山形県 株式会社山形メタル 4390001008784
無機水性塗料による高性能建築用金属パネルの開発
と販路拡大

荘内銀行

583 2706110329 山形県 株式会社ニクニアサヒ 2390001013167
最新加工機導入による、多品種・小ロット ポンプ部品の
コスト低減の実現

きらやか銀行

584 2706110330 山形県 鯉川酒造株式会社 1390001006816
最新型充填機を導入し、品質基準の向上と増産体制を
構築して、海外販路拡大を行う

荘内銀行

585 2706110331 山形県 日新工業株式会社 2011801010969
次世代ガス（ＨＦＯ）を発泡剤として用いた低熱伝導率の
硬質ウレタンフォーム断熱材の製造

商工組合中央金庫

586 2706110335 山形県 株式会社フューチャーインク 9390001014456
金属インク合成設備の導入による高付加価値な銀ナノ
粒子インクの量産化対応

荘内銀行

587 2706110338 山形県 株式会社松村エンジニアリング 5010501020771
本人確認証明書の偽造等を確認する判定装置の小型
化

朝日信用金庫

588 2706110343 山形県 株式会社山陽精機 4030001044808
立形複合旋盤による高精度加工と生産向上による短納
期要求への対応

尾花沢市商工会

589 2706110346 山形県 株式会社ニューテックシンセイ 8390001010051
高性能小型切削加工機及び高性能ＣＡＤ／ＣＡＭの導
入による精密木工事業の拡大

山形銀行

590 2706110350 山形県 有限会社シバタ精密 3390002006193
トロイダルコイルの新規製造方法の確立と超小型射出
成型機の拡販

上山市商工会

591 2706110352 山形県 丸善食品工業株式会社 6011401006001
定性的から定量的に！乳化分析機導入で顧客ニーズ
解決”味力　プロジェクト”

荒川税理士事務所

592 2706110354 山形県 株式会社高橋型精 3390001004925
薄型・軽量でかつ刃先を３００℃以上に加熱できる加熱
抜型システムの試作開発

荘内銀行

593 2706110356 山形県 ブレンスタッフ株式会社 7390001007791 三次元建築設計による建築の見える化・効率化 荘内銀行

594 2707110009 福島県 有限会社白井木工所 5380002006242
木質パネル木口化粧の最新加工技術導入による生産
効率向上と品質向上及び多様化

福島信用金庫
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595 2707110011 福島県 六陽印刷株式会社 5380001001822
ＣＴＰ導入による製版・刷版工程をアナログからデジタル
へ

若杉公認会計士事務所

596 2707110013 福島県 有限会社安齊商店 3380002028049 色彩選別機導入による米製品の高付加価値構築事業 東邦銀行

597 2707110014 福島県 株式会社ヨコハマ吉倉 1020001030002
塗装用乾燥炉による完成度の高い製品生産 と顧客満
足の向上

東邦銀行

598 2707110015 福島県 会津コスモス電機株式会社 4380001017126 新素材・新設備を使用した、抵抗素子の開発 東邦銀行

599 2707110016 福島県 神田工業株式会社 8010801002590
半導体製造装置部品加工における納期を半減させる高
度生産性向上

城南信用金庫

600 2707110019 福島県 株式会社永沢工機 2380001001081
クリンチング・ファスナを用いたＶＥによる医療機器用部
品の開発

福島信用金庫

601 2707110020 福島県 株式会社ウチヌキ 8021001027246
大型サーバーラック向け高精度パンチングメタル製造に
おける生産性向上

横浜信用金庫

602 2707110021 福島県 豊國酒造合資会社 4380003001862
割水なし低アルコール生酒開発計画と全量槽搾り生酒
安定供給のための冷温貯蔵工程改善

会津坂下町商工会

603 2707110023 福島県 株式会社鈴木商会 2380001022474
最新型ＵＶ－ＬＥＤプリンタ及びレーザー加工機導入に
よる生産プロセスの革新

株式会社エフピー・ワン・コ
ンサルティング竹内一信

604 2707110024 福島県 株式会社長谷川機械製作所 9030001006910
ＮＣ旋盤に搭載する「小型高精度Ｙ軸付ミーリングタレッ
ト」の試作開発

公益財団法人さいたま市
産業創造財団

605 2707110025 福島県 株式会社興洋 6380001012827
油圧機器の高効率化をめざすワンパス工法ホーニング
盤の導入

ひまわり信用金庫

606 2707110026 福島県 ティエフオー株式会社 4011401006283
ミーリング機能を備えた 鍛造金型製作用高機能ＣＮＣ
旋盤の導入

東邦銀行

607 2707110030 福島県 株式会社東鋼 7010001005412
整形外科手術に用いる骨切削加工用精密 医療術具の
生産プロセス改善

税理士法人イー会計

608 2707110033 福島県 有限会社武藤製作所 5380002033294 介護向け高品質樹脂漆器の生産と販売をする事業 東邦銀行

609 2707110034 福島県 東新工業株式会社 8020001033139 未来型めっき業を目指した ものづくりのスマート化
株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ
齊藤夏彦

610 2707110037 福島県 株式会社エヌ・シー・ロード 7030001036562
ＣＡＤ／ＣＡＭ高度化による「３Ｄ一気通貫金型づくり」の
競争力強化

会津信用金庫

611 2707110039 福島県 診療化成株式会社 9380001010679
液体薬経口投与用計量カップ・曲面印刷システムの構
築

白河信用金庫

612 2707110040 福島県 有限会社ファインテック 8380002018937 樹脂成形用精密金型の複合的メンテナンス技術の確立 常陽銀行

613 2707110042 福島県 曙酒造合資会社 5380003001861 全自動測定システムを活用した新たな清酒製造管理 東邦銀行

614 2707110043 福島県 富士工業株式会社 8021001013733
金型の高難度・高精度・高速度加工の実現による、 も
のづくり生産性の向上

中島村商工会

615 2707110044 福島県 昭和電器株式会社 4011401003149
耐候性樹脂製ガスメーターカバーＩｏＴ射出成形システム
の構築

東邦銀行

616 2707110048 福島県 株式会社福梁製作所 8380001002611
先端医療機器向け高精度・高品位ファイバーレーザ溶
接技術の確立

福島信用金庫

617 2707110052 福島県 東北ネヂ製造株式会社 3380001013415
ＩｏＴを活用した高品質・低価格な継手部品の生産プロセ
ス構築

常陽銀行

618 2707110053 福島県 アサヒ電子株式会社 2380001002501 検査・自動化設備導入による生産性向上計画 佐藤会計事務所佐藤正則

619 2707110054 福島県 有限会社新港精機製作所 7020002034021
小型高精密医療機器部品加工参入のための超精密小
型マシニングセンターの導入

大玉村商工会

620 2707110055 福島県 豊国酒造合資会社 3380003000799
海外展開へ向けた高付加価値日本酒の出荷ラインの
整備

古殿町商工会

621 2707110056 福島県 有限会社メタルクリエイト 8380002030792 管製作工程の作業効率性向上 郡山商工会議所

622 2707110057 福島県 宮本補綴研究所 　－
ＣＡＤ／ＣＡＭセンター設置による国内外からの受注拡
大と雇用創出

中島村商工会

623 2707110058 福島県 株式会社植田印刷所 9380001012452
版下デザイン部門に新しいソフトを導入して　最新の組
版システムを構築する

橋本仁也税理士事務所

624 2707110060 福島県 株式会社双葉紙器 4380001016680 魚介類由来マリンセラミドの試供品製造と 販路開拓 東邦銀行

625 2707110062 福島県 有限会社古殿製材所 7380002021314
地域木材の販路拡大へ向けた低温バイオ乾燥による
木材の高付加価値化

古殿町商工会

626 2707110063 福島県 平田屋 　－
こだわりのある自家製あんの増産を目指す新設備の導
入

大東銀行

627 2707110064 福島県 双葉運輸株式会社 8380001016677
変圧器やコイルなどの銅系スクラップから純度１００％
の銅原料を精選する

東邦銀行

628 2707110069 福島県 エンゼル産業株式会社 3011701001530 医療向け脈動防止ボトルの生産プロセス強化事業 千葉銀行

629 2707110070 福島県 有限会社クサカ鋼材 3370802000868
本格下流進出による特殊鋼加工の付加価値向上、多
様性を有する鋼材問屋への変革

七十七銀行
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受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

630 2707110071 福島県 株式会社サンレディ 3380001000611 イージーオーダーに対応する生産体制の構築 東邦銀行

631 2707110075 福島県 株式会社ミウラ 6380001008437 航空機向け複雑鋳造部品の製造 東邦銀行

632 2707110076 福島県 正栄工業株式会社 3020001071011
サーボプレスの導入でメキシコや中国工場の技術的
バックアップ工場としての生産力強化

東邦銀行

633 2707110077 福島県 種まきうさぎ株式会社 2380001021708 冷凍あんぽ柿の開発と海外販路開拓事業 大東銀行

634 2707110078 福島県 株式会社ハーベス 5030001006798
リンサー／フィラー／キャッパー・一体型－自動充填装
置導入による省スペースでの生産性の向上

埼玉りそな銀行

635 2707110082 福島県 三正工業株式会社 4011801001818
新規顧客に対するセット受注の提案と独自治具による
特殊加工の実現

亀有信用金庫

636 2707110087 福島県 毎日製パン 　－
安心・安全な学校給食用パンの製造及び地元産米粉を
使用した新製品の開発

白河信用金庫

637 2707110090 福島県 タカラ印刷株式会社 3380001000834
医薬・医療機器添付文書の自動検品化による品質保証
の確立

福島信用金庫

638 2707110095 福島県 ヒメジ理化株式会社 4140001062427
難加工である大型石英製品のザグリ平面における超高
精度加工技術の開発

常陽銀行

639 2707110103 福島県 三宝製薬株式会社 1011101008013
動物用医薬品製造設備導入による省力化と安定供給
への対応

大信商工会

640 2707110104 福島県 有限会社オヌキ 6380002020432 口腔歯科用チタン膜取り付け用特殊ビスの加工・製造 鏡石町商工会

641 2707110105 福島県 株式会社長谷川製作所 7021001025754
最新設備導入と切削加工技術の高度化による難削材・
微細加工の生産性向上

東邦銀行

642 2707110108 福島県 株式会社テクニカルタテノ 9020001073729
金属装置・部品製造のワンストップ・サービス高度化に
よる航空機部品分野への進出

若杉公認会計士事務所

643 2707110109 福島県 株式会社郡山クロージング 1380001005166
高速自動裁断機導入による難素材への対応強化と受
注拡大による社員への待遇改善

東邦銀行

644 2707110113 福島県 佐藤鉄工産業株式会社 9380001012948
最新複合加工機により強化された競争力でプラント事
業等新規参入計画

七十七銀行

645 2707110114 福島県 株式会社シモン 4010001003633 すべりにくくつまずきにくいソールの試作開発
株式会社ブレイブコンサル
ティング結城愛作

646 2707110117 福島県 株式会社高野精機 9030001020465
５軸フライス盤導入で、部品加工の高精度化・高速化・
コスト削減・短納期化の実現

巣鴨信用金庫

647 2707110120 福島県 日吉工業株式会社 2380001018695
ＮＣ旋盤設備導入による、冷間鍛造製品の生産性向上
とコスト競争力強化

協同組合さいたま総合研
究所

648 2707110128 福島県 株式会社エクストエンジニア 7380001007900 航空宇宙分野の高精度大型部品生産体制の確立 商工組合中央金庫

649 2707110131 福島県 株式会社三栄精機製作所 7380001002562
特殊空圧機械の増産と「オリジナル技術」の 次世代へ
の継承

福島信用金庫

650 2707110132 福島県 岩代工業株式会社 7010801001156
生産工程を変革し超短納期要求に対応するための最
新プレス設備の導入

商工組合中央金庫

651 2707110134 福島県 日本伸管株式会社 8030001046024
自動車・オートバイ向け、高機能アルミ部品の一貫生産
設備構築

武蔵野銀行

652 2707110138 福島県 株式会社羅羅屋 9010701023372 正しく足を成長させる子供向けシューズの開発 会津商工信用組合

653 2707110139 福島県 白河銘醸株式会社 3380001010123 新型ボイラの導入による、特定名称酒の増産計画 税理士法人ゆびすい

654 2707110145 福島県 会津紙工株式会社 3380001017127
地域プロデューサーとの協同による五感に響くパッケー
ジの製造

会津商工信用組合

655 2707110148 福島県 有限会社アネスティ 6380002016752
最新工作機械の導入による、新事業（航空宇宙分野）
への参入計画

飯野町商工会

656 2707110149 福島県 有限会社フジモールド 2380002035070 金型用途におけるセラミックス精密加工技術の開発 会津商工信用組合

657 2707110152 福島県 株式会社マルサン 6380001009492
三次元測定機を活用した最新型「住宅用外壁材のデジ
タル採寸プレカットシステム」導入による新規事業の確
立

税理士法人三部会計事務
所

658 2707110161 福島県 株式会社増子建築工業 3380001006633
現在の精密機械と伝統を受け継ぐ大工が織りなす新た
なる美

東邦銀行

659 2707110163 福島県 株式会社協栄製作所 8380001009367
高速・高性能ワイヤ放電加工機による機械部品の超高
精度化計画

二本松信用金庫

660 2707110169 福島県 林精器製造株式会社 6380001011341
独自の精密金属加工技術の医療分野における品質保
証と信頼性向上

協同組合さいたま総合研
究所

661 2707110170 福島県 株式会社生垣製作所 7010701000844
高速・高精度ベンディングマシン導入による革新的生産
性の向上と成長市場への新展開

若杉公認会計士事務所

662 2707110175 福島県 尾瀬檜枝岐産品流通山魅 　－
食品乾燥機導入による「尾瀬・檜枝岐村山人（やもー
ど）商品」の開発

檜枝岐村商工会

663 2707110176 福島県 松本機械工業株式会社 3010901011389 最新研削加工機の導入による安定生産体制の確保 常陽銀行

664 2707110179 福島県 株式会社以輪富 9380001012444
曲げ加工技術向上による、顧客の高精度曲げ要求へ
の対応

常陽銀行

19



受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

665 2707110187 福島県 会津酒造株式会社 4380001019114
仕込み蔵の低温環境整備による低アルコール無加水
原酒の新商品開発事業

南会津町商工会

666 2707110188 福島県 有限会社西間木家具店 9380002020099
高精度切断加工機導入による生産性向上及びオリジナ
ル家具・小物製作事業の拡大

須賀川信用金庫

667 2707110189 福島県 株式会社芳賀沼製作 4380001019196
新しい建築工法「縦ログ」普及促進のための製造効率
化に向けた設備導入

東邦銀行

668 2707110191 福島県 株式会社エヌ・ティー・エス 7380001011679
評価基準の独自開発による、金属３Ｄプリンター造形の
成果物の実用化事業

牛腸真司税理士事務所

669 2707110196 福島県 有限会社千石石材工業 3380002021367
高品質レーザー彫刻システム導入による短納期化の実
現と新事業の展開

平田村商工会

670 2707110197 福島県 ふくしま農家の夢ワイン株式会社 5380001021977
小規模製造場における高品質果実酒製造技術の確立
事業

丹野喜美子税理士事務所

671 2707110199 福島県 有限会社モード藤 1380002021063
自社ブランド確立・高難易度・短納期生産体制強化のた
めの３ＤＣＡＤ導入

石川町商工会

672 2707110200 福島県 有限会社サクラ店装 4380002017827
レーザー加工機の導入による特殊素材への看板製造
事業

西郷村商工会

673 2707110202 福島県 有限会社中谷製作所 5020002035087
自動車分野等の「特殊総型溝入チップ」の高精度化、高
効率化、検査の実現

須賀川信用金庫

674 2707110203 福島県 サンケミカル株式会社 5380001011061
最新ルーダー（押出機）導入による再生ペレット生産力
高度化事業

西郷村商工会

675 2707110220 福島県 暁精機株式会社 6380001019120 「耐熱鋳鉄の更なる高精度・高効率切削」と「納期短縮」
公益財団法人福島県産業
振興センター

676 2707110225 福島県 株式会社ＷＩＮＰＲＯ ＥＮＥＲＧＹ 7110001028361 風力に順応するハイブリッド街路灯の試作開発 税理士法人ブレイン

677 2707110227 福島県 近藤パン店 　－
パンの品質安定と生産性の向上へ向けた製造ラインの
整備

浅川町商工会

678 2707110265 福島県 大同精機株式会社 7010801006700
多様化する航空機部品受注に対応した工程可視化に
よる生産管理システムの構築

東邦銀行

679 2707110268 福島県 有限会社プラステック 8380002018870
自動バリ取り機とエアーブロー装置導入による作業効
率、品質の向上システムの開発

白河信用金庫

680 2707110280 福島県 株式会社ニッタ冷熱工業 6070001021339
フロン漏洩リスク回避を実現する中・大型熱交換器用ヘ
アピンパイプ製造

白河信用金庫

681 2707110288 福島県 株式会社三條屋 5380001006747
県内初！インテリア内装職人向けマッチングサービスに
よる施工の需給体制の確立

東邦銀行

682 2707110290 福島県 株式会社菅原善治商店 8380001015893
顧客管理、売上管理の徹底とプラスαの高品質なサー
ビスの提供

福山税理士事務所

683 2707110292 福島県 自然食品ばんだい 　－ 受験生夜食「うかるから」の餃子製造機導入 会津信用金庫

684 2707110293 福島県 株式会社緑の杜 2380001026293
歯科技工所開設に伴う先進医療サービス提供に向けた
最新型ＣＡＤ／ＣＡＭ設備の導入

若杉公認会計士事務所

685 2707110297 福島県 ひぐち歯科医院 　－
インプラント治療の精度向上を高精度ＣＴ設備導入によ
り展開する

若杉公認会計士事務所

686 2707110304 福島県 有限会社半沢塗装店 6380002020671
機能性の高い新塗料の開発と満足保証サービスの提
供

長沼商工会

687 2707110305 福島県 株式会社福豆屋 8380001006364
福島を代表する農産品「ふくしまイレブン」を使った駅弁
の開発事業

常陽銀行

688 2707110316 福島県 株式会社プロジェクト二十一 8380001017816
公共財を活用した新たな地方公共団体への付加価値
サービスの創造

会津信用金庫

689 2707110321 福島県 有限会社ワークショップアライ 9380002029578
鈑金修理車の短納期化と 高精度高機能型整備の探
索・追求と実施

新地町商工会

690 2707110324 福島県

クリーニング北沢
佐久間クリーニング株式会社
有限会社クリーンボーイキクタ
有限会社クリーニング三愛

　－
3380001000553
6380002001127
3380002000866

小規模クリーニング店連携によるテキスタイルケアサー
ビスの提供

福島信用金庫

691 2707110325 福島県 有限会社サクラクリエーション 8380002024992
廃棄処分ゼロ！ 市場販売できない福島県産果実で作
る安心・無添加のエコスイーツ計画

東邦銀行

692 2707110327 福島県 株式会社江川米菓店 1380001018779
生産動線および設備機能改善による生産性向上にとも
なう県外顧客への安定的供給計画

きたかた商工会

693 2707110332 福島県 陸奥テックコンサルタント株式会社 9380001006768
三次元測量・設計・情報システムの構築による生産性と
技術力・ブランド力向上

東邦銀行

694 2707110336 福島県 福島訪問歯科医院 　－
整形外科医と歯科医連携による高齢者の 誤嚥（ごえ
ん）性肺炎予防サービス

東邦銀行

695 2707110339 福島県 有限会社白虎食品 8380002033333
超微粒子の野菜・果物パウダーの開発と機能性素材の
高付加価値商品化

会津商工信用組合

696 2707110340 福島県 あい歯科クリニック 　－
最新設備とチーム医療による、歯科に留まらない健康
治療サービスの展開

若杉公認会計士事務所

697 2707110344 福島県 山菱水産株式会社 4380001014057
水産加工業の、さらなる業務品質情報精度と作業負荷
の軽減を実現！

東邦銀行

698 2707110346 福島県 株式会社ＡＲＫＵＳ 4380001024320
工事用看板の電子化 【工事用デジタルサイネージ看
板】

松川町商工会

699 2707110348 福島県 株式会社三橋商会 7380001017890 高品位・低環境負荷の銅資源回収による経営改善事業 東邦銀行
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700 2707110350 福島県 株式会社ステラフーズ 2380001010982 色とりどりのセミドライトマト加工事業 ひがし商工会

701 2707110353 福島県 株式会社日本銘石 3380001024833 ふくしまの石プロジェクト 東邦銀行

702 2707110360 福島県 有限会社渡邉宗太商店 5380002033559
温度管理の見える化による蔵元とお客様を繋ぐ革新的
流通システムの構築事業

会津商工信用組合

703 2707110364 福島県 株式会社あおき 8380001010069 新技術による料理への革新提供・サービス事業 白河商工会議所

704 2707110369 福島県 松川堂モンドール 　－ 相馬松川浦の地元産海産物を使った復興菓子の提供 相双五城信用組合

705 2707110370 福島県 ｍｉｚＤｅｓｉｇｎｓ株式会社 1380001024447
購入型クラウドファンディングの支援数を向上させる
サービスの構築

東邦銀行

706 2707110387 福島県 合同会社トリル 4380003002101
会津地区初のメンズエステサービス提供開始による新
規顧客の開拓事業

会津坂下町商工会

707 2707110392 福島県 株式会社しらかわ米穀 3380001021806
「はなまる米」販売による付加価値づくりと利益率向上
事業

白河商工会議所

708 2707110393 福島県 有限会社矢萩食品 9380002018572 「Ｘ線検査機」導入による商品の安全の「見える化」事業 白河商工会議所

709 2707110397 福島県 有限会社いわき卓球 6011102001342
自炊のできる卓球合宿施設の提供による顧客満足度
の向上

いわき信用組合

710 2708110002 茨城県 新光電子株式会社 1010001008610
電子はかりの精密機構部品の飛躍的生産性向上によ
るグローバル展開の加速

常陽銀行

711 2708110003 茨城県 Ｗａｆｅｒ Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ株式会社 8050001025059
自己検知型ＡＦＭ式ナノプローバ量産型制御装置の開
発

株式会社つくば研究支援
センター

712 2708110005 茨城県 有限会社ミトモ 2050002012854
タイルの剥離・落下防止工法「ガチロック」専用のタイル
加工機開発事業

水戸信用金庫

713 2708110006 茨城県 株式会社三友製作所 3050001026524
複数台の工作機械監視による生産性向上と低コスト化
の実現

公益財団法人日立地区産
業支援センター

714 2708110008 茨城県 筑波ドロウイング有限会社 6050002043771
電気設計での「電子部品と筐体」の“ぶつかり”を自動回
避する３ＤＣＡＤ支援ソフト開発

筑西市商工会

715 2708110014 茨城県 有限会社堀江製作所 7050002004203
大型複合精密部品加工技術の確立による火力発電分
野への販路開拓事業

株式会社ひたちなかテクノ
センター

716 2708110015 茨城県 株式会社星工務店 9050001026072
３次元切断機の導入による躯体工事の短工期化・プレ
カットの生産性向上

水戸信用金庫

717 2708110027 茨城県 株式会社マルサン商事 4050001004990
印刷の高機能化と高度な加工機による高付加価値商
品の開発と販売

水戸信用金庫

718 2708110032 茨城県 株式会社常総 9050001030082
既設線路の高架化工事に向けたコンクリート圧送に関
わる新工法の開発

常総市商工会

719 2708110033 茨城県 大和薬品株式会社 7010901006690
極めて低用量で効果のある乳酸菌の飼料および機能
性食品への開発

常陽銀行

720 2708110040 茨城県 有限会社藤野鉄筋工業 7050002020118 鉄筋の加工精度向上による作業の効率化 坂東市商工会

721 2708110049 茨城県 有限会社土浦観賞魚 3050002011888
新水槽システムの導入によるコスト削減と取扱品種の
多様化事業

水戸信用金庫

722 2708110050 茨城県 株式会社日立技研 5050001023701
超高密度実装に対応した次世代の高画質目視検査支
援機の開発

常陽銀行

723 2708110056 茨城県 株式会社蔵持 3050001032506
狭ピッチ配線ケーブルを細幅加工する高精度スリット装
置の開発

公益財団法人茨城県中小
企業振興公社

724 2708110057 茨城県 加藤木工 　－
オリジナルブランド木工品製造のためのＮＣルータの導
入と試作

茨城県信用組合

725 2708110058 茨城県 ダイカツ水産株式会社 3050001007219
電子レンジで焼き魚の食感が出せるプレミアム焼き魚
生産体制の構築

株式会社エフアンドエム

726 2708110067 茨城県 有限会社タケヒロ 5050002027973
複雑形状・高精度のゴム製品製造のための真空プレス
成形工法の開発

神栖市商工会

727 2708110069 茨城県 株式会社土屋精工 6050001032585
大型ＬＥＤ用ヒートシンク金型の製作品質および生産プ
ロセスを革新する事業

筑波銀行

728 2708110074 茨城県 有限会社スズラン・ロードハウス 9050002017046
真空調理技術と最新冷凍技術を融合した和惣菜の開
発による事業化

常陽銀行

729 2708110076 茨城県 有限会社ストアー谷津 4050002004016 地域飲食店との共同開発によるＰＢ畜産加工品の提供 常陽銀行

730 2708110077 茨城県 パティスリーイシカワ 　－
フードプリンター導入で高付加価値商品・サービスの開
発・提供

桜川市商工会

731 2708110082 茨城県 来福酒造株式会社 8050001032204 自然由来の花酵母を使ったスパークリング清酒の開発 常陽銀行

732 2708110087 茨城県 株式会社ヤマイチ 8050001007123
業界初となる大型色彩選別機直結の自動異物除去白
す生加工ラインの開発

常陽銀行

733 2708110094 茨城県 株式会社昭芝製作所 8011601003218 プレス部品用金型生産の競争力強化計画 商工組合中央金庫

734 2708110096 茨城県 株式会社ミヤザキ 2050001020379
最新大型重機の導入による稼働機管理システムの全
面運用と事業の拡大

水戸信用金庫
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735 2708110101 茨城県 新熱工業株式会社 9050001007790 細径シーズヒーターの端末防湿封止技術の開発 常陽銀行

736 2708110104 茨城県 中城本店 　－ 手造り揚げ餅の酸化防止商品の開発と生産性の向上 鉾田市商工会

737 2708110108 茨城県 有限会社ネモト 4050002018882
つくばにて茶摘み・紅茶や緑茶づくり体験ツアー、日本
茶の伝統を伝えるカフェの創出

坂東市商工会

738 2708110110 茨城県 宮坂ホリテック株式会社 4050001014511 シリコーンゴムを使用した医療用部品の試作開発 常陽銀行

739 2708110111 茨城県 京遊膳花みやこ 　－
本格会席料理向けディップソース作りの為の冷凍粉砕
調理設備導入

ひたちなか商工会議所

740 2708110114 茨城県 株式会社サザン珈琲 1050001026682
クイックセーバー（※）設置による製造環境整備での紙
ドリップ珈琲のアソート作業

公益財団法人茨城県中小
企業振興公社

741 2708110120 茨城県 大子森林物産株式会社 6050001026926 世界に発信できる地ビールの開発・販売 大子町商工会

742 2708110124 茨城県 岩瀬プリンス電機株式会社 2050001032242
既存技術を活かした高性能な殺菌ランプ及びＵＶ蛍光
灯の企画・開発

ジャパン・ラボ株式会社

743 2708110130 茨城県 株式会社島田製作所 9050001029422
難加工材（高炭素クロム鋼）の精密プレス加工法の開
発

公益財団法人茨城県中小
企業振興公社

744 2708110133 茨城県 株式会社宏機製作所 4050001030789
ロボットレーザーによる立体造形加飾フィルム仕上げ工
程の量産化対応

公益財団法人茨城県中小
企業振興公社

745 2708110137 茨城県 ハムリー株式会社 1050001019190
大動物を用いた「脊椎椎間板変性抑制」のためのモデ
ル開発

ヒューマネコンサルティング
株式会社

746 2708110142 茨城県 株式会社マイクロフェーズ 6050001016497 超臨界流体を用いた２次元ナノ層状物質の試作開発 税理士法人鯨井会計

747 2708110143 茨城県 小林縫製 　－
縫製作業の飛躍的な技術高度化や品質安定化に資す
る電子ミシン導入

神栖市商工会

748 2708110144 茨城県 有限会社玩具問屋斉藤商店 2050002044492
企業ＰＲ花火（企業名を掲出できる花火など）の演出技
術及び安全性、作業効率の向上

若杉公認会計士事務所

749 2708110145 茨城県 株式会社日髙光学研究所 2050001010009
ボケや歪みのない高精細画像を実現する新型高性能
天体望遠鏡の開発

阿見町商工会

750 2708110146 茨城県 有限会社リビング工房 9050002038001
住宅建築業者の不動産業への参入による多様化ニー
ズへのワンストップサービスの提供

牛久市商工会

751 2708110149 茨城県 上野金型 　－
レーザー溶接機と高速細穴放電加工機を使用した金型
生産効率向上と精密加工の確立

八千代町商工会

752 2708110161 茨城県 かいとう歯科医院 　－
最新トリートメントユニットと治療の見える化による安心・
安全な歯科治療の提供

茨城県信用組合

753 2708110162 茨城県 株式会社ＬＩＮＫＥＤ 5050001015137
高齢者や障害者も安心して利用できる美容院とＩＴシス
テム導入事業

田崎隆英税理士事務所

754 2708110167 茨城県 有限会社植田商店 5050002029326
外国人向け淡水魚冷凍食品の開発・販売による在日外
国人の食生活満足度向上

鉾田市商工会

755 2708110168 茨城県 ヨコタ基礎工事株式会社 2050001021988
全自動バッチャープラント導入による杭打ち工事の信頼
性向上と工期短縮

鉾田市商工会

756 2708110169 茨城県 株式会社クリエイティブハンター 1050001037952 薄毛に悩む女性のための指圧器具の試作開発 常陽銀行

757 2708110175 茨城県 有限会社タケムラ 3050002024080
デジカメ写真を顧客が店頭で自由に編集・加工できる
サービスの提供

結城信用金庫

758 2708110176 茨城県
有限会社水戸技術設計コンサルタン
ト

3050002002978 高度化した新しい外壁調査診断システムの構築 常陽銀行

759 2708110179 茨城県 株式会社関川畳商店 3050001011617
顧客ニーズに応える和室バリアフリー用・床暖房用薄畳
商品化のための業界初機能を装備した畳製造設備等
の導入

株式会社ひたちなかテクノ
センター

760 2708110181 茨城県 先勝ドレス株式会社 6050001025663
独自縫製技術の転用によるスポーツ用インナーウェア
の開発とその量産体制の構築

稲敷市商工会

761 2708110198 茨城県 常陸電装株式会社 3010501011467
『ワイヤーハーネス』の高品質・短納期での製造プロセ
スの実現

朝日信用金庫

762 2708110199 茨城県 有限会社ジオテック 4050002009907
３Ｄ写真計測ソフトウエアとＵＡＶを用いた土砂災害調査
サービスの提供

筑波銀行

763 2708110205 茨城県 株式会社華まる 7050001027221
日本料理店のお刺身感覚シメサバを瞬間冷凍技術の
導入によって実現

水戸信用金庫

764 2708110207 茨城県 株式会社日港製作所 9050001024398
半導体用ウエーハリング全自動プレス加工製造システ
ムの開発

常陽銀行

765 2708110208 茨城県 株式会社汎用 4050001010007
研究機関の独創ニーズを高精度・短納期で実現する新
たな部品試作プロセスの構築

常陽銀行

766 2708110213 茨城県 大川精螺工業株式会社 1010701001880 最新設備導入による精密部品の対応とコスト低減
公益財団法人茨城県中小
企業振興公社

767 2708110215 茨城県 株式会社鷺谷銅鐡店 7050002044083 小規模事業者向け建設用器具のレンタル 常陽銀行

768 2708110217 茨城県 株式会社三光精衡所 3011801001050
スパッタリングによる耐久性の高い薄膜形成技術の確
立

常陽銀行

769 2708110222 茨城県 株式会社ＫＭＤ 4050001006343
電力自由化に貢献する柱上変圧器の革新的修理サー
ビス体制の構築

公益財団法人茨城県中小
企業振興公社
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770 2708110226 茨城県 有限会社光洋工芸 6050002016587
外国人が好む和的木工製品への進出と国内向け仏具
の新商品開発

常陽銀行

771 2708110229 茨城県 有限会社塚田製作所 2050002044773
検査工程確立による短納期・高精度化への対応及び品
質・生産性の向上

栃木銀行

772 2708110230 茨城県 小沼水産株式会社 9050001010126
地域業界初！Ｘ線検査技術を活用し新たな異物混入除
去で生産プロセスの改善

一般社団法人茨城県中小
企業診断士協会

773 2708110231 茨城県 株式会社野上技研 3013201004542
高圧ワイヤーハーネス加工用高機能圧着刃物の生産
プロセス効率化

公益財団法人日立地区産
業支援センター

774 2708110235 茨城県 フォージテックカワベ株式会社 3050001028215
鍛造・機械加工・熱処理の一貫生産体制強化による付
加価値とＱＣＤの向上

公益財団法人茨城県中小
企業振興公社

775 2708110236 茨城県 株式会社ワイエスケー茨城 6050001002753
ＮＣフライス盤導入による短納期対応自動機開発体制
の構築

株式会社ひたちなかテクノ
センター

776 2708110240 茨城県 有限会社ＶＩＹＩＡ 6050002023534
研究開発用小型マイクロ・ナノ加工機能を集積したワー
クステーションの高度化

株式会社つくば研究支援
センター

777 2708110246 茨城県 株式会社エイコー 6050001007661
マシニングセンタシステム導入による高生産性プレス金
型製造プロセスの確立

茨城県信用組合

778 2708110247 茨城県 有限会社北條製作所 6050002007479
ベンディング設備導入による精密板金加工の高度化と
新市場対応製品の高生産性工程の確立

茨城県信用組合

779 2708110248 茨城県 株式会社オスク 8050001004632
既存施工技術と印刷技術を組み合せた新たな製造プロ
セスの構築

那珂市商工会

780 2708110249 茨城県 株式会社ベルファーム 9050001017435
豊富なビタミンＣと高栄養価の果汁製造装置の導入に
よる売上向上

公益財団法人茨城県中小
企業振興公社

781 2708110250 茨城県 株式会社ハーベストジャパン 4050001011814
最新曲げ加工設備の導入とＩｏＴによる生産性向上と高
付加価値の提供による差別化

商工組合中央金庫

782 2708110251 茨城県 柳川精工株式会社 4010801012049
１ミクロン単位の切削技術の開発による自動車用重要
部品の受注分野拡大

スギ・コンサルティング

783 2708110254 茨城県 株式会社ジャステック宮本デンタル 2050001029148
超高齢化社会に向けたインプラントパーツにおける超精
密加工実現と海外輸出

常陽銀行

784 2708110259 茨城県 有限会社中村商店 9050002039882
米の選別・精米の精度・処理能力の向上による付加価
値の向上と競争力の強化

常総市商工会

785 2708110260 茨城県 株式会社アルコ・イーエックス 2050001006551
３Ｄプリンター導入による嚥下障害者用スプーン及び胎
児ファントムホルダーの内製試作

株式会社つくば研究支援
センター

786 2708110262 茨城県 エム・ジェイ・エム株式会社 4050001008125
ガラス加工の新規事業への参入に伴う、品質保証及び
生産性向上の為の設備導入

静岡銀行

787 2708110263 茨城県 有限会社野村加工 3050002017431
高精度ウレタン加工機の導入による生産性の向上で、
販売拡大をめざす

公益財団法人茨城県中小
企業振興公社

788 2708110264 茨城県 株式会社アルファ・ジャパン 2050001000050
リニア・バイブレータ用ボビンの小型化と薄肉化を実現
する試作品開発

公益財団法人茨城県中小
企業振興公社

789 2708110268 茨城県 株式会社東洋 9050001015959
ＩｏＴを考慮した最新円筒研削盤の導入による研削加工
の生産性向上

商工組合中央金庫

790 2708110269 茨城県 株式会社河村製作所 2050001023076
精密調整加工の市場獲得を目指すための加工方法改
革及び無人加工によるコストダウン技術開発

牛腸真司税理士事務所

791 2708110270 茨城県 有限会社リビング館ホンダ 9050002016411
特許を活用した業界初バッテリー内蔵型２４時間点灯誘
導灯の開発

水戸信用金庫

792 2708110273 茨城県 株式会社ワイビーテクノ 5050001022042
高強度鉄筋・中口径鉄筋材を用いる鉄筋溶接金網製品
の技術開発及び製品開発

鉾田市商工会

793 2708110274 茨城県 有限会社スクリーンありま 8010602026418
ノベルティ品の高精度かつ短納期製造を可能にする生
産体制の構築

株式会社エフアンドエム

794 2708110275 茨城県 有限会社旭電機製作所 2050002000132
全自動検査システムによるディジタル保護リレー検査業
務の効率化と品質安定化

公益財団法人茨城県中小
企業振興公社

795 2708110279 茨城県 有限会社白石製作所 1050002024578
温度管理システムを用いた特殊旋盤加工機の開発と、
それに伴う加工技術の高度化

牛腸真司税理士事務所

796 2708110280 茨城県 有限会社テクノエイビーエス 5050002010599
最先端機械と職人技をマッチングさせた異形状金型部
品の高精度生産体制の確立

常陽銀行

797 2708110282 茨城県 大槻ハウジング 　－
トマトもつ煮の真空パック化による生産性向上と販路開
拓

鉾田市商工会

798 2708110286 茨城県 株式会社森下鉄工所 3050001023785
完全機械化による大型ワークの１人曲げ加工体制の確
立

商工組合中央金庫

799 2708110288 茨城県 泉工業株式会社 4050001031985
高い耐久性能を有する大型ダンボール梱包材・緩衝材
製作の実現

足利銀行

800 2708110291 茨城県 檜山酒造株式会社 9050001026568
ワイン用圧搾機導入によるワイン品質向上及び醸造能
力強化事業

常陸太田市商工会

801 2708110292 茨城県 有限会社太陽産業社 7050002025760
規格外サツマイモをブランド豚用飼料化する熱風乾燥
破砕機の導入

茨城県信用組合

802 2708110294 茨城県 株式会社ゆにろーず 2050001027399
柔軟な生産ライン構築による製造力と開発力の強化に
よった新ターゲット顧客の獲得

取手市商工会

803 2708110296 茨城県 澤田茶園 　－
設備導入による商品の生産性と収穫量の向上及び新
商品の開発

牛久市商工会

804 2708110299 茨城県 株式会社桧山製作所 8050001007247
普通に飲めるのに倒してもこぼれない「あんしんマグ」
の量産用金型の製作

株式会社つくば研究支援
センター
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805 2708110300 茨城県 荻野工業株式会社 8010601009869
３次元データを活用した測定と加工のネットワーク化に
よる高精度航空機部品の受注拡大

東京東信用金庫

806 2708110301 茨城県 郡司建築工業所 　－
最新ＣＮＣを活用した高度な職人技術の標準化の実現
および生産性の向上計画

株式会社ダイワマネジメン
ト

807 2708110302 茨城県
合同会社つくば研究学園システム開
発

5050003003214 療術業向けの集客・経営資源管理システムの提供
坂守公認会計士・税理士
事務所

808 2708110305 茨城県 株式会社サンテクノ 6050001021695
歯科用ダイヤモンドバー製造設備の自動化及びＩｏＴを
用いた全体工程管理

常陽銀行

809 2708110306 茨城県 株式会社滝田興業 9050001012312
多目的形鋼加工機導入による生産性向上と高精度化
の実現

石岡市八郷商工会

810 2708110307 茨城県 株式会社メイズムランド 6050001024640
介護食宅配弁当事業の生産性向上のための高機能厨
房設備の導入

茨城県信用組合

811 2708110309 茨城県 吉田運送有限会社 9050002018944
ＩＴ活用２４時間利用可能内陸コンテナターミナル建設事
業

坂東市商工会

812 2708110310 茨城県
株式会社共和プリサイスマニファク
チャリング

6050001023106
電力供給システムの高ニーズに応える自社高度生産体
制の確立と売上拡大

常陽銀行

813 2708110312 茨城県 東洋発條工業株式会社 5011801003251
新型サーボプレス導入により難易度の高い加工を実現
し、収益性の向上を図る

城北信用金庫

814 2708110313 茨城県 株式会社井上ゴム工業 1020001019499
ポリウレタン素材成形設備導入による、生産性向上と下
請け加工業からの脱却

常陽銀行

815 2708110318 茨城県 有限会社飯野屋 3050002032983
クラウド型ＰＯＳシステム導入等による業務効率化に合
わせた提案型営業サービスによる販路拡大

竜ヶ崎市商工会

816 2708110319 茨城県 株式会社山西商店 7050001011968 おみたまプリンの賞味期限延長による新規顧客獲得 小美玉市商工会

817 2708110321 茨城県 飯泉自動車 　－
水圧転写の導入によるデコレーションカスタマイズサー
ビスの展開

桜川市商工会

818 2708110322 茨城県 株式会社ユニキャスト 3050001024692
顧客識別のためのクラウドサービス基盤の開発及びロ
ボットでの実証実験

公益財団法人日立地区産
業支援センター

819 2708110323 茨城県 株式会社要建設 9050001002370 地元茨城の豊かな食材を生かしたヘルシーフードづくり 茨城県信用組合

820 2708110328 茨城県 株式会社マルカメイト 8011101020267
ＯＡ機器用特殊ローラーの安定的量産体制の確立とグ
ローバル展開

神吉マネジメントコンサル
ティング

821 2708110342 茨城県 小野工芸株式会社 7050001027411
高温処理による高耐蝕・高耐久事業用パン焼成トレー
の試作開発

公益財団法人茨城県中小
企業振興公社

822 2708110343 茨城県 株式会社あ印 9050001006545 鮮度保持パッケージ商品の開発による販路開拓
株式会社ひたちなかテクノ
センター

823 2708110349 茨城県 ケージーオート 　－ 伐採放置材木粉砕出張サービス事業 行方市商工会

824 2708110350 茨城県 有限会社かんとうセラミックス 9050002008227
地域高齢者への歯科治療をサポートする総合ミリング
センターの確立

松永智子税理士事務所

825 2708110351 茨城県 中川製罐株式会社 3010001005696 高密閉度角型缶の高品質・低コストでの生産
公益財団法人茨城県中小
企業振興公社

826 2708110354 茨城県 株式会社よろぎ野．菜 2050001019883
生産者・流通・小売を繋ぐセントラルキッチン導入による
業務効率化計画

株式会社エフピー・ワン・コ
ンサルティング

827 2708110359 茨城県 日本ベッド製造株式会社 8010801009074
「ＩｏＴ＋高性能機械」導入による接着技術の高度化で生
産性と品質の向上を図る

商工組合中央金庫

828 2708110374 茨城県 有限会社まるやま千栄堂 5050002036693
インバウンド顧客を獲得するための高品質・高付加価
値商品の開発

取手市商工会

829 2708110376 茨城県 有限会社茅根製作所 2050002035715
三次元測定機導入による幾何公差測定の確立とコスト
削減・短納期化

公益財団法人茨城県中小
企業振興公社

830 2708110377 茨城県 有限会社カミノテック 7050002031908
最新射出成形機導入で真空蒸着マスクを金属からプラ
スチックに変更する技術開発

公益財団法人茨城県中小
企業振興公社

831 2708110382 茨城県 株式会社イデア 9050001018235 嗅覚自動検査装置の実用化開発 常陽銀行

832 2708110383 茨城県 株式会社笹沼製作所 1011501006657
マシニングセンタ＋ＩｏＴのターボ＋ハイブリッドシステム
による精密部品の成長産業拡販

城北信用金庫

833 2708110386 茨城県 ＯＦＦＩＣＥ ＫＪ株式会社 6050001040588
地域特産食材による創作イタリアンや五感で楽しむ見
せるイタリアン料理店の開業

佐原信用金庫

834 2708110388 茨城県 岡埜栄泉 　－
茨城県産のイチゴを使った新商品を開発し、伝統製法
の量産体制を構築する

筑西市商工会

835 2708110389 茨城県 千波鐡工株式会社 7050002010762
プラズマ切断機の導入による難度加工・事業拡大・収益
向上のものづくりの実現

水戸信用金庫

836 2708110391 茨城県 株式会社太陽テント 9011801009492
樹脂と繊維からなる軟質系複合廃材（テント・シート等）
の分離再生システムの構築

筑波銀行

837 2708110392 茨城県 持丸自動車修理工場 　－
コンピューター調色システム導入による新サービス（ブ
ライトネスサービス）の展開

笠間市商工会

838 2708110394 茨城県 三和ニードルベアリング株式会社 5011801001643 精密冷間鍛造方法の開発 三菱東京ＵＦＪ銀行

839 2708110395 茨城県 株式会社創和工業 4050001023306
大型樹脂実験装置製作の生産性向上と短納期化体制
の確立

公益財団法人日立地区産
業支援センター
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840 2708110396 茨城県 株式会社小野写真館 7050001006654
家族のきずなを写真でつなぐー生涯顧客化のための取
組

常陽銀行

841 2708110416 茨城県 青柳工業株式会社 2050001000091
設計業務を革新し製造への「見える化」を実現するデジ
タルシステムの開発

株式会社ひたちなかテクノ
センター

842 2708110421 茨城県 野村醸造株式会社 8050001030109
酒蔵に隣接した築９３年の古民家でのスイーツ等の製
造、販売及び飲食提供

公益財団法人茨城県中小
企業振興公社

843 2708110429 茨城県 有限会社高野電子工業 7050002028788
当社独自の検品機の導入による作業効率及び受注増
大

行方市商工会

844 2708110430 茨城県 有限会社マツヤ 2050002028974
菓子業界における新しい概念を取り入れた開発商品に
よる販売展開

行方市商工会

845 2708110431 茨城県 溝口鍍金株式会社 5050001020368
環境破壊物質を最小限にしたクロムフリーメッキプロセ
ス技術の開発

商工組合中央金庫

846 2708110436 茨城県 有限会社川手自動車鈑金工業 3050002024493
新たな機械装置導入と事故現場の正確な把握による
レッカー業務の効率化

古河市商工会

847 2708110441 茨城県 株式会社鈴和 5050001020665 電気保安業務の月次及び年次報告書のＩＴ化サービス 神栖市商工会

848 2708110453 茨城県 株式会社安田製作所 2011801004938
新型マシニングセンター導入でカムアロング製品の高
効率ライン確立

みずほ銀行

849 2708110456 茨城県 株式会社空間知能化研究所 3050001037744
低コスト運用が可能な深海調査ロボット（遠隔無人探査
機）の開発

株式会社つくば研究支援
センター

850 2708110460 茨城県 株式会社石井鉄工所 4050001039608
鋼材加工設備（バンドソー、シャーリング、ベンダー）の
導入による高効率構造物製造工程の確立

公益財団法人茨城県中小
企業振興公社

851 2708110468 茨城県 有限会社中沢鉄工所 7050002043787
作業効率の向上及び製品量産化に向けた、倣い装置を
装着した形鋼加工機の導入

筑西市商工会

852 2708110471 茨城県 アルベンス株式会社 6050001022363
土壌の定期管理による高品質・高効率な野菜作り技術
システムの開発

水戸信用金庫

853 2708110472 茨城県 株式会社ＬＭ ＡＤＶＡＮＣＥ 4050001020006
レース経験者のアドバイス・整備が受けられるカスタマ
イズ工場への変革

古河市商工会

854 2708110477 茨城県
タキマテック株式会社
株式会社ビル技研
株式会社Brain Trust from The Sun

2050001022490
9040001072159
3013303001958

「エコアグリ展示施設」による農業の高付加価値化と地
域創生事業

水戸信用金庫

855 2708110481 茨城県 Ａ．Ｃ．Ｅ． 　－
次世代規格（４Ｋ解像度・高輝度・広色域）を活用した映
像サービスの展開

潮来市商工会

856 2708110484 茨城県 プレミアムヘアークラウディット 　－
顧客にあわせた予約管理システムによる付加価値向上
事業

つくばみらい市商工会

857 2708110486 茨城県 府中誉株式会社 4050001012036
ワイン酵母を使った爽やかな味わいの新しい低アル
コール日本酒の試作開発とその夏期醸造の技術確立

商工組合中央金庫

858 2708110488 茨城県 有限会社落合精密研磨 7050002018343
スラスト軸受けの研磨加工方法の改善による品質向上
と受注拡大

公益財団法人茨城県中小
企業振興公社

859 2708110490 茨城県 株式会社マコトサービス 4050001025517
手術室の安全な環境を作る 環境（菌・微粒子）測定・改
善の一貫サービス提供

河内町商工会

860 2708110492 茨城県 児玉時計店 　－
機械式時計の顧客開拓のための時計の技術力を訴求
する事業

潮来市商工会

861 2708110497 茨城県 株式会社日鋲茨城 8010501023177
産業用機械部品の切削加工工程の刷新による本格的
な加工部門の強化

筑波銀行

862 2708110502 茨城県 有限会社古関製作所 8050002042020
特殊曲げ工程の内製化による短納期化の促進で、受注
拡大とコストダウンの実現

常陽銀行

863 2708110504 茨城県 レイドックス株式会社 1050001019991
販売支援システム導入によるネット販売業務の効率化
と売上拡大

合同会社エドエックス・ラボ

864 2708110508 茨城県 株式会社協栄テクニカ 8380001012734
ハイブリッドベンダー導入による大型加工の実現及び生
産性向上計画

大東銀行

865 2709110001 栃木県 株式会社サンテクノロジー 3060001010436
ボーイング７７７Ｘ：量産部品機械加工における高効率
生産の実現

鹿沼商工会議所

866 2709110007 栃木県 有限会社黒田プラスチック工業所 7060002036006
熟練技術と高精度樹脂成形機の融合による審美性の
高い食品用樹脂容器の開発

足利小山信用金庫

867 2709110013 栃木県 東都工業株式会社 4060001022728
次世代大型旅客機Ｂ７７７Ｘ部品の切削技術高度化と
革新的生産体制の構築

栃木銀行

868 2709110014 栃木県 株式会社かっぺ 6060001024573
時代が変わる！贈り物にスイーツのような甘さの高級
品質「トマト」を実現！

足利銀行

869 2709110018 栃木県 株式会社老田製作所 1060002017085 老朽機械設備の更新と生産性向上による売上拡大 足利銀行

870 2709110019 栃木県 北條光学株式会社 6060001013659
車載向けカメラモジュールに対する小口径異形カットレ
ンズの技術開発

足利銀行

871 2709110022 栃木県 有限会社グリムファクトリー 2060002034286
樹脂に耐久性の高い多色塗装を行う技術の確立と新市
場への展開

栃木銀行

872 2709110028 栃木県 桑名商事株式会社 7060001009301
めっき技術を応用した超薄肉金属成形品の複雑な三次
元形状化への対応

栃木銀行

873 2709110032 栃木県 株式会社テクノスチールダイシン 7060001006851
鉄骨組み立てにおける信頼性向上のための治具による
組み立て工法の開発

足利銀行

874 2709110039 栃木県 Ｈａａｒ 　－
高濃度水素吸入マシンとＨＩＧＵＣＨＩ式ヘッドスパ導入に
よる独創的サービスの提供

栃木銀行
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875 2709110042 栃木県 有限会社岩上商店 5060002025101
海外市場獲得に向けた乳酸菌入り甘酒「酵素ジュース」
の開発・量産化

足利銀行

876 2709110049 栃木県 有限会社瀧川鉄工所 7060002039231
内製化と加工能力を向上させ、短納期・精度向上を更
に高める

栃木銀行

877 2709110053 栃木県 株式会社深井製作所 2060001019107 下穴加工が不要で生産性の高い異材接合技術の開発 足利銀行

878 2709110055 栃木県 株式会社エスビーエル 3060001015880
事業用平屋建築の鉄骨構造体費用低減と工期短縮を
実現する工法の検証

小島和恵

879 2709110056 栃木県 有限会社ステップアップ 6060002039158
特許取得済　建設現場安全帯使用時横移動自由、低コ
スト商品試作工場計画

栃木銀行

880 2709110058 栃木県 有限会社藤田製作所 3060002007852
自動車生産ライン用組立機械装置の高精度部品供給
に向けた加工技術の確立

栃木銀行

881 2709110059 栃木県 株式会社辻善兵衛商店 6060001009376
国内及び輸出需要に対応すべく特定名称酒の高品質・
高生産を目指した事業の取組

栃木銀行

882 2709110061 栃木県 田政砿業株式会社 8060001016420
石灰系複合材料の開発により、畜産業界の課題解決を
目指す

足利銀行

883 2709110068 栃木県 株式会社キヨーワ 3060001001410
特殊鉄骨対応の独自自動化ロボット導入に伴う生産性
改善計画

足利銀行

884 2709110070 栃木県 株式会社日本メディカル食研 7060001011091
高圧殺菌釜の導入による「しいたけ菌床」の品質向上と
ロス率改善等生産プロセスの改善による生産性の向上

鹿沼相互信用金庫

885 2709110073 栃木県 株式会社トチアン 9060001021972
顧客ニーズに対応した素材供給から商品提供への新
展開

栃木商工会議所

886 2709110074 栃木県 関口七宝株式会社 5060001010475
七宝焼きのデザインに応じた金型の複雑・高精度加工
及び短納期化への対応と多品種少量生産の実現

鹿沼相互信用金庫

887 2709110078 栃木県 関東農機株式会社 6060001014145
畑作農業用機械部品加工の生産プロセス改善による革
新的生産性向上

足利銀行

888 2709110079 栃木県 有限会社近藤製作所 1060002017226
鉄道模型用治具製造における生産プロセスを革新する
事業

栃木銀行

889 2709110080 栃木県 株式会社サカエオートサービス 9060001013581
栃木県北地域で車の修理・販売を含めた総合サービス
型レッカー事業による新規顧客の獲得

大田原商工会議所

890 2709110086 栃木県 株式会社コスモテック 2380001005099 重心移動で動く電動車椅子の開発 足利銀行

891 2709110087 栃木県 有限会社林屋川魚店 8060002014150
うなぎの未利用部位である頭部を加工した新商品の開
発と事業化

栃木銀行

892 2709110088 栃木県 株式会社ＴＡＮＯＩ 6060001010862
コンプレッサーホイール「インペラ」の削り出し加工技術
の確立

足利銀行

893 2709110094 栃木県 小貫プラスチック工業株式会社 2060001018430
プラスチック射出成型の工程改善及び原価低減による
競争力強化

東和銀行

894 2709110106 栃木県 株式会社エヌ・エステクニカル 8060001023061
自動車の重要保安部品の低コスト・短納期・高品質化を
目指した新しい生産工法の確立

鹿沼相互信用金庫

895 2709110107 栃木県 株式会社オオツ 9060001010273
保育・福祉施設・量産住宅向けデザインフラッシュドア
の一貫生産による生産性の向上

鹿沼相互信用金庫

896 2709110110 栃木県 有限会社丸昭工業所 9060002020940
アルミ押出しロボットフレームの高速高精度加工技術の
革新

鹿沼相互信用金庫

897 2709110111 栃木県 株式会社小林縫製工業 2060001016343
ジャストタイム・ベストプロポーサル（社内ノウハウ効率
活用の提案型メーカー）

栃木信用金庫

898 2709110117 栃木県 大門デンタルラボラトリー 　－
噛み合わせ不安を解消可能にする、独自の歯科技工
サービスの提供

日光商工会議所

899 2709110118 栃木県 柳下技研株式会社 5030001046877
高精度部品加工の生産効率革新と試作品突発割込対
応と短納期の実現

足利銀行

900 2709110124 栃木県 早川食品株式会社 1060001020577
生の国産野菜を使った高付加価値ソース製造の効率
化と品質安定化

佐野商工会議所

901 2709110130 栃木県 菊の里酒造株式会社 4060001012786
海外への販路拡大に向けた「生酛純米」の品質向上及
び量産化

株式会社ＵＩ志援コンサル
ティング

902 2709110132 栃木県 ヨロズ鋼材株式会社 8060001015430
最新切断方式の導入及び社内生産体制の再構築によ
る極薄自動車鋼管の生産性大幅改善の実現

足利銀行

903 2709110134 栃木県 渡邉酒造株式会社 9060001013177
日本の発酵文化を世界に。ＴＰＰ加盟を見据えた高品
質・安全・低価格の日本酒の輸出

足利銀行

904 2709110141 栃木県 株式会社アスワン 5010101004761
ワイヤーハーネスの端部処理技術の高度化による精密
化対応計画

多摩信用金庫

905 2709110142 栃木県 株式会社美野輪時計店 2060001010643 携帯検眼器の活用による買物弱者へのサービス提供 鹿沼相互信用金庫

906 2709110148 栃木県 株式会社奥田製作所 7060001010259
航空宇宙産業における大型アルミ鍛造素材の旋盤加
工技術の高度化

足利銀行

907 2709110150 栃木県 白石物産株式会社 3060001010444
工場併設雑貨店における「ものづくり工房」開設と「一点
ものサービス」提供による新しい顧客層の開拓

鹿沼相互信用金庫

908 2709110152 栃木県 荒川技研株式会社 4060001017075
次世代自動車用プラスチック試作部品製造における加
工工程の革新

足利銀行

909 2709110153 栃木県 株式会社ＴＳアグリ 3060001011211
野菜栽培ユニット開発によるイタリアンレストランのブラ
ンディング計画

戸髙経営事務所
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910 2709110154 栃木県 有限会社キダイ 8060002038364
木工鋸刃研磨工程の合理化による高精度化と短納期
化による競争力強化

足利銀行

911 2709110156 栃木県 有限会社伴工業 2060002020732
高剛性たて型マシニングを用いた、生産プロセスの改
善

足利銀行

912 2709110157 栃木県 有限会社山崎産業 8060002039973
顧客の求める空間デザインを実現する３Ｄ機械加工技
術の構築

佐野信用金庫

913 2709110158 栃木県 三益工業株式会社 4010801011604
複雑形状を有する航空宇宙精密部品における三次元
測定の生産性高度化

アマヤ・パートナーズ税理
士法人

914 2709110162 栃木県 有限会社エスティー技工 5060002018030
動脈瘤血管内治療用コイル形状決め治具製作の高精
度化と生産性向上

足利銀行

915 2709110165 栃木県 中山金属化工株式会社 1030001039612
アルミダイカスト複雑形状加工の内製化・高効率化によ
る総削り試作品の超短納期化・生産能力の向上

三菱東京ＵＦＪ銀行

916 2709110166 栃木県 株式会社成岐 2060001007755
障がい者等用駐車スペースの適正利用駐車管理シス
テムの開発と提供

栃木銀行

917 2709110167 栃木県 株式会社コダイラ 2060001010412
鋼板切断能力向上と製缶板金技術融合による受注範
囲の拡大と生産能力向上

鹿沼商工会議所

918 2709110168 栃木県 鹿野建設株式会社 3060001002111
車椅子利用者もその家族も満足する住まいづくり のア
ドバイスとその実現支援

株式会社ＵＩ志援コンサル
ティング

919 2709110169 栃木県 有限会社茂原製作所 3060002009007
最新設備の導入と加工プログラムの新規作成技術を活
用した金型部品の受注増への対応

栃木銀行

920 2709110176 栃木県 株式会社ヒラタ 2060001005379
大型工作機械の劣化を大規模改修により是正、取引先
の増産計画に貢献する

足利銀行

921 2709110178 栃木県 株式会社パウデック 7020001038576
低コストパワーデバイス用大口径窒化ガリウム成膜装
置の開発

足利銀行

922 2709110180 栃木県 有限会社米菓工房和 2060002011946
各地区の農協・生産者団体と共同開発したオリジナル
米菓で新たな市場の開拓と拡大を図る

栃木銀行

923 2709110184 栃木県 株式会社ツール工房 5060001015805
航空機・次世代自動車向けＣＦＲＰ－Ｔｉ材の高品質穴あ
け工具の生産体制確立

足利銀行

924 2709110193 栃木県 山さく建工株式会社 8060001014663
災害時に対応できる災害用井戸の普及による地域貢献
活動

栃木信用金庫

925 2709110197 栃木県 不二エムアンドシー株式会社 5020001071463
小型半導体、検査装置部品の高精度・短納期加工技術
の確立と高品質保証による受注の拡大

若杉公認会計士事務所

926 2709110201 栃木県 株式会社生晃 4060001010476
木工業界初ＱＲコードを活用したシステムキッチン自動
一貫生産システム確立による競争力の強化

株式会社田中経営パート
ナー

927 2709110207 栃木県 丸和産業有限会社 2060002022761 体験型カーレジャーパークの運営 東京中央経営株式会社

928 2709110208 栃木県 株式会社斎藤精機 5060001018626
最新横型マシニングセンター導入による実装機関連部
品の高品質・低コスト加工の実現

商工組合中央金庫

929 2709110210 栃木県 有限会社ワダノブテックス 8060002037754
新規デザイン性等を追求した 組み合わせテキスタイル
の試作開発

浅沼みらい税理士法人

930 2709110211 栃木県 株式会社田部井製作所 5060001018865
高張力鋼板用プレス金型におけるスパイラル切削加工
方法の開発

足利銀行

931 2709110212 栃木県 ヤマウチ株式会社 9120001150848
新たな注型機の開発による製紙用ポリウレタンロール
の品質の向上

鹿沼商工会議所

932 2709110213 栃木県 九十九精密 　－
ノウハウと設備の融合で難削材加工の高品質・短納期
化を図る事業

鹿沼相互信用金庫

933 2709110214 栃木県 田沢工業株式会社 3060001020889
ドロマイトクリンカー製造設備の更新とＩｏＴ化、見える化
による生産性向上・合理化計画

東和銀行

934 2709110215 栃木県 遠藤食品株式会社 7060001020737
生姜関連商品の海外輸出展開に資する独自測定技術
を活用した自動生産ラインの構築

足利銀行

935 2709110218 栃木県 株式会社進恵技研 4060001018701
自動車の開発期間短縮を実現する大型部品対応フロン
トローディングシステムの開発

足利銀行

936 2709110222 栃木県 株式会社オオハシ 1020001016819
２軸押出機による架橋ポリエチレンの可塑化及び高剛
性敷板の開発

横浜信用金庫

937 2709110232 栃木県 株式会社テツカクリエート 1060001002889
大型オートクレーブ導入における航空機複合材部品の
硬化工程効率化により納期短縮と生産能力増大の実
現

足利銀行

938 2709110236 栃木県 有限会社愛和精密製作所 7060002012378
燃料電池車部品の難削材切削加工のための ＣＮＣ旋
盤導入と加工技術の開発

株式会社渡辺経営コンサ
ルティング

939 2709110237 栃木県 有限会社黒磯製作所 9060002022136
急速冷却機構付き高性能モールド製造に必要な精密
深穴加工技術開発事業

野崎仁鋼税理士事務所

940 2709110238 栃木県 岩崎編織株式会社 8060001018334
縁部の縫製が不要でデザイン性に優れる高機能伸縮
性経編地の試作開発

足利銀行

941 2709110239 栃木県 有限会社東邦製作所 9060002036821
新規受注およびホットランナー成形技術の 改良に向け
た高性能電動射出成形機の導入

足利銀行

942 2709110241 栃木県 株式会社サンワールド 3060003001391
サードウェーブコーヒー焙煎機導入による新たな事業展
開

栃木銀行

943 2709110246 栃木県 林工業株式会社 3010801009855
「メンテホール」組立工程自働化による生産性及び品質
の向上

芝信用金庫

944 2709110251 栃木県 守谷輸送機工業株式会社 8020001010674
特殊エレベーターのトップシェアの地位を不動にする増
産化体制の確立

横浜銀行
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945 2709110252 栃木県 オグラ金属株式会社 8060001018425
異径丸棒材の自動マルチシリーズスポット溶接機の開
発

東和銀行

946 2709110255 栃木県 株式会社環境生物化学研究所 2060001008043
地域課題の解決に貢献する伐採竹材等バイオマスの
高度利用化実現事業

栃木銀行

947 2709110256 栃木県 株式会社竹中 1010801006953
コンタミ・異物なしの超高精度穴加工技術の確立による
競争力強化

三菱東京ＵＦＪ銀行

948 2709110260 栃木県 株式会社太田エレクトロニクス 6060001020275
マイクロ波照射システムによる滅菌や加熱装置の開発
と自社ブランド製品の構築

足利銀行

949 2709110261 栃木県 トリプルアール工業株式会社 4011801010604
エレメント巻取専用機への新機能開発による 新商品開
発及び新市場開拓

足利銀行

950 2709110265 栃木県 株式会社石川製作所 7060001000482
重量物切削加工の高効率化を図り生産計画に準じた加
工と精度向上を図る

税理士松井由和

951 2709110266 栃木県 株式会社ＳＴＭ 7060001022221
金型を通じて世界の自動車に装備される製品づくりを目
指すため、精度向上を図る

足利銀行

952 2709110268 栃木県 川島製作所 　－
発電所用水密扉部品等の高表面粗さ技術の見える化
と安定供給体制構築

足利銀行

953 2709110275 栃木県 有限会社鈴木病理細胞研究所 6060002025414
液状化検体細胞診の導入による子宮頸がん検診の検
査方法の改良

白河信用金庫

954 2709110278 栃木県 有限会社興伸製作所 8060002000175
新素材水道継手の発熱低減工法を開発し品質向上と
生産能力増大の実現

足利銀行

955 2709110281 栃木県 株式会社クシコ 1060001018539
大型精密平面研削盤での効率アップと金型社内一貫生
産実施

群馬銀行

956 2709110293 栃木県 日本電子工学株式会社 9060001003459
作業の安心・安全を目的とした３６０度カメラアラウンド
ビューシステム

栃木信用金庫

957 2709110296 栃木県 関東工業株式会社 9060001016997
自動車産業向けラジエ－タ部品における油洗浄の効率
化

佐野商工会議所

958 2709110299 栃木県 ＡｅｒｏＥｄｇｅ株式会社 4060001027529
次世代航空機エンジン用タービンブレード量産ラインの
生産性向上

商工組合中央金庫

959 2709110302 栃木県 朝日染色株式会社 7010601008302
染料配合レサイプ作成の自動化による多色プリント加
工の短納期・低コスト化

商工組合中央金庫

960 2709110306 栃木県 宇都宮酒造株式会社 6060001000657
品質と安全性を担保した高品質清酒の安定出荷による
海外市場への積極的展開

栃木銀行

961 2709110307 栃木県 ホワスト 　－
業務内製化とスピード向上により実現する、写真お届け
サービスの展開

野木町商工会

962 2709110309 栃木県 株式会社荻野機械製作所 2060001018422
複合加工機導入による工作機械メーカーの特殊部品の
高 精度・低コスト加工の実現

商工組合中央金庫

963 2709110310 栃木県 株式会社静風 4060001009915
日本初、「とちおとめ」そのままの「手づくりフリーズドラ
イいちごチョコ」の試作開発

栃木銀行

964 2709110311 栃木県 有限会社ＫＡＮＥＨＯＮ 2060002011896
天然ゼオライト成分を活用した建材製造の為の大谷石
粉体製造事業

鹿沼相互信用金庫

965 2709110313 栃木県 平石化成品工業株式会社 4060001003793
新型ＮＣ裁断機導入による日本が持つ独自技術の継承
と周辺事業への進出

栃木銀行

966 2709110315 栃木県 英工業株式会社 4060001009790
マンション用システム収納ボックスと扉の製造一元化に
よる顧客満足向上と売上拡大

足利銀行

967 2709110318 栃木県 有限会社共和直線工業所 6060002025265
高品質補強筋売上拡大の為、一気通貫生産体制と品
質管理体制・データの見える化を確立する

栃木銀行

968 2709110320 栃木県 宇津救命丸株式会社 3010001011323 医薬品丸剤技術を応用した健康食品開発と販売 足利銀行

969 2709110324 栃木県 ムロオカ産業株式会社 2060001019271
ブロー成形エアスポイラーの自動バリ取り・表面 仕上げ
装置による量産体制の確立

足利小山信用金庫

970 2709110326 栃木県 有限会社大向金型製作所 1060002019800 高性能ＣＡＭソフト導入による精度向上と短納期の実現
株式会社ＵＩ志援コンサル
ティング

971 2709110331 栃木県 惣誉酒造株式会社 9060001009745
米国で販売量が増えている熟成した「生酛仕込　特別
純米」の増産

税理士法人小滝会計

972 2709110334 栃木県 針谷乳業株式会社 3060001003704
乳糖分解技術と３種の乳酸菌を用いた高付加価値「と
ちおとめフローズンヨーグルト」の製造

栃木銀行

973 2709110335 栃木県 株式会社ショウナン 9060001022806
新型皮むき機導入によるカットごぼう加工工程の歩留ま
り改善

足利銀行

974 2709110338 栃木県 マルエス 　－ 医療廃棄物用ステップオンホルダーの顧客へ安定供給 足利小山信用金庫

975 2709110342 栃木県 株式会社大熊製作所 2030001074022
最新型レーザー加工機とＩｏＴ技術導入による板金製品
製造工程の生産性向上事業

足利銀行

976 2709110343 栃木県 株式会社勅使川原精麦所 9060001020801
グラノーラ商品の需要増大に応える高度な 「えん麦」選
別加工の自動生産技術開発

株式会社田中経営パート
ナー

977 2709110344 栃木県 有限会社稲垣工業 5060002021934
分割式高層隔て板・ビスの見えない公営用隔て板の開
発

足利銀行

978 2709110346 栃木県 有限会社エフ・エフ・ヒライデ 9060002010280
高度環境制御による高品質・省コスト・エコロジー型ユリ
切り花生産

栃木銀行

979 2709110348 栃木県 株式会社アムシス 4060001022620
地域産業・航空業界発展の為 モバイル三次元測定機
導入により精度ＵＰ効率ＵＰ計画

栃木信用金庫
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980 2709110349 栃木県 株式会社アイ・シイ・エス 1021001023937
検査工程の革新的効率化による複写機用部品の増産・
コスト低減及び売上拡大

足利銀行

981 2709110353 栃木県 株式会社日光食品 9060001013788
日本初「豆乳たまごサラダ」開発でヘルシー＆簡単惣菜
の新規展開

足利銀行

982 2709110357 栃木県 宮本工業株式会社 6010001030279
超静粛性・防振性を実現する 次世代型自動車ステアリ
ング部品の開発

飯塚素行税理士事務所

983 2709110361 栃木県 有限会社いろどり 2060002036514
織物捺染加工において従来技術と複合した高度な技術
で高付加価値商品作りを可能にし、収益向上を目指す

足利小山信用金庫

984 2709110371 栃木県 有限会社裕寿司会館 9060002020767
店舗内厨房調理場改修に伴う、生産性、サービス向上
プロセスへの取組み改善

鹿沼相互信用金庫

985 2709110374 栃木県 有限会社ヤマダ 1060002037645
高速・高精度の金属曲げ加工機（ハイブリッド・ベンディ
ングマシン）導入による高度な生産性向上

商工組合中央金庫

986 2709110377 栃木県 株式会社大栄開発 5060001012422
木質チップ燃焼バーナーを用いた高温熱風式焼成赤玉
土造粒生産設備の導入

那須塩原市商工会

987 2709110380 栃木県 島浪捺染有限会社 7060002036427
インクジェットプリントにおける前処理機の導入・開発に
よる前処理工程の自動化

足利小山信用金庫

988 2709110385 栃木県 ヨシ電子株式会社 8060001006132
最新鋭レーザー加工機の導入による生産性の向上並
びに受注体制の充実強化事業

栃木銀行

989 2709110402 栃木県 株式会社野州たかむら 3060001009676
「べっこう飴」製造プロセスの強化による生産性・品質の
向上と国内外の販路拡大

足利銀行

990 2709110404 栃木県 日本システム化研株式会社 9060001020990
都市に設置可能な処理能力１トン／日以上の 「都市型
生ごみ堆肥化装置」の試作機の製作

佐野商工会議所

991 2709110405 栃木県 有限会社アイ・ケー・イー 8060002000514
鉄道インフラ用部品の加工工程革新と画期的な工法開
発の実現

烏山信用金庫

992 2709110409 栃木県 技研精機株式会社 8060001009894
スマートフォン向け有機ＥＬディスプレイに不可欠な高精
細液晶露光装置部品の品質管理強化

若杉公認会計士事務所

993 2709110415 栃木県 エーシーエム栃木株式会社 2060001005949 複合材料受入検査体制の構築による新規顧客の開拓 足利銀行

994 2709110416 栃木県 有限会社菜匠 6060002030125
日本でただ一台しか無い「最新型包装機」と、特殊資材
の「クラフ（不織布）」を併せて導入し、「柑橘類」を年間
を通してパックする業務の構築

常陽銀行

995 2709110419 栃木県 株式会社鎌田スプリング 3030001002015
カテーテルの補助具であるダイレーター製造に伴う生産
効率の向上

さいたま商工会議所

996 2709110421 栃木県 有限会社齋藤製作所 9060002028471
変種変量・短納期要求に対応する高速高精度ファイ
バーレーザー加工システムの構築

小山商工会議所

997 2709110425 栃木県 錦正工業株式会社 7060001011967
ブロー圧とタイミング制御による革新的造形技術の研究
開発と生産性向上計画

足利銀行

998 2709110432 栃木県 有限会社アップライジング 9060002013515
ホイール修理の技術教育によるホイール修正機の輸出
事業の展開

税理士法人ＡＣＳ

999 2709110433 栃木県 株式会社ＡｒｏｕｎＤエンターテイメント 8060001021734
運転代行＆タクシーのリアルタイム空車情報提供シス
テム

足利銀行

1000 2709110436 栃木県 有限会社若田部鉄工所 4060002039663
多種多様な顧客の要望にワンストップで受注できる総
合金属加工メーカーの確立

株式会社ＵＩ志援コンサル
ティング

1001 2709110441 栃木県 株式会社クルール・プロジェ 1060001007046
１００年後の家族の笑顔を作る「子育てママ向けキュレ
―ションメディア」の立ち上げ

栃木銀行

1002 2709110444 栃木県 天鷹酒造株式会社 5060001013180 自動糖化醗酵装置導入による生産性強化と高品質化 足利銀行

1003 2710110003 群馬県 株式会社太洋 9070001014232
高度な混合技術と高精密な樹脂成形機の融合による製
品強度とコスト低減の実現

アイオー信用金庫

1004 2710110006 群馬県 株式会社モテギ 2070001020237
自動車用鋼管の精密加工技術を確立し高精度なマル
チプロセスを開発

大泉町商工会

1005 2710110008 群馬県 株式会社東京測器研究所 6010701006537
最新レーザーはんだ付け装置導入による世界最小ひず
みゲージの試作開発

公益財団法人群馬県産業
支援機構

1006 2710110009 群馬県 有限会社深澤工業 2070002024550
有害鳥獣被害対策に有効で確実性の高い捕獲檻の試
作・開発

桐生市黒保根商工会

1007 2710110011 群馬県 有限会社イナガキ製作所 2070002028122
３次元切削加工技術確立によるプラスチック金型製造
業界における新需要開拓

アイオー信用金庫

1008 2710110013 群馬県 関信ゼベリン株式会社 2070001015749
水道管における漏水地点特定技術の開発による漏水
検査プロセスの確立

群馬銀行

1009 2710110014 群馬県 高陽精工株式会社 5070001012842
次世代航空機で新たに取り組む中型エンジン部品の高
精度加工・検査用治具加工技術の確立とＬＴ短縮

しののめ信用金庫

1010 2710110016 群馬県 株式会社金沢化成 3070001009865 金属代替用樹脂成形金型のガスベント技術の開発 足利銀行

1011 2710110017 群馬県 株式会社ダイエー精機 3070001013917
ネットシェイプ成形加工の有効活用によるゼロエミッショ
ン化の実現

群馬銀行

1012 2710110018 群馬県 株式会社宮原合成 2070001016648
米国大手企業が独占している、ポリイミド樹脂を使用し
た機能部品の国産初の量産化技術の確立

東和銀行

1013 2710110022 群馬県 有限会社桑原製作所 4070002015548
超高度に進化したロータリーリム成形金型製造技術の
確立

高崎市新町商工会

1014 2710110024 群馬県 有限会社神山プラスチック 2070002017091
女性が活躍しやすい労働環境向上を図る自動化ライン
の構築

しののめ信用金庫
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1015 2710110027 群馬県 植木プラスチック株式会社 3070001018742 大型医療機器の高精度圧空成形部品の試作開発 群馬銀行

1016 2710110029 群馬県 株式会社小林新次郎商店 4070001012026 生産される規格外コンニャク粉「０」への製造工程開発 下仁田町商工会

1017 2710110031 群馬県 有限会社川島エンブ 9070002023133
ニードルパンチ加工における革新的な多色刺繍技術の
開発

石埜茂

1018 2710110033 群馬県 株式会社古川製作所 4070001020400
精度調整の効率化と設計変更対応への柔軟化による
高付加価値ロボットシステムの開発

群馬銀行

1019 2710110035 群馬県 有限会社田胡製作所 5070002010837
ロボット業界向け極小ロット部品の低コスト・短納期切削
加工技術の確立

高崎信用金庫

1020 2710110037 群馬県 有限会社松盛ジャガード 6070002024794
ハンド風機械刺繍技術の高度化と多種複合刺繍技術
の開発

石埜茂

1021 2710110038 群馬県 美峰酒類株式会社 1070001010949
紫外線カットフィルム外装による長期品質保持可能なリ
キュール類の開発

群馬銀行

1022 2710110053 群馬県 村田刺繍所 　－
チェーン刺繍技術を応用した伸縮性に優れた立体刺繍
製品の開発

桐生商工会議所

1023 2710110054 群馬県 株式会社イノウエ 8070001018721
高度な幅広の無縫製横編み技術により、世界的アウト
ドア・ブランド製品を受注する

アイオー信用金庫

1024 2710110055 群馬県 株式会社ウエノテクニカ 6070001015638
アーム装備型モバイルロボットとステレオカメラによる自
動ピッキングシステムの開発

東和銀行

1025 2710110056 群馬県 金子林産有限会社 1070002023090
原材料廃棄ゼロを実現する新規設備導入による生産性
向上

群馬銀行

1026 2710110067 群馬県 有限会社沢田製作所 3070002016241
複合ＮＣ旋盤と表面性状測定機導入による高品質切削
加工技術開発と生産性向上

しののめ信用金庫

1027 2710110069 群馬県 株式会社林製作所 6070001008096
３Ｄデータ積極活用による金融・情報端末向け精密板金
加工プロセス革新と生産性向上

高崎商工会議所

1028 2710110070 群馬県 株式会社サンテックス 9070002014842 太径丸棒素材における複雑形状部品製造の高度化 しののめ信用金庫

1029 2710110071 群馬県 有限会社ティー・アイ・エス 6070002024159
内製化を推し進め、低コストでの部品づくりからアッセン
ブリ供給へと提案力を高める

桐生商工会議所

1030 2710110076 群馬県 株式会社シマダ製作所 2070001011764
伸長する高齢者ユーザー層が求める耳掛式集音器開
発による国内での自社カラーの確立

富岡市妙義商工会

1031 2710110078 群馬県 有限会社三和食品 9070002017432
高安全性を確保しリードタイム短縮を実現する乾燥スー
プ等充填ラインの確立

東和銀行

1032 2710110079 群馬県 株式会社三山精機 4070001011952
ＨＥＭＳ蓄電池用部品加工に供する精密な新金型構造
の開発

しののめ信用金庫

1033 2710110085 群馬県 株式会社冨士製作所 3070001012563
即席麺プラントの麺生産時間短縮及び、成形装置の製
作納期短縮

東和銀行

1034 2710110086 群馬県 株式会社松原新 2070001014453 高精度捺染台による浸透染め技術の確立 桐生信用金庫

1035 2710110087 群馬県 有限会社共栄製作所 3070002018782
繰返し安定したリード線材加工を実現するための温度
管理の高度化

アイオー信用金庫

1036 2710110088 群馬県 株式会社銀星社印刷所 6070001006595
再生紙利用高級菓子パッケージの検査省力化による短
納期化計画

株式会社エフアンドエム

1037 2710110089 群馬県 有限会社森戸製作所 2070002031290 オートバイ用セーフティージャケット用部品の高精度化 邑楽町商工会

1038 2710110097 群馬県 株式会社アールフレイム 4070001002118 ツーバイフォーパネル製作工程の完全自動化 東和銀行

1039 2710110101 群馬県 ダイヤゴム株式会社 3070001001970
革新的ゴム素材を用いた化学防護手袋の開発と成型
技術の確立

群馬銀行

1040 2710110103 群馬県 須田装置株式会社 4070001017264
高品質かつ生産効率の高い配管バーリング加工技術
の確立

桐生信用金庫

1041 2710110109 群馬県 朝日印刷工業株式会社 7070001000143
地域に根差した、誰でも気軽に利用できる小ロット印刷
プラットフォームの構築

若杉拓弥

1042 2710110110 群馬県 株式会社下井田製作所 1070001016112
高張力鋼板を使用した自動車用部品の生産・開発～試
作プロセスの改善と競争力強化

足利銀行

1043 2710110115 群馬県 株式会社矢野 4070001016687
全自動調色‐染料計量システムを活用した染色試験の
高精度・高効率化事業

桐生信用金庫

1044 2710110117 群馬県 株式会社糀屋 2070001006863
マイクロ波殺菌により顧客要求を満たす高品質な甘酒
の開発と短納期の実現

群馬銀行

1045 2710110120 群馬県 株式会社サンレジン 7070001018219
プラスチック成形における高速射出成形機による生産
性向上

榛東村商工会

1046 2710110121 群馬県 有限会社オオカワ刺繍 2070002022876
デザイン性に優れた特殊刺繍ワッペンのセミオーダー
内製化システムの構築

足利銀行

1047 2710110124 群馬県 株式会社ヤマザキテクノ 4070001020854
複合加工機導入による半導体製造装置向け消耗部材
の精度向上と納期短縮

桐生信用金庫

1048 2710110133 群馬県 株式会社オオガ 3070001015681
色測定器を活用したインクジェットプリント製法による高
品質な看板製作技術の確立

桐生信用金庫

1049 2710110135 群馬県 株式会社仲川工業所 8070001019843
次世代自動車に搭載されるホットスタンプ成形部品の
製造工程における高度化事業

群馬銀行
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1050 2710110136 群馬県 有限会社三益精工 7070002034347
精密部品に対する独自選別技術による混入防止とＩｏＴ
の実践

館林信用金庫

1051 2710110137 群馬県 有限会社萩本製作所 1070002030483
再生医療機器向け板金部品加工の工程集約による
リードタイム短縮の実現

群馬銀行

1052 2710110138 群馬県 三洞製線株式会社 6070001016058
革新的新型技術における直線加工の差別化と競争力
強化の実現

群馬銀行

1053 2710110140 群馬県 ジャパンアートレーザー株式会社 1070001016153
レーザー加工機の改造と周辺設備強化による顧客要望
への対応

桐生商工会議所

1054 2710110141 群馬県 ユウエツ精機株式会社 5070001011976
工程改善とノウハウ活用でグローバル展開を目指す複
合旋盤導入計画

群馬県信用組合

1055 2710110142 群馬県 群馬精工株式会社 2070001000916
高潤滑型複合被膜技術による新たな量産冷間鍛造工
法の開発

群馬銀行

1056 2710110147 群馬県 株式会社丸橋鉄工 1070001003119
椎間板ヘルニア等腰痛患者向け寝返り防止機能付き３
Ｄベッドの試作開発

高崎信用金庫

1057 2710110148 群馬県 有限会社太伸工業 4070002029837
住設用板金製品の溶接工程における高品質化と生産
性向上

邑楽町商工会

1058 2710110150 群馬県 株式会社林製作所 6070001023046
射出成形における高サイクル・低コスト化に向けた試作
開発

北群馬信用金庫

1059 2710110151 群馬県 株式会社北斗 5070001013948 産業機械用精密プレス製品における生産性向上 群馬銀行

1060 2710110155 群馬県 有限会社五十嵐木工 8070002000471
日本の伝統技術である組子細工を活用したデザイン性
の高い建具の開発

富士見商工会

1061 2710110156 群馬県 株式会社ジャオス 7070001018004 海外特装車用品の生産リードタイム短縮 しののめ信用金庫

1062 2710110159 群馬県 株式会社島田製作所 3070001007225
高品質な純チタン絞り加工を実現する熱酸化被膜生成
プロセス技術の開発

公益財団法人群馬県産業
支援機構

1063 2710110162 群馬県 株式会社トムコ 5070001002298
ＣＯ２ヒートポンプ給湯器（エコキュート）向け　新型圧縮
機の開発・試作の高生産性の確立

東和銀行

1064 2710110166 群馬県 株式会社大志精工 9070001024636 建機の低騒音化促進への長尺物高精度加工の構築 群馬銀行

1065 2710110167 群馬県 株式会社キムラ 6070001011570
窒素充填技術による複雑形状部空洞化成形と高品質
成形集中管理システムの構築

富岡商工会議所

1066 2710110177 群馬県 福島工業株式会社 3070001014279
次世代自動車向け軽量化中空ブレーキペダルの試作
開発

足利銀行

1067 2710110182 群馬県 株式会社ナノプレシジョン 8013401001442
ガラス加工品の測定時間短縮及び測定精度の向上に
よる高精度化と生産性向上

東和銀行

1068 2710110183 群馬県 有限会社浅野製作所 5070002021009 自動車試作部品の集成工程の生産性向上 東和銀行

1069 2710110184 群馬県 株式会社岡田製作所 9070001021609
有機性廃棄物等の堆肥化処理に係る高効率な大型撹
拌機の製作技術の確立

東和銀行

1070 2710110194 群馬県 株式会社長井精機 9070001007888
コンバインドサイクル発電用タービンブレードの高効率
加工技術開発

税理士法人合同会計

1071 2710110196 群馬県 有限会社シンコー 6070002020430 大型船舶向け高精度長尺プレス部品の試作開発 群馬銀行

1072 2710110199 群馬県 株式会社ジュンコーポレイション 6070001009945
困難とされていた「ガスアシスト製法における多数個取
り」の実現

しののめ信用金庫

1073 2710110205 群馬県 株式会社市川食品 7070001006198
タピオカこんにゃくを使った付加価値の高いチルドデ
ザートの開発・販売

群馬銀行

1074 2710110208 群馬県 株式会社江田製作所 2070001018801
鉄パイプ曲加工の芯金挿入省略による生産性の向上と
品質の安定

足利銀行

1075 2710110209 群馬県 株式会社群協製作所 5070001006745
精密加工品の製造効率化による収益性向上を実現す
る生産管理システムの構築

東和銀行

1076 2710110210 群馬県 有限会社三光製作所 8070002020412
小ロット多品種生産での付加価値の見込める板金曲げ
加工体制の構築

桐生信用金庫

1077 2710110227 群馬県 システムセイコー株式会社 9070001009455 ５軸制御立形マシニングセンタ導入による生産性向上 群馬銀行

1078 2710110228 群馬県 有限会社山口精工 6070002019935 自動車における鋳造部品向けスライドコアの試作開発 群馬銀行

1079 2710110230 群馬県 有限会社青柳 3070002022446
日々高まっている健康志向のニーズに応える新規製菓
の開発

桐生商工会議所

1080 2710110231 群馬県 株式会社シェモワ 2070001023446 経産牛肉の新たなドライエイジング技術による品質向上 片品村商工会

1081 2710110233 群馬県 有限会社福島製作所 9070002019651
難削材モールドマックスを使った高精度金型加工技術
の開発

東和銀行

1082 2710110237 群馬県 株式会社正英 7070001019464 医療機器用樹脂部品成型の高効率生産工程の確立 東和銀行

1083 2710110238 群馬県 株式会社モハラテクニカ 9070001008597
金属部品のバリ取り加工における生産性と品質の高度
化に関する技術開発

商工組合中央金庫

1084 2710110241 群馬県 協同組合群馬炊飯センター 5070005000570 「麹から作った甘酒酵母パン」の開発と新市場の開拓 商工組合中央金庫
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1085 2710110247 群馬県 株式会社協和 1070001026169
革新的な開発設計プロセスの設備導入による強化で、
一貫生産売上額向上の実現

群馬銀行

1086 2710110249 群馬県 ナカムラ精密株式会社 3070002019459
車両用／エコキュート用コンプレッサー部品であるスク
ロールの超高精度切削加工

桐生信用金庫

1087 2710110252 群馬県 株式会社群馬デスコ 6070001015910
食品用折箱製造での効率化を図るＶ溝加工と蓋割加工
の変革

桐生信用金庫

1088 2710110254 群馬県 有限会社長澤鉄工所 6070002033721
次世代自動車向け高付加価値順送プレス金型加工技
術開発事業

群馬銀行

1089 2710110255 群馬県 アイ・フィールド有限会社 4070002016991
ロボット産業向け「大流量・ステンレス仕様」流体回転継
手の試作開発

群馬銀行

1090 2710110256 群馬県 セキヤ工業株式会社 1070001021525
ダイヤモンドチップ再整形における高精度・短納期放電
加工技術の構築

桐生信用金庫

1091 2710110260 群馬県 有限会社桐生明治製作所 6070002023169 歯科用切削機器における高精度部品製造への取組み 群馬銀行

1092 2710110261 群馬県 株式会社足利セラミックラボラトリー 9070001022581
デジタル技術を利用したインプラント手術補助装置の試
作開発

群馬銀行

1093 2710110262 群馬県 株式会社群鐵 1070001001072
システム建築向け軽溝鋼階段の技術確立と高生産性ラ
インの構築

群馬銀行

1094 2710110264 群馬県 有限会社オノザト 3070002034680
建築基礎の問題を解消する柱脚ベースの生産性向上
を図る

税理士法人群馬中央会計

1095 2710110268 群馬県 有限会社ドリーム 6070002024258
航空機産業向け繊維装備品の裁断技術高精度化と業
務過程の効率化

しののめ信用金庫

1096 2710110271 群馬県 株式会社阿部製作所 2070001015559
次世代自動車用試作品加工分野での加工技術の高度
化

桐生信用金庫

1097 2710110277 群馬県 株式会社タカノ 7070001019646
半導体の生産性向上に資するクリーンルームで使用可
能な無給油部品の開発

群馬銀行

1098 2710110289 群馬県 浅間酒造株式会社 8070001023647
発酵由来の炭酸ガスを活かした、澄んだ発泡清酒の開
発

東和銀行

1099 2710110291 群馬県 株式会社英技研 9070001014273
コスト優位性を持つ縫合針カウンターの量産化技術の
確立

東和銀行

1100 2710110295 群馬県 株式会社ＴＥＲＡＤＡ．ＭＬＴ 1070001012763
プラスチック製品の生産性向上による国際競争力強化
のための試作開発

群馬銀行

1101 2710110300 群馬県 株式会社イチカワ電機 4070001009369
自律型試験システム導入による鉄道車両用モニタ装置
の生産性向上

一般社団法人首都圏産業
活性化協会

1102 2710110301 群馬県 株式会社一倉製作所 6070001018070
医療機器に使用される樹脂部品の高精度化と生産シス
テムの確立

群馬銀行

1103 2710110302 群馬県 共和産業株式会社 4070001006630 自動車用エンジンの軽量化に伴う加工技術の開発 商工組合中央金庫

1104 2710110304 群馬県 有限会社陽春工業 7070002032846
パイプ加工で材料の削減及び加工困難なステンレス管
の加工法を開発

群馬銀行

1105 2710110306 群馬県 有限会社小林製作所 7070002009910
超薄肉グラファイト電極加工技術によるヒートシンク用
ダイカスト金型製造

群馬銀行

1106 2710110307 群馬県 株式会社荻野製作所 8070001006404 産業用ロボットお手軽導入サポートプロジェクト 商工組合中央金庫

1107 2710110314 群馬県 株式会社加藤工業 3070001018973 次世代自動車用パイプ部品の生産技術の高度化 群馬銀行

1108 2710110315 群馬県 梅原モデル株式会社 9060001018358
３Ｄプリンターを活用した自動車向け大型外装部品用加
工治具の試作開発

商工組合中央金庫

1109 2710110316 群馬県 コーワ株式会社 8070001021205 防災性能とデザイン性を兼ね備えた寝具製品の開発 東和銀行

1110 2710110322 群馬県 株式会社グーバル 9013301031084
新たな方式によるプラスチックリサイクル方法の確立と
量産体制の構築

巣鴨信用金庫

1111 2710110323 群馬県 株式会社中央ハイテック 4070001009492
小型プラスチック製品の独自一体製法を応用した、革
新的生産技術の開発

しののめ信用金庫

1112 2710110329 群馬県 東洋化工株式会社 5070001017809
成形技術の高度化によるガス焼け防止成形品の試作
開発

群馬銀行

1113 2710110335 群馬県 株式会社タキエンジニアリング 4070001029631 設備導入による新たな自社内一貫生産体制構築 桐生信用金庫

1114 2710110336 群馬県 株式会社ニノミヤ 7070001019935 次世代自動車向け冷間鍛造部品の生産能力の向上 群馬銀行

1115 2710110337 群馬県 有限会社石川鉄工所 8070002028026
プレス成形解析技術の活用による金型設計製作期間
の短縮

ぐんまみらい信用組合

1116 2710110338 群馬県 株式会社サンキテック 6070001014458
搬送装置の個別受注設計における、３Ｄスキャナを用い
た効率ＵＰと自動設計

東和銀行

1117 2710110341 群馬県 有限会社渋沢技研 2070002020161
次世代自動車用パイプ加工における金型加工技術の
高度化

東和銀行

1118 2710110349 群馬県 株式会社落合鉄工所 3070001018940
独自加工技術開発による難削材試作における生産性
の大幅改善

公益財団法人群馬県産業
支援機構

1119 2710110350 群馬県 有限会社高柳エンジニアリング 5070002019317
一体化した自動車向けコンプレッサー継手部品の試作
開発

桐生信用金庫
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1120 2710110351 群馬県 ＰＶＲ 　－
過酷な環境向半導体製造に適合する高温、高速、高真
空基板加熱機構の試作・開発

東和銀行

1121 2710110353 群馬県 有限会社新光機工 4070002029465
顧客ニーズに対応する次世代自動車用金属プレス金
型の生産性向上

桐生信用金庫

1122 2710110354 群馬県 東京山陽プラス株式会社 3030001051268
樹脂リサイクルの生産性向上とＱＣＤ改善のための設
備投資計画

群馬銀行

1123 2710110358 群馬県 オーラ産業株式会社 9070001018919
新規に開発した高輝度塗装に関する、生産技術レベル
での確立

邑楽町商工会

1124 2710110367 群馬県 有限会社茂木製作所 2070002020161 次世代自動車用試作部品の高精度加工技術の開発 群馬銀行

1125 2710110368 群馬県 株式会社大道産業 8070001000621
ＩＯＴ設備導入による食品加工専業ロボットの製造開発
および販売

公益財団法人群馬県産業
支援機構

1126 2710110371 群馬県 株式会社砂塚製作所 4070001017140
自動車向けＣＶＴ構成部品の短納期化および生産性の
向上

桐生信用金庫

1127 2710110375 群馬県 トキワコンクリート工業株式会社 2070001002276
生産の自動化を実現し、顧客要望である製品の量産体
制を構築する

株式会社エフアンドエム

1128 2710110379 群馬県 有限会社荒井家具製作所 4070002022560
有効エネルギーの小さい低温の熱を利用した低コスト・
省エネ型乾燥機の開発

桐生信用金庫

1129 2710110381 群馬県 雪国アグリ株式会社 2070001023108 高純度こんにゃく粉の開発による新市場開拓事業 東和銀行

1130 2710110385 群馬県 株式会社キンセイ産業 7070001006594 小型高効率ガス化発電機１０ｋｗモデルの試作開発 群馬銀行

1131 2710110386 群馬県 株式会社金谷塗装工業所 1070001019016
汚泥の軽量化による品質の飛躍的向上を実現するシス
テム構築

太田市新田商工会

1132 2710110387 群馬県 株式会社鈴木機械 8070001016171 形鋼・鋼管素材の多品種・少量切削加工方法の開発 桐生信用金庫

1133 2710110388 群馬県 大洋工業有限会社 7070002020454
耐電用ゴム手袋安定供給の為の最新型オートクレーブ
の導入

東和銀行

1134 2710110389 群馬県 有限会社エース木型 3070002008932 「ＳＴＬ形式の木型製作」による自社優位性の確立 東和銀行

1135 2710110390 群馬県 株式会社ＰＬＡＩＳＩＲ 9070001011601
保存性を高め常温配送可能な高機能低価格「発酵ロー
スイーツ」の試作開発

東和銀行

1136 2710110393 群馬県 杉浦紙工株式会社 7070001007312
食品系、医療系向け「個装箱」「内箱」の高品質・小ロッ
ト・多品種生産の高度化を図る

株式会社群馬マーケティン
グセンター

1137 2710110395 群馬県 株式会社サイテックス 7070001019290
次世代自動車用高精度プラスチック部品の生産プロセ
スの革新

商工組合中央金庫

1138 2710110396 群馬県 有限会社関越精光 2070002020665
次世代自動車関連部品に用いるクリーン研磨技術の確
立

東和銀行

1139 2710110397 群馬県 株式会社セイワ食品 2070001007374
米の芯を残さないレトルトおかゆ（ミールがゆ）の商品開
発

東和銀行

1140 2710110399 群馬県 株式会社伊勢崎金型製作所 3070001013074 放電加工機によるミガキレス鏡面入子の試作開発 東和銀行

1141 2710110405 群馬県 有限会社ゴトー 9070002023430
超精密歪コントロール技術開発による高難度大型部品
加工市場への進出

笠懸町商工会

1142 2710110408 群馬県 井上熱処理工業株式会社 9070001005272 生産プロセスの抜本的改善によるコスト競争力の強化 群馬銀行

1143 2710110416 群馬県 群馬合金株式会社 6070001013253 製造データと不具合情報を対応付けた革新的不良撲滅 森田高史

1144 2710110417 群馬県 株式会社マーキュリー 4070001020152 産業機械用プラスチック部品の生産工程の革新 桐生信用金庫

1145 2710110419 群馬県 東京レーダー株式会社 4020001030255
廉価版（４値ＦＳＫ方式による）デジタル防災行政無線開
発のための測定機器導入

公益財団法人群馬県産業
支援機構

1146 2710110422 群馬県 株式会社土屋合成 2070001012176 筆記具用プラスチック部品の生産プロセスの革新 東和銀行

1147 2710110426 群馬県 スバル工業株式会社 7070001021791
歯科治療機器向け高精度軸部品の生産プロセスの革
新

群馬銀行

1148 2710110428 群馬県 株式会社萩原産業 2070001018099
大型バスに使用する既存砂型アルミ鋳造工法を低圧鋳
造工法による試作開発

榛東村商工会

1149 2710110429 群馬県 株式会社ステッチ 5070001005581
立体造形販促物の印刷技術の高度化による付加価値
と生産性の向上

桐生信用金庫

1150 2710110431 群馬県 株式会社半田製作所 6070001020935
生産自動化を見据えた自動車用配管部品の高精度
化、低コスト化に向けた試作開発

桐生信用金庫

1151 2710110435 群馬県 有限会社梶山鐡工 9070002020353
次世代自動車向け金属プレス製品の高効率化に向け
た試作開発

群馬銀行

1152 2710110441 群馬県 株式会社山岸製作所 8070001008631
プラネタリギアシャフトの革新的整流生産システムの開
発

高崎信用金庫

1153 2710110443 群馬県 株式会社キャリア 1070001006641
３Ｄプリンタを活用した、照明機器製品の新試作開発プ
ロセスの確立

東和銀行

1154 2710110444 群馬県 株式会社鐵建 3070001012951
鉄骨製作の要である一次加工ラインの高度化と生産性
の向上

高崎信用金庫
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1155 2710110448 群馬県 株式会社富士精工 8070001020066
３色成形機とヒート＆クール技術を組合せた自動車用
照光式ＳＷ成形品の開発

足利銀行

1156 2710110452 群馬県 有限会社ビーエーアシスト 5070002007239
桑の葉の粉で血糖値の上昇を抑制する新しい麺（低ＧＩ
麺）の開発

公益財団法人群馬県産業
支援機構

1157 2710110458 群馬県 株式会社マルクニ 2070001024898
鉄筋自動曲装置導入による短納期実現及び加工精度・
安全性向上

栃木銀行

1158 2710110461 群馬県 株式会社タナカペインティング 7070003000422 コンクリート鏡面加工工法導入による、新分野への展開 前橋東部商工会

1159 2710110462 群馬県 大野歯科医院 　－
日本で初、一日で歯周病治療が完結する新サービス開
発

群馬銀行

1160 2710110465 群馬県 株式会社ＡＵＣ 2070001010948
高付加価値と汎用性を持つ血液検体の全自動前処理
装置開発

原澤一壽

1161 2710110469 群馬県 有限会社岩崎鉄工 4070002028153
産業機械用高精度長尺シャフトの加工技術の高度化に
よる生産性向上

東和銀行

1162 2710110471 群馬県 株式会社コスモ 6070001015968
新型平型プレス機と高性能プリント機で生産性の向上と
ポリエステル素材に対応した商品作り

足利銀行

1163 2710110473 群馬県 明彩化学株式会社 2070001020245
食品業界向け異物混入検知プラスチックスの原料開発
と生産性向上

足利銀行

1164 2710110475 群馬県 株式会社吉田鉄工所 8070001003401 エレベータ部品の品質向上及びメーカー増産計画対応 東和銀行

1165 2710110477 群馬県 株式会社みやした 8070001020215
ウレタン畳の品質と意匠性を高める新規生産技術の開
発

公益財団法人群馬県産業
支援機構

1166 2710110480 群馬県 株式会社オギノ 6070001018913
複合加工機導入による印刷機器関連部品の高精度・低
コスト加工の実現

商工組合中央金庫

1167 2710110482 群馬県 有限会社マツイ 8070002030980
熱交換器用パイプの溶接レス化による品質及び生産性
の向上

太田市新田商工会

1168 2710110485 群馬県 株式会社多胡製作所 7070001012287
大型ＣＮＣ旋盤の導入によるリードタイム短縮とセキュリ
ティ向上の実施

群馬銀行

1169 2710110487 群馬県 株式会社御幸 6070001010102
電子・医療分野に向けた金型製造の加工精度及び生
産性向上の開発

群馬銀行

1170 2710110488 群馬県 有限会社田谷野製作所 5060002036718
最新鋭射出成型機導入による多品種小ロット対応とｉｉｉ
－Ｓｙｓｔｅｍ導入による生産管理システムの構築

あかぎ信用組合

1171 2710110494 群馬県 有限会社長谷川エンジニアリング 7070002024422
高硬度材の高精密加工実現による試作開発及び技術
の確立

桐生信用金庫

1172 2710110497 群馬県 株式会社豊田技研 4070001012728
５軸加工による自動車照明部品用高精度プレス金型の
製作

東和銀行

1173 2710110500 群馬県 旭鉄工株式会社 5070001000153
建築用鉄骨溶接ロボットとＩｏＴの導入による品質と生産
体制の強化

東和銀行

1174 2710110503 群馬県 株式会社栗食 5070001014847
豚肉小間スライスの生産性向上並びに商品の品質と歩
留向上を図る為の新設ラインの構築

東和銀行

1175 2710110508 群馬県 株式会社小森製作所 7070001019266 建設機械用大型溶接部品の生産性向上 群馬銀行

1176 2710110510 群馬県 株式会社タヒラ 2070001007696
次世代航空機用高精度長尺部品の生産プロセスの開
発

群馬銀行

1177 2710110515 群馬県 サンテック株式会社 2070001018124 電気治療器の高電圧発生新ユニット開発 東和銀行

1178 2710110524 群馬県 食事処あぜみち 　－
食堂発！もう一度使いたくなる「卵の殻を再利用した容
器」の創造

千代田町商工会

1179 2710110531 群馬県 エムティーエス株式会社 6070001011653
切削のみで高圧水素ガス漏洩を防ぐシール面の革新
的鏡面工法の確立

東和銀行

1180 2710110549 群馬県 株式会社岩崎工業 5070002028160 熱交換器曲げ工程の高度化による競争力強化 浅沼みらい税理士法人

1181 2711110005 埼玉県 株式会社山一機械製作所 7030001077607
ＮＣリプレースによる加工精度向上、加工時間の短縮に
よる生産性向上の実現

川口信用金庫

1182 2711110006 埼玉県 阿川工業有限会社 4030002109717
大型製品の対応力、加工精度、効率化と事業の上位シ
フトによる経営革新

城北信用金庫

1183 2711110007 埼玉県 株式会社スカイテック 8020001084231
画期的耐震住宅工法に必須な金属パイプのプレス化に
よる大幅コストダウン

皆野町商工会

1184 2711110009 埼玉県 株式会社南北伸銅所 8011501008036
新型巻替機導入による多芯化撚り銅線の生産体制の
確立

商工組合中央金庫

1185 2711110011 埼玉県 株式会社プロズ 9030001103245
銀鏡塗装設備導入による地域資源木材を活用した家具
塗装事業への参入

青梅信用金庫

1186 2711110013 埼玉県 株式会社白川製作所 5030001072816
脱湿装置に装着する露点計測器の校正システムの再
構築

城北信用金庫

1187 2711110015 埼玉県 株式会社ジーブック 4030001058122
ＰＵＲ技術の導入による印刷物の高付加価値な製本技
術の事業化

税理士法人弓家田・富山
事務所

1188 2711110016 埼玉県 有限会社坂井精密 7030002121396
油圧式パワーステアリング用部品の量産化に向けた造
影型画像寸法測定器の導入

秩父商工会議所

1189 2711110019 埼玉県 親和工業株式会社 2030001075516
シリンジの生産プロセス見直しによる歯科印象材のグ
ローバル展開

巣鴨信用金庫
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1190 2711110022 埼玉県 有限会社岩田金型製作所 4030002100634
最新マシンニングセンタの導入による射出成形金型製
作プロセスの革新

細谷和丈

1191 2711110023 埼玉県 株式会社ティアンドエス 1030001035272
レーザ加工範囲の拡充によるフルオーダー板金加工体
制の確立

株式会社エフアンドエム

1192 2711110024 埼玉県 高美精機株式会社 9030001055115
高性能マシニングセンタ導入による、圧砕機向け基幹
部品の生産工程革新

群馬銀行

1193 2711110027 埼玉県 カネパッケージ株式会社 4030001026839
振動試験の遠隔モニタリングで、顧客の手間を削減す
る検査工程を提供

杉中恒彦

1194 2711110028 埼玉県 日本羽毛製造株式会社 9030001027188
ダウンパックを使用した自社ブランドダウンコートの製造
販売体制の確立

青梅信用金庫

1195 2711110030 埼玉県 株式会社カネタケ田中鉄工所 5030001074399
厚板化・複雑化するレーザ加工技術の向上による短納
期化・競争力強化計画

株式会社エフアンドエム

1196 2711110031 埼玉県 有限会社有木製作所 1030002050865 自社の強みを強化する高精度な精密加工技術の確立 株式会社エフアンドエム

1197 2711110032 埼玉県 株式会社ペッカー精工 2030001071028
金型メンテナンス情報遠隔監視ＩｏＴ射出成形システム
の開発

東和銀行

1198 2711110034 埼玉県 小原歯車工業株式会社 3030001074186
複合加工機を使用した締結機能付き高精度歯車の一
貫生産体制を実現する

川口信用金庫

1199 2711110035 埼玉県 亀井機材株式会社 4030001035930
修理専用工場増設と同業者との戦略的企業連携で顧
客サービス向上を実現

埼玉縣信用金庫

1200 2711110036 埼玉県 有限会社佐々野製作所 8030002084329
測定データ活用による品質と生産性の向上に向けた精
密検査体制の確立

神山貢税理士事務所

1201 2711110037 埼玉県 有限会社荒木社寺設計 2030002121129 木取・超仕上げ工程の革新による生産能力増強計画 秩父商工会議所

1202 2711110038 埼玉県 株式会社田口製作所 4030001090810
研磨ブラシ型バリ取り機の導入による品質と短納期対
応力向上事業

秩父商工会議所

1203 2711110039 埼玉県 株式会社岩月機械製作所 3010501000973
顧客ニーズに即した「着せ替え型」食品用遠心脱水機
の開発

朝日信用金庫

1204 2711110040 埼玉県 株式会社ネジの高山 6011801003837
先端分野への参入を目指したレアメタル加工の生産プ
ロセスの改善

株式会社グランツ・コンサ
ルティング

1205 2711110043 埼玉県 有限会社石原精工 5030002039302
医療機器の安全性に寄与する微細加工部品検査体制
の高度化・効率化の実現

株式会社エフアンドエム

1206 2711110044 埼玉県 東友テクニカ株式会社 9030001056410
冷凍環境専用の両軸シロッコファン付き電動送風機の
開発

埼玉りそな銀行

1207 2711110053 埼玉県 株式会社青木科学研究所 2010401000414
乳化評価器を活用し、品質向上を通した金型用潤滑剤
の販売増加

商工組合中央金庫

1208 2711110054 埼玉県 株式会社上田製作所 4030001029379
プレス用ＣＡＤソフトにより金型制作の効率化を図り精
密機械加工の事業に進出

杉中恒彦

1209 2711110056 埼玉県 有限会社アライ看板工芸社 1030002121146
新規市場参入のためのＵＶ印刷技術およびレーザー加
工技術の導入

秩父商工会議所

1210 2711110058 埼玉県 飯島鋼管株式会社 8010601003896
簡易型ＮＣ旋盤の導入によるロールシャフト等の多品種
少量生産の効率化事業

商工組合中央金庫

1211 2711110059 埼玉県 株式会社マルナカ 9030001089591
電子ジャガード織機導入による高付加価値服飾生地供
給体制の構築

埼玉りそな銀行

1212 2711110061 埼玉県 株式会社ティアンドエスラボラトリ 7030001039482
樹脂製・金属製のレーザーマーキング技術の向上と短
納期化を実現する生産体制の確立

株式会社エフアンドエム

1213 2711110084 埼玉県 株式会社彩北自動車整備工場 1030001033508
建設機械の油圧ホース製作／交換／修理の新規事業
参入

商工組合中央金庫

1214 2711110086 埼玉県 小林製作所 　－
最新パレットチェンジャー導入による生産性向上と人的
作業の軽減

東和銀行

1215 2711110089 埼玉県 株式会社エミール 3030001044395
所沢地域農産物を活用した焼き菓子製造販売によるブ
ランド力向上と農商工連携

青梅信用金庫

1216 2711110092 埼玉県 有限会社白根機械製作所 8030002103880
職人技と自動化の併用による高品質で柔軟な生産体制
の再構築

滝野川信用金庫

1217 2711110093 埼玉県 有限会社安藤螺子製作所 8030002097231
新工法「放電細穴加工」への挑戦と自動細穴加工設備
の開発／導入

東和銀行

1218 2711110096 埼玉県 株式会社水戸屋本店 6030001090965
ＯＥＭ焼菓子等の量産化に向けた生産プロセス革新事
業

秩父商工会議所

1219 2711110098 埼玉県 株式会社第一金属製作所 9030001005136
最新ベンダーマシン導入による、曲げ加工品質安定化
と生産性の向上

埼玉縣信用金庫

1220 2711110099 埼玉県 村上製作所 　－
高機能ＮＣ旋盤導入による『焼入れ部品』に対する新切
削技術の確立

埼玉信用組合

1221 2711110101 埼玉県 株式会社栄精機製作所 6030001079199
革新的制震補強器具「ボウシン」の本格生産に備えた
生産性向上

商工組合中央金庫

1222 2711110102 埼玉県 有限会社葛三金属 3030002090026
高性能ＮＣ旋盤導入による競争力強化と増産体制の確
立

城北信用金庫

1223 2711110103 埼玉県 晴雲酒造株式会社 8030001071518 生酒の通年ボトリングによる清酒輸出化事業 東和銀行

1224 2711110106 埼玉県 有限会社カシウラ研磨 5030002040714 研削加工における工程削減による高精度化の実現 株式会社エフアンドエム
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1225 2711110107 埼玉県 武蔵鶴酒造株式会社 9030001071582
地産無農薬米等を使った「蔵元限定の高付加価値商
品」通年販売の実現

埼玉りそな銀行

1226 2711110108 埼玉県 株式会社インタープランニング 8010601030800
「ジャパンメイド」でオーダーメイドのオリジナルキャディ
バッグの提供充実

朝日信用金庫

1227 2711110109 埼玉県 有限会社川越精研 7030002072739
難易度の高い試作加工の短納期化とトータルな生産プ
ロセスの改善

埼玉縣信用金庫

1228 2711110111 埼玉県 武甲酒造株式会社 9030001090913 ＯＥＭ甘酒等の受注獲得に向けた生産ラインの構築 秩父商工会議所

1229 2711110112 埼玉県 株式会社オプトラン 1030001056764
イオンビーム技術の高度化による次世代モバイル機器
向け光学薄膜製造装置の開発

埼玉りそな銀行

1230 2711110113 埼玉県 株式会社タカトモインダストリ 7011401003963
宇宙開発部品や自動車部品の試作および２４時間生産
体制の構築

群馬銀行

1231 2711110114 埼玉県 株式会社フジックス 4010901010605 銅棒ブスバーの自動生産ラインシステムの確立 東京中央経営株式会社

1232 2711110115 埼玉県 有限会社アトリエ生田 3030002089811 ＣＡＭ導入によるサンプルの多品種・即納体制の確立 吉川市商工会

1233 2711110116 埼玉県 株式会社アサノ 9030001085847
大型三次元測定器を使った高精度測定による航空・防
衛産業向け品質管理事業

寄居町商工会

1234 2711110117 埼玉県 株式会社高砂精密 8030001055099
最新型複合三次元測定機を活用した全数検査体制の
構築による品質保証強化

埼玉縣信用金庫

1235 2711110119 埼玉県
株式会社ユニフィードエンジニアリン
グ

3012801003788
次亜ソ生成ユニット内蔵で廉価な殺菌水を製造する装
置の開発

多摩信用金庫

1236 2711110120 埼玉県 伸和紙工株式会社 7030001054969
ノックダウン生産によるコストダウンと国交省仕様の建
具の開発を行う

ＯＡＧ税理士法人埼玉

1237 2711110121 埼玉県 秩父電子株式会社 3030001090844
ＳｉＣウェハーレーザーマーキング技術の開発と新たな
高付加価値一貫加工サービスの創造

商工組合中央金庫

1238 2711110122 埼玉県 有限会社木﨑工業 8030002095474
ＮＣ制御ベンダー導入によるロケット向け部品用金型生
産技術の確立

飯能信用金庫

1239 2711110123 埼玉県 株式会社アキテック 5030001035780
高品質かつ腐食に強い土木・建築用ステンレス製六角
ボルトの開発

埼玉りそな銀行

1240 2711110124 埼玉県 札内工業株式会社 9030001068934
立型マシニングセンタ導入による連続表面処理装置治
具の供給体制の構築

埼玉りそな銀行

1241 2711110127 埼玉県 株式会社石川インキ 2030001018821
有害成分を削減したＦＲＰバスタブ用成形樹脂の製造技
術の開発

公益財団法人さいたま市
産業創造財団

1242 2711110128 埼玉県 株式会社大山光学 4013301023532 湾曲可能な高精度「光学スケール」製造方法の確立 東京中央経営株式会社

1243 2711110132 埼玉県 株式会社オーゼキ 4011801000737
ＩｏＴ連携プラットフォーム基盤の整備による製造現場の
可視化

朝日信用金庫

1244 2711110134 埼玉県 シャロム電子株式会社 7030001089412 ５０μｍ厚大判波長板の生産体制の確立 武蔵野銀行

1245 2711110141 埼玉県 株式会社エス・ウェーブ 2030001059320
小型超音波ユニットのワイヤレス化による製品の差別
化と競争力の強化

埼玉りそな銀行

1246 2711110142 埼玉県 江東電気株式会社 4010501030326
湿式銅めっき法を用いたＶｉａ付きガラス基板への直接
銅膜形成

商工組合中央金庫

1247 2711110143 埼玉県 株式会社天谷製作所 1010001119944
常圧ＣＶＤ絶縁膜の用途、成膜条件に対応した膜質改
質機構を備えた常圧ＣＶＤシステムの開発

みずほ銀行

1248 2711110147 埼玉県 株式会社新井精密 3030002121128
自動車レンズシステムの量産化に向けた真円度測定・
形状輪郭測定技術の習得

秩父商工会議所

1249 2711110176 埼玉県 有限会社河野製作所 3030002028868
金型部品製造における品質信頼性と生産性向上を実
現する三次元測定器導入

飯能信用金庫

1250 2711110182 埼玉県 ベスタック株式会社 4030001007590
受注・品質管理を強化する成形機・生産管理システム
導入事業

武蔵野銀行

1251 2711110190 埼玉県 秩父エレクトロン株式会社 4030001091049
次世代半導体基板における製造プロセスの開発と基板
製造一貫ラインの構築

東和銀行

1252 2711110205 埼玉県 株式会社アースダンボール 5030001042538
オーダーメイド印刷ダンボールの小ロット受注生産プロ
セスの効率化計画

株式会社エフピー・ワン・コ
ンサルティング

1253 2711110206 埼玉県 株式会社サンテクス 1011801020275
電力用計器の機械部品製造方法の改善による競争力
強化

亀有信用金庫

1254 2711110207 埼玉県 有限会社飯ヶ谷製作所 7030002100219
マシニングセンタの性能を最大限に引き出し収益拡大
を目指す

鈴木真由美

1255 2711110209 埼玉県 有限会社塩谷製作所 7030002078372 産業用ドローン向け超小型発電機の開発事業 巣鴨信用金庫

1256 2711110211 埼玉県 埼玉精機株式会社 7030001084710
高硬度金属高精度加工の実現で拓く石材研磨工具の
海外新市場獲得

埼玉りそな銀行

1257 2711110219 埼玉県 安元化成株式会社 4030001073393
穴開きスパイラル成形を可能にする新型成形システム
の導入

武蔵野銀行

1258 2711110221 埼玉県 ポーライト株式会社 6030001007696
１個保証可能な品質管理体制構築のための最新成形
設備の導入

公益財団法人さいたま市
産業創造財団

1259 2711110223 埼玉県 株式会社タイセイ 4030001065052
射出成形技術高度化によるカップディスペンサーの機
能向上と生産体制の確立

栃木銀行

36



受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

1260 2711110226 埼玉県 有限会社天ヶ瀬工業 9030002119158
中厚板の精密曲げ加工を応用した精密製缶技術の確
立

飯能信用金庫

1261 2711110227 埼玉県 高澤歯科クリニック 　－
伝わりにくい「予防医学」の「見える化」により付加価値
の高い新サービスの創出を図る

株式会社エフアンドエム

1262 2711110229 埼玉県 栄和プレス工業株式会社 5010901001719
材料自動送り装置導入による金属コイル製造の基準標
準化及び安全性・生産性向上と新規受注獲得

昭和信用金庫

1263 2711110239 埼玉県 株式会社大勝工産 1030001027492 海水由来成分による木材の準不燃化とその商品開発 税理士法人コンパス

1264 2711110242 埼玉県 豊栄産業株式会社 2010901011019 改良型ブレーキ機構を内蔵した拡底バケットの開発
特定非営利活動法人とう
かつ経営支援グループ

1265 2711110250 埼玉県 株式会社飯塚製作所 7030002122774
燃料電池システムの高性能大口径燃料切替弁／出口
弁／継手部品の技術開発

埼玉りそな銀行

1266 2711110254 埼玉県 児玉清掃株式会社 4030001060615 ごみ収集総合管理システムの導入 埼玉りそな銀行

1267 2711110257 埼玉県 株式会社倉業サービス 5030001046373
作業伝票のデジタル化によりピッキングと仕分けの同時
進行が可能な工程効率化事業

商工組合中央金庫

1268 2711110258 埼玉県 株式会社フジ 2030001076943
高機能エンジン金型の生産数拡大及び鋳造解析技術
による販路拡大

埼玉りそな銀行

1269 2711110262 埼玉県 日本エレベーター製造株式会社 8010001032926
最新ＰＤＭの導入にて現行システムの連携による全業
務効率改善効果で受注拡大

商工組合中央金庫

1270 2711110264 埼玉県 有限会社中谷製作所 1030002054544
航空機用超難切削材インコネル加工の精度、生産向上
の実現

大光銀行

1271 2711110265 埼玉県 株式会社イシクラ 1030001073719
個客の要望に応える『パーソナル卒業アルバム製作
サービス』の構築

埼玉りそな銀行

1272 2711110266 埼玉県 有限会社齋藤製作所 2030002122201
新型装置導入と即日納品インフラ駆使による精密加工
品の取込み

埼玉りそな銀行

1273 2711110267 埼玉県 岡安製作所 　－
最新モデルのＣＮＣ自動旋盤導入による生産工程のボ
トルネック解消と生産性向上

東和銀行

1274 2711110269 埼玉県 株式会社ササキ製作所 5030001026929
蓄積された職人技をデジタル技術と融合させ、次世代
への継承と生産効率の向上を図る

多摩信用金庫

1275 2711110272 埼玉県 川口板金株式会社 5030001074259 連結食パン焼型のプロジェクション溶接技術の構築 川口商工会議所

1276 2711110273 埼玉県 アトムメディカル株式会社 7010001000388 婦人科検診台用溶接部品の革新的自動溶接技術開発
みらいコンサルティング株
式会社

1277 2711110274 埼玉県 隅田商事株式会社 4030001059533
スリッターライン工程の対応力向上による一貫加工体
制の強化

商工組合中央金庫

1278 2711110275 埼玉県 株式会社ケミテック 8030001072193
冷却冶具と５軸マシニングセンターを用いた耐熱合金の
高精度一体加工技術の開発

吉見町商工会

1279 2711110276 埼玉県 株式会社エムラ精工 8030001071988 医療機器用新規金属部品の高精度加工方法の確立 吉見町商工会

1280 2711110277 埼玉県 三色香辛料株式会社 6011601002683 減塩米ぬかの品質向上と工程改善による生産性向上 城北信用金庫

1281 2711110281 埼玉県 ＣＰＰ有限会社 9011202006032
デザイン性に優れ訴求力のある製品パッケージ制作の
高付加価値化

飯能信用金庫

1282 2711110282 埼玉県 株式会社石原製作所 1011601000592
次世代環境車用進化型バルブボディの高精度超精密
形状加工の実現

商工組合中央金庫

1283 2711110284 埼玉県 株式会社フカガワエーシーエス 6030001060373
空調ダクト用エルボ製造における生産性向上を実現す
る一連の設備導入

東和銀行

1284 2711110285 埼玉県 株式会社浅野製作所 8030001045711
自動旋盤とネジ立て盤の組み合わせによる高効率生産
ラインの開発

巣鴨信用金庫

1285 2711110286 埼玉県 株式会社鐘正精工 2030001091018
真円度測定器と画像測定器の導入による品質及び生
産性向上

ジャパン・ラボ株式会社

1286 2711110287 埼玉県 アキム株式会社 3030001071737 アクティブ型レンズ外観検査装置の開発 埼玉りそな銀行

1287 2711110290 埼玉県 有限会社ホリ精工 8030002122121
ステンレス製シリンダー錠の硬質シリンダーヘッド量産
化への取り組み

長瀞町商工会

1288 2711110293 埼玉県 株式会社エルテクノ 4030001060474
ＩｏＴ技術導入による国内・輸出用高品質加工食品の生
産性向上

群馬銀行

1289 2711110295 埼玉県 株式会社ピックルスコーポレーション 2030001024893
野菜＋糀＋乳酸菌　トリプルパワーで砂糖フリーの無添
加発酵食品を開発

埼玉りそな銀行

1290 2711110296 埼玉県 株式会社新井製作所 7030001018552
商用電源直結ブラシレスモーターローラーの生産設備
改良整備

足利銀行

1291 2711110298 埼玉県 株式会社メディカルケアデザイン 8040001070683
最新式歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による生産
性・競争力向上への挑戦

千葉銀行

1292 2711110300 埼玉県 株式会社エコバンク 3030001031864 循環型社会構築に向けたクローズドリサイクルの構築
山田ビジネスコンサルティ
ング株式会社

1293 2711110304 埼玉県 株式会社ファイネス 4030001027795
機械加工・板金溶接・組立の一括対応による包装機械
用部品の生産性向上

西武信用金庫

1294 2711110306 埼玉県 株式会社木元省美堂 8010001002086
品質検査装置の導入による生産工程の改善・効率化と
新規受注の拡大

特定非営利活動法人としま
創業ネットワーク

37



受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

1295 2711110314 埼玉県 株式会社益基樹脂 8030001038384 次世代ベンディングマシンの開発
フォーライフコンサルティン
グ事務所

1296 2711110322 埼玉県 株式会社ネツシン 2030001056433
温度センサ用白金抵抗素子の加工・検査工程の精度
向上による温度保証品質の確立

埼玉りそな銀行

1297 2711110324 埼玉県 株式会社井上スプリング製作所 7030001073804 大型押しバネにおける精密研磨加工技術の開発 川口商工会議所

1298 2711110326 埼玉県 株式会社泉製作所 1030001017741
複雑な形状の鋳物部品加工を効率的に実現する専用
把握治具の開発

川口信用金庫

1299 2711110329 埼玉県 株式会社エムズ 2011801015646 穿孔能力が高い小型アンカードリルの開発 青和信用組合

1300 2711110333 埼玉県 有限会社桜沢工芸社 3030002044262
カメラ内蔵レーザーカッター導入による、売上増加とコス
ト削減

城北信用金庫

1301 2711110336 埼玉県 ワールド工業株式会社 6030001008950
配管支持金具の新規商品開発による低コスト高精度化
で競争力を強化し販売する

埼玉りそな銀行

1302 2711110337 埼玉県 亜細亜食品株式会社 2011401011632
真空乾燥機による食品工場残渣＋農家廃棄物の地産
地消循環リサイクル

城北信用金庫

1303 2711110338 埼玉県 ふたば工業株式会社 7030001041934
３価クロム液使用におけるコストダウンのための液の長
寿命化と使用燃料軽減のための高効率熱交換器の導
入

埼玉縣信用金庫

1304 2711110341 埼玉県 石塚化学産業株式会社 7011501000373
プラスチックリサイクル材の販路開拓に向けた品質向上
と安定化

埼玉りそな銀行

1305 2711110342 埼玉県 大塚薬品工業株式会社 8013301002301
海外和食市場拡大に対応する、生産性・品質向上のた
めの設備導入

商工組合中央金庫

1306 2711110344 埼玉県 三矢精工株式会社 3010901011711
摩擦圧接技術を用いた低価格・高性能ツバ付巻きブ
シュ軸受の量産技術の開発

Ｇ．Ｓ．ブレインズ税理士法
人

1307 2711110346 埼玉県 株式会社木下製餡 8030001002217
羊羹充填設備更新による品揃え拡大とコスト競争力の
強化

公益財団法人埼玉県産業
振興公社

1308 2711110350 埼玉県 株式会社ユナイト 4030001037092
熱可塑性エラストマの「ゲル成形」による高精度部品の
増産および生産性向上

常陽銀行

1309 2711110351 埼玉県 株式会社マスセイ 5030001032720 １号炉高周波誘導炉更新 埼玉りそな銀行

1310 2711110352 埼玉県 株式会社佐藤製作所 1030001054834
高精度チタン部品製造の実現と大型化・短納期化・低コ
スト化対応

株式会社エフアンドエム

1311 2711110354 埼玉県 株式会社沢田本店 4030001085414
地場産「ブルーベリー」と「甘くないちーず大福」を急速
冷凍することによる商品化

東和銀行

1312 2711110356 埼玉県 有限会社柴崎塗装工業所 6030002024402 塗装ブースの風量調整による塗装品質の高度化 巣鴨信用金庫

1313 2711110357 埼玉県 株式会社帯刀ギヤー製作所 1011801002653
衛生用品生産設備部品の加工プロセス革新による高効
率生産の実現

東京シティ信用金庫

1314 2711110358 埼玉県 株式会社タカラ工芸社 6011801002839
レーザー加工機を用いた革新的新製品の開発と、加工
費削減・加工精度の向上

亀有信用金庫

1315 2711110360 埼玉県 日新精機株式会社 6030001051348
高アスペクト比精密穴加工の自動化による精密冷間鍛
造金型の生産性革新

埼玉りそな銀行

1316 2711110361 埼玉県 株式会社須藤工業 1030001088725
電波暗室の安全性向上・製造原価低減による海外競合
製品との差別化

熊谷商工信用組合

1317 2711110362 埼玉県 リンクサーキット株式会社 4030001011725 高周波回路向け薄型プリント基板設計手法の開発 川口信用金庫

1318 2711110363 埼玉県 株式会社スズバン 6030002070041
高速・高精度ベンディングマシンの導入で目指す「金属
加工業」への業態転換

庄和商工会

1319 2711110364 埼玉県 高村製罐株式会社 6010501007413
業界初、「小・中・大サイズ缶のハイブリッド製缶プロセ
ス」の確立

中小企業診断士藤岡壮志

1320 2711110365 埼玉県 株式会社アクツ技研 9030001073521
顧客ニーズの図面化から加工まで短納期で行う加工プ
ロセスの構築

税理士法人ＣＷＭ総研

1321 2711110367 埼玉県 株式会社オカモト 5030001001510
更なる自社の強みを作る偏芯技術導入のための工作
機の導入

埼玉りそな銀行

1322 2711110368 埼玉県 朝日工業株式会社 1011801005367
鍍金処理のボトルネック工程の改善による建材等の生
産体制強化

株式会社エフアンドエム

1323 2711110369 埼玉県 株式会社モリタ東京製作所 9030001008436
歯科診療用ユニットの給水管路系の汚染対策技術の
開発

埼玉りそな銀行

1324 2711110370 埼玉県 株式会社小金井精機製作所 2030001028060
精密旋削加工技術を使った航空機エンジン中・大型部
品加工技術開発

みずほ銀行

1325 2711110371 埼玉県 有限会社大林製作所 6030002002647
大口径ＣＮＣ旋盤導入による、高精度金属加工品の試
作開発

城北信用金庫

1326 2711110373 埼玉県 協和精工株式会社 6030001017844
高性能測定機導入による医療用高機能樹脂製品の生
産性向上

商工組合中央金庫

1327 2711110375 埼玉県 有限会社たちばな建工 4030002049285
建具の技術の高度化、データ化および、若手職人への
世代交代を図る

亀有信用金庫

1328 2711110376 埼玉県 ユメックス株式会社 2030001088427
５軸加工機の導入に伴う生産性向上と樹脂深穴精密加
工技術の習得による自社ブランドの強化

東和銀行

1329 2711110377 埼玉県 株式会社Ｓｐｏｏｎ 4030001112143
アスリート向けテーピング治療を応用した高齢者向け足
首サポーター

埼玉縣信用金庫
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1330 2711110378 埼玉県 株式会社大槇精機 9011401003755
航空宇宙向け難削材切削加工を蓄積したプログラミン
グ技術により生産性向上を実現

角田光則

1331 2711110379 埼玉県 株式会社二光製作所 5030001076585
民間航空産業への本格参入に向けて溶接技術の拡
張・高度化を図る

埼玉りそな銀行

1332 2711110381 埼玉県 大和工業株式会社 3030001089770
最新ファイバーレーザー導入で板金加工の効率化と異
種材加工による競争力強化

りそな銀行

1333 2711110382 埼玉県 株式会社イズミ技研 4030001085380
医療酸素濃縮装置用圧縮機の製造で業界シエアＮＯ．
１を目指す

埼玉りそな銀行

1334 2711110384 埼玉県 日東精密工業株式会社 2011601005302 高精度ブローチの高効率加工技術開発事業
税理士法人あおい経営支
援

1335 2711110387 埼玉県 有限会社協和合金 7030002101935
簡易金型で鋳造するダイカスト品の寸法精度向上に関
する研究

巣鴨信用金庫

1336 2711110388 埼玉県 日南化工株式会社 6010701007444
精密加工技術を用いた高品質な薄肉容器の提供によ
るモデル工場化

東和銀行

1337 2711110389 埼玉県 株式会社ハッピースマイル 4030001091890
イメージセンサーの高画素化に対応したネットプリント
サービスの構築

飯能信用金庫

1338 2711110391 埼玉県 イトコー株式会社 9030001073777
ステンレス鋳物製造で遠心力を利用した新製造方法の
事業化

商工組合中央金庫

1339 2711110400 埼玉県 株式会社成宗製作所 8011301005225
日本のものづくりを根幹から形状保証する超高精度切
削加工技術の開発

埼玉りそな銀行

1340 2711110401 埼玉県 富士測範株式会社 7010801010198
５軸機による高難易度案件の取組と受注納期短縮で他
社との差別化

城南信用金庫

1341 2711110405 埼玉県 株式会社協立機工 7030001078118
スマートフォン等の成膜製造器用部品の多様化に伴う
切削技術の高度化

川口信用金庫

1342 2711110406 埼玉県 株式会社弘輝 7011801007523
新規混合はんだ合金による高出力デバイス用高温耐久
接合材の開発

埼玉りそな銀行

1343 2711110409 埼玉県 株式会社渡辺建鉄工業 7030001051611
オリンピック後の需要を見据えた耐震補強鉄骨におけ
る溶接ロボットシステム導入による生産性及び品質の
向上

栃木銀行

1344 2711110410 埼玉県 武蔵オプティカルシステム株式会社 8030001010343
４Ｋ・８Ｋカメラ向け色分解光学系の色再現性向上技術
の開発

武蔵野銀行

1345 2711110411 埼玉県 株式会社清水精機 4030001045855
医療機器向け精密板金製品の品質向上に繋がる革新
的検査技術開発事業

東和銀行

1346 2711110414 埼玉県 有限会社三季シール 4030002103034
ＣＴＰ式製版機の導入による、多様化、高度化、短納期
化する顧客ニーズへの対応

城北信用金庫

1347 2711110415 埼玉県 株式会社エム・ケス 1030001038201
自動刃曲げ機導入による真贋対策抜き型の大量製作
体制の構築計画

一般社団法人ヒューリット
ＭＦ

1348 2711110418 埼玉県 有限会社伊藤機械 4030002089892
設備導入を通じて実現する輸送用機器用大型ゴム製品
金型の生産プロセス革新化

栃木銀行

1349 2711110425 埼玉県 大陽ビニール工業株式会社 5030001018018
改正ＲｏＨＳ２対応の新ラインでグローバル展開顧客を
支える設備投資

おばら行政書士事務所

1350 2711110429 埼玉県 株式会社和田製作所 3030001018309
ＮＣベンダープレス機導入による高精度化と生産増量お
よび事業承継の実施

巣鴨信用金庫

1351 2711110430 埼玉県 株式会社カメヤ製作所 4030001071323
機械機能改善による品質向上・納期短縮と医療機器分
野参入

東和銀行

1352 2711110435 埼玉県 株式会社省栄プリント製作所 8030001053937
プリント配線板製造工程革新のためのスプレーコー
ター、外観検査機等導入

協同組合さいたま総合研
究所

1353 2711110436 埼玉県 株式会社太陽企画 5013301033332
太陽光と風力発電、反射盤を活用した無電力省エネ看
板の試作開発

株式会社ヒューマンネット・
コンサルティング

1354 2711110437 埼玉県 田中鈑金 　－
事業用建物の屋根施工鈑金加工の内製化を計り高付
加価値を実現する事業

戸髙経営事務所

1355 2711110440 埼玉県 株式会社日新化成 8030001006663
高性能電動射出成型機導入による車載カメラ用高精度
樹脂センサーフレームの開発

公益財団法人さいたま市
産業創造財団

1356 2711110442 埼玉県 株式会社メガライズ 1030001050486
金属板金加工における最新設備機械の導入による生
産性の向上

巣鴨信用金庫

1357 2711110447 埼玉県 和光精機株式会社 5030001046902
機械式機構と電子式機構を融合させた次世代型ハイブ
リッド・アブソリュート・エンコーダの開発

巣鴨信用金庫

1358 2711110448 埼玉県 三ツ矢産業株式会社 1010001058060 特殊フィルムへの二次加工技術の高度化と競争力強化 加須市商工会

1359 2711110450 埼玉県 株式会社阿部紙業 9030001038854
打抜き工程の低速要因解消による、ＰＯＰ製作の高品
質・一貫生産体制の強化

埼玉縣信用金庫

1360 2711110453 埼玉県 東和鋼業株式会社 5030001063410 板厚０．１２５ｍｍの極薄亜鉛めっき鋼帯でＢ２Ｂに挑戦 足利銀行

1361 2711110454 埼玉県 株式会社シンワ歯研 8110001002687
超高齢化社会の義歯需要増に対応する日本初・歯科
技工士フランチャイズ計画

株式会社エフアンドエム

1362 2711110459 埼玉県 有限会社渡測 9030002114448
業界初の屋外位置データと整合した高精度屋内３Ｄ
バーチャル空間の開発

埼玉縣信用金庫

1363 2711110465 埼玉県 株式会社温品 7011401001249
プラスチック素材選定・形状提案力、開発力を飛躍させ
るシステムの導入

巣鴨信用金庫

1364 2711110467 埼玉県 株式会社大和 6030001042388
樹脂製品の超短納期化およびアフターケア体制の強化
を図る事業

中小企業診断士藤岡壮志
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1365 2711110474 埼玉県 株式会社オビ・モールド 8030001026819
医療・文具業界向け多数個取り高精度・高耐久金型の
生産性向上

西武信用金庫

1366 2711110477 埼玉県 株式会社協立化成 8030002020903 ２次加工レス深型部品の試作と生産コスト削減 足利銀行

1367 2711110480 埼玉県 ホープ製薬株式会社 7030001077128
インクジェット方式による高精細な錠剤印刷に適した可
食性顔料インクの開発

税理士法人倉持会計

1368 2711110483 埼玉県 株式会社アイ・スリー 6030001030351
脳科学を応用したオンライン学習の継続支援システム
の開発

飯能信用金庫

1369 2711110490 埼玉県 ヱルマ販売株式会社 4010001001380
検査時間を半減した血球計数及びＣＲＰ濃度自動測定
器の開発

朝日信用金庫

1370 2711110499 埼玉県 宮坂米菓株式会社 9030001055668
食べ切りサイズ（１回で食べ切れる少量品）の生産プロ
セス開発

東和銀行

1371 2711110502 埼玉県
株式会社テクニカル・エンタープライ
ズ

5030001011303
人工透析装置の高精度化を図るための樹脂成形技術
開発事業

埼玉りそな銀行

1372 2711110512 埼玉県 株式会社パック 8030001006829
ＰＯＰの構造デザイン・企画力を武器にした新規顧客層
へサービス展開の強化

埼玉縣信用金庫

1373 2711110518 埼玉県 株式会社エイブルフソー 5030001086717
現場測定工程を大幅に効率化させるための３Ｄスキャ
ナーの導入

行田商工会議所

1374 2711110527 埼玉県 関東ヘキサケミカル株式会社 6030001056974
プラスチック用高濃度添加剤『ヘキサペレ』の処方最適
化と生産性改良

みずほ銀行

1375 2711110528 埼玉県 株式会社デジタルメーカー 2030001013021 日本ＩｏＴを加速するための無線モジュール販売 埼玉りそな銀行

1376 2711110530 埼玉県 五十嵐酒造株式会社 6030001089297
米の割れを防ぐ高性能洗米機導入による上級酒の生
産能力増強計画

飯能信用金庫

1377 2711110531 埼玉県 株式会社エンゼル商事 2011501005690
乾燥イチジク加工品の新製造過程による試作品開発事
業

朝日信用金庫

1378 2711110532 埼玉県 有限会社ダイエー産業 8030002021372
ハイブリッド高周波ウエルダー導入と加工工程の工夫
による生産性及び生産能力の強化

川口信用金庫

1379 2711110533 埼玉県 丸喜鋼業株式会社 9030001042229
リニア中央新幹線及び新規のトンネル工事の新しい部
品導入事業

東和銀行

1380 2711110534 埼玉県 相場製本株式会社 6030001019989
お取引先の要求に応え、当社の技術により生産性向上
を実現する革新的製本工程取り組む事業

巣鴨信用金庫

1381 2711110536 埼玉県 株式会社ビー・アンド・プラス 8030001071336
ＣＥ＊１対応製品の開発力強化に向けたＥＭＣ評価設
備増強

三井住友銀行

1382 2711110540 埼玉県 有限会社西島製作所 3030002096147
デジタル画像寸法測定器導入による精密加工部品の
生産性向上

東和銀行

1383 2711110542 埼玉県 株式会社大成精密 8030002008519
高精度歯車のＣＮＣ歯切り盤導入による生産プロセス改
善と増産体制構築

川口信用金庫

1384 2711110545 埼玉県 株式会社齋田製作所 8013101004877
防爆仕様が求められる高エネルギー点火装置のさらな
る高品質・増産対応の実現

西武信用金庫

1385 2711110547 埼玉県 株式会社ジンクラフト 3030001044057 ソフト造形生産性アップ事業 栃木銀行

1386 2711110549 埼玉県 有限会社野瀬銘木店 2030002087469
ハウスメーカーと連携した販売拡大・受注増加に対応す
るためのワイドベルトサンダー機導入による生産性拡大

栃木銀行

1387 2711110550 埼玉県 株式会社日東商事 2030001006413
ペット（犬・猫）用災害派遣対応救難製品の製造に伴う
繊維加工等技術の確立

埼玉りそな銀行

1388 2711110552 埼玉県 賛光精機株式会社 1030001061095
最新マシニングセンタと新固定治具による光学系部品
の高精度高速加工の実現

牛腸真司税理士事務所

1389 2711110555 埼玉県 埼玉阿部木材株式会社 9030001074908
市場ニーズへの対応と生産プロセス改善のためのモル
ダ導入事業

青木信用金庫

1390 2711110561 埼玉県 株式会社フナミズ刃型製版 7011601006080
独自検版システム開発導入による最高品質製版サービ
ス構築と新規市場参入

武蔵野銀行

1391 2711110562 埼玉県 有限会社斉藤商会 5030002024238
高付加価値パッケージ製造工程の一貫化による短納
期・低コスト対応

巣鴨信用金庫

1392 2711110565 埼玉県 株式会社中央精研 4030001018943
新設備の導入で大型凹面鏡精密研削加工を可能にす
る

埼玉りそな銀行

1393 2711110569 埼玉県 有限会社箱守製作所 1030002106023 特殊難削材の大型部品を切削加工する技術開発 瀧野川信用金庫

1394 2711110573 埼玉県
株式会社先端力学シミュレーション研
究所

2030001047878
３Ｄプリンタ造形データのＡＩ解析ＩｏＴプラットフォーム装
置

和光市商工会

1395 2711110580 埼玉県 株式会社押田工業所 9030001001705
金属部品加工能力向上・技術格差解消・工程効率化に
よる収益改善

飯能信用金庫

1396 2711110581 埼玉県 昭和技研株式会社 6030001003992
ホタテ貝殻消臭抗菌剤生産のための超微細化装置導
入事業

埼玉縣信用金庫

1397 2711110598 埼玉県 東京スプリング工業株式会社 2030001031485
製品ラベル完全内製化によるオリジナルマットレス対応
体制の構築

埼玉縣信用金庫

1398 2711110602 埼玉県 シバサキ建築工房 　－
木のソムリエによる地域木材３段活用Ｅ－ｏｒｉポイントシ
ステム

寄居町商工会

1399 2711110610 埼玉県 山田マシンツール株式会社 7010501019969
高張力鋼板に耐えうる彫刻新技術と刻印文字検査新方
式の開発

朝日信用金庫
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1400 2711110612 埼玉県 有限会社平田製作所 4030002080851 カラー鋼板のバリ取り品質向上による競争力の強化 本庄商工会議所

1401 2711110616 埼玉県 佐藤製型株式会社 9030001036692
高速マシニングセンタの導入による高機能金型の納期
短縮の構築

公益財団法人埼玉県産業
振興公社

1402 2711110619 埼玉県 東都発条株式会社 4030001055210
ＮＣマルチフォーミングマシンの導入による高収益型生
産・開発体制の構築

足利銀行

1403 2711110621 埼玉県 ケー・エム・エス株式会社 2030001011074
マシニングセンタと研磨機の追加導入による、高速モー
ルドベース生産プロセスの構築

群馬銀行

1404 2711110622 埼玉県 有限会社成友 5030002115854
溶解工程を限りなく減らした金属扉および扉枠の新規
開発

武蔵野銀行

1405 2711110625 埼玉県 有限会社原田製作所 7030002047674
高精度研削盤の導入による自動車部品用の金型精密
加工技術と生産性の向上

城北信用金庫

1406 2711110630 埼玉県 有限会社田村製作所 1030002081142
ＩＳＯ認証取得企業へのアプローチのための検査プロセ
スの改善と品質向上

ジャパン・ラボ株式会社

1407 2711110642 埼玉県 渡部製作所 　－
ＩｏＴ及び高性能電動サーボ機導入による製造ラインの
再構築計画

東和銀行

1408 2711110653 埼玉県 三研光機株式会社 5030001041358
アルミ製鏡筒・カム切削加工をロボット完全自動化によ
り大幅な生産性向上の実現

埼玉縣信用金庫

1409 2711110658 埼玉県 株式会社イースタイル 4030001016550
オーダーメイドスーツの着せ替えをＷＥＢ上で確認でき
るシステムの構築

加藤清税理士事務所

1410 2711110665 埼玉県 株式会社六晃 5030001090578
店内で提供する食事をその場でパック・冷凍し全国に販
売

埼玉縣信用金庫

1411 2711110680 埼玉県 深沢工業株式会社 3030001036962 ロボット用高品質エアシリンダー部品の試作開発 亀有信用金庫

1412 2711110688 埼玉県 株式会社サンアイ 7030001084727
洗濯脱水機・乾燥機・ボイラー更新による生産性と収益
性の向上

公益財団法人埼玉県産業
振興公社

1413 2711110693 埼玉県 志水製畳店 　－
介護・ペットの需要に応える新型畳、リバーシブルござ
の新規開発計画

東和銀行

1414 2711110695 埼玉県 Ｃａｒｂｏｂｙ　シマザキ 　－
高出力溶接機導入による顧客満足度向上、作業工程
の短縮計画

東和銀行

1415 2711110703 埼玉県 蒟蒻屋本舗株式会社 7030001062625
生クリーム製造設備導入・人材雇用・独自技術による生
産力拡大と独自性の発揮

埼玉縣信用金庫

1416 2711110716 埼玉県 株式会社ハイキャスト 8011401005174
技術的情報を連動させた生産管理ソフトの導入による
生産性向上

城北信用金庫

1417 2711110718 埼玉県 有限会社メーコー精機 9030002013591
安心安全なトイレ空間殺菌による経口感染症予防噴霧
装置の開発

東和銀行

1418 2711110720 埼玉県 有限会社ダイヤ工芸 3030002052843
ディスペンサー導入により高精度・効率化の達成と競争
力の強化

亀有信用金庫

1419 2711110724 埼玉県 エース技術工業株式会社 5011401017412 原動機用可変負荷装置の開発 巣鴨信用金庫

1420 2711110725 埼玉県 株式会社グローシステム 9030001072283 植物育成装置「エルタス」開発事業 東和銀行

1421 2711110726 埼玉県 松本興産株式会社 9030001091060
加工機械の精度管理と精密旋盤技術の高度化等によ
る競争力強化

角田光則

1422 2711110739 埼玉県 有限会社岸製作所 3030002035096
設備導入で切り拓く、高付加価値製品量産向け旋盤加
工部品の短納期化開発

飯能信用金庫

1423 2711110740 埼玉県 西田有限会社 3030002105790
繊維とワイヤーの長所（耐圧性・耐摩耗性）を持つブ
レード加工の開発

税理士法人ＣＷＭ総研

1424 2711110757 埼玉県 株式会社日本コムテック 8030001058457
ボトルラベラー導入により小ロット生産の非効率を改善
した、製造工程の開発

飯能信用金庫

1425 2711110760 埼玉県 中村畳店 　－
畳ドクターの健康アドバイスを付加価値とした介護施
設・教育機関等への新市場開拓

東和銀行

1426 2711110768 埼玉県 株式会社武蔵野ユニフォーム 5030001087120
刺繍機導入によるポップデザイン足袋の開発と国内及
び海外販売展開

東和銀行

1427 2711110781 埼玉県 有限会社川田技研 2030002035048
次世代自動車のブレーキ部品高精度化を支えるワイ
ヤーカット放電加工技術革新化

武蔵野銀行

1428 2711110799 埼玉県 ヤマキ醸造株式会社 9030001060833
国産有機大豆による豆腐・味噌の少量容器対応生産体
制の高効率化

本庄商工会議所

1429 2711110801 埼玉県 新田工業株式会社 5030001036903
細軸精密成形技術を用いた内視鏡チャンネル洗浄器具
の開発

的川美砂子税理士事務所

1430 2711110803 埼玉県 協和精機株式会社 3030001053438
プレス加工金型の大型化対応及び加工精度・加工品質
と生産性の向上

栃木銀行

1431 2711110807 埼玉県 フィグラ株式会社 3010001107006
独自性の高い商品開発のため設計部門を効率化するＩ
Ｔ設備の導入

みずほ銀行

1432 2711110809 埼玉県 中里歯車工業有限会社 6030002105540
最新マシニングセンターとマルチカッターを用いた歯車
加工法の開発

青木信用金庫

1433 2711110810 埼玉県 株式会社清藤家具製作所 3030001071704
製造現場をネットワーク化し、生産性・品質の向上を目
指した高度な生産情報管理システムの構築

群馬銀行

1434 2711110813 埼玉県 吉川製作所 　－
高齢者・要介護者が自宅で快適に過ごせる福祉用具の
開発

入間市商工会
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1435 2711110814 埼玉県 石田香粧株式会社 1010501000892
イスラム圏向け「ハラル化粧品」による、国内・外市場へ
の進出

埼玉りそな銀行

1436 2711110817 埼玉県 埼玉車体株式会社 3030001054741
高硬度難削材の複雑な精密加工を効率的に行う生産
プロセスの改善と技術開発

小谷野公認会計士事務所

1437 2711110823 埼玉県 日本電鍍工業株式会社 2030001009952
ＩｏＴを活用した生産の効率化による国際競争力の更な
る強化

埼玉りそな銀行

1438 2711110832 埼玉県 合同会社ＴＯＫＩＮ 4030003005188
環境改善及び健康維持を目的に、食器類に付着してい
る汚れを除去する洗浄器の開発

埼玉縣信用金庫

1439 2711110836 埼玉県 アスリート工業株式会社 8030001073051
高精度塗料塗布装置による高付加価値ロゴ銘板生産
で新市場開拓

武蔵野銀行

1440 2711110837 埼玉県 株式会社モダン・アイズ 8010001116290
レーザー加工機の導入・内製化による生産プロセス改
善と納期短縮

朝日信用金庫

1441 2711110838 埼玉県 岡豆腐店株式会社 7030001015731
豆腐関連スイーツの開発と移動販売等による豆腐を食
べる機会の拡大

青木信用金庫

1442 2711110844 埼玉県 有限会社宇津木製作所 2030002001776
防犯・監視カメラ用樹脂部品の市場拡大を担う樹脂金
型製造リードタイム削減

武蔵野銀行

1443 2711110845 埼玉県 第一化学工業有限会社 3030002090356
ＰＵＲ接着剤を使用したメディカル製品開発によるＱＯＬ
向上の実現

株式会社エフアンドエム

1444 2711110852 埼玉県 株式会社オー・エス・ケー 6011401001068 表面性状測定機の導入による製品の精度向上 巣鴨信用金庫

1445 2711110860 埼玉県 ティース　ヘイブン 　－
自然な噛み合わせを実現する新しい歯科補綴物製作
技術の研究開発

飯能信用金庫

1446 2711110861 埼玉県 武州工業株式会社 5030001027258
高品質溶接工程向け特殊部品の国際的競争力向上を
図る試作開発

飯能信用金庫

1447 2711110867 埼玉県 株式会社クリオテクノス 6030001049598 ポータブル点滴カウンタの商品化 多摩信用金庫

1448 2711110870 埼玉県 株式会社アルファテクノ 8030001023634
再生医療研究向けチップ交換型大容量液体培地分注
装置の試作品開発

一般社団法人首都圏産業
活性化協会

1449 2711110884 埼玉県 株式会社熱研 2010501031400
最新の温度校正器を導入しプロセスを改善・高精度の
サービスを提供する

商工組合中央金庫

1450 2711110885 埼玉県 株式会社ＳＰＶ 3030001098846
メンテナンスフリーを実現するチューブ式定量充填装置
の開発

埼玉縣信用金庫

1451 2711110891 埼玉県 増幸産業株式会社 8030001077218
新素材ＣＮＦ量産化を実現する高速大型砥石開発プロ
セスの確立

協同組合さいたま総合研
究所

1452 2711110893 埼玉県 Ｍ＆Ｍホールディングス株式会社 6030001012655 業界初、犬猫用水素水発生自動給水器の開発 埼玉縣信用金庫

1453 2711110903 埼玉県 日本アイディーシステム株式会社 6030001088753
製造業における生産性向上を支援する冶具技術の高
度化

埼玉りそな銀行

1454 2711110909 埼玉県 ＷＥＤＧＥ株式会社 2030001112855 不可能とされていたブラックアウト塗装の開発 飯能信用金庫

1455 2711110921 埼玉県 有限会社日幸製作所 6030002045282
航空機ジェットエンジンカバーブラケット用の強耐性金
型の開発で航空機産業の発展に寄与する

亀有信用金庫

1456 2711110928 埼玉県 シードット株式会社 2030001068577
アルマイト彫刻とアクリル切抜加工内製化によるアニメ
市場進出事業

ヒューマネコンサルティング
株式会社

1457 2711110940 埼玉県 北埼ダンボール工業株式会社 2030001087180
多様化する梱包材試作と小ロット生産対応及び梱包材
の組立方法の見える化を実現

武蔵野銀行

1458 2711110945 埼玉県 株式会社田野製作所 6030001041514
最新型自動旋盤導入による内視鏡用超高精度部品の
量産技術の確立

協同組合さいたま総合研
究所

1459 2711110950 埼玉県 株式会社久保田製作所 3010001105125
最新５軸制御マシニングセンター導入による特殊形状
家具生産体制の革新

巣鴨信用金庫

1460 2711110952 埼玉県 エニーシステム株式会社 6030001102423
今までにない新発想の多目的双方向デジタルサイネー
ジの試作開発

武蔵野銀行

1461 2711110955 埼玉県 株式会社オルタライフ 8030001023213
３ＤＣＡＤ設備導入によるアルミホイール洗浄機開発の
コストダウン及び品質向上

武蔵野銀行

1462 2711110958 埼玉県 ミノワ工機株式会社 5030001055663
新型溶接ロボット導入がもたらす建設・産業機械事業の
基盤強化と、鉄道関連事業の拡大

埼玉縣信用金庫

1463 2711110963 埼玉県 株式会社データトロン 3030001084276
電力測定値の収集と配信及び管理・監視を行う新シス
テムの開発

さいたま商工会議所

1464 2711110964 埼玉県 有限会社遠藤商事 9030002002396
ＧＰＳ自動操舵技術を用いた高品質・低コストな飼料生
産技術の開発

武蔵野銀行

1465 2711110966 埼玉県 株式会社羽鳥製作所 2030001032913
多面加工機を用いたロボット部品や自動車金型部品の
生産性向上の構築

武蔵野銀行

1466 2711110971 埼玉県 有限会社埼玉プレーナー工業所 3030002102805
ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による加工準備時間大幅短縮および
生産効率の向上

青木信用金庫

1467 2711110972 埼玉県 有限会社中村熱処理工業所 9030002045230 割れの出ない高周波熱処理の新たな冷却方法の開発 東日本銀行

1468 2711110974 埼玉県 タイガーレーザー株式会社 7011501002592
レーザー加工機の導入による炭素繊維断面の微細仕
上技術の確立

城北信用金庫

1469 2711110975 埼玉県 松岡醸造株式会社 4030001071570
フルーティな搾りたて生吟醸酒の通年醸造と工程短縮
による競争力強化

株式会社ＳＲＳコメンスメン
ト
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1470 2711110977 埼玉県 株式会社野崎製作所 7030001051776
お客様の夢を実現する「オーダーメイドコンテナハウス」
の提案

庄和商工会

1471 2711110979 埼玉県 株式会社長沢製作所 7030001071659
事前金型加温装置の開発と最新ダイカストマシン導入
で鋳造プロセス革新

武蔵野銀行

1472 2711110980 埼玉県 協育歯車工業株式会社 9010501002972
生産ライン改善による生産性向上を活かした規格歯車
の拡販及び新規分野への進出

朝日信用金庫

1473 2711110981 埼玉県 株式会社ベルニクス 3030001007567
顧客満足度を向上させる革新的な品質／信頼性評価
システムの構築

みずほ銀行

1474 2711110989 埼玉県 株式会社プリケン 9030001060065
デジタル機器の小型化に向けた、新型基板積層プレス
装置による部品内蔵基板の開発

武蔵野銀行

1475 2711110992 埼玉県 株式会社ハイクレー 3030001030866
運動施設用・人口土の自動制御プラント導入による生
産プロセス革新

特定非営利活動法人地域
活性化センター

1476 2711110993 埼玉県 東協包装工業株式会社 8030001069363
無溶剤型ラミネーターの新技術確立と最新型欠点検査
装置導入による品質向上

毛呂山町商工会・株式会
社ディセンター

1477 2711110995 埼玉県 東海商事株式会社 4010001051673 特殊溶接技術の導入に伴う高付加価値事業へのシフト 商工組合中央金庫

1478 2711111002 埼玉県 有限会社渋谷製作所 8030002053944
検査速度向上による「高精度・小ロット・多品種・短納
期」の強化

埼玉りそな銀行・株式会社
ディセンター

1479 2711111006 埼玉県 有限会社石塚金型製作所 5030002046488
流動解析導入による金型試作品の精度向上と低コスト
短納期の実現

中原公認会計士事務所

1480 2711111007 埼玉県 株式会社不二ダイカスト製作所 5030001060829
ガスコンロ用バーナートップの加工自動化による生産性
向上とコストダウン

群馬銀行

1481 2711111009 埼玉県 株式会社タウ 4030001005124
損害車の買取・販売・輸出事業における生産性向上の
システム構築

三菱東京ＵＦＪ銀行

1482 2711111014 埼玉県 株式会社岩崎食品工業 8030001018329
最新設備導入による「手打ちに勝る乾麺」包装生産性
の劇的向上

埼玉縣信用金庫

1483 2711111015 埼玉県 株式会社染宮製作所 2010001071707
ＦＩ樹脂部品の開発リードタイム短縮のための金型駒割
法の確立

税理士法人第一経理

1484 2711111016 埼玉県 東京リッチ産業株式会社 7030001076204
高付加価値の樹脂切削磨きレスレンズ工法を開発、販
売し社員の所得を増やす

城北信用金庫

1485 2711111017 埼玉県 株式会社内外化工 2030001025925
光ファイバーの接合部分の高精度表面加工検査の実
現

株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

1486 2711111019 埼玉県 株式会社旭フーズ 2012701000044
最新鋭物流設備の導入によるドミナント物流サービスの
提供

若杉公認会計士事務所

1487 2711111020 埼玉県 石井酒造株式会社 7030001031357
日本酒造りの常識を超える夏期醸造および低温発酵・
貯蔵技術による高品質な夏酒の製造

若杉公認会計士事務所

1488 2711111021 埼玉県 株式会社アサヒコミュニケーションズ 2030001061623
印刷業務の工程別進捗管理および損益管理システム
導入による革新的“見える化”実現

若杉公認会計士事務所

1489 2711111023 埼玉県 株式会社ママダ工業 6030001032950
孔あけ加工技術向上とショットブラスト処理による高付
加価値建築鉄骨の実現

若杉公認会計士事務所

1490 2711111024 埼玉県 三辰プラスチック株式会社 3010601032875
テロ・防災需要に応えるための新素材対応及び川下ま
でのハイサイクル生産ラインの構築

若杉公認会計士事務所

1491 2711111026 埼玉県 株式会社工進精工所 5030001026276
パンタグラフ等輸送機械器具・部品の最先端ネットワー
クファクトリー化

若杉公認会計士事務所

1492 2711111028 埼玉県 サンエー精工株式会社 3030001045674
医療機器向け微細部品の精度向上及び手術支援ロ
ボット市場への新展開

若杉公認会計士事務所

1493 2711111029 埼玉県 株式会社ニューブック 2030001056458
スマートフォン写真も綺麗に印刷・製本できる小ロット
フォトブックサービスの展開

若杉公認会計士事務所

1494 2711111030 埼玉県 日本電針株式会社 5030001056422
生産プロセス革新によるスマートデバイス・医療向けの
基板治具・プローブへの新展開

若杉公認会計士事務所

1495 2711111033 埼玉県 株式会社城北精工所 5011501001951
高精度ワイヤカット放電加工機導入による、樹脂押出
装置の品質向上と生産プロセス改善

東京シティ信用金庫

1496 2711111034 埼玉県 株式会社ダイチューテクノロジーズ 5030001033479
次世代Ｉ／Ｆ　ＰＣＩｅ　ＳＳＤに特化した卓上コンパクト型
試験評価装置の試作開発

商工組合中央金庫

1497 2711111042 埼玉県 旭彫刻工業株式会社 7030001069240
微細化・高品質化・短納期化に対応する為に必要な工
程内の設備の導入

埼玉りそな銀行

1498 2711111044 埼玉県 株式会社茂山製作所 2030001054890
洗浄工程とバリ・切粉処理工程の自動化による持続可
能なビジネスモデル確立と事業拡大

飯能信用金庫

1499 2711111045 埼玉県 有限会社藤江金属 9030002070154
高性能複合ＣＮＣ旋盤導入による納期対応力と加工能
力の向上計画

武蔵野銀行

1500 2711111047 埼玉県 クェスタ株式会社 1010701026077
世界初！格安スマートフォンを使ったＩｏＴ専用端末の開
発

さわやか信用金庫

1501 2711111049 埼玉県 北陸軽金属工業株式会社 8011401005777
最新シミュレーション技術を活用した高難度アルミニウ
ム鋳造手法の確立

寄居町商工会

1502 2711111050 埼玉県 株式会社ミナミ精機 7030001056593
工程集約によるロボット向け精密ギア部品市場への参
入を目論む

武蔵野銀行

1503 2711111054 埼玉県 サイデン化学株式会社 3010001044819
新規ナノ乳化技術導入による高機能接着剤・塗料の研
究開発

公益財団法人さいたま市
産業創造財団

1504 2711111058 埼玉県 オキ・ニューエモーション株式会社 5030001061125
通信データの可視化と生産性向上のためのＢＬＥプロト
コルアナライザの導入

税理士法人黒田会計事務
所
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1505 2711111061 埼玉県 有限会社青木精密工業 2030002059518
高精度化する監視用カメラ部品のニーズに応える量産
体制の構築

朝霞市商工会

1506 2711111062 埼玉県 株式会社三春工務店 2030001018227
最新型加工機の導入による新築・改築工事の価格及び
品質向上

埼玉りそな銀行

1507 2711111065 埼玉県 株式会社元郷精機 6030001077517
素粒子物理学実験施設向け新部品に対応する生産シ
ステムの高度化

川口信用金庫

1508 2711111067 埼玉県 竹下工業株式会社 1030001024614 高級オーディオ装置用収納ラックの開発 巣鴨信用金庫

1509 2711111068 埼玉県 株式会社小泉塗装工業所 1030001024036
事業拡大を目的とした「電着塗装工場における生産プロ
セスの改善」

武蔵野銀行

1510 2711111069 埼玉県 有限会社ギガ・テクノビジョン 5030002112141
電波干渉回避４．９ＧＨｚ「無遅延」高精細映像音声無線
機の開発

ほうえん会計事務所

1511 2711111071 埼玉県 株式会社ゴーキン 8030001054670
ダイカストの試作品市場獲得を目指すためのカセット式
金型の試作品開発

武蔵野銀行

1512 2711111073 埼玉県 株式会社エ－アンドアイ 7030001042313
中型高剛性・高精度ＣＮＣ旋盤、及び画像自動測定器
導入によるコストダウンとリードタイム短縮

東和銀行

1513 2711111075 埼玉県 株式会社ヤマノビューティケミカル 5011001030278
化粧品原料としてより高機能な琥珀抽出物の製造方法
の開発

武蔵野銀行

1514 2711111076 埼玉県 株式会社アーバン通商 1030001000094
新機能フリースタイルダブルリクライニングソファーの開
発と製造ラインの構築

税理士法人永川会計事務
所

1515 2711111080 埼玉県 株式会社グリーンラッシュ 3030001021865 屋上緑化用トレーシステムの試作開発 税理士法人レッドサポート

1516 2711111082 埼玉県 株式会社和幸製作所 5030001008860
高性能溶接技術確立による高付加価値製品分野での
事業拡大

武蔵野銀行

1517 2711111085 埼玉県 ルーセット・ストラテジー株式会社 8030001090245
熱中症や室内エコ環境研究・商品開発のための無線式
発汗ロガー量産モデルの試作

武蔵野銀行

1518 2711111088 埼玉県 株式会社ＦｏｃｕｓＷＥＢ 8030001092092
人工知能による次世代のデジタルサイネージサービス
の提供

富士見市商工会

1519 2711111095 埼玉県 有限会社ワイズアンドコウ 8030002014715
双方向映像通信を使った医療用ウイッグ専用販売サイ
トの構築

酒井会計事務所

1520 2711111096 埼玉県 ＭＥソリューションオフィス 　－
中小病院の医療機器による事故発生率を低減させる
サービスの提供

株式会社ネクストフェイズ

1521 2711111097 埼玉県 株式会社ＭＯＲＤＥＣＯ 6030001110252
３Ｄプリンタによるデザイン性を高めたモルタル造形加
工サービスの提供

酒井会計事務所

1522 2711111098 埼玉県 あやの歯科医院 　－
１０年先を見据えた狭山地域密着の革新的歯科医療
サービスの展開

松永智子税理士事務所

1523 2711111100 埼玉県 有限会社朋栄ロジスティック 9030002052078 デジタルオンデマンド印刷による在庫レスの出版流通 髙瀨智亨税理士事務所

1524 2711111102 埼玉県 セブンシックス株式会社 9010401068800 高出力・高機能レーザの測定・検査サービス 商工組合中央金庫

1525 2712110003 千葉県 大成ファインケミカル株式会社 5040001061512
小型プラント導入による試作と小ロット向上による原価
低減と短納期の実現

旭市商工会

1526 2712110004 千葉県 株式会社東栄 9040001057291
プリザーブドフラワーの新加工溶液の開発と観賞用植
物の新花材の試作

ジャパン・ラボ株式会社柏
雅

1527 2712110007 千葉県 クレイドルカンパニー株式会社 9040001059718
ワイヤカット加工速度の向上による食品用ロボットアー
ム部品の増産計画

株式会社エフアンドエム森
中一郎

1528 2712110010 千葉県 精技金型株式会社 8040001046576 高意匠化した金型の短納期対応の実現 京葉銀行

1529 2712110012 千葉県 執行工業株式会社 1040001072587
オリジナル溶接マシン導入による新型ボイラーの量産
化対応

足立成和信用金庫

1530 2712110013 千葉県 株式会社ＥＳＬ研究所 7040001080816 ＩｏＴ用プログラマブルスマートデバイスの試作開発
公益財団法人千葉県産業
振興センター

1531 2712110014 千葉県 株式会社小黒組 4010601002365
建設生産プロセスにおけるＩＣＴの活用によるリアルタイ
ムロジスティックの構築

若杉公認会計士事務所

1532 2712110015 千葉県 鍋店株式会社 2040001043075
日本酒の香味向上による製品価値の向上と、海外への
販路拡大

千葉銀行

1533 2712110018 千葉県 東京螺旋工業株式会社 3040001027036
切削加工のリードタイム削減による送電線用特殊ボルト
の増産計画

株式会社エフアンドエム森
中一郎

1534 2712110019 千葉県 株式会社サヤ 8040001023914
“土中水分水位計”による土砂崩れリスク判断装置の開
発

公益財団法人千葉県産業
振興センター

1535 2712110022 千葉県 共立速記印刷株式会社 9010001002168
最先端精密検査装置導入による機密情報印刷物の品
質保証と競争力強化

商工組合中央金庫

1536 2712110024 千葉県 橋田機工株式会社 9040001014961
省エネで誰が使っても均質な『あん』製造が出来る自動
さらし機の試作

千葉銀行

1537 2712110025 千葉県 有限会社彩倖 8040002092611
千葉県産日本酒を使用したプレミアムチョコレートの開
発及び輸出

常陽銀行

1538 2712110029 千葉県 シティライフ株式会社 3040001054798
業界の常識を変える！名入れカレンダーの内製化によ
る超短納期生産

公益財団法人千葉県産業
振興センター

1539 2712110030 千葉県 株式会社マサタカ 6040001061486
新型穴あけ、切断加工機を導入した製造ラインの改善
による納期半減と人時生産性３０％向上への挑戦

商工組合中央金庫
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1540 2712110032 千葉県 株式会社平田精機 7040001027395
ＣＮＣ旋盤導入による腹腔鏡下用巾着縫合器の早期製
品化

千葉銀行

1541 2712110034 千葉県 株式会社協同工芸社 5040001001732
ショッピングモール型店舗の品質要求に応じたアクリル
文字の２５％納期短縮

商工組合中央金庫

1542 2712110035 千葉県 株式会社幼稚園給食 2040001019042
新容器を用いメニューの拡充を図る事で、子育て支援
へ貢献を行う

京葉銀行

1543 2712110038 千葉県 太田工業株式会社 7011701001758
耐震・免震性の強化に伴う複雑形状加工技術の高精度
化・効率化

若杉公認会計士事務所

1544 2712110039 千葉県 有限会社川田工業所 1040002079433
スチールコンテナ用コーナー金具の改良等による受注
拡大

千葉銀行

1545 2712110040 千葉県
オールセンサーズアジアパシフィック
株式会社

3040001091148
環境開発における独自開発した高精度圧力センサを用
いた多点風洞実験システムの事業化

公益財団法人千葉県産業
振興センター

1546 2712110041 千葉県 株式会社オプティ 7040001064595 高出力レーザ用光コネクタの高品質化
公益財団法人千葉県産業
振興センター

1547 2712110042 千葉県 ニッポー株式会社 8040001028269
おいしく楽しく健康に貢献できる機能性おやつと包装技
術の開発

千葉銀行

1548 2712110043 千葉県 株式会社谷村製作所 6010601013377
鉄骨製作において１次加工ライン導入による多種多様
な製作物および短納期対応の生産体制の確立

中小企業診断士藤岡壮志

1549 2712110045 千葉県 ＹＫＭ商事株式会社 2040001010967
高感度ＣＣＤによる蛍光撮影でカビ被害粒の自動除去
装置を開発

千葉銀行

1550 2712110047 千葉県 株式会社小沼製作所 2040001035444
三次元測定器導入による高精度真空部品製造体制の
確立

千葉銀行

1551 2712110050 千葉県 株式会社Ａ－Ｔｒａｃｔｉｏｎ 1010001169733
手術技量のばらつきを低減させるための手術ロボット制
御手法の開発

千葉銀行

1552 2712110052 千葉県 東薫酒造株式会社 6040001064415
千葉県を代表する銘酒である東薫酒造謹製　「純米吟
醸酒・純米大吟醸酒」の研究開発・輸出事業

常陽銀行

1553 2712110056 千葉県 フクバデンタル株式会社 7040001038384
マイナスイオン歯ブラシ用ブラシヘッド部分の植毛加工
の自動化と内製化

千葉銀行

1554 2712110060 千葉県 オーム技研工業株式会社 1040001044660
顧客ニーズに対応するための設備導入と生産体制構
築による競争力強化

細谷和丈

1555 2712110061 千葉県 株式会社大和鉄工所 7011501007261 食品分野に特化した包装容器用口金の試作開発 千葉銀行

1556 2712110067 千葉県 木戸泉酒造株式会社 8040001074858
独自製法で醸造した銘酒「木戸泉　アフス」の輸出拡大
事業

公益財団法人千葉県産業
振興センター

1557 2712110070 千葉県
有限会社福山花火工場
株式会社ネクストリビューション
風鈴堂

6040002070602
7021001049646
　－

ＣＧを活用した花火大会のビジュアル化による顧客満足
度の向上

古宮広明税理士事務所

1558 2712110071 千葉県 株式会社バースヴィジョン 7040001039028
梱包作業の効率化による廃プラスチック残渣の有効活
用の促進

株式会社エフアンドエム森
中一郎

1559 2712110072 千葉県 株式会社Ｐ．Ｒ．Ａ 3040001038900
半導体製造装置向け「高周波整合器」互換機の開発製
造および新規販売方法の実現

公益財団法人千葉県産業
振興センター

1560 2712110076 千葉県 株式会社食器プロ 8040001094344
飲食店向け業務用食器・調理器具をワンストップで提供
するインフラの構築

千葉銀行

1561 2712110078 千葉県 株式会社日本クロス圧延 7040001059389 航空宇宙・医療分野等で使用される超小型部品
公益財団法人千葉県産業
振興センター

1562 2712110080 千葉県 株式会社オチアイ 6010601030513
材料コスト低減及び生産能力向上に対応する最新サー
ボマルチプレス機の導入

公益財団法人千葉県産業
振興センター

1563 2712110087 千葉県 有限会社長谷屋商店 2040002101237 地域資源認定品である「鯖」を活用した製品 館山信用金庫

1564 2712110089 千葉県 株式会社ケイオー 9040001071631
最先端のＵＶ印刷機等の導入によるケースのプリント技
術の高度化

株式会社翼コンサルティン
グ高木治行

1565 2712110090 千葉県 株式会社ヘクセンハウス 5010601030976
試作・製造工程の高度化による「お菓子の家」の多品種
化・高付加価値化と販路拡大

公益財団法人千葉県産業
振興センター

1566 2712110091 千葉県 株式会社パール技研 2040001018416
ＡＴＣ式複合旋盤の活用による、難形状歯車の短納期
化と高精度化

東京東信用金庫

1567 2712110092 千葉県 株式会社ビスト 3040001061522
車載クレーン脚部に使用される新型油圧逆止弁の開発
のための新設備の導入

常陽銀行

1568 2712110097 千葉県 チヨダエンジニアリング株式会社 4010801007305
自動車製造環境（ロボット溶接）タクトタイムを大幅に短
縮達成する革新的高耐久プラスチック継手の量産化

千葉銀行

1569 2712110107 千葉県 ナノキャリア株式会社 5040001067344
精密製造で体内送達を高精度化する革新的な癌標的
型複合材料技術の開発

公益財団法人千葉県産業
振興センター

1570 2712110110 千葉県 株式会社天野産業 5040001058401
環境に配慮した多様な被覆電線破砕による銅ナゲット
加工販売事業

山武市商工会

1571 2712110114 千葉県 スミテック株式会社 1040001071267
電気自動車等に搭載するバスバー部品の大型化・複雑
化に対するプレス加工技術の向上計画

株式会社エフアンドエム森
中一郎

1572 2712110116 千葉県 有限会社中台製作所 2040002035674
ＩＴ技術を活用した革新的な神輿提案ツールの開発と祭
り・神輿文化の振興

公益財団法人千葉県産業
振興センター

1573 2712110135 千葉県 村岡ゴム工業株式会社 4040001030410 日本のタイヤ生産を革新する新素材再生ゴムの開発 千葉銀行

1574 2712110136 千葉県 有限会社塚越製作所 4010602013089
新プレス機導入による生産性・効率性の向上および技
術の標準化

東信用組合
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1575 2712110138 千葉県 しのはらプレスサービス株式会社 1040001017625
プレス機械点検データのデジタル化によるプレスメンテ
ナンス事業の高付加価値化

公益財団法人千葉県産業
振興センター

1576 2712110141 千葉県 株式会社河野製作所 6040001026183
ネットおよびＩＴ活用によるカスタム仕様の医療機器製造
システム

公益財団法人千葉県産業
振興センター

1577 2712110143 千葉県 はちどり先生の接骨院 　－
妊婦向け治療サービスによる付加価値化と新設備導入
による効率化

千葉信用金庫

1578 2712110146 千葉県 サンレイ工機株式会社 4040001026400
独自のカーボンロール技術を高度化し、併せてプロペラ
シャフトの一貫製造技術の確立

公益財団法人千葉県産業
振興センター

1579 2712110148 千葉県 株式会社テクノプローブ 2040001032128
高周波ＩＣ測定に用いる、Ｂｉａｓ　Ｔｅｅ付き導波管プロー
ブ（７５～１１０ＧＨｚ）の開発と事業化

京葉銀行

1580 2712110150 千葉県 株式会社レジナ 1040001030330
屋内配線から発生する電磁波（電場）対策としての日本
初の導電性壁材・下地材の開発

京葉銀行

1581 2712110152 千葉県 株式会社メガテック 8040001007438
屋根壁材に使用するめっき及びカラー鋼板の波板製
造・施工・販売事業

京葉銀行

1582 2712110156 千葉県 株式会社センターラボ京葉 6040001003752
５年後の歯科技工界ショックを見据えた、将来の海外展
開視野の革新的遠隔地歯科補綴物提供サービス体制
の確立

千葉銀行

1583 2712110157 千葉県 日本機材株式会社 9040001059395 カメラマウント市場における世界シェアの奪還 商工組合中央金庫

1584 2712110160 千葉県 株式会社藤井製作所 6040001066270
オーダーメイド医療器具を安価に提供する生産プロセス
の開発

公益財団法人千葉県産業
振興センター

1585 2712110162 千葉県 株式会社イワサテック 1010601020436
最新鋭複合加工機を用いた高精度小中型歯車の加工
法の開発

公益財団法人千葉県産業
振興センター

1586 2712110165 千葉県 ロイアルエンジニアリング株式会社 5040001067435
極薄肉樹脂成形体の合理的手法による製造技術の開
発

公益財団法人千葉県産業
振興センター

1587 2712110174 千葉県 日本クロイド工業株式会社 2040001014976
ギヤポンプの特殊シャフト加工技術開発による柔軟なカ
スタム対応体制確立

千葉銀行

1588 2712110175 千葉県 マルヤス機工株式会社 3040001047785
パーテイクルボ一 ド加工対応のあらゆる超硬チップ
ソーに対応で きる再研磨サービスの確立

公益財団法人千葉県産業
振興センター

1589 2712110178 千葉県 フルトラム株式会社 2040001077874
医師の要求に速やかに応える、スマート・ スコープホル
ダーの開発

千葉銀行

1590 2712110180 千葉県 株式会社福山医科 8040001006522
人工骨インプラントの量産化に向けた製造工程の確立
と医療機器製造承認戦略

公益財団法人千葉県産業
振興センター

1591 2712110183 千葉県 テシマ歯科医院 　－
ＣＴを用いた歯牙再植、自家移植及び難治性根管治療
の飛躍的な成功による非抜歯治療の拡大

小池公認会計士・税理士
事務所

1592 2712110186 千葉県 平野コンクリート工業株式会社 9040001054479
養生設備導入によるセミフラット型側溝の量産体制の構
築と事業化

商工組合中央金庫

1593 2712110190 千葉県 鳥海製作所 　－
同時５軸制御システム導入による等速ボールジョイント
用金型の作成

千葉信用金庫

1594 2712110191 千葉県 有限会社西原電子 6040002095995
レーザ発振モジュール対応高速制御プログラマブルコ
ントローラの開発

公益財団法人千葉県産業
振興センター

1595 2712110196 千葉県 東京機工株式会社 4040001020980 建設現場の工期短縮に貢献するスマート建材の一貫 千葉銀行

1596 2712110197 千葉県 千葉オイレッシュ株式会社 3040001052018
処理困難性廃油（酸・アルカリ性廃油）のリサイクル燃
料化プロセスの確立

特定非営利活動法人ＮＰＯ
テクノポート

1597 2712110198 千葉県 株式会社ヤマトメタル 3040001066595
ホワイトメタルの置き注ぎ鋳造作業に代わる革新的接
合技術開発による生産性の向上

三菱東京ＵＦＪ銀行

1598 2712110199 千葉県 株式会社ホンダ 8011701011310
ガスタービン用ダクト製造におけるカット工程の生産性
向上事業

東栄信用金庫

1599 2712110205 千葉県 アシザワ・ファインテック株式会社 7040001014988 未然に故障を防ぐ高付加価値保守サービスの提供
公益財団法人千葉県産業
振興センター

1600 2712110208 千葉県 株式会社ダイナコム 5040001025178
ビッグデータにおける組合せ数爆発的増加を解決する
新最適化法による判別分析サービス提供

公益財団法人千葉市産業
振興財団

1601 2712110210 千葉県 株式会社ムラオ 5010601021249
貴金属・宝飾品向けチェーンの高度化とプロセス革新に
よる生産能力増強の実現

株式会社エフアンドエム森
中一郎

1602 2712110211 千葉県 小澤産業株式会社 7040001001251
極厚鋼材における高精度溶断加工技術確立による生
産性向上事業

京葉銀行

1603 2712110213 千葉県 株式会社三栄興業 1030001036709
高コスト強化プラスチックを低コスト化するための炭素
繊維強化ポリプロピレンの開発

公益財団法人千葉県産業
振興センター

1604 2712110217 千葉県 根本企画工業株式会社 6040001021358
部品加工の改良による革新的管路曲り測定装置の高
性能化ならびに製造期間短縮

京葉銀行

1605 2712110221 千葉県 生田精密研磨株式会社 7010801000827
映像系非球面レンズの非成形研磨による高度加工技
術の研究開発

城南信用金庫

1606 2712110224 千葉県 株式会社大真金型 5040001033395
金型の修理方法を開発することによる市場シェア拡大
の実現

千葉銀行

1607 2712110227 千葉県 株式会社宮崎工業 7040001054613
使用済み型枠を用いたバイオマス燃料によるリサイク
ル事業の立ち上げ

公益財団法人千葉県産業
振興センター

1608 2712110229 千葉県 小野莫大小工業有限会社 3011702002560
光沢感があり肌触りが良く洗濯が可能な新たなウール
生地の開発

東京中央経営株式会社宮
澤猛

1609 2712110230 千葉県 有限会社浅草ギ研 3040002103059
ロボット用静音アクチュエータの開発によるロボット関連
事業の拡大

千葉銀行
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1610 2712110234 千葉県 株式会社デクシス 9040001018104
多品種小ロット品や異形状品検査に最適な双腕外観検
査ロボットの開発

千葉銀行

1611 2712110242 千葉県 株式会社トリマティス 9040001030892
精密加工に適したレーザ加工機用大電流短パルスＬＤ
ドライバの開発

千葉銀行

1612 2712110244 千葉県 福井電化工業株式会社 9040001027419
ＩｏＴを活用しためっき設備の異常早期発見と対応体制
の構築

公益財団法人千葉県産業
振興センター

1613 2712110245 千葉県 株式会社フォレスト・ワン 5240001017015
睡眠時無呼吸症候群患者が毎日使いやすく治療効果
を向上させる口腔内装置の開発

千葉銀行

1614 2712110246 千葉県 株式会社北辰 4040001066421
鮮魚不快臭分解に供する天然由来の安心・安全な分解
酵素の生産

公益財団法人千葉県産業
振興センター

1615 2712110247 千葉県 株式会社農亜 6040001091946
千葉県産のこだわり卵を使った本格スイーツプリンの開
発

京葉銀行

1616 2712110252 千葉県 ハッピーバウムショップ＆カフェ 　－
世界初！卵形のバウムクーヘンの開発、君津銘菓とし
ての販路拡大

和田宏視税理士事務所

1617 2712110253 千葉県 株式会社ヤマトマネキン 1010601030138
短納期かつ安価で高付加価値造形物を提供可能とす
る生産プロセス革新

公益財団法人千葉県産業
振興センター

1618 2712110257 千葉県 株式会社ジィ・シィ企画 5040001046876
堅牢性が高く安価に導入できるカード会社向けクレジッ
ト決済システムの構築

公益財団法人千葉県産業
振興センター

1619 2712110261 千葉県 ちば醤油株式会社 3040001063980 液体調味料主力ラインの生産プロセス革新を図る 千葉銀行

1620 2712110269 千葉県 株式会社ＮＥＭＣＯ 2040001009522
環境負荷の少ない素材を用いた屋外広告、看板等の新
規印刷技術の開発

公益財団法人千葉県産業
振興センター

1621 2712110270 千葉県 特殊技研金属株式会社 1040001061755
トップライトの生産プロセス改革による 先進的大型建築
産業への貢献

公益財団法人千葉県産業
振興センター

1622 2712110271 千葉県 株式会社菱興社 4010801012635
円筒研削盤導入による特殊工具「巻芯」製作の競争力
強化

浜銀総合研究所伊東眞幸

1623 2712110273 千葉県 エム・エム・プラスチック株式会社 3040001053057
容器包装プラスチック（ＰＰ）廃棄物の資源化生産プロセ
スの革新化

公益財団法人千葉県産業
振興センター

1624 2712110277 千葉県 岡田工業株式会社 4020001069021
ユニット鉄筋の最新製造ライン導入による建築職人不
足支援と生産拡大

千葉銀行

1625 2712110283 千葉県 大明貿易株式会社 8010401043878 廃プラの国内資源循環リサイクルの強化 遠山純夫

1626 2712110286 千葉県 有限会社ベルグ 5040002084660
新型オーブン等の導入による「ハードパン」 製造への対
応

旭市商工会

1627 2712110290 千葉県
アドバンスト・ソフトマテリアルズ株式
会社

3040001070804
超分子技術を応用した高復元性軟質ウレタンフォーム
の製品開発のスピードアップ

公益財団法人千葉県産業
振興センター

1628 2712110292 千葉県 習志野化工株式会社 4040001021038
顧客からの希望や要望を解決できる！トータル塗装シ
ステムの確立

公益財団法人千葉県産業
振興センター

1629 2712110293 千葉県 ファオン株式会社 2040001022558
無指向性スピーカ　テナムの加工工程の機械化と新モ
デルの試作開発

千葉銀行

1630 2712110296 千葉県 株式会社飯沼本家 1040001047465
清酒製造における最新モデルの冷却設備および充填ラ
インの導入による圧倒的な競争力強化と多様化する顧
客ニーズへの対応強化

若杉公認会計士事務所

1631 2712110298 千葉県 飯島・東洋株式会社 8040001048102 モータコアのプレス内仮溶接技術の開発 商工組合中央金庫

1632 2712110299 千葉県 万星食品株式会社 3040001036904
入口出口工程への最新型Ｘ線検査装置と遠心分離機
能付きチョッパーの投入によるＩｏＴを活用した異物除去
システムの構築

公益財団法人千葉県産業
振興センター

1633 2712110302 千葉県 東商ゴム工業株式会社 2010601013620
大口径対応の押出成形機導入による、一貫生産体制
の強化と生産技術の革新

商工組合中央金庫

1634 2712110303 千葉県 株式会社サラヤ保﨑商店 1040001075359
勝浦で水揚げされる高鮮度な魚を使用した新製品開発
及び生産ライン向上計画

勝浦市商工会

1635 2712110304 千葉県 金高水産株式会社 9040001074270
生産性向上及び安心・安全の追及を目指した生産ライ
ンへの改善に向けた取り組み

千葉興業銀行

1636 2712110305 千葉県 株式会社丸北工業 2040001061184
建設業界ニーズに応える高精度鋼材部品の短納期生
産体制の確立

井上大輔税理士事務所

1637 2712110307 千葉県 日進化成株式会社 1011801010978
精密電装部品めっき製造用電極の製造プロセスの確立
と事業化

市原商工会議所

1638 2712110308 千葉県 有限会社小宮水産 1040002101790 微細気泡生成技術を取り入れた活魚輸送の長距離化 京葉銀行

1639 2712110309 千葉県 株式会社西川 2040001075069
最新設備導入による主力商品（銀鮭切り身加工）の生
産性向上計画

千葉銀行

1640 2712110313 千葉県 株式会社岩瀬商店 6040001074835
地元いすみ市の地域資源を活用した高付加価値商品
の提供について

千葉銀行

1641 2712110314 千葉県 スズキ機工株式会社 2040001035808
自社ブランド潤滑剤の小型化と潤滑性能の見える化に
よる訴求力向上

株式会社ディセンター折原
浩

1642 2712110318 千葉県 株式会社木村食品 6040001044029
タイ国の消費者をターゲットにした日本産及びタイ産米
の切り餅販売事業の開始

印西市商工会

1643 2712110321 千葉県 菊川工業株式会社 6010601010416
個別受注生産工場におけるＩｏＴ活用管理・改善 システ
ムを用いた生産性向上対策

京葉銀行

1644 2712110327 千葉県 有限会社髙木商店 3040002100436
地元産原材料をメインに活用した高品質な干物製造の
ための生産体制の構築

京葉銀行
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1645 2712110333 千葉県 武蔵オイルシール工業株式会社 6010401029078
低トルク薄肉オイルシール開発と最新複合機導入によ
る高度生産性向上

りそな銀行

1646 2712110341 千葉県 株式会社阪上製作所 2010601011500
独自ヘール技術開発による全金型の一体彫り２枚型化
と生産性向上への挑戦

成長戦略株式会社小泉昇

1647 2712110348 千葉県 株式会社ハニック・ホワイトラボ 9010001146584
口腔ケア商品の販路開拓を含めた新しい受託製造販
売サービス

公益財団法人千葉市産業
振興財団

1648 2712110349 千葉県 鶴岡食品株式会社 9040001074907
地元原魚を活用した高品質な新製品提供のための生
産ライン設置

千葉興業銀行

1649 2712110350 千葉県 株式会社川越屋 4011201001245
落花生下処理加工廃液の浄化工程強化とその濃縮液
の活用

西武信用金庫

1650 2712110352 千葉県 木村プログレス工業株式会社 6040001062088
担い手減少と集中する需要に対応できる生産ラインへ
の革新

公益財団法人千葉県産業
振興センター

1651 2712110353 千葉県 株式会社アバン設計 8040001038953
制震の低コスト化と性能をアップさせるハイパーボウシ
ンの開発

千葉銀行

1652 2712110361 千葉県 武田紙器株式会社 6040001065933
多目的製函機による小型から中大型までの段ボール量
産

三菱東京ＵＦＪ銀行

1653 2712110362 千葉県 有限会社岩井製函 6040002085212
輸出品の流通速度の促進と新しいシール受注生産シス
テムの構築

小高正之税理士事務所

1654 2712110369 千葉県 有限会社ぼうまた水産 8040002101917
ドリップ漏出防止により美観の維持と簡易包装を実現し
た干物製造

いすみ市商工会

1655 2712110371 千葉県 合資会社寒菊銘醸 2040003003143
香味・旨味と食の安心ニーズに応える、地域食材を活
かしたプレミアムエールビールの開発

銚子信用金庫

1656 2712110372 千葉県 株式会社ケイ・チーム 7040001068778
世界初！ビーズ刺繍への着色技術の開発による革新
的装飾技法の確立

京葉銀行

1657 2712110378 千葉県 株式会社Ｅプラン 3040001020214
金属加工分野の生産環境を改善するスーパーアルカリ
洗浄装置の開発

公益財団法人千葉県産業
振興センター

1658 2712110382 千葉県 京葉ベンド株式会社 8040001026132
ＣＮＣパイプベンダーと３次元測定器のシステム連携に
よる自動曲げ加工修正システムの開発

商工組合中央金庫

1659 2712110389 千葉県 ＩＭＩＴＥＸ株式会社 4010001158568
回路基板用銅張積層板のコストを画期的に低減するポ
リイミド接着剤の開発

公益財団法人千葉県産業
振興センター

1660 2712110390 千葉県 コスモテック株式会社 6040001002408
水素社会に対応した高強度大型パネルを生産可能な
工場に革新する

公益財団法人千葉県産業
振興センター

1661 2712110391 千葉県 株式会社内山電機製作所 4040001059078
成長分野に貢献できる高度な溶接技術導入と高付加保
守サービスを構築

公益財団法人千葉県産業
振興センター

1662 2712110393 千葉県 株式会社アステック 4040001047520
次世代エアバックを実現する高精度・高生産性プレス加
工技術の開発

みずほ銀行

1663 2712110396 千葉県 スペクトラ・クエスト・ラボ株式会社 8040001080831
小型・簡便・省エネタイプの広帯域・高分解能テラヘル
ツ分光システム実用化

公益財団法人千葉市産業
振興財団

1664 2712110403 千葉県 株式会社セリッシュエフディー 2040001023003 乳癌等の核酸医薬治療効果の評価用試薬の試作開発 千葉銀行

1665 2712110404 千葉県 株式会社大菜技研 7040001084395 高機能型・高性能レオメーターの性能向上
公益財団法人千葉県産業
振興センター

1666 2712110406 千葉県 株式会社関口ゴム製造所 2011501007175
ゴム製品の金型製作から製品品質保証までの一貫生
産体制の完成による企業価値の向上

東京東信用金庫

1667 2712110409 千葉県 株式会社山田技研 4040001051225 鷹型ドローンの開発による鳥害問題の解決
公益財団法人千葉県産業
振興センター

1668 2712110412 千葉県 株式会社ベルリング 4040001072650
消火活動用ホース延長機材のボディー、足回りの研究・
試作品開発

公益財団法人千葉県産業
振興センター

1669 2712110413 千葉県
株式会社オーエックスエンジニアリン
グ

4040001001089
『設計の３Ｄ化』による開発委託業務の効率化と販路拡
大事業

公益財団法人千葉市産業
振興財団

1670 2712110429 千葉県 有限会社丸十スポーツ 5040002085989
最新型刺繍機の導入による、新たな付加価値生産性を
秘めたものづくりへの挑戦

公益財団法人千葉県産業
振興センター

1671 2712110435 千葉県 株式会社アクティブ・２１ 3040001000232
ホテルの客室稼働率向上に貢献する画期的な香水消
臭剤の開発

千葉銀行

1672 2712110437 千葉県 株式会社新領域技術研究所 2040001068254 ヘリウムガス用大容量高純度精製器の開発 常陽銀行

1673 2712110438 千葉県 マック株式会社 4040001027588
労働災害を抑制するための山岳トンネル無人掘削シス
テムの開発

公益財団法人千葉県産業
振興センター

1674 2712110443 千葉県 有限会社山崎清八商店 3040002052487
高性能精米機と顧客管理システム導入による新規顧客
の獲得

首藤慎一

1675 2712110450 千葉県 株式会社キヨシゲ 3040001029412
ロボット溶接設備の導入および加工技術の標準化によ
る一貫生産体制の強化

千葉銀行

1676 2712110452 千葉県
株式会社農
有限会社橋村商店
ハム工房ささ木

7040001077390
7040002083900
　－

千葉中心の純国産食材を使ったハラルフードの開発と
海外展開

京葉銀行

1677 2712110454 千葉県 株式会社髙橋マシニング 7040001062707
熱影響抑止機能付きマシニングセンタ導入と専用治具
による溶接後の切削加工と生産体制の高度化

横芝光町商工会

1678 2712110456 千葉県 東京フェライト製造株式会社 7011501017285
磁場配向装置の開発による射出成形フェライト磁石の
品質向上と生産性効率化

株式会社渡辺経営コンサ
ルティング渡邉英男

1679 2712110471 千葉県 守屋酒造株式会社 3040001058254
観光蔵としての九十九里の地酒「舞桜」の劇的な品質
向上と品質安定化のための機械設備導入

若杉公認会計士事務所
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1680 2712110475 千葉県 有限会社エムエスイー 8040002002025
農地で再エネを活用する電力完全自給・遠隔制御型植
物工場の開発

公益財団法人千葉市産業
振興財団

1681 2712110480 千葉県 株式会社黒澤製作所 6040001048517
セパレート式ダクトの開発による顧客ニーズの充足と生
産の効率化

千葉銀行

1682 2712110485 千葉県 株式会社村上製作所 3040001047109
面板加工技術の高度化と効率化による顧客ニーズ充
足と新市場進出

千葉銀行

1683 2712110486 千葉県 ウィンテック有限会社 7040002057029
高圧用油圧シリンダ向け特殊パッキンの開発と耐久性
試験等の実施

京葉銀行

1684 2712110487 千葉県 株式会社オルガノサーキット 4010401118915
低コストカラーデジタルポスター用大判電子表示シート
の開発

公益財団法人千葉県産業
振興センター

1685 2712110490 千葉県 株式会社ニチオン 1040001018326
ハプティック機能を有する低侵襲内視鏡下手術用油圧
式鉗子の開発

公益財団法人千葉県産業
振興センター

1686 2712110504 千葉県 ＦＩＴ株式会社 6040001022166
認知症徘徊行動における介護者負担を画期的に改善
する自律型追跡システムの開発

千葉銀行

1687 2712110509 千葉県 株式会社市ノ澤精機 1040001069765
「特注品から量産品まで」職人技と最新設備による加工
メニュー拡大

協同組合さいたま総合研
究所

1688 2712110511 千葉県 株式会社吉野機械製作所 1040001019571
加圧性能大型プレス機の短期納入に係る金型加工設
備導入事業

商工組合中央金庫

1689 2712110519 千葉県 有限会社イース 1010502020155
神社仏閣のお守りの鈴の製造接合工程における職人
の手作業からの自動化

東京シティ信用金庫

1690 2712110539 千葉県 サムライヌードル株式会社 2011001066705 オリジナルライスヌードル製麺機の開発及び販売 三井住友銀行

1691 2712110542 千葉県 株式会社共進ペイパー＆パッケージ 7140001012890
極小ロットの紙パッケージ製造のＩＯＴ化による革新的
サービスの実現

商工組合中央金庫

1692 2712110543 千葉県 ピア・デンタルクリニック 　－
歯周病菌の治療の精度と患者満足度を高めるための
最新設備の導入

常陽銀行

1693 2713110001 東京都 株式会社日本メンブレン 4010801009103
画像寸法測定器導入による基板測定機能の向上及び
短納期化

芝信用金庫

1694 2713110003 東京都 ヤキィー株式会社 2010801012001 電力使用量に基づく電力料金最適化サービス
一般社団法人城西コンサ
ルタントグループ

1695 2713110007 東京都 株式会社木村技研 3010901003114
トイレセーフティーシステム、機能向上による新たな
サービス展開

商工組合中央金庫

1696 2713110008 東京都 株式会社ファクトリーフォース 2010401075150
次工程の電子基板搬送時の不良品発生を抑える基板
搬送装置の開発

特定非営利活動法人東京
都港区中小企業経営支援
協会

1697 2713110017 東京都 株式会社信濃精機製作所 6010101001700
コンプレッサー用コントロールバルブの摺動シャフトの
高精度化

西武信用金庫

1698 2713110020 東京都 あきら歯科 　－
手術用顕微鏡を応用した革新的歯科治療と院内画像
連携システムの構築

山梨中央銀行

1699 2713110025 東京都 株式会社吉川製作所 3011801005134
防火扉ヒンジ穴あけ加工の高精度化及び増産体制の
確立

株式会社エフアンドエム

1700 2713110036 東京都 ＳＩシナジーテクノロジー株式会社 7010101010915 河川防災向けインターネット自動通報装置の開発 多摩信用金庫

1701 2713110043 東京都 株式会社サンコー 9010601011493
様々な素材にレーザー焼付加工やプリントした商品の
開発による新需要創出

商工組合中央金庫

1702 2713110044 東京都 有限会社増尾製作所 8012802004995
シリコンウェハ用の高精度なキャリアホルダーの試作開
発

多摩信用金庫

1703 2713110046 東京都 エースコーポレーション株式会社 5011501000581
ＣＡＤＣＡＭ導入による生産性向上と在宅勤務活用によ
る人材確保

フロンティア法律事務所

1704 2713110047 東京都 株式会社セイキ製作所 7012301001297
マシンキーの革新的製法により国内市場と海外市場を
掘り起こす

商工組合中央金庫

1705 2713110049 東京都 有限会社サイン・ハウス 6010902006286
純国産のバイク用高品質Ｂｌｕｅ　ｔｏｏｔｈインカムの開発
による世界展開

西武信用金庫

1706 2713110051 東京都 株式会社野村製作所 3013101001490
細物の超高精度テーパー加工技術開発による競争力
強化

青梅信用金庫

1707 2713110053 東京都 成瀬鋼業株式会社 9011701012191
吊り穴のない長尺鋼材へのＲｏＨＳ対応溶融亜鉛鍍金
の開発

朝日信用金庫

1708 2713110054 東京都 株式会社ツクリ 7010001164638
デザインから製造、施工まで自社にて一貫して請け負う
ための製造設備の導入

二見達彦税理士事務所

1709 2713110063 東京都 株式会社ユーロテック 5012301006629
板厚０．５ｍｍステンレス鋼板に圧入可能なクリンチン
グ・ナット（アイ・オー・ティー・ナット（仮称））の開発

商工組合中央金庫

1710 2713110064 東京都 有限会社中村鞄製作所 6011802028346
子供目線のランドセル製造における生産性向上と女性
雇用促進の両立

株式会社エフアンドエム

1711 2713110074 東京都 株式会社ウエスト・トラスト 9010001106506
リンゴ栽培における農産物付加価値向上用ＬＥＤ栽培
機の試作開発

東京東信用金庫

1712 2713110075 東京都 株式会社ニューテック 6011401007767
コンクリート関連試験業務の拡大を図るための重要試
験設備の増設

城北信用金庫

1713 2713110079 東京都 株式会社真精工 8010101007101
可変バルブタイミング機構に使用されるロックピンの高
精度化

西武信用金庫

1714 2713110087 東京都 有限会社ユウキ製作所 9010102007165
新機械導入による高付加価値・短納期・低コスト生産体
制の確立

多摩信用金庫
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1715 2713110094 東京都 株式会社竹川精密 7013101001685
リチウムイオン電池用極小クリアランスプレス金型の試
作開発

西武信用金庫

1716 2713110095 東京都 株式会社長坂製作所 3010701007232
新型立フライス盤の導入による、自動ロール磨き装置
の製品力・生産性向上と事業拡大

有限会社大野不動産コン
サルタント事務所

1717 2713110098 東京都 株式会社松下製作所 6010501013345 精密加工品質を保証する検査工程の構築 朝日信用金庫

1718 2713110099 東京都 株式会社目黒製作所 1011801012529
料理用バーナーのＴＰＰ加盟国向け輸出量増加に伴う
内製化及び生産性の向上

足立成和信用金庫

1719 2713110101 東京都
株式会社ＶＵＩＬＤｄｅｓｉｇｎ＆ｍａｎａｇｅ
ｍｅｎｔ

7122001024133
日本伝統構法とデジタル製造技術融合による次世代建
築デザイン事業

三菱東京ＵＦＪ銀行

1720 2713110110 東京都 壷屋製本株式会社 1011101043266 熟練技術を高い生産性にて提供するしくみ 東京シティ信用金庫

1721 2713110114 東京都 株式会社ベンチャーネット 4010402030739
ＥＣ事業者向けに提供する越境取引のための決済サー
ビス

仰星監査法人

1722 2713110124 東京都 青色会計事務所 　－
会計事務所と顧問先をつなぐ「クラウド型双方向連絡シ
ステム」の開発

株式会社エフピー・ワン・コ
ンサルティング

1723 2713110125 東京都 富沢印刷株式会社 9010501008747
平綴じ製本機導入によるコピーガード印刷・バリアブル
印刷の冊子の事業拡大

株式会社ＧＩＭＳ

1724 2713110126 東京都 株式会社ニッシン 6012801003034
５軸マシニングセンタを導入して新たなギヤ加工方法を
確立する

多摩信用金庫

1725 2713110127 東京都 株式会社アクシス 2011701001440
最新の大型研削盤の導入による生産力強化および内
製化システムの確立

東京都民銀行

1726 2713110130 東京都 株式会社吾嬬製作所 2010601008331
真空成形機導入による、高付加価値プラスチツク成形
品の試作開発

みずほ銀行

1727 2713110131 東京都 日本電磁測器株式会社 8012801001259 ナノバブル発生装置の開発 ジャパン・ラボ株式会社

1728 2713110132 東京都 おざわ歯科医院 　－
最新機器導入による総合的歯科診療・メンテナンス
サービスのワンストップ提供

りそな銀行

1729 2713110135 東京都 心愛治療院 　－
可視化を導入したがん手術後のトータルボディケアサー
ビスの提供

さわやか信用金庫

1730 2713110136 東京都 株式会社Ａｇｘ 7010401122204
疲労度検知ヘルメット（スマートヘルメット）で実現する作
業者の体調不良検知サービスの実施

東京都民銀行

1731 2713110139 東京都 八幡鍍金工業株式会社 6011701007954
意匠性カラー静電－ニッケルめっきプロセスの試作実
用化

東日本銀行

1732 2713110141 東京都 気象情報通信株式会社 4013301023730
クラウドサービスを利用した可搬型建設現場向け環境
観測システム

巣鴨信用金庫

1733 2713110143 東京都 高砂電鍍工業株式会社 7012701000592
作業効率を高め安定した品質を維持し製造コストを削
減するための買換え

多摩信用金庫

1734 2713110146 東京都 株式会社トヨダ製作所 7010801008548
段取り削減・高精度・超短納期に対応出来るネットワー
ク曲げ加工システムの構築

りそな銀行

1735 2713110147 東京都 株式会社アイカ 5010001131986
新食品トレーサビリティ・パッケージ及びクラウドシステ
ムの構築

りそな銀行

1736 2713110148 東京都 有限会社友恵フレーム 4013102006471
高性能ステンレス溶接機の導入と加工技術で新規製品
の受注拡大

青梅信用金庫

1737 2713110150 東京都 株式会社トラディショナルデザイン 3010901023962
ＩｏＴによる「焙煎工程のデジタル管理」で、拠点展開計
画！

西武信用金庫

1738 2713110151 東京都 合同会社Ｅメタル 8010803001392
ＣＮＣ導入による高生産性の向上と事業承継のための
技術の蓄積

株式会社ヒューマンネット・
コンサルティング

1739 2713110155 東京都 株式会社ベスプラ 3011001073097 脳の健康維持アプリ開発および家族サイトの開発 中森・荒井税理士法人

1740 2713110156 東京都 朝日工芸株式会社 2011501014691
内製化による小ロット化・リードタイムの短縮及び３Ｄ製
品による新市場の確立

若宮会計事務所

1741 2713110157 東京都 株式会社岩本製作所 4010601009253 需要拡大しているアンチモニー製品への新規事業展開 大東京信用組合

1742 2713110159 東京都 株式会社共栄製作所 8011701002383
自動錠剤包装機ユニットの生産性向上による競争力強
化と事業拡大

協同組合さいたま総合研
究所

1743 2713110160 東京都 ビーエルジャパン株式会社 6010701021809
瓶詰めラインとラベル貼り機の導入による自社醸造地
ビールのブランド確立と拡販

みずほ銀行

1744 2713110161 東京都 株式会社オーティシーオオタニテント 9012301000479
テント制作における、最新機器導入による生産性向上と
事業拡大

八千代銀行

1745 2713110162 東京都 有限会社博光工業所 5010802011404 自動車向け大型肉厚部品の一連加工体制の確立 共立信用組合

1746 2713110163 東京都 寺内金属株式会社 4010001023185
最新スリッター設置によるリチウムイオン電池用部品の
製造

商工組合中央金庫

1747 2713110164 東京都 ＢａｎｋＩｎｖｏｉｃｅ株式会社 7010001167632 請求書の電子化サービス事業 株式会社Ｋｉｐｓ

1748 2713110166 東京都 ｍａｕｖｅ 　－ 健康的な働く美人を創出するサロンプロジェクト 昭和信用金庫

1749 2713110170 東京都 株式会社イナミツ印刷 5010701001027
印刷製本における非有価作業の削減と「ライン化」の実
施

さわやか信用金庫
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1750 2713110171 東京都 株式会社黒河内デザイン事務所 8010901033189
レディスファッションの成功を元に、メンズファッションへ
の進出

一般社団法人せたがや中
小企業経営支援センター

1751 2713110173 東京都 株式会社田中学園 5013301026154
外国人の介護福祉士国家試験受験者のための研修シ
ステムの開発

商工組合中央金庫

1752 2713110175 東京都 株式会社ファンプラス 6010401066947
通訳案内士不足を補う多言語翻訳・通訳サービスをス
マホで提供するシステムの開発

東京都民銀行

1753 2713110176 東京都 株式会社セイコー 5011801008993
生産プロセスの革新による差別化製品の創造で売上及
び利益率の改善

商工組合中央金庫

1754 2713110177 東京都 株式会社マザーレンカ 2010001117534
チョコレートで美味しく楽しく健康寿命を延ばすプロジェ
クト！

八千代銀行

1755 2713110178 東京都 有限会社丸幸レジン 7011502005644
特殊樹脂対応射出成型機の導入による高止水性「型枠
締付金具」の製品化

朝日信用金庫

1756 2713110179 東京都 株式会社ライフマネジメント 9010001135810 Ｈ６１乳酸菌を素材としたサプリメントの開発 朝日信用金庫

1757 2713110180 東京都 神宮外苑かさはら歯科 　－
ＣＴ画像を活用したインプラント等のワンストップサービ
ス及び後進医師の育成事業

大光銀行

1758 2713110181 東京都 明和抜型株式会社 1011501009024
高級な紙器製造に必要な紙抜型に使用する特殊罫線
製作用のＣＡＤ連動カッターの設備導入

城北信用金庫

1759 2713110182 東京都 エスジー精密株式会社 9010801001567
スマートフォンに使用される高精密な金型を製作する為
の最新鋭プロファイル研削盤の導入と量産化

芝信用金庫

1760 2713110184 東京都 ジャパンスタイルデザイン株式会社 3010001143950
漫画で学ぶビジネスコミュニケーション学習システム「ＫＩ
ＢＩ」

公益財団法人東京都中小
企業振興公社

1761 2713110185 東京都 株式会社マサダ製作所 5013101001175
ジャッキの中心軸構造（ラム）の生産性向上による市場
競争力強化

商工組合中央金庫

1762 2713110187 東京都 三和産業株式会社 7011801001633
サイン＆ディスプレイ加工技術の高度化による新規受
注の拡大

城北信用金庫

1763 2713110188 東京都 東興電気株式会社 2013401001992 介護用簡易浴槽の開発 多摩信用金庫

1764 2713110189 東京都 有限会社原金属プレス型製作所 5011802006311
新型マシニングセンター導入による金型製造技術の高
度化と受注の拡大

東京東信用金庫

1765 2713110190 東京都 株式会社斉藤照明 8011501006519
複合加工機導入による、特注照明器具製造の短納期
製造システムの確立と顧客の拡大

瀧野川信用金庫

1766 2713110193 東京都 有限会社ケンシアート 9010902005509
美術品を永遠に！デジタル技術を用いた安全・高精度・
高速な造形事業の開始

さわやか信用金庫

1767 2713110194 東京都 株式会社三鷹精工 5012801002598
太物シャフト品の真円度測定が容易な横型真円度測定
機の試作開発

一般社団法人首都圏産業
活性化協会

1768 2713110197 東京都 株式会社真興社 6011001010163 検査の高度化を核とした相乗効果の発揮 商工組合中央金庫

1769 2713110201 東京都 有限会社宮田花店 8010002005971
Ｗｅｂ受注システムを使った法人会員への新たな花の販
売体制の確立

株式会社コミットプラン

1770 2713110205 東京都 有限会社シィーアールディー 3011302004313
三次元加工が可能なソフトアクリル３層加飾シートの試
作開発

特定非営利活動法人東京
都港区中小企業経営支援
協会

1771 2713110207 東京都 株式会社アットワールド 8011001057070
海外留学生の就職をサポートする留学帰国生就職支
援システムの開発

竹田税理士事務所

1772 2713110211 東京都 株式会社木内印刷 9011801018816 可変バリアブル印刷を通じた経営革新 興産信用金庫

1773 2713110212 東京都 二葉工業株式会社 9010001055736 新型カッティングマシンの導入を通じた新展開 興産信用金庫

1774 2713110215 東京都 株式会社昭和テック 1011801001969
高精度な肉盛溶接加工の新規創設による金型の一貫
生産体制の確立

亀有信用金庫

1775 2713110216 東京都 コノコ医療電機株式会社 6010701003476
「次世代シンアツシン」の製品化と販売代理店向け教育
サービス「ケアブック」の開発

税理士法人多田

1776 2713110220 東京都 株式会社秋東精工 1011701016209
増大する産業用小ロットプラモデル需要に応える新生
産プロセスの創設

東京東信用金庫

1777 2713110221 東京都 株式会社アームズ 7010701016279
最新装置の導入と効果的な体制構築で、高精度部品加
工業務を拡大する

東日本銀行

1778 2713110223 東京都 株式会社パラディドル 5011001064243 自社一貫体制によるファクトリーブランドの構築 藤岡壮志

1779 2713110225 東京都 株式会社ライズ 3010101009127 簡易使用可能な太陽追尾発電装置 多摩信用金庫

1780 2713110226 東京都 有限会社飯田紙器製作所 1011402000726
新設備導入により生産性を向上し高級洋菓子向け化粧
箱の受注拡大を図る

巣鴨信用金庫

1781 2713110229 東京都 株式会社梅沢製作所 3013101006234
立形マシニングセンタ導入による事業領域拡大プロジェ
クト

多摩信用金庫

1782 2713110231 東京都 みききんず株式会社 5010401106968
スマホ等の盗撮からプライバシーや秘密情報を守るた
めのＬＥＤ照明装置の開発

特定非営利活動法人東京
都港区中小企業経営支援
協会

1783 2713110234 東京都 株式会社ウィルビイ 3010501006062 立体物に高精細な彩色・描画をする製造装置の開発 朝日信用金庫

1784 2713110239 東京都 株式会社藤波タオルサービス 2012401003990
高機能×色×香り×冷温に対応できる、おしぼり生産
設備の開発

商工組合中央金庫
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1785 2713110240 東京都 リョーリツ化成株式会社 8012801009112
「ＮＣモデル加工機」導入による事業領域拡大プロジェク
ト

多摩信用金庫

1786 2713110242 東京都 合同会社ＫＳデンタルラボ 6013103000471 可撤式インプラント用ジルコニアフレームの試作開発
株式会社ブレイブコンサル
ティング

1787 2713110243 東京都 有限会社三栄美術印刷 3011702016651
最新デジタル複合機を駆使した地産地消の販促物印刷
サービスの提供

大橋中小企業診断士事務
所

1788 2713110244 東京都 有限会社ティー・アイ・アンド・アイ 4013102007899 ペンシル型万能エアーチゼルの開発 西武信用金庫

1789 2713110245 東京都 益子製作所 　－
増大する試作品・小ロット品への高度な精密機械加工
体制の確立

西武信用金庫

1790 2713110247 東京都 株式会社塩 8010101008388
金属加工の職人技を数値し活用する自動制御加工シ
ステムの試作開発

多摩信用金庫

1791 2713110249 東京都 有限会社サカエ樹脂工業 3012802004439
最新エスカレーター清掃商品の国内生産の実現と高品
質提供の実現

菅野正一

1792 2713110250 東京都 株式会社ウインドジャマーズ 2012401015144
オートバイ専門搬送設備導入による顧客ニーズへの対
応力の強化と生産性の向上

株式会社ヒューマンネット・
コンサルティング

1793 2713110251 東京都 株式会社中央発明研究所 6013101001430
含浸廃水中から高純度で含浸剤を抽出するシステムの
開発

りそな銀行

1794 2713110252 東京都 Ｋｅｎｐａｌ株式会社 8012401022705 脳波センサーを利用した自動車事故防止対策サービス
野口五丈公認会計士事務
所

1795 2713110253 東京都 ケイワイ株式会社 7011101062087
特殊素材に対応可能な３Ｄプリンタ向けスライスソフトの
開発

星野徳孝

1796 2713110256 東京都 株式会社飯山特殊硝子 6010801000794
硝子加工精度の向上と複雑形状への対応を可能にす
る生産体制の構築

株式会社エフアンドエム

1797 2713110257 東京都 有限会社石黒製本 2011702000937
直角多重折用紙折機ユニット及び反転ユニットの導入
による生産性向上と受注拡大

東京東信用金庫

1798 2713110258 東京都 株式会社隅田屋商店 9010601012673
日本国産米の海外輸出に関する新たな品質劣化防止
技術の開発計画

Ｂ．Ｔ．Ｉコンサルティング事
務所

1799 2713110261 東京都 有限会社塩本ヘラ鉸製作所 9011802003593
大型製品向け手鉸り用機械の導入とヘラ鉸り技術の伝
承、展開

東栄信用金庫

1800 2713110262 東京都 株式会社高畑製作所 5011801002815
最新モデルのジグボーラー導入と内視鏡用ゴム金型の
生産プロセスの革新

東栄信用金庫

1801 2713110263 東京都 有限会社シーアンドケイ 2011802026543 新たな中敷の開発と販売 商工組合中央金庫

1802 2713110264 東京都 株式会社三共紙店 5010001105263
壁紙×デジタル技術！　究極の壁紙オーダーシステム
を実現

芝信用金庫

1803 2713110266 東京都 ケミックス工業株式会社 4011801001388
エネルギー掘削装置部品の革新的素材変更のための
成形方法の変更

商工組合中央金庫

1804 2713110267 東京都 株式会社藤井光学 5013301010513
自社開発光造形型技術と５軸加工による高品質樹脂製
品試作の実現

城北信用金庫

1805 2713110268 東京都 合資会社安井商店 5010003005081
来店困難なお客様に対する、額縁のオーダー受注シス
テムの導入

税理士法人横須賀・久保
田

1806 2713110269 東京都 株式会社アイビーシー 8011101001746 ギフトの質を高め感動を与えるサービスの開発 巣鴨信用金庫

1807 2713110272 東京都 株式会社ツキジ製作所 8012401001048
ＣＮＣ自動旋盤導入と工程削減による小径高性能部品
の高精度化の実現

多摩信用金庫

1808 2713110273 東京都 有限会社恵精機 7010802014487
３Ｄ　ＣＡＤ／ＣＡＭ活用による３次元加工の販路拡大と
熟練作業の可視化、自動化による生産性の向上

松島由紀子税理士事務所

1809 2713110275 東京都 有限会社大昌カラー 4010602032782
最新型ＣＴＰ機導入による平台校正サービスの生産性・
品質向上

東京東信用金庫

1810 2713110276 東京都 有限会社多田製本 5011402005738 絵本専用綴じ機の導入を通じた競争力強化 芝信用金庫

1811 2713110278 東京都 株式会社ハイバーテック 6011801003886 Ｇコード・コントローラ開発 朝日信用金庫

1812 2713110279 東京都 エヌ・テー・ユー株式会社 1010801001665
特殊工具の置き忘れ防止装置付きケースの開発による
重大鉄道事故防止

さわやか信用金庫

1813 2713110285 東京都 合同会社プロモベオ 6010003021672
立体形状を有するフレキシブルなポリマー脳電極の製
造技術の開発

東京中央経営株式会社

1814 2713110288 東京都 株式会社ユニバル 7011601016567
日本製高精度歯科技工製品の海外への短納期提供実
現による最先端設備導入

七島信用組合

1815 2713110291 東京都 株式会社桜井 5012801002870
皮膜処理設備導入による、塗装品質の向上及び生産
性の改善

西武信用金庫

1816 2713110293 東京都 株式会社荏原計器製作所 2010701001698
加工プロセスの効率化によるオーダーメイド生産の高
度化および環境・エネルギー分野への新展開

三菱東京ＵＦＪ銀行

1817 2713110294 東京都 サーマル化学産業株式会社 7011601002468
血漿融解装置（凍結保存された輸血用の血漿が入った
バッグを解凍する装置）の新製品開発

巣鴨信用金庫

1818 2713110296 東京都 株式会社ビジョナリークロス 2010401104818 スクール事業者向けトータルサポートサービスの展開
株式会社グランツ・コンサ
ルティング

1819 2713110297 東京都 株式会社太陽油化 2011401007738
グリストラップ汚泥の燃料化による再生重油の生産体
制の構築

株式会社グランツ・コンサ
ルティング
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1820 2713110300 東京都 有限会社ハルベッツ 4011102017274
人工心肺装置に基づく心臓外科手術の確立で多くの命
を助ける動物病院

株式会社濱田マネジメント
タクティクス

1821 2713110302 東京都 株式会社メディボヤージュ 2010701031695
産休育休中の女性医師によるＴＶ電話での訪問看護支
援サービス

小松満義公認会計士・税
理士事務所

1822 2713110304 東京都 株式会社Ｈ２Ｍ 4013301037508
地方の買い物難民をターゲットとした新物流網創出によ
る新規顧客層開拓

大沢洋子税理士事務所

1823 2713110307 東京都 有限会社村山プロセス 1010002027031
アナログ製版のデジタル化によるアナログフィルム資産
の再活用および海外展開

朝日信用金庫

1824 2713110308 東京都 有限会社篠原製本所 3011102006146 綴じ工程の見直しを通じた競争力強化 東京信用金庫

1825 2713110311 東京都 株式会社プロジェクト・オン 9012401014759
人体骨格に基づく最適デザインを用いた丹田強化ベル
トの試作開発

浅田益宏税理士事務所

1826 2713110312 東京都 有限会社藤原製作所 1011402018421
耐久性・精密性に優れた抜型を自動化により短納期で
実現する

巣鴨信用金庫

1827 2713110314 東京都 株式会社グローブ・テック 3012801000430
燃料電池、発電装置などで使用さける、高温用コネクタ
の開発

多摩信用金庫

1828 2713110315 東京都 株式会社雄島試作研究所 2012401010954 ミリ波帯誘電率測定用共振器の開発 みずほ銀行

1829 2713110316 東京都 株式会社ＦｅｅＭａｉｌ 7010001170982
代引き課金のインターネットメールサービスの開発と事
業展開

西武信用金庫

1830 2713110323 東京都 株式会社伊藤バインダリー 4010601009807
ＣＣＤカメラ付乱丁検査装置の導入による、品質向上及
び利益拡大化の計画

東京東信用金庫

1831 2713110327 東京都 株式会社汀線科学研究所 9010101009030
ＮＯ及び関連物質の呼気ブレスバイブレス測定モニター
の開発

多摩信用金庫

1832 2713110329 東京都 有限会社天池製作所 1011802009284
射出成形機用取出しロボット導入による　品質向上と生
産プロセスの革新

朝日信用金庫

1833 2713110341 東京都 株式会社ジーアンドエム 2011801017394
特許技術を活用したインフルエンザ゛除去に優れた室内
除菌機の開発

東京中央経営株式会社

1834 2713110343 東京都 エイコム株式会社 5011101060712
顔認証技術を応用した多言語対応型クーポン券発行シ
ステムの開発

服部中小企業診断士事務
所

1835 2713110349 東京都 株式会社ジャロック 9011201002627
スチール製ラックに代替する軽量・防錆・安全な樹脂製
組立式棚の試作開発

株式会社エフピー・ワン・コ
ンサルティング

1836 2713110358 東京都 株式会社箱長 1010501010875
製造・販売体制整備・強化で伝統的な桐工芸品の海外
普及へ取組む

東京東信用金庫

1837 2713110378 東京都 株式会社宇田川金属工業所 3010601009329
ＮＣスタッド溶接機導入による高精度加工と生産性向上
の実現

東京東信用金庫

1838 2713110384 東京都 リングトレーディング株式会社 4010001147868
ソーセージケーシングを熱圧着により結紮する機械の
試作開発

巣鴨信用金庫

1839 2713110397 東京都 ラスター食糧株式会社 3012401008799
防腐剤フリーの安心・安全で美味しい生麺の生産量倍
増と品質改善の為の製麺機入れ替え

多摩信用金庫

1840 2713110403 東京都 ネストビジュアル株式会社 2011001099151
ＣＧ業界を活性化する！ＣＧクリエイター育成とインタラ
クティブ映像レンタル事業

恵良税理士事務所

1841 2713110404 東京都 株式会社フジタ医科器械 9010001006763
局所脳内酸素飽和度モニターの使い捨てセンサーの開
発

みずほ銀行

1842 2713110407 東京都
有限会社エス・ケイ・クリエーションス
タジオ

2011002027276
ファッション技術者の技術向上及び感覚育成を行うス
クールの開講

西武信用金庫

1843 2713110414 東京都 篠田歯科 　－
ＣＴを用いた歯周治療、インプラント治療における革新
的再生療法の開発

千葉銀行

1844 2713110415 東京都 株式会社エコミナミ 4013401002130
初期コストを抑え、低価格化した、業界初のリフォーム
用温水床暖房システムの開発

西武信用金庫

1845 2713110416 東京都 ハズウエア株式会社 1012401010170 訪日観光旅行客向けビーコン点呼システム 多摩信用金庫

1846 2713110418 東京都 株式会社クロンティップ 6013301017400
バッグ等で使用する人体接触部の外気温度上昇を抑え
る生地の開発

商工組合中央金庫

1847 2713110420 東京都 バンプレコーダー株式会社 2011501019030
位置・加速度情報を利用した乗降判定ロジックとレイ
ヤー表示システムの開発

城北信用金庫

1848 2713110424 東京都 ＡＫＩＭＩＴＳＵＴＲＩＢＥ株式会社 2010501037042 海外輸出用冷凍穴子の国内加工・貯蔵場の新設計画 東京東信用金庫

1849 2713110426 東京都 株式会社セイブ 4010801015877
燃料電池自動車向け高精度部品加工の生産性向上計
画

東日本銀行

1850 2713110427 東京都
株式会社エスキュービズム・テクノロ
ジー

6010401111117
ナンバープレートの画像認識精度向上による駐車場の
予約・自動決算サービスの実現

りそな銀行

1851 2713110429 東京都 株式会社コーテック 6012701003464 多品種少量生産向け成膜事業への展開 税理士法人アンビシャス

1852 2713110432 東京都 株式会社シリウス 4030001054113
水で汚れを分解する技術を搭載した次世代掃除機Ｓｗｉ
ｔｌｅ（スイトル）の筐体開発

城南信用金庫

1853 2713110433 東京都 株式会社ＴＲアンドＫ 1011101055708
乳児・小児に使用可能な小型で安価なパルスオキシ
メーターの開発

八千代銀行

1854 2713110435 東京都 都建材工業株式会社 4012401001670 自立式多機能ブロックの製品開発 多摩信用金庫
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1855 2713110438 東京都 三和産業株式会社 8011701003126
ＣＮＣ複合フライス盤とＣＡＤ／ＣＡＭシステムを導入して
高精度加工品の受注と航空機分野の展開を図る

特定非営利活動法人ＮＰＯ
ビジネスサポート

1856 2713110439 東京都 株式会社内田染工場 4010001000911
新技術導入で１千万経費減、０．５日納期短縮、提案力
向上！選ばれる染工場に！！

巣鴨信用金庫

1857 2713110440 東京都 株式会社サン工芸 5012701000347
メタルマスク工程・品質管理システムの開発による競争
力強化

みずほ銀行

1858 2713110441 東京都 株式会社猿江ガラス 7010601027995
手造りガラス製品の品質安定と精度向上により、満足を
提供する

朝日信用金庫

1859 2713110442 東京都 イー・ディー・エル株式会社 1011301000538
精密フランジの光学技術導入による検査工程の効率向
上

商工組合中央金庫

1860 2713110443 東京都 有限会社森豊印刷 7011702011707
自動連続給水搭載機導入による水被膜安定化と印刷
品質の向上

株式会社ＧＩＭＳ

1861 2713110444 東京都 株式会社アースモス 3011201015865
日本の陶磁器の良さを世界に発信する多言語対応サイ
トとアプリの作成

巣鴨信用金庫

1862 2713110445 東京都 株式会社セイファート 6011001043048
究極の１ｔｏ１マーケティングを目的としたサロン向け集
客アプリの開発

商工組合中央金庫

1863 2713110446 東京都 株式会社アーキテクスト 3010001150336
マンション大規模修繕での管理組合支援と建築修繕業
界活性化サービス

税理士法人福島会計

1864 2713110447 東京都 有限会社フジノプラント 8012802007569
次世代ＣＮＣ搭載立形マシニングセンタ導入による多品
種少量生産プロセスの革新

東大和市商工会

1865 2713110450 東京都 城山産業株式会社 4011001011320
高節水・コンパクト型プール用水循環浄化装置の試作
開発

三井住友銀行

1866 2713110451 東京都 佐藤電研株式会社 1011701003462 大型ＬＥＤ照明向けスピニング加工技術の確立 朝日信用金庫

1867 2713110452 東京都 有限会社エミックス 4011602001827
デジタル制御技術を用いた高機能太陽電池特性計測
装置の開発

田中経営研究所

1868 2713110454 東京都 株式会社アイディング 8011701009197
医療機関向け手術説明用コンテンツ提供サービスの開
発

フィルアーツコンサルティン
グ

1869 2713110455 東京都
株式会社デンタルマネジメントソ
リューションズ

6010001173061 はがたる～歯が足る社会へ～ みずほ銀行

1870 2713110456 東京都 有限会社ロハス 8010602031979
全自動裁断機の導入による、生産性向上及び小規模ア
パレルブランド支援事業

北野孝志

1871 2713110457 東京都 株式会社トキオテック 1010801008297
検査設備投資による、高精度部品の精度革新と、７％
の生産力向上事業計画

芝信用金庫

1872 2713110458 東京都 株式会社アルカディア・イーエックス 2011301008836
人材評価・活用システムの利便性向上のための機械装
置専用ソフトウェア製作と購入

公益財団法人東京都中小
企業振興公社

1873 2713110459 東京都 ノーブル無線株式会社 8012401012895
気象観測、および、航空管制用高性能レーダー用分
配・合成器開発事業

多摩信用金庫

1874 2713110460 東京都 フレンドグラフィック株式会社 8010001028544
最新モデル機活用とＩｏＴ指向による革新的名刺受注生
産システムの構築

株式会社ＧＩＭＳ

1875 2713110464 東京都 株式会社山城精密 1013101001583 高性能バリ取り設備導入による生産性向上 西武信用金庫

1876 2713110465 東京都 浅草ＫＴ歯科 　－
ＣＡＤ／ＣＡＭ設備を使用した海外観光客等向けの即日
治療サービスの提供

若杉公認会計士事務所

1877 2713110466 東京都 有限会社菅谷食品 4013102006232
納豆の充填ラインの拡充による新規顧客への安定供給
体制の確立

西武信用金庫

1878 2713110467 東京都 有限会社府川製作所 4011502010845
超高精度ワイヤー加工による超精密外径・内孔１工程
抜きプレス金型の開発

朝日信用金庫

1879 2713110468 東京都 有限会社森下製版 3010502011482
シリンダー加工機対応のエッチング＋マシニング複合
加工方法の開発

朝日信用金庫

1880 2713110472 東京都 トックベアリング株式会社 9011401004704
最新加工設備導入による提案用試作品の納期短縮・コ
スト削減

東京中小企業投資育成株
式会社

1881 2713110473 東京都 グッドプランニング株式会社 8013201016194 大型店舗向けのデジタルサイネージ専用端末の開発 株式会社Ｋｉｐｓ

1882 2713110475 東京都 株式会社ＴＡＮＵ 2013201017834
高性能・高解像度超音波診断装置導入による、人間並
みの動物高度医療の提供

税理士法人アクア

1883 2713110478 東京都 株式会社ネットシーズ 9010001075734
アドテク型チャットシステムの構築およびクラウドサポー
ト運用

野口五丈公認会計士事務
所

1884 2713110482 東京都 有限会社エーブル 3012802000339
マシンニングセンター導入による加工精度向上と生産
性向上の実現

多摩信用金庫

1885 2713110484 東京都 有限会社朝日鍍金工場 9011702000039 亜鉛排水規制強化における亜鉛めっきの生産性向上
特定非営利活動法人東京
都北区中小企業経営診断
協会

1886 2713110488 東京都 株式会社コイズミ 5011401001993 雪路滑り止めアタッチメント付ホイール 朝日信用金庫

1887 2713110489 東京都 株式会社ＴｈｅＭＯＴＣｏｍｐａｎｙ 8010901033503 ＣＦＲＰ・発泡樹脂複合材のプレス成形 西武信用金庫

1888 2713110490 東京都 有限会社ウィッシュ 3012702013382
安価・高い汎用性・簡単操作のエア駆動型スカラロボッ
トの試作開発

西武信用金庫

1889 2713110493 東京都 株式会社松田石材工業所 9011501004380 保有知的財産「永代位牌」改良利用計画 巣鴨信用金庫
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1890 2713110494 東京都 株式会社セントラルプロフィックス 6010001048107
ＮＣ彫刻機での造形＋３Ｄへの高精細印刷＝超リアル
立体造形物の製作

株式会社エイチ・エーエル

1891 2713110496 東京都 アサヒ金属株式会社 6011801005370 衛生・耐震パネルの開発と新分野および海外展開 税理士沼田健一事務所

1892 2713110498 東京都 ばんじゃく株式会社 1200001012824
スマートフォンのロック画面に広告配信しポイント付与す
るシステムのＳＤＫ開発

服部税務会計事務所

1893 2713110500 東京都 株式会社大崎鈑金工業所 9010701001923
溶接レス板金加工技術による、高耐久・高精度キュービ
クル筐体の開発

城南信用金庫

1894 2713110503 東京都 相原歯科医院 　－
最先端デジタル機器を応用した成人矯正とインプラント
治療

東京東信用金庫

1895 2713110504 東京都 有限会社宮崎精機製作所 2011702011364
金属加工技術の高精度化・安定化による、国内外から
の新規受注獲得

東京東信用金庫

1896 2713110507 東京都 株式会社サンレイ 3012401014632 モーターコントロール装置の試作開発 多摩信用金庫

1897 2713110508 東京都 株式会社エイム・トータス 1010101006761
ファイバーレーザー加工機導入による放送機器向け部
品加工の高効率化

青梅信用金庫

1898 2713110509 東京都 株式会社ライト製作所 2011401006896
眼鏡検査機器の光源の定量的評価におけるデータの
信頼性を確保するための検査評価技術

大東京信用組合

1899 2713110513 東京都 日本アイエフ株式会社 2010001108368
インダストリアル向けＵＳＢ３．１　ＴＹＰＥ－Ｃ　ケーブル
事業化計画

朝日信用金庫

1900 2713110518 東京都 クラスメソッド株式会社 5011101037603
ＩｏＴの開発容易性を高めるクラウド・データ分析システ
ムの開発

藤岡壮志

1901 2713110530 東京都 株式会社梅田製作所 8012801008675
医療臨床検査用の検体検査装置における品質向上と
生産プロセスの改善

西武信用金庫

1902 2713110534 東京都 株式会社奥野製作所 9010101000732
レーザーマーカ自動装置による生産プロセスの革新と
国内外での商品強化

多摩信用金庫

1903 2713110536 東京都 ナノダックス株式会社 5011501015225 ガラス強化３Ｄプリンター用フィラメント開発 りそな銀行

1904 2713110541 東京都 有限会社双和鍍金 6011502009415
新バレル鍍金装置導入並びに販売促進による生産性
向上、売上拡大

特定非営利活動法人ＮＰＯ
ビジネスサポート

1905 2713110542 東京都 有限会社小柳塗工所 7010602011742
塗装プロセスの生産性を向上させるための設備の改良
更新

東京東信用金庫

1906 2713110546 東京都 株式会社三鷹金属化工所 2012401013040
航空機及び防衛産業向けの硬質耐摩耗メッキ処理工
程の開発

三鷹商工会

1907 2713110553 東京都 朝日精機工業株式会社 1011401000256
５軸マシニングセンター導入による生産プロセスの抜本
的改善と新分野進出

みずほ銀行

1908 2713110558 東京都 有限会社ユニキューブＴｅｃｎｏｓ 4012802003019
風力発電塔危険回避点検・データー収集のためロボッ
ト試作開発

西武信用金庫

1909 2713110560 東京都 株式会社ミクボ技研 3012801003128
「ＮＣ形彫放電加工機」「３次元測定機」導入による製造
体制高度化プロジェクト

多摩信用金庫

1910 2713110581 東京都 シャルキュトゥリーモエ 　－
自家製シャルキュトゥリーの品質・審美性・消費者の利
便性の向上

西武信用金庫

1911 2713110585 東京都 太田鍍金工業株式会社 6011801000776
防錆分野で需要が高い厚付け電気亜鉛めっきの量産
技術の開発

東京東信用金庫

1912 2713110594 東京都 株式会社黒ばら本舗 2010601010270
最新包装機器の導入により製品包装工程の内製化を
可能とし、生産性向上を図る

東信用組合

1913 2713110596 東京都 株式会社間中木工所 6010601034266
特注家具生産における「高品質な製品づくり」と「提案
力」の強化

東京東信用金庫

1914 2713110602 東京都 株式会社アヅマネジ 6010601008492
品質の可視化と管理効率化による締結部品の生産性と
安全性の向上

三菱東京ＵＦＪ銀行

1915 2713110606 東京都 野方電機工業株式会社 8011201004335
新型ワイヤーカット導入による生産性向上と技術提案
能力の向上

協同組合さいたま総合研
究所

1916 2713110613 東京都 株式会社三響社 4010001017138
オンライン校正クラウドサービスの活用等による学校ビ
ジネス拡大事業

株式会社ＧＩＭＳ

1917 2713110617 東京都 カートレード株式会社 9011101075797
個人間中古車売買ウェブ仲介新規システム開発事業計
画

霞友有限責任監査法人

1918 2713110620 東京都 株式会社東京製作所 3012801002352
「横形マシニングセンタ」導入による新ビジネスモデル強
化事業

多摩信用金庫

1919 2713110622 東京都 バイオリサーチセンター株式会社 2180001017940
レーザー加工及び蛍光顕微鏡の導入による超小型無
線光照射装置の付加価値向上及び生産体制の構築

名古屋銀行

1920 2713110635 東京都 壷坂電機株式会社 8010101002449 広角高解像度レンズの性能測定器の開発 西武信用金庫

1921 2713110636 東京都 株式会社サンクリエーション 7013301034915
シニア向けにヘアメイク付きで出張撮影を行う新サービ
スの開発

巣鴨信用金庫

1922 2713110637 東京都 平賀機械工業株式会社 3010801010111
新型マシニングセンター導入による部品製作の高精度
化、生産性の向上、利益の向上

商工組合中央金庫

1923 2713110638 東京都 株式会社プレック 9012801006406
国内工程改善とベトナム法人の相乗効果によるグロー
バル展開計画

加藤公認会計士事務所

1924 2713110644 東京都 株式会社東宝ダイヤモンド 4010501008834
当社オリジナル金属製品装飾方法の生産プロセス革新
と量産化対応

朝日信用金庫
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1925 2713110651 東京都 株式会社エグゼクション 5010001145739
案件毎の採算性の見える化による業種別イノベーション
促進アプリケーションの試作開発

辻・本郷ビジネスコンサル
ティング株式会社

1926 2713110654 東京都 株式会社東邦産業 9010501008722
最新技術で高度化した「鉄道業用新型ＬＥＤ合図灯」の
試作開発

朝日信用金庫

1927 2713110656 東京都 ケィディケィ株式会社 9010801014585
３Ｄプリンターを活用した治具製造による、樹脂部品の
効率的少量多品種生産の実現

さわやか信用金庫

1928 2713110657 東京都 リイマジンコンサルティング株式会社 1011101060939 「誰でも創れる共済」クラウド共済サイトの試作開発 株式会社Ｋｉｐｓ

1929 2713110662 東京都 株式会社トップランク 9040001024787
日本の中古車販売店を元気にする！国内外中古車販
売網の構築

株式会社シャイン総研

1930 2713110668 東京都 日進技研株式会社 6011801003770
マルチビーム測量システムの導入・標準化による測量
精度の向上・高品質化

朝日信用金庫

1931 2713110684 東京都 株式会社フジタ・ジャパン 1011401007342 高所用Ｗｉ－Ｆｉデジタルカメラ検査機器試作開発 巣鴨信用金庫

1932 2713110689 東京都 株式会社ハナミ 5011101017497
０２０プロモーション用広告品の短納期ワンストップ・
サービスの開発

特定非営利活動法人東京
都北区中小企業経営診断
協会

1933 2713110692 東京都 株式会社テンペストフーズ 6020001092509 大豆発酵食品の試作開発及び生産性向上 西武信用金庫

1934 2713110703 東京都 株式会社よふきインターナショナル 5011601018318 ＣＡＤ導入による生産性の向上と技術承継 巣鴨信用金庫

1935 2713110705 東京都 株式会社東京センサ 6010601005390
革新的センサの開発による接触／非接触式バンパース
イッチの試作開発

三菱東京ＵＦＪ銀行

1936 2713110719 東京都 株式会社インテクノス・ジャパン 6011101001970
異物センサの出荷校正／再校正用革新的な「新型校正
装置」の開発

三井住友銀行

1937 2713110730 東京都 株式会社バースト 7010701029801
瞬間冷凍技術による唐揚げ調理プロセスの標準化・単
純化・均質化事業

大東京信用組合

1938 2713110732 東京都 名執デンタルオフィス 　－
インプラント患者に対し新たな歯科技術を用いた安全性
の向上と雇用創出

さわやか信用金庫

1939 2713110734 東京都 株式会社アイ・ティー・オー 9012401013612
エンドトキシンフリーの医科向け再生医療関連スキンケ
アプロダクトの開発

三井住友銀行

1940 2713110740 東京都 株式会社フジダイヤ 8010101008999
医療機器部品の超精密加工を実現する単結晶ダイヤ
モンド工具の開発

一般社団法人首都圏産業
活性化協会

1941 2713110764 東京都 ＦＬＡＴ 　－
ＴＰＰ対策＆靴販売方法の新提案！特許を活かした
イージー・オーダー靴の試作開発事業

城北信用金庫

1942 2713110765 東京都 株式会社井口機工製作所 8011601000537
ターンテーブルの大型化と短納期・高精度を実現する
生産体制の構築

株式会社エフアンドエム

1943 2713110766 東京都 ヘンムー合同会社 5011003006458
ヴァーチャルリアリティの店舗内体験にて購買を支援す
るサービス

西武信用金庫

1944 2713110771 東京都 有限会社マルタカクリーニング 9011702011003
個人用クリーニングから産業用クリーニングへの販路
拡大事業

朝日信用金庫

1945 2713110772 東京都 有限会社深川ダイス製作所 4011702014381
最新型放電加工機と研磨技術が融合した高精度・高付
加価値の異形ダイス開発

朝日信用金庫

1946 2713110774 東京都
株式会社クレススマートソリューショ
ンサービス

5010701027666
非接触レーダー・Ｗｉ－ＳＵＮによる「ステルス型見守りシ
ステム」の試作開発

芝信用金庫

1947 2713110777 東京都 株式会社ｃｕｂｉｅ 2010601049136
食文化向上に資する「ワイン」との新しい出会い方を提
供する事業

商工組合中央金庫

1948 2713110781 東京都 株式会社ドンキーボックス 8011501007888 「どこでもプロジェクターケース」試作・開発 三森税理士事務所

1949 2713110782 東京都 今井印刷株式会社 5010001010752
秋葉原で色再現性の高い高付加価値な少部数冊子制
作事業の立ち上げ

株式会社ＧＩＭＳ

1950 2713110784 東京都 株式会社清和光学製作所 7011201002802
高付加価値のある光学機器開発生産のための製造技
術高度化

土谷税理士事務所

1951 2713110788 東京都 集塵装置株式会社 5011401003107
オゾンを含んだファインバブル水による洗浄式脱臭装置
の開発

商工組合中央金庫

1952 2713110789 東京都 アールエフ矯正歯科 　－
３Ｄデータを活用したマウスピース製作の革新的な矯正
治療の展開

木本直之税理士事務所

1953 2713110790 東京都 ホワイトプラザ歯科 　－
超高齢社会における、安心・安全のインプラント・ガイ
デットサージェーリー治療

税理士法人ＰＦＡ

1954 2713110791 東京都 株式会社緑陽社 2012401014798
バーチャルレイアウトシステムと最新プリントシステムで
実現する革新的ワークフローの開発

柿﨑経営法務事務所

1955 2713110794 東京都 吉田工業株式会社 5010701013749 省エネルギー型小型ボイラーの開発 東日本銀行

1956 2713110796 東京都 有限会社服部精機 5010802011560
ガラス瓶用金型部品の設備導入と自社技術開発による
生産性向上事業

さわやか信用金庫

1957 2713110797 東京都 フューチャーサポート株式会社 8010801023868
雇用のミスマッチの最小化を図った人材紹介サービス
の実施

フォーライフコンサルティン
グ事務所

1958 2713110798 東京都 有限会社金成スクリーン 7011802023486
多様化・　高度化するデザインニーズ対応の新複合特
殊印刷技術の開発

東榮信用金庫

1959 2713110802 東京都 サイトセンシング株式会社 9050001034455
３次元（３Ｄ）デジタルモデル作成効率の劇的向上、及
び、商圏の飛躍的拡大

常陽銀行
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1960 2713110803 東京都 大三工業株式会社 1011601003959
ＮＣ旋盤導入による農業用大型排水管部品の生産性向
上

城北信用金庫

1961 2713110807 東京都 株式会社はくぶん研究所 3120001157997
ＪＡＰＡＮ教育ブランド「学校教材」の東南アジア・ＴＰＰ加
盟国への営業展開

大幸経営有限会社

1962 2713110813 東京都 鈴上工業株式会社 9010801005915
大径ＮＣ旋盤による旋削・長穴ガンドリル複合加工方法
の開発

芝信用金庫

1963 2713110816 東京都 株式会社ココファースト 6140001095978
専用ＩＴシステム導入による自転車撤去管理業務の付加
価値向上

ＳＷＯＴ有限会社

1964 2713110819 東京都 株式会社坂本製作所 6012801002102
最新型パイプベンダーの導入による、新規プロジェクト
立ち上げに向けた高精度化・増産対応

西武信用金庫

1965 2713110821 東京都 株式会社技光堂 6011401001539
シルク印刷技術とＵＶインクジェット機による革新的な印
刷の実現

巣鴨信用金庫

1966 2713110823 東京都 ライト＆イメージ 　－
精密微細加工の技術、ノウハウを活かした特殊な樹脂
成型光学部品の製造

多摩信用金庫

1967 2713110824 東京都 株式会社ダブル 8011401010975
最新型インクジェットプリンタを使った次世代型色校正
サービスの開発

城北信用金庫

1968 2713110826 東京都 フジテクノ株式会社 6010801022376
ビア樽商品の検査・解析力アップによる品質と生産性の
向上

ジャパン・ラボ株式会社

1969 2713110834 東京都 アキバ歯科 　－
インプラント治療でプロセス革新を行い、品質向上と治
療期間短縮化を図る

群馬銀行

1970 2713110838 東京都 株式会社エージーリミテッド 7010401077910
レーザー加工工程改善による生産性向上及び少量多
品種化

西武信用金庫

1971 2713110839 東京都 株式会社アンティーム 3010501034773
最新レーザー加工機等の導入による高精度・短納期生
産体制の確立

朝日信用金庫

1972 2713110840 東京都 株式会社環境材料エンジニアリング 9010801019576
木材成分を原料とするＰＤＣを用いたセシウム汚染水処
理装置の開発

安藤一彦

1973 2713110841 東京都 ハイテクインター株式会社 4010001075763
マルチベンダー対応の次世代監視システム用映像表示
システムとトランスコーダの開発

中井啓之税理士事務所

1974 2713110844 東京都 小作木工有限会社 5013102001793
全自動卒塔婆加工機の導入により安価な輸入品に対
するコスト競争力の強化

西武信用金庫

1975 2713110846 東京都 株式会社日伸スプリング 9010601019058
特許取得済である鐶（かん）の施工用結合具としてのシ
リーズ化と製造原価の低減

東京東信用金庫

1976 2713110849 東京都
株式会社エス・エム・エス・データテッ
ク

8010001074712
人工知能（ＡＩ）を利用した人材と仕事のマッチングサ
ポートサービス

東京東信用金庫

1977 2713110853 東京都 経営創研株式会社 3010601028659
動的見える化を実現し組織の蘇生発展を実現するＳＤ
ツールの導入

あがたグローバル税理士
法人

1978 2713110864 東京都 株式会社ＢｅＴｏｇｅｔｈｅｒ 1010001145305
ＫＡＫＡＳＨＩＴＥＡＣＨＥＲによる栽培指導と地域農業の見
える化

興産信用金庫

1979 2713110865 東京都 株式会社フランキーフーズ 2011701001341 新商品開発発売に伴う、自動パン粉付機の導入 東京東信用金庫

1980 2713110867 東京都 株式会社ウッドベル工業 8013101001263
自動組立・検査装置の導入によるボトルネック工程の解
消及び高品質提供体制の構築

西武信用金庫

1981 2713110871 東京都 ワールド印刷株式会社 5010001120576
最新設備導入による近隣小規模同業社に対する下請
け機能の強化と紙回帰への先手対策

株式会社ＧＩＭＳ

1982 2713110879 東京都 株式会社ケンファクトリー 2013102005500
当社の強みを発揮した新たな生産プロセスの構築で航
空機内装設備のアルミ部品を新規受注

多摩信用金庫

1983 2713110881 東京都 日本ウイントン株式会社 3010801008857
住宅用換気ダクト用清掃ロボットの開発による清掃サー
ビスの高度化

ライジングコンサルタンツ
株式会社

1984 2713110883 東京都 有明デンタルクリニック 　－
ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による歯の補綴物ワンデー
トリートメント事業

税理士法人藤井会計事務
所

1985 2713110886 東京都 株式会社吉本製作所 7013101004127
加工・プログラム・検査を連携した高効率な生産体制の
確立

商工組合中央金庫

1986 2713110887 東京都 株式会社ミューテック 4011401013180
ＩｏＴ対応・２連結マシニングセンター導入による機械部
品生産の高度化と高生産性の実現

埼玉りそな銀行

1987 2713110892 東京都 株式会社美・ショップ・ジョージ 4013201007354
エコ訪問美容カーで女性雇用促進と高齢者健康・美容
促進サービスの開発

三橋心

1988 2713110897 東京都 有限会社磐梯工業 5010802011511 新素材向け高精度金型への挑戦 城南信用金庫

1989 2713110898 東京都 株式会社ユーアイ 9012801008170
ワイヤーハーネス関連のハイエンド設備導入による平
均年間成長率４０％達成計画

多摩信用金庫

1990 2713110902 東京都 エー・アンド・エー株式会社 7013101004440
最新ロボドリル導入によるプラスチックの超微細加工技
術の確立

一般社団法人首都圏産業
活性化協会

1991 2713110903 東京都 株式会社トーン・アップ 2120001085951
次世代高機能デジタルサイネージ設備導入による受注
型から自立提案型事業への転換

三井住友銀行

1992 2713110904 東京都
株式会社ジャパンホームランドセキュ
リティ

1010401093194
放射線量を大幅に低下させる革新的コーティングサー
ビスの開発

合同会社東都経営力向上
センター

1993 2713110907 東京都 株式会社リナジェン 6010001158632 バイオガス分離膜を用いたメタン濃縮設備の開発
税理士法人コーポレート・
アドバイザーズ

1994 2713110910 東京都 株式会社Ｉ・Ｐソリューションズ 1010001109656
スマホにタッチして認証・情報取得する次世代電子スタ
ンプの開発

巣鴨信用金庫
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1995 2713110911 東京都 ＳｈａｎｎｏｎＬａｂ株式会社 6010101010123
ロボット対話に革新をもたらす人工知能プラットフォーム
「エージェントプラットフォーム」の開発

多摩信用金庫

1996 2713110912 東京都 株式会社ＢＯＮＤＳ 9011101054999
「二酸化塩素製剤」と「天然鉱物　亜炭」を配合した花の
延命剤の開発

東京東信用金庫

1997 2713110914 東京都 株式会社６次元アニメーション 7010401107122 「Ｕ６」日本式３ＤＣＧアニメーション制作環境整備事業 浅川綜合会計事務所

1998 2713110919 東京都 有限会社笠原製菓 5011702002807
せんべいの在り方を変える『ＳＥＮＢＥＩ　ＢＲＯＴＨＥＲＳ』
の展開

株式会社コミットプラン

1999 2713110926 東京都 有限会社折原精密鈑金 6013102005810
複雑な曲げ技術の導入と生産能力の向上による次世
代有機ＥＬ筐体への挑戦

西武信用金庫

2000 2713110934 東京都 株式会社古川精機 2010801021778
次世代自動車の試作部品製造を飛躍的に効率化する
加工技術開発事業

川崎信用金庫

2001 2713110937 東京都 清信歯科医院 　－
セレックおよびマイクロスコープの導入によるＩＴ化した
高度で安全な歯科治療事業

亀有信用金庫

2002 2713110941 東京都 愛和モールド工業株式会社 2011801000111
プラスチック製品の電動射出成型製造による生産能力
と製品競争力向上

株式会社エフアンドエム

2003 2713110943 東京都 株式会社ジャパンセル 8012301002864
液中ナノ粒子高感度測定用石英セルの革新的製造シ
ステムの構築

株式会社さがみはら産業
創造センター

2004 2713110949 東京都
株式会社スペースエンターテインメン
トラボラトリー

8010801024800 稲作スマートマネージメントシステムの開発と実証実験 さわやか信用金庫

2005 2713110953 東京都 有限会社櫻井製作所 1010702003406
ワイヤー放電加工機を活用した高精度の加工実現と精
密加工部品の受注拡大

芝信用金庫

2006 2713110954 東京都 有限会社玉津抜型 4011402005838
高品質「抜型」ワンストップ生産体制の強化による短納
期化の実現

巣鴨信用金庫

2007 2713110964 東京都 古賀電機株式会社 9010701003374
高真空内部品における切断加工技術の高度化と材料
管理システムの構築

さわやか信用金庫

2008 2713110973 東京都 東洋電溶株式会社 3013101003867
レーザー加工機導入による「自動車の自動溶接組立ラ
イン」製造の超短納期化

成長戦略株式会社

2009 2713110976 東京都 株式会社そると 9011001106000
中小企業の事業成長促進を目的とした、経営者と優良
税理士をマッチングするサイトの開発と運営事業

西武信用金庫

2010 2713110978 東京都 株式会社三州社 5010401011375
大手コンビニ店国内外市場テスト用販促物提供及び港
区イベント支援

りそな銀行

2011 2713110980 東京都 株式会社シマダジュエリー 8010501025917
匠の技術の数値化による金の微細加工品質向上と自
社ブランド拡大

朝日信用金庫

2012 2713110981 東京都 株式会社西尾製作所 5011501008113
高効率の工作機械導入による生産工程の統合と一貫
生産体制の再構築

協同組合さいたま総合研
究所

2013 2713110983 東京都 株式会社谷山製作所 3011801002899
抜型製作の更なる短納期化と高品質化によるパッケー
ジ業界への貢献

東京東信用金庫

2014 2713110988 東京都 株式会社シイズンドアグリ 8010801017531
「食後ニオイが気にならないニンニク」を筆頭とした素材
丸ごと使うペプチドの開発

引地栄二税理士事務所

2015 2713110991 東京都 株式会社ラテラ・インターナショナル 8010401001943
ＡＲ技術を活用したインバウンド向け高付加価値地図の
開発

株式会社グランツ・コンサ
ルティング

2016 2713110992 東京都 有限会社八巻畳工業 4011502004731
畳逢着機（大型自動ミシン）の導入による車イス用畳の
事業化

巣鴨信用金庫

2017 2713110995 東京都 株式会社伊藤高圧瓦斯容器製造所 9010801000973
ＲＦタグ在庫管理システムの導入と粉体自動塗装設備・
スクリーン印刷機の同時設置

福原公認会計士事務所

2018 2713110996 東京都 北海興業株式会社 9010401027533 クラウドサービス型安心・安全監視カメラの開発 西武信用金庫

2019 2713110997 東京都 株式会社加藤製作所 5010601035141
受注が増加する高品質スマートキーケースの生産体制
の確立

株式会社エフアンドエム

2020 2713110998 東京都 日興製版印刷株式会社 1011501008141
厚紙への高品質印刷と自由形状加工による印刷トータ
ルソリューション

瀧野川信用金庫

2021 2713111000 東京都 株式会社タクシーアシスト 6010501032799
タクシー運賃先決め旅行サービスのスマートフォンアプ
リの開発。「たくあし君」アプリの開発

三菱東京ＵＦＪ銀行

2022 2713111011 東京都 有限会社阿部工機製作所 8011802000369
高機能ラベルの加工３工程を１台で賄う全自動複合機
の開発

城北信用金庫

2023 2713111012 東京都 マテリアライズ株式会社 4013101006828
ＣＧデータをリバースエンジニアリングにより工業製品の
製造に利用する事業

多摩信用金庫

2024 2713111026 東京都 有限会社原島精機製作所 2013102006572
重機・建機向け複雑・特殊形状ネジの連続加工・生産
性向上

西武信用金庫

2025 2713111033 東京都 株式会社ニッパン・エンジニアリング 4012701004811
門型油圧リフターによるオーバーホール作業のコストと
工期の縮減

小平商工会

2026 2713111034 東京都 株式会社明和製作所 2010101003915
金型製造における短納期・低コスト・高品質化を図るた
めの生産プロセス改善による生産体制の改革

多摩信用金庫

2027 2713111039 東京都 株式会社印南製作所 2011801006067
工程管理の改革・品質管理の改善・設備投資による増
産要請等への対応

巣鴨信用金庫

2028 2713111040 東京都 東京都鍍金工業組合 8010005002140 新たな環境規制対応の為の環境分析能力の高度化 朝日信用金庫

2029 2713111045 東京都 ヤマキ金型 　－
電磁接合技術の事業化を踏まえた、電磁接合用電磁コ
イルの高性能化

東京東信用金庫
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2030 2713111046 東京都 株式会社ベアーメディック 6040001026051
操作性が良く、侵襲が少ない、腹くう鏡下手術専用医療
機器の開発

北川和善税理士事務所

2031 2713111048 東京都 株式会社知財ビジネスリンク 5010901034520
知的財産権の取引市場の構築と取引活性化サービス
の展開

芝信用金庫

2032 2713111050 東京都 株式会社ラ・ショエット 8010001160396
抗菌作用を持ち生活を豊かにする新しいコンセプトのハ
ンドソープの開発

大東京信用組合

2033 2713111051 東京都
株式会社東京プライズエージェン
シー

2013301027254 京都から世界に発信する「天狼院オンエアー」 巣鴨信用金庫

2034 2713111058 東京都 小林熱機工業株式会社 9010801004074
独自技術を活用した大型うどん店向け省エネ・高効率
茹で麺釜システムの開発

芝信用金庫

2035 2713111060 東京都 東和マーク株式会社 7011501003319
＂付けていれば良いだろう＂から＂付けたい＂と価値
観を変える名札の提案

巣鴨信用金庫

2036 2713111061 東京都 相川紙工株式会社 9010001000130
自動ミシン機の導入による筋入れ・ミシン入れ工程の生
産性向上事業

商工組合中央金庫

2037 2713111062 東京都 有限会社若富士製作所 3011702012766
高性能精密ＮＣ旋盤を導入して取引先の要望に対応し
て利益を拡大する

特定非営利活動法人ＮＰＯ
ビジネスサポート

2038 2713111063 東京都 武蔵新田まつ歯科クリニック 　－
歯科医として最大限に子どもの健康に貢献するワンス
トップの診察治療体制の確立

税理士法人アクア

2039 2713111064 東京都 東海産業株式会社 4010801008121
画像測定による工業用プラチック製品の加工精度向上
及び生産性向上

ジャパン・ラボ株式会社

2040 2713111068 東京都 株式会社ハーツクリエイション 6011001046422
新型マルチアングル映像・複数音声インターネット配信
システム開発

西武信用金庫

2041 2713111070 東京都 株式会社ＰＡＲＡＭ 5012801008785
各種素子高速製造のためのマルチ電子ビーム形成用
ＰＳＡ素子の製作

西武信用金庫

2042 2713111072 東京都 アイテック株式会社 1012301000016 精密円筒部品の自動研削加工と遠隔監視の実現 多摩信用金庫

2043 2713111075 東京都 ステラキューブ株式会社 2011401012341
有害物質溶出防止剤（凝集固化剤）の開発・製造及び
販売

瀧野川信用金庫

2044 2713111076 東京都 株式会社美山技研 6010101003861
医療機器向け超小型プリント基板の外形加工プロセス
を確立

多摩信用金庫

2045 2713111077 東京都 ウエブテック株式会社 2010701001203
レトルト食品等のパッケージ印刷の品質を検査する検
査装置の導入

ケー・エムコンサルティング

2046 2713111086 東京都
株式会社サイバービジョンシステム
ズ

9011501006526
ドローンの新機種　ＶＴＯＬ（垂直離着陸機）の研究・開
発

巣鴨信用金庫

2047 2713111094 東京都 株式会社モノリス 5012401008715
アミノ酸分析による犬・猫のガンの早期発見サービスの
開発

さわやか信用金庫

2048 2713111096 東京都 株式会社金子製作所 3010601023445
最新ＮＣ旋盤導入による製品開発の高度化、短納期化
実現

東京東信用金庫

2049 2713111097 東京都 株式会社加藤研磨製作所 6010801021196
高精度表面形状・表面粗さ評価による品質保証体制の
確立

東京中央経営株式会社

2050 2713111099 東京都 株式会社大王製作所 6010501011308
アドオン型生産工程管理とＷＥＢ進捗回答システム導
入で受注拡大へ

東京東信用金庫

2051 2713111103 東京都 株式会社東京御咲 7010801007913
生産設備増強と高精度加工の実現による人工衛星小
型部品への対応

さわやか信用金庫

2052 2713111104 東京都 株式会社戸谷染料商店 6010501008659
デジタルプリンティングを活用した「一点物の椅子づく
り」

朝日信用金庫

2053 2713111109 東京都 株式会社泰清紙器製作所 8011601014207
インターネットを活用した混合生産プロセス構築による、
紙器製造の生産性向上

特定非営利活動法人東京
都北区中小企業経営診断
協会

2054 2713111113 東京都 本多通信工業株式会社 4013201005408 高速画像信号伝送用防水丸型コネクタの商品開発
東京中小企業投資育成株
式会社

2055 2713111114 東京都 オーワテクノ株式会社 7010801023654
鉄道車両用内装部品である忍び錠及びその他錠類の
製造方法の改革

かながわ信用金庫

2056 2713111117 東京都 株式会社江北ゴム製作所 8011801023890
超高デーライト真空成形機による生産性の向上と作業
安全性・快適性の確保

足立成和信用金庫

2057 2713111124 東京都 株式会社アテック 5011601000366 最新組立ロボット導入による回転機生産プロセス改善
一般社団法人首都圏産業
活性化協会

2058 2713111129 東京都 株式会社森田総商 2011401006401
デジタル印刷中綴じ機にカラー線を含む独自のボビン
の製造を自動化にする開発

巣鴨信用金庫

2059 2713111132 東京都 株式会社イーエッチシー 5013401000059
液晶業界の研究・開発者が求める高精細な評価用基
板（ガラス）を忠実に再現する体制の構築

多摩信用金庫

2060 2713111133 東京都 株式会社ナカノ 4010501010757
業界初の１００％植物由来プラスチックを活用した知育
楽器の開発事業

興産信用金庫

2061 2713111136 東京都 株式会社シーアイエス 8010101001574 コンテンツ不足を解消する高速４Ｋカメラの製品化 商工組合中央金庫

2062 2713111138 東京都 株式会社社会起業家パートナーズ 8010001156865
美容難民を救済するオリジナル商材の開発、および、Ｅ
Ｃソフトウェアの構築

巣鴨信用金庫

2063 2713111141 東京都 有限会社ワイテック 4010102007384 加工力強化による高付加価値生産プロセスの確立 多摩信用金庫

2064 2713111142 東京都 株式会社グレイスレディ 4010001145962
即戦力となる外国人留学生と地方企業を結ぶ「地方創
生」人材紹介サイト構築

神吉マネジメントコンサル
ティング
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2065 2713111144 東京都 三報社印刷株式会社 8010601000596
紙製電子回路印刷技術確立と、国内外アニメファンへ
の画期的アイテムの提供

一般社団法人バリューアッ
プ・ジャパン

2066 2713111145 東京都 株式会社ムツナミ 4011801012476 リフィル容器充填のパーマ剤酸化抑制製造の確立 東京都民銀行

2067 2713111146 東京都 東京ニホス株式会社 2013101004263 布等材料長さ測定器の開発 青梅信用金庫

2068 2713111147 東京都 株式会社キュービックス 4010001093030
３６０度映像動画の独自ＣＧを含む映像制作・配信のシ
ステム化

みずほ銀行

2069 2713111148 東京都 株式会社麦酒企画 2011301016500
酵母の自家培養を実現し、国産クラフトビールの高品質
化を図る

特定非営利活動法人杉並
中小企業診断士会

2070 2713111149 東京都 株式会社エヴァアビエーション 7012401029750 パイロット業務を効率化させるための支援サービス開発 多摩信用金庫

2071 2713111150 東京都 有限会社ビーアンドエム 3010602024855
ＩｏＴ対応最新刷版設備導入による生産性向上と利益改
善

朝日信用金庫

2072 2713111151 東京都 株式会社仲田製作所 8010601013912
設備導入により試作開発段階からの参入を果たし、量
産加工の受注強化を図る

朝日信用金庫

2073 2713111153 東京都 株式会社三和デンタル 7010801004175
歯科技工に於けるＣＡＤ／ＣＡＭを中核とした革新的プ
ロセス技術の開発

川崎信用金庫

2074 2713111154 東京都 株式会社松田モデル 9011701007365
設計・造形工程の改善による可動フィギュアの生産力
強化計画

株式会社エフアンドエム

2075 2713111158 東京都 ゼットアップ・リサーチ株式会社 8011001038459
メイドインジャパンによる競技用自転車専用トラベル
ケースの製造・販売

税理士法人サム・ライズ

2076 2713111159 東京都 株式会社クボプラ 7013101003574
複合加工機導入によるプラスチック切削加工、提案型
生産プロセスの構築

西武信用金庫

2077 2713111162 東京都 ＦＵＮＦＡＭ株式会社 3030001084103
飲食店で使用される業務用食器洗浄機に対応可能な
竹製食器の開発

西武信用金庫

2078 2713111164 東京都 株式会社トミテック 4011801010554
精度の高いワイヤ放電加工機とＣＡＤ・ＣＡＭ導入で事
業の全体効率化

瀧野川信用金庫

2079 2713111172 東京都 株式会社東文社 1011501003266
外国社エアライン向けの機内冊子印刷・製本を新規開
拓するための製本機の刷新

三菱東京ＵＦＪ銀行

2080 2713111173 東京都 株式会社エコファースト 9011301011404
工場の省エネ・燃料コストとＣＯ２削減を同時に実現させ
る蒸気節約機器の開発

八千代銀行

2081 2713111174 東京都 合同会社ＴＡＤＯＫＯＲＯ 3010003019711
本場インドカレーと水素で女性顧客も喜ぶ新・癒しサー
ビスの提供

公認会計士志茂坂事務所

2082 2713111177 東京都 三友社出版株式会社 2010001003239 ＩＴ技術を活用した教科書指導マニュアルの制作 東京シティ信用金庫

2083 2713111178 東京都 株式会社マルタカ 6010001101658
リンパの流れを良くする為の「リンパマッサージ器」の開
発

商工組合中央金庫

2084 2713111179 東京都 株式会社キメリカル 2020001107765
生産性と品質を高める、顧客がカスタマイズできるジュ
エリー事業の強化

公益財団法人神奈川産業
振興センター

2085 2713111180 東京都 クリーン冷熱販売株式会社 8010601010224
空調事業者の大幅な負荷低減を実現する、ボンベ管理
システムの導入

朝日信用金庫

2086 2713111181 東京都 株式会社黒部製作所 2010101001084
最新型歯車研削盤の導入による生産性向上と技術伝
承プロジェクト

西武信用金庫

2087 2713111182 東京都 株式会社野口 9013401000583
ウォータージェットカッターを使用した生産性の向上と新
製品開発

蛭田昭史税理士事務所

2088 2713111183 東京都 有限会社天沼製作所 2013102002555
ＮＣターンテーブル付レーザ加工機の導入による高精
度切断加工及び作業工程削減

西武信用金庫

2089 2713111186 東京都 浜中木工有限会社 7013102007723
最高品質の国内製塔婆を輸入品と同水準の安価で販
売するための生産体制確立

西武信用金庫

2090 2713111187 東京都 株式会社エコ・２４ 8010401052012
アスベスト無害化工法（ＣＡＳ工法）の煙突への適用とデ
ジタルマイクロスコープ導入事業

彩ノ国総合研究所千葉亮

2091 2713111192 東京都 有限会社風見製作所 1011802011281
成形品と金型設計の相関ＤＢ化と最新設備導入による
高精度金型の生産性向上

城北信用金庫

2092 2713111193 東京都 有限会社しほまねき 1011202011931
実用新案権弁当箱と食品販売のための受注システムと
新型設備導入

株式会社ヒューマンネット・
コンサルティング

2093 2713111196 東京都 ウェブスペース株式会社 5010101002501
複数の宅配事業者等の荷物の受渡しを管理するＷｅｂ
ロッカーシステムの開発

西武信用金庫

2094 2713111197 東京都 有限会社トロフィー佐藤 8010602018092
世界初のどこでも貼れるシールのデザインの多様世化
と低コスト化、短納期化を可能にする

東京東信用金庫

2095 2713111210 東京都 ノバルス株式会社 9010001167531
センシング技術を搭載した乾電池型ＩｏＴ製品の試作品
開発

ベンチャーインク会計事務
所

2096 2713111213 東京都 Ａｐｅｘ株式会社 5021001017233
非接触三次元測定データからのＩｏＴ活用ダイレクト切削
サービスの確立

一般社団法人首都圏産業
活性化協会

2097 2713111214 東京都 株式会社ディーシーティ 3011001014522
オプトジェネティクス研究向けウェアラブル型生体脳刺
激・解析システムの開発・試作

梅澤会計事務所

2098 2713111219 東京都 こばやし歯科クリニック 　－
歯科ドックを用いた包括的摂食嚥下障害治療システム
と教育体制の構築

阿波銀行

2099 2713111221 東京都 有限会社モワ 8010602005743
快適優美産業　高齢者、女性客の新規分野獲得技術
提案

城北信用金庫

60



受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

2100 2713111228 東京都 株式会社多村工業所 4011701010497
高性能マシニングセンターとＣＡＤ／ＣＡＭシステムを導
入して売上並びに利益を拡大する

特定非営利活動法人ＮＰＯ
ビジネスサポート

2101 2713111234 東京都 株式会社ミリメーター 2010701031448
３Ｄ技術を活用した低価格のフルオーダーメイド女性靴
の実現

杉田公認会計士事務所

2102 2713111244 東京都 株式会社ＨＥＲＥ． 9011001104061
ＶＲ技術の普及を先取した３６０度動画向けのＣＧ素材
の制作販売

西武信用金庫

2103 2713111245 東京都 株式会社三ツ矢 5010701009441
プラズマ装置を用いた耐熱性樹脂へのめっき手法の開
発と生産性向上

商工組合中央金庫

2104 2713111256 東京都
三伸システムエンジニアリング株式
会社

9010601022152
新型測定装置構築での光ファイバー測定試験プロセス
の改善

朝日信用金庫

2105 2713111264 東京都 株式会社東京紙芸社 4011501007710
デザイン性に富み、かつ、機内持ち込みに最適なサイ
ズのインバウンドパッケージ製作

商工組合中央金庫

2106 2713111270 東京都 第一医科株式会社 1010001004353
耳鼻咽喉科クリニック開設に必要な全てを備えたブラン
ドの構築

朝日信用金庫

2107 2713111278 東京都 株式会社タカハシ 3011501010616
搬送機能付き全自動全数検査機導入による生産性向
上と利益拡大

特定非営利活動法人ＮＰＯ
ビジネスサポート

2108 2713111283 東京都 株式会社和心 6011001072625
訪日外国人に自社企画・生産した着物・浴衣をレンタル
事業と越境ＥＣで提供する

八千代銀行

2109 2713111285 東京都 有限会社キンワ製本所 4011102003803
小ロットＥＶＡ・ＰＵＲ製本機導入による特殊な製本ニー
ズへの対応と新規顧客獲得

株式会社ＧＩＭＳ

2110 2713111292 東京都 株式会社ケーナインラボ 7012401019561
小動物の輸血を代替する動物用人工赤血球製造法の
開発

多摩信用金庫

2111 2713111295 東京都 株式会社Ｃｒｅａｔｏｒ’ｓＮＥＸＴ 9021001018186
Ｗｅｂ解析レポート生成・改善提案レポート自動生成
サービスの正式版開発

森公認会計士事務所

2112 2713111298 東京都 株式会社さくら酒店 7010601043200
海外展開を図る日本酒専門販売システム構築による新
たな販売方式の導入

川手佳子

2113 2713111310 東京都 水上印刷株式会社 2011101020470
インストアプロモーションにおける革新的生産技術の導
入

三菱東京ＵＦＪ銀行

2114 2713111314 東京都 アイエスケー株式会社 6010001000075
可視光を使用する腫瘍測定器の開発および特許取得
による競争力強化

朝日信用金庫

2115 2713111315 東京都 株式会社つくば商会 7012401009190
油脂汚れに強く安全な洗濯機導入による「綺麗さ」の品
質向上事業

城南信用金庫

2116 2713111317 東京都 東邦航業株式会社 3012801002385
日本初、航空業界におけるコンソール用パネルの一貫
生産体制構築

西武信用金庫

2117 2713111318 東京都 有限会社アヅマデンタルアート 9012702002173
自由度の高い３Ｄ・ＣＡＤを活用した新しい製法の人工
歯開発と設計ラボの確立

八千代銀行

2118 2713111319 東京都 株式会社加藤製作所 2010501002558
多色印刷・短納期・小ロットによる新「オリジナル缶」製
造販売体制の構築

栃木銀行

2119 2713111321 東京都 株式会社メデック 3010101003930
新たな医療機器構成部品の大口案件に対応する専用
の生産体制の確立

西武信用金庫

2120 2713111324 東京都 株式会社ノマド・グローバル 4010701026306
「インバウンド向けＪＡＰＡＮ　カルチャー体験民泊施設」
の開発

株式会社ヒューマンネット・
コンサルティング

2121 2713111325 東京都 株式会社カネブン 2010001001886
コンパクトな間欠印刷機の導入による抜き工程の精度
向上

株式会社高崎総合コンサ
ルタンツ

2122 2713111326 東京都 有限会社中正紙工 1010602006698
新技術「紙のホチキス」製本による新規市場と需要の拡
大

株式会社ＧＩＭＳ

2123 2713111327 東京都 株式会社タシロイーエル 7010801007054
精密加工部品の計測時間短縮と品質保証による生産
性向上計画

さわやか信用金庫

2124 2713111328 東京都 コロナ産業株式会社 9010501004309
Ｘｍａｓライトメーカーのハロウィン市場に向けたツリー開
発

北陸銀行

2125 2713111334 東京都 株式会社シカルナ・工房 1011701011762 設備導入による成型工程への新展開の実現 三井住友銀行

2126 2713111335 東京都 株式会社ケイ・オール 5013401001825 高精度基板における製造プロセス改善計画 多摩信用金庫

2127 2713111336 東京都 株式会社石井精工 2010601008686
ものづくりの現在と将来を共に見据えた自動車用ゴム
金型生産プロセスの革新化

城北信用金庫

2128 2713111337 東京都 西葛西マリーナ歯科医院 　－
障害者・有病者の患者のために！やさしく、精密で確実
な歯科治療の実現

福井会計事務所

2129 2713111338 東京都 株式会社ヨシズミプレス 1010601016657
高精度プレス機（ストレートサイド形サーボプレス機）を
導入し、従来の困難な加工を大巾に改善させる加工方
法の新開発

中ノ郷信用組合

2130 2713111341 東京都 株式会社中央歯科補綴 9010601004415
歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ設備導入による硬質レジンクラウ
ンの内製化と補綴物製作の短納期化

三井住友銀行

2131 2713111342 東京都 富士セイラ株式会社 4010701008460
チタン合金材の微細精密加工技術開発及び品質向上
のための設備投資

商工組合中央金庫

2132 2713111343 東京都 株式会社日興エボナイト製造所 4011501008139
万年筆の生産能力４倍、納期３分の１、人件費半減を実
現するＮＣ機械の導入

城北信用金庫

2133 2713111344 東京都 株式会社インフィニ 7011001062996
ＡＲ／ＶＲ技術を応用したリッチなコミュニケーションサー
ビスの開発

ジャパン・ラボ株式会社

2134 2713111346 東京都 株式会社Ｃ－プランニング 7010001088572 蕎麦店経営による犯歴者就労支援モデルの構築
神吉マネジメントコンサル
ティング
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2135 2713111347 東京都 株式会社フルックス 5011501014029 釣り用小物入れボックスの新企画と新開発 城北信用金庫

2136 2713111348 東京都 有限会社内野製作所 8012802004161 小物ワークに適した設備導入による生産性向上 西武信用金庫

2137 2713111349 東京都 株式会社メガ・テクノロジー 1010501026863
ＩｏＴ技術者の育成環境を構築するクラウドサービスの開
発

東京中央経営株式会社

2138 2713111350 東京都 晋立印刷株式会社 3011101009760
極少部数フォトアルバム生産装置の導入による一冊製
造対応の実現

株式会社ＧＩＭＳ

2139 2713111351 東京都 ラーグ株式会社 9011501019247
カメラクラウドによるセキュリティ＆インストアマーケティ
ング情報提供サービス

りそな銀行

2140 2713111352 東京都 西武電機株式会社 6010101001948
基板実装装置の最新モデル導入による生産性向上と
競争力強化

多摩信用金庫

2141 2713111354 東京都 株式会社桂精密 1010101000855
内視鏡薄肉パイプと薄肉部品のＹＡＧレーザー溶接によ
る精密溶接の実現

西武信用金庫

2142 2713111355 東京都 株式会社エスピーエム 2012301007423
リスクの高いマグネシウム加工の安全を確保した加工
技術による事業拡大

多摩信用金庫

2143 2713111356 東京都 株式会社ベスタネット 6010001077139
小規模保育の保育リスクマネジメントに向けた試作開
発・実証実験事業

税理士法人熊谷事務所

2144 2713111359 東京都 株式会社エイチ・ピー・アイ 3011701008583
３Ｄポータブル測定器導入による開発力革新化で、メイ
ド・イン・ジャパンのオリジナルパーツの提供へ

三菱東京ＵＦＪ銀行

2145 2713111360 東京都 スペースラボ株式会社 2011001062539 レンダーファームサービス 八千代銀行

2146 2713111363 東京都 飛天ジャパン株式会社 7010001098150
低コスト・高セキュリティな中小企業向け情報漏洩防止
システム

東京中央経営株式会社

2147 2713111365 東京都 有限会社セレスト 7011802027090
市場拡大が続いている飲料関連機械部品の高度生産
体制の構築

知久美英税理士事務所

2148 2713111370 東京都 株式会社ジェイメック 2010001003387
微小スポットサイズ高速走査型ピコ秒レーザー治療器
の開発

商工組合中央金庫

2149 2713111371 東京都 株式会社ミフジ 9011701007670
住宅内装材をステーショナリー小物に転用したインテリ
ア性の高い雑貨の開発

東京東信用金庫

2150 2713111373 東京都 株式会社テオリアハウスクリニック 9011601013298
ＩｏＴを活用した住宅劣化防止「床下環境モニタリングシ
ステム」の開発

巣鴨信用金庫

2151 2713111374 東京都 株式会社デンドリックス 7011001097885
がん治療効果を増強する新しい樹状細胞ワクチンの開
発

小笠原淳雄

2152 2713111381 東京都 おかもとポンプ株式会社 7011501009448
ポンプ試験設備の自動化及び最適化による生産プロセ
スの改善

特定非営利活動法人とう
かつ経営支援グループ

2153 2713111383 東京都 株式会社ケテル 8011801001384
世界初のヘルメット装着用ボリューム調整機能付きマイ
クロホンの試作開発

阿波銀行

2154 2713111384 東京都 株式会社Ｍ’ｓマネジメント 9010401103920
特許取得！　女性向け高級リーディンググラス（老眼
鏡）の開発

株式会社シャイン総研

2155 2713111387 東京都 ルーセントドアーズ株式会社 4010401114377
ＩＴを活用した中高年求職者のための人材紹介システム
の開発

税理士法人アスタクス

2156 2713111392 東京都 ひさかた合同会社 9010003021587
クラウド活用による家庭的保育と教育両面の充実を実
現する学童保育事業の運営

巣鴨信用金庫

2157 2713111393 東京都 株式会社トップ・ギア 3010501023355
国内の高度縫製技術を活かし、世界に売れる高級皮革
商品の開発・販売

株式会社シャイン総研

2158 2713111398 東京都 株式会社メール 4011801012518 小売と生産工場をつなぐ在庫管理システムの構築 朝日信用金庫

2159 2713111400 東京都 株式会社ベスト 3011801018953
ＣＡＭ裁断機、電動ミシンによる皮革製品の小ロット短
納期化事業

株式会社シャイン総研

2160 2713111401 東京都 株式会社ＤＹＭ 8010701026434
ＷＥＢシステム構築によるベンチャー企業へのシニア人
材の紹介事業

ジャパン・ラボ株式会社

2161 2713111403 東京都 有限会社ユー・エスエンジニアリング 4010102008168
アクリルダイカット製品の印刷面保護と高級感向上を実
現するコーティング設備の導入

多摩信用金庫

2162 2713111405 東京都 株式会社カメセ水産 4010601000303
青のりの提供における異物混入防止レベルの更なる向
上につなげる事業

朝日信用金庫

2163 2713111406 東京都 株式会社常陸紙工印刷社 5010001055335
新型穿孔機導入による生産性向上と自社技術を活かし
た新規市場参入

東栄信用金庫

2164 2713111407 東京都 株式会社オーティエス 8011801006565
エレキギター製造の為の中型マシニングセンタ及び工
程管理ソフトの導入

東京東信用金庫

2165 2713111408 東京都 株式会社コーワジョイ 7011801001484
金属腐蝕加工における材料洗浄の自動化及び高精密
マスキングによる生産性向上

税理士法人ＴＫネットワーク

2166 2713111411 東京都 株式会社セントラルサポート 7030001093141
歯科用３Ｄプリンター導入による生産性の向上と入れ歯
事業への新展開

城北信用金庫

2167 2713111414 東京都 佐渡北精機株式会社 1011801001861
空気圧機器部品多面穴加工の生産性向上による短納
期生産体制の実現

亀有信用金庫

2168 2713111415 東京都 株式会社スゴー製作所 6013201013243
最新型ＣＮＣ複合旋盤を導入し、加工時間の短縮と不
良品削減の実現による生産性向上

ライジングコンサルタンツ
株式会社

2169 2713111419 東京都 大進精機株式会社 5010801006644 ＩｏＴ活用による生産効率の改善 城南信用金庫
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2170 2713111421 東京都 有限会社金田製作所 1012802000621
国産エレベーター向け　高精密小型・偏心ネジの生産
性向上

西武信用金庫

2171 2713111422 東京都 株式会社オプラックス設計事務所 9010701023100
照明アプリケーションに特化した新コンサルタントサービ
スの展開

松本芳樹

2172 2713111425 東京都 株式会社相馬光学 4013101004393
近赤外分光を利用した牛血液測定装置の開発と動物
用医療機器認証取得

一般社団法人首都圏産業
活性化協会

2173 2713111426 東京都 株式会社金杉工芸 1011801006968
最新型インクジェットプリンターによる高付加価値と差別
化の実現

りそな銀行

2174 2713111430 東京都 ミタニマイクロニクス株式会社 3013401001612
ＬＴＣＣ向け次世代超高精度スクリーンマスクの革新的
製造ラインの構築

横田税務会計事務所

2175 2713111431 東京都 株式会社トランク 7011101071534
「ＩＴを活用した次世代収納サービスと保管休眠物のリ
ユース」事業

弁護士法人ＢｒｉｄｇｅＲｏｏｔｓ
ブリッジルーツ

2176 2713111432 東京都 株式会社創志企画 7012801003462
新デジタル機の導入を契機とした新印刷サービス構築
とそのパッケージ化の展開

東京シティ信用金庫

2177 2713111434 東京都 株式会社ヒューマンウェア 9010001108741 クラウド型永代供養サービスシステムの開発 フロンティア法律事務所

2178 2713111435 東京都 株式会社メディエイド 5010001091611
調剤併設型ドラッグストア店舗のための患者コミュニ
ケーション支援システムの開発

服部中小企業診断士事務
所

2179 2713111438 東京都 向日葵設計 　－ 「オリニギリ」の継続的開発 三井住友銀行

2180 2713111439 東京都 大洋メタルワークス株式会社 5010801021156
設備導入による生産性向上とオイルミスト除去による職
場環境改善

さわやか信用金庫

2181 2713111440 東京都 昭和測器株式会社 2010001018170
設備保全を目的とした生産機械等の振動計測・解析
サービス

一般社団法人首都圏産業
活性化協会

2182 2713111441 東京都 有限会社米澤印刷所 5013102006958
特殊な紙折技術で青梅・西多摩地域観光マップ等の受
注拡大

青梅商工会議所

2183 2713111442 東京都 株式会社白金トレーディング 6010401089031
簡単操作で養殖業の漁師さんの６次産業化を支援する
クラウドサービスの提供

前田達宏

2184 2713111443 東京都 株式会社テンミニ 4011001109321
パフォーマー活動支援のクラウドソーシングサービスの
開発

西武信用金庫

2185 2713111444 東京都 株式会社シュガー・ラッシュ 5011001091502
スペイン　イビザ島でのＩＴを活用した清酒（日本酒）流通
の可視化事業

下川会計事務所

2186 2713111445 東京都 株式会社グリーンパックス 6011401011595
輸入花卉を全国の市場へ安定供給するためのシステ
ム構築

税理士法人第一経理

2187 2713111446 東京都 株式会社ブレインストーミング 9010001147748
中国ＥＣ店舗と直接取引を可能とする新たな仕組みの
構築

東京シティ信用金庫

2188 2713111454 東京都 中央鍍金工業協同組合 4010805000512
イオン交換塔再生設備の高度化により組合の経営基盤
強化を図る

商工組合中央金庫

2189 2713111455 東京都 株式会社森木ペーパー 3010601041091
生産者と職人をつなぎ危機的状況下の和紙原料生産
を再興させるＥＣサイト構築

神吉マネジメントコンサル
ティング

2190 2713111457 東京都 花嫁わた株式会社 1011501008315
工程管理・顧客満足向上システム導入により顧客要望
に迅速対応して顧客満足向上並びに生産性向上を図る

城北信用金庫

2191 2713111460 東京都 株式会社ＡｕＢｅ 7011101061568
未来型デジタル切削加工補綴物の製品化に向けたプロ
セスと安定供給実現

さわやか信用金庫

2192 2713111465 東京都 大友運送株式会社 2010601027307
インターネットによる輸配送システムの開発インターネッ
トによる荷物の進捗管理システムの構築

商工組合中央金庫

2193 2713111466 東京都 株式会社ケイズベルテック 7011801007465
パラレルリンクロボットを組み込んだ搬送システムの試
作システム開発

城北信用金庫

2194 2713111468 東京都 株式会社ｈ２ワークス 5010001140161 超小型ＥＶ「コムス」用廉価版スマート充電器開発 朝日信用金庫

2195 2713111474 東京都 株式会社アットフリーク 4011801025305
ネット上に多数重複している物件情報を名寄せする賃
貸オフィスマッチングサービス

八千代銀行

2196 2713111476 東京都 ユニバーサルプリント工芸株式会社 9013301013207
セルフデザインシステムによる似顔絵キャラクターＴシャ
ツ等の作成サービス

巣鴨信用金庫

2197 2713111477 東京都 株式会社ミツギプリント 3011301006871
印刷のデジタル化による高効率と環境にやさしい　職場
への転向

多摩信用金庫

2198 2713111482 東京都 有限会社澤村食品 6010902006955
大手メーカーには真似できない食感の蒟蒻の新販路開
拓での高付加化価値化

昭和信用金庫

2199 2713111487 東京都 ミッツ株式会社 8012401003382 ＬＣＤ露光機を用いた高速３Ｄ光造形装置の開発
一般社団法人首都圏産業
活性化協会

2200 2713111488 東京都 あきる歯科 　－
歯科恐怖症や嘔吐反射により通常の受診が困難な方
への歯科治療の提供

多摩信用金庫

2201 2713111489 東京都 有限会社明新工業 4010102006840
次世代産業機器向け搭載部品用の金型～プレスの一
貫加工の確立

西武信用金庫

2202 2713111492 東京都 株式会社スワラ・プロ 1030001004459
スタジオ機能の新時代化に挑み、作品制作プロセスの
効率化を図る

上田智雄税理士事務所

2203 2713111496 東京都 株式会社総合整備 3011301003852
日本初の工程で、セメントメーカー向けに安定的なエコ
燃料（フラフ燃料）を供給する事業

みずほ銀行

2204 2713111498 東京都 株式会社城南村田 8010801014768
顧客対応力強化と作業効率化を目指した熟練職人製
作木型の３Ｄデータ化

城南信用金庫
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2205 2713111501 東京都 フォレスト歯科矯正歯科 　－
人工歯の長期維持安定のため精度の高い非金属補綴
物の院内製作

群馬銀行

2206 2713111504 東京都 株式会社鳥海鋼業 1013101003852
筋精密切断機導入による加工能力及び組立技術の向
上

一般社団法人首都圏産業
活性化協会

2207 2713111512 東京都 株式会社Ｍｓ 7011801029897
卒業アルバムにＡＲアプリを活用し動画化した　「動く卒
業アルバム」新規サービスの開発

東京東信用金庫

2208 2713111513 東京都 株式会社エムジーツー 5011001072799 日本のアニメ文化の海外発信 西武信用金庫

2209 2713111520 東京都 タムネットワーク株式会社 9010001111002
複合熱源・位相制御加熱による　「超高香気コーヒー豆
焙煎機」の試作

多摩信用金庫

2210 2713111529 東京都 株式会社えだまめ 3010001170227
革新的な冷凍＋解凍システムを利用した冷凍鮨の、広
域流通＆海外進出事業

税理士法人税制経営研究
所

2211 2713111535 東京都 株式会社エム＆カンパニー 2012801010315
高齢者専用スペース設置と、送迎サービスの導入によ
る販路拡大事業

立川商工会議所

2212 2713111541 東京都 株式会社大成 1010801006607
マシニングセンタ増設による機械加工部品の受注量の
拡大と高付加価値化の実現

商工組合中央金庫

2213 2713111542 東京都 株式会社文洋社 7010401026132 デジタル印刷による小ロット・短納期のＰＯＰツール開発 商工組合中央金庫

2214 2713111543 東京都
株式会社ソーシャルインパクト・リ
サーチ

1011101057753
持続可能な社会の実現を後押しするＥＳＧ投資レコメン
デーションシステムの開発

坂本公認会計士事務所

2215 2713111545 東京都 株式会社スクーンジャパン 1010001170666
エコでクリーンな日本製月経カップ及びウェットティッ
シュの製造

中村公認会計士事務所

2216 2713111548 東京都 株式会社島谷製作所 9013101000628 アルミ溶接製品の対応範囲拡大と生産能力向上計画 西武信用金庫

2217 2713111550 東京都 株式会社ミドリ 4011401014897
精神科、認知症対応訪問看護ステーション業務改善シ
ステム

巣鴨信用金庫

2218 2713111551 東京都 株式会社浜野製作所 4010601014146
旋削加工の高度化による生産性向上およびＩｏＴ・ロボッ
ト・エネルギー分野の受注拡大

東京東信用金庫

2219 2713111552 東京都 コムサル株式会社 3010701025390
高濃度酸素カプセルとオイルマッサージの複合による
新リラクゼーション事業の構築

株式会社ヒューマンネット・
コンサルティング

2220 2713111556 東京都 テスプロ株式会社 2010701024179
伝統的な製品・技術を扱う中小企業の海外進出を支援
するショッピングモールの構築

アルファ税理士法人

2221 2713111557 東京都 株式会社西川精機製作所 6011701006139
複合機導入による高精度製品生産体制の確立と医療・
自動車分野への進出

東京東信用金庫

2222 2713111559 東京都 株式会社共立理化学研究所 2010801003157 品質安定化のためのデジタルマイクロスコープの導入 小谷野公認会計士事務所

2223 2713111567 東京都 川辺食品株式会社 1013301003272
南高梅の日本初高感度非破壊異物検出装置　による
食の安心の提供

株式会社さがみはら産業
創造センター

2224 2713111573 東京都 ファースト・ランニング株式会社 9010501024728
採血せず指先に光を当て糖尿病の主原因ペントシジン
濃度を測る小型計測器製造

朝日信用金庫

2225 2713111574 東京都 有限会社杉内建設 5011602009043
世代を超えて職人が使える現場情報共有システムの開
発

会計事務所オネスティア

2226 2713111576 東京都 トシデンタルクリニック 　－
歯科用の修復物や補綴物の精度向上などによる安全
安心の治療サービス提供

城南信用金庫

2227 2713111577 東京都 株式会社カメラのキヨシ 3011301001716 写真をモノからコトへ変える「写真で作る自分史」事業
特定非営利活動法人杉並
中小企業診断士会

2228 2713111579 東京都 おおはし歯科医院 　－
超高齢社会において幸福に健康寿命を延長しうる低侵
襲で精密な歯科医療の提供

おばら行政書士事務所

2229 2713111580 東京都 株式会社ロビット 2010001161342
ＩｏＴ家電『ｍｏｒｎｉｎ＇』の次世代モデル開発における課
題の解決

西武信用金庫

2230 2713111581 東京都 三州電機株式会社 7013401001146
レーザ設備導入による補聴器部品生産プロセスの高度
化

多摩信用金庫

2231 2713111586 東京都 株式会社アズ 6010401067788
ＩＯＴを活用した外国人旅行客の行動変容を客観的に分
析するシステム開発

税理士田中事務所

2232 2713111594 東京都 株式会社イデオモータロボティクス 6012401022905 ３Ｄプリンター導入による試作工程の内製化事業 かなり税務会計事務所

2233 2713111595 東京都 株式会社プライムコンセプト 9290001060089
体験型観光案内を軸とした、通訳案内士と訪日外国人
のマッチングサービス

福岡銀行

2234 2713111596 東京都 旭ヶ丘歯科医院 　－
金属アレルギー患者を救うメタルフリー日帰り治療サー
ビスの展開

田中貢税理士事務所

2235 2713111600 東京都 いばた歯科医院 　－
歯科医師による歯科医師のための、歯科技工物製造
サービス

山田稔幸税理士事務所

2236 2713111604 東京都
ｓｅｖｅｎｄｒｅａｍｅｒｓｌａｏｒａｔｏｒｉｅｓ株式会
社

5010401113221
オーダーメイドゴルフシャフトにおけるＩｏＴを用いた設備
投資による生産性向上及び品質向上

滋賀銀行

2237 2713111606 東京都 新越精機株式会社 6011801002005 業界初、厚肉ワッシャプレスの新加工法開発 亀有信用金庫

2238 2713111607 東京都 加藤農園株式会社 6011601001470
麹発酵技術と発芽玄米加工技術を応用した新規甘味
料の開発

西武信用金庫

2239 2713111609 東京都 株式会社システムツー・ワン 7011101041611 地域で見守る「徘徊探索システム」試作機の開発 巣鴨信用金庫

64



受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

2240 2713111610 東京都 有限会社友栄写真タイプ社 3010502012027
大判プリンター導入による手帳製造リードタイム短縮と
効率的なチェック体制の構築

朝日信用金庫

2241 2713111617 東京都 株式会社ハウスクリニック 7010101003068
新工法と工事管理システムの開発による原状回復サー
ビスの新展開

三井住友銀行

2242 2713111621 東京都 株式会社六濤 6010001008548
これまでにないＭＲＩ室へ入退室可能な木製車椅子の
提供

今井会計事務所

2243 2713111623 東京都 美創印刷株式会社 7012401008473 開きやすく読みやすい機能的な説明書の構築 株式会社ＧＩＭＳ

2244 2713111626 東京都 マーチインパレード株式会社 7120001174659
国内外に発酵食品を広めるためのウェブサイト『発酵生
活』の開発

中村公認会計士事務所

2245 2713111630 東京都 株式会社レイジェス 5010001149624
非構造データをベースにした機械学習を用いる企業の
信用リスク評価システムの開発

飯田コンサルティングオフィ
ス

2246 2713111635 東京都 株式会社やましたグリーン 7010101010262
可変脚油圧ショベルの導入による工事作業の高効率化
と顧客満足度の向上

多摩信用金庫

2247 2713111640 東京都 平岡商事株式会社 8010501032533
美容サプリの通販による「日本の女性のためのブラン
ド」創成計画

東京東信用金庫

2248 2713111643 東京都 株式会社快適ライフ 5010401096846
初等プログラミング教育を普及させる画期的な学習教
材の開発

ジャパン・ラボ株式会社

2249 2713111644 東京都 株式会社ｒｉｍＯｎＯ 2010001162976
布張り車体のカワイイデザインの超小型電気自動車の
開発

西武信用金庫

2250 2713111645 東京都 タケルベーシックルール合同会社 2020003008697
ＩＴ利活用による金融リテラシー教育事業の革新的プロ
セス改善

ジャパン・ラボ株式会社

2251 2713111646 東京都 株式会社オンネット・システムズ 3040001067429 日本語プログラム資産の国際化支援システムの構築 千葉銀行

2252 2713111647 東京都 株式会社チルアウトジャパン 1011001103368
海外進出を視野に入れた日本のおもてなしエステサー
ビスの開発

井上大輔

2253 2713111649 東京都 有限会社中島製作所 6013102001355
高剛性最新マシニングセンター導入による高難度試作
案件の競争力強化

一般社団法人首都圏産業
活性化協会

2254 2713111651 東京都 株式会社国宝社 8010001002714 日本伝統製本技術「和綴じ」を世界へ広める 株式会社ＧＩＭＳ

2255 2713111652 東京都 株式会社ソフトフロー 4010101010331
半導体製造装置の製造プロセス実証シミュレーションソ
フトの開発

塚本俊税理士会計事務所

2256 2713111653 東京都 株式会社ＪＢＳ 9020001110564
ＩｏＴ技術を応用した集合住宅向け遠隔解錠システムの
試作開発

横浜銀行

2257 2713111654 東京都 株式会社アースプロテクト 6011701009208 新型空気浄化装置開発プロジェクト 東京東信用金庫

2258 2713111658 東京都 安倍鰹節株式会社 1010801000568
生産性向上および製品の高品質化による新商品開発と
新市場展開

城南信用金庫

2259 2713111659 東京都 株式会社立山製作所 1011401004050 金型製作と設計ノウハウを融合した生産性向上 巣鴨信用金庫

2260 2713111660 東京都 株式会社ノーメイク 9011001103336
主婦の在宅中の空き時間を繋ぎ合わせる次世代型の
「クラウド・コールセンター」の構築

城南信用金庫

2261 2713111662 東京都 株式会社マエダ 4011801016774
生産性、収益向上の為の高度生産性向上型、自動旋
盤設備の導入

瀧野川信用金庫

2262 2713111664 東京都 井上大輔税理士事務所 　－
一般社団法人をターゲットとした新管理ワンストップ
サービス提供による新顧客層開拓

山本孝之公認会計士事務
所

2263 2713111669 東京都 株式会社タナクロ 5030001092302
ＩＴの活用により誰でもデザイナーになれる画期的なカワ
イイ洋服づくりサービスの開発

東和銀行

2264 2713111670 東京都 プラスエイト 　－
眉を中心としたトータルなフェイシャルサービスの展開
と、それらの技術を教えるスクール事業

株式会社シャイン総研

2265 2713111671 東京都 合同会社ファブリッジ 5013203001635
台湾向けに特化した越境ＥＣまるごと支援サービスの開
発と提供

城南信用金庫

2266 2713111673 東京都 株式会社王文社 9011501000842
米国ヴィンテージドレスシューズ※１のリボーン加工※２
製品製造

巣鴨信用金庫

2267 2713111674 東京都 株式会社東京猫医療センター 9010601044980 究極に猫に優しい医療の実現 十文字会計鑑定事務所

2268 2713111675 東京都 株式会社泉化工 8013101001247
高速道路トンネル用ＦＲＰブラケットの開発と量産体制
の構築

多摩信用金庫

2269 2713111676 東京都 ハイパーアグリ株式会社 6021001045035 稲作用イオン水生成装置の改良計画 町田商工会議所

2270 2713111677 東京都 株式会社計測技術サービス 2010001145213
コンクリート内部を瞬時に透視できる特殊レーダ装置の
試作品開発

朝日信用金庫

2271 2713111679 東京都 株式会社ビアーチエ 7010001144664
高精密な細工を施したオーダーメード貴金属製作の為
の最新鋭設備の導入

東京シティ信用金庫

2272 2713111685 東京都 みんな電力株式会社 6010401093900
電力自由化を機に自転車発電で環境意識を啓発し電
力契約を拡大する新展開

株式会社ビジネスリノベー
ション

2273 2713111688 東京都 株式会社エフユーアイジャパン 1010401098235
α／β／γ線を同時測定し、α／β／γ線の弁別、α
／γ線のスペクトル表示ができる放射線測定器の開発

西武信用金庫

2274 2713111690 東京都 株式会社ＳＧＭ 5011001105682
キュレーションサービスによる新型ビジネスモデルの構
築

特定非営利活動法人東京
都北区中小企業経営診断
協会
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2275 2713111692 東京都 有限会社イワキ精工 7010802001584
最新型ＣＮＣ旋盤導入によるジェットエンジン部品の量
産に向けた加工技術開発

牛腸真司税理士事務所

2276 2713111693 東京都 有限会社藤精機 6010802012566
工程短縮・柔軟な工程組・高精度加工で事業拡大する
ＭＣ導入計画

芝信用金庫

2277 2713111695 東京都 吉祥寺通り歯科クリニック 　－ 身体に優しい革新的な抜歯後の治療サービスの提供 群馬銀行

2278 2713111707 東京都
合同会社Ｔ＆Ｅバイオメディカルサー
ビス

5020003010725
超小型！実験動物用インプラント無線生体センサータ
グの試作

会計事務所オネスティア

2279 2713111711 東京都
ユナイテッド・アドバイザーズ株式会
社

9011001052954
助成金申請書自動作成サービス開発及び社労士紹介
サービスの展開

ユナイテッド・アドバイザー
ズ税理士法人

2280 2713111714 東京都 株式会社伊部製作所 3011801014416
大型切断装置と着色技術開発による美的価値と生産性
の向上

東京シティ信用金庫

2281 2713111726 東京都 株式会社プライムネット 3012701008111 セラミック膜を搭載したコンパクト純水装置 多摩信用金庫

2282 2713111729 東京都 有限会社篠原紙工 6010602011958
ミシン機と小型ＰＵＲ製本機導入による企画提案力強
化、新規受注増加と新規顧客獲得

東京東信用金庫

2283 2713111732 東京都 永和鉄鋼株式会社 3013101001268 比重選別機導入による画期的分別方法の確立 多摩信用金庫

2284 2713111735 東京都 株式会社川邑研究所 1013201001525
地上保管性を向上させた航空宇宙用固体被膜潤滑剤
の開発

商工組合中央金庫

2285 2713111736 東京都 有限会社三裕製作所 3011702005126
高性能３ＤＣＡＭの導入による、試作金型の短納期・低
コスト化

朝日信用金庫

2286 2713111747 東京都 株式会社小松崎 1010501004183
新型設備導入により引張バネ分野における　差別化を
図り、高付加価値製品の増加を推進する計画

城北信用金庫

2287 2713111752 東京都 株式会社チカク 9010401110784
祖父母と家庭で子供の写真・動画を手軽に共有する
サービス

みずほ銀行

2288 2713111758 東京都 株式会社トモエ 2010801017628
水素社会の未来を支える高精度加工の革新化と確か
な精度保証の実現

さわやか信用金庫

2289 2713111763 東京都 株式会社ＴＲＩＧＧＥＲＳ 1010401106963
インターネットサイトによるハラール認証アウトバウンド
事業の開発

森公認会計士事務所

2290 2713111764 東京都 株式会社デンテック 1011401004348
最新ＮＣ研削盤による歯科インプラント用ドリルのセミ
オーダーシステム構築

安藤光宏税理士事務所

2291 2713111765 東京都 石川金網株式会社 2011501005451 新ブランド金網量産化用スリッター機の開発 東京東信用金庫

2292 2713111767 東京都 アルテック株式会社 8010701000711 デジタルミラーサイネージ製作 巣鴨信用金庫

2293 2713111775 東京都 技研精機株式会社 2011401001542
高精度ギヤ加工の生産性向上のためのビビり振動抑
制技術の開発と設備投資

商工組合中央金庫

2294 2713111776 東京都 株式会社ＴＭＳ 3010701030556
日本初！放送・映像業界の「クリエイター」向けスケ
ジュール管理ネットサービスの展開

石川弘司

2295 2713111777 東京都 株式会社吉居紙器製作所 6012701011590
特殊貼り箱製造における生産プロセスの改善と高精度
化の実現

多摩信用金庫

2296 2713111778 東京都 ＢｌｕｅＩｎｄｕｓｔｒｉｅｓ株式会社 7010601048380 ＳＤカード・ＵＳＢメモリ型生化学分析デバイスの開発 有村三奈税理士事務所

2297 2713111782 東京都 株式会社オリエント４Ｃ’ｓ 7090001000406
非接触タグで製造工程・管理工程を見える化製造デー
タを蓄積し生産性改革に挑む

山梨中央銀行

2298 2713111784 東京都 都生工業株式会社 2012301001748
女性・高齢者でも土壌に挿入し易い長芋用支柱の商品
化

多摩信用金庫

2299 2713111788 東京都 株式会社豊業 9011701007126
最新型ラベルシール印刷機の導入による高精細で短納
期な生産体制の確立

朝日信用金庫

2300 2713111790 東京都 オーエス工業株式会社 8011501005776
全ての樹脂に混合できる画期的なブラックＭＢの開発と
ブランド化を図る

東京東信用金庫

2301 2713111793 東京都 有限会社サトー精機 7011402003962
食品加工場に於ける不揃いに流れる商品の自動整列
装置の開発

巣鴨信用金庫

2302 2713111803 東京都 須賀ゴム工業株式会社 9011701004214
フタル酸フリーの生産プロセス確立による環境対応型
市場への先行参入

りそな銀行

2303 2713111822 東京都 株式会社中央設計 1012701004599 中古住宅の住宅診断の事業化 八千代銀行

2304 2713111823 東京都 有限会社今製作所 3010802001547
５軸制御立形マシニングセンタ導入による大物加工分
野への進出

城南信用金庫

2305 2713111825 東京都 株式会社セラバリューズ 5010001111641
健康食品有効成分の非晶質構造を保持して微細粒子
化する技術開発

近藤邦人税理士事務所

2306 2713111843 東京都 有限会社藤原電機製作所 5010102006014
クレーン検査及び据付設備の導入による生産性・安全
性の向上と作業の見える化

伊丹税理士事務所

2307 2713111848 東京都 株式会社優美設備 4012701011972
工事台帳管理とＣＡＤシステムの連携によるサービス提
供プロセスの改善

公認会計士古川事務所

2308 2713111849 東京都 株式会社ＲＯＮＩＷＯＲＬＤ 5010901036582
フリーパタンナー、海外縫製工場との連携による生産工
程効率化

髙橋順税理士事務所

2309 2713111851 東京都 株式会社シグマベース 2040001012781 凹型鋼板翼を有する軸部コンクリート杭の開発 東京東信用金庫
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2310 2713111853 東京都 株式会社サントラスト 9500001005633
高性能製氷機導入による出荷コストの削減および食品
安全性の向上

伊予銀行

2311 2713111854 東京都 株式会社白鳥板金工業 8012801006794 動力折曲機導入による高精度生産体制の確立 西武信用金庫

2312 2713111855 東京都 株式会社立川印刷所 8012801000814
生産体制の改善による顧客からのニーズに応える社内
環境づくり

多摩信用金庫

2313 2713111857 東京都 株式会社ロードフロンティア 4050001019989
中小企業に特化した共済型クラウドファンディングの構
築

株式会社シャイン総研

2314 2713111858 東京都 有限会社中村コーティング工業 4010602012636
自送式裁断機導入による生産ラインの時間短縮と品質
向上の確立

城北信用金庫

2315 2713111859 東京都 株式会社テー・シー・アイ 7010801007500
輸送品質評価の高度化と長期輸送対応の新衝撃加速
度レコーダーの開発

城南信用金庫

2316 2713111867 東京都 リノ・ハピア株式会社 6010801012889
バルコニー防水補修の可動式ワイドステージ活用によ
る現場作業革新

株式会社さがみはら産業
創造センター

2317 2713111868 東京都 株式会社三立機械研究所 1011601002812 座金組み込み機の後組み込み式の開発 巣鴨信用金庫

2318 2713111869 東京都 神谷デンタルクリニック池袋医院 　－
口腔内スキャナーｉＴＥＲＯ導入による診療プロセスの変
革と事業拡大

税理士法人前原・中野事
務所

2319 2713111878 東京都 株式会社Ｔ・Ｔ・Ｐｌａｎｎｉｎｇ 8013301026300
歯科矯正器具作製におけるＣＡＤ／ＣＡＭ装置及びソフ
トウェア導入による事業革新

浅川綜合会計事務所

2320 2713111879 東京都 有限会社宮崎製作所 7013102002443
最新設備導入による加工技術高度化・短納期化と生産
システム効率化で実現する航空産業への進出

西武信用金庫

2321 2713111882 東京都 株式会社グレイスエンブ 5011801007351
立体製品及び布以外への刺繍」の実現により新規顧客
を開拓する

城北信用金庫

2322 2713111883 東京都 橋村電材株式会社 2012301002069
高性能ＣＮＣ複合機導入による複雑形状加工の技術革
新と医療用機器市場での受注拡大

城南信用金庫

2323 2713111904 東京都 ＢＡＴＴＬＥＳＤＥＳＩＧＮ株式会社 2290001062901
デザイン会社がイヤホンメーカーになる！！高性能イヤ
ホンブランド立上げ事業

佐賀共栄銀行

2324 2713111910 東京都 ミミー電子株式会社 7012801001598
潜在的需要の市場獲得を目指すための現行デザイン
刷新の試作開発

横山税務会計行政総合事
務所

2325 2713111918 東京都 株式会社ペアシェイプ 8011801020005
遠赤外線イオン発生繊維」の開発による、糸・不織布の
製品化および流通向け販売促進事業計画

石川弘司

2326 2713111932 東京都 株式会社テーブルクロス 8010401112716
訪日外国人に対する飲食店情報の翻訳スマートフォン
アプリの開発と提供

朝日ビジネスサービス株式
会社

2327 2713111942 東京都 有限会社ピースメイキング 8010102010715
真空調理技術と高速冷凍技術の融合よる宮崎県産豚
肉を使った新商品の開発

西武信用金庫

2328 2713111945 東京都 株式会社Ｈ＆Ｓプロモーション 8010401093246
ママフェスの為のイベントポータルサイト及びママ起業
家サポートサービス

石川由美子

2329 2713111957 東京都 セントグラフィック株式会社 1013301026496 新規印刷機導入による事業の高付加価値化 商工組合中央金庫

2330 2713111960 東京都 株式会社スター精工業社 5010801020397
小型部品難削材の表面仕上げ加工による高付加価値
化

城南信用金庫

2331 2713111967 東京都 株式会社テック 3010101002544
３Ｄプリンタ及び３次元ＣＡＤ導入による開発期間短縮化
と業務効率化

多摩信用金庫

2332 2713111975 東京都 株式会社テレパワー 5013301022839 新薬開発の為のマウス等小動物用観測システム 巣鴨信用金庫

2333 2713111987 東京都 株式会社ダイワイノベーション 6011401013154
・多品種少量生産方式に向けた小型部品包装機械の
試作開発

巣鴨信用金庫

2334 2713111989 東京都 リブト株式会社 6010001138782
高齢者の手術後の失明を未然に防ぐ感染防止スプレー
の開発

多摩信用金庫

2335 2713111998 東京都 有限会社マイクロキャスト 9012402017752
新規製造業者からの短期納品希望に対する新型少量
鋳造用機械での対応

多摩信用金庫

2336 2713112000 東京都 有限会社金井製作所 8011402002352 ＵＶプリンター導入による木材塗装の多種化・効率化
税理士法人あおい経営支
援

2337 2713112022 東京都 オプトオール株式会社 6040001078670 光ファイバ加速度センサの開発試作 千葉興業銀行

2338 2713112027 東京都 三共鍍金株式会社 2011401002516 計測機器導入によるめっき品質の高度化
税理士法人あおい経営支
援

2339 2713112028 東京都 株式会社伊和起ゲージ 7010801001148
新システム導入と匠の技術で半製品引当生産革新を実
現し、短納期の海外顧客を獲得する

共立信用組合

2340 2713112030 東京都 株式会社インパクト 6010801001108 電子顕微鏡で世界に通じる品質の確立 芝信用金庫

2341 2713112037 東京都 三和フロスト工業株式会社 6010801004184
レーザ顕微鏡の導入による高精細フロスト加工技術の
開発

商工組合中央金庫

2342 2713112038 東京都 株式会社Ｋｏｍｐａｔｈ 7011001107909 外科用手術シミュレーションソフトウェアの開発 御簾納会計事務所

2343 2713112044 東京都 株式会社オプトゲート 1011801018427 高精度光リフレクトメータの開発 青和信用組合

2344 2713112045 東京都 株式会社プロペラプレーン 9012401021292
インバウンド４０００万人からの売上獲得～「Ｍａｄｅ　ｉｎ
ＪＡＰＡＮ」商品増売計画～

麹町会計事務所
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2345 2713112046 東京都 株式会社ＡｎｙＤｅｓｉｇｎ 5012401021981
超微細傾斜計測と容易な設置の地すべり監視警報装
置の開発

多摩信用金庫

2346 2713112048 東京都 フューチャークリエイト株式会社 9010001162739
医療レベルで利用できる抗菌・殺菌塗布剤の研究・開
発から商品化

八千代銀行

2347 2713112054 東京都 千蔵工業株式会社 1010801007258 軽量化で開発する安全・安心な自動回転ドア 三菱東京ＵＦＪ銀行

2348 2713112055 東京都 株式会社ほたる 2010001163792
浄化装置を有し、上下水道が不要な水循環型シャワー
の開発と提供

三井住友銀行

2349 2713112056 東京都 有限会社五十嵐精機製作所 1012402000237
文字および図案等の輪郭抽出による任意図形の２次元
レーザ金属加工

多摩信用金庫

2350 2713112057 東京都 株式会社セルファイバ 8011001104863
新規バイオ機能繊維「細胞ファイバ」の安定生産装置開
発

城南信用金庫

2351 2713112060 東京都 株式会社ＣＯ２資源化研究所 5010401119986 ＣＯ２、水素を主原料とする飼料素材の事業化
特定非営利活動法人東京
都港区中小企業経営支援
協会

2352 2713112073 東京都 新島ネオライト工業株式会社 7010001131398
流動層を用いた高付加価値製品群の生産体制確立と
機能性評価試験

七島信用組合

2353 2713112081 東京都 株式会社ニューワールドカンパニー 1040001079608 世界初メンズ着せ替えヒール事業 西武信用金庫

2354 2713112084 東京都 堤工業株式会社 6010801007377
０．１ミリ以下の薄板加工など多種多様なＣＦＲＰ切削加
工技術及び加工効率の向上

加藤茂公認会計士事務所

2355 2713112085 東京都 株式会社ひらめき 1011101046599
皮膚へ直接照射可能なプラズマ放電技術を用いた美容
機器の開発

三井住友銀行

2356 2713112086 東京都 藤村電器株式会社 2010701008751
複合旋盤導入による鉄道車両用新規開発部品の品質・
生産性向上

三菱東京ＵＦＪ銀行

2357 2713112090 東京都 ＭＩＸＳ 　－
マシニングセンタ導入による二輪用部品製造工程の短
縮と新商品開発の拡大

多摩信用金庫

2358 2713112092 東京都 株式会社ユニ工機 2010101010028
航空機のシート向け精密板金部品の生産性向上を図る
設備投資事業

山梨中央銀行

2359 2713112093 東京都 有限会社石橋製作所 9012402000270 画像測定器導入による検査体制の改革 多摩信用金庫

2360 2713112094 東京都 株式会社エクシェル 7021001054373
ＵＳＢポートのついた産業用マザーボードコンピュータへ
の対応

城南信用金庫

2361 2713112097 東京都 株式会社晃新工業所 9010801016895
プリント基板のバリ発生を解消した剪断システムの試作
開発

芝信用金庫

2362 2713112098 東京都 クリエー鉄 　－
レーザーマーキング装置導入によるステンレス新製品・
新サービスの創出

松井会計事務所

2363 2713112099 東京都 株式会社Ｘｉｂｏｒｇ 3011001099951
技術デモンストレーションロボットの開発及びモータ駆
動回路モジュールの事業化

税理士法人渡邊リーゼン
バーグ

2364 2713112101 東京都
株式会社ワイヤレスコミュニケーショ
ン研究所

9012401019031 「高齢者おむつサービス」のためのシステム構築 調布市商工会

2365 2713112102 東京都 デ・ファクト・スタンダード合同会社 2130003003786
デジタル演算方式によるローカル発振器のスぺクトル
純度向上手法の試作開発

隅田会計事務所

2366 2713112103 東京都 株式会社ラヤマパック 7011801005254 真空成形機の「ｎ分の１ライン」化実現による生産革新 中ノ郷信用組合

2367 2713112104 東京都 株式会社Ｍｉｌｋｉｓｓｉｍｏ 6440001005618 最新機械導入による製造能力の拡充と収益拡大計画 北洋銀行

2368 2713112105 東京都 ヘッドスプリング株式会社 9010701029733
パワーエレクトロニクス開発情報統合プラットフォームの
開発　ＳＴＥＰ１

税理士法人スバル合同会
計

2369 2713112109 東京都 ガラポン株式会社 8010001138731 廉価版　全ＴＶ番組録画機のレンタル拡販 みずほ銀行

2370 2713112110 東京都 株式会社ジェイトンプソンズ 4010001172180
金属加工業界への全自動運転を可能にする革新的技
術の提供

中川税理士事務所

2371 2713112117 東京都 株式会社ウィン 7011701018901 微細流路熱交換器の事業化 森会計事務所

2372 2713112118 東京都 平野石油株式会社 3010601027405 ＷＥＢを通じた付加価値情報の情報提供サービス 税理士法人タクト

2373 2713112135 東京都 合同会社Ｍ＆Ａクラウド 8010403014167
Ｍ＆Ａ市場拡大のための人工知能を用いた企業評価
の算定

吉田正人公認会計士・税
理士事務所

2374 2713112151 東京都 アクタスＩＴソリューションズ株式会社 1010401063619
ストレスチェックに対応したワンストップ人事管理サービ
スの開発

曽田税務会計事務所

2375 2713112154 東京都 アンロック合同会社 7010903002795
在留外国人に対する多言語生活支援情報配信サービ
ス・在留外国人が入居可能な住宅募集サービスの開発
（以下、本システムとする）

昭和信用金庫

2376 2713112157 東京都 株式会社エクスメディオ 5490001007866
ＭＲと医師をつなぐ新しいスマートフォンチャネル「ＭｙＭ
Ｒ」

高知銀行

2377 2713112162 東京都 セールスワン株式会社 8010401116601
スタンプとウィザードを標準とした、ワークプレイスシステ
ムのサービス化

おさだ税理士事務所

2378 2713112163 東京都 カウンティア株式会社 8010001166352
人工知能とクラウドソーシングを活用したテキストマイニ
ングシステムの開発

税理士法人東京総合会計

2379 2713112170 東京都 株式会社テクノプラニング 5010101007129
最新型測量機器の利用による遺跡調査測量システム
のリースサービス展開

税理士伊藤仁教事務所
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2380 2713112173 東京都 アジアクエスト株式会社 2010901030183 訪日観光客向けルート登録アプリの開発
税理士法人エム・エム・ア
イ

2381 2713112176 東京都 株式会社ＨＡＳＵＮＡ 9010401095828
エシカル素材用いたブライダルジュエリーの顧客満足を
高めるためのサービス

三菱東京ＵＦＪ銀行

2382 2713112177 東京都 巴電気通信株式会社 5010001123579
医療情報のＱＲコード化システム「ＬＨＣ」の機能拡張・
外国語翻訳対応

巣鴨信用金庫

2383 2713112179 東京都 株式会社ジーアングル 7010801014323
ＭＡＤＥ　ＩＮ　ＪＡＰＡＮ声優コンテンツの海外展開プロ
ジェクト

さわやか信用金庫

2384 2713112183 東京都 株式会社ＣＡＭＩ＆Ｃｏ． 2011501017950 ＩｏＴを利用した小学生向け電子工作教育支援塾の開設 商工組合中央金庫

2385 2713112185 東京都 理研機器株式会社 2010401031401
高効率かつ高精度な自動制御油圧装置による試験
サービスの新展開

株式会社翼コンサルティン
グ

2386 2713112186 東京都 合同会社Ｎシステムズ 1010003023178
複雑な抽選業務を大幅に効率化するためのソフトウェ
ア開発

税理士法人ＬＢＡパート
ナーズ

2387 2713112187 東京都 株式会社三河屋製麵 6012701004826
最新装置を用いた不良率軽減および商品パッケージの
コンパクト化による生産力強化事業

多摩信用金庫

2388 2713112190 東京都 株式会社桃園クリエーション 5011201017158
サロネーゼ向け営業支援ポータルサイトを提供。併せ
当社商品の拡販

西武信用金庫

2389 2713112202 東京都 ジョージ・アンド・ショーン合同会社 4011003006657
ビーコン端末とＷｅｂシステムを利用した認知症高齢者
のソーシャル捜索事業

司法書士法人芝トラスト

2390 2713112204 東京都 株式会社ベゼル・ビオ・プランニング 3011201010965 携帯端末による土地の事業収支作成 西武信用金庫

2391 2713112209 東京都 株式会社３Ｄ　ＳＴＵＤＩＯ　ＷＡＴＴＳ 7011101076335
モーションキャプチャと高精度３Ｄスキャンを融合させた
ＶＲ対応３Ｄデータ制作

税理士法人キュアノスサ
ポート

2392 2713112212 東京都 株式会社Ｆｌｉｃｋｆｉｔ 6010401099690
足の二次元画像の高精度の三次元化するスキャン機
能を持つ越境ＥＣ支援アプリの開発

税理士法人ステップスパー
トナーズ

2393 2713112218 東京都 株式会社キビテク 6011101061718
家族の見守りを実現する共生型ＩｏＴロボットネットワーク
システムの開発

東京三協信用金庫

2394 2713112221 東京都 レネウェーブ株式会社 4010001169318
再エネ利用人工光型植物工場における生産支援サー
ビスの提供を目指した農業自動生産方式の研究

山田典正税理士事務所

2395 2713112242 東京都 オフィス・メイプル 　－
インバウンド対応　商店街ホームページ簡単更新ＣＭＳ
サービス開発

西武信用金庫

2396 2713112249 東京都 有限会社トライ 7011702014718
顧客ニーズを正確に取り入れた商品企画開発営業
サービスの展開

三菱東京ＵＦＪ銀行

2397 2713112251 東京都
株式会社紀之国屋ベジタブルキッチ
ン

7012801008981
野菜の端材を使った新規事業立ち上げのための設備
投資

下地税務会計事務所

2398 2713112253 東京都 株式会社アジラ 9012301010123
作業効率が大幅アップ！ＡＩ搭載新世代ウェブ解析シス
テムの開発

浅川綜合会計事務所

2399 2713112256 東京都 株式会社エスディ 7011801022745
インバウンド対応の情報提供端末型の自販機の開発と
その事業化

西武信用金庫

2400 2713112257 東京都 株式会社サインド 9010701025765
美容室１０００件に導入したシステム会社がインバウンド
向け美容室予約の開発

越村宜博税理士事務所

2401 2713112261 東京都 株式会社エクスウィルパートナーズ 4010701024111
先生業のためのセミナー管理プラットフォーム「マナビ
ヤ」

小川公認会計士事務所

2402 2713112268 東京都 株式会社ＬｉｖｅＲｉｄｇｅ 6010401116462
捜索ユースケース向けＧＰＳ端末の�試作品開発および
サービス開発事業

東京中央税理士法人

2403 2713112272 東京都 株式会社イヴコーポレーション 6010701023648
商品撮影及び編集の最新システム導入とスマホアプリ
の連携による付加価値向上計画

三井住友銀行

2404 2713112273 東京都 株式会社ウォーキングワークス 8010001174660
一般家庭（店舗事業者等も含む）と専門職人の仕事依
頼マッチングシステムと、専門職人向けの工事報告書・
請求書作成支援システム

山田典正税理士事務所

2405 2713112274 東京都 株式会社ＦＲＯＭＪＡＰＡＮ 2010601030038
個人オリジナル商品の海外販路拡大のためのＣｔｏＣ基
盤の開発

永峰・三島会計事務所

2406 2713112278 東京都 株式会社陽だまり堂 9011102023788
小店舗向けポスター等販促ツールの革新的制作体制
の構築

天野清一

2407 2713112279 東京都 株式会社オープネス 3010001159716
カスタマーサポートのクラウドソーシングプラットフォーム
の開発

税理士法人虎ノ門会計

2408 2713112280 東京都 株式会社亀屋商店 8010901023487
世田谷みやげ認定製品の生産体制を革新し、生産能
力３倍をめざす

昭和信用金庫

2409 2713112288 東京都 株式会社Ａｎｄ　Ｎａｔｕｒｅ 3010001163718
日本の田舎に滞在できる観光コンテンツのマーケットプ
レイスの構築

城北信用金庫

2410 2713112289 東京都 株式会社クロスタウン 4012801001279
訪日外国人向けのお土産用菓子類の市場獲得を目指
すための商品開発と販路拡大

多摩信用金庫

2411 2713112290 東京都 株式会社マインドセットリサーチ 5013301037928 メンタルアップシステム開発 西村文男

2412 2713112291 東京都 矢野歯科医院 　－
サージカルガイドを利用したインプラント治療における重
大事故の回避事業

中村太郎税理士事務所

2413 2713112293 東京都 株式会社スプリングフィーリング 9010001113213 エンジニア志望学生のスカウティングシステムの開発 秋山勉

2414 2713112294 東京都 有限会社アダプト 2010002041675
小規模事業者が使いやすいネット通販管理システムの
構築

一般社団法人東京都北区
中小企業経営診断協会
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2415 2713112295 東京都 株式会社ヨシオ 5011801012946
製造プロセスの改善で、他社が真似できないランドセル
背当てを開発

岸田亜矢子

2416 2714110001 神奈川県 株式会社ギデオン 2020001019903
大規模事業者向けサイバー攻撃対策機器の試作開
発、製品化

三井住友銀行

2417 2714110004 神奈川県 有限会社吉川木型製作所 6040002037246
工作機械・建設機械向け高精度鋳造木型製造における
短納期・生産性向上の実現

株式会社エフアンドエム

2418 2714110005 神奈川県 株式会社コレッド 2020001110645 要介護者向け足筋肉トレーニング装置の試作開発 横浜信用金庫

2419 2714110006 神奈川県 サイトウデンタルラボラトリー 　－
ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入により歯科医療技工物製造
の内製化への挑戦

公益財団法人相模原市産
業振興財団

2420 2714110010 神奈川県 株式会社金沢鉄工所 4020001072363
蒸気タービン「内部補強のある中空ノズル翼」の最新一
体曲げ成形金型による試作開発

公益財団法人川崎市産業
振興財団

2421 2714110012 神奈川県 田中プレス工業株式会社 3021001013093
熟練作業者のノウハウのデジタル化による金型試作期
間の短縮

公益財団法人相模原市産
業振興財団

2422 2714110015 神奈川県 株式会社むつみ工業 3021001045178
鍛圧機の難溶接材補修における作業効率大幅改善と
技能継承の促進

株式会社さがみはら産業
創造センター

2423 2714110021 神奈川県 田中水力株式会社 6021001028667
部品内製化による精密加工技術の確立と短納期化、原
価低減の達成

八千代銀行

2424 2714110022 神奈川県 株式会社モルテック 5020001070309
薄肉／インサートの高付加価値樹脂成形品の金型製
作技術確立

公益財団法人川崎市産業
振興財団

2425 2714110028 神奈川県 有限会社インデックス 8021002017956
全ての自動車メーカーに関わる流体機器の高度可視化
モデル実現による、製品開発や基礎研究の支援

平塚信用金庫

2426 2714110032 神奈川県 株式会社ナックル 1010801017637
高度な曲線カット工程内製化による一貫生産体制の構
築

芝信用金庫

2427 2714110033 神奈川県 株式会社エスク横浜分析センター 7020001006830
土壌汚染物質測定における高精度化及び大幅な作業
効率向上計画

横浜銀行

2428 2714110038 神奈川県 株式会社マキシマム・テクノロジー 8020001081690
ジーゼルエンジン向けブローバイガス還元装置用ヒー
ターの開発と製造ラインの構築

飯島経営コンサルティング

2429 2714110039 神奈川県 株式会社ケイ・ジー・ケイ 5021001011938
設計・精密加工技術高度化による高粘度難材料向け極
少量定量弁の開発製造

公益財団法人相模原市産
業振興財団

2430 2714110042 神奈川県 有限会社柳瀬工業所 4020002028455 ＭＲＩ室への対応を目的とした非磁性金属製品の開発 東日本銀行

2431 2714110046 神奈川県 有限会社荏原技研 7010702001420
革新的超細型建築用コンクリートアンカー開発及び生
産体制の構築

芝信用金庫

2432 2714110049 神奈川県 アルファ工業株式会社 8020001022298
注入用プラグを用いる新たなコンクリート母材補修工法
の開発体制強化

株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

2433 2714110053 神奈川県 株式会社ガステック 3021001027283 低コスト化に対応した気体検知管の試作開発 横浜銀行

2434 2714110054 神奈川県 株式会社大新工業製作所 2021001001289
ハイス鋼による「転造平ダイス」の特殊形状加工の実現
と短納期化計画

株式会社エフアンドエム

2435 2714110060 神奈川県 有限会社山内エンジニアリング 8021002025760
プレス精密絞り加工で実現する次世代車搭載高精度
モーターケース用金型開発

公益財団法人相模原市産
業振興財団

2436 2714110064 神奈川県 有限会社高一製作所 2020002089516 医薬品生産装置部品の製造工法確立
公益財団法人神奈川産業
振興センター

2437 2714110071 神奈川県 株式会社湘南テクノ 5021001019907
小量多品種パイプ製品の高付加価値化及び測定の確
立とＩＯＴ活用

横浜銀行

2438 2714110076 神奈川県 有限会社中本製作所 2021002032647
日本文化を継承する希少性の高い国産オリジナル鈴製
品（お守り等）に係る製造工程の刷新

若杉公認会計士事務所

2439 2714110079 神奈川県 宇都宮螺子株式会社 8010401003790
精密シャフト・ネジの画像認識検査による合理化と１０
０％品質保証

三菱東京ＵＦＪ銀行

2440 2714110080 神奈川県 組田工専株式会社 3021001000595
油圧クッション付プレス加工機の導入による生産性の向
上による事業領域の拡大

株式会社浜銀総合研究所

2441 2714110085 神奈川県 有限会社デンタルオフィスささき 5020002039245
「永久歯先天性欠如」向けの先進的施術に対する歯科
技工物の開発

横浜信用金庫

2442 2714110086 神奈川県 株式会社不二ＷＰＣ 3021001019124
短パルスレーザ加工による高分子材料用刃物の高寿
命化

公益財団法人相模原市産
業振興財団

2443 2714110093 神奈川県 株式會社ヨーマー 8021001028723
振動打撃と高速上下振動による鋳造品の中子砂落とし
装置の試作

りそな銀行

2444 2714110097 神奈川県 株式会社デジタルハンズ 9020001037485
高精度・高効率な頭部用小型三次元スキャンニング装
置の試作開発

ジャパン・ラボ株式会社

2445 2714110098 神奈川県 株式会社クロスメディア 2021001011908
保温カバー生産プロセス革新による自動裁断の実現及
び異分野展開

公益財団法人相模原市産
業振興財団

2446 2714110101 神奈川県 株式会社川崎製作所 2021001027301
ステンレス切断加工範囲拡大による大型曲げフレーム
の生産体制の確立

横浜信用金庫

2447 2714110102 神奈川県 松村テクノ 　－
従来の不満を解消した、使い勝手の良いラップホル
ダーの試作開発

公益財団法人神奈川産業
振興センター

2448 2714110104 神奈川県 株式会社エンゼルライフ 7020001084703
湧水から高品質の天然バナジウム水を生成する画期
的な給水システムの試作

神奈川銀行

2449 2714110113 神奈川県 有限会社田中製作所 7021002041593
遠心分離機用金属製ドライブシャフト等の精密加工技
術導入事業

八千代銀行
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2450 2714110114 神奈川県 有限会社小倉製作所 4010902003500
新事業参入での航空機用部品の製造工法確立と受注
獲得

めぐろ税理士法人

2451 2714110116 神奈川県 株式会社山喜 4020001006214
ロボット部品の高度生産性向上を目指すファクトリーマ
ネジメントの構築

公益財団法人横浜企業経
営支援財団

2452 2714110124 神奈川県 イーラムダネット株式会社 5021001015880
小型低価格な４Ｋ／８Ｋテレビ用ホーム光配線システム
の開発

公益財団法人相模原市産
業振興財団

2453 2714110126 神奈川県 株式会社第五電子工業 3021001012913
ロボットを用いたプラズマ溶接機の導入による技術課題
の解決と生産性向上

八千代銀行

2454 2714110127 神奈川県 有限会社フジ・グラインド 2021002069433
工具の寿命が判断でき「早く且つ安全に」加工をアシス
トする治具

かながわ信用金庫

2455 2714110128 神奈川県 株式会社協進工業所 2020001070781 エレベータ関連重要保安部品の製造管理のデジタル化 川崎信用金庫

2456 2714110135 神奈川県 株式会社古賀電子 7021001036479
基板実装における２．５次元検査装置導入による高品
質検査の実現

落合和雄税理士事務所

2457 2714110136 神奈川県 株式会社ニットー 9020001006606
車椅子起立補助具の開発及び生産数に合わせた多様
な生産プロセス改革

横浜銀行

2458 2714110138 神奈川県 株式会社ダット 9021001029984
最新マシニングセンタ導入による、試作金型の精度向
上とリードタイム短縮、本金型の開発

八千代銀行

2459 2714110139 神奈川県 株式会社池田工業所 8020001005889
高効率火力発電向けタービンブレードの高精度加工技
術開発事業

税理士法人鈴木会計事務
所

2460 2714110140 神奈川県 株式会社アスター電機 5020001043669 高齢者見守りセンサシステムの開発 横浜信用金庫

2461 2714110143 神奈川県 トーカイ工業株式会社 2021001022698
産業用ロボット部品における難加工材曲げ工程の高精
度化の実現

静岡中央銀行

2462 2714110146 神奈川県 株式会社洗車の王国 4021001024148
排気ガス中の有害物質を無害化する自動車用コーティ
ング剤の開発

横浜銀行

2463 2714110147 神奈川県 村井鋼機株式会社 3021001005223
破砕機カッター製造の生産管理体制確立による不良率
の改善

城南信用金庫

2464 2714110148 神奈川県 高周波粘弾性株式会社 6021001050869 大ひずみ付加可能な高周波粘弾性測定装置の開発
公益財団法人横浜企業経
営支援財団

2465 2714110154 神奈川県 株式会社フジノライン 3021001020420
釣り糸への天然素材１００％樹脂によるコーティング処
理の新生産方式

平塚信用金庫

2466 2714110159 神奈川県 有限会社アヤセ木型 2021002045921
生産効率を倍速化する最新設備等によるフルモールド
鋳造模型製造技術を活用した業界初の福祉用座位保
持装置（チェア）の試作開発

横浜銀行

2467 2714110160 神奈川県 株式会社吉岡精工 2020001001118
ウエハ固定用「加熱機能付きポーラスチャック」の面精
度及び生産性向上

横浜信用金庫

2468 2714110163 神奈川県 有限会社エムテックエンジニアリング 6020002074729 医療機器部品の高精度化の試作開発 横浜信用金庫

2469 2714110166 神奈川県 南開工業株式会社 3021001033892
マテリアルリサイクルを実現させる収益性の高い分解洗
浄工程の開発

南足柄市商工会

2470 2714110169 神奈川県 林精鋼株式会社 6010801009860
磨棒鋼加工設備の効率化・高精度化による生産能率向
上の計画

川崎信用金庫

2471 2714110173 神奈川県 有限会社原精機製作所 6010902012219
３Ｄ ＣＡＤ・ＣＡＭソフト導入による、生産プロセスの改善
及び新分野へのアプローチ

川崎信用金庫

2472 2714110175 神奈川県 京栄工業株式会社 9020001066096
超短納期ワンストップサービスを実現する高効率金型・
成形加工システムの構築

川崎信用金庫

2473 2714110176 神奈川県 株式会社此木製作所 6020001002046
ワイヤー放電加工による顧客ニーズに合致する「高精
度モータコア試作品」生産体制の構築

横浜信用金庫

2474 2714110178 神奈川県 株式会社タイホー 3021001012962
相模原市の間伐材を使用した、外部電源を必要としな
いピクトサイン

八千代銀行

2475 2714110183 神奈川県 株式会社山装 9020001003909
屋上防水改修工事時における低コスト環境対応型雨水
排水ドレンの開発

商工組合中央金庫

2476 2714110187 神奈川県 株式会社モリセ精工 2020001051831
ＳｉＣ等難研削セラミックスの研削加工を内製化する事
業

横浜信用金庫

2477 2714110189 神奈川県 株式会社エムイーエス 7021001028807
トレーサビリティ確立と工程設計システム確立等の基板
製造一貫体制への革新的取組

公益財団法人神奈川産業
振興センター

2478 2714110195 神奈川県 株式会社草野製作所 7010101006401
ＹＡＧレーザ溶接機を用いた、半導体製造装置（洗浄・
乾燥装置）の軽量化フレーム構造の開発

八千代銀行

2479 2714110203 神奈川県 権田金属工業株式会社 5021001012069
国内唯一のＭｇ合金を用いた建材向け耐震用エキスパ
ンションジョイントの量産化

株式会社さがみはら産業
創造センター

2480 2714110204 神奈川県 有限会社地域住環境研究所 3021002036795
座姿勢矯正商品の生産効率を上げ安価で販売可能な
商品をつくる

中栄信用金庫

2481 2714110206 神奈川県 東京電業株式会社 7011001016416 液化水素貯蔵・輸送のための振動監視システムの開発
公益財団法人相模原市産
業振興財団

2482 2714110209 神奈川県 株式会社河坂製作所 1021001011751
高圧燃料ポンプ用ボルトの高品質化・低コスト・工期短
縮を実現

公益財団法人相模原市産
業振興財団

2483 2714110211 神奈川県 サルーステック株式会社 4020001106600
耳からの各種生体信号取得デバイスとフィードバックシ
ステムの開発

影近・前田税理士法人

2484 2714110221 神奈川県 北澤工業株式会社 9021001036378
プラスチック容器用超微細採色立体装飾成形金型の製
作システムの高度化

平塚信用金庫
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2485 2714110224 神奈川県 株式会社仙崎鉄工所 5020001073402
最新ＹＡＧレーザー溶接機の導入による高精密製品加
工を実現し先端産業への参入

公益財団法人川崎市産業
振興財団

2486 2714110234 神奈川県 石山ネジ株式会社 9013201000560
ＬＥＤ照明製造装置向け蒸着源の製造ラインのＩｏＴ化に
よる品質と生産性の向上

西武信用金庫

2487 2714110236 神奈川県 有限会社湘南オートカット工業 4021002002185
レイアウトマシーン用部品の製造における生産性の効
率化

横浜信用金庫

2488 2714110237 神奈川県 株式会社エービーモデル玉川工場 1020001067515 樹脂型の開発による生産プロセスの革新 商工組合中央金庫

2489 2714110238 神奈川県 Ｈ＆Ｅ Ｔｅｃ株式会社 1021001010811
磁性鋼鈑・パルス電流の活用による「高効率発電機」の
開発事業

湘南信用金庫

2490 2714110239 神奈川県 株式会社ミスギ 2020001077323 ＪＲ車両使用 車椅子用バリアフリースロープ開発 川崎信用金庫

2491 2714110244 神奈川県 株式会社三益 6021001021102
ＩｏＴ技術を活用したステンレス鋼高周波造管機の設備
立上げ工期短縮

特定非営利活動法人厚木
診断士の会／あつぎ活性
化プロジェクト

2492 2714110246 神奈川県 株式会社アデック 8021001056880
中小自動車部品メーカの型技術を向上させる独自デー
タを盛り込んだＩＴ技術の提供事業開発

多摩信用金庫

2493 2714110250 神奈川県 有限会社石村製作所 5020002003787
インサート材に炭素繊維を利用するプラスチック成形用
金型の開発

横浜信用金庫

2494 2714110251 神奈川県 株式会社エスエムケイ 9021001016108
最新鋭ロボット導入による自動化生産システムの構築
と国際競争力強化の実現

八千代銀行

2495 2714110262 神奈川県 株式会社ツジマキ 8020002030721
屋内外印刷物の耐久性を向上させる高硬度ＵＶコー
ティング技術の開発

公益財団法人横浜企業経
営支援財団

2496 2714110265 神奈川県 相模ピーシーアイ株式会社 1021001012221
最新レーザーに依るプリント基板の外形加工生産プロ
セスの改善

公益財団法人相模原市産
業振興財団

2497 2714110270 神奈川県 株式会社小田原エンジニアリング 6021001034104
ＥＶ・ＰＨＥＶ向け新型アッパーツールの生産ラインの構
築

さがみ信用金庫

2498 2714110271 神奈川県 マイクロ・スクェア株式会社 7021001017479
硬化した樹脂、インク表面に粘着性が残らない紫外線Ｌ
ＥＤ照射器の開発

公益財団法人相模原市産
業振興財団

2499 2714110274 神奈川県 株式会社ミズキ 8021001027626 強力型転造機導入による埋込み型ピンの生産性改善 北條論税理士事務所

2500 2714110278 神奈川県 株式会社石原製作所 7010701000860 ３Ｄスキャナーによる画期的な検査方法の確立 八千代銀行

2501 2714110279 神奈川県 株式会社常光 6010001003689
湿式ジェットミルによるナノ材料の大量生産用基盤技術
の開発

一般社団法人首都圏産業
活性化教会

2502 2714110281 神奈川県 株式会社高橋製作所 4020001068064
高精度、多品種少量短納期対応可能なＢｔｏＣ金属切削
事業体制確立

川崎商工会議所

2503 2714110290 神奈川県 株式会社メディナ 6011001033387
３Ｄスキャナー・プリンター等導入による義歯製作工程
の革新

株式会社浜銀総合研究所

2504 2714110292 神奈川県 株式会社ドリーメックステクノ 3021001031698
タレパン導入による建設業界向け高粘度スリットコー
ター装置の市場獲得

公益財団法人相模原市産
業振興財団

2505 2714110296 神奈川県 株式会社プロシェア 7020001063368
高周波増幅器の開発スピ－ドの短縮と 小型化・軽量化
への挑戦

商工組合中央金庫

2506 2714110301 神奈川県 株式会社共栄製作所 9021001022915 冷間鍛造加工による軸受用『ころ』の量産化 中栄信用金庫

2507 2714110308 神奈川県 株式会社ＣＱ－Ｓネット 3020001061177
２４ＧＨｚレーダーセンシング技術を用いた安心見守りシ
ステムの開発

公益財団法人横浜企業経
営支援財団

2508 2714110316 神奈川県 株式会社キョーワハーツ 1020001055791
抜き差し自在ファイルの販路拡大と付加価値向上のた
めの新方式綴じ具の試作開発

城南信用金庫

2509 2714110322 神奈川県 有限会社福田製作所 5021002059431 社内標準化とブランド力強化
公益財団法人神奈川産業
振興センター

2510 2714110324 神奈川県 株式会社スヤマコーポレーション 6021001019963
バスダクト組立におけるボルト締付機独自開発と工程
改善による生産性向上の実現

商工組合中央金庫

2511 2714110325 神奈川県
ディー・クルー・テクノロジーズ株式会
社

9290801012297
リラクゼーションや更には医療効果を狙ったハイレゾス
ピーカーの最適化試作開発

福岡銀行

2512 2714110326 神奈川県 株式会社ファルネックス 1010801024724 液晶ナノ微粒子化技術の独自性を活かした製品開発 八千代銀行

2513 2714110327 神奈川県 株式会社成光工業 3020001073429
自然エネルギー・電気自動車向け電気誘導部材である
導体棒（ブスバー）の試作開発

株式会社浜銀総合研究所

2514 2714110328 神奈川県 有限会社ら・ふらんす 2021002025551
焼菓子風味保持の為の不活性ガス封入式高効率包装
システムの導入

株式会社さがみはら産業
創造センター

2515 2714110333 神奈川県 株式会社ナウ産業 6021001027529
ＣＡＤ／ＣＡＭの統一とネットワーク化により飛躍的なコ
スト削減と生産性向上を実現

綾瀬市商工会

2516 2714110335 神奈川県 光輝化成株式会社 3020001020109
射出圧縮成形によるプラスチック厚肉高精度歯車の開
発

川崎信用金庫

2517 2714110337 神奈川県 大島機工株式会社 1021001026213
横形マシニングによる工程集約と自動化による生産プ
ロセスの改善

公益財団法人相模原市産
業振興財団

2518 2714110338 神奈川県 株式会社由紀精密 2021001007518
同時５軸複合加工機導入によるフレキシブル生産シス
テムの構築

商工組合中央金庫

2519 2714110339 神奈川県 芙蓉樹脂工業株式会社 1021001001942
ＩｏＴを駆使したディスプレイデバイス　製造装置向け樹
脂部品精密加工工程の構築

株式会社浜銀総合研究所
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2520 2714110343 神奈川県 株式会社コスモデンタルラボラトリ― 9020001033897
新しい製法と素材による高齢者に優しいコーヌスデン
チャーの開発

横浜信用金庫

2521 2714110348 神奈川県 甘木工業株式会社 5021001046918
当社最大の強みを生かす　自動車組立設備向け軽量
化アタッチメントの実現

公益財団法人相模原市産
業振興財団

2522 2714110353 神奈川県 フジ・プロダクト株式会社 2021001023093
自社開発オリジナル製品の量産化に伴う新規加工方法
の確立

さがみ信用金庫

2523 2714110355 神奈川県 株式会社フラスト 3020001081571
レーザ加工機導入による高精度製品の効率的生産の
実現

多摩信用金庫

2524 2714110358 神奈川県 クリーンサアフェイス技術株式会社 8021001006299
「ナノレベル」での高精度加工と精度保証の実現および
自社内での解析技術の強化

株式会社エフアンドエム

2525 2714110361 神奈川県 ザクトクラフト 　－ オリジナルルアーの迅速な開発体制の構築 足柄上商工会

2526 2714110363 神奈川県 株式会社ナノテック 3021001025683 超高精細８Ｋ画像信号製品開発用設備導入 横浜銀行

2527 2714110364 神奈川県 株式会社ミツミネ電子 6020001037447
最新モデル実装機導入による小型電子部品０３０１５サ
イズの実装挑戦と実装能力強化

株式会社浜銀総合研究所

2528 2714110366 神奈川県 株式会社ナカムラ 3021001020230
瞬間硬化性２液混合装置導入による塗装工程の工期
短縮と耐候性向上

ライトハウス税理士法人

2529 2714110373 神奈川県 相模コンベヤー工業株式会社 1021001012171 延伸コンベヤーベルト用新型加硫機の導入 八千代銀行

2530 2714110374 神奈川県 株式会社ジェイエスピー 6020001014966
離床センサーとナースコールシステム間の転倒事故防
止装置の開発

公益財団法人横浜企業経
営支援財団

2531 2714110379 神奈川県 都市拡業株式会社 4020001013433
「酸化被膜工法ＴＭ」における水改質効果モニタリング
システムの試作開発

横浜信用金庫

2532 2714110386 神奈川県 株式会社相模プリント 8021001012231
画像認識型クロスメディアと高性能デジタル印刷機の連
携による新規ビジネス開拓と既存事業拡大

三菱東京ＵＦＪ銀行

2533 2714110396 神奈川県 株式会社新鋭産業 8020001029979 加飾アルミ密着接合成形事業
公益財団法人横浜企業経
営支援財団

2534 2714110397 神奈川県 オーエス精工株式会社 4021001018356
三次元形状測定器導入による発電素子部品製造技術
の高度化

株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

2535 2714110400 神奈川県 有限会社ファクトリーゼロ 1021002045542
舟艇用台車の多様化・大型化ニーズに応える製造リー
ドタイムの圧縮

静岡中央銀行

2536 2714110401 神奈川県 株式会社共立 2021001016659
低温大気圧Ａｒプラズマを用いた低消費電力型ＰＦＣ除
害装置の製品化

一般社団法人首都圏産業
活性化協会

2537 2714110403 神奈川県 株式会社末吉ネームプレート製作所 5010401014790
自動化装置の導入によるエッチングプロセスの改善と
排水リサイクルの実現

公益財団法人川崎市産業
振興財団

2538 2714110405 神奈川県 泉橋酒造株式会社 7021001026678
国内・海外向け高付加価値の清酒増産を目的とした放
冷新設備導入

城南信用金庫

2539 2714110410 神奈川県 有限会社ハイアンドロー 5020002027670 昇降機速度計測器 城南信用金庫

2540 2714110415 神奈川県 有限会社丸信製作所 9021002046954
複雑化する設計／製造ニーズへの迅速な対応を可能と
する新規設備導入と生産ラインの一新

横浜銀行

2541 2714110417 神奈川県 株式会社エムワイ化成 2021001019488
建築構造物用電力幹線システムバスダクト部品絶縁ス
ペーサーの量産化

平塚信用金庫

2542 2714110420 神奈川県 株式会社シノテスト 7010001019791
電子タグ自動貼付・書込機の開発による検査用試薬ボ
トルの生産コスト削減の実現

公益財団法人相模原市産
業振興財団

2543 2714110424 神奈川県 株式会社アサイ・エンジニアリング 9020001058135
３Ｄプリンター等の導入による、ロボット開発の効率化と
試作内製能力の獲得

公益財団法人横浜企業経
営支援財団

2544 2714110425 神奈川県 株式会社プロスリンク 1021001047969 ３Ｄプリンター導入によるフィギュア製作プロセスの改善 西武信用金庫

2545 2714110426 神奈川県 リオス株式会社 1020001102825
超細型ラインアレイスピーカと専用パワーアンプセットの
開発・製品化

水谷翠会計事務所

2546 2714110428 神奈川県 株式会社ライプロンコーポレーション 1020001052079
生産工程の改善によるリサイクルビニール袋の小ロット
化と自治体指定ゴミ袋製造の実現

三井住友銀行

2547 2714110430 神奈川県 日本金泰株式会社 6021001008198 金型用工具の新機能性複合処理法の開発 厚木商工会議所

2548 2714110434 神奈川県 株式会社ツユキ製作所 8021001031891
次世代パワー半導体向け複雑形状及び薄肉部品のオ
リジナル切削工法の確立

さがみ信用金庫

2549 2714110435 神奈川県
有限会社湘南グッドライフインダスト
リー

1021002071043
短納期で個々人の身体によりフィットする装具の試作品
開発事業

かながわ信用金庫

2550 2714110438 神奈川県 東邦電子株式会社 1021001013302 各種温度センサ用加工機の導入による生産性向上 西武信用金庫

2551 2714110440 神奈川県 株式会社浜製作所 6021001002457
５軸加工設備導入による複雑形状金属加工工程の革
新

株式会社浜銀総合研究所

2552 2714110445 神奈川県 アップシステム株式会社 3020001082941 革新的接ぎ木装置の開発、商品化の実施 川崎信用金庫

2553 2714110447 神奈川県 株式会社川熱 9021001027303
通信架空線路構造物の長寿命化を目的とした「粉体塗
装防食被覆つり線」の開発事業

静岡銀行

2554 2714110451 神奈川県 株式会社ストロングハート 3010401105328
低温減圧乾燥技術を用いた規格外青果の商品化拡大
及び海外進出

八千代銀行

73



受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

2555 2714110458 神奈川県 株式会社ティーツー 6021001022281
最新ＣＮＣ倣い研削盤システム導入による金型パーツ
の高精度化と生産性の向上

西武信用金庫

2556 2714110462 神奈川県 株式会社Ａ・Ｒ・Ｐ 2021001023060
レーザー測長システムを用いた高精度ＸＹステージ製造
技術の確立

横浜銀行

2557 2714110463 神奈川県 テクノガード株式会社 9020001069727
胃腸管障害を起こす医薬品の副作用を軽減するヒアル
ロン酸添加経口剤の開発

公益財団法人川崎市産業
振興財団

2558 2714110470 神奈川県 株式会社ソノテック 1020001069569
熱可塑性ＣＦＲＰ切断可能な超音波カッター刃の試作開
発

川崎信用金庫

2559 2714110474 神奈川県 株式会社日本油剤研究所 1020001007801 伸線スラッジの銅粉リサイクルと付加価値の向上
一般社団法人Ｌ・Ｔ・Ｒコン
サルティングパートナーズ

2560 2714110479 神奈川県 富士ウッドワークス株式会社 8021001026545
オーダー家具製造における高品質・超短納期・低コスト
の実現

座間市商工会

2561 2714110482 神奈川県 有限会社豊実工業所 2021002059582
自動車部品関連の熱処理装置設備を生産するプロセ
スの改善

はちおうじ総務相談所

2562 2714110485 神奈川県 株式会社トクナガ 4021001001551
ワイヤーカット放電加工技術革新化による光学機器精
細部品の高精度低コスト化

横浜信用金庫

2563 2714110486 神奈川県 サクラテック株式会社 1020001081458
ＭＩＭＯレーダ方式による２４ＧＨｚ帯レーダプラットフォー
ムの開発

公益財団法人川崎市産業
振興財団

2564 2714110491 神奈川県 株式会社エーシーエム 5020001043405 ＣＦＲＰ簡易成形型による成形効率向上技術開発 みずほ銀行

2565 2714110492 神奈川県 有限会社吉田製作所 2021002009950 板金カシメ作業の機械化による製造プロセス改革 平塚信用金庫

2566 2714110495 神奈川県 モノワイヤレス株式会社 9021001057242 ＩｏＴ無線モジュール世界市場向け生産 座間市商工会

2567 2714110496 神奈川県 三和クリエーション株式会社 4020001066225
ＣＮＣ５軸円筒研削盤と独自ノウハウの融合による高度
生産性向上及び革新的技術開発

公益財団法人川崎市産業
振興財団

2568 2714110499 神奈川県 ヤマセ精機株式会社 8020001004503
超硬合金を使った金型製造における高精度化・高品質
化の推進

公益財団法人神奈川産業
振興センター

2569 2714110503 神奈川県 株式会社サンエス 1020001046931
樹脂加工機導入による作業の平準化と品質向上・ス
ピード納品実現事業

川崎信用金庫

2570 2714110507 神奈川県 株式会社青山プラスチック塗装 5020001065754
意匠性と塗膜性能を高めるパイプ内面塗装の塗装技術
確立

公益財団法人川崎市産業
振興財団

2571 2714110511 神奈川県 複写印刷株式会社 2021001034140 卒業アルバム合本専用の卒業文集を開発する事業 さがみ信用金庫

2572 2714110516 神奈川県 有限会社キャムサービス 6020002062774
複雑ギヤボックスの位置決め５軸加工データによる機
械稼働率向上の確立

川崎信用金庫

2573 2714110518 神奈川県 有限会社山口工業所 9021002047052
加工精度の向上と短納期化を実現する新設備の導入
で受注拡大

横浜信用金庫

2574 2714110519 神奈川県 ＳｕｐｅｒＯｘ Ｊａｐａｎ合同会社 8010503003697
装置の集中管理・制御による超電導線材製造のコスト
低減及び生産性向上

株式会社さがみはら産業
創造センター

2575 2714110524 神奈川県 日本微生物クリニック株式会社 2021001020280 レジオネラ菌等に対する迅速・低コストな検査の提供 厚木商工会議所

2576 2714110525 神奈川県 株式会社ジーエーシー 9021001056178
生産者・猟師と連携して取り組む熟成肉製造業への挑
戦及び熟成技術の高度化

横浜銀行

2577 2714110533 神奈川県 株式会社横山製作所 1020001009491 難削材の精密加工技術の確立 城南信用金庫

2578 2714110534 神奈川県 南工業株式会社 4010701022635
自動車業界向け特殊高精度治具・研究開発用部品の
生産性向上

山本宏税理士事務所

2579 2714110537 神奈川県 アステック株式会社 2020001071763
新型洗浄装置の導入による半導体製造装置カーボン
製治具の再生・洗浄の高度化と新素材への対応

税理士法人しんかわ会計

2580 2714110538 神奈川県 有限会社アイディエムゴトー 5021002017323
顧客要求に応えながら加工能力の増強を図る中型加
工機導入計画

りそな銀行

2581 2714110540 神奈川県 株式会社ファイ・マイクロテック 1021001021486
ＩｏＴ時代に求められる高速光通信用ケーブル向けＩＣ
チップの試作品製作

横浜銀行

2582 2714110542 神奈川県 アサヌマコーポレーション株式会社 8011201000193
メイクアップ化粧品製造におけるロボットと充填設備の
複合による多品種少量生産の確立

公益財団法人相模原市産
業振興財団

2583 2714110543 神奈川県 株式会社二幸技研 2020002090151
３Ｄスキャナー導入による、ナイロン注型プラスチック部
品の検査・管理体制と精度安定化の確立

川崎信用金庫

2584 2714110544 神奈川県 株式会社ミスズ 2020001064791
顧客のアイデアを具現化する、製品開発無償対応の新
生産システムの展開

静岡銀行

2585 2714110550 神奈川県 新生産業株式会社 4021001030443
特殊太陽電池を活用した低コスト降雪地域用視線誘導
標識の開発

大和商工会議所

2586 2714110551 神奈川県 有限会社深沢製作所 9021002045551
板金加工の生産能力向上による既存顧客からの受注
機会ロス解消

公益財団法人神奈川産業
振興センター

2587 2714110558 神奈川県 昭和精工株式会社 7020001006343
ＩｏＴ利活用による超精密金型用自動無人生産ラインの
構築

公益財団法人横浜企業経
営支援財団

2588 2714110559 神奈川県 ＢＯＤＹ ＳＨＯＰ ＴＲＩＮＩＴＹ 　－
高級輸入車に特化した、最高級鈑金塗装技術の確立に
よる競争力強化

川崎信用金庫

2589 2714110564 神奈川県 クズミ電子工業株式会社 3020001000143 産業機械向けＥＤＬＣ用急速充電器の開発 静岡銀行

74



受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

2590 2714110567 神奈川県 池田薬草株式会社 7480001007477
機能性成分スダチチンを高含有したスダチ果皮エキス
の開発

公益財団法人川崎市産業
振興財団

2591 2714110571 神奈川県 有限会社アネスト 9020002079964
スチームコンベクションオーブン対応型「使い捨て厚紙
焼成容器」の開発事業

湘南信用金庫

2592 2714110576 神奈川県 株式会社アイデンＭＥ 6200001028865
リアルタイム・高画質な通信を可能とする小型・軽量の
無線伝送装置の開発

公益財団法人横浜企業経
営支援財団

2593 2714110578 神奈川県 株式会社テクニカル 3020001015406 捕獲対象認識機能付きＩｏＴ罠システムの試作開発 坂本公認会計士事務所

2594 2714110579 神奈川県 メディサイエンス・エスポア株式会社 3020001076530 可搬型酸素リキッド製造システムの試作開発 川崎信用金庫

2595 2714110582 神奈川県 三立工業株式会社 3010401114997
複合繊維廃材の革新的再生装置開発と再生事業のビ
ジネスの新規開発

平塚信用金庫

2596 2714110588 神奈川県 横浜電子株式会社 4020001005769
保護熱板法（ＧＨＰ法）による熱伝導率測定装置の試作
開発

公益財団法人横浜企業経
営支援財団

2597 2714110592 神奈川県 有限会社ファースト 9021002029934
オーダーメイド食品木材加工ショーケースの再現性／
装飾性／季節性の実現による海外販路開拓事業

藤野商工会

2598 2714110593 神奈川県 日本エイブル株式会社 2010901008907
超精密ＭＩＭ金型製作による最先端金属部品開発のサ
ポート体制確立

静岡銀行

2599 2714110594 神奈川県 原製作所 　－
『脱下請け・法人成り』飛躍のためのプラスチック部品の
試作受託の精度向上事業

藤野商工会

2600 2714110597 神奈川県 株式会社ＪＫＢ 8013201002475
高脱脂高性能洗浄装置の導入による持続的成長戦略：
企業力向上好循環の創造

公益財団法人川崎市産業
振興財団

2601 2714110598 神奈川県 有限会社三同工業 8020002011812
カーエアコン用高精度ピストンリングの試作開発による
競争力強化

みずほ銀行

2602 2714110599 神奈川県 有限会社エイ・テクノス 1021002062166
高精度・難加工材が要求される精密金型加工の革新的
短納期化の実現

静岡中央銀行

2603 2714110600 神奈川県 株式会社アドたかはし 7021001033443
湯河原温泉水を活用した機能性植物の栽培及び高機
能化の検討

さがみ信用金庫

2604 2714110602 神奈川県 日本新聞インキ株式会社 1010401022756 インクジェット用水性発泡点字インクの開発
公益財団法人川崎市産業
振興財団

2605 2714110611 神奈川県
株式会社淀商
株式会社プラテクノマテリアル

3021001023670
6290801016887

ペットボトルキャップ再生品の付加価値向上およびリサ
イクルの広域化

西嶌洋一税理士事務所

2606 2714110614 神奈川県 合同会社マイニチデザイン 4020003007284
設備投資によるオリジナルキャラクターグッズの革新的
な生産能力向上計画

エフピー・ワン・コンサル
ティング

2607 2714110617 神奈川県 安田通商株式会社 7021001026042
高速・高精度な最新鋭ベンダー導入による飛躍的な競
争力強化と新規需要獲得

神奈川銀行

2608 2714110619 神奈川県 有限会社共伸テクニカル 1021002019463
最新鋭レーザー加工機導入による価格競争力強化と成
長著しいアジア市場への進出

西武信用金庫

2609 2714110620 神奈川県 キョウワ工業株式会社 1021001027310
ＩｏＴ仕様プレスブレーキ導入による社内マシンネット
ワーク化と新素材加工生産体制の確立

八千代銀行

2610 2714110623 神奈川県 丸栄工業株式会社 3010801011241
超大型部品の金属加工による新たな強みの創出と、新
規市場での新規顧客開拓

相模原商工会議所

2611 2714110628 神奈川県 株式会社オンダ精機 7020001052949
ＩｏＴを活用した難加工材料における量産化生産体制の
確立

横浜信用金庫

2612 2714110631 神奈川県 合同会社ｍａｙｕｎｏｗａ 5020003009651
シルクの機能性を生かした肌と環境にやさしい美容道
具と化粧品の開発

公益財団法人横浜企業経
営支援財団

2613 2714110635 神奈川県 株式会社光陽 9010801003836
最新設備導入によるデザイン性の高い建築用ガラス
フィルム・壁紙の試作開発および生産性の飛躍的向上

りそな銀行

2614 2714110636 神奈川県 Ａｒｔｉｓｔｉｃ Ａｃｏｕｓｔｉｃｓ 　－
非音響製品のスピーカー化技術を含む当社第二世代
製品となる、新音響システムの開発

座間市商工会

2615 2714110642 神奈川県 株式会社コモンイースト 5021001012093
めっき工程における水洗方式変更と排水処理設備更新
による品質改善・生産性向上

公益財団法人神奈川産業
振興センター

2616 2714110645 神奈川県 株式会社上田製作所 4020001065904
横形マシニングセンタでのスルースピンドルクーラントの
有効利用

川崎信用金庫

2617 2714110647 神奈川県 東立電機株式会社 5013201004169
熱伝導率を高めた高信頼性長尺シーズヒーターの開発
と超短納期実現

目黒信用金庫

2618 2714110648 神奈川県 株式会社曽我製作所 2021001022129
最新鋭レーザー加工機導入による高精度・短納期・低
コスト化の実現と新規顧客開拓

三井住友銀行

2619 2714110650 神奈川県 株式会社ワード技研 9021001014359 プレス成形製品の歪除去に関する手法の開発
公益財団法人相模原市産
業振興財団

2620 2714110655 神奈川県 株式会社アート１ 4021001025550
放射率の高い特殊陽極酸化皮膜の開発とプロセスの
構築

大和商工会議所

2621 2714110661 神奈川県 ウチヤマデザイン株式会社 5020001072065
台湾市場向け小型プレジャーボートのデザイン及び試
作開発

株式会社翼コンサルティン
グ

2622 2714110663 神奈川県 有限会社あぶくま製作所 5021002049424
複雑３次元形状部品の精密５軸マシニング加工技術実
施体制構築事業

影近・前田税理士法人

2623 2714110674 神奈川県 スペースリンク株式会社 5021001004396 ＣＮＴマグネシウム燃料電池
公益財団法人湘南産業振
興財団

2624 2714110676 神奈川県 ＡＯＳエンジニアリング株式会社 2021001031039
銅管加工用モータの高速化で新たな市場のニーズに応
える

公益財団法人相模原市産
業振興財団
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2625 2714110680 神奈川県 パル・ライフサポート株式会社 7020001101565
膝十字靭帯手術後の患者の早期社会復帰・医療・療養
費の削減を実現する膝装具の開発

川崎信用金庫

2626 2714110681 神奈川県 株式会社グローカリズム 4021001045664
エネルギー変換に要するターボ機器の技術者養成教材
の開発

公益財団法人湘南産業振
興財団

2627 2714110685 神奈川県 株式会社Ｓａｎｓｅｉ 9020001036388 コンテナＭＲＩ車（災害対策車）試作品の製作 三菱東京ＵＦＪ銀行

2628 2714110686 神奈川県 南真化学工業株式会社 1020001064520
自動車部品市場獲得のための異種プラスチックやゴム
の異材接合技術開発

商工組合中央金庫

2629 2714110689 神奈川県 有限会社中間製作所 4021002022951 複合射出成形を可能にする特殊金型の開発事業 牛腸真司税理士事務所

2630 2714110690 神奈川県 株式会社サービステックジャパン 3020001085416
ジーンズ用レーザー加工機による鵜新規ファッション
ジーンズの新展開

翼コンサルティング

2631 2714112002 神奈川県 浜田歯科医院 　－
顎関節症および不正咬合に関する革新的治療サービ
スの開発と提供

株式会社ブレイブコンサル
ティング

2632 2714112003 神奈川県 株式会社ボンディ 1020001102569
美容師・ネイリストのためのモバイルでの集客プラット
フォーム開発

税理士法人ＫＭＣパート
ナーズ

2633 2714112006 神奈川県 株式会社坂口屋 8020001002036
横浜地産『浜なし』クラフトビール醸造で酒文化伝承と地
域交流を実現

横浜信用金庫

2634 2714112007 神奈川県 株式会社ラッキーソフト 8021001048556
介護予防システムの利便性向上と市場拡大へ繋げる
革新的ＳＴＢの試作開発

平塚信用金庫

2635 2714112010 神奈川県 スプーン有限会社 9010402020041
湘南地区でのロケ撮影事業者に対する、ロケ弁共同受
注システムの構築

湘南信用金庫

2636 2714112012 神奈川県 株式会社ビット・トレード・ワン 2021001019182
中小企業向け製造設備／ラインＩｏＴ化サービスの開発
と展開

公益財団法人相模原市産
業振興財団

2637 2714112015 神奈川県 株式会社ヒラミヤ 4020001066885
３Ｄスキャナーと３Ｄデータを用いた建築内装部品製作
の事業化

株式会社濱田マネジメント
タクティクス

2638 2714112023 神奈川県 株式会社城山測量設計 8021001032758
測量技術・地域実績を活かした３次元地形情報提供
サービス

さがみ信用金庫

2639 2714112032 神奈川県 株式会社ワン・ツー・ストック 7020001006987
危険物保管の高層ラック化と入出庫作業の自動化の実
現

一般社団法人日本経営士
会

2640 2714112033 神奈川県 株式会社井上蒲鉾店 8021001037583
創業１３７年の味をご家庭へ！蒲鉾店の新しい生産ライ
ンの革新事業

鈴木孝明税理士事務所

2641 2714112034 神奈川県 有限会社とちぎや 8021002003592
史上初！こぼすのにこぼれない業務用日本酒専用計
量カップの開発製造

かながわ信用金庫

2642 2714112035 神奈川県 株式会社冲セキ 2020001073669
高付加価値のガラス墓石組み込みに対応可能な墓石
追加・改修サービス体制構築

公益財団法人川崎市産業
振興財団

2643 2714112036 神奈川県 株式会社興版印刷 5021001036464
冊子制作において最新製本設備導入による人に優しい
製品生産と顧客満足度の向上追求

神奈川銀行

2644 2714112041 神奈川県 株式会社グッドマン 8020001031737
水道インフラ整備における危機的状況を救う画期的漏
水探索システムのＰＲ事業

横浜信用金庫

2645 2714112054 神奈川県 Ｓｔｕｄｉｏ Ｍｅｌｌｏｗ Ｂ． 　－
和紙のレースネックレス等制作キット国内・海外通販事
業

公益財団法人横浜企業経
営支援財団

2646 2714112057 神奈川県 株式会社宮崎印刷所 6021001007456
紙加工製品における自社一貫生産体制の確立による
ワンストップサービスの提供

湘南信用金庫

2647 2714112058 神奈川県 ピオン洋菓子店 　－
洋菓子店の商圏拡大を目指したサービス提供プロセス
革新

川崎信用金庫

2648 2714112060 神奈川県 吉田製麺店 　－
採れたて新鮮野菜を練り込み栄養を気軽にとれる野菜
麺の開発

柳澤大輔税理士事務所

2649 2714112061 神奈川県 株式会社ベネクス 4021001024544
高機能で販売好調なリカバリーウェア増産のための生
産管理システム構築

株式会社ウィレコンサル
ティング

2650 2714112062 神奈川県 熊沢酒造株式会社 8021001006753
無濾過・非加熱「地ビール」の長期常温保存化による流
通革命の実現

静岡中央銀行

2651 2714112063 神奈川県 有限会社ＵＧペット 8010902022439
野生の猪や鹿肉を活用した主原料国産、日本国内生産
ドッグフードの開発・製造・販売

横浜銀行

2652 2714112072 神奈川県 有限会社秋山木工 1020002085714
海外に向けて日本の高品質製品・技術の高さを発信す
る新サービス

東京中央経営株式会社

2653 2714112076 神奈川県 株式会社アーチドゥーク・オーディオ 3020001100884 音響技術 アレイプロセッシング導入計画 横浜信用金庫

2654 2714112080 神奈川県 カサハラ印刷株式会社 2021001021015
フルデジタル化による高効率生産プロセスの確立と地
域密着サービスにおける競争力強化

りそな銀行

2655 2714112084 神奈川県 株式会社大磯教育研究会 9021001037590
学習意欲を維持させ、高得点へと導く ｎｅｔ－ｓｃｈｏｏｌ の
構築

鈴木孝明税理士事務所

2656 2714112091 神奈川県 株式会社共栄堂 9020001070783 「地域密着デザインコンビニサービス」の展開 川崎信用金庫

2657 2714112092 神奈川県 有限会社今村仏具店 7021002040083 仏具店の新たな提案「香りの終活」による顧客獲得 大和商工会議所

2658 2714112094 神奈川県 株式会社アイリー 4020001097666
ＵＶプリンター導入によるその場で出来る低コスト高品
質のオリジナル商品試作開発

大和商工会議所

2659 2714112099 神奈川県 有限会社ユニオン電器 1021002060120 誰でも安心・安全で使える防犯用液体銃の開発 平塚信用金庫
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2660 2714112100 神奈川県 株式会社テレメディカ 8020001094701
かかりつけ薬局スキル研鑽のための中央配信型フィジ
カルアセスメントトレーニングソフトウェア試作開発

株式会社ケイエスピー

2661 2714112101 神奈川県 株式会社松本地盤技研 5021001016953
差別化を強化するための地盤工学分野の高速三次元Ｆ
ＥＭ解析技術導入

公益財団法人相模原市産
業振興財団

2662 2714112102 神奈川県 株式会社横浜ベイサイドネット 8020002073407
ハイブリッド型オーディオパネル「アーティパネル」の開
発・販売

公益財団法人横浜企業経
営支援財団

2663 2714112106 神奈川県 株式会社積製作所 3021001016410
最新型ＣＡＤ／ＣＡＭと表面粗さ・輪郭形状統合測定器
導入による、ＮＣプログラム作成サービス事業の開発

藤野商工会

2664 2714112109 神奈川県 有限会社オーシャンデンタル 8021002014169
地域の高齢者に優しい安心・安全・高品質な最新の歯
科技工サービスの提供

湘南信用金庫

2665 2714112114 神奈川県 株式会社電研社 5120001000817 高品質なＣＦＲＰ製品の一貫生産体制の確立 河合琢也税理士事務所

2666 2714112117 神奈川県 ＭＤＩ株式会社 8020001077359
低温域排熱エネルギーの高効率回収を促進する革新
的サービスの確立

株式会社さがみはら産業
創造センター

2667 2714112119 神奈川県 アルファラパン株式会社 7021001058721 『マルチ計量スプーン』の試作開発
オフィスマツナガ行政士事
務所

2668 2714112122 神奈川県 株式会社佐藤自動車 3020001085341
最新塗装設備の導入による多様化する自動車整備
ニーズへの対応と生産性向上

川崎信用金庫

2669 2714112127 神奈川県 ヤマックス株式会社 4021001054673
高付加価値化した車両フィルム開発による新規市場へ
の展開

八千代銀行

2670 2714112128 神奈川県 株式会社ジーエフシーサービス 9020002076821
新たな自動車塗装サービスの開発による新市場開拓の
実現

一般社団法人日本経営士
会

2671 2714112130 神奈川県 Ｆｒｉｌｌ ｆｒｉｌｌ Ｊａｐａｎ 　－
カブセを着脱自在にするランドセルの革新的新形態に
よる新サービスの創出

公益財団法人横浜企業経
営支援財団

2672 2714112135 神奈川県 株式会社栄文舎印刷所 5021001016078
３Ｄ－ＣＡＤ導入によるテイクアウト用紙器の低価格提
供サービス事業

株式会社ＧＩＭＳ

2673 2714112137 神奈川県 株式会社ＴＥＺＺＯ 8020001060298
ものづくり技術の伝承に繋がる名車・旧車のオーバー
ホール・レストア事業の展開

芝信用金庫

2674 2714112138 神奈川県 ＰＲＥＭＩＥＲ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ株式会社 7021001048375
音響技術を活かしたバーチャル楽器用高品位音源ソフ
トウェアの創作と世界進出

かながわ信用金庫

2675 2714112140 神奈川県 株式会社コジマ 7021001035134
オリンピックイヤーに向けた商品開発と生産プロセス改
善でビジネスを創造

さがみ信用金庫

2676 2714112146 神奈川県 有限会社ヴィジョンズ 3021002036655 使用済コンテイナーのリフィール事業 スルガ銀行

2677 2714112149 神奈川県 とも動物病院 　－
血液分析装置及び血液凝固分析装置を用いたより安
全で高度な動物医療の提供

菅原隆一税理士事務所

2678 2714112155 神奈川県 高久製パン株式会社 7021001036900
急速冷凍技術でパン生地の発酵を抑え、美味しいカ
レーパンを届ける

平塚信用金庫

2679 2714112158 神奈川県 有限会社タケダ印刷 6021002054340
デジタル印刷機導入による宿泊業者向け効果的宣伝
サービスの事業化

さがみ信用金庫

2680 2714112160 神奈川県 グリーンブルー株式会社 8020001041835
ファインバブル技術を応用した養豚排せつ物浄化槽の
機能向上支援システムの開発事業

公益財団法人横浜企業経
営支援財団

2681 2714112162 神奈川県 株式会社フィート 6020001059350
横浜市西区地域での「ミルクラン方式による１ｄａｙ歯科
治療サービス」の展開

松永智子税理士事務所

2682 2714112163 神奈川県 情報印刷株式会社 9020001069413
コールドフォイルによる高付加価値印刷物の小ロット提
供サービス

商工組合中央金庫

2683 2714112165 神奈川県 株式会社アポロジャパン 4020001084400 バリアブルコードの検査機新システム開発
公益財団法人横浜企業経
営支援財団

2684 2714112178 神奈川県 株式会社ＦＯＲＴ 1021001017435
日本の米農家を元気にする、米販売の多角化サービス
の提供

平塚信用金庫

2685 2714112181 神奈川県 Ｔ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ Ｊａｐａｎ株式会社 2020001112162
【Ｔ－ＢＬＡＤＥ】背面ＱＷＥＲＴＹキーボード搭載ｉＰａｄ
ケース試作品テスト販売事業

横浜商工会議所

2686 2714112182 神奈川県 小田嶋電哲（藤野電力） 　－
廃校小学校存続を賭けた「ＤＩＹ・農／食・エネルギー」民
間学校の開設のためのコンテンツ開発

藤野商工会

2687 2714112191 神奈川県 ベンチャーマテリアル株式会社 5010001076075
「儲かるＩＴ農業システム」をオールインワンで提供する
システムの開発

昭和信用金庫

2688 2714112193 神奈川県 株式会社エイコ―プリント 2020001012610
「ブランディング名刺」製作サービスのための生産プロ
セス確立

細谷和丈

2689 2714112195 神奈川県 株式会社ビーキャット 8021001033475
低コストで安心・安全な多機能ガラス商品の試作開発
事業

東京中央経営株式会社

2690 2714112196 神奈川県 株式会社フード・シェルパ 5020001113463 一流シェフ手作り高級食品のレトルトでのネット販売 東京中央経営株式会社

2691 2714112201 神奈川県 株式会社スタディパーク 8021001046873
ＩＣＴを活用した学習塾向け「実技４教科」指導システム
の提供

かながわ信用金庫

2692 2714112202 神奈川県 ｉ－Ｓｔｙｌｅ伊藤由基 　－
鍼灸・指圧マッサージによる整体において、身体の状態
変化が「見える」サービスの展開

かながわ信用金庫

2693 2714112208 神奈川県 株式会社ＢＥＥＶＡＬＬＥＹ 1020001112246
女性起業家事業支援ＷＥＢサービス「ＷＯＭＡＮ ＣＯＮ
ＮＥＣＴ」

公益財団法人神奈川産業
振興センター

2694 2714112219 神奈川県 株式会社シェリーズ 7021001023634
西欧化する食シーンに対応したテーブルオリーブ製品
の開発

横浜銀行
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2695 2714112220 神奈川県 古澤歯科医院 　－
新規低ウ蝕性製菓試作開発と視覚的効果を伴った食
育指導による患者の口腔環境改善計画

平野税務会計事務所

2696 2714112225 神奈川県 株式会社ＴＡＣ２１ 9021001042384
新たなナッツ類摂取方法の提案により消費者の健康と
収益性アップを実現

逗子市商工会

2697 2714112227 神奈川県 株式会社シーティーシー 1020001046089
エビ養殖及び稲作の生産性向上等の技術提供サービ
スの海外展開

株式会社翼コンサルティン
グ

2698 2714112228 神奈川県 株式会社哲英 1020001105167
不動産業者向け初期接客の自動応答システムの試作
開発

公益財団法人神奈川産業
振興センター

2699 2714112229 神奈川県 株式会社コードタクト 3020001109439
ＡＩを利用した教員・生徒のため授業ログ活用エンジン
の開発

蒼馬税理士法人

2700 2714112234 神奈川県 株式会社鳴神 5020001112300 ベストデンティストネットワークの構築事業 川崎信用金庫

2701 2714112237 神奈川県 株式会社シールーン 4020001105263
マーケティング調査業界に革新をもたらす、直感的な判
断を用いた調査システムの開発

小関勝紀税理士事務所

2702 2714112238 神奈川県 ｆａｂｉｉ 　－
インバウンドおもてなし多言語販促ツール　和物通販サ
イト

横浜銀行

2703 2714112241 神奈川県 有限会社テイクスペース 5020002076791
業界初！手作り品委託販売ＰＯＳレジ導入による生産
性向上と販路拡大

特定非営利活動法人ビジ
ネスサポート

2704 2714112242 神奈川県 株式会社いかす 5010401117412
たんじゅん野菜の加工品製造とその品質検証による付
加価値の向上

はぎぐち公認会計士・税理
士事務所

2705 2714112245 神奈川県 アドガドネット 　－ 直感的漢字学習アプリの開発と提供 ＴＭＩ総合法律事務所

2706 2714112246 神奈川県 タローコーポレーション株式会社 6020001047727
成人教育学を活用した看護教育サービスの開発・事業
化による新規顧客層への展開

株式会社シャイン総研

2707 2714112248 神奈川県 株式会社ＳＨＣデザイン 1021003003870
３Ｄプリント義足製作ソリューションの日本仕様変更及び
臨床実験

公益財団法人横浜企業経
営支援財団

2708 2715110002 新潟県 小片鉄工株式会社 8110001025341
一貫した生産プロセスの構築によるバイオマスボイラ事
業の推進

税理士法人小宮山会計事
務所

2709 2715110004 新潟県 株式会社アサヒプレシジョン 6110001023941
手術支援ロボット用アーム錘部（関節）の加工技術で日
本の医療ロボット開発に貢献する

商工組合中央金庫

2710 2715110010 新潟県 シゲル工業株式会社 8110001020739
最新モデルの４ｍベンダー機導入による新製品開発と
生産性向上

第四銀行

2711 2715110015 新潟県 田代精工株式会社 3020001071135
ＣＦＲＰ、ハニカム材、非鉄金属切削用新形状エンドミル
製品の商品化による事業拡大

川崎商工会議所

2712 2715110033 新潟県 有限会社シンエー木型工業 8110002027808
発泡スチロール型製造における材料切断工程改善によ
る生産リードタイム削減事業

長岡信用金庫

2713 2715110037 新潟県 第一合繊株式会社 8000020152111
新型レピア織機導入による高難度織物の生産性向上と
適用分野の拡大

北越銀行

2714 2715110038 新潟県 株式会社エクシード 7110001012497
一枚裁ち高速裁断機一式（ＣＡＤ－ＣＡＭ）の導入による
作業の効率化・製品の均一化と、雇用拡大の実現

第四銀行

2715 2715110042 新潟県 明和工業株式会社 4110001007608
大型ＣＮＣ旋盤導入による産業機械用長尺シャフトの高
精度加工体制確立と受注増計画

北越銀行

2716 2715110043 新潟県 株式会社桑原建具工業 8110001015193
オリジナルプレカットマシン導入による、生産性向上及
び新市場開拓

第四銀行

2717 2715110054 新潟県 株式会社加藤研削工業 8110001008858 金属加工用丸鋸刃研削の自動化による生産革新 第四銀行

2718 2715110057 新潟県 株式会社ヒカリ 5011401005375
磨き部門の機械化による生産の向上と繊細な彫刻を磨
く技術の導入

称瀧野川信用金庫

2719 2715110068 新潟県 皆川農器製造株式会社 4110001014744
省エネ・高速・高精度レーザー加工機の導入により、大
型農業機械用刃物の自動化技術の確立

大光銀行

2720 2715110074 新潟県 石塚酒造株式会社 7110001017133
もち米四段仕込みによる清酒の低アルコール化商品の
開発

柏崎信用金庫

2721 2715110079 新潟県 住乃井酒造株式会社 2110001024200
海外向けの３Ｌバッグインボックス用の日本酒商品の試
作品開発

山梨中央銀行

2722 2715110088 新潟県 ニューロング精機株式会社 2011801020051
最新型工作機械導入による、革新的な生産体制の改善
事業

大光銀行

2723 2715110089 新潟県 株式会社松平鋳工所 3110001024109
鋳型造型ラインの再構築による生産プロセスの改善と
作業環境の向上

長岡信用金庫

2724 2715110090 新潟県 株式会社髙口又四郎商店 1110001007800
高温高圧調理殺菌装置を用いた国産青大豆製品の市
場拡大と海外展開

第四銀行

2725 2715110091 新潟県 株式会社ハイサーブウエノ 7110001014568
ＹＡＧレーザー加工機の導入によるステンレスの溶接加
工の高度化とステンレス筐体の新製品開発

三条信用金庫

2726 2715110092 新潟県 株式会社ホーネンアグリ 4110001023778
連続投入ラインによる培養土製造の品質・生産性の向
上と多品目製造

株式会社江口経営セン
ター

2727 2715110094 新潟県 株式会社冨士屋 5110001004835
新潟県産小麦と米粉を原料とした自社製自然酵母の培
養技術の確立と新商品開発

北越銀行

2728 2715110097 新潟県 有限会社三協塗装 9110002027708 長期耐久性塗装技術の「粉体塗装」への応用開発 長岡信用金庫

2729 2715110100 新潟県 株式会社髙見工業所 8110001003181
最新高性能マシニングセンター導入により自社でできな
かった加工工程の内製化を図る

第四銀行
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2730 2715110102 新潟県 株式会社スリーピークス技研 9110001014319
外観品質向上によるブランド力強化を目指した自動研
磨機の開発・導入

三条信用金庫

2731 2715110104 新潟県 有限会社町永木型製作所 7110002029160
鋳造用木型・発泡型生産において最新式大型ＮＣ加工
機導入を通じた加工リードタイム短縮と増産対応

長岡信用金庫

2732 2715110109 新潟県 高野鉄工所 　－
船舶用トランスミッション部品加工の革新化及び納期短
縮化

協栄信用組合

2733 2715110115 新潟県 有限会社熊倉製作所 3110002018522
最新式複合加工機の導入による、ポリゴン加工技術の
革新と、医療機器市場への新展開

加茂信用金庫

2734 2715110116 新潟県 有限会社共栄産業 8110002014987
立形マシニングセンタ導入による極小ロット・短納期
ニーズの受注拡大

大光銀行

2735 2715110124 新潟県 有限会社ホクヨー製作所 3110002015486
大型天井クレーン導入による大型鉄道車両の製造実現
と市場拡大

きらやか銀行

2736 2715110125 新潟県 株式会社片貝製作所 9110001025349
鋳物砂性状コントロールシステム導入による砂の安定・
生産性向上事業

第四銀行

2737 2715110131 新潟県
株式会社オーダー・オブ・メリット・プ
ランニング

8011001005228
全自動裁断機・自動延反機導入による、小ロット、高品
質を低コストに実現する生産プロセスの革新

みずほ銀行

2738 2715110144 新潟県 株式会社ルクス・エナジー 1110001010655 ３６０°全天球型カメラ用高輝度ＬＥＤ照明の製品化 大光銀行

2739 2715110146 新潟県 有限会社フナックス 6110002019889
新型レーザー溶接機導入による大型金型の出張修理・
メンテナンス事業の確立

第四銀行

2740 2715110148 新潟県 菊田溶接 　－ ロボットを用いた最新溶接プロセスによる高品質化事業 三条信用金庫

2741 2715110149 新潟県 株式会社ベスト 4110001023398
高速自動裁断機導入による小ロット・高品質を低コスト
に実現する生産プロセスの革新

北越銀行

2742 2715110152 新潟県 入澤製麺株式会社 6110001007630
新型包装機導入による生麺の賞味期限の大幅アップと
乾麺の商品魅力度アップを図る

第四銀行

2743 2715110161 新潟県 株式会社山口製作所 9110001025514
プレス製造ＩｏＴシステムによる測定技術高度化と不良撲
滅、生産性向上

北越銀行

2744 2715110166 新潟県 株式会社トーダイ 7110001016127
ロール技術応用によるカトラリーの高級化とホテル業界
への販売拡大

第四銀行

2745 2715110171 新潟県 フジイコーポレーション株式会社 8110001016274
同一設備で試作品から量産まで対応できる革新的な生
産システム

北越銀行

2746 2715110172 新潟県 永井コンクリート工業株式会社 7110001017463
スマートダイナミックコンクリートを利用したコンクリート
製品の製造

第四銀行

2747 2715110184 新潟県 今井建具店 　－
最新パネルソー導入による加工技術の高精度化と自社
内製化の向上

第四銀行

2748 2715110185 新潟県 株式会社アセック 1013101000841
航空機ギヤードターボファンエンジン部品の量産対応に
よる生産性向上の改善

第四銀行

2749 2715110188 新潟県 アルバ株式会社 2010001128036 中小企業特化の新規顧客開拓システムとノウハウ提供 北越銀行

2750 2715110201 新潟県 ウエタックス株式会社 6110001018842
世界市場に向け量産を実現する為の防水マイクの開発
と設備導入

新潟縣信用組合

2751 2715110208 新潟県 ネーム・マークかたやま 　－ 刺繍ソフトと刺繍ミシン導入による新分野の開拓 大光銀行

2752 2715110209 新潟県 有限会社佐久間工業 3110002015073
ファイバーレーザ加工機での高反射材切断と切断の自
動化での工法改革

税理士法人石田経理事務
所

2753 2715110210 新潟県 Ｋプロダクト 　－
生産性向上を目的とした、最新型自動バリ取り機械の
導入事業

大光銀行

2754 2715110212 新潟県 革工房アバッリ 　－
反射革メッセンジャーバッグ開発事業、およびそれに伴
う生産効率向上計画

第四銀行

2755 2715110214 新潟県 株式会社イイキ 3110001020859 高精度ＬＥＤ搭載用基板のレジスト形成技術の確立 第四銀行

2756 2715110215 新潟県 有限会社夢宇来 3110002018464
ＮＣルーター導入による職人技術の数値化及び短納期
実現と多様化する要望の対応

第四銀行

2757 2715110218 新潟県 東商技研工業株式会社 9110001016414 計測プロセス改善によるバレル処理のデータ化 第四銀行

2758 2715110219 新潟県 株式会社ジェック 6110001020666
ドローンを利用した水路トンネル内部の状態調査機器
の開発・製作

第四銀行

2759 2715110220 新潟県 イオカ電子株式会社 5110001011303 異物モニタリングシステム 北越銀行

2760 2715110221 新潟県 株式会社長岡金型 1110001023013
精密プラ型生産における加工の高速・高精度化と検査
精度の向上

第四銀行

2761 2715110222 新潟県 東陽レック株式会社 6110001017456
２色成形用の金型に関する、革新的な生産ラインの研
究開発

協同組合さいたま総合研
究所

2762 2715110223 新潟県 株式会社津南油圧 1110001021124
長尺油圧シリンダーチューブの経済的内径加工への挑
戦と受注拡大

北越銀行

2763 2715110228 新潟県 田三金属株式会社 6110001015955 洋食器製造技術の高度化による生産システムの革新 燕商工会議所

2764 2715110230 新潟県 丸正ニットファクトリー株式会社 7110001025078
ホールガーメント無縫製編機を活用しての、独自性且
つ、魅力的製品開発による、海外及び国内新規市場開
拓プロジェクト

商工組合中央金庫
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受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

2765 2715110231 新潟県 株式会社三愛マクセル 3110001029165
超精密光学機器用金型製造への本格的参入に向けた
最新型マシニングセンター導入による生産能力強化

第四銀行

2766 2715110233 新潟県 株式会社山津電機 3110001021329
レンズ形状の精密測定実現をするための、三次元測定
器の設備投資

大光銀行

2767 2715110234 新潟県 宮本警報器株式会社 2011701007735 レーザ半田と組立て自動化による品質と生産性の向上 東京東信用金庫

2768 2715110236 新潟県 有限会社トライワーク 2110002030296
複合加工機の導入による高精度加工及び生産体制の
変革からなる受注拡大

大光銀行

2769 2715110237 新潟県 株式会社イーティー工業 1110001016628
最新式ロボット溶接による生産体制の改善と新分野へ
の挑戦

第四銀行

2770 2715110238 新潟県 株式会社スタックス 2020001069527
高精度化・増産が求められる航空宇宙・医療機器分野
の高度化対応の実現

第四銀行

2771 2715110239 新潟県 株式会社アオヤマテックス 9110001022024
２．５次元ＣＡＤ／ＣＡＭシステムによる納期短縮と複雑
形状加工への挑戦事業

長岡信用金庫

2772 2715110240 新潟県 栃尾ニット株式会社 3110001024422
ダブルニット丸編み生地の多品種小ロット生産における
短納期化と高品質化

株式会社エフアンドエム

2773 2715110241 新潟県 藤屋段ボール株式会社 2110001013351
印刷ずれ補正機能強化の打抜き機による高効率な段
ボールケース製作ラインの構築

北越銀行

2774 2715110242 新潟県 日本ベアリング株式会社 9110001025448
工作機械の大型化・高精度化に対応したスピンドル生
産工程の大幅改善

協同組合さいたま総合研
究所

2775 2715110248 新潟県 有限会社フィロソフィー 9110002020919 マイクロレンズアレイに特化した革新的加工法の確立 柏崎信用金庫

2776 2715110249 新潟県 株式会社フジ商事 2110001017889
最新高速加工機導入による金型加工精度向上及び短
納期化

第四銀行

2777 2715110250 新潟県 株式会社山之内製作所 1020001024697 航空機部品製作に係る設備導入及び試作
公益財団法人にいがた産
業創造機構

2778 2715110251 新潟県 佐渡精密株式会社 3110001027532
ＩＯＴを用いた生産マネージメントシステム導入によるス
ライドベアリング部品の製造力強化

第四銀行

2779 2715110252 新潟県 株式会社スパンギャルド 4110001008746
高付加価値の染色技術開発及び生産システムの合理
化による生産性向上

第四銀行

2780 2715110254 新潟県 塩川酒造株式会社 8110001002381
日本酒の新たな販路開拓（輸出）のためのラベラー機の
導入

税理士法人石田経理事務
所

2781 2715110256 新潟県 株式会社バイオデンタルラボラトリー 9110001004567
ＣＡＤ／ＣＡＭを用いた保険適用、高耐久性を実現する
歯冠修復物の作成

大光銀行

2782 2715110258 新潟県 坂井精機株式会社 7110001002151
最新のワイヤ放電技術による革新的加工方法の確立
による競争力強化

第四銀行

2783 2715110259 新潟県 エヌ・エス・エス株式会社 6110001025319 小ロット生産性向上ＩｏＴシステムの構築 第四銀行

2784 2715110260 新潟県 笹川産業株式会社 3110001015818
抜き工程の効率化、高精度化による、自動倉庫部品の
受注拡大計画

第四銀行

2785 2715110262 新潟県 逸見酒造株式会社 5110002034831
蒸米工程の革新により、新市場向け清酒の高品質化を
図り競争力強化を実現する

北越銀行

2786 2715110264 新潟県 株式会社サトル工業所 8110001031372 「成型品に傷をつけない金型製作」の短納期実現 新潟縣信用組合

2787 2715110265 新潟県 ジャパナクラフト株式会社 1110001021041
日本古来の素材を最新技術で染色～世界に発信でき
る高付加価値商品の開発～

商工組合中央金庫

2788 2715110266 新潟県 合資会社竹田酒造店 6110003001334
ふくよかな味わい・甘み・キレを有する上越産日本酒の
品質安定化及び販路拡大

若杉公認会計士事務所

2789 2715110267 新潟県 ミヤモト・トミックス株式会社 9011701007737
最新鋭・極小チップ搭載機導入による車載カメラモ
ジュールの量産ライン構築

大光銀行

2790 2715110268 新潟県 株式会社エヌデーイナダ 4110001013928
クリーンルームの自動化による高精度・美粧塗装加工
の生産性向上事業

三條信用組合

2791 2715110269 新潟県 有限会社北越金型 3110002019966
最先端サーボプレス機導入による異形状プレス金型の
開発と高付加価値化の実現

協栄信用組合

2792 2715110270 新潟県 新潟精機株式会社 9010401021362 １μ以下の精度を追求した内径加工の高効率化 三条信用金庫

2793 2715110272 新潟県 株式会社バイオテックジャパン 8110001011507
糸状菌の低酸素発酵を利用した高栄養機能性食品の
開発

第四銀行

2794 2715110273 新潟県 株式会社サンカ 3110001014191
最新複合加工機を導入し新次元高効率段取りとデジタ
ル化の融合による新分野への進出

第四銀行

2795 2715110274 新潟県 株式会社シンテック 2110001002528
最新設計支援ソフトを活用した、機械・ソフト設計の効率
化による事業基盤強化

大光銀行

2796 2715110275 新潟県 吉川化工株式会社 1110001007998
最先端材質管理体制構築により最高品質の最短納期
実現

協栄信用組合

2797 2715110276 新潟県 太陽丸互シリンダ株式会社 9110001019193
特殊差動四爪チャック付ＮＣ旋盤導入による異形状製
品の新生産体制構築

商工組合中央金庫

2798 2715110277 新潟県 株式会社長谷川工機 6110001023280 横型マシニングセンター導入を通じた短納期化対応 長岡信用金庫

2799 2715110278 新潟県 有限会社マルセンクラフト 9110002006257
高品質ＣＦＲＰ部品製造の為の成形装置導入と新分野
進出

北越銀行
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2800 2715110279 新潟県 株式会社エトーメッシュ 7110001018593
チタン製円筒アノードバスケットの開発と永続的な加工
技術の習得

協栄信用組合

2801 2715110281 新潟県 プロスパー株式会社 3110001017566
体内固定用インプラント部品の高能率・高信頼性製造
技術の開発

北越銀行

2802 2715110283 新潟県 尾畑酒造株式会社 5110001027506
瓶詰工程のクリーン化と新機能付加による高品質清酒
製造で輸出拡大

北越銀行

2803 2715110284 新潟県 中一工業 　－
最先端ワイヤー放電加工機導入による金型製作の高
精度化と短納期対応

協栄信用組合

2804 2715110285 新潟県 有限会社湯本建設工業 2110002017748
製造ライン（孔明け）の効率化と高精度化による生産性
向上と競争力強化

大光銀行

2805 2715110288 新潟県 ケイセイ医科工業株式会社 2010001002389 ＴＰＰ対応医療縫合材の包装システムの開発
公益財団法人にいがた産
業創造機構

2806 2715110292 新潟県
株式会社アルティスタインターナショ
ナル

1110001011554
既存客受注強化、海外等新規開拓の為の最新機導入
による画期的製品開発

第四銀行

2807 2715110293 新潟県 ミツワ金属株式会社 7110001014741
工程数削減とコスト低減による受注拡大のためのプレ
ス加工技術の習得

大光銀行

2808 2715110294 新潟県 株式会社テクノスコープ 4030001005529
ＵＳＢ３．０インターフェース対応の超高速画像処理シス
テム製品群の強化

公益財団法人さいたま市
産業創造財団

2809 2715110296 新潟県 株式会社テクノフレックス 3010501032975
大口径ベローズ形伸縮管継手の技術革新によるリード
タイム短縮及び品質、生産性の向上

辻・本郷税理士法人

2810 2715110297 新潟県 株式会社越後鶴亀 4110001010784
ワイン酵母仕込み清酒におけるパストライザー導入で
の高品質化

第四銀行

2811 2715110302 新潟県 株式会社大滝鉄工所 4110001016749
最新型のレーザーマーカーによる、ステンレスへのカ
ラー発色技術の開発

協栄信用組合

2812 2715110305 新潟県 有限会社藤次郎 1110002018573
缶詰用真空巻締め機の導入による生産性向上と液汁
の少ない新商品開発と新市場への展開

協栄信用金庫

2813 2715110307 新潟県 中村精工株式会社 9110001014483
医療用洗浄・滅菌箱の「可視化」に伴う非金属加工への
取組

三条信用金庫

2814 2715110308 新潟県 有限会社ＴＧテクニカ 4110002020089
自動溶接機と研磨機導入によるコスト削減化と品質の
安定化

協栄信用組合

2815 2715110309 新潟県 株式会社栄工舎 7010801001370
航空機や自動車部品の高精度化に寄与する、球面カッ
ターの内製化と高度化

株式会社エフアンドエム

2816 2715110310 新潟県 有限会社バラーズファクトリー 1110002010480
高機能水性カラーシステムと高機能ブース導入による
移動販売車製造プロセスの改良・確立

株式会社江口経営セン
ター

2817 2715110315 新潟県 株式会社田辺製作所 9110001007636 次世代半導体装置用・高精度レンズ研磨加工 第四銀行

2818 2715110321 新潟県 株式会社倉持鐵工所 8110001031315
曲尺自動溶接機による接合生産性の向上と度器の国
内生産基盤承継

三条信用金庫

2819 2715110323 新潟県 株式会社オダジマ 5110001015592
最新表面加工機導入による新しい表面加工技術の確
立・生産性向上と新規事業展開

北越銀行

2820 2715110324 新潟県 株式会社外山刃物 2110001014457 高付加価値鍛造刃物の革新的品質管理体制の構築 大光銀行

2821 2715110327 新潟県 小柳メリヤス 　－
海外での販促事業に向けた受注生産システム構築と新
定番アイテム制作

第四銀行

2822 2715110329 新潟県 加茂錦酒造株式会社 4110001016708
日本酒の麹製造工程の環境改善による「四季醸造の確
立」と 「酒質の向上」及び新市場への展開

第四銀行

2823 2715110331 新潟県 株式会社アダマス 6110001012440
砥石表面整流用溝付高精度・高品質切断加工用薄型
ダイヤモンド砥石の開発

大光銀行

2824 2715110333 新潟県 株式会社アイプリント 3110001015009
高性能印刷機導入による特殊素材ラベルの製造と生産
性向上の実現

第四銀行

2825 2715110334 新潟県 株式会社ＴＭＣ 3110001027887
高精度画像寸法測定器の導入によるエンボステープ製
造の精度品質と生産性の向上

大光銀行

2826 2715110344 新潟県 株式会社ＦｉｎｅＴｅｃｈ 6110001026110
ＦＲＰ製品製造のマスター（基になる形状）製作における
３Ｄプリンタの活用

長岡信用金庫

2827 2715110348 新潟県 株式会社佐善 2110001016908
レベラーフィード機導入による瓦屋根用雪止め金具等
の生産性、品質の向上及び生産コスト削減

大光銀行

2828 2715110349 新潟県 株式会社片岡製作所 4110001015610 レーザーマーカ導入による生産ライン最適化の実現 北越銀行

2829 2715110354 新潟県 株式会社ハシモト 6110001015666
金型加工設備の導入とチタン製マグカップの温間絞り
加工技術の開発

協栄信用組合

2830 2715110356 新潟県 有限会社大塚木型製作所 5110002027075
最新大型ＮＣ工作機械による超大型木型の高精度化と
革新的な生産プロセスの改善

第四銀行

2831 2715110357 新潟県 切り文字屋オッケイ 　－
装飾キット開発、提供による小規模中小企業の展示会
出展促進事業

分水商工会

2832 2715110358 新潟県 株式会社吉原商店 8110001021902
堆肥製造の作業効率の改善と生産性を高める設備の
導入

第四銀行

2833 2715110366 新潟県 有限会社遠藤家具 4110002026978
自動位置決め切断加工機導入による家具製造の生産
性・効率化の向上

大光銀行

2834 2715110367 新潟県 三仏生繊維株式会社 7110001025383
最新編機導入による靴下生産の効率化及びラインナッ
プの拡充

北越銀行
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2835 2715110368 新潟県 関川木工所 　－
小型ＮＣルーター導入による高品質製品の製造と生産
性の向上

三条信用金庫

2836 2715110370 新潟県 新潟メタリコン工業株式会社 6110001004140
航空機業界の高度な顧客要求に応える材料～製品トー
タル評価システムの構築

第四銀行

2837 2715110372 新潟県 有限会社宮村製麩所 5110002015583
新発田名産「麩」の高性能設備導入における職人の育
成と生産能力拡大

新発田信用金庫

2838 2715110374 新潟県 株式会社オフダイアゴナル 9110001031108
大面積磁気イメージングプレート量産条件確立のため
の設備導入計画

長岡商工会議所

2839 2715110379 新潟県 メタルクラフト田村 　－
自動化やマニュアル化困難な複雑・多工程・少量生産
製品への短納期対応及び競争力強化

北越銀行

2840 2715110383 新潟県 有限会社藤田鉄工所 4110002031004
４軸制御のＭＣ導入による牽引手術台の生産工程の再
構築と加工技術の研究開発

第四銀行

2841 2715110385 新潟県 トップ工業株式会社 5110001014446
最新型高精度・高剛性マシニングセンタ導入による工程
集約

三条信用金庫

2842 2715110397 新潟県
ＭＡＴＳマツグチアートティートサービ
ス

　－
先進医療歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭシステムによる、金属を
用いない　保険適用の『白い歯』の製作・普及

第四銀行

2843 2715110400 新潟県 株式会社中越 4110001022961
より広い色域を再現し鮮やかな仕上がりの高付加価値
印刷技術の確立

大光銀行

2844 2715110406 新潟県 高野酒造株式会社 6110001003159 充填機及びクリーンブース導入による品質管理改革 第四銀行

2845 2715110418 新潟県 株式会社早川器物 2110001016214 熔射技術導入による電磁対応「湯沸」の開発 第四銀行

2846 2715110419 新潟県 共栄エンジニアリング株式会社 1110001012362
医療・介護ロボット向け多品種少ロット部品の工程集約
型高効率生産システム構築

第四銀行

2847 2715110425 新潟県 鮭物産株式会社 3110001018102
電気厨房機と急速冷却冷凍装置の導入による鮭加工
品の安心・安全な生産体制の確立

第四銀行

2848 2715110429 新潟県 株式会社オリエンタル 2110001014853 自社ブランド製品の構築 三条信用金庫

2849 2715110437 新潟県 有限会社石塚技研 6110002013396
センターレス研削盤の半自動化による「革新的な生産
方法」の確立

北越銀行

2850 2715110438 新潟県 株式会社シーアイシー 6110001021029 衣類プリントの生産性向上と多品種への展開 第四銀行

2851 2715110444 新潟県 有限会社なかよしミート 3110002028678
米を主原料とした発酵調味酵素液を含浸させた熟成肉
の開発

長岡信用金庫

2852 2715110450 新潟県 ＴＯＤＡ株式会社 8110001025746
マグネシムと樹脂の一体成型によりアッセイ時の効率
化を図る

大光銀行

2853 2715110456 新潟県 あおき味噌株式会社 8110001019558 麹菌による穀類からの糖類生産とその利用 北越銀行

2854 2715110459 新潟県 三条印刷株式会社 2110001014218
本社と印刷工場で、実用度重視の印刷検査システム構
築を行い、印刷検査状況を遠隔にある本社にてモニタリ
ングする

県央税理士法人

2855 2715110460 新潟県 株式会社グレヌ 2110001010282
チョコレートコーティング機導入による生産性向上及び
新商品開発事業

第四銀行

2856 2715110462 新潟県 株式会社越後一 9001101022180
乳酸菌発酵等による抗酸化機能を付与した高機能性麹
糖の試作開発

長岡信用金庫

2857 2715110471 新潟県 株式会社足立測量設計事務所 5110001012441
建造物等の健全度診断をＵＡＶと赤外線カメラを利用し
３次元モデルでの可視化サービスの提供

第四銀行

2858 2715110473 新潟県 有限会社白子田工業 2110002023787
重量物据え付け工事における作業期間の大幅な短縮と
特殊作業への対応

大光銀行

2859 2715110478 新潟県 株式会社太田材木店 5110001017176 建築製材品トレーサビリティ導入事業 柏崎信用金庫

2860 2715110479 新潟県 有限会社間藤高圧 2110002015553
住宅屋根板金用折曲機導入による納期短縮と工事コス
トの抑制

新発田信用金庫

2861 2715110482 新潟県 有限会社中原農園 2110002007591
野菜皮むき作業の機械化による加工野菜製造の効率
化と経営体質の強化

北越銀行

2862 2715110484 新潟県 株式会社長岡計器 7110001022991
安全、環境まで意識した除雪費集計システムの構築、
販売

第四銀行

2863 2715110485 新潟県 斑鳩建築 　－
県産杉特殊加工床材の製造・提供体制の確立による競
争力強化

紫雲寺商工会

2864 2715110487 新潟県 株式会社青芳製作所 2110001015513
ＶＩＮＴＡＧＥテーブルウェアの海外販路拡大のための受
注～出荷管理システムの導入

協栄信用組合

2865 2715110491 新潟県 株式会社小竹製菓 3110001019001
昭和の香りをとどめた“ご当地パンブランド”強化のため
の設備導入

第四銀行

2866 2715110496 新潟県 有限会社美寄車体 2110002019521
超高張力鋼板に対応したスポット溶接機導入により安
全性向上と短納期化の実現

新潟懸信用組合

2867 2715110498 新潟県 田中商事株式会社 8110001007208
多品種化と差別化ニーズに向け、卸と酒造メーカーによ
る生販一体のシステム構築

第四銀行

2868 2715110504 新潟県 株式会社サンニード 4110001007649
日本酒メーカー向け醸造設備メンテナンスのサービス
提供力の強化

株式会社江口経営セン
ター

2869 2715110510 新潟県 株式会社渋谷建築設計事務所 5110001002574
赤外線サーモグラフィによる建物維持管理のワンストッ
プサービスの提供

公益財団法人にいがた産
業創造機構

82



受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

2870 2715110515 新潟県 桐沢精肉店 　－
冷蔵ショーウインドーと真空包装機の導入により、地域
のお客様と全国のふるさと納税者に「にいがた和牛新
発田市産」を毎日、提供する

紫雲寺商工会

2871 2715110524 新潟県 株式会社日乃出輸送 4110001025469
尿素水自家製造によるディーゼル車排気ガスの浄化推
進と運送事業の経費節減の両立

北越銀行

2872 2715110526 新潟県 品田産業株式会社 6110001002540
発光分光分析器導入による高品位鋳造原料の発掘と
鋳造原料供給事業の拡大

第四銀行

2873 2715110527 新潟県 いちごカンパニー株式会社 9110001028946
イチゴの通年栽培で、苗のクラウド管理システムによる
収益の向上と安定

大光銀行

2874 2715110530 新潟県 ＪａｍＳｅｓｓｉｏｎＰｅｏｐｌｅ株式会社 7110001029112
新潟産キューブ型「高級ライスコロッケ」の開発で「食づ
くりブランド」を日本から世界へ

つばさ税理士法人

2875 2715110532 新潟県 有限会社今井技巧 2110002018820
４．８ｔホイスト式天井クレーン導入による超大型金型の
受注損失の回避

新潟縣信用組合

2876 2715110534 新潟県 越後味噌醸造株式会社 1110001015720
販路拡大に向けた 【発酵テーマパーク】のサービス開
発事業

第四銀行

2877 2715110536 新潟県 有限会社いたがきアグリ・サービス 7110002032016
氷感技術によりスプレーマムの開花時期を調整し付加
価値を向上する

特定非営利活動法人横浜
中小企業診断士会

2878 2715110541 新潟県 越銘醸株式会社 6110001024394 飲酒若年世代 向けに保存性を高めた炭酸飲料の開発 第四銀行

2879 2715110542 新潟県 有限会社ワイズ 1110002016362
強アルカリイオン電解水を使った人と環境に優しい床清
掃

新発田信用金庫

2880 2715110543 新潟県 株式会社粋プランニング 8110001009889
超簡単名刺作成アプリ（スマートフォン名刺作成アプリ
による名刺印刷受注システムの革新）

北越銀行

2881 2715110544 新潟県 有限会社ハインズワーク 7110002018709 金属表面処理見本帳【新潟規格】の開発 三条信用金庫

2882 2715110545 新潟県 有限会社クリアーデンタルセラミック 1021002039643
地域の通院弱者への訪問歯科医療に対応する最新歯
科技工技術の提供

新発田信用金庫

2883 2715110546 新潟県 株式会社美松 2110001023549 アレルギー対応のデザート菓子の開発・販売 北越銀行

2884 2715110549 新潟県 フジカラーニコット 　－
新しい写真の残し方を提案することによる従来の写真
店からの変革

株式会社江口経営セン
ター

2885 2715110551 新潟県 有限会社もみの木 2110002025148 蕎麦打ちの機械化による蕎麦食べ放題業態の拡大 駒田総合会計事務所

2886 2716110003 富山県 株式会社ＤＱ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ 2230001014577
富山県産青果物とソフトクリームとの組合せによる宅
配・海外販売システムを構築

北陸銀行

2887 2716110006 富山県 株式会社河内屋 9230001007038
新型巻蒲鉾型成装置導入により生産の効率化と商品
の高品質化を図る事業

北陸銀行

2888 2716110010 富山県 株式会社畠山研磨 8230001011957
複合加工機導入により先進安全技術開発製品に対応
したラインの構築

高岡市商工会

2889 2716110015 富山県 ヒグチステンアルミ株式会社 2230001008389
フロントビル建材の品質・生産性向上と受注・収益基盤
の強化

高岡信用金庫

2890 2716110024 富山県 有限会社システムササキ 5230002008055
ＣＮＣ旋盤導入によるポンプ修理の短納期化技術の開
発

富山第一銀行

2891 2716110025 富山県 有限会社矢倉 2230002009766 ２Ｄ加工から２．５Ｄ及び３Ｄ加工へ事業領域の拡大 南砺市商工会

2892 2716110028 富山県 株式会社サンプラス 9230001001081
学習機能（ＡＩ）を活用し、多様なフォーマットに自動変
換・入出力可能なクラウド型データベースの開発

北陸銀行

2893 2716110029 富山県 株式会社大野屋 5230001009789
地元新素材と地元伝統素材を組み合わせた新感覚の
多層きな粉餅菓子の提供

高岡信用金庫

2894 2716110031 富山県 株式会社山森製作所 8230001003384
分析誤差±０．１％以下を実現する自社分析工程立上
げによる高品位サービスの新展開

商工組合中央金庫

2895 2716110033 富山県 有限会社眞岩精工 1230002008397
ナノ関連・高圧洗浄装置向け高精度部品の生産プロセ
スの改善

富山第一銀行

2896 2716110034 富山県 株式会社東自動車 4230001012075
高機能小型レッカー装置導入による作業の効率化、業
務の拡大および雇用の促進

北國銀行

2897 2716110035 富山県 扇原清月堂 　－ 万能自動包餡機の導入による包餡・成型工程の改善 入善町商工会

2898 2716110036 富山県 渡辺薬品工業株式会社 8230001003434
医薬品、健康食品等の糖衣錠製造における表面品質
の向上及び生産能力の増強

北陸銀行

2899 2716110038 富山県 救急薬品工業株式会社 3010001041808
医薬品の生産性向上を目的とした品質管理システムの
構築

北陸銀行

2900 2716110041 富山県 株式会社山口技研 6230001007560
熟練工の技と経験をＩｏＴ対応設備導入で具現化した新
たな加工システムの確立

北陸銀行

2901 2716110043 富山県 有限会社古曽部商店 2230002013693
製材用刃物、帯鋸・丸鋸製造プロセスおよび革新技術
による海外・県内新市場開拓

射水商工会議所

2902 2716110046 富山県 株式会社サイゴ堂 4230001010046
フィルムレス製版技術の開発による高感度デザイン製
品力の強化事業

高岡信用金庫

2903 2716110049 富山県 株式会社広上製作所 7230001010745
オーダーメイド建材の供給スピードアップとクラウドを活
用したメーカーへのサービス向上

高岡信用金庫

2904 2716110054 富山県 株式会社アイリツ 4230001014872 トロイダル巻の新型脱磁装置の開発 富山市八尾山田商工会
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2905 2716110055 富山県 株式会社ＳＵＤＡＣＨＩ 3230001015302 働く人の健康リテラシー向上ゲーム 富山市南商工会

2906 2716110056 富山県 株式会社シルバートレーディング 1230001001320
高機能電気式接着剤のＩｏＴ制御・監視による製函工程
の高度化及び、生産性向上

富山銀行

2907 2716110060 富山県 株式会社リバン・イシカワ 5230001008840
ダイカスト精密金型部品の新加工技術開発による短納
期・低コストの実現

北陸銀行

2908 2716110061 富山県 株式会社研磨ックス 5230001009979
３次元振動バレル研磨機による、錫製品研磨加工の高
度化及び生産性の向上

高岡信用金庫

2909 2716110062 富山県 株式会社松村精型 4230001010970
鋳巣欠陥の可視化により、世界最高の耐圧性能を持つ
アルミ鋳造部品を生産

北陸銀行

2910 2716110066 富山県 株式会社エムシーピー 5230001007669 ５軸制御マシニングセンタとＩｏＴによる高度生産性向上
株式会社ジェック経営コン
サルタント

2911 2716110067 富山県 ワタナベ 　－
高性能カッティングプロッタ機導入による難加工材への
高精度加工の実現

富山第一銀行

2912 2716110068 富山県 雷鳥ハイツ 　－
泊運営を見据えたファミリー向けマンスリーマンションへ
の事業展開

富山市北商工会

2913 2716110069 富山県 みずの歯科クリニック 　－
歯科医院用ＣＡＤ／ＣＡＭ装置の導入による競争力の
強化

富山信用金庫

2914 2716110075 富山県 有限会社川津工芸 3230002010896 着色技術の向上による新分野開拓 高岡信用金庫

2915 2716110078 富山県 東洋ガスメーター株式会社 4230001012488
新型膜式スマートメーター製造におけるひじ金ハンダ付
技術の開発

北國銀行

2916 2716110080 富山県 有限会社岩井鐵工所 3230002007959
ＣＮＣ旋盤と棒材供給機導入による高同軸度・高面粗度
加工の強化

にいかわ信用金庫

2917 2716110081 富山県 株式会社アクス・コーポレーション 7230001008681
積層式自動裁断機導入による世界一軽くて薄い生地の
裁断工程効率化

富山銀行

2918 2716110082 富山県 株式会社ゼフィール 2230001009098
ＥＣシステム開発による作業生産性・顧客満足度の向
上及び新規顧客創出

公益財団法人富山県新世
紀産業機構

2919 2716110084 富山県 ナカオテクニカ株式会社 8230001011271
大型精密画像測定システム導入による品質保証体制
の確立

高岡信用金庫

2920 2716110086 富山県 株式会社キャステム 7230001006272 アルミ合金と異種金属による新たな接合技術の確立 富山銀行

2921 2716110088 富山県 タカタ精密工業株式会社 9230001006485
医薬品ＰＴＰ包装の裁断用金型ユニット製造における精
密加工工程の高度化及び包装品質の安定性向上

公益財団法人富山県新世
紀産業機構

2922 2716110091 富山県 日伸精機株式会社 9230001002369
高性能・高品質製品の一貫生産体制の構築による精度
保証の確立

富山銀行

2923 2716110098 富山県 株式会社クラタニ 5230001012900
高層ビル用長尺物アルミパネルの加工技術の開発と情
報ネットワーク構築

株式会社ジェック経営コン
サルタント

2924 2716110100 富山県 株式会社野澤木工 7230001007171
「高周波フラッシュ接着機」の導入による生産性向上と
短納期対応

富山銀行

2925 2716110108 富山県 株式会社ワコーテック 7230001012064 高荷重６軸力覚センサの開発
公益財団法人富山県新世
紀産業機構

2926 2716110109 富山県 ヤマイチ株式会社 2230001003340
住宅ストック市場を活性化させる戸建住宅管理システム
の普及推進

越澤勝

2927 2716110114 富山県 有限会社ダイワ精工 4230002010061 建材業界向け小物部品の検査工程高度化の実現 石動信用金庫

2928 2716110120 富山県 株式会社ファーム 7010401092372
新商品生産・管理体制の構築を目的とした最新型自動
倉庫システムの導入

西武信用金庫

2929 2716110127 富山県 株式会社ヤマトマテリアル 9230001015379
高能率樹脂型ダイヤモンドワイヤー製造装置の試作開
発

富山銀行

2930 2716110131 富山県 株式会社ヒラ・テック 2230001006120
高度溶接に対応した生産ライン強化による医薬品製造
装置部品加工の本格参入

富山信用金庫

2931 2716110132 富山県 株式会社笑農和 1230001014735
高品質・高効率なコメ作りを実現する水田管理ＩｏＴプ
ラットフォームの構築

公益財団法人富山県新世
紀産業機構

2932 2716110136 富山県 株式会社村中製作所 5230001009153
針無し注射器製造に向けた高機能樹脂金型の超微細
加工技術の確立

富山第一銀行

2933 2716110144 富山県 株式会社興和電機システム 2230001000908
部材切断プロセスの高度化により「高耐水性・高信頼
性」制御盤を実現

富山銀行

2934 2716110149 富山県 株式会社りぼん 9230001013837
タブレットを使った高齢者在宅見守り支援サービスの提
供

にいかわ信用金庫

2935 2716110157 富山県 株式会社エフアンドエム 8230001009761
次世代型ＨＶ自動車向け可変バルブ機構製作用金型
製造への参入

高岡信用金庫

2936 2716110159 富山県 黒部紙業株式会社 4230001007315
紙製ボビンの製作工程短縮と環境対応のための縫製
装置の開発

にいかわ信用金庫

2937 2716110161 富山県 株式会社ＮＥＷ　 ＳＥＬＥＣＴ 9230001014612
専用アプリの活用による地元富山の女性（子育て世代）
の声をマーケティングに活かしたコンサルティング事業

富山商工会議所

2938 2716110163 富山県 とやまアルペン乳業株式会社 5230001001985
機能性の高いヨーグルト商材の生産効率の向上と生産
プロセスの刷新

富山商工会議所

2939 2716110174 富山県 株式会社今井機業場 7230001008847
特殊張力制御装置を用いた経編ニットによるビジネス
シャツ生地の開発

商工組合中央金庫
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2940 2716110178 富山県 北川クリーニング 　－
スピンシャワーウォッシュ技術の確立による洗浄能力強
化と洗浄工程短縮化

富山信用金庫

2941 2716110182 富山県 株式会社アーキジオ 2230001010477
地上据置型３Ｄスキャナーを用いた測量による生産性
革命

富山銀行

2942 2716110186 富山県 株式会社サイプラ 8230001004944
高品質・低価格な製品供給を実現する画期的な金型の
開発と全面印刷方式の実現

富山銀行

2943 2716110191 富山県 株式会社石金精機 4230001000220
民間航空機ＭＲＪに用いられる翼部部品の生産性及び
品質強化事業

株式会社ジェック経営コン
サルタント

2944 2716110193 富山県 株式会社小菊製作所 3230001012415
乾燥から冷却までを一貫して行うコンベア式乾燥炉の
導入

富山銀行

2945 2716110195 富山県 株式会社北二 8230001009902
高強度鋼板厚５０㎜以上の大型鉄骨溶接を可能にする
２アーム溶接ロボットの導入

株式会社ジェック経営コン
サルタント

2946 2716110196 富山県 株式会社かねみつ 8230001007047
昆布〆刺身の審美性を追求し販路拡大を実現するため
の急速冷凍及び冷凍保管技術の高度化

富山商工会議所

2947 2716110199 富山県 株式会社三幸 6230001011034
ＩｏＴの活用で、超精密加工と自動運転時間の増加を両
立させる生産体制を構築する

富山銀行

2948 2716110204 富山県 有限会社佐藤鉄工所 7230002009274
光ファイバー向け高品質機械部品加工製作を可能にす
るＣＮＣ旋盤の導入

富山銀行

2949 2716110206 富山県 ヒラオ製本株式会社 7230001002619
築き上げた独自技法で、エコ、高付加価値、差別化製
本加工により、競争力強化を図る

北陸銀行

2950 2716110208 富山県 金森産業株式会社 4230001009872
「事業所に一冊から、各自の端末へ」業界初プラスチッ
ク成形材料の無料電子カタログシステムの開発

富山銀行

2951 2716110209 富山県 キタムラ機械株式会社 5230001009905
当社ＭＣの基幹部品加工における精密加工技術を活用
した工程集約による生産性向上事業

高岡商工会議所

2952 2716110212 富山県 松原建設株式会社 2230001003068 ＩＯＴを活用した先進的な土木施工管理システムの開発 富山銀行

2953 2716110215 富山県 株式会社碓井製作所 4230001004725
汎用性を持たせたオリジナルの自動インサート成形工
程の確立

北陸銀行

2954 2716110217 富山県 高精株式会社 4230001013115
川下要求に微細な積層造形技術と高度測定技術を相
互利用した迅速化かつ高精度化事業

高岡商工会議所

2955 2716110218 富山県 株式会社ユニゾーン 7230001003468
コーティングプロセス構築による航空・宇宙機器向け部
品の受注拡大

公益財団法人富山県新世
紀産業機構

2956 2716110224 富山県 株式会社Ｔ．クリエーションセンター 9230001014018 土木系防災製品製造における溶接ロボットの導入事業
株式会社ジェック経営コン
サルタント

2957 2716110225 富山県 北陸テクノ株式会社 1230001012846
超音波を利用したアルミ溶湯の脱水素ガス、鉄分の微
細化技術の確立

北陸銀行

2958 2716110233 富山県 餅とお菓子ほんごう 　－ 包餡機導入で５倍の生産性を実現！ 射水市商工会

2959 2716110238 富山県 モトタニ鉄工建設株式会社 3230001003249
Ｈ形鋼材における柱梁接合の高精度化と高効率生産ラ
インの構築

富山信用金庫

2960 2716110240 富山県 株式会社藤木自動車商会 7230001002692
ＩＴ・ビッグデータを活用した需要予測システム開発と連
携した部品供給体制の構築

富山信用金庫

2961 2716110241 富山県 有限会社ガレージアシスト 2230002008875
『車検体系の見える化』構築で地元ナンバーワン整備工
場へ

アシステム税理士法人

2962 2716110246 富山県 三英工業株式会社 1230001011237 ＭＩＭ金型設計製造で高度医療機器分野に参入 高岡信用金庫

2963 2716110247 富山県 株式会社河村産業所 2180001097850
板金部材ブランキングの工程集約と２４時間稼動による
売上げ向上

北陸銀行

2964 2716110249 富山県 株式会社加野ダイカスト工業所 2230001011525
ハイブリッドアルミダイカストマシン導入によるノーピン
ホール技術の確立

富山銀行

2965 2716110250 富山県 西陵株式会社 6230001008286
高度資材管理システムの構築による資材可視化とコス
トコントロール能力の強化

商工組合中央金庫

2966 2716110252 富山県 株式会社小谷製作所 5230001012636
高強度かつ低コスト生産を実現する自動車フレーム継
手構造技術の開発

富山信用金庫

2967 2716110253 富山県 かね七株式会社 2230001000602
加圧水蒸気を用いた粉体殺菌装置の導入による殺菌
処理における高品質化を実現

北陸銀行

2968 2716110263 富山県 有限会社カンノ 8230002006122
高精度プレス加工技術の向上による大型バス用木製部
品の高度化事業

富山信用金庫

2969 2716110264 富山県 セプラ株式会社 4230001003628
生産プロセスの改善による基準表の作成から形状変異
抑制技術の構築を図る

富山銀行

2970 2716110267 富山県 株式会社なかたに印刷 3230001005071
ＩｏＴを活用した医療機関と印刷会社の連携による、医療
３Ｄモデル製作サービスの展開

北陸銀行

2971 2716110270 富山県 有限会社八尾テクノ 2230002006838 超硬合金等の難削材に対する仕上研削技術の高度化 富山銀行

2972 2716110274 富山県 株式会社内山精工 2230001004727
高精度ＣＮＣ複合旋盤を活用した精密機械部品の加工
技術の高度化

北陸銀行

2973 2716110275 富山県 株式会社シンソ 4230001001160
ドリル・エンドミルの多品種化に対応した顧客利便性の
高い再研削事業を構築

富山銀行

2974 2716110276 富山県 日本海給食株式会社 6230001002289
高食感化・高安全化・高効率化を実現するセントラル・
キッチン新調理提供システムの開発

富山商工会議所
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2975 2716110278 富山県 株式会社能作 3230001011375
非鉄金属製品の動的プレゼンテーションを可能とする
三次元立体映像技術の確立

公益財団法人富山県新世
紀産業機構

2976 2716110284 富山県 株式会社あるぺん村 7230001006495 スキンナー導入による作業効率アップ 商工組合中央金庫

2977 2716110287 富山県 小矢部自動車鈑金塗装 　－
分校光度計カメラによるデータと色彩工学を組み合わ
せた新調色技術による自動車鈑金塗装

小矢部市商工会

2978 2716110291 富山県 株式会社中川製作所 4230001002316
長尺小径パイプ鋼管の内径肉盛溶接を可能にする自
動スパイラル溶接技術の確立

商工組合中央金庫

2979 2716110298 富山県 岡峰畳店 　－
フローリング畳・畳座布団・薄畳に対応する生産設備の
導入事業

北陸銀行

2980 2716110299 富山県 三和パック株式会社 3230001012695
段ボールの多品種化対応に向けた段替え時間の短縮
及び生産性向上

射水市商工会

2981 2716110300 富山県 株式会社マスオカ 9230001011295
流動解析技術を活用した金型設計の最適化及び難押
材金型の高度技術化事業

高岡商工会議所

2982 2716110301 富山県 浜田瓦店 　－
国内初！瓦葺き構造計算の自動化と品質の見える化を
実現させるクラウドサービス提供

株式会社ジェック経営コン
サルタント

2983 2716110304 富山県 ユウ・アクアライフ 　－ クラウドを活用した次世代アクアリウムサービスの展開 富山商工会議所

2984 2716110306 富山県 株式会社ベニヤ 5230001015614
精密切断加工の技術の確立によるオーダーメイド福祉
製品の開発

富山銀行

2985 2716110307 富山県 株式会社協和製作所 3230001009931
鋳物品質を決定付ける最終鋳仕上げ・検査工程の高度
自動化による人的作業環境改善事業

高岡商工会議所

2986 2716110311 富山県 林酒造場 　－
もろみ及び貯蔵工程における、品温管理及び検査作業
の自動化による高品質日本酒の安定製造体制の強化

北陸銀行

2987 2716110312 富山県 三陽陸運株式会社 2230001012928
人工大理石の特性を活かした、高機能且つ環境配慮型
新フォーミング抑制剤の開発

商工組合中央金庫

2988 2716110319 富山県 株式会社ユニバーサルパッケージ 6230001005622
“白”印刷技術の確立により、これまでにない新たな「配
置箱」開発事業

株式会社ジェック経営コン
サルタント

2989 2716110321 富山県 株式会社江川製作所 5230001008849
環境負荷低減に寄与する部品製作、一貫生産体制強
化による生産性向上事業

株式会社ジェック経営コン
サルタント

2990 2716110325 富山県 有限会社池崎機工所 8230002007954
深穴切削加工技術の高度化と深穴加工基礎技術の構
築による品質安定化の実現

富山銀行

2991 2716110328 富山県 株式会社アート工房 7230001007469
海外展開を見据えた壁紙リフォームのワンストップサー
ビス発展化事業

株式会社ジェック経営コン
サルタント

2992 2716110330 富山県 新光硝子工業株式会社 3230001008272
鉄道車両用「曲げ・合わせガラス」の完全・内製化の実
現！

株式会社ジェック経営コン
サルタント

2993 2716110332 富山県 有限会社モメンタムファクトリー・Ｏｒｉｉ 2230002013561
外装用大型着色パネルの受注拡大を目指したプレス工
程の技術化事業

高岡商工会議所

2994 2716110336 富山県 有限会社若林木工所 8230002014232
新型型抜プレス機共同開発による伝統技能と最新技術
の融合化事業

射水市商工会

2995 2716110344 富山県 株式会社越田商店 1230001015056
急速凍結技術の導入による鮮度保持、味を担保できる
試作品開発事業

北陸銀行

2996 2716110347 富山県 越中茶屋 　－
タブレットメニューを導入し、おもてなしサービスで顧客
満足度ＵＰを実現

株式会社ジェック経営コン
サルタント

2997 2716110354 富山県 有限会社村製作所 1230002014197
先進的加工技術を応用した高耐久・高品質一体型チル
ベントの開発

富山銀行

2998 2716110357 富山県 株式会社タアフ 1230001001519
航空機業界の厳しい低コスト化要求に対応するために
設備を自動化する

富山第一銀行

2999 2716110359 富山県 五洲薬品株式会社 8230001000927
高生産性ロータリー充填包装技術の確立による入浴文
化 の海外展開

富山商工会議所

3000 2716110360 富山県 株式会社ＫＯＫＩ 9230001015346
産業ロボット分野進出を見据えた高精度加工システム
の構築と生産プロセス改革

氷見伏木信用金庫

3001 2716110365 富山県 株式会社すがの印刷 7230001007353
ワークフローソリューションの導入による印刷物の短納
期体制の確立

にいかわ信用金庫

3002 2716110369 富山県 第一編物株式会社 3230001008652
世界で活用出来る繊維製品の色彩管理調色システム
の構築

庄川町商工会

3003 2716110371 富山県 有限会社ヤツオ印刷 3230002006829
超高速・高精細印刷技術の構築による小ロット印刷に
おける高品質・短納期化の実現

富山市八尾山田商工会

3004 2716110381 富山県 株式会社源 6230001003171
工場内・庫内温度・湿度一元リアルタイム管理システム
により実現する旨み持続時間の長期化

富山商工会議所

3005 2716110382 富山県 南日味噌醤油株式会社 9230001002435
高利便性・高栄養価・高機能味噌製造を実現する大豆
保存期間延長技術の確立

富山商工会議所

3006 2716110387 富山県
株式会社ティーアンドティー・タカマツ
タテグ

1230001001758
「和」スタイルの国際化を実現する伝統的組子障子技術
と最先端技術の融合

富山信用金庫

3007 2716110390 富山県 有限会社庵製作所 8230002009703
自動車クランクシャフト高度化を実現する超高速高精度
複合化・一体化加工技術の確立

富山商工会議所

3008 2716110393 富山県 株式会社木香美・服部 7230001009432 ニッチな市場からホンモノ思考への、新たな仕事づくり 庄川町商工会

3009 2716110398 富山県 株式会社寺島コンサルタント 3230001001797
３次元レーザ測定技術の確立による自動測定システム
開発事業

富山商工会議所
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3010 2716110399 富山県 株式会社味よし食品 5230001000070
包装工程の改善による生産性向上により実現する富山
県産白海老棒寿司の全国展開を実現

富山信用金庫

3011 2716110402 富山県 丸善醤油株式会社 4230001007554
無添加麹固有の糖化力と分解力を活かした独自製法
による甘酒等発酵食品の製造

入善町商工会

3012 2717110001 石川県 株式会社日誠産業 3220001007705
酸化被膜除去マシンを用いた中板・厚板（鉄）金属製品
の防錆対策

北國銀行

3013 2717110003 石川県 アイ・プラン株式会社 9220001015140
少量多品種に対応した溶接工程のロボット化による新
生産システムの開発

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3014 2717110005 石川県 三和器械株式会社 7220001003147
眼科マイクロ手術のレンタル模擬トレーニングシステム
構築

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3015 2717110010 石川県 株式会社大日製作所 7220001000391
加工、プレスと金型管理をＩｏＴで最適化、品質、生産性
向上システムの開発

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3016 2717110011 石川県 小松ニット株式会社 9220001011981
小ロット多品種での水着のプリント品質を向上させる生
産体制の確立

北國銀行

3017 2717110013 石川県 株式会社ベローズ久世 7220001017683
水圧バルジ成形後の極小径成形ベローズ洗浄システ
ムの構築

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3018 2717110015 石川県 株式会社成宏電機 3220001012069
ものづくりを支える産業機械用予防保全システムの開
発

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3019 2717110016 石川県 石川樹脂工業株式会社 3220001013050 海外販路拡大に向けた特殊精密成型品の開発事業
公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3020 2717110019 石川県 高級鋳鋼株式会社 9220001008854
大型ステンレス鋳鋼鋳物の生産に向けた工程短縮によ
る生産技術の向上と確立

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3021 2717110022 石川県 株式会社シノハラ 4220001009171
独自工具の開発による次世代火力発電用タービン・ブ
レードの切削加工技術の確立

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3022 2717110023 石川県 有限会社赤井鉄工 3220002008685
複雑・超硬難削材の横中ぐり技術の確立による唯一無
二の事業領域拡大に向けた新展開

北陸銀行

3023 2717110027 石川県 株式会社環境日本海サ－ビス公社 1220001015429
最新の下水道管内検査カメラシステムの導入による自
治体とのデ－タ共有化

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3024 2717110029 石川県 株式会社林鍛造所 3220001018041
熱間鍛造と同時に穴あけを行う高効率、高精度部品加
工技術の確立

北國銀行

3025 2717110033 石川県 北陸化成株式会社 3220001009412
介護用クッション材の生体親和性の向上と多品種少量
生産の低コスト化環境の構築

北陸銀行

3026 2717110036 石川県 有限会社森本金網製作所 8220002014431
極細金属線で高密度・高性能フィルターの製造開発及
び効率化事業

石川県商工会連合会

3027 2717110037 石川県 四十沢木材工芸 　－
木屑利用型省エネ木材乾燥ラインの開発による生産性
の向上

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3028 2717110038 石川県 有限会社柳鉄工所 7220002000242
工作機械の高速化に貢献する歪みのない金属薄物加
工技術の開発

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3029 2717110039 石川県 株式会社車多酒造 5220001009179
冷蔵式新型もろみ圧搾システムを活用した発泡性日本
酒の開発

北國銀行

3030 2717110040 石川県 カジナイロン株式会社 9220001001776
繊維技術を応用した伸縮性を有する新規ウェアラブル
配線材の量産化工程開発

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3031 2717110041 石川県 杉国工業株式会社 4180301013497
小規模物流施設のピッキング効率を２倍にする自走式
ピッキング台車の開発

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3032 2717110045 石川県 株式会社河道製作所 8220001013112 特殊チェーン一貫生産システムの構築 商工組合中央金庫

3033 2717110047 石川県 株式会社スガモトテント 1220001013242
業種・業態の独自性を表現する全天候型物販用テント
の試作開発

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3034 2717110048 石川県 エナテックス株式会社 7220001001464
家庭向け直接水集熱式太陽熱利用給湯システム事業
化のための研究開発

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3035 2717110049 石川県 有限会社新海塩産業 1220002016104
能登の海水を効率よく濃縮させるための排熱を利用し
た設備投入事業

北國銀行

3036 2717110056 石川県 株式会社羽田合金 5220001009336
高付加価値素材を用いた揚水ポンプ用羽根車の無人
化製造基盤技術の開発

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3037 2717110057 石川県 イケウチ株式会社 5220001006671
食の嗜好変化と簡便性ニーズに対応した魚加工品の商
品と加工工程開発

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3038 2717110058 石川県 産業印刷株式会社 6220001009137
青果物の長期鮮度保持及び防虫効果のある特殊段
ボールの試作開発

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3039 2717110059 石川県 小島歯科クリニック 　－
インプラント治療プロセスの革新によって地域歯科医療
充実に貢献する事業

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3040 2717110061 石川県 テックワン株式会社 7220001012817
超軽量透湿防水スポーツウェア生地差別化の為の染
色加工技術開発

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3041 2717110065 石川県 株式会社Ａｎｔｅ 9220001014183
奥能登珠洲「揚げ浜式製塩法」に導入する製塩システ
ム開発と製塩事業

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3042 2717110070 石川県 小松パワートロン株式会社 6220001011984
部品点数を極小化した革新的車載搭載装置の量産化
に向けた試作開発

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3043 2717110072 石川県 コマツキカイ株式会社 4220001013801
ＣＮＣターニングセンタ導入による鋼管杭用機械式継手
の加工事業拡大

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3044 2717110073 石川県 ヤマカ水産株式会社 7220001007189
魚の質にこだわったすし店も納得する品質での冷凍加
工サービス

株式会社迅技術経営
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3045 2717110075 石川県 株式会社武田工業所 1220001012129 製造コスト低減による企業競争力ＵＰプロジェクト 北國銀行

3046 2717110077 石川県 株式会社北研精機 1220001012418
仮想現実による新規製品の加工チェックの削減、リード
タイムの半減を実現する

北陸銀行

3047 2717110078 石川県 フジタ技研株式会社 4220001012712
自動車部品の軽量化を目指す強加工金型向け高硬度
膜の実用化

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3048 2717110079 石川県 加賀電化工業株式会社 9220001001982
車載用蓄電池生産設備の生産高度化に向けた技術開
発

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3049 2717110087 石川県 株式会社小松プロセス 9220001012765
有機・無機材料の液中のゼータ電位計測による安定分
散液製造技術の開発

池水龍一

3050 2717110088 石川県 株式会社江沼精機製作所 5220001013057
高精度組立機の開発による業界最高水準のタイミング
チェーンの実現

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3051 2717110089 石川県 前多工業株式会社 8220001006537
需要急増する中近東の民族衣装生地の品質向上と効
率的な生産工程の開発

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3052 2717110097 石川県 株式会社和泉工業 6220001015853
高品質・高付加価値なステンレス薄板加工技術の確立
による競争力強化

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3053 2717110098 石川県 株式会社十字屋 8220001003419
かぶら寿し製品の品質均一化を目的とした効率的な製
造工程の確立

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3054 2717110105 石川県 株式会社ＭＢＫ 2220001010131
医療機器用シュート配管に求められる高度な面円滑性
を実現する試作開発

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3055 2717110106 石川県 株式会社出口織ネーム 4220001000155
織物の多様性要望に応える織物設計図自動作成シス
テムの構築

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3056 2717110107 石川県 東伸電機工業株式会社 2220001004521
制御機器の信頼性を保証する革新的な自動検査シス
テムの確立

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3057 2717110109 石川県 浅下鍍金株式会社 2220001008919
航空機産業における顧客ニーズの増産要請と品質高
度化に係る生産能力の増強

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3058 2717110110 石川県 株式会社大和環境分析センター 2220001007243
高分解能二重収束質量分析計を用いた化学物質のリ
スクアセスメント等評価システムの確立

北國銀行

3059 2717110116 石川県 有限会社三陽 7220002000143
木製品に対する高精度印刷や特殊表面加工等による
独創性の発揮

鶴来商工会

3060 2717110117 石川県 株式会社小林製作所 9220001002808
最新曲げ加工機と独自のＩＴ活用による多品種少量生
産能力の強化

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3061 2717110118 石川県 株式会社中川鉄工所 6220001009302
Ｌ／Ｄ比１０を実現する長尺ボーリング加工技術の高度
化に係る試作開発

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3062 2717110122 石川県 株式会社塗装館エス・エス 5220001002927
審美性と安全性を備えた機能性壁紙を製造する独自加
工技術の開発

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3063 2717110123 石川県 富士精機株式会社 3220001005758
工程集約による切削加工工程の生産性向上と製品の
販路拡大

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3064 2717110125 石川県 共和産業株式会社 7220001009094 ＩｏＴを用いた計測技術の導入による商品開発力強化 北國銀行

3065 2717110126 石川県 株式会社石野製作所 3220001001105 注文品搬送装置の開発
公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3066 2717110127 石川県 丸越工業株式会社 4220001015517
熱処理プラント省エネ化のための大型伝熱促進体母材
の量産化技術の確立

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3067 2717110128 石川県 株式会社タニムラ 9220001004192
観光バス部品分野からの東京オリンピック成功への貢
献

北陸銀行

3068 2717110132 石川県 シラエ織産 　－
欧州向けアイラッシュ（つけまつげ）生産における生産プ
ロセスの革新による国内生産の実現

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3069 2717110134 石川県 株式会社歯愛メディカル 7220001009185
多種多様な条件に柔軟性を持って対応できる包装・充
填・計量・計測制御技術の開発

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3070 2717110139 石川県 ハヤシ印刷紙工株式会社 6220001005391
北陸初「超高精細な販促ポップ／ディスプレイ」自社一
貫生産体制の構築

北陸銀行

3071 2717110144 石川県 太陽キャスト株式会社 7220001018302
金型の高精度、高効率生産によるトータルリードタイム
の短縮

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3072 2717110147 石川県 株式会社グランツホクリク 3220001009742
極小チップ搭載電子基板の生産性の向上に向けた実
装ラインの強化

株式会社エフアンドエム

3073 2717110149 石川県 丸井織物株式会社 4220001015673
細糸商品の生産における制御技術の高度化による生
産能力の強化

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3074 2717110152 石川県 株式会社アルパイン設計事務所 9220001000893
開発設計プロセスにおける最適化手法確立によるもの
づくり技術の革新

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3075 2717110153 石川県 株式会社丸誠商会 3220001006715
複数溶接ロボットの対称制御が可能な大物建設板金資
材の高効率生産方式の確立

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3076 2717110168 石川県 株式会社鈴木精機 2220001003580
ＭＣ用セラミックチップ加工技術の開発により高硬度材
料の１０倍高速切削の実現

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3077 2717110170 石川県 良川サイジング株式会社 9220001015685
織物工業の経糸準備工程における生産性向上のため
のＩＴ活用

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3078 2717110172 石川県 株式会社クリサンセマム北陸 9120101039140
品質改善による高生産性かつ高品質なワイヤーを開発
する事業

紀陽銀行

3079 2717110176 石川県 有限会社牛勝 1220002015097
新商品開発による羽咋発の新しい「能登名物」ブランド
化事業

石川県商工会連合会
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3080 2717110181 石川県 株式会社金太 4220001002283
ＩｏＴを活用した複合同時加工の実現による高度生産性
の向上

株式会社ジェック経営コン
サルタント

3081 2717110185 石川県 株式会社キャスト西野 2220001002450
業界初の高精度な複写防止印刷に対応可能なオンデ
マンド印刷工程の構築

金沢信用金庫

3082 2717110186 石川県 アイザック株式会社 5220001016308
真空環境用光学機器部品の高品質化と生産効率向上
事業

のと共栄信用金庫

3083 2717110188 石川県 株式会社フェニックスソリューション 5220001019665
各種用途別ＵＨＦ帯特殊金属タグの開発・試作・製造環
境の整備

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3084 2717110190 石川県 株式会社宮吉製陶 6220001012487 耐久性を向上させた素焼製品の開発
公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3085 2717110193 石川県 株式会社ウイル・コーポレーション 6220001018492
業界初！針金長自動調整による「１冊」発注対応バリア
ブル印刷サービス

北國銀行

3086 2717110204 石川県 有限会社糀谷鉄工所 6220002002504
超硬・難削材の切削加工技術の高度化による次世代自
動車分野への新展開

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3087 2717110210 石川県 大西運輸株式会社 2220001001576
多種多様な建築物条件に柔軟性を持って対応できる加
工システムの開発

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3088 2717110212 石川県 株式会社デーロス・ジャパン 2220001003135
大規模市場向けの特殊ブチルゴム製薄型防水シートの
品質達成と量産への挑戦

北陸銀行

3089 2717110215 石川県 株式会社グラスヒュッテ・オダ 3220001018280
審美性に富んだ安全で軽量な合わせアクリル商品の開
発

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3090 2717110217 石川県 株式会社リベックス 4220001012588 耐炎化繊維を用いた横編物成形品の開発
公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3091 2717110218 石川県 有限会社光パックス石川 2220002012754
安全性強化と短納期化を実現する小ロットパッケージ製
作プロセスの革新

藤岡壮志

3092 2717110220 石川県 有限会社白鳥製綿所 4220002013841
日本初、羽毛布団のリノベーションを新たな顧客層に展
開する事業

のと共栄信用金庫

3093 2717110228 石川県 石川技研工業株式会社 3220001008975
研磨技術開発に基づく高耐食ステンレスパイプの量産
体制の確立

北國銀行

3094 2717110236 石川県 有限会社能作うるし店 5220002004526
インバウンド需要に対応した鮮やかな色彩漆製造プロ
セスの技術開発

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3095 2717110242 石川県 石川県いか釣生産直販協同組合 9220005006094
能登港産一本釣り船凍いか加工処理工程改善による
新商品開発

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3096 2717110248 石川県 株式会社タロダ 2220001017283
サンプル作成内製化による提案力向上と企画提案型商
社への進化

税理士法人中山会計

3097 2717110249 石川県 株式会社センド 1220001008655 地域資源を活用した革新的エレキギターの開発
税理士法人金沢セントラル
会計事務所

3098 2717110254 石川県 有限会社ミランティジャパン 9220002013333
３Ｄデザイン技術と精密加工・立体造形技術を活用した
九谷焼新製品開発

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3099 2717110258 石川県 妙泉陶房 　－ 大型高付加価値九谷焼作品の製造技術の開発 北國銀行

3100 2717110260 石川県 株式会社スミタ 9220001013243
介護と自転車の市場獲得のための安全性向上のロボッ
トによる試作開発

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3101 2717110262 石川県 丸三織布株式会社 7220001015638
長繊維織物のＡＪＬ超広幅織機によるタックイン二巾織
り開発

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3102 2717110268 石川県 株式会社ラピュタインターナショナル 8220001009746
ランプ内部にバッテリーを内蔵したオンリーワンの直管
ＬＥＤ非常灯の開発

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3103 2717110272 石川県 株式会社金田木型 4220001017389
研磨レスの鋳造用金型成形製造体制の構築による「木
型・金型・中子」への水平展開

のと共栄信用金庫

3104 2717110275 石川県 株式会社雪花 9220001019249
最先端の３Ｄデジタルツールを活用した、意匠価値の高
い原型制作の技術を確立させる

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3105 2717110288 石川県 株式会社イマムラ 8220001008756
能登ヒバ産の抽出精油を活用した機能性複合素材の
開発と生産プロセスの構築

北國銀行

3106 2717110301 石川県 谷田合金株式会社 9220001004184
航空機部品製造に要する特殊工程のＩｏＴ管理体制の
構築と生産性の向上

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

3107 2717110306 石川県 株式会社和平商店 3220001017035
冷風乾燥機およびロール機導入による能登産いか商品
の高付加価値化と生産効率化事業

石川県商工会連合会

3108 2718110003 福井県 木村鮮魚店 　－
魚の安定供給サービスの開始に伴う「高鮮度維持冷解
凍ライン」の導入

坂井市商工会

3109 2718110004 福井県 増田建設株式会社 9210001012213
「選択式オーダーメイド製粉」による越前そば粉の製造
体制の構築

福井商工会議所

3110 2718110006 福井県 サカセ・アドテック株式会社 5210001007547
三軸織物複合材料の成形技術の向上による成形品事
業展開

北國銀行

3111 2718110007 福井県 株式会社一本義久保本店 1210001009984
最新型の清酒紙パック容器自動充填ライン導入による
生産性と品質の向上

北陸銀行

3112 2718110010 福井県 大成精工株式会社 9210001013483
医薬品カプセル用金型製造の精度と生産能力の向上
による競争力強化

公益財団法人ふくい産業
支援センター

3113 2718110011 福井県 有限会社ウチダプラスチック 5210002012785
超音波カッター付多関節ロボットによる、炭素繊維複合
品の加工技術開発

福井銀行

3114 2718110019 福井県 真名鶴酒造合資会社 5210003000483
海外展開に向けた新商品開発と熟度調整による鮮度・
品質保持のための低温管理

大野商工会議所
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3115 2718110020 福井県 アサヒマカム株式会社 5210001000072
自動監視機能付き整経機導入による製造工程の高精
度化と新着圧生地量産確立

福井銀行

3116 2718110021 福井県 フクイボウ株式会社 3210001003283
化合繊紡績の練条工程の自動化・高速化による品質・
生産効率向上事業

福邦銀行

3117 2718110032 福井県 丸越プリント株式会社 7210001003940
街の印刷店が取組む革新的生産性向上と新素材への
印刷事業開発

税理士法人たすき会

3118 2718110038 福井県 有限会社漆琳工芸 8210002001620
漆器業界初のインクジェット印刷機を導入した漆器等製
品の一貫生産体制の構築

永平寺町商工会

3119 2718110040 福井県 有限会社幸伸食品 5210002009443
真空濃縮による豆乳の高付加価値多用途素材への転
換事業

福井商工会議所

3120 2718110043 福井県 大鉄工業株式会社 3210001010271
自動切断機導入による加工業への進出と小規模同業
者支援

大野商工会議所

3121 2718110046 福井県 オカモト鐵工株式会社 2210001004794
高速自動２軸短材コラムＮＣ開先加工機による高精度
開先加工技術の確立と生産性の向上

福井銀行

3122 2718110048 福井県 助田漆器店 　－
塗り箸専用研磨機械導入により、納期短縮と生産性及
び品質の向上を図る

鯖江商工会議所

3123 2718110049 福井県 株式会社タケダレース 3210001002013
リバース給糸装置付き経編機導入による、体型補正衣
料用レース生産体制の構築

福井銀行

3124 2718110050 福井県 株式会社フクトミ 8210001010267 飲料水向け樹脂繊維フィルターの試作開発 勝山商工会議所

3125 2718110051 福井県 株式会社フクオカラシ 9210001013203
超微細製品量産化技術に必要な専用加工機の性能向
上事業

福井銀行

3126 2718110053 福井県 伊部印刷株式会社 5210001011466
ＬＥＤ－ＵＶ印刷システム導入による「印刷通販」受注拡
大のための業界最速短納期体制の確立

福井信用金庫

3127 2718110057 福井県 株式会社安間鉄工所 3210001009941 複雑な切断・加工に柔軟に対応するための設備の導入 大野商工会議所

3128 2718110060 福井県 株式会社福井熱処理 9210001013194
打錠パンチ品質向上とガス軟窒化処理の化合物層測
定の品質向上

北國銀行

3129 2718110061 福井県 株式会社福井計器製作所 1210001013193
次世代船舶ディーゼルエンジン向け燃料噴射ノズル精
密加工技術開発事業

福井銀行

3130 2718110063 福井県 有限会社沼田工業 3210002002739
ハイブリッド機導入による医療機器分野での生産体制
の強化

福井信用金庫

3131 2718110065 福井県 株式会社アルマック 7210001000112
ロールスクリーンのオリジナル化及び機能をもった製品
の製造、販売

福井商工会議所

3132 2718110068 福井県 東工シャッター株式会社 2210001013110 社内ネットワークと連携した自動ピッチ穴あけ機の導入
公益財団法人ふくい産業
支援センター

3133 2718110069 福井県 株式会社清水工業所 5210001012951
３次元マシニング機を導入し、人工骨の一貫生産技術
を獲得する

福井信用金庫

3134 2718110071 福井県 株式会社成和化成 3122001003999 ＩｏＴ技術を利用した新規ビタミンＣ誘導体の効率的生産 淡路満

3135 2718110072 福井県 山田技研株式会社 2210001004159 山地災害対応ドローン用ドーム型離発着タワーの開発
公益財団法人ふくい産業
支援センター

3136 2718110074 福井県 有限会社大戸製餡所 7210002000739
先端機械の導入による生産効率の改善、販路拡大の
実現計画

勝山章宏税理士事務所

3137 2718110081 福井県 株式会社松浦機械製作所 4210001003869
製造実行システムソフト（ＭＥＳ）導入による部門間の進
捗視える化で３５％リードタイム短縮

福井商工会議所

3138 2718110083 福井県 北山設備株式会社 2210001007525
飲料用水製造業者向け低価格加熱殺菌処理装置の試
作開発事業

坂井市商工会

3139 2718110084 福井県 株式会社Ｍ・Ｔ技研 4120901013373
地下貯水槽を、水を抜かずに形状測定し劣化調査する
技術の開発

北陸銀行

3140 2718110090 福井県 福井中央魚市株式会社 2210001003672
「ふくいサーモン」の効率的生産を実現する製造環境の
高度化

福井商工会議所

3141 2718110099 福井県 武生特殊鋼材株式会社 7210001011786
刃物用新素材の開発および付加価値をつけた刃物材
の販売

武生商工会議所

3142 2718110100 福井県 土田撚工 　－
最新設備導入による、原糸分割における品質および生
産性向上

公益財団法人ふくい産業
支援センター

3143 2718110104 福井県 丸八株式会社 6210001003990
熱可塑性繊維強化プラスチック積層板材の自動生産シ
ステムの構築

福井商工会議所

3144 2718110105 福井県 株式会社松川レピヤン 3210001007672
超高密度シャトル織ネームの開発と革新的な生産管理
体制の確立

北國銀行

3145 2718110107 福井県 株式会社ミヤゲン 1210001010793 水平保持レジ袋の開発 商工組合中央金庫

3146 2718110111 福井県 株式会社ワカヤマ 4210001013406
長尺物のチタン電極に対し、均一かつ高密着のプラチ
ナメッキの開発

北國銀行

3147 2718110114 福井県 マルカワみそ株式会社 5210001011994 天然醸造味噌の充填・パッケージ工程の全自動化 北陸銀行

3148 2718110115 福井県 オグラヤ商事株式会社 8210001007313
少容量対応容器脱着式混合機の導入による小ロット生
産体制の構築

福井銀行

3149 2718110117 福井県 山甚撚糸株式会社 8210001004153
極細糸への生産性の高い撚糸加工技術の開発によ
る、アウトドアウェア市場への新展開

福井東商工会
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3150 2718110120 福井県 稲山織物株式会社 7210001009707
高密度織物用生機乾燥機の導入による高通気性超撥
水織物の品質安定化

商工組合中央金庫

3151 2718110127 福井県 株式会社田商 1210001013094
製造工程の一部内製化による紙製重箱のオーダー生
産の実現と生産性の向上

片川長州

3152 2718110134 福井県 有限会社小林合金 2210002001295
アルミニウム合金の低圧鋳造原理において高圧電気溶
解炉の設置による高信頼性、高品質化の実現

福邦銀行

3153 2718110136 福井県 有限会社髙嶋製作所 6210002002117 新たなファインセラミックス加工への体制構築
公益財団法人ふくい産業
支援センター

3154 2718110138 福井県 株式会社森八大名閣 7210001001878
福井発。世界で唯一の高品質チョコレート製造プロジェ
クト

福井銀行

3155 2718110140 福井県 ＵＧメタル株式会社 5210001010393
アルミ製品等のリサイクルにおける、業界初の選別工
程機械化事業

福井東商工会

3156 2718110143 福井県 井上商事株式会社 9210001000218
専用加工機を用いたアルミ丸パイプ切削加工の高精度
化と高効率化による新商品開発体制の構築

福井銀行

3157 2718110145 福井県 株式会社木村鉄工所 8210001016231
数値制御プレスブレーキの導入によって、コネクタ生産
設備の高精度化と短納期化をはかる

福井東商工会

3158 2718110147 福井県 株式会社鯖江工業所 5210001012877
ＩｏＴ社会に貢献する電子部品メッキ処理工程向けチタン
製品の精密加工技術開発事業

福井銀行

3159 2718110148 福井県 株式会社マエケン 1210001012220 国際価格競争力を持つ高密度の生地の製織技術開発 北陸銀行

3160 2718110150 福井県
ヤマウチマテックス・エンジニアリング
株式会社

5210001010385
特注マルチアングルブラスト装置導入による耐熱チタン
溶接材の量産体制の構築

福井銀行

3161 2718110151 福井県 株式会社ナカテック 7210001002579
超純水製造装置の３次元設計業務を付加した設計製作
一貫サービスの実現

福邦銀行

3162 2718110157 福井県 有限会社エコテック 2210002007433
多様な肥料・資材を、様々な形状の袋に効率よく全自動
で袋詰めを行う

坂井市商工会

3163 2718110161 福井県 株式会社エムケーエム 7210001000566
新市場に対応した最新鋭食品・飲料業界仕様ＰＥ／ＰＰ
射出成型機導入事業

福井商工会議所

3164 2718110166 福井県 常山酒造合資会社 5210003000079
「製造工程のコールドチェーン化」による年間製造の実
現、及び海外市場への販路開拓

税理士法人アイ・タックス

3165 2718110167 福井県 株式会社西洋菓子倶楽部 5210001010377
「和」をテーマにした新たなブランド戦略の新商品展開と
販路拡大事業

北陸銀行

3166 2718110168 福井県 ｃｉｎｑ 　－
国内林業における新たな搬出技術の確立による大量搬
出技術革新事業

北陸銀行

3167 2718110173 福井県 株式会社ケーアイ 1210001007534
画期的洗浄方法構築による高品質かつ効率的なサー
ビス提供体制の具現化

公益財団法人ふくい産業
支援センター

3168 2718110184 福井県 株式会社日本エー・エム・シー 9210001002619
ＩｏＴを活用した三方向加工システムの導入によるＴ型三
方継手の生産体制の構築

福井銀行

3169 2718110189 福井県 有限会社ランチサービス 6210002008015
小規模な社食ニーズ獲得のための急速冷却システム
導入による新たな社食サービスの確立

福井信用金庫

3170 2718110198 福井県 株式会社室次 3210001004075
新技術醸造発酵による減塩速醸魚醤粉末の効率的生
産と海外展開事業

福井商工会議所

3171 2718110202 福井県 トマト工房亜久里 　－
施設園芸の高度環境制御による高品質トマトの量産化
と高付加価値販売

あわら市商工会

3172 2718110204 福井県 永平寺サイジング株式会社 9210001000399
自社一貫生産による高機能オフィスチェア用新規弾性
テキスタイルの開発

福井銀行

3173 2718110205 福井県 株式会社若廣 3210002014255
３Ｄ凍結機導入と自社技術の融合による（冷凍）寿司の
提供価値拡大と海外市場への展開

福邦銀行

3174 2718110213 福井県 井上リボン工業株式会社 4210001012119
細幅織物（リボン）の染色工程における生産性向上事
業

株式会社ジェック経営コン
サルタント

3175 2718110216 福井県 吉田産業株式会社 5210001013371
３次元立体編物の技術を応用し、体にフィットした介護
用品の製造

福井銀行

3176 2718110220 福井県 有限会社はせがわ看板 3210002002805
新型印刷加工機の導入による立体広告物の自社一貫
生産体制の構築と販路の開拓事業

福邦銀行

3177 2718110223 福井県 三宅彦右衛門酒造有限会社 6210002011010
県内初「四季醸造」実現と３００年蔵での醸し人型体験
見学

敦賀信用金庫

3178 2718110224 福井県 株式会社リム精工 4210001013389
デスクトップ型・新世代彫刻マシンの導入による眼鏡用
異型リム線模様付け見本の作製

福井信用金庫

3179 2718110225 福井県 株式会社キャノピィ 3210001011591
生地裁断ＣＡＭ導入により技術の伝承及び高効率な製
造プロセスの実現

福邦銀行

3180 2718110229 福井県 有限会社ポパイランド 6210002007512
食味評価表示による付加価値米の革新的受託サービ
スの提供

坂井市商工会

3181 2718110231 福井県 サイトーバンキン株式会社 5210001012893
３次元ダクト専用ＣＡＤシステム設備の導入による業界
最短納期体制の確立

一般社団法人福井県中小
企業診断士協会

3182 2718110233 福井県 株式会社太田屋 4210001000635 噛んで食べる鰹節の新商品開発に必要な設備の導入 福井商工会議所

3183 2718110244 福井県 株式会社ネクセル 5210001013727 無水銀空気亜鉛電池の量産化 北陸銀行

3184 2718110246 福井県 隆機工業株式会社 8210001004509
溶接加工部品の大型化に伴う大型ステージ付高速５面
加工機の導入

福井信用金庫
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3185 2719110002 山梨県 小菅精機株式会社 5090001007915
最新ワイヤ放電加工機＆ＣＡＭ導入と既設加工機との
ネット連携による高度生産性向上

山梨中央銀行

3186 2719110006 山梨県 有限会社ホワイトオール 6090002005529
低水圧でも使用可能な低負荷環境および低コストの節
水装置の試作開発

山梨県民信用組合

3187 2719110007 山梨県 株式会社光富士 8090001009966
新型粉体塗装ラインの構築による生産性の向上と製造
環境の改善

西武信用金庫

3188 2719110010 山梨県 株式会社エスワイ精機 4090001005936
高純度アルミ・ダイカスト材料による スマートフォン筐体
のカラーアルマイト化

山梨県民信用組合

3189 2719110011 山梨県 三浦化成工業株式会社 5090001010183
高性能射出成形機の導入と工場のＩｏＴ化構想による経
営革新

商工組合中央金庫

3190 2719110012 山梨県 アクアフィオーレ 　－
革新的な美容技術により健康美を実現する高付加価値
サービスの提供

山梨中央銀行

3191 2719110014 山梨県 大和葡萄酒株式会社 1090001009254
樽詰め甲州生ワインの専用サーバーによるレストランで
の販売

公益財団法人やまなし産
業支援機構

3192 2719110015 山梨県 株式会社コアーズ 4090001008567 環境試験用温調ユニットの試作・開発
公益財団法人やまなし産
業支援機構

3193 2719110018 山梨県 株式会社アースフレンドカンパニー 3090001007776
革新的な地盤調査機を導入し、地盤の見える化で 地盤
改良サービスの受注拡大を図る

中央市商工会

3194 2719110020 山梨県 加藤織物工場 　－
外注先の後継者不在と設備の老朽化に対応するため
の最新ジャガードマシンの導入

山梨中央銀行

3195 2719110024 山梨県 山一和紙工業株式会社 5090001012139
手漉き和紙の風合いを残した機械すき和紙の革新的な
生産プロセスの実現

山梨中央銀行

3196 2719110025 山梨県 清水工業株式会社 1013101000148 難加工材へのレーザー加工技術の高度化
公益財団法人やまなし産
業支援機構

3197 2719110026 山梨県 有限会社三和精機工業所 9010102003107
ファイバーレーザ複合マシン導入による高品質化・生産
性向上プロジェクト

多摩信用金庫

3198 2719110027 山梨県 手打そばやまさと 　－
保存性が高く、簡便に調理可能で、高い風味を持つ「冷
凍手打式そば」の開発事業

都留信用組合

3199 2719110031 山梨県 株式会社天野製作所 1090001003050
介護・医療現場の省力化、高付加価値化のための生体
情報センサシステムの開発

公益財団法人やまなし産
業支援機構

3200 2719110032 山梨県 株式会社かいわ 6090001008086
最新設備での無人稼働化による生産プロセス革新と自
社製品の創出

山梨中央銀行

3201 2719110034 山梨県 有限会社オーク 2090002006142
反射型カラー液晶装置に対応する新型フロントライト導
光板の開発

山梨信用金庫

3202 2719110038 山梨県 株式会社谷内プレスワーク 4090001008724
デジタル電動サーボプレス機導入による高付加価値成
形技術の確立と新事業領域の拡大

山梨中央銀行

3203 2719110040 山梨県 株式会社吉字屋穀店 8090001000504
乾式無洗米機と酒米精米機を利用した米粉生産ライン
の開発

若尾和成

3204 2719110042 山梨県
マルク　ガルニエ　オルグ　ジャポン
有限会社

8030002062342 生産性向上及びシェア拡大に向けたＮＣ旋盤の導入 山梨中央銀行

3205 2719110043 山梨県 株式会社シンゲン家具工業 5090001001026
木工技術の分業化を目指し、作業工程の短縮と品質向
上を実現する

山梨中央銀行

3206 2719110045 山梨県 株式会社天野ミューテック 9020001063721
高効率・低コストで鉄筋溶接を可能にする最新モデル溶
接機の導入

東京中央経営株式会社

3207 2719110048 山梨県 シムラ自動車鈑金塗装工場 　－
自動車の水性塗料での塗装を実現する、水性塗料塗
装設備の導入

都留市商工会

3208 2719110049 山梨県 株式会社東夢 1090001009031
地元産の桃・葡萄を使ったブランデー・リキュールの商
品開発

山梨県民信用組合

3209 2719110050 山梨県 サンマック株式会社 1090001007357
防災無線機向けの革新的な軟骨伝導（骨伝導）・咽喉
マイクの開発・販売

若杉公認会計士事務所

3210 2719110051 山梨県 シーマ電子株式会社 1020001026917 パワー半導体実装に適したギ酸リフロー装置の開発 山梨中央銀行

3211 2719110052 山梨県 太陽電機株式会社 9090001009833 高信頼性が要求される電気制御盤生産体制の革新 志村利則税理士事務所

3212 2719110054 山梨県 クラウンファスナー株式会社 8030001045281
車載用リチウムイオン電池電極端子の冷間圧造加工に
よる生産技術開発

山梨中央銀行

3213 2719110056 山梨県 国土興産株式会社 6090001011081
プラスチックパレットのマテリアルリサイクルを可能にす
る一軸粉砕機の開発

山梨中央銀行

3214 2719110057 山梨県 有限会社ミスティックプランニング 2090002004162
積載型キャンパーの生産プロセス改善による高品質の
キャンピングカー提供

山梨中央銀行

3215 2719110062 山梨県 株式会社富創 4090001004599
最新設備導入による狭ピッチコネクタの試作開発と生産
性・信頼性向上の実現

公益財団法人やまなし産
業支援機構

3216 2719110063 山梨県 株式会社オカムラルーフ 2090002011737 たった１日で完成する屋根板金工事サービスの提供 山梨中央銀行

3217 2719110066 山梨県 日洋工業株式会社 1010801009444
デザインホットスタンプ工程のクリーンブース化による生
産性向上

城南信用金庫

3218 2719110067 山梨県 ティーエーシー武田消毒株式会社 2090001001441
顧客自身が薬剤を使わずに害虫駆除作業を実施する
サービスの普及

甲府信用金庫

3219 2719110068 山梨県 山梨銘醸株式会社 1090001011219
世界に通用する新たな日本酒造りの為の高度生産性
製麹技術の確立

北杜市商工会
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3220 2719110072 山梨県 株式会社Ｔｏｓｈｉｎ 3180001100217 節水マイクロバブル・シャワーヘッドの開発 甲府信用金庫

3221 2719110076 山梨県 相互印刷株式会社 1090001006243
封緘封入工程を高度化することでのダイレクトメール受
注体制の強化

山梨中央銀行

3222 2719110094 山梨県 中央葡萄酒株式会社 9090001009239
高価格帯ワイン市場に向けた「日本ワイン」醸造におけ
るブドウ選果法の確立

公益財団法人やまなし産
業支援機構

3223 2719110099 山梨県 株式会社サイトウ 1090001008371
次世代自動車の早期世界展開を支える車体部品量産
プロセスの革新化

都留信用組合

3224 2719110112 山梨県 三栄工業株式会社 1090001007927
新型商用車用部品の量産に伴う最新設備導入による
生産性向上事業

都留信用組合

3225 2719110113 山梨県 山梨大瀬工業株式会社 5090001008244
「シーム溶接工程」の改善による生産ライン全体の生産
性向上と収益基盤の強化

山梨中央銀行

3226 2719110114 山梨県 株式会社ミラプロ 5090001011207
放射光施設ユーザー企業等の課題解決に資する試料
装填ロボットの試作開発

山梨中央銀行

3227 2719110120 山梨県 コミヤマエレクトロン株式会社 5090001009713 有機ＥＬ製造ラインの真空装置開発 商工組合中央金庫

3228 2719110145 山梨県 株式会社Ｃａｎｔｉｎａ Ｈｉｒｏ 8090001014470
科学的な管理を導入したぶどう栽培からワイン醸造ま
での一貫生産体制の確立

山梨市商工会

3229 2720110001 長野県 株式会社荻原製作所 4100001018234
家庭用燃料電池システム向け循環水監視用 非接触式
水流センサの開発と事業化

八十二銀行

3230 2720110002 長野県 信越明星株式会社 1100001009847
連続殺菌装置導入による焼きそばの生産効率の改善と
海外を含む販路拡大

一般財団法人浅間リサー
チエクステンションセンター

3231 2720110015 長野県 日動精工株式会社 5100001019693
医療機器の部品製造における高精度測定・短納期加工
の実現

長野銀行

3232 2720110016 長野県 ナパック株式会社 8100001021341
工作機械の高精度化に寄与する粉末冶金法による制
御部品の製造方法の確立

商工組合中央金庫

3233 2720110017 長野県 株式会社西軽精機 9100001007562
難削材での医療用複合超精密部品の一体加工体制の
確立

佐久商工会議所

3234 2720110019 長野県 サンニクス株式会社 6100001014520
樹脂製により軽量・低コスト・環境配慮を実現した熱交
換器の事業化

八十二銀行

3235 2720110025 長野県 株式会社ユタカ 3010801012314
流量計本体の無人加工化による高精度化と国際コスト
競争力強化

松本商工会議所

3236 2720110035 長野県 有限会社ハイメック 8100002026694
高輝度高精細な空中光学結像装置の開発試作と販路
拡大

株式会社佐々木会計事務
所

3237 2720110049 長野県 有限会社Ｒ＆Ｋ　ＪＡＰＡＮ 8100002017669
高電圧直流給電用アーク遮断モジュール内蔵コネクタ
の試作開発

樋口一男税理士事務所

3238 2720110051 長野県 有限会社穂川樹脂製作所 9100002011233
検査工程の高度化による樹脂成形部品の生産性・品質
向上、短納期化の実現

八十二銀行

3239 2720110052 長野県 マテリス株式会社 4100001027755
低糖質食品の量産化技術向上及び海外への販売事業
拡大計画

八十二銀行

3240 2720110054 長野県 株式会社中野屋ステンレス 8100001020814
曲げ・切削工程の生産性向上とブランク・曲げ工程のＩｏ
Ｔ化の実現

八十二銀行

3241 2720110055 長野県 株式会社くるまや 5100001007211
惣菜的漬物の漬床回転攪拌法による製造期間４割短
縮の生産性向上

上田信用金庫

3242 2720110056 長野県 ＧＡＳＴＪＡＰＡＮ株式会社 2100001021181
紫外線励起蛍光分析方式による土壌可給態窒素計測
の装置開発

長野銀行

3243 2720110058 長野県 株式会社ミハマ 6100001019239
ゴム・樹脂ブーツ兼用多機能クランプの開発及び高トル
ク精密塑性加工設備の開発

諏訪信用金庫

3244 2720110061 長野県 有限会社大西製粉 7100002012316 信州産「粗挽き」そば粉の量産体制構築 八十二銀行

3245 2720110062 長野県 有限会社田中紙工 2100002008970
ただの梱包用の段ボールを「魅せる什器」に。観光・農
業・特産品ＰＲ事業への新展開

長野信用金庫

3246 2720110063 長野県 株式会社千曲ライト 1100001009954
低圧射出成形機を用いたインサート成形における 封止
技術 の確立

八十二銀行

3247 2720110064 長野県 岡谷熱処理工業株式会社 5100001019405
最新鋭高性能真空焼戻し炉とＩｏＴ導入による熱処理生
産革新の実現

公益財団法人長野県中小
企業振興センター

3248 2720110066 長野県 株式会社西山精密板金 6100001020543
板金複合加工機導入による高機能板金生産体制の構
築

諏訪信用金庫

3249 2720110067 長野県 有限会社村田商店 7100002005204
信州産原材料のフリーズドライ納豆を使った新商品の
開発

美斉津晃

3250 2720110072 長野県 株式会社スカイワークス 9100001023972
低振動・最軽量化を実現する革新的ドローン用エンジン
の開発

南箕輪村商工会

3251 2720110074 長野県 ミクロン精工株式会社 6100001011550
次世代半導体モールド金型製造の革新的加工プロセス
の構築

長野県商工会連合会

3252 2720110075 長野県 株式会社ナガノ建築サービス 3100001002305
屋内熱を損失させない次世代換気システムの開発と事
業化

長野信用金庫

3253 2720110077 長野県 飯山精器株式会社 1100001012322 医療機器産業に対応した精密洗浄技術の開発 長野県信用組合

3254 2720110078 長野県 株式会社タク技研 1100001007314
最新鋭レーザー微細加工機の導入による短納期化と超
精密部品の開発

佐久商工会議所

93



受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

3255 2720110079 長野県 株式会社イツミ 3100001019290
高効率生産設備の導入による原価低減を活用したＩｏＴ
型ワイシャツプレスの開発

諏訪信用金庫

3256 2720110082 長野県 有限会社吉原製作所 3100002026988
真鍮製六角材複雑形状加工の高度化を実現する革新
的量産加工技術の開発

松本信用金庫

3257 2720110084 長野県 日邦光學株式会社 8010801020659
高精度画像寸法測定機導入による、高精度検査体制
の確立及び、新たな業界への新規参入

りそな銀行

3258 2720110088 長野県 株式会社住まい工房 8100001014411
子供が描いた手書きの間取りで家が建つ「バーチャル
モデルハウスサービス」の開発

松本信用金庫

3259 2720110089 長野県 飯田精密株式会社 3100001022352
ＩｏＴを用いた設備投資による、革新的な生産プロセスの
改善

八十二銀行

3260 2720110093 長野県 システムクラフト 　－
クラウドと各種端末を利用した地域密着サービス事業
の開発と展開

公益財団法人長野県中小
企業振興センター

3261 2720110105 長野県 株式会社ワカ製作所 7011101025837
日本初、次世代０．８ｍｍ（ＤＣ～１４５ＧＨｚ）ミリ波　コネ
クターの開発

八十二銀行

3262 2720110108 長野県 コトヒラ工業株式会社 4100001010760
風の流れの可視化による業務用集塵装置の性能向上
と開発期間短縮

商工組合中央金庫

3263 2720110111 長野県 平和産業株式会社 5010401027009
航空部品用超高速切削加工機の複数台運用で稼動率
向上に資するＩｏＴ 技術導入

アルプス中央信用金庫

3264 2720110113 長野県 伴野酒造株式会社 9100001007471
東南アジアの富裕層向けに輸出する日本酒の生産効
率の改善と日本らしさの追求

佐久商工会議所

3265 2720110118 長野県 内堀醸造株式会社 6200001029806
和食普及に貢献する高品質な米酢製造のための技術
開発

八十二銀行

3266 2720110119 長野県 株式会社エイワン・システム 8100001020302
業界初、抗菌・抗ウイルス性能を有する床塗料と施工
技術の提供

八十二銀行

3267 2720110120 長野県 株式会社スター精機 6100001018851
車載重要保安部品の高品質・高効率生産システムの構
築

八十二銀行

3268 2720110121 長野県 みやま工業有限会社 7100002029608
自社独自の鋳造技術を活用した画期的介護用製品の
試作開発

八十二銀行

3269 2720110123 長野県 黒澤酒造株式会社 6100001008167
甘酒・甘酒リキュールの歩留・品質向上と地域農産物を
活用した新製品開発

八十二銀行

3270 2720110125 長野県 有限会社福田屋商店 8100002017512
フルーツ酵素で健康になるジェラートの開発・製造・販
売

長野銀行

3271 2720110126 長野県 成和電子株式会社 3100001008995 高性能搭載機による高密度実装技術の確立 八十二銀行

3272 2720110128 長野県 八ヶ根工業株式会社 7100001019254
超硬製ブロックゲージの開発及び超高精度加工技術の
高度化実現

長野銀行

3273 2720110131 長野県 株式会社山岸製作所 5100001003598
複雑形状切削工具の製作と５軸加工機導入による加工
技術の高度化

長野信用金庫

3274 2720110132 長野県 株式会社信州セラミックス 9100001017784
ウレタンシートにセラミック粒子を強固に固定する為の
試作開発

八十二銀行

3275 2720110133 長野県 株式会社光和 5100001011477
最新鋭微細精密加工機導入による金型の超精密化と
磨きレスの実現

一般財団法人浅間リサー
チエクステンションセンター

3276 2720110134 長野県 織処丸重 　－
最新ＩＴ技術活用によるユーザーが求める短納期多品
種少量生産工程の確立と品質確保

長野県信用組合

3277 2720110139 長野県 三光工業有限会社 8100002011969
複合機導入による工程統合で生産性を向上させ、コスト
競争力を高める

上田信用金庫

3278 2720110140 長野県 多摩川マイクロテップ株式会社 1100001022305
航空機搭載センサ・モータ用ケース加工技術の確立と
生産性向上事業

八十二銀行

3279 2720110145 長野県 株式会社サワイ 1100001007264
薄肉中空ローターシャフト切削加工の高精度化と高生
産性体制の確立

佐久商工会議所

3280 2720110146 長野県 株式会社ヨシカズ 1100001022890
航空宇宙精密切削加工品の工期短縮による納期遵守
及びコスト低減の推進

飯田信用金庫

3281 2720110147 長野県 株式会社テーケー 4100001021304
シャフトの外径多段同時加工用最新センタレス研削盤
ラインの導入

八十二銀行

3282 2720110150 長野県 赤田工業株式会社 7100001017101
最新レーザー加工による、真空容器の 溶接前部品の
加工時間の短縮

池田町商工会

3283 2720110152 長野県 株式会社バニラ・アウローラ 6100001028693
バニラの品質保持と管理力を提供する新包装技術によ
る革新的サービス

飯田信用金庫

3284 2720110154 長野県 株式会社テムソン 4100001020990
最先端５軸マシニング加工機導入による難加工及び生
産プロセスの改善

八十二銀行

3285 2720110155 長野県 株式会社亀山 9100001009716
被災地向けの瓦破砕用４ｔ車移動式リサイクルプラント
の開発

上田商工会議所

3286 2720110156 長野県 有限会社神津電子製作所 7100002012423
生産性・品質向上を実現する新規設備導入及び専用治
工具開発

八十二銀行

3287 2720110161 長野県 株式会社高翔プラニング 8100001016630 狭い敷地での雪害対策用融雪機の開発と普及 八十二銀行

3288 2720110163 長野県 杉本印刷株式会社 2100001022527
優位性ある製品の大量生産体制確立による市場拡大と
販路開拓事業

飯田信用金庫

3289 2720110165 長野県 有限会社田村製作所 3100002015792
測定困難な精密プレス部品の測定方法改善による精度
保証と競争力の強化

長野県信用組合
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3290 2720110170 長野県 株式会社ワークスベル 4010901013384
タイムリーな新製品開発と市場投入による国内外市場
での売上拡大

芝信用金庫

3291 2720110171 長野県 有限会社ヤマイチ小椋ロクロ工芸所 4100002027564
真空吸着方式ロクロ導入による付加価値　南木曽ろくろ
細工の開発と生産効率の向上

南木曽商工会

3292 2720110172 長野県 株式会社デリカ 3100001013640
トラクタ連結機構主要工程の接合技術革新で、生産プ
ロセスを改善

八十二銀行

3293 2720110176 長野県 株式会社イングスシナノ 4012301002802
次世代ディスプレイを実現する最先端実装の生産性向
上

八十二銀行

3294 2720110181 長野県 株式会社ナノ・グレインズ 8100001018296 医療機器評価システムの開発 八十二銀行

3295 2720110184 長野県 株式会社ふくやま 4100001022707
国産もち米最中皮の生産性と品質を強化して氷菓業界
へ本格参入

飯田信用金庫

3296 2720110185 長野県 株式会社東陽 2100001015712 安価なＣＦＲＰ用面取り工具の開発 塩尻商工会議所

3297 2720110188 長野県 株式会社ヒロタカ 1100001014459
革新的デザインにより消費者に新たな体験をもたらす
高品質ジャムの製造

八十二銀行

3298 2720110189 長野県 株式会社ちの技研 8100001019146
ＩｏＴ市場向け超微細加工及び低コスト化プリント配線板
の製造

茅野商工会議所

3299 2720110190 長野県 有限会社野中製作所 2100002037037
航空宇宙部品製造の最新加工機・測定機・生産管理シ
ステム導入による革新的な生産性向上

飯田信用金庫

3300 2720110191 長野県 有限会社カナメヤ製菓 9100002010433
姫リンゴ（アルプス乙女）を丸ごと１個用いた大福の試
作開発

美斉津晃

3301 2720110192 長野県 高橋産業株式会社 6100001001873
額縁製作の能率向上、製品の高付加価値化と新製品
の開発

長野信用金庫

3302 2720110193 長野県 株式会社エーシーオー 7180001093928
多品種小ロットの基板実装ラインで大幅な生産性向上
に挑戦する

八十二銀行

3303 2720110194 長野県 有限会社大原工業 9100002010474
医療用ポンプ製造用部品の設備導入とＩｏＴ技術による
高度生産性向上事業

八十二銀行

3304 2720110196 長野県 有限会社いろは堂 9100002006126
安全で美味しい「急速冷凍おやき」製造による工程高度
化と販路拡大

朝日長野税理士法人

3305 2720110198 長野県 有限会社茅野工業 3100002030180
多品種小ロットプレス部品の高精度化による熟練技能
伝承と原価低減

茅野商工会議所

3306 2720110199 長野県 株式会社共栄測量設計社 7100001000767 地下空洞の革新的測量技術の実用化 長野信用金庫

3307 2720110200 長野県 コムパックシステム株式会社 4100001009662
多様化・高度化する顧客ニーズの実現と生産性向上を
両立する生産管理システムの導入

八十二銀行

3308 2720110203 長野県 株式会社ヤマトインテック 5100001015809
ターボチャージャー用ベアリングハウジングの高効率生
産体制の確立

八十二銀行

3309 2720110204 長野県 株式会社西飯田酒造店 7100001002680
花酵母を使用した季節及びブレンド商品開発と増産の
ための冷却装置の拡充

八十二銀行

3310 2720110207 長野県 株式会社レヂトン 7011701008415
切れ味と耐久性をアップさせる可変密度型切断砥石の
開発

東京中央経営株式会社

3311 2720110208 長野県 株式会社理学 7100001014387
ＩＴＯ代替となる「世界最高品質の導電性ポリマーイン
ク」の開発

長野銀行

3312 2720110209 長野県 オリオン機械株式会社 4100001005488
輸出拡大に向けた高性能粉体コーティングロボットの設
備導入

八十二銀行

3313 2720110211 長野県 有限会社小林精螺製作所 4100002001602
複合加工及び加工径拡大のため旋盤複合加工機を導
入し顧客の要求に応え、事業拡大を図る

八十二銀行

3314 2720110212 長野県 株式会社ダイワ工業 7100001019626 ＬＥＤパッケージ向け一括銅インレイ基板の開発 八十二銀行

3315 2720110216 長野県 小林利製作所 　－
旋盤加工および内径ホーニング工程の研磨技術向上
による、次世代ブレーキシステムへの新展開

岩杉公認会計士事務所

3316 2720110217 長野県 サンライズＤ・Ｌ 　－
型取りなし・金属なし・アレルギーなしの吸着型義歯へ
の挑戦

飯田信用金庫

3317 2720110220 長野県 三協工芸株式会社 9100001001103
最新の焼付塗装用局所排気装置（ブース）と熱風発生
装置（バーナー）の導入・実用化

長野信用金庫

3318 2720110222 長野県 吉田工業株式会社 9100001007901 電気自動車向けプラネタリシャフト生産の高精度化事業 佐久商工会議所

3319 2720110227 長野県 有限会社大塚精工 2100002026238
超高精度と短納期を両立！最新複合加工機導入によ
る高生産性プロセスの開発

八十二銀行

3320 2720110228 長野県 丸一ゴム工業株式会社 9010001029368
高精度の大型コンプレッション内製化に依るゴム製造社
内一貫生産の確立

若杉公認会計士事務所

3321 2720110229 長野県 有限会社セルバ 6100002031416
高精度の膜厚を標準化させる新たな電解めっき工法の
確立

八十二銀行

3322 2720110233 長野県 有限会社プライムシステムズ 1100002030447 小型・多チャネル振動測定検出器の試作開発 八十二銀行

3323 2720110234 長野県 有限会社コイデ彫刻 2100002034026
刃物研磨機能付き数値制御加工機による精密彫刻技
法の確立

長野県信用組合

3324 2720110235 長野県 有限会社オリイ 6100002019576
保育・介護の現場に適した、安全な縁加工を施した木製
家具の製作販売事業

税理士法人望月会計
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3325 2720110237 長野県 株式会社ビオカ 1010801005121
市場ニーズに合わせた有機小袋タイプドレッシングの開
発

八十二銀行

3326 2720110244 長野県 株式会社今井酒造店 7100001000296
高性能ビン詰機導入による甘酒を柱とした小ビン製品
の生産向上と市場開拓

長野信用金庫

3327 2720110246 長野県 有限会社パティスリーヒラノ 4100002017276
北信濃の新ご当地みやげの開発と自動包餡機導入に
よる洋菓子製造の効率化

八十二銀行

3328 2720110249 長野県 株式会社竹村製作所 4100001001883
６２年の殻を破った鋳物部品加工の無人化・見える化に
よる高度生産体制実現

八十二銀行

3329 2720110251 長野県 株式会社フル里農産加工 5100001027143
高品質なヘーゼルナッツ加工製品の開発で 自社のブラ
ンド力強化

長野信用金庫

3330 2720110252 長野県 株式会社三九 1100001018328 即席味噌汁袋詰め工程の自動化ライン構築 八十二銀行

3331 2720110255 長野県 株式会社マスターマインド 5100001015791 高速フードプリンタを用いた新規印刷サービス 商工組合中央金庫

3332 2720110256 長野県 有限会社セルコトロン 5100002014198 需要急増の連結コイルの多角化及び量産化 上田商工会議所

3333 2720110258 長野県 株式会社オグラテクニカ 3100001007907
大型金属部品加工への対応力強化と自社ブランド製品
のラインアップ拡充

佐久商工会議所

3334 2720110269 長野県 株式会社サンクゼール 4100001004085
真空釜と高速キャッパーを用いた高付加価値ジャムの
製造及び生産性向上

八十二銀行

3335 2720110270 長野県 大和電機工業株式会社 9100001018700
最高の実装信頼性を有するピンホールレスＮｉ／Ａｕめっ
きの開発

長野銀行

3336 2720110271 長野県 株式会社ダイヤ精機製作所 7100001019618 燃料電池車の水素バルブ部品の生産合理化 八十二銀行

3337 2720110274 長野県 森川産業株式会社 9100001006259 鋳鉄鋳物製品の機械加工技術の開発 長野信用金庫

3338 2720110278 長野県 野村ユニソン株式会社 8100001019204 ３次元ツール活用による構想設計プロセスの構築 八十二銀行

3339 2720110282 長野県 株式会社一柳 5100001017136
高剛性・高速マシニングによる量産金型三次元一体加
工の開発

松本信用金庫

3340 2720110283 長野県 株式会社アールエフ 8100001000080 個人開業医向け歯科用Ｘ線室一体型ＣＴの試作計画
公認会計士・税理士柄澤
壮重事務所

3341 2720110284 長野県 東洋技研株式会社 3100001018508
欧州主流方式端子台と自動組立装置の開発に向けて
の設備導入

下諏訪商工会議所

3342 2720110285 長野県 有限会社フリースケール 1100002010226
ユーチューブ動画サイトを利用した、３Ｄデータ計測
サービスの新戦略

長野信用金庫

3343 2720110287 長野県 株式会社仙醸 4100001020768
米麹を原料とする新しい高濃縮甘味調味料「甘麹」の製
造販売

アルプス中央信用金庫

3344 2720110290 長野県 信州ハム株式会社 8100001009849
無添加ハム歩留まりを有添加ハム並みに！革新的結
着技術開発のための設備投資

八十二銀行

3345 2720110295 長野県 株式会社軽井沢ＩＴ経営センター 1100001026000
高齢者向け地域におけるＩＯＴを活用した見守りサービ
ス

八十二銀行

3346 2720110297 長野県 宮坂醸造株式会社 1100001020143
清酒製品のユニバーサルデザイン化促進に向けたラベ
ラーの導入

特定非営利活動法人諏訪
圏ものづくり推進機構

3347 2720110299 長野県 株式会社日研コンサル 5100001013829
いつでも・どこでも測量できる【土地測り隊】という新サー
ビスの開発

松本信用金庫

3348 2720110300 長野県 宮坂精機 　－
最新ＮＣ機の導入と技術の改善、高度化により原価低
減８０％と日程を１／１０に短縮する

長野県信用組合

3349 2720110302 長野県 信越ハーネス株式会社 1100001019549
社内ネットワークシステムを積極活用した生産プロセス
の改善

八十二銀行

3350 2720110305 長野県 有限会社米山金型製作所 4100002038479
医療・燃料電池向け微細金型部品の低コスト化と新た
な微細ニーズへの挑戦

アルプス中央信用金庫

3351 2720110306 長野県 株式会社エフプラス 7100001023017
プラスチック成形工場の生産現場のＩｏＴ化により生産性
向上２０％を達成

飯田信用金庫

3352 2720110308 長野県 株式会社マイダス 1100001018765
『高品位・低コスト』を効率的かつコスト低減を実現する
開発工程の確立

諏訪信用金庫

3353 2720110309 長野県 株式会社今井商工 2100001024110
インデックス付両頭フライス機導入による、細長形状プ
レート加工能力の拡大

八十二銀行

3354 2720110310 長野県 株式会社高松製作所 1100001011596
４軸マシニングセンター導入による生産プロセスの抜本
的改善と新分野進出

長野銀行

3355 2720110311 長野県 有限会社黒栄工業 3100002028142 難加工材を微細穴加工する新工法の開発 美斉津晃

3356 2720110312 長野県 大雪渓酒造株式会社 2100001017295
高品質・高付加価値商品の安定した生産システムの構
築

松本信用金庫

3357 2720110317 長野県 有限会社北信樹脂工業 5100002018240
射出成形品の計測レベル向上による品質向上と作業効
率化

八十二銀行

3358 2720110318 長野県 企業組合山人 4100005011391 バイオマス資源を活用した人工薪の製造と販売 八十二銀行

3359 2720110322 長野県 有限会社円研工業 4100002028991
内径テーパー角度の測定に関する革新的な計測器の
開発

特定非営利活動法人諏訪
圏ものづくり推進機構
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3360 2720110325 長野県 ハード技研工業株式会社 8100001022678
薄型金属コイル材の縦型水性ナノコーテイング装置の
開発

八十二銀行

3361 2720110326 長野県 株式会社ワイエス 2100001019283
研磨工程合理化による加工プロセスの全体最適化及び
製品高精度化

長野銀行

3362 2720110329 長野県 株式会社西澤電機計器製作所 5100001011535
医療用照明機器事業の製品ラインナップ拡充と非臨
床・現場評価

八十二銀行

3363 2720110331 長野県 株式会社井賀屋酒造店 8100001012002
革新的商品「五割麹」の販路拡大と、増産の為の設備
投資計画

八十二銀行

3364 2720110336 長野県 マルコメ株式会社 9100001003297
日本の長寿を伝承する「味噌・糀」の醸造技術をいかし
た新規機能性食品の素材開発

公益財団法人長野県中小
企業振興センター

3365 2720110342 長野県 北安醸造株式会社 9100001017405
地下水を使用した「酒母」による高付加価値清酒の開発
と商品化

松本信用金庫

3366 2720110345 長野県 株式会社オート 6100001024412
精密測定器を導入して、品質の向上と納期短縮による
受注の拡大

株式会社ＩＳＴコンサルティ
ング

3367 2720110347 長野県 有限会社肉の鈴木屋 4100002038586
多品種・大量生産ライン構築による遠山郷ジビエのブラ
ンド競争力強化

飯田信用金庫

3368 2720110354 長野県 株式会社信越工機 7100001001237
ウェアラブルＰＣとクラウドを利用したＮＥＷ機械保守
サービス開発実証事業

長野信用金庫

3369 2720110362 長野県 有限会社岩城工業 3100002018812
簡単組立、作業性抜群の中重量対応の汎用組立作業
棚の開発

美斉津晃

3370 2720110368 長野県
インフィニティソリューションズ株式会
社

5100001011262
ラピッドプロトタイピングのための２台のロボット同時制
御技術の開発

八十二銀行

3371 2720110411 長野県 化興株式会社 9100001018254
大型めっき治具表面処理装置の導入による絶縁用コー
ティング生産性向上

下諏訪商工会議所

3372 2720110414 長野県 有限会社宮島精工 5100002025328
長尺アルミ部品の高精度加工技術と高効率生産体制
の確立

松本信用金庫

3373 2720110422 長野県 有限会社パルテック 2011202011600
移動式ペレット製造器導入による家畜用高栄養飼料の
高付加価値化

八千代銀行

3374 2720110427 長野県 有限会社向井工業 6100002018322
高品質・短納期・低コスト化の実現に向けてハイブリッド
カシメ機導入

辻・本郷ビジネスコンサル
ティング株式会社

3375 2720110431 長野県 有限会社カサイツール 6100002029872
難削材加工用総型エンドミル製造の効率化及び高精度
化の実現

諏訪信用金庫

3376 2720110432 長野県 株式会社大地の卵 2100001006835
平飼放牧鶏の環境・品質向上と有機ＪＡＳ認証卵の試
作開発

八十二銀行

3377 2720110435 長野県 シスマック技研有限会社 6100002029996
大型部品加工内製化による生産設備の製造体制構築
と海外市場拡販

八十二銀行

3378 2720110445 長野県 株式会社ハイライト 1100001018591
カーエレクトロニクスを支える貴金属めっき処理 技術の
導入と開発

八十二銀行

3379 2720110446 長野県 イデアライフケア株式会社 2100001019341 車いすから移乗がしやすい簡易移乗器の開発 諏訪信用金庫

3380 2720110449 長野県 株式会社丸宝計器 1100001022783
医療現場における監視カメラによる画像解析ソリュー
ションのシステム開発

飯田信用金庫

3381 2720110451 長野県 有限会社エイテック 4100002029387
活性ガスと多種類ガスを混合する超小型ナノバブル発
生装置の開発

諏訪信用金庫

3382 2720110456 長野県 有限会社福沢製作所 8100002034961
産業用機械部品等の微細加工を実現する高精度細穴
加工機の導入

八十二銀行

3383 2720110458 長野県 株式会社丸眞製作所 4100001019760
高精度な窒素濃度制御装置による革新的表面改質技
術開発と事業拡大

八十二銀行

3384 2720110459 長野県 有限会社高木製菓 1100002002883
信州新特産カシスのブランド確立による優れ た健康機
能と美味しさの提供

株式会社ヒューマンネット・
コンサルティング

3385 2720110461 長野県 白ほたる豆腐店 　－
ブランドの普及・拡大を目指すための “豆腐作りの全体
最適化”

長野県信用組合

3386 2720110465 長野県
有限会社電算オフィスオートメーショ
ン

6100002020831
スマホで簡単に管理できる革新的な「田んぼ見守りシス
テム」の開発

松本商工会議所

3387 2720110472 長野県 松澤印刷株式会社 5100001003227 デジタル印刷による「和」の文化を用いた上製本の開発 長野信用金庫

3388 2720110475 長野県 長野オートメーション株式会社 4100001011081
超精密平面・成形研削盤導入による自動化装置生産プ
ロセスの構築

一般財団法人浅間リサー
チエクステンションセンター

3389 2720110476 長野県 株式会社ニューマインド 1011801026586
コンベア型ラインヘッドを搭載したプリンターヘッド監視
システム（生産プロセス改善）

巣鴨信用金庫

3390 2720110479 長野県 有限会社吉沢物産 6100002009610
市場ニーズに合わせた業界初の革新的なマルチフレキ
シブル生産体制の確立

長野信用金庫

3391 2720110480 長野県 株式会社伊藤測量設計 8100001000246
革新的測量技術ＴＬＳの導入による業務の拡大と競争
力強化

八十二銀行

3392 2720110485 長野県 株式会社みすず綜合コンサルタント 8100001010286
測量図作成の生産性向上のためのドローンを使った測
量システムの開発

八十二銀行

3393 2720110486 長野県 株式会社サーキットデザイン 6100001015163 アンテナ内蔵型動物首輪発信器の試作開発 柴田公認会計士事務所

3394 2720110488 長野県 株式会社協進製版 9100001000781
デジタル比較検査ツールを用いた新たな校正サービス
の開発

八十二銀行

97



受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

3395 2720110493 長野県 多摩川テクノクリエイション株式会社 8100001023354
最新技術による開発生産性・速度向上と技術コミュニ
ケーションの確立

飯田信用金庫

3396 2720110502 長野県 有限会社宮城商店 3100002009571
老舗漬物メーカーが独自システム確立により介護医療
現場へ参入

長野信用金庫

3397 2720110503 長野県 信州バイオファーム有限会社 9100002002216
ブランド力強化でＴＰＰ対策と顧客満足獲得する為の、
環境制御装置の設置

長野信用金庫

3398 2720110504 長野県
Ａｎｇｌｏ Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｂｒｅｗｉｎｇ Ｃｏｍｐ
ａｎｙ合同会社

8100003003560
地域ブランド 「野沢温泉物語」クラフトビールの国内外
への生産・販売力の強化

八十二銀行

3399 2720110505 長野県 サンタ軽金属工業株式会社 1100001009681
海外・国内展開に必須な低コスト高品質生産プロセス
の強化事業

一般財団法人浅間リサー
チエクステンションセンター

3400 2720110506 長野県 株式会社ヒートテクニカル 2100001004970
医療機器部品の高精細プラスチック成型生産プロセス
の改善による技術力向上・競争力強化

八十二銀行

3401 2720110508 長野県 ＮｉＫＫｉ Ｆｒｏｎ株式会社 2100001002660
最新設備のＩｏＴ化による半導体製造装置ＰＴＦＥ部品の
高生産ライン構築

商工組合中央金庫

3402 2720110511 長野県 株式会社ナフィアス 9100001028617 ナノファイバー不織布の高機能成膜加工技術の開発
一般財団法人浅間リサー
チエクステンションセンター

3403 2720110512 長野県 松代金属株式会社 3100001004664
ＩｏＴと曲げ加工ノウハウを融合させたスマートファクト
リーの実現

八十二銀行

3404 2720110519 長野県 日本ミクロン株式会社 3100001019687
高耐熱材料を含むプリント配線基板積層工程の生産シ
ステム構築

八十二銀行

3405 2720110524 長野県 使えるねっと株式会社 5100001005339
ＩｏＴ活用で価格１／１０を実現するホームセキュリティ
サービスの事業化

株式会社渡辺経営コンサ
ルティング

3406 2720110533 長野県 株式会社ＮＥＸＡＳ 4100001022269
航空宇宙関連顧客のニーズに対応　最新鋭５軸制御マ
シニングセンター導入

下平伸次税理士事務所

3407 2720110536 長野県 パワフル健康食品株式会社 1100001002876
販路拡大に伴う乳酸菌発酵物の生産効率を上げる機
械設備の導入

長野県信用組合

3408 2720110539 長野県 ＪＣマイクロ株式会社 1100001026198
低コスト・生産性向上を実現する基板検査治具の新工
法の開発

美斉津晃

3409 2720110542 長野県 株式会社匠電舎 6100001001493
ＰＬＣ（シーケンサ）ソフト変換機能を有する次世代型コ
ントローラの開発

長野信用金庫

3410 2720110549 長野県 株式会社信陽 8100001015401
長尺物を自重でたわませ簡単固定！新発想治具開発
と設備投資による生産性向上

松本信用金庫

3411 2720110554 長野県 イシダ事務機株式会社 9100001000229
国内初、自然エネルギーを利用した防災用ＩｏＴ電源供
給システムの開発

長野銀行

3412 2720110557 長野県 有限会社紅葉軒 5100002032803
旬」を味わう「内藤とうがらし」と「伝統野菜」の「旨辛味
噌」新商品開発

アルプス中央信用金庫

3413 2720110558 長野県 株式会社ヒューブレイン 5120001136818
世界初の空気浮上式の次世代型超微小部品パーツ
フィーダーの開発

関西経営コンサルタント事
業協同組合

3414 2720110561 長野県 株式会社柴田合成 5070001011761
放電加工機・三次元測定機のＩｏＴ管理システムによる
生産性向上

群馬銀行

3415 2720110562 長野県 ベストプラ株式会社 5100001023720
プラパレット再生ペレット化の発泡抑制高効率製造プロ
セスの実現

上田信用金庫

3416 2720110572 長野県 株式会社カナエ 7100001000651
高速デジタルラベル印刷機及びレーザーカッターの導
入による高度生産性向上

長野信用金庫

3417 2720110581 長野県 株式会社マルトシ 1100001021406
「郷土の伝統を活かした機能性食品の商品開発」による
地方の小売業成長モデルの確立

アルプス中央信用金庫

3418 2720110591 長野県 株式会社サンジェム 6100001007276
サブギガヘルツ帯域のチップ部品向けインダクタンス標
準器の試作開発

長野銀行

3419 2720110597 長野県 エスティーエル株式会社 8100001027743 高付加価値のリフレックスサイトの開発 八十二銀行

3420 2720110602 長野県 日本濾過器株式会社 4010901009143
ナノファイバー製造技術を応用した革新的オイルフィル
ターの開発

一般財団法人浅間リサー
チエクステンションセンター

3421 2720110610 長野県 株式会社ぷらんつ 3100001028572
新製法「３０秒で酵素たっぷりスムージー」の生産体制
の構築

税理士・公認会計士松﨑
堅太朗事務所

3422 2720110611 長野県 太陽工業株式会社 9100001018460
高精度・低コストで工程内保証を実現する自動車用金
型製作システム

八十二銀行

3423 2720110616 長野県 株式会社中善酒造店 6100001017812
海外市場にチャレンジする味と香りが飛び抜けた個性
派純米酒の開発

八十二銀行

3424 2720110620 長野県 ガイア・エヌピー株式会社 4011001042794
２種類の特許技術を組合わせた入浴用化粧品２種とそ
の同時利用による高付加価値入浴剤

商工組合中央金庫

3425 2720110632 長野県 株式会社丸世酒造店 2100001012164
進化系純米酒による日本酒市場の活性化及び長期的
な販路の拡大

長野信用金庫

3426 2720110633 長野県 株式会社ダイエー測量設計 8100001001715
地上型３次元レーザスキャナを用いた高精度な３次元
データの提供

八十二銀行

3427 2721110003 岐阜県 株式会社クリモト 4200001019107
“中空平板一体金具”の世界初の量産技術を確立し自
動車産業の発展に寄与する

岐阜信用金庫

3428 2721110012 岐阜県 中島産業株式会社 1180001079115
金属管に対するガラス溶射技術の確立により、頑丈で
且つ長寿命のオゾン発生無声放電管製造の確立

瀬戸信用金庫

3429 2721110013 岐阜県 ブレインシール株式会社 3200001014216
新機能ゴム材料の開発と、開発体制強化による競争力
とブランド力の向上

公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター
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3430 2721110019 岐阜県 株式会社丸三 9200001019597
集中管理により工程間を連動させる連続生産体制シス
テムの構築

関信用金庫

3431 2721110020 岐阜県 長谷川刃物株式会社 2200001019471
製造環境を改善し刃物の高品質化を実現する最新ス
ルー式洗浄機の導入事業

関信用金庫

3432 2721110021 岐阜県 有限会社大和自動車 7200002017123
有機溶剤塗装から水性塗料塗装への切替による自動
車修理塗装での新たなサービス提供方式の実現

東濃信用金庫

3433 2721110023 岐阜県 有限会社飛騨螺子製作所 9200002027327
グローバル調達が進む市場に対応したボルト類の幾何
公差測定技術の確立事業

下呂商工会

3434 2721110024 岐阜県 コクフ工業株式会社 3200001025411
住宅建材加工の短納期対応技術革新による「超短納期
対応」の実現

高山北商工会

3435 2721110026 岐阜県 杉山鉄工株式会社 5200001007201
生産性向上と技術継承のための大型汎用立旋盤のＮＣ
化計画

十六銀行

3436 2721110030 岐阜県
株式会社東海エンジニアリングサー
ビス

9200001008253 微粒子・厚膜のガラスレンズ用型材の開発 十六銀行

3437 2721110033 岐阜県 株式会社グランツ 5180001085753 国産初の水槽用高品質プラスチック溶着材の原料製造 川松久芳税理士事務所

3438 2721110035 岐阜県 有限会社養老軒 8200002017758 専用包装システム導入による新包装梱包工程の確立 小原会計事務所

3439 2721110036 岐阜県 池田工業株式会社 8200001026306 高性能射出成型機の導入による生産プロセスの革新 郡上市商工会

3440 2721110049 岐阜県 有限会社藤後鉄工 9200002006512
建築用鋼材加工の能率向上およびライン化によるリー
ドタイム短縮

十六銀行

3441 2721110050 岐阜県 株式会社クワバラボディワークス 6200001016721
水性塗料への切替えによる顧客満足の向上および生
産性向上

大垣共立銀行

3442 2721110051 岐阜県 株式会社イザワピグメンツ 5200001020468
超音波振動機を利用した顔料製品の品質向上・短納期
化

大垣共立銀行

3443 2721110052 岐阜県 株式会社巴軒 8200001023757
新食感和菓子の製造技術及び新感覚の商品増産技術
の開発事業

十六銀行

3444 2721110053 岐阜県 恵東精機株式会社 3200001023340
環境に配慮した離型剤不要かつ長寿命のダイカスト金
型生産体制

株式会社エフアンドエム

3445 2721110054 岐阜県 株式会社モールデック 4200001008679
デジタルサイネージ用複数事業者対応コンテンツ配信
システム構築事業

愛知銀行

3446 2721110058 岐阜県 株式会社甲山製作所 4200001017861
最新ＣＮＣ精密自動旋盤導入による、超高性能ショック
アブソーバ用バルブ部品の生産体制の構築

大垣共立銀行

3447 2721110059 岐阜県 株式会社三信精機 1010801004602 口紅成型用金型の高精度化とリードタイム短縮 商工組合中央金庫

3448 2721110063 岐阜県 株式会社テクノハヤシ 3200001021410
取引先からの新製品製造要望に対応するための新手
法の導入

十六銀行

3449 2721110065 岐阜県 株式会社岩崎総合研究所 4200001026301
フラットべッドプリンタと自社製金型との融合により食品
サンプルの安全性、生産性、再現性を画期的に向上

協同組合さいたま総合研
究所

3450 2721110067 岐阜県 有限会社大三 1200002002675
［Ｊ∞ＱＵＡＬＩＴＹ」等に対応した高感性・短納期仕上げ加
工／検針システムの構築

岐阜信用金庫

3451 2721110070 岐阜県 株式会社エスタディオ・プラッカ 3200001001610
木板彫刻看板等の繊細な彫刻加工と木肌を活かしたダ
イレクトな着色方法の開発

十六銀行

3452 2721110071 岐阜県 株式会社ビー・アイ・テック 6200001008280 航空宇宙用複合材料製・大腿骨用フックの開発
公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

3453 2721110074 岐阜県 高橋製瓦株式会社 4200001003168
介護者が後方からハンドル操作する高齢者向け電動車
いすの試作開発

十六銀行

3454 2721110077 岐阜県 有限会社ワークス 5200002024039
検査工程プロセスの改善による、品質向上と短納期体
制の構築

大垣共立銀行

3455 2721110086 岐阜県 日研株式会社 4200001020898 光感応型機能性無機顔料の合成 東濃信用金庫

3456 2721110102 岐阜県 株式会社水生活製作所 8200001006638
研磨ロボット導入による職人技術の継承と製品の高付
加価値化

十六銀行

3457 2721110103 岐阜県 株式会社うを完 4200001017069
スチームコンベクションオーブンおよび真空包装機の導
入による「プレミアムな」新商品開発・販売事業

関信用金庫

3458 2721110104 岐阜県 朝日興業株式会社 6200001013157
宅設備関連ポンプ（または水用ポンプ）に係る検査工程
の高度化および垂直統合展開

若杉公認会計士事務所

3459 2721110111 岐阜県 有限会社新和自動車 8200002009508
超高張力鋼板等の溶接技術向上による安心・安全な修
理サービスの実現

瑞穂市商工会

3460 2721110114 岐阜県 愛中理化工業株式会社 2180001024581
材料分析業務の内製化に伴う最短評価と品質保証の
強化

十六銀行

3461 2721110122 岐阜県 株式会社グリーンポケット飛騨 5200001026176
加工・製造工程の改善による榧（かや）の実を使った健
康食品事業の拡大

商工組合中央金庫

3462 2721110123 岐阜県 株式会社村岡精機 5200001007589
高性能マシニングセンタ導入によるＩｏＴを活用した難削
材加工技術の向上

東濃信用金庫

3463 2721110124 岐阜県 有限会社藤吉鋸加工所 2200002019090
紙裁断刃等長尺刃物の効率研磨及び短納期・低価格
対応を実現する研磨機の導入事業

関信用金庫

3464 2721110128 岐阜県 第一電通株式会社 1012401008033
サーボプレスユニットを用いた金属／熱可塑性ＣＦＲＰ
の融着締結接合装置の試作開発

安田展章
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3465 2721110130 岐阜県 友光測範株式会社 8200001023600
自動車部品製造業者向け検査用ゲージの製造工程高
度化事業

岐阜信用金庫

3466 2721110131 岐阜県 江南工機株式会社 5200001001930
航空機等難削材加工用、超硬小径ロングドリルの生産
プロセスの改善

岐阜信用金庫

3467 2721110132 岐阜県 株式会社ヤスモク 9200001026577
ボトルネック工程改善による多品種・少ロット・短納期生
産体制の確立

郡上市商工会

3468 2721110137 岐阜県 株式会社山信製作所 5200001019865
ＮＣルーターを活用した絶対に刃が抜けない和包丁の
柄の生産プロセスの革新

十六銀行

3469 2721110138 岐阜県 株式会社八木 3180001075104
端材を有効活用した、今までにない木製家紋グッズの
製作

岐阜信用金庫

3470 2721110139 岐阜県 重澤製畳店 　－
リフォーム市場のニーズに応える『高機能薄畳』の生産
技術の確立事業

古川町商工会

3471 2721110140 岐阜県 トーカイサポート株式会社 2200001015306
ＩＯＴ活用した最新鋭、世界最高速大型機械の導入で生
産性改善

大垣西濃信用金庫

3472 2721110143 岐阜県 大健工業株式会社 1200001023400
アルミダイカスト部品の要求精度・量産能力高度化のた
めの設備導入

岐阜信用金庫

3473 2721110150 岐阜県 自動車整機工業株式会社 7120001064959
高度な熟練技能のデータ化により、技術継承と生産性
向上を実現する計画

北おおさか信用金庫

3474 2721110154 岐阜県
株式会社キサラエフアールカンパ
ニーズ

5200001017010 ぎふジビエブランド普及の加工商品開発促進事業
公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

3475 2721110158 岐阜県 アテナ工業株式会社 7200001018923 レーザー加工製品の生産性向上のための設備導入
公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

3476 2721110159 岐阜県 株式会社リンクス 9200001019713 軟包装印刷の精度向上のための一貫生産体制の確立 関信用金庫

3477 2721110161 岐阜県 有限会社北原製作所 8200002024143
住宅関連機器における高齢者活用のためのボーリング
マシーンの導入

十六銀行

3478 2721110162 岐阜県 株式会社シモダ道路 1200001025280
情報化施工を取り入れた「駐車場工事安心おまかせ
サービス」への新展開

高山信用金庫

3479 2721110163 岐阜県 山本製作所 　－
３Ｄ加工の精度・生産性向上とＩＴ技術の高度化による
生産性向上と新分野進出

大垣共立銀行

3480 2721110164 岐阜県 有限会社アルファー工房 6200002006944 義歯製作工程の高度化に向けた設備投資計画 岐阜信用金庫

3481 2721110175 岐阜県 株式会社キムラ産業 1200001001653
特殊素材による成形品の、均圧成形による外観品質の
不良低減

岐阜信用金庫

3482 2721110176 岐阜県 グルマンマルセ株式会社 2200001014860
真空冷却技術を活用した半焼成冷凍パンの製造・販売
システム構築

公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

3483 2721110178 岐阜県 株式会社エストテクニカ 8200001013279
板厚加工技術向上によるトヨタ自動車ＭＩＲＡＩのアルミ
部品の内製化計画

株式会社エフアンドエム

3484 2721110179 岐阜県 晃大製作所有限会社 2200002007343
「７軸アーム三次元測定機の導入」による信頼性の高い
測定計測技術の高度化事業

岐阜信用金庫

3485 2721110180 岐阜県 株式会社奥田 1200001019010
樹脂塗装の塗着率向上と埃付着の抑制に取り組む生
産性向上計画

関信用金庫

3486 2721110185 岐阜県 長屋工業株式会社 6200001020046
５軸加工機と難加工ノウハウを融合した、高機能水栓部
品製造の実現

岐阜信用金庫

3487 2721110186 岐阜県 有限会社丸泰自動車工業 8200002004574 国内初のレーザー溶接機を使った自動車鈑金修理 十六銀行

3488 2721110187 岐阜県 株式会社岐阜精密製作所 2200001010959
顧客先の要望品質を確立する金型製造加工手法の実
現

商工組合中央金庫

3489 2721110188 岐阜県 株式会社Ｍｅ精密 9200001017584 ダイキャスト金型冷却曲がり穴加工法の開発 大垣共立銀行

3490 2721110191 岐阜県 株式会社尾関ホットランナープラン 7200001011952 射出成形用ホットランナーの精密検査による高品質化
株式会社シーピーエーコン
サル

3491 2721110192 岐阜県 可兒デンタル 　－
超高齢化時代の歯科医療に対応したカスタムメイド生
産加工システムの確立

御嵩町商工会

3492 2721110193 岐阜県 ワイ・ケー・ピー工業株式会社 6200001023610
自社開発ＩｏＴ活用による射出成形機等の現場管理の改
善

中津川商工会議所

3493 2721110196 岐阜県 モキナイフ株式会社 8200001019607
ＮＣ機械加工による製品の高品質化および職人技術継
承者の育成

関信用金庫

3494 2721110197 岐阜県 有限会社サンテック鋼材 1200002007419
付加価値化を求める鋼材市場獲得のための治具及び
鋼材切断機による生産プロセス改善

岐阜信用金庫

3495 2721110198 岐阜県 有限会社早野研工 5200002013058
新型レーザーパンチ複合加工機導入による工程集約に
より、電車、バス車両部品加工のリードタイム短縮と高
精度加工の確立

公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

3496 2721110201 岐阜県 加久上紙工株式会社 3200001019041 高速ブランキングシステム導入による工程改善の開発
公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

3497 2721110205 岐阜県 株式会社エス・ケイ・ワイ 2200001017640
新規自動車用高精度部品の精度確保と安定生産の達
成

大垣共立銀行

3498 2721110211 岐阜県 徳田工業株式会社 3200001007343
ＩｏＴを活用した航空機構造部品の切削加工システム改
革

各務原商工会議所

3499 2721110214 岐阜県 林刃物株式会社 4200001019478
工具分野でのデザイン面の付加価値を追加し、医療分
野では現場のトレーサビリティをサポートするレーザー
マーカー導入

十六銀行
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3500 2721110218 岐阜県 大野製畳株式会社 1200001010828
住む人のライフスタイルに合わせた「畳の空間」を提供
する超薄型“置き畳”の製造技術の開発

公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

3501 2721110219 岐阜県 新康プレス工業所 　－ 鎚目鍛造の製造工程における高精度化と生産性向上 岐阜信用金庫

3502 2721110225 岐阜県 有限会社ハセガワ 6200002016539
取引拡大の対応に向けた高度な加工から品質管理ま
で一貫した製造体制の実現

十六銀行

3503 2721110228 岐阜県 旭ゴム化工株式会社 3180001003304
防振ゴム製造工程のＩｏＴを活用した生産性向上と品質
保証の確立

大垣共立銀行

3504 2721110231 岐阜県 株式会社西濃自動車学校 6200001015566
ＩＴを駆使した近未来型自動車教習システムの構築と生
産性の拡大

海津市商工会

3505 2721110234 岐阜県 株式会社三輪酒造 5200001014346
海外市場へ一年通して高品質な日本酒を輸出する為
の清酒醪（もろみ）冷却機及び貯蔵酒冷却システムの
導入

大垣共立銀行

3506 2721110235 岐阜県 株式会社インフォファーム 6200001003298 カメレオンコードを活用した棚卸ロボットの開発
公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

3507 2721110236 岐阜県 株式会社加藤製作所 7180001047727 プレス加工技術を活用した中空モーター軸の開発 十六銀行

3508 2721110242 岐阜県 株式会社オンダ製作所関工場 4200001019024 生産プロセス改善による雇用と製品供給の安定化 大垣共立銀行

3509 2721110249 岐阜県 株式会社伊藤紙器 7200001000352
貼箱事業強化のための一貫生産体制確立に向けた設
備投資

岐阜信用金庫

3510 2721110251 岐阜県 株式会社春近製作所 4200001007821
最新画像測定器導入による超早期量産化体制の確立
と成長分野への新展開

若杉公認会計士事務所

3511 2721110255 岐阜県 有限会社ＥＡＴ＆ＬＩＶＥ 7200002028145 地域育成型の観光情報提供プラットフォームの創出 公認会計士古川事務所

3512 2721110260 岐阜県 株式会社岡本 7200001008552
細かな強度特性に対応する球状黒鉛鋳鉄の生産技術
開発

公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

3513 2721110266 岐阜県 株式会社テイコー 6200001017950
工程集約化及びネットワーク化による生産性向上を目
指す生産技術開発

大垣共立銀行

3514 2721110269 岐阜県 株式会社ハナノキ 4180001052127
自社無洗米の高付加価値化により、海外販路やインバ
ウンド需要等を獲得する事業

名古屋銀行

3515 2721110271 岐阜県 株式会社中央物産 4200001023414 最新型粘着コーターを用いた徹底した生産高度化対応 岐阜信用金庫

3516 2721110274 岐阜県 株式会社コスモ工業 7200001019120
金属プレス加工品における切断面の自動研磨技術及
び加工部の計測技術の確立

関信用金庫

3517 2721110284 岐阜県 幸陽印刷有限会社 2200002016600
宛名印刷機の導入で、バリアブル印刷サービスによる
新市場の開拓

川辺町商工会

3518 2721110285 岐阜県 リス興業株式会社 5200001005816
バイオプラスチック製　水泳競技用レーンロープ（　φ１
５０）の東京オリンピック採用の為の試作開発及び拡販

公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

3519 2721110286 岐阜県 松栄製鋲株式会社 2180001059066
画像検査装置導入による自動車用精密部品検査工程
の高度化、品質保証体制の確立

名古屋銀行

3520 2721110291 岐阜県 足立工業株式会社 6200001018932
ＩｏＴを導入した理・美容ハサミ、及び医療機器製造工
程・設備の高度化と製品競争力強化

関信用金庫

3521 2721110293 岐阜県 伸光製菓株式会社 6200001002440
特産品を活用した製餡法の確立による「にんじん大福」
の開発と販路開拓

各務原商工会議所

3522 2721110294 岐阜県 萱野工業株式会社 8180001025137
塗装用ロボット部品の樹脂化に対応する製作技術の確
立

大垣共立銀行

3523 2721110296 岐阜県 水谷産業株式会社 2180001075030
新工法を用いた、自転車向け強度部品の大幅なコスト
ダウン計画

大垣共立銀行

3524 2721110301 岐阜県 亀山建設株式会社 1200001019051
最新型丸太加工機を用いた社寺仏閣建築における伝
統構法の技術革新

関信用金庫

3525 2721110303 岐阜県 有限会社カネマル精巧 8200002019457 金型生産のワンストップ化による生産プロセスの改善 岐阜信用金庫

3526 2721110306 岐阜県 レクサス株式会社 1200001007659
航空機部品加工に特化した国産の産業用ロボット シス
テムの開発

十六銀行

3527 2721110310 岐阜県 早川工業株式会社 6200001019476
金型メンテナンス新規事業展開に伴う社内品質保証の
確立による売上向上

公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

3528 2721110311 岐阜県 ワールドパーツ製作所 　－
納期短縮・コスト削減に対応するための生産プロセスの
改善

名古屋銀行

3529 2721110323 岐阜県 関兼次刃物株式会社 2200001019257
刃物背研ぎ工程の自動化・低コスト化による一貫生産
体制の構築

公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

3530 2721110328 岐阜県 長良サイエンス株式会社 9200001006406
超伝導核磁気共鳴装置（ＮＭＲ）による薬理活性物質の
迅速な構造及び純度解明

岐阜信用金庫

3531 2721110330 岐阜県 有限会社田辺鉄工 5200002012869
最新式立形マシニングセンタ導入によるゼネバ機構ギ
ア製造の精度向上と生産性向上

大垣西濃信用金庫

3532 2721110332 岐阜県 株式会社佳局社 6200001032693 酸素カプセルを活用した地域薬局による健康増進事業
公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

3533 2721110344 岐阜県 ペット霊園愛の森 　－ お客様に癒しと安心を提供するペット葬儀サービス 東濃信用金庫

3534 2721110350 岐阜県 有限会社ソーキ製作所 1200002023374
高出力高精度ＭＣ加工機と三次元測定機導入で生産プ
ロセスの改善

中津川商工会議所
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3535 2721110351 岐阜県 有限会社マボ 5200002004370
防火服及び防刃・防弾服等の多品種少量　短期生産シ
ステムの構築

岐阜信用金庫

3536 2721110352 岐阜県 鮫島加工株式会社 3200001017540
段ボール梱包箱の小ロット・短納期・高品質加工工程の
確立

大垣共立銀行

3537 2721110353 岐阜県 ベル動物病院 　－
岐阜県初の小動物専用ＣＴ導入によるエキゾチックペッ
ト医療の高度化

十六銀行

3538 2721110354 岐阜県 関戸機鋼株式会社 4180001010423
鋼板切断用電動工具部品の研削工程集約による品質
向上・安定化、並びに生産性向上・低コスト化

十六銀行

3539 2721110358 岐阜県 有限会社礎 7200002008527 獣医師との連携による高レベルの老犬サービスの創出
公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

3540 2721110362 岐阜県 中部精工株式会社 9200001010052
自動車小型回生機構用ベアリングにおける高精度・高
面粗度の生産技術開発

岐阜信用金庫

3541 2721110365 岐阜県 ○正林石材店 　－ 字彫機導入による小型石材製品の市場開拓事業
公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

3542 2721110366 岐阜県 株式会社瑞草園 1200001016230 岐阜県産の茶葉を使用した新商品造り
公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

3543 2721110369 岐阜県 株式会社大興計測技術 3200001026434
無人航空機を活用した作業員の安全性向上と効率化を
図る測量技術の確立による売上拡大事業

郡上市商工会

3544 2721110370 岐阜県 飛驒産業株式会社 6200001025144
身体への優しさと意匠性を併せ持つ椅子及び車椅子の
研究・開発事業

高山信用金庫

3545 2721110371 岐阜県 株式会社南勢 6200001028246
自動車等の軽量化に貢献する特殊形状ねじ向け金型
製造のための精度保証体制確立

関信用金庫

3546 2721110372 岐阜県 西垣ポンプ製造株式会社 6200001011334
弁なし自吸式ポンプの試作品開発によりポンプ分野の
ニッチ市場の市場獲得目指す

公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

3547 2721110374 岐阜県 株式会社クレスト 4180001075747
乾糞ペレットプラントの導入により、これまでにない高付
加値な鶏糞肥料を市場展開する

各務原商工会議所

3548 2721110380 岐阜県 有限会社村岡鉄工所 6200002008115
エレベーター産業の事業拡大に必要な、短納期対応へ
の革新的取組

大垣共立銀行

3549 2721110399 岐阜県 株式会社コムズ 4200001025947
訪日外国人向けの外国語対応のための翻訳動画配信
サービスの開発

美濃加茂商工会議所

3550 2721110400 岐阜県 有限会社二俣製作所 4200002020625
最新型高速サーボタレットパンチプレス導入による工程
統合及び精密板金加工の高度化の実現

名古屋銀行

3551 2721110402 岐阜県 株式会社木馬舎 6200001024831 基礎加工機械導入による生産性とデザイン性革新事業 飛騨信用組合

3552 2721110404 岐阜県 有限会社テキスタイルカノウ 4200002010139
工程改善による生産体制の強化及び需要の高い製品
サンプルの開発

北方町商工会

3553 2721110405 岐阜県 須田鍼灸接骨院 　－
「アナログ判断からデジタル判断へ」次世代医療機器の
導入計画

関信用金庫

3554 2721110408 岐阜県 合資会社山田商店 5200003002043
外国人向け小瓶清酒の小口対応可能なオリジナル生
産工程の確立

八百津町商工会

3555 2721110410 岐阜県 株式会社森の仲間たち 9180001112280
自動車燃焼技術を応用した薪ボイラーの燃焼制御プロ
グラムの開発計画

鳥居翼

3556 2721110417 岐阜県 株式会社中廣ＣＳＧ 7190001004710
インフラ設備の３次元管理により、見える化するサービ
スの提供

草深英夫

3557 2721110420 岐阜県 株式会社Ｒ３１ＷＯＲＬＤ 3200001018877
３Ｄプリンタ及びハイエンド３次元ＣＡＤ導入による試作
体制構築及びＲＣカーパーツ販売の短サイクル化

岐阜信用金庫

3558 2721110422 岐阜県 ＤＡＩＳＥＮ株式会社 2200001023408
独自発泡樹脂成形機の製造開発による革新的ハイブ
リッド成形体普及事業

十六銀行

3559 2721110427 岐阜県 株式会社藤澤鐵工所 4200001007508
鏡板切断ロボットシステムの導入による省力化および
高品質製品の提供

各務原商工会議所

3560 2721110430 岐阜県 岡田防水布店 　－
高周波溶着技術の高度化を用いた、新規販路開拓事
業

公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

3561 2721110433 岐阜県 有限会社城山製陶所 9200002021247
高品質、高付加価値な製品開発のための特殊施釉技
術及び装飾加工技術の開発

公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

3562 2721110436 岐阜県 有限会社シェピーズタケムラ 4200002002185
串打ち工程カイゼンによる生産性向上と、それに伴う新
規販路獲得戦略

大垣共立銀行

3563 2721110437 岐阜県 岐阜県しょうゆ協業組合 8200005009240
全窒素分析装置（燃焼法）導入による生揚げの短納期
多品種生産体制の確立

商工組合中央金庫

3564 2721110445 岐阜県 スエナミ工業株式会社 1200001002692 介護入浴装置製造における、新素材の活用 十六銀行

3565 2721110454 岐阜県 有限会社ルーツ 6200002007612
最新ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを使用した高精度／高品質
な歯科治療の実現

大垣共立銀行

3566 2721110455 岐阜県 株式会社オーイーエス 2180301012204
アンモニア排水処理設備の高性能化によるコンパクト
化事業

岡崎信用金庫

3567 2721110457 岐阜県 トスレック株式会社 9130001011272
インバータ向け電源基板の生産性向上及び他分野へ
の新展開の推進

京都銀行

3568 2721110461 岐阜県 日晃オートメ株式会社 1200001007246
ワーク形状に合わせた吸着パッドの提供サービス展開
に向けた開発

各務原商工会議所

3569 2721110467 岐阜県 東海銑鉄株式会社 7200001006622
業務用ポンプ鋳物に含まれる有害な微量元素を排除す
ることで不良率低減とシェア拡大を目指す

大垣共立銀行
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3570 2722110002 静岡県 株式会社アオイ 7080101003929 グライドフレックスチューブの開発 静岡銀行

3571 2722110003 静岡県 株式会社ベルスター・スズキ 4080001013270
最新型ファイバーレーザ加工機の導入による高効率・
高精度な加工技術の構築

静岡銀行

3572 2722110007 静岡県 有限会社エステック 4080002013468
交通事故の減少に直結する自動車ランプ部品高機能
金型の生産性向上

静岡銀行

3573 2722110010 静岡県 広野鍍金工業所 　－
高度研磨技術加工の生産性向上による更なる技術高
度化と短納期化

静清信用金庫

3574 2722110011 静岡県 株式会社山崎工業 9080101001947
ショット・サンドブラストでは対処できない製品に向けた
新しいブラスト技術の開発

商工組合中央金庫

3575 2722110012 静岡県 有限会社杉田製作所 4080402016707
高精度中ぐり加工技術の確立によるロボット産業への
参入

浜松信用金庫

3576 2722110014 静岡県 原田精機工業株式会社 7080401013066 共有データ管理手法を使った革新的技術承継
税理士法人坂本＆パート
ナー

3577 2722110019 静岡県 富士鋼業株式会社 8080001016716 ＴＰＰ加盟国等の海外市場獲得のための生産体制強化 静岡銀行

3578 2722110020 静岡県 サンリツ工業株式会社 6080001008104
重切削と高精度の融合と独自の治具製作等の技術に
よる加工時間短縮の実現

商工組合中央金庫

3579 2722110024 静岡県 松葉畳店 　－
和の象徴である畳の可能性を追求した『畳の町医者』た
るサービス体制の確立

焼津信用金庫

3580 2722110032 静岡県 みたか工業株式会社 2080401017419
研磨加工レス化を実現する革新的プレス製造プロセス
の構築

浜松信用金庫

3581 2722110035 静岡県 山岸運送株式会社 5080001013336
売上７０億へ挑戦！トラック荷台の高品質デザイン塗装
による、顧客の満足度アップ・売上増大

島田信用金庫

3582 2722110039 静岡県 株式会社新日本創研 3080401019298
航空機部品向け高精度成形型における短納期製作体
制の確立

静岡銀行

3583 2722110040 静岡県 株式会社ジーベック 3080001001929
高性能ＵＡＶを用いた革新的な地質調査サービスを提
供し、モルタル吹付のり面の維持管理の効率化に寄与
する

静清信用金庫

3584 2722110042 静岡県 株式会社プラントシステム 7080001009076 破砕対象物に特化した個別破砕機の開発 静清信用金庫

3585 2722110043 静岡県 株式会社中遠熱処理技研 6080401014395
自動車部品の浸炭焼入・複合処理による応力解析技術
の開発

商工組合中央金庫

3586 2722110046 静岡県 株式会社ナガイ製作所 3080101006002
自動車用パイプの加工装置及び治具における部品製
作の高効率化及び高精度化

三島信用金庫

3587 2722110047 静岡県 株式会社日進機械製作所 8080401003900
極小寸法公差での精密加工を可能とする高精度研削
盤の開発

商工組合中央金庫

3588 2722110056 静岡県 ユニクラフトナグラ株式会社 6080401006095
偏心シャフトラインの工程集約による生産性向上と異種
材料混流化へのチャレンジ

商工組合中央金庫

3589 2722110060 静岡県 株式会社宮村鐵工所 4080001013452
ＴＰＰに伴う日本茶の海外輸出拡大及び国内外の競争
力強化に貢献するための過熱蒸気を利用した超大型蒸
機の製造販売事業

島田信用金庫

3590 2722110075 静岡県 いとう歯科医院 　－
患者さんの時間的・肉体的負担を軽減する歯周病治療
方法の確立

静岡銀行

3591 2722110078 静岡県 株式会社ナナミ 3080001003917
少数生産に対応した家具一貫生産体制の強化と、福
祉・幼稚園市場への本格参入

しずおか信用金庫

3592 2722110079 静岡県 株式会社クロースパーツ 1080001014255
三次元測定機導入による測定プロセス革新と取引先拡
大

島田信用金庫

3593 2722110086 静岡県 祝田石油株式会社 2080401010464
ＩＯＴ利活用により、ガソリンスタンドの収益構造を変革
する「ジャストカー・サービス」の事業展開

浜松信用金庫

3594 2722110087 静岡県 株式会社鈴木楽器製作所 5080401002450 究極のリードづくりへの挑戦と不良レス生産体制の確立 磐田信用金庫

3595 2722110090 静岡県 第一印刷株式会社 4080001003032
地域特性を生したＥＣサイト「地域掘り出しサイト」の開
発

静岡銀行

3596 2722110091 静岡県 有限会社ＭＳモールド 9080402018401
レーザー溶接と熟練工の金型修理技術を組み合わせ
た「ワンストップ金型修理体制」の構築

掛川信用金庫

3597 2722110092 静岡県 有限会社零製作所 4080002014433
放電加工機導入による精度向上と加工時間の短縮の
両立

静岡銀行

3598 2722110093 静岡県 小林機械工業株式会社 9080101005576
５面加工機導入で精度向上・低コスト化しＣＬＴ製造機開
発を目指す

静岡銀行

3599 2722110094 静岡県 小松工業株式会社 7080401016325
旋削／研削 複合機能設備導入に依る革新的技術の高
度化

浜松信用金庫

3600 2722110099 静岡県 駿河台井澤歯科 　－
ＣＴスキャンとＥｒ：ＹＡＧレーザーの導入による高度で安
全な医療の提供とワンストップ化

静岡銀行

3601 2722110101 静岡県 コミュニティ キュレーション 　－ 周遊型観光地の促進に特化したクラウドサービス 静岡銀行

3602 2722110104 静岡県 株式会社日幸製作所 8080101006030
ＩｏＴ設備と最新設備導入による中ロット品生産体制の確
立と事業化

静岡銀行

3603 2722110112 静岡県 東海熱処理株式会社 3080401003442
金属切断用超硬チップソーのボディ表面研磨の精度向
上と納期短縮

磐田信用金庫

3604 2722110117 静岡県 合資会社松野鋳造所 7080003001329
砂型強度改善による寸法精度向上と面粗度向上を、生
産性向上と共に達成

島田信用金庫
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3605 2722110121 静岡県 河口精機株式会社 4080401001346
短納期・高品質に対応した量産試作部品の生産プロセ
スの確立

浜松信用金庫

3606 2722110125 静岡県 株式会社オプトメカトロ 7080401013124 水産物に用いる成分計測装置の試作開発 静岡銀行

3607 2722110131 静岡県 エムエーエンジニアリング株式会社 1080401011356
ＮＣフライスの更新で納期短縮と技能の標準化を図る事
業

浜松信用金庫

3608 2722110133 静岡県 オーク株式会社 6080401015006
次世代自動車向け高機能順送プレス金型の精密加工
技術開発事業

商工組合中央金庫

3609 2722110134 静岡県 今泉鋳造鉄工所 8080001000488
鋳物製品仕上げ工程の自動化とＩＴ活用による生産効
率の改善

商工組合中央金庫

3610 2722110135 静岡県 テクノコート株式会社 7080001016601
ロボット運行軌跡自動生成によるパルスレーザー表面
処理・肉盛補修の自動化

静岡銀行

3611 2722110137 静岡県 日本ニューノーズル株式会社 8080001008861
精密洗浄の実現による次世代スマートフォン向け耐腐
食耐磨耗用スクリューヘッドの生産プロセスの確立

静岡信用金庫

3612 2722110142 静岡県 野﨑園 　－
火入れ工程改善による自然仕立て茶の香り・旨味を活
かした高級煎茶製造

沼津信用金庫

3613 2722110145 静岡県 有限会社塚本製作所 5080002013772 ＬＥＤ端子の試作品・量産検査工程の高度化 島田信用金庫

3614 2722110146 静岡県 株式会社アース・テクノ・サポート 6080401011855
地熱発電を安定稼働させ経済性を高めた「小型バイナ
リー発電 ＩｏＴ システム」の試作開発

浜松信用金庫

3615 2722110160 静岡県 豊田技研株式会社 4080001003783
ロボット製造におけるＩｏＴを活用したアルミ加工の技術
開発

静岡信用金庫

3616 2722110162 静岡県 一言茶店 　－ 茶の袋詰め、加工工程における市場対応化事業 掛川信用金庫

3617 2722110164 静岡県 有限会社髙坂製作所 4080402019040
次世代金型に対応する超精密平面研削技術開発と品
質保証の確立

菊川市商工会

3618 2722110166 静岡県 碌々産業株式会社 3010401032027
大物鋳物加工の高精度・高効率加工技術の高度化に
よるリードタイム短縮事業

島田信用金庫

3619 2722110167 静岡県 沢根スプリング株式会社 4080401002071
医療用コイルの製造技術向上による医療機器分野の
市場開拓

浜松信用金庫

3620 2722110172 静岡県 東陽機械株式会社 2080101001292
門形ＭＣ及び横中ぐり盤のアタッチメントの製造プロセ
スの改善

沼津信用金庫

3621 2722110174 静岡県 株式会社宮入製作所 2080101006309
ＬＰガス容器用バルブの品質の鍵を握る「洗浄工程」の
作業環境改善

静岡銀行

3622 2722110175 静岡県 株式会社久和屋 9080001001337
穴あけ・切削加工技術の高度化による特注家具の短納
期生産の実現

静岡銀行

3623 2722110176 静岡県 株式会社シーズプロジェクト 3080001019186
世界初となる超高精細度映像（８Ｋ）の空撮映像の提供
サービス

静清信用金庫

3624 2722110186 静岡県 マスターエレクトロニクス株式会社 7080101001775
次世代の実装機の多連結化による超短納期生産ライン
の実現

税理士法人イワサキ

3625 2722110192 静岡県 イワタプレス工業株式会社 7080401015707
プレスせん断加工（トリミング）による高張力鋼板の切刃
適正クリアランスと形状の開発

磐田信用金庫

3626 2722110195 静岡県 ＨＳエンジニアリング株式会社 5080401017028
食品産業を下支えする工場付帯設備の高効率生産体
制の構築

静岡銀行

3627 2722110202 静岡県 株式会社サインクリエイト 2080401001827
日本初、民間運営の「スーパー防犯灯」事業化のため
の広告効果実証実験

遠州信用金庫

3628 2722110206 静岡県 東海部品工業株式会社 2080101001210
脳外科手術用スクリュー・プレート、手術器械の量産体
制強化

静岡銀行

3629 2722110208 静岡県 有限会社増田製作所 5080102015041
高性能プレス機導入によるリンク一体成型ラインの生産
プロセス革新事業

清水銀行

3630 2722110209 静岡県 静岡軽粗材株式会社 6080401002086
小型インサート成形部品の工程自動化による高品質・
増産体制の確立

静岡銀行

3631 2722110210 静岡県 株式会社塚田精機 7080101005207
真空顕微鏡の部品製造に係る高精度・短納期加工の
実現

株式会社エフアンドエム

3632 2722110211 静岡県 有限会社星製作所 8080102003233
Ｘ線自由電子生成のための半導体増幅器筐体開発と
量産体制の確立

静岡銀行

3633 2722110219 静岡県 株式会社にんべんフーズ 7080001015099
高性能エックス線異物除去システム導入によるカレー
フィリング生産プロセスの革新事業

静岡銀行

3634 2722110224 静岡県 ＮＮＰ電子株式会社 5080401016005
電子スロットルの防水工程における設備増強と微細製
品に対応した防水工程の確立

浜松信用金庫

3635 2722110225 静岡県 株式会社アルプスエンジニアリング 6080401000362
超精密加工を行うための超微細加工機の導入と製法開
発

浜松信用金庫

3636 2722110226 静岡県 小林ハグルマ機械株式会社 4080001014814
生産工程の「見える化」による増産体制の構築と納品ミ
スゼロの実現

静岡銀行

3637 2722110228 静岡県 株式会社モノコミュニティ 6080401018909
レーザー加工による歯科補綴物加工システムの試作開
発

浜松信用金庫

3638 2722110231 静岡県 サミニ株式会社 5080401002021
スプリングに対する肉盛及び溶接による付加価値と品
質向上による新市場開拓

静岡銀行

3639 2722110232 静岡県 株式会社石川園 9080401017651
無糖かつノンカロリーである甘茶のシンガポール、ドバ
イへの市場展開計画

静岡銀行
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3640 2722110233 静岡県 渡邊印刷有限会社 1080002006383 紙媒体を主体とした、地域密着ビジネスモデルの確立 静岡銀行

3641 2722110235 静岡県 株式会社ツカサ 7080101001115
航空機・半導体設備部品の測定精度向上と測定時間
短縮で市場拡大

静岡銀行

3642 2722110238 静岡県 株式会社大井産業機械 4080001012966
ＦＳＷを活用した次世代自動車部品製造用工作機械の
開発製造

島田信用金庫

3643 2722110243 静岡県 株式会社ヒリュー精工 3080401006065
最新モデル放電加工機の導入による短納期・高品質・
高精度・低コストのニーズへの対応

浜松信用金庫

3644 2722110246 静岡県 ＢＥＹＯＮ ＣＨＥＭＩＣＡ有限会社 4080402006121 医療用薄肉チューブの開発 浜松信用金庫

3645 2722110247 静岡県 有限会社西洋菓子卯屋 6080402017959
スチームオーブン導入によるジャム・マカロンの生産性
向上

掛川商工会議所

3646 2722110248 静岡県 企業組合動物の森 7080005000857
ペット葬祭における宗教にとらわれない次世代の葬送
セレモニーの提供

焼津信用金庫

3647 2722110251 静岡県 株式会社ハイタック 2080101007356
深孔加工による複雑形状部品の試作開発短納期化と
国際的競争力強化

三島信用金庫

3648 2722110254 静岡県 有限会社寺田製作所 6080002004102
微細部品識別を容易化する加工による生産プロセスの
改善

静岡信用金庫

3649 2722110257 静岡県 杉本機工有限会社 5080002013673
ワイヤーハーネス試作加工部品の高精度化と工程改
善による受注拡大

島田信用金庫

3650 2722110259 静岡県 丸天星工業株式会社 8080001013291 品質及び生産性向上の為のＪパネル製造ラインの改良 静岡銀行

3651 2722110264 静岡県 テクノデンタルカンパニー 　－
歯科技工における３Ｄデータの活用と歯科新素材加工
技術の研究開発

静岡信用金庫

3652 2722110266 静岡県 中部ロードテック株式会社 3080001003347 橋梁床版長寿命化に繋がる新規事業への取組み 静清信用金庫

3653 2722110267 静岡県 株式会社メディカルプロジェクト 5080001005242 チューブ抜去の医療事故予防センサの開発 静岡銀行

3654 2722110268 静岡県 有限会社アグリ開発 6080002014340
既存のボイラー熱利用に太陽熱利用システムを付加し
たハイブリッド根周り温度適切化システムの開発

島田信用金庫

3655 2722110270 静岡県 池田屋印刷株式会社 2080001000337
印刷紙面検査装置と生産管理システム構築による検査
体制の強化とプロセス改善

静岡銀行

3656 2722110272 静岡県 株式会社浜松ファーマリサーチ 2080401010893
サル飼育時におけるストレス軽減を目的とした、給餌機
の開発

浜松信用金庫

3657 2722110273 静岡県 内田工業株式会社 1080401009747
最新モデル円筒研磨機導入で歯車加工治具等の生産
性向上による海外市場拡大

静岡銀行

3658 2722110276 静岡県 ＡＧ歯研 　－
製造方法の統合化を図り高品質な補綴物を短納期で
供給するシステムの確立

三島信用金庫

3659 2722110279 静岡県 滝本歯科口腔外科クリニック 　－
患部の「見える化」により「患者さん中心の医療」を実現
する無痛治療サービスの確立

静岡信用金庫

3660 2722110286 静岡県 太田歯科 　－
歯科用マイクロスコープ導入による治療精度の向上及
び患者負担の軽減

豊橋信用金庫

3661 2722110299 静岡県 Ｋ’ｓデンタルラボ 　－
歯科技工に関する新保険適応症例技工物製作の機械
導入

静岡信用金庫

3662 2722110303 静岡県 有限会社マリテン 1080402013888
魚用疑似餌である「ルアー」での高度な金型製作技術
の開発

遠州信用金庫

3663 2722110307 静岡県 カツヤマファインテック株式会社 3080401001231
全剪断加工による切削加工からプレス加工への工程移
管の取組み

静岡銀行

3664 2722110308 静岡県 有限会社オブジェクト 3080402020098
スマートフォン等分解装置の高精度化と量産体制の構
築

遠州信用金庫

3665 2722110310 静岡県 株式会社ビートセンシング 8080101015568 プラスチック材料用高精度近赤外線式水分計の開発 清水銀行

3666 2722110314 静岡県 有限会社深沢製帆店 5080002011074
ネスティングソフト搭載自動裁断機によるテント量産シ
ステムの構築

静清信用金庫

3667 2722110315 静岡県 株式会社コーリツ 1080401001704 ３次元ＣＡＤを活用した製品受注検討 静岡銀行

3668 2722110317 静岡県 株式会社村岡商会 6080001013319 ワンストップで完結するサニタリー配管工事体制の確立 焼津信用金庫

3669 2722110320 静岡県 有限会社ティークラフト 7080002014125 国産レモン葉を使用した大手化粧品会社新商品開発 島田市商工会

3670 2722110321 静岡県 有限会社川井米店 2080102012917
急速冷凍システム導入による、無添加団子製造工程の
負荷分散

静岡銀行

3671 2722110323 静岡県 ナガハシ印刷株式会社 3080001003883
コースターという商材にアート、本、広告媒体の要素を
加えた独自サービスの展開

静岡信用金庫

3672 2722110326 静岡県 有限会社大石工業 9080402001563
レーザーマーカの導入による品質・管理体制と短納期
生産体制の確立

浜松信用金庫

3673 2722110327 静岡県 株式会社エース技研 3080401000729
離型剤を用いない独自アルミダイカスト技術の高度化
による高効率生産体制の構築

浜松信用金庫

3674 2722110335 静岡県 みずほ産業株式会社 7080001015578
吸引部の気密性や操作性に優れた新型のヒューム吸
引機能付きトーチの開発・製造

静岡銀行
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3675 2722110340 静岡県 株式会社米山製作所 1080102012018
現状、金属製の自動車エンジンパーツを、プラスチック
で製造する計画

株式会社ネクシオ

3676 2722110341 静岡県 有限会社フジアーク 3080102014854
高性能溶接機を追加導入して、薄物・高品位製品の展
開と労働生産性向上を図る

静岡信用金庫

3677 2722110342 静岡県 エイグローブ株式会社 4080401019264
中小企業向けに特化したＷｅｂ見本市「Ｗｅｂ ＥＸＰＯ」に
よる海外マッチング支援

浜松信用金庫

3678 2722110344 静岡県 株式会社ディーエス・マルマン 6080101009068
紙緩衝材製造工程における自動糊付けとユニット刃の
導入

静岡銀行

3679 2722110347 静岡県 株式会社セブン工業 6080001019209
金属の精密加工における若者の即戦力化が可能な生
産体制の構築

焼津信用金庫

3680 2722110354 静岡県 有限会社日新木型工業 4080002004483 緻密な鋳物方案による高精度木型製造体制の構築 静清信用金庫

3681 2722110355 静岡県 小関建設株式会社 1080401014301
刈草を原料にした火力発電用燃料ペレットの製造及び
販売事業

磐田信用金庫

3682 2722110363 静岡県 株式会社屋根の多米 1080401019853
屋根工事業者のノウハウを活かした板金加工業への新
規事業展開

新居町商工会

3683 2722110367 静岡県 サンヨーエンジニアリング株式会社 8080401002027
独自レーザー加工技術を活かした自動車部品の高品
質化・軽量化の実現

商工組合中央金庫

3684 2722110371 静岡県 株式会社栄和産業 8021001027254 「つながる工場」で行う金型高精度加工と自動運転 八千代銀行

3685 2722110374 静岡県 芝原工業株式会社 2080401015835
特殊プレスブレーキ導入による高機能キャビネットの製
造競争力強化

浜松信用金庫

3686 2722110376 静岡県 米新工業株式会社 6080101000605
高性能射出成形機の導入と生産体制のＩｏＴ化による、
生産性向上

静岡銀行

3687 2722110383 静岡県 株式会社平岡商店 6080001004383
欧州人の嗜好・ニーズに合った、「色」「味」「香り」の特
徴を併せもつ極冷熟成茶の開発及び海外展開

しずおか信用金庫

3688 2722110385 静岡県 有限会社宇佐美樹脂 8080002009322 小規模製造業の先駆けとなる高稼働システム構築 清水銀行

3689 2722110386 静岡県 株式会社Ｊ－ＳＯＮＩＣ 5080001019894 ３次元設計環境導入による開発技術力の強化 静岡銀行

3690 2722110391 静岡県 日興工業有限会社 7080002010859
レーザー加工能力・測定能力の向上による産業用ロ
ボット関連部品の生産体制強化

株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

3691 2722110395 静岡県 有限会社友和溶接 4080402014181
航空機部品製造に使用する冶具の革新的加工技術の
確立

浜松信用金庫

3692 2722110399 静岡県 協和電子工業株式会社 9080401005961
超高速調芯と高い調芯精度を両立した調芯装置の導
入による生産プロセス強化

浜松信用金庫

3693 2722110400 静岡県 株式会社豊富 2080001018701
橋梁の改修現場における効率性および安全性の向上
につながるＩＴを活用した新たな検査方法の確立

清水銀行

3694 2722110401 静岡県 有限会社大蔵園 1080402017220
カテキン含有量を商品ラベルに明記した掛川茶１００％
の粉末茶の開発・製造の実現

静岡銀行

3695 2722110407 静岡県 サカイ産業株式会社 8080001013036 補強資材用アラミド織物製造技術の確立 焼津信用金庫

3696 2722110410 静岡県 株式会社マルイ水産 5080401016293
水産加工工程の改善による高品質しらすの安定供給体
制構築

静岡銀行

3697 2722110415 静岡県 タカムラ総業株式会社 9080101004157
残存型枠に使用する鋼製補強部材の自動化製造ライ
ンの導入による生産性向上計画

静岡銀行

3698 2722110420 静岡県 有限会社高恵製作所 6080102016939
自動車の軽量化に向けた試作部品の短納期化の実現
と新事業への進出

静岡銀行

3699 2722110422 静岡県 有限会社山下ベース工業 3080402021856
ものづくりの根幹を成す高精度な金型部品製造の量産
体制構築

株式会社エフアンドエム

3700 2722110426 静岡県 ケーアイ工業株式会社 9080101008455
新規開発した画期的なステンレス手摺製品の量産体制
の構築

静岡銀行

3701 2722110436 静岡県 福泉産業株式会社 3080101009574 小ロット製品の生産効率を上げる充填機械の導入 富士商工会議所

3702 2722110438 静岡県 池田工業株式会社 6080401010089
高機能性　無機潜熱蓄熱材の開発による省エネ型蓄熱
式床暖房用蓄熱パネルの事業化

遠州信用金庫

3703 2722110442 静岡県 ヨシコン株式会社 1080001010527
杭１本毎の支持力発現状況を見える化する工法の事業
化に向けた生産能力強化

静岡銀行

3704 2722110443 静岡県 有限会社内山精工 3080002000756
高精度金型の革新的加工と精度保証及び環境配慮事
業

静岡銀行

3705 2722110445 静岡県 株式会社山口製作所 6080101001941
低燃費・高出力の直噴エンジンに使用するインジェク
ション部品の増産計画

静岡銀行

3706 2722110447 静岡県 第一工業株式会社 5080401002814 斜め噛み込みを“０”にするボルトの量産開発 浜松信用金庫

3707 2722110454 静岡県 有限会社山下製作所 2080402020314
自動車部品の高精度化と増産体制の構築による生産
プロセスの革新

静岡銀行

3708 2722110455 静岡県 オーム電機株式会社 1080401001043
シーリングのウレタン化による信頼性・生産性向上の実
現

浜松信用金庫

3709 2722110458 静岡県 株式会社アイ・ケイ 6080101011965 空調機器向け高効率消音マフラーの研究開発 富士宮信用金庫
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3710 2722110460 静岡県 石渡食品有限会社 5080102009448
滅菌製造・封入法の開発による機能性食品の長期保存
化への対応

三島商工会議所

3711 2722110464 静岡県 株式会社サンエイト 7080401001814
エンドユーザーの高感度化に対応した意匠性を実現す
る管楽器用自動研磨機の導入

磐田信用金庫

3712 2722110466 静岡県 アールエフネットワーク株式会社 4080401014018
定期点検を法令で定めているデジタル無線機の小型測
定器の開発

浜松信用金庫

3713 2722110469 静岡県 有限会社三浦商店 9080402018780
「見える化」により商品訴求力を向上させたお茶の販売
強化

島田信用金庫

3714 2722110470 静岡県 株式会社松尾鉄工所 2080001004841
溶接ロボットシステム導入による高品質製品の供給体
制の確立及びタクトタイムの均一化実現による生産性
向上

静岡信用金庫

3715 2722110472 静岡県 株式会社安田製作所 2080101001920
板金加工と切削加工の組み合わせによる軽量素材や
複雑形状の製品における複合加工技術の確立

静岡中央銀行

3716 2722110475 静岡県 沼津シャーリング株式会社 7080101001486
切板加工における高度化とプロセス革新による短納期・
低コスト化の実現

静岡銀行

3717 2722110477 静岡県 株式会社玉吉製作所 2080101011572
最新鋭技術の導入により革新的な、高速・高生産・高品
質加工を実現する

富士宮信用金庫

3718 2722110486 静岡県 ピィシーシステム株式会社 8080101009330
ＰＴＰ包装の生産量増加と不良率削減による安定供給
体制の構築

静岡銀行

3719 2722110489 静岡県 有限会社アズマ板金 6080002013400
長尺・厚物の加工技術向上による精密かつ美観性の高
い屋根壁の提供

島田信用金庫

3720 2722110491 静岡県 株式会社木村鋳造所 4080101005498
ターボチャージャー試作用鋳物部品の精度向上による
受注拡大

静岡銀行

3721 2722110494 静岡県 株式会社マキタ工業 6080001010547 受発注システム導入による雇用創造と生産力向上 清水銀行

3722 2722110500 静岡県 丸成金属塗装株式会社 9080401005094
レシプロケータ可変化による塗着効率の向上と塗膜の
均一化

浜松信用金庫

3723 2722110505 静岡県 大石農場ハム工房 　－
ドイツ製法にこだわったソーセージの量産化と新商品
（サラミ）の開発

大須賀町商工会

3724 2722110506 静岡県 有限会社雪友金型 2080402013929
取り数増大による金型の大型化に対応する工程の創造
とＣＦＲＰ金型への挑戦

遠州信用金庫

3725 2722110507 静岡県 カキサワ製作所 　－
サーボ制御した専用機によるボルトへの全自動穴あけ
加工方法の開発

伊豆の国市商工会

3726 2722110508 静岡県 静岡県産醤油株式会社 4080001016100
業界初の１％未満超減塩しょうゆ生産のための充填工
程の微生物対策の高度化

島田信用金庫

3727 2722110510 静岡県 村田工業株式会社 6080001005200
自動車分野の生産設備製造の高精度化を目的とする
最新型研削盤導入事業

静岡信用金庫

3728 2722110511 静岡県 株式会社創和 7080001014968
ＵＶプリンタとレーザーカッター導入による、極小ロット対
応及び高品質化・高生産性への取組み

焼津信用金庫

3729 2722110515 静岡県 株式会社アルファ電子 7080101008085
世界最小クラス０４０２チップ実装の精度向上・量産体
制構築

静岡銀行

3730 2722110516 静岡県 株式会社たこ満 4080401014653
地元の材料をふんだんに使用したベーカリー展開によ
り掛川市の活性化に貢献

静岡銀行

3731 2722110526 静岡県 有限会社菅沼製作所 8080402009657
部材加工の内製化による一貫生産体制の強化および
新規事業への展開

遠州信用金庫

3732 2722110527 静岡県 城北機業株式会社 2080401002354
次世代大型旅客機向け油圧関連部品の高精度加工技
術開発事業

静岡銀行

3733 2722110528 静岡県 小林機工株式会社 2122001002341
取引先の海外事業展開の加速化に対応するための設
備増強計画

税理士法人ＭＧアカウン
ティング

3734 2722110531 静岡県 駿河ダイテック株式会社 6020001007540
ウルトラハイテン材におけるハイレベルな品質保証方法
の確立

スルガ銀行

3735 2722110533 静岡県 有限会社ふなと 1080102003149
新設備導入による生産能力の増強と品質の一層の向
上を図り、干物の製造技術を取り入れた熟成漬け魚の
開発・製造・販売に取り組む

三島信用金庫

3736 2722110534 静岡県 有限会社常盤木羊羹店 2080102018427
羊羹生産工程を改善し安全性と生産性を高め海外輸出
を実現する

アルパーコンサルティング
株式会社

3737 2722110535 静岡県 株式会社伊豆美化企画 9080101004982
間伐材・剪定枝を原材料としウッドチップの開発とコスト
削減による新商品の確立

静岡銀行

3738 2722110537 静岡県 富士紙管株式会社 4080101009441
製紙パルパー残渣を用いた新たな樹脂ペレット製造と
廉価量産化プロセスの確立

清水銀行

3739 2722110538 静岡県 デンタルクラフトＭＩＵＲＡ 　－
高精度３Ｄプリンターによる歯科補綴物の効率的な製作
加工の確立

静岡信用金庫

3740 2722110543 静岡県 株式会社徳造丸 3080101014673
プロトン冷凍・解凍冷蔵庫を利用した新鮮食材で伊豆伝
統料理の発信

三島信用金庫

3741 2722110547 静岡県 厚見鉄工株式会社 7080101000100
高精度大型製缶構造物の革新的コストダウン製法の確
立

静岡中央銀行

3742 2722110551 静岡県 株式会社江永化成 9080001015485
実験動物の床敷用生産ラインの構築と端材削減・抜き
型開発事業

静岡信用金庫

3743 2722110553 静岡県 三光製作株式会社 8080401001870 めっき技能のＡＩ化への挑戦 浜松信用金庫

3744 2722110559 静岡県 海野木型製作所 　－ 鋳造用機械木型製造の機械加工化 静清信用金庫
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3745 2722110563 静岡県 株式会社新容工業所 6080401002326 検査機器装置導入による品質保証システムの確立 浜松信用金庫

3746 2722110564 静岡県 長谷川工業 　－
ワイヤ放電加工機導入による試作開発及び冷間プレス
金型の製作

磐田信用金庫

3747 2722110565 静岡県 昭和金型工業株式会社 2080401010266 輸送機器用レンズ部品への挑戦 浜松信用金庫

3748 2722110568 静岡県 山崎工業株式会社 1080001005403
ポイントはんだ付けシステムの導入により、両面基板の
製造体制の確立

静岡信用金庫

3749 2722110570 静岡県 株式会社エムエスケイ 4080401012070
プラスチック処理能力の向上と再資源商品生産を実現
する体制の構築

静岡銀行

3750 2722110571 静岡県 株式会社小林製作所 1080101000601 ドローン向け小型モータ部品の量産体制の構築 沼津信用金庫

3751 2722110575 静岡県 有限会社山口製作所 5080102017392
冷却用銅管の内側表面積増大をねらい、プレスによる
ジャバラ加工の実施

静岡銀行

3752 2722110577 静岡県 有限会社信栄工業 2080402003475
自動車エンジン試作部品製造における高精度・短納期
納品への挑戦

静岡銀行

3753 2722110581 静岡県 株式会社髙橋製作所 3080101005887
最新機種導入による高精密加工・工程短縮・コスト削減
と他業種への進出

三島信用金庫

3754 2722110582 静岡県 三協生コン株式会社 8080401010046
最新の計量操作盤導入による計量精度の大幅改善及
び業務の効率化

静岡銀行

3755 2722110586 静岡県 株式会社アークリーセット 1080001018297
アクリル板立体形状成形技術の高度化による装飾展示
物製作体制の構築

静清信用金庫

3756 2722110589 静岡県 有限会社シズプラ 3080002012883
押出機とＣＮＣ自動旋盤導入による樹脂精密切削加工
の量産体制の確立

静岡銀行

3757 2722110591 静岡県 株式会社新冷熱技研 6080401021219
法令遵守と品質保証の両方を兼ねた環境試験器等の
新たなメンテナンスサービスの展開

磐田信用金庫

3758 2722110592 静岡県 株式会社コーヨー化成 7080001010208
多品種少量ニーズに対応したマルチ製造ラインの自動
化とＩｏＴによる高効率生産

静岡銀行

3759 2722110594 静岡県 マシン・テック・ヤマシタ有限会社 4080402007441
大型化する航空宇宙・防衛関連部品の高精度部品量
産化計画

静岡銀行

3760 2722110595 静岡県 有限会社井柳細巾織物 6080402020525
高荷重細巾織物の生産とそれを使った自社製品による
加工下請からの脱却

磐田市商工会

3761 2722110607 静岡県 株式会社タニコー 6080401015889
超高張力鋼板のプレス製品製造プロセスの高度化のた
めの金型搬送体制の構築

磐田信用金庫

3762 2722110608 静岡県 小楠熱処理工業株式会社 5080401001064
高性能ピット型流気式焼戻炉の導入による大型製品へ
の対応と熱処理加工高度化計画

商工組合中央金庫

3763 2722110610 静岡県 株式会社エヌエー 3080401010174 新構造・新工法を用いた電気開閉スイッチの開発・生産 磐田信用金庫

3764 2722110615 静岡県 株式会社イケヤ製作所 2080401000424
高精度レーザー加工機導入による精密加工技術の高
度化

浜松信用金庫

3765 2722110622 静岡県 有限会社曽根田工業 5080402021276
超硬合金、タングステン合金の生産性向上を可能にす
る加工技術の高度化

磐田信用金庫

3766 2722110628 静岡県 合名会社澤田行平商店 5080003001347
要求水準が高い顧客への安全で香り高い高付加価値
商品の製造及び販売

島田信用金庫

3767 2722110630 静岡県 株式会社焼津マリンセンター 1080001016020
鰹・鮪の不可食部分から生成されるソリュブルの酵素処
理体制の構築

焼津信用金庫

3768 2722110634 静岡県 株式会社飯田技研 7080401016085
高精度ジグ研削盤導入による高硬度材加工への新規
取り組みと高精度化、高品質化の追求

磐田信用金庫

3769 2722110635 静岡県 栗田産業株式会社 7080001001322 産業機械向け中大物鋳物の高精度化事業 静清信用金庫

3770 2722110636 静岡県 有限会社大塚製茶 8080002013489
３００℃の過熱蒸気蒸機の導入による下級茶の高付加
価値化の実現

島田信用金庫

3771 2722110640 静岡県 株式会社沢田鉄工所 7080401002069
集塵機の大型化により製造能力及び作業環境の向上
ニーズに対応する

遠州信用金庫

3772 2722110642 静岡県 ユー・デザイン 　－
ユーザーの個性・主張を表現するネクタイへのプリント
サービス

御殿場商工会

3773 2722110648 静岡県 株式会社ファームシップ 4010001159194
植物工場を活用した機能性野菜等の受託研究・受託生
産サービスの構築

静岡銀行

3774 2722110652 静岡県 丸山製茶株式会社 9080401014475
製造工程革新による高付加価値なオリジナル抹茶商品
の開発と海外輸出事業の強化

静岡銀行

3775 2722110656 静岡県 株式会社新技術研究所 3080101004419 新規電子材料の接合・実装技術の実用化 御殿場市商工会

3776 2722110659 静岡県 有限会社ヤマセン 4080002015027
最新型茶蒸し機の導入及び生葉選別、蒸し工程の研究
による深蒸し茶の高品質化の取組み

焼津信用金庫

3777 2722110666 静岡県 富士高砂酒造株式会社 8080101012111
ＴＰＰ参加国（ベトナムや東南アジア等）向け、オリジナ
ルデザイン商品の開発及び高品質で安心安全な酒の
提供

富士宮信用金庫

3778 2722110667 静岡県 西遠ゴム工業株式会社 7080401016341
ＥＬＡＳＴＩＣ ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ　次世代分割グロメットの開
発

静岡銀行

3779 2722110671 静岡県 第一化成株式会社 4080001013840 Ｉ ｏ Ｔを用いた射出成形業の高度生産性向上事業 静岡銀行
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3780 2722110673 静岡県 丸徳運送株式会社 4080001009137
リアルタイム物流業務システム構築による物流サービ
ス高度化・ＣＳ向上

静清信用金庫

3781 2722110680 静岡県 丸ス工業株式会社 3080001013718
分別廃棄が不要のデンプン成分でつくる環境配慮型食
品容器生産体制の構築

静岡銀行

3782 2722110681 静岡県 タケフーズ株式会社 8080101001056
地元ブランド食材を使用した高付加価値型商品の量産
化への新たな展開

静岡銀行

3783 2722110684 静岡県 株式会社きずな 2080101007744
脱介護離職！インターネットのクラウド技術を活用した
認知症高齢者等の見守り支援

望月慎一郎税理士事務所

3784 2722110686 静岡県 中部精工株式会社 7080001013177
巻き取り機の自動化と稼動データ解析による生産効率
向上と競争力強化

島田信用金庫

3785 2722110689 静岡県 公進ケミカル株式会社 3080401001644 高分子アクチュエータ向けＣＮＴ分散液の量産検討 浜松信用金庫

3786 2722110699 静岡県 株式会社茶問屋川村翠香園 6080001013847
「静岡初　静岡産抹茶問屋」を目指す、顧客対応力アッ
プのための粉砕設備導入

島田信用金庫

3787 2722110703 静岡県 有限会社松永工房 1080002005427
世界初のＬＥＤ照明内蔵型高級ドレッサーの生産体制
の強化

静清信用金庫

3788 2722110705 静岡県 天間特殊製紙株式会社 1080101009089
マスコロイダー導入による、パルプ、レーヨン繊維を用い
たＣＮＦの製造

静岡銀行

3789 2722110707 静岡県 株式会社ジャパン・ミヤキ 3080401002403
船外機部品プロペラシャフトの革新的な生産工程の構
築

浜松信用金庫

3790 2722110708 静岡県 知恵の輪有限会社 3080402004984 どこでも設置可能な移動型金属探知機の試作 浜松商工会議所

3791 2722110710 静岡県 株式会社マルトシ青木 9080001016814
保管容量増大・場所の一元化及び労力軽減を実現する
在庫管理システムの構築

焼津信用金庫

3792 2722110720 静岡県 有限会社静岡フスマ商会 1080402020158
バーコード一元管理生産システムと自動縁打ち機によ
る和襖の生産性向上

磐田信用金庫

3793 2722110723 静岡県 株式会社エヌテック 9080001000719 鋼材加工の完全内製化実現への取組み 商工組合中央金庫

3794 2722110727 静岡県 クリーンクリエイティブ株式会社 2080101011399
クリーンブーツの洗浄ニーズの増加に対応した固形物
乾燥工程の効率化

静岡銀行

3795 2722110728 静岡県 株式会社アイ・システム 8080101005230
ＩｏＴ技術と自動制御を組込んだ食品業界向け撹拌装置
の開発

静岡銀行

3796 2722110729 静岡県 メガロ化工株式会社 8080001015296
公差を有する輪郭加工における自動追従補正切削シス
テムの実現

静清信用金庫

3797 2722110739 静岡県 株式会社村松精密 4080401006304
複合研削機の導入による内外形端面同時加工（ワン
チャッキング方式）による精度向上・コスト削減

浜松信用金庫

3798 2722110740 静岡県 有限会社西尾金型 9080402020241
直彫り加工の高効率・超短納期化と自動車のバッテ
リートレイ・カバーの量産化への挑戦

磐田信用金庫

3799 2722110754 静岡県 株式会社ゴトー理研 4080401011808
大型船外機部品に対応した高耐食性アルマイト処理工
法の確立

浜松信用金庫

3800 2722110773 静岡県 株式会社ハゴロモコーポレーション 5080101009291
リサイクル可能なガスバリア紙を用いた特殊形状容器
の確立

富士信用金庫

3801 2722110774 静岡県 株式会社ファミール 8080001004530
生産プロセスの革新による高付加価値幼稚園・保育所
家具の生産性向上への取組み

株式会社ダイワマネジメン
ト

3802 2722110775 静岡県 袖山技研工業株式会社 2080001002597 ガラス端面高精密加工装置 静岡信用金庫

3803 2722110776 静岡県 古郡商店 　－
特産海産物加工における異物検査体制の構築による
食の安全向上と商圏拡大

ＲＳ経営コンサルティング

3804 2722110779 静岡県 有限会社葛山製作所 5080102004176
多品種が混在するネジ製品の製造後　全工程を集約・
自動化した生産体制の構築

ＲＳ経営コンサルティング

3805 2722110780 静岡県 株式会社メガロ静岡 1080001008356
真空引き成形システム構築による樹脂材 物性変化防
止と大型・厚肉成形法の開発

静岡銀行

3806 2722110781 静岡県 株式会社シーエス技研 4080401020395
長寿命化対策に対応するインフラ構造物保全の包括的
サービスの提供

磐田信用金庫

3807 2722110785 静岡県 株式会社友成機工 8080001005495
超精密加工の金型技術確立と金型一貫生産体制の構
築による高度生産性の実現

ＲＳ経営コンサルティング

3808 2722110791 静岡県 株式会社電興社 3080401003285
膨大な商品データを統括し情報活用した次世代基幹シ
ステムの構築

静岡銀行

3809 2722110794 静岡県 株式会社よしもと 5080001019424
地域活性化と障がい者雇用促進の為の、菌床製造機
の設置と販売

静岡信用金庫

3810 2722110796 静岡県 株式会社小林熔接工業 8080001016195
最新型レーザー加工機導入及び若手従業員への技術
継承による高効率な生産体制の確立

焼津信用金庫

3811 2722110797 静岡県 ミツバ工業株式会社 4080401010487 自動車用排気系部品の特殊加工技術の開発 遠州信用金庫

3812 2722110799 静岡県 有限会社豊山デンタルラボラトリー 9080102007225
ＣＡＤ／ＣＡＭによる歯科補綴物の自動製作と世界に通
用する優秀な歯科技工士の育成

静岡銀行

3813 2722110801 静岡県 株式会社新海畳店 5080001001951
尺貫法の相対値からメートル法の絶対値導入へ、業界
の標準を牽引する生産体制の構築

静岡信用金庫

3814 2722110805 静岡県 有限会社岩倉溶接工業所 1080002013438 療器具の試作開発工程の革新的改善と超短納期化 島田信用金庫
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3815 2722110808 静岡県 株式会社三和製作所 8080401015796
既存のマシニングセンターを最大限に活用した寸法公
差の向上による競争力強化事業

磐田信用金庫

3816 2722110810 静岡県 有限会社三和電気工業 6080102004258 短寸予備半田小ロット社内一貫生産計画 三島信用金庫

3817 2722110811 静岡県 月島発条株式会社 3010001050585
ロボット産業の新規開発部品への開発力強化と生産供
給体制の確立

静岡銀行

3818 2722110812 静岡県 株式会社甲賀 3080001013032
「短納期施工依頼対応アルミサッシ加工店に向けた生
産性向上及び下請脱却」

島田信用金庫

3819 2722110813 静岡県 株式会社中部カレット 6080401014552 プラスチック処理困難物燃料化生産体制の構築 静岡銀行

3820 2722110821 静岡県 新栄工業株式会社 7080401015830
山折り・谷折り工法を用いた新しい空調ダクトの開発・
製造

磐田信用金庫

3821 2722110827 静岡県 株式会社静岡資源 7080001002758
循環型社会に対応した産業廃棄物処理システムの構
築

焼津信用金庫

3822 2722110828 静岡県 株式会社パロン 9080001004281
精度不良の改善と工程数削減による品質の向上を図り
生産工程の高度化を図る

静岡銀行

3823 2722110830 静岡県 株式会社八木繊維 9080101009866
最新式刺繍機複数台同時運用による生産プロセス改善
計画

三島信用金庫

3824 2722110834 静岡県 スマートブルー株式会社 4080001012586
農業用ビニールハウスと営農型発電システムの融合に
よる新たな新型ハウスの開発

静岡信用金庫

3825 2722110835 静岡県 有限会社富士エコティック 4080002012841
リユース率を向上させる中古ドラム缶更生処理に資す
る新たな機構開発による生産プロセスの改善

静岡信用金庫

3826 2722110839 静岡県 株式会社ベルクス 6080401015088
次世代自動車の競争力強化に繋がる厚板材の高精密
プレス成形技術開発事業

掛川信用金庫

3827 2722110840 静岡県 株式会社望月ネームプレート 7080001009308
高精度塗装治具開発の短期化による自動車開発への
貢献

静清信用金庫

3828 2722110841 静岡県 株式会社平野工業製作所 6080401011797
多品種立体部材を一括してレーザー加工し、高精度・短
納期で量産化を実現

静岡銀行

3829 2722110843 静岡県 株式会社テクニカルサポート 2080401010605
高燃費エンジンの回転変動を精密模擬可能な「加振
モータ」の試作開発

浜松信用金庫

3830 2722110844 静岡県 鹿島木材株式会社 9080401010763 ＦＳＣ認証製品の生産体制の構築 磐田信用金庫

3831 2722110845 静岡県 手塚産業株式会社 4080001003610
カスタムオーダーメイド製品の生産性向上を実現する設
備投資計画

清水銀行

3832 2722110849 静岡県 株式会社小楠金属工業所 8080401001061
最新の自動摩擦圧接機を活用した、接合部品の品質及
び生産性高度化計画

磐田信用金庫

3833 2722110851 静岡県 株式会社ＥＳＰ 5080401018397 ３次元形状測定装置を用いたデータ作成提供サービス 静岡銀行

3834 2722110852 静岡県 有限会社赤堀鐵工所 5080002009052
測定技術基盤の強化による高精度・短納期生産体制の
構築

静清信用金庫

3835 2722110853 静岡県 有限会社山下オート商会 7080002015296
自動車整備業で培ったノウハウを活用した高齢者等向
け福祉車輌関連トータルサービスの確立・提供

島田信用金庫

3836 2722110854 静岡県 Ｊ－ｗｉｒｅ株式会社 9080401021109
商品画像やコメントを露出し消費行動を誘発するシステ
ムの開発

遠州信用金庫

3837 2722110855 静岡県 株式会社焼津精機 6080001015389
新規マシニングセンタ導入による生産プロセス改革及
び新規市場開拓

焼津信用金庫

3838 2722110859 静岡県 こるどん株式会社 8080101008019
組み紐の紐先加工に関する生産工程短縮及び品質向
上

富士信用金庫

3839 2722110862 静岡県 柴田農機 　－
色彩選別機導入によるご当地ブランド米「しろひめ」創
出事業

遠州信用金庫

3840 2722110866 静岡県 かりゆし工房一枚の板 　－
木の端材を用いたデザイン性の高い「パッチワーク板」
の開発

三島信用金庫

3841 2722110868 静岡県 辻村染織有限会社 4080402005081
巾着ポケット付き作務衣のブランド化と新販売方法の確
立

磐田信用金庫

3842 2722110869 静岡県 高森商事株式会社 3080101004146
化石燃料・ＣＯ２削減に繋がる廃棄物由来の発電用燃
料の生産性向上と販路拡大

沼津信用金庫

3843 2722110871 静岡県 ナカアキ株式会社 1080401003683
新コイリングマシン導入による銀ロウ線加工の高精度
化と効率化

商工組合中央金庫

3844 2722110876 静岡県 株式会社杉山製作所 2080401006215 プリプレグシートによる成形技術と切削技術の確立 浜名商工会

3845 2722110878 静岡県 有限会社モリ工業 5080002011462
ＬＥＤ照明機器および次世代レーザヘッドライト量産化
への貢献

静清信用金庫

3846 2722110879 静岡県 賀茂米穀卸株式会社 3080101014450
精米に混入する異物、害虫、着色粒等を取り除くための
機械導入

下田商工会議所

3847 2722110880 静岡県 株式会社ミズノテック 6080001009242
ワイヤ放電加工機の精度・生産性向上による受注の拡
大（省エネ・低コスト化）

商工組合中央金庫

3848 2722110883 静岡県 株式会社サンテックイシカワ 7080001014836
最先端切削加工技術とＩＯＴの融合による“最強ものづく
り”の創生

静清信用金庫

3849 2722110886 静岡県 株式会社第一クリエイティブ 3080001003041 特殊紙に適応する自動サンプルシート作製機の開発 しずおか信用金庫
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3850 2722110889 静岡県 株式会社飛鳥エンタープライズ 2080001016242
軽量鉄骨加工一式を受注可能となるための生産体制
の構築

焼津信用金庫

3851 2722110891 静岡県 昭和軽合金有限会社 3080402003821
自動車試作部品開発における測定技術の革新と短納
期化の実現

磐田信用金庫

3852 2722110892 静岡県 株式会社エイディーディー 2080101002423 単結晶ダイヤモンド合成装置及びプロセス開発 静岡中央銀行

3853 2722110894 静岡県 渥美工業株式会社 2080401000259
精緻化したトレーサビリティ実現による高度生産システ
ムの構築

ＲＳ経営コンサルティング

3854 2722110896 静岡県 鈴木晒整理株式会社 9080401002471
高効率洗浄装置の活用による製品品質の向上と新た
な感性価値の提供

浜松信用金庫

3855 2722110897 静岡県 サンワ化学株式会社 6080401017373
トラック等ディーゼル車の排ガス規制に対応する高品位
尿素水の製造販売

磐田信用金庫

3856 2722110912 静岡県 大洋設備株式会社 9080001014974
緊急時の現場連絡サービスを付帯した冷凍・冷蔵倉庫
の２４時間監視システムの開発

焼津信用金庫

3857 2722110914 静岡県 杉本製茶株式会社 9080001013415
米国向けスティック抹茶の生産工程効率化及び受注拡
大

島田信用金庫

3858 2722110919 静岡県 株式会社高部鉄工所 9080401015886
ＣＮＣ円筒研削盤設備導入による付加価値向上と職人
ものづくり技術の伝承

浜松信用金庫

3859 2722110926 静岡県 株式会社ＫＰＩ 8080401020771
間伐材商品の短納期・低コスト・小ロット対応の実現に
よるサービスの革新

浜松信用金庫

3860 2722110929 静岡県 エス・マテック株式会社 1080001019659
充電器端末機器を構成する極微細な難形状部品への
Ａｕメッキ処理技術の試作

ＲＳ経営コンサルティング

3861 2722110930 静岡県 株式会社エイエイピー 9080001000578
印刷物の個人情報を保護するための革新的な可変印
刷検査システム導入と商圏の拡大

ＲＳ経営コンサルティング

3862 2722110933 静岡県 有限会社井上商店 6080002000621
リーフ茶レベルの味わいを実現する地元茶葉を使った
ティーバック茶の提供体制の構築

しずおか信用金庫

3863 2722110939 静岡県 有限会社丁子屋 2080002003875
創業４２０年の東海道丸子宿名物茶店でとろろを味わい
ながら体験する「時代空間」

静岡銀行

3864 2722110940 静岡県 株式会社ヤマナミ 8080001005454
計測・分析・指導による新しい靴店への挑戦！中高年
のための足と靴のお悩みクリニックの構築

静岡銀行

3865 2722110943 静岡県 アイサン工業株式会社 1080401000061
塗装ブース廃液スラッジ自動除去装置で使用する新た
な分離剤の試作品開発

遠州信用金庫

3866 2722110952 静岡県 株式会社渥美 5080401013514 マーキングペン先ＵＬ筆記面高速自動研削体制の確立 浜松信用金庫

3867 2722110956 静岡県 美光産業株式会社 6080001016949
市場要請に応える「自動車ランプ」表面加工工程開発
期間の革新的短縮化

静清信用金庫

3868 2722110959 静岡県 株式会社アクタ 3080401015669
スリッター装置を活用した規格サイズ外のテーピング
テープの少量短納期生産体制の確立

磐田信用金庫

3869 2722110962 静岡県 有限会社深沢米店 7080002011072
オリジナルブレンド米による地産地消推進と循環型農
業の支援体制構築

静岡市清水商工会

3870 2722110964 静岡県 有限会社静岡南新聞販売所 6080002003236
あなたの「困った」を解決して地域を繋げる生活応援
サービスの提供

静清信用金庫

3871 2722110965 静岡県 日光水産株式会社 8080401015160 業界初　個別急速冷凍（ＩＱＦ） 生しらすの実現 島田信用金庫

3872 2722110966 静岡県 株式会社大穂工業 6080401001030
ハイブリッドファイバーレーザー溶接機の導入により、製
品精度の向上と他分野の市場開拓を図る事業

静岡銀行

3873 2722110971 静岡県 株式会社エフテーシー 1080401000879
日本国内販売普及を目指す低コスト超小型電気自動車
の試作開発

浜松信用金庫

3874 2722110978 静岡県 有限会社清水養鶏場 5080002002437
ブランド卵「美黄卵」を使用したオリジナル菓子の新商
品開発

静岡信用金庫

3875 2722110985 静岡県 Ｉ．Ｗ．　Ｗｏｒｋｓ 　－ 家具・建具の大型化対応による生産体制の強化 磐田信用金庫

3876 2722110986 静岡県 有限会社金井鉄工所 6080402014857
緊急対応に呼応する加工治具等の超短期設計生産シ
ステムの構築

遠州信用金庫

3877 2722110987 静岡県 株式会社鈴三鉄工所 4080401002550
マシニングセンター用軸受け軸治具（インデックス）の加
工技術の開発

静岡銀行

3878 2722110988 静岡県 有限会社滝沢製函所 1080402015224
「天竜材」の含水率を極限まで抑制した高品質クラフト
用薄板の開発

浜北商工会

3879 2722110989 静岡県 有限会社三協プレス工業所 4080402003226
ステンレス真円プレス成形の確立による低コスト受注体
制の実現

遠州信用金庫

3880 2722110990 静岡県 株式会社殿村 6080401003588
３Ｄレーザースキャナーとドローンによる危険現場での
測量及び広範囲測量の効率化

税理士法人ヤマダ会計

3881 2722110991 静岡県 有限会社ぬしや仏具店 8080402015390
製造技術導入による製造販売体制の確立と次世代型
小型仏壇等の開発販売

浜北商工会

3882 2722111000 静岡県 ニッケン消毒株式会社 3080001003990
不要になった浄化槽をエコ中間産廃処理施設へ甦らせ
るスキームの構築と展開

清水銀行

3883 2722111002 静岡県 有限会社おたけせんべい本舗 1080002017364
商品ごとの賞味期限のバラツキを均一化するための生
産ラインの再構築

焼津信用金庫

3884 2722111003 静岡県 株式会社田子の月 6080101009002
発注から１２時間以内の「出来たて和菓子」の全店供給
を実現する革新的発注・生産プロセスの改善

静岡中央銀行
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3885 2722111006 静岡県 株式会社エフ・シー・エス 8080101011294
モバイル導入ニーズに対応するシステム開発プラット
フォームの統一

静岡銀行

3886 2722111009 静岡県 アイカワ Ｄｅｎｔａｌ Ｌａｂｏ 　－ 短納期・高精度な歯科補綴物生産システム構築 静岡銀行

3887 2722111013 静岡県 サクラ工業株式会社 6080401001939
ＩＯＴでリアルタイム管理を行う「１Ｄａｙ生産システム」の
構築

浜北商工会

3888 2722111014 静岡県 有限会社技研産業 1080002009691 新素材による耐火被覆の開発事業 静清信用金庫

3889 2722111020 静岡県 株式会社八幡機械 5080401004315
大型の部品加工の高効率化を図るための生産体制の
再構築

浜松信用金庫

3890 2722111023 静岡県 株式会社フェイス２１ 5080401004637
抗菌断熱塗装の生産プロセスの改善によるスピード塗
装施工の実現

静岡銀行

3891 2722111024 静岡県 有限会社太田茶店 6080402022075
高品質な国産烏龍茶製造のための焙煎・総合仕上機
の導入

磐田信用金庫

3892 2722111029 静岡県 松菱製紙株式会社 2080101009716
工場内ネットワーク化による機密文書の受入れ・処理の
自動化

富士信用金庫

3893 2722111030 静岡県 大日三協株式会社 3080001003132
ブロックメモの側面にメモリアルフォト等をダイレクトに印
刷する仕組みの事業開発

静岡銀行

3894 2722111032 静岡県 日本オーガニック株式会社 2080001004057
高度な分析技術を導入しトマトをブランド化することで新
たな市場を開拓する

静岡銀行

3895 2722111034 静岡県 有限会社マザーズナーシングケア 5080402007424
ロコモ対策としての水中歩行運動機器の開発とサービ
ス提供

浜松信用金庫

3896 2722111036 静岡県 有限会社杉山工業 6080402020616 設備の更新で航空宇宙分野への進出を実現させる 浜松信用金庫

3897 2722111041 静岡県 株式会社旭エンジニアリング 3080401017558
最新の高精度プレスブレーキ及びシャーリングを活用し
た工場内一貫工法の確立

磐田信用金庫

3898 2722111046 静岡県 三丸機械工業株式会社 7080101005644
省エネ性能向上型大型ホモジナイザー用ホモバルブユ
ニットの開発

三島信用金庫

3899 2722111051 静岡県 株式会社サンエス 5080001016917
総合組立溶接設備導入による開発期間の短縮及び高
度生産性の向上

静岡銀行

3900 2722111054 静岡県 三鷹光器株式会社 5012401013038
三次元計測を武器にした高精度アルミ部品による航空・
宇宙通信機器市場への参入

株式会社アライブビジネス

3901 2722111055 静岡県 川島米穀店 　－
ＧＡＢＡ含有量を増やし機能性に優れた発芽玄米の開
発・販売

静岡銀行

3902 2722111063 静岡県 焼津冷蔵株式会社 1080001015402
伝統食材の焼津塩鯖を国内自動加工化しスライスまで
を一貫製造する体制の構築

焼津信用金庫

3903 2722111066 静岡県 デジタルセンセーション株式会社 1080401009904 現場に根付かせる高齢者ケア技術指導の高度化 浜松信用金庫

3904 2722111070 静岡県 株式会社ｉＳＥＥＤ　（アイシード） 6080101017707
生活環境センサーにより高齢者の異常を感知し、通信
ユニットを介してスマホに通知し、カメラ映像で確認でき
る“在宅、生活見守りシステム”の開発

三島信用金庫

3905 2722111072 静岡県 株式会社イトウ技電 8080401011003
２０ｍｍ以上の厚物ＬＥＤレンズの生産体制の確立と増
産計画

静岡銀行

3906 2722111076 静岡県 株式会社ハットリ製茶 6080001015125
急須で淹れたお茶と同じ味わいを再現するティーパック
の提供

焼津信用金庫

3907 2722111077 静岡県 さとう歯科技工所 　－
製作工程の自動化／内製化による非金属の歯の修復
物短納期提供

三島信用金庫

3908 2722111083 静岡県 山宗株式会社 4180001013764
アニール炉による大型で高品質な自動車用成形部品
の応力除去技術の開発

浜北商工会

3909 2722111084 静岡県 株式会社ディティールズ 7380002033887
常温除湿乾燥法による食べられるフルーツティーの開
発

ニア・コンサルティング株式
会社

3910 2722111086 静岡県 株式会社高柳製茶 4080001013832
静岡県産の抹茶・いちご・みかんをふんだんに使用した
スイーツの海外展開

島田信用金庫

3911 2722111090 静岡県 矢崎化工株式会社 7080001005331
ＩｏＴ活用による物流のトータルソリューションサービスの
提供

静岡銀行

3912 2722111092 静岡県 株式会社サツカワ 9080001008076
桜えび・シラス用の出荷に最適な勘合付きプラ容器蓋
の開発

静岡商工会議所

3913 2722111107 静岡県 有限会社みらい社 4080102007717 ３ＤＣＡＤシステム導入による即納体制の整備 沼津信用金庫

3914 2722111108 静岡県 有限会社空間工房匠屋 8080102017646
業務効率を改善させ、迅速タイムリーなルーチンワーク
を構築する

富士宮信用金庫

3915 2722111116 静岡県 株式会社岡崎製作所 7080001000869 多ロット生産対応の為の設備投資 清水銀行

3916 2722111118 静岡県 有限会社阿古屋製パン 7080402000294
塩分無添加のパン製造技術による無塩パンシリーズの
製造販売

株式会社ｂｉｚ

3917 2722111121 静岡県 有限会社野田フランジ 4080402020659
多品種な形材曲げ加工における、生産性向上と高精
度・高品質化

浜松信用金庫

3918 2723110002 愛知県 東海イオン株式会社 5180001020198
大型チタンスクリーン、チタン治具による、窒化処理とチ
タンコーティング同時処理計画

中日信用金庫

3919 2723110005 愛知県 杉浦工業株式会社 8180301005904
ステンレス素材を使用した熱間鍛造生産方法の革新取
り組み

岡崎信用金庫
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3920 2723110006 愛知県 東海挾範株式会社 4180001006917
超高精度複合小型研削盤導入による高精度内面研削
加工技術の確立

株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

3921 2723110010 愛知県 寺尾機械株式会社 6180001022318
新型設備導入による、高精度な電子部品端子のフォー
ムドローリング加工生産体制の構築

名古屋銀行

3922 2723110011 愛知県 有限会社アオイセイコウ 8180002058615
耐摩耗性と透明性で付加価値を向上させる射出成型の
技術革新

名古屋銀行

3923 2723110012 愛知県 株式会社伊勢安金網製作所 8180301005086
連続型金網端部巻付け加工機導入による精度向上と
低コスト・短納期供給体制の確立

蒲郡信用金庫

3924 2723110023 愛知県 株式会社ワークアップアサクラ 5180001092774
最新生産設備導入による、高品質冷間鍛造用素材の
高効率連続生産ラインの構築

大垣共立銀行

3925 2723110024 愛知県 後藤工業株式会社 7180001030229
製品精度・測定精度の向上を図り、先進技術と最新
ニーズへの適合化

愛知銀行

3926 2723110025 愛知県 日比野工業株式会社 7180301014872
先端自動車用部品市場獲得のためのデジタイザによる
高効率生産技術品の開発

西垣経営会計事務所

3927 2723110029 愛知県 株式会社環境科学研究所 8180001011830
スペシエーション分析技術の確立による食品輸出事業
者支援および新規市場の獲得

岐阜信用金庫

3928 2723110038 愛知県 有限会社大橋金型 9180002068720
高性能形彫り放電機と自社ノウハウの融合による金型
手磨きレス工程の確立

東濃信用金庫

3929 2723110039 愛知県 有限会社井上製作所 4180302017902
熱処理工程において、熱処理の均一性が極めて高い生
産技術の確立

西尾信用金庫

3930 2723110040 愛知県 株式会社明治機械製作所 6180001015668
自動車部品用検査治具のさらなる精密化・短納期化に
よる検査品質の向上の実現

株式会社エフアンドエム

3931 2723110042 愛知県 株式会社シーアイプラント 3180301009281 ニッケルペーストの大量生産体制の構築 岡崎信用金庫

3932 2723110047 愛知県 有限会社奥村鉄工 8180002017686
精密金属研削の超高精密化とコスト低減を実現する技
術の確立

名古屋銀行

3933 2723110048 愛知県 株式会社ティーエヌ製作所 3180001083148
化学発泡コアバック－プッシュ射出成形による軽量化
技術の確立

いちい信用金庫

3934 2723110049 愛知県 千路工業株式会社 6180301011821
切削技術の高度化による多工法部品のワンストップ受
注事業

岡崎信用金庫

3935 2723110050 愛知県 笹原金型株式会社 2180001078826
次世代自動車の軽量化に繋がるホットスタンピング金
型精密加工技術開発事業

瀬戸信用金庫

3936 2723110052 愛知県 有限会社石原ライト工業所 1180302000340
安全を高めるための付属品を装着した防災用ヘルメット
の試作開発

岡崎商工会議所

3937 2723110054 愛知県 株式会社ニノミヤ 8180301022750
新型ターボチャージャ部品の量産体制の確立を目指し
た精密加工設備と製品管理システムの導入

西尾信用金庫

3938 2723110057 愛知県 有限会社大島工作所 3180002091505
リニアモータ駆動ワイヤ放電加工機による次世代型ハ
イブリッド車等の検査用冶具の試作開発

名古屋銀行

3939 2723110058 愛知県 豊川印刷株式会社 8180301010383
小規模事業者に向けた小ロットのパッケージ等を含め
たトータルプロデュース

豊川信用金庫

3940 2723110063 愛知県 東海窯礦株式会社 7180001079101 廃触媒担体からの焼成加工によるレアメタル回収 瀬戸商工会議所

3941 2723110067 愛知県 有限会社片岡製作所 7180302018121
テーブル型ＮＣベンディングマシン導入による生産能力
向上と販路の開拓

西尾信用金庫

3942 2723110071 愛知県 上田金型製作所 　－
次世代自動車ワイパー用金型を短納期で製作する技
術の開発

愛知県中央信用組合

3943 2723110075 愛知県 有限会社荒木製作所 1180002010672
船舶向けエンジン用スラストワッシャの精密切削・精密
研削の新たな加工技術の開発

名古屋銀行

3944 2723110076 愛知県 エーワン株式会社 3180001073776
Ｉ ｏ Ｔ機器開発のベースとなるプログラマブルＭＣＵモ
ジュールの試作開発

税理士法人ＴＳＧ早川会計

3945 2723110079 愛知県 名興発條株式会社 8180001041324
板ばねの熱処理工程での歪を最小限に抑えるプレス加
工の開発

商工組合中央金庫

3946 2723110080 愛知県 伊藤精工株式会社 8180301013691
測定工程の高度化による高精度自動車部品の生産性
向上

株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

3947 2723110085 愛知県 有限会社八雲 6180302010236
新冷凍技術を活用したフルーツ・野菜を包餡した高品質
な冷凍和菓子の開発

豊橋信用金庫

3948 2723110089 愛知県 伊藤手帳株式会社 2180001066046
最新の手帳用三方裁断機の導入による６０万冊／１カ
月の生産体制の実現

株式会社エフアンドエム

3949 2723110093 愛知県 東海精密工業株式会社 9180301010671
新素材プラスチックを用いた高機能偏光サングラスレン
ズの量産化のための研究開発

名古屋銀行

3950 2723110106 愛知県 佐藤食品工業株式会社 5180001075845
最新型ミキサによる、高品質でリーズナブルな野菜・果
物パウダーの開発と市場獲得

名古屋銀行

3951 2723110107 愛知県 株式会社小垣江鉄工所 3180301013770
高効率立形複合研削盤導入による、研削加工プロセス
の改善

十六銀行

3952 2723110109 愛知県 ＮＣ　ＬＡＢＯ 　－
最新モデルの５軸マシニングセンタを導入しての３Ｄプリ
ンタの後加工表面処理プロセスの改善

碧海信用金庫

3953 2723110112 愛知県 トーシンテック株式会社 5180001026410
最新型ＣＮＣ旋盤機械導入による無駄のない生産工程
の確立と電子マニュアルでの技術者育成

三菱東京ＵＦＪ銀行

3954 2723110114 愛知県 瀧川オブラート株式会社 6180301024030
可食性インクによる “世界初” 食用プリントオブラートの
開発

豊橋信用金庫
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3955 2723110116 愛知県 山眞産業株式会社 9180001027520
桜から始まる四季折々の花や葉と果実など地産農産物
のスイーツ用素材の企画開発と製造加工

商工組合中央金庫

3956 2723110123 愛知県 いまはし歯科クリニック 　－
歯科治療において、切削治療時の環境改善による衛生
管理の徹底と見える化

十六銀行

3957 2723110127 愛知県 山田工機株式会社 9180001029038
最新型プレスブレーキを活用した曲げ加工工程の革新
による高精度加工と超短納期の両立

名古屋銀行

3958 2723110128 愛知県 株式会社新美利一鉄工所 9180303000043
最新レーザー加工機による高精度、高付加価値製品の
立体的な加工技術の確立

碧海信用金庫

3959 2723110130 愛知県 株式会社西成工業 7180001083350
高精度・高品質の金型を提供できる「微細加工技術」の
構築

名古屋銀行

3960 2723110131 愛知県 丸正精工株式会社 8180001001229
次世代燃料電池基幹部品における、革新的精密加工
による部品合理化の確立

名古屋銀行

3961 2723110137 愛知県 株式会社イトー 4180001014060 匠な技術を活かし、短納期での配達実現を図る事業 名古屋商工会議所

3962 2723110138 愛知県 株式会社マリエ 6180001053668
美容業＆ブライダル業の二毛作業態サービスの開発に
よるマリエスタイルの構築

十六銀行

3963 2723110139 愛知県 株式会社フコク東海 3180001040215
次世代自動車向け細型中空圧接ピストンロッドの製造
技術の確立事業

三菱東京ＵＦＪ銀行

3964 2723110143 愛知県 水野歯科クリニック 　－
口腔機能を守るためのインプラント治療迅速化プロセス
開発事業

名古屋銀行

3965 2723110144 愛知県 おしむら歯科 　－
歯科金属アレルギー診療の高度化による新規患者層
の獲得

特定非営利活動法人ＮＰＯ
ビジネスサポート

3966 2723110146 愛知県 株式会社オカベカミコン 6180001054402
樹脂製折り畳み式中仕切」の耐高温性能、強度、小寸
法対応等の製品の高度化

瀬戸商工会議所

3967 2723110149 愛知県 株式会社東海鋳造所 8180001081460
最新型鋳仕上げ機等の導入による低コスト・短納期製
造工程の開発

りそな銀行

3968 2723110150 愛知県 片野プラスチック工業株式会社 3180001006240
“オンリーワン技術” のバリなし長尺３次元パイプの特
注成形設備（ブロー成形機）の導入

名古屋銀行

3969 2723110151 愛知県 丸松織布株式会社 9180001083745 スポーツテープ向け二重織基布の開発・製造 愛知銀行

3970 2723110155 愛知県 株式会社ジェーピーマネジメント 2180001065345
海外取引を目指す中小製造業者と海外バイヤーとの仲
介サービスを提供するプラットフォームの構築

愛知銀行

3971 2723110156 愛知県 株式会社ＳＥＫＩ 7180301011787
光学機器の導入と熟練工が有するノウハウとの融合に
よる精密加工及び検査技術の高度化

豊橋信用金庫

3972 2723110158 愛知県 株式会社藤井鉄工所 9180301013261
精密機械加工技術を活用した自動車ブレーキ部品の製
造設備の高度化

碧海信用金庫

3973 2723110160 愛知県 不二精工株式会社 2180001007297
機械部品の高度化に対応する低歪み浸炭処理技術の
開発

愛知銀行

3974 2723110161 愛知県 株式会社機製作所 9180302014408
金属部品の樹脂化を推進する高強度樹脂材料の切削
加工技術の開発

豊橋信用金庫

3975 2723110162 愛知県 株式会社吉田鋳造研究所 6180001003152
次世代自動車向け燃料電池部品の量産化に貢献する
精密金型加工技術開発事業

名古屋銀行

3976 2723110163 愛知県 株式会社石実メッキ工業所 1180301015075
めっき浴の分解劣化を抑制した隔膜電極方式の亜鉛－
ニッケル合金めっき技術の開発

愛知県中央信用組合

3977 2723110164 愛知県 株式会社オプトン 8180001078713
三次元パイプベンディングマシンの曲げ干渉シュミレー
ションソフト開発

瀬戸信用金庫

3978 2723110165 愛知県 明光工業株式会社 1180001013718
鋳型等の精密洗浄市場獲得を目指すための酸性薬剤
による溶解洗浄の技術開発

末松昌樹

3979 2723110174 愛知県 中京クリニカルセンター 　－
がん治療の早期治療方針の確立につながるＨＥＲ２遺
伝子検査事業への本格的進出

瀬戸信用金庫

3980 2723110176 愛知県 中上製本所 　－
高齢者が楽しめる書籍製造の革新的取り組みによる新
規顧客開拓

愛知銀行

3981 2723110177 愛知県 株式会社丸栄産業合作社 9180001079256
軽量・高強度ファインセラミックスへのジルコニアコー
ティング技術開発事業

名古屋銀行

3982 2723110179 愛知県 有限会社大幸鉄工所 8180002087250
最新放電加工機と一貫した高生産性技術を融合した、
燃料電池製造装置への進出事業

碧海信用金庫

3983 2723110187 愛知県 有限会社三栄鞄 6180002011419
販売時期の早期化、デザインの多様性に対応するラン
ドセル生産体制の確立

株式会社エフアンドエム

3984 2723110192 愛知県 株式会社コーエー・テック 3180001079914
他社ではできない次世代自動車向けステンレスボルト
の高精度研磨

瀬戸商工会議所

3985 2723110193 愛知県 横山製陶株式会社 7180001079381
当社における新規事業進出において必須となる生産性
の向上

瀬戸商工会議所

3986 2723110194 愛知県 株式会社ヤスイ 1180302019075
トレードオフ関係にある課題の最適化による切削加工
技術の高度化事業

岡崎信用金庫

3987 2723110202 愛知県 ビニ・テック株式会社 5180001109693
環境対策素材によるデザイン性の高い手帳カバーの製
造技術の確立

名古屋銀行

3988 2723110203 愛知県 株式会社ミヅホ製作所 1180001069504
最新型スポット溶接機導入による品質向上・納期短縮
の実現

碧海信用金庫

3989 2723110204 愛知県 兼子精工株式会社 4180301012796
新型レーザー機導入による高品質金型の製造とコスト
削減

西尾信用金庫
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3990 2723110205 愛知県 株式会社くればぁ 4180301008621
世界初”ＰＭ２．５対策フィルター機能内蔵マフラー型マ
スク”の技術開発による欧州市場の創造

豊橋信用金庫

3991 2723110207 愛知県 山川精機株式会社 6180001084457
難削材であるハイス鋼切削加工の時間短縮による高精
度金型の生産性向上の実現

株式会社エフアンドエム

3992 2723110208 愛知県
有限会社ジェイ・シーワイヤリングシ
ステム

7180302026330
ワイヤーハーネス通信規格の高度化に対応する全自
動生産ラインの構築事業

十六銀行

3993 2723110217 愛知県 株式会社山下工作所 7180001023026
ボーイング向け７７７Ｘ等の航空機組立自動化における
組立ライン治具の製作事業

名古屋銀行

3994 2723110221 愛知県 株式会社名和エンジニアリング 8180001104691
生産ライン停止の危機から企業を救う多品種多素材の
スピード精密加工

名古屋銀行

3995 2723110226 愛知県 中日精工株式会社 1180301010051
今までにない機構を用いた減速機、およびそれに用い
る歯車の研究開発

豊川信用金庫

3996 2723110227 愛知県 株式会社イワタ 2180001024805
次世代航空機主要構造部品製造用治具の精密加工技
術開発事業

松川税理士事務所

3997 2723110236 愛知県 有限会社村田工業 1180002014946 短納期案件獲得と同業者向け鋼板加工新サービス 蒲郡信用金庫

3998 2723110237 愛知県 有限会社梅谷技研 4180002009258
切削加工の内製化による研削技術の高度活用と業務
プロセス改革

名古屋銀行

3999 2723110240 愛知県 株式会社タイヤショップ横井 6180001106161 法人顧客向けの出張型タイヤ交換サービスの確立 名古屋銀行

4000 2723110241 愛知県 株式会社石川屋 3180001091547
相場変動にあわせた仕入量の調整と仕入から販売をリ
アルタイムで結ぶ仕組みづくり

名古屋銀行

4001 2723110244 愛知県 株式会社建和 1180301012857
金属プレス分野における金型設計・製造の高度化によ
る納期短縮事業

岡崎信用金庫

4002 2723110245 愛知県 株式会社ヤマイチ 3180301019487
操作性や機能性向上のニーズに対応した電極チップの
試作開発及び生産性向上への取組

碧海信用金庫

4003 2723110253 愛知県 朝日理化株式会社 9180301022270
自動車の予防安全装置市場参入に向けたロボット成形
システム構築

西尾信用金庫

4004 2723110254 愛知県 ミヤマ工業株式会社 8180301019805
非接触式画像測定機を用いた三次元データ解析による
高精度Ｒ形状製品の開発力強化事業

岡崎信用金庫

4005 2723110255 愛知県 株式会社フジ紙業 3180001044827
全印刷工程をＩＴ化することで自動化し短納化を進め事
業拡大を図る

岐阜信用金庫

4006 2723110257 愛知県 富士凸版印刷株式会社 2180001009260
極小ロット印刷工程の見直しで生産効率の大幅向上を
実現する

瀬戸信用金庫

4007 2723110260 愛知県 有限会社モリサキ工芸 7180002056033
医療機器部品製造技術の高度化による、バリ不良ゼロ
の実現

尾西信用金庫

4008 2723110269 愛知県 株式会社マイセック 6180001026327 ホースヒーターａｒｍｏｒ（鎧）のＱＣＤを上げ世界戦略 十六銀行

4009 2723110270 愛知県 有限会社シュヴァインハイム 3180302020056 地場野菜を原料としたソーセージの開発・製造・販売 西尾信用金庫

4010 2723110273 愛知県 株式会社伊藤美藝社製版所 1180003004153 特殊立体印刷による時計文字盤加飾の生産性向上 中京銀行

4011 2723110278 愛知県 光基工業株式会社 3180001028061
ＴＰＰを契機とした食品産業の競争力向上に貢献する食
品関連製造装置部品精密加工進出事業

愛知銀行

4012 2723110279 愛知県 有限会社アルファ・エンジニアリング 6180002087491
高精度で複雑な高気密性リークテスト機の需要増に係
る生産体制の確立

名古屋銀行

4013 2723110280 愛知県 有限会社高橋精機 5180002006601
新型フライス盤を用いた超硬金属加工技術の高度化事
業

百五銀行

4014 2723110281 愛知県 株式会社昭栄精機 3180001092529
高精度シャフトの研削工程に対する革命的な試みによ
る生産力増強と付加価値の向上

西尾信用金庫

4015 2723110287 愛知県 有限会社エクセルデンタルラボ 9180302019258
「義歯製作システムの導入」による、入れ歯製作プロセ
スの革新・安全管理体制の構築事業

碧海信用金庫

4016 2723110290 愛知県 安井精工株式会社 7180001045557
荷重制御が可能な新型サーボプレスを活用した生産能
力の高度化計画

名古屋銀行

4017 2723110293 愛知県 マドラス株式会社 9180001011086
短納期生産体制の実現による「シーズン二期作」での
卸売事業強化

尾西信用金庫

4018 2723110295 愛知県 株式会社加藤螺子製作所 1180001080576
金属等の製品（部品）の工程改善により、生産性・品質
の向上・価格の低減を行い、自動車精密部品での市場
拡大を目指す

瀬戸信用金庫

4019 2723110296 愛知県 アイティテクノ株式会社 4180001045758
難易度の高い超硬金型の製作を可能とする加工技術
の開発

百五銀行

4020 2723110302 愛知県 助川鉄工株式会社 4180001078923 高温用固体潤滑剤ワックスの安定製造技術の確立 瀬戸信用金庫

4021 2723110303 愛知県 丸吉工業株式会社 5180001052159
精密円筒研削盤導入による研削技術の高度化と生産
効率の向上

中京銀行

4022 2723110304 愛知県 朝日精密工業株式会社 4180301022960
最新５軸加工機導入による、高精度・低コスト・短納期
金型製作技術の確立

西尾信用金庫

4023 2723110308 愛知県 奥野工業株式会社 8180301013774
先端設計技術、高精度金型製造技術を確立するため、
新世代知能化マシンのシステムを導入し、燃料電池自
動車等分野への事業展開を図る

碧海信用金庫

4024 2723110310 愛知県 曙工業株式会社 4180301012623
高精度ＮＣ・ワイヤ放電加工による医療用ロボット部品
への高付加価値化への取組

碧海信用金庫
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4025 2723110311 愛知県 知多製鋲株式会社 5180001092824
コスト削減に向け後工程で切削加工を不要とする冷間
鍛造の高精度化

西尾信用金庫

4026 2723110315 愛知県 株式会社鈴波 8180001037149
発酵バイオ技術を用いて酒粕及び味醂粕を活用した新
たな発酵調味料の開発・製造・販売事業

愛知銀行

4027 2723110319 愛知県 金山化成株式会社 7180301022396
精密加工が可能な最新ＮＣ工作機械と三次元測定機の
導入による生産体制の内製化

西尾信用金庫

4028 2723110320 愛知県 株式会社アイチケン 4180001087321
社寺建築における木材加工セントラルシステム導入に
よる生産性向上

江南商工会議所

4029 2723110321 愛知県 株式会社タイセイプラス 8180001045481
ブロー成形品加工におけるロボットレーザー加工機を用
いた加工技術革新および加工機レス化

商工組合中央金庫

4030 2723110323 愛知県 丸福製菓株式会社 5180001027227
新製品開発に向けた、製造工程の改善による製品ロス
解消と生産性向上の取り組み

愛知銀行

4031 2723110328 愛知県 株式会社カンダ住建 9180001098537 商業施設用特注家具の生産プロセス改善 愛知銀行

4032 2723110331 愛知県 有限会社余吾精工 8180002049779
三次元ＣＡＤ加工に係る複雑形状品製造体制確立のた
めの生産性改善事業

中日信用金庫

4033 2723110332 愛知県 キングラン東海株式会社 9180301009813
女性患者の満足と女性雇用を創出する、女性カーテン
メンテナンスサービスの展開

蒲郡信用金庫

4034 2723110334 愛知県 船橋株式会社 4180001032533
日本発！超音波ミシンを使用した優れた防血特性を持
つ作業服の開発事業

名古屋商工会議所

4035 2723110338 愛知県 星野鉄工株式会社 8180001052370
建築鉄骨の製造効率を飛躍的に高め、大型製品の受
注が可能になる最新型大組溶接ロボットの導入

中日信用金庫

4036 2723110342 愛知県 ダイキ精工株式会社 6180301013033
超ハイテン材加工の高精度化による軽量自動車骨格部
分の試作開発事業

安城商工会議所

4037 2723110343 愛知県 株式会社森鉄工所 8180001015740
原子力発電所向けステンレス製高圧キャップ用深絞り
プレス金型の一貫生産技術の開発

十六銀行

4038 2723110345 愛知県 新郊パイプ工業株式会社 6180001014612
ゴム成形ホース用の型の市場獲得を目指すための生
産効率向上の技術開発

岡崎信用金庫

4039 2723110348 愛知県 株式会社白鳩 7180001014685
不織布プリーツマスク国産化による顧客満足度及び付
加価値向上事業

大垣共立銀行

4040 2723110352 愛知県 株式会社山田製作所 9180001098495
ＩｏＴを用いた小型ハブベアリング用外輪の試作開発か
ら製品化までの期間短縮

名古屋銀行

4041 2723110354 愛知県 株式会社ラポール 2180301022789
試作開発における５軸ＭＣによる高精度歯車切削の新
工法確立

岡崎信用金庫

4042 2723110355 愛知県 株式会社ジュトク 2180301005819
農業、製造業向けの生産及び品質向上等に役立つ特
殊資材への立体印刷技術の開発

豊橋信用金庫

4043 2723110358 愛知県 有限会社エスジーケー 8180302000441
レーザー溶接機・ＮＣ旋盤導入による溶接・切削技術の
高度化および家庭用燃料電池部品の開発

碧海信用金庫

4044 2723110360 愛知県 渡辺精密工業株式会社 7180001007706
航空宇宙産業向け組付治具（測定・加工治具）の品質
向上と加工・評価時間短縮を目的とした最新設備導入

名古屋銀行

4045 2723110362 愛知県 三貴ホールディングス株式会社 8180001014511
車いすの樹脂部品の試作内製化による豊富な使用感と
デザインの実現

株式会社エフアンドエム

4046 2723110368 愛知県 株式会社エル・ジーシー 6180301014667
自動車部品収納箱におけるドイツ規格に適合したウレ
タンシートの製造技術の開発

西尾信用金庫

4047 2723110371 愛知県 株式会社松岡鐵工所 1180001028864
世界初のセラミックス製ダイキャスト金型実用化に向け
た加工技術開発事業

棚橋泰夫

4048 2723110375 愛知県 株式会社タマリ工業 6180301022950
レーザー加工機市場の受注倍増を目指すための革新
的高機能デジタル生産システムの構築

岡崎信用金庫

4049 2723110376 愛知県 ミズホクラフト株式会社 8180001070455
航空産業向け修理用治具の修理工程プロセス高品質
化の為の多点式センサー機器の開発

大垣共立銀行

4050 2723110377 愛知県 株式会社カスプデンタルサプライ 4180001023400
高精度デンタルスキャナー導入による生産性向上と歯
科技工技術の高度化

碧海信用金庫

4051 2723110379 愛知県 株式会社ミヅホ技研産業 7180001024362
現顧客シェア確保及び新規開拓のための、Ｌ型塗料継
手の内径形状改善

名古屋銀行

4052 2723110386 愛知県 光工業株式会社 4180001092684
インコネル・ハステロイ等の特殊鋼における薄板溶接技
術の確立

碧海信用金庫

4053 2723110388 愛知県 株式会社シンキレーザ 5180301005865
ファイバーレーザー加工機導入に伴うＩｏＴ化による工場
の生産性向上

名古屋銀行

4054 2723110389 愛知県 木下精密工業株式会社 7180001011930
高性能ワイヤー放電加工機導入による精密加工技術
の高度化と製造リードタイムの短縮

名古屋銀行

4055 2723110400 愛知県 フジイ化工株式会社 3180301013259
スクリーンチェンジャーの導入による、高純度再生樹脂
の安定供給化と海外販路開拓事業

安城商工会議所

4056 2723110403 愛知県 株式会社八幡ねじ 5180001101915
「高精度転造送りねじ」の技術開発によりＦＡ及びロボッ
ト市場の顧客獲得

百五銀行

4057 2723110412 愛知県 日多加産業株式会社 7180001092681
遠隔監視・制御対応型射出成形機及び集中管理システ
ム導入による高精度成形技術開発

大府商工会議所

4058 2723110419 愛知県 真和興業株式会社 8180001082871
テーブル型ショットブラストによる表面処理加工を活用し
た亜鉛めっきの膜厚均一化と耐食性向上

尾西信用金庫

4059 2723110423 愛知県 有限会社塩野谷鉄工所 6180302007744
ターボ部品市場の拡大にともない仕上げ加工工程の高
度化を目指す

岡崎信用金庫
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4060 2723110424 愛知県 株式会社松江鉄工所 5180301015518
航空機部品の橋げた加工法で生産性の向上とダントツ
品質の実現

西尾信用金庫

4061 2723110431 愛知県 富士工機株式会社 2180001084386
放射能汚染廃棄物の焼却処理における革新的なプラン
ト開発

商工組合中央金庫

4062 2723110433 愛知県 株式会社鳥居造園 4180301015411
地域初！庭を商品化し品質の見える化の実現を目指し
た庭園パターン開発

碧海信用金庫

4063 2723110438 愛知県 株式会社知多スプリング 6180001093961
次世代自動車部品成形治具量産体制の構築と地域製
造業の競争力強化

名古屋銀行

4064 2723110441 愛知県 株式会社キノエ 9180301020984
高精度ＣＮＣ複合旋盤の導入による高信頼性試作部品
の生産体制確立と若い世代の技術力向上

岡崎信用金庫

4065 2723110442 愛知県 株式会社東洋発酵 1180001092638
アトピー性皮膚炎に悩む女性のためのバラ発酵化粧品
素材の試作開発

大垣共立銀行

4066 2723110446 愛知県 有限会社協同プラスチック 4180002009431
大型導光板を用いた室内設置が可能な広告看板の試
作開発事業

大垣共立銀行

4067 2723110450 愛知県 丸石醸造株式会社 6180301001979
バッチ式散水型加熱殺菌装置の導入による充填工程
の刷新で着色及び熟成香を抑制し、酒質向上と安定化
を図る

岡崎商工会議所

4068 2723110452 愛知県 株式会社サンケン 9180001100186
ＣＦＲＰリサイクル端材炭素短繊維の再資源化装置の更
新とその事業化

名古屋商工会議所

4069 2723110453 愛知県 株式会社モンテイプロダクト 3180001011240
新型刺繍機 （サガラ ・ ジャガード両用機） 導入による、
加工技術高度化での付加価値拡大と生産性拡大

税理士法人石川経営

4070 2723110458 愛知県 有限会社イワタ防水布商会 9180002075733
厚手ビニール生地の接合に係る製品向上・安定化及び
生産性向上

尾西信用金庫

4071 2723110467 愛知県 株式会社来光工業 7180001013860
高精度、短納期、複雑形状に対応した生爪製品の自社
一貫生産体制の確立

東春信用金庫

4072 2723110470 愛知県 有限会社伊藤製作所 9180002068043
最新鋭設備導入による次世代燃料電池自動車用部品
の品質と生産性の向上

東春信用金庫

4073 2723110471 愛知県 有限会社シミズ精工 5180302006004
大型金型 ・ 複雑形状製品」の独自レーザー溶接加工
による、「高カスタマイズ性」と「短納期化」の高度化計
画

税理士法人森田経営

4074 2723110472 愛知県 クサマ工業株式会社 6180301015203
難削材である白銑を用いた鋼材搬送ローラーの更なる
高性能化に向けたキー溝加工技術の開発

西尾信用金庫

4075 2723110473 愛知県 株式会社スナップショット 9180001054688
リクルーティングの市場獲得を目指すために人工知能
を活用した人財活用支援システム事業の試作開発

中日信用金庫

4076 2723110475 愛知県 アイチフーズ株式会社 7180301009658
愛知県産アサリのボイルむき身の生産プロセスの革新
と食の安全と愛知ブランドの確立

豊橋商工信用組合

4077 2723110486 愛知県 有限会社ナカシマ金型 8180302026890
深穴リブ形状加工及びエア抜きピン跡の残らない加工
等の高性能金型加工技術の開発

税理士法人森田経営

4078 2723110487 愛知県 株式会社半谷製作所 8180001092672
成形性解析システムを導入した自動車部品のプレス加
工における高速・高精度設計技術の開発

商工組合中央金庫

4079 2723110488 愛知県 コクサイエンジニアリング株式会社 9180002025663
燃費向上を目指したノンフリクション製品に向けての金
型高精度加工とＩＴ化による生産性の向上

岡崎信用金庫

4080 2723110489 愛知県 アルメック株式会社 6180001069482
金属リサイクル率大幅向上達成の為、高性能破砕機
ローターを導入し破砕性能を向上させる

西尾信用金庫

4081 2723110494 愛知県 株式会社勝川ランドリー 1180003009986
高品質クリーニングと利便性の高い受け渡しサービス
の提供による顧客の開拓

春日井商工会議所

4082 2723110501 愛知県 株式会社磯村製作所 2180001024730
ＩｏＴを活用した航空宇宙分野部品の精密切削加工から
検査工程までの制御技術の開発

十六銀行

4083 2723110504 愛知県 株式会社中部精工 6180001066819
「画像処理方式」のガイド穴開け機導入による半自動化
に向けた生産プロセスの抜本的見直し

名古屋銀行

4084 2723110505 愛知県 有限会社斉藤製作所 8180302007478
自動車エンジン高性能化による燃料フィルターの耐圧
向上の試作及び開発量産

名古屋銀行

4085 2723110506 愛知県 有限会社環境テクシス 3180302016129
リサイクルに関する受発注システムによる業務品質の
向上

豊橋信用金庫

4086 2723110508 愛知県 株式会社シーエル化工 7180001079407
自動ビス打ちロボット導入による自動車アッセンブリー
品受注体制の構築

瀬戸信用金庫

4087 2723110518 愛知県 中部高熱工業株式会社 3180001098427
省エネ・小型化・多様化を可能にする真空窒化装置の
試作開発

愛知銀行

4088 2723110522 愛知県 株式会社成田製作所 3180001010795
ＩｏＴを活用した複雑な溶接構造物の組付け作業の生産
性改善

岡崎信用金庫

4089 2723110528 愛知県 ナガサキ工業株式会社 1180001028591
多工程曲げの自動化と熟練曲げ技術の高度化による１
個流し生産体制の確立事業

岡崎信用金庫

4090 2723110529 愛知県 有限会社弘毅 3180002075284
自動車の軽量化ニーズに応えるＣＦＲＰ型ＳＭＣ金型の
試作開発、受託製作

犬山商工会議所

4091 2723110532 愛知県 株式会社マルホウ 3180001067464
日本初！剥離機と研磨機を利用した道路橋床版を破壊
しない防水層撤去工法の提供

名古屋銀行

4092 2723110533 愛知県 有限会社栄鋼商事 8180302021512
次世代自動車基幹部品の、革新的なリサイクル手法の
確立

名古屋銀行

4093 2723110534 愛知県 クラフト株式会社 6180001115105
天然大理石と愛知県産材を基調としたオーダーキッチ
ンインテリアのブランド力の強化

岡崎信用金庫

4094 2723110537 愛知県 有限会社ＴＮＥ 4180002041962
「新工法」に基づくスポット溶接の電極先端整形に用い
る整形部品の開発・製造販売

名古屋銀行
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4095 2723110538 愛知県 新美株式会社 4180001092338
重帆布仕様に改良した広幅用シャットル織機導入によ
る高付加価値生地の製作

阿久比町商工会

4096 2723110539 愛知県 有限会社イナテック 9180302015100
次世代ロボット部品の受注獲得を目指す、革新的精密
加工技術の開発事業

岡崎信用金庫

4097 2723110552 愛知県 株式会社ホシノ 9180301007065
ＩｏＴを活用して精密加工技術の標準化を図り、特殊切
削工具の量産体制を構築する

岡崎信用金庫

4098 2723110557 愛知県 榮製機株式会社 5180301009874
「自動車用金型」の一貫生産における短納期化と低コス
ト化の実現

蒲郡信用金庫

4099 2723110558 愛知県 松永種苗株式会社 6180001087666
農業の工業化に資する粒揃いな種子の選別と原価適
正化の取り組み

江南商工会議所

4100 2723110559 愛知県 黒田商事株式会社 5180301015732
日本初のＡ３ノビサイズ対応のセラミック用レーザープリ
ンターによる高画質絵付け陶板の生産体制の確立

碧海信用金庫

4101 2723110562 愛知県 ホッコー株式会社 7180001040590
配電柱等の劣化箇所を容易に特定、記録する新方式
の測定計測装置

春日井商工会議所

4102 2723110568 愛知県 株式会社斎藤塗工店 4180301005684
建設業職人向け人材登録サイトにより職人探索の効率
化及び新たなサービス事業を展開する

豊橋信用金庫

4103 2723110571 愛知県 宇佐美商店 　－
単一農家米の市場拡大および気候変動における品質
安定への対策

岡崎信用金庫

4104 2723110574 愛知県 株式会社田中金型製作所 7180001000743
革新的な電極材である銅含浸グラファイト専用加工機
導入による生産性の向上

大垣共立銀行

4105 2723110579 愛知県 久野金属工業株式会社 5180001014373 ＩｏＴを利用した革新的な平面研磨加工技術開発 大垣共立銀行

4106 2723110583 愛知県 株式会社東海サンブラー 4180001076217
有機溶剤（ＶＯＣ）ガス抑制による環境に配慮した生産
体制の確立

大垣共立銀行

4107 2723110585 愛知県 株式会社ハヤカワ製作所 7180001074779
産業機械と民生電気機器向けの電線加工技術の融合
によるプロセス改善

春日井商工会議所

4108 2723110588 愛知県 株式会社ティエムエフ 9180001084776
ＣＣＤカメラ位置決め装置付型抜機導入により位置決め
精度向上による高度化事業

尾西信用金庫

4109 2723110589 愛知県 三晃金属株式会社 4180001075929
都市型建築デザインの進化を支える金属板金加工のＩｏ
Ｔ技術革新

名古屋銀行

4110 2723110591 愛知県 有限会社齊藤工業 6180002083433
鍛造製品の金型製作に貢献する治工具開発能力を活
かした精密切削加工技術高度化体制の確立

名古屋銀行

4111 2723110592 愛知県 中京化学株式会社 7180001086015
軟包装パッケージ製造における高精度な『色見本』体制
の確立

岐阜信用金庫

4112 2723110599 愛知県 ７カラーズ株式会社 9180001108130
昇華転写出力機の導入による地域貢献にこだわった製
作プロセスの創出と販路拡大

名古屋銀行

4113 2723110603 愛知県 伊藤機工株式会社 7180001014066
鋳造品の競争力及び付加価値向上のため三次元測定
装置を導入するプロセス改善

碧海信用金庫

4114 2723110604 愛知県 株式会社松澤製作所 1180001020879
拡大する冷熱設備需要に対応すべく、精度向上と工数
低減を両立させる加工機導入

岐阜信用金庫

4115 2723110607 愛知県 株式会社トーメーコーポレーション 9180001049671
広範囲走査型レーザー顕微鏡一体型光干渉断層計の
要素開発

静岡銀行

4116 2723110613 愛知県 宮川産業株式会社 3180301007905
フルカラー電子色彩選別機による原材料由来異物の除
去工程の高精度化と高速化の実現

豊橋商工信用組合

4117 2723110620 愛知県 株式会社鳴海合金製作所 6180001028661
樹脂・金属部品加工の精度向上のための検査体制の
確立

第三銀行

4118 2723110625 愛知県 東海鉄工株式会社 5180301018850 ＩｏＴ技術を活用した高張力鋼板プレス加工技術の確立 岡崎信用金庫

4119 2723110632 愛知県 株式会社福井鉄工所 3180001007271
「冶具・検具の受注」に関し、「受注価格及び受注量を増
大」させるためのプロセス改善

中京銀行

4120 2723110633 愛知県 国光スプリング工業株式会社 2180001078413
最新のコンピュータ制御コイリングマシン導入による、従
来より線径の太い製品の製造、高品質、低価格を実現
する生産体制の構築

名古屋銀行

4121 2723110635 愛知県 株式会社神善 8180301012776
タレットパンチング・レーザ複合加工機の導入による、
フォークリフト用大型ボディ部品の多品種・少量・短納期
生産手順の確立と業界標準化

安城商工会議所

4122 2723110638 愛知県 株式会社アイワ 2180001087752
導電性樹脂用成形金型の導入と押出成形技術を活か
した導電性低発泡樹脂製品の生産技術の確立

アルファ税理士法人

4123 2723110641 愛知県 株式会社名古屋オイルレス 4180001026510
ＩｏＴを用いた複数製品対応の組立検査ライン構築によ
る生産性向上と競争力強化

名古屋銀行

4124 2723110645 愛知県 株式会社近藤機械製作所 7180001010189
航空機ジェットエンジン用軸受けと自社ブランド製品の
製造工程における量産体制の高度化

名古屋商工会議所

4125 2723110650 愛知県 株式会社大成製作所 2180301022905
合板機械の北米市場開拓を目指すための生産工程改
善

西尾信用金庫

4126 2723110654 愛知県 大日工業株式会社 8180001074381
高性能プレスブレーキと自社技術との融合による「試作
品」と「多品種小ロット部品」製造の効率化

東春信用金庫

4127 2723110656 愛知県 藤工業株式会社 7180001007284
クリーンディーゼルエンジン部品生産治具の精度向上
及び時間短縮と技術伝承

中京銀行

4128 2723110660 愛知県 株式会社山田ドビー 1180001084461
次世代環境保護とエコカーの核となるＥＶ用モータ生産
のための新型プレス機開発

尾西信用金庫

4129 2723110664 愛知県 株式会社南山園 3180301013176
新技術を用いた抹茶生産設備による低コスト化並びに
輸出販路拡大

安城商工会議所
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4130 2723110668 愛知県 株式会社豊島技研 2180301004829
ＴＤ処理の生産技術の高度化による自動車関連部品の
ＱＣＤ改善と木工用・医療用刃物への展開

岡崎信用金庫

4131 2723110670 愛知県 落合ライト化学株式会社 2180001094220
リサイクル材を活用した道路交通の安全性を高める「防
草支柱カバー」の開発

愛知銀行

4132 2723110671 愛知県 アドバンスフードテック株式会社 1180301004961
食品向けフィルムの金属異物混入検査に係わる検査装
置の開発と販路拡大計画

豊橋商工信用組合

4133 2723110674 愛知県 フジデノロ株式会社 6180001076396
短納期要求時代対応型 多品種少量生産のＡＩ 自動加
工プログラム作成を含む省人化Ｓｙｓｔｅｍ

大垣共立銀行

4134 2723110683 愛知県 株式会社ウチダ製作所 6180002088168 スマート金型による金型保守受託サービスの構築 碧海信用金庫

4135 2723110684 愛知県 株式会社丸菱製作所 1180001075007
横中ぐり盤の導入による、高効率高精度な特注生産体
制の構築

十六銀行

4136 2723110686 愛知県 株式会社丸鉦 6180001027192
本物の日本食の味の提供に向けた海外への「鰹節ダシ
パック」の販路拡大に係る生産体制の構築

名古屋銀行

4137 2723110687 愛知県 小笠原アルミ工業株式会社 2180301015108
複雑形状かつ１００ｋｇ超部品の鋳造生産と品質保証体
制の構築

株式会社エフアンドエム

4138 2723110688 愛知県 株式会社クラタ 8180301014698
自動車ブレーキ部品の生産技術の革新及び新たな検
査体制による品質の向上

株式会社シーピーエーコン
サル

4139 2723110689 愛知県 株式会社サンビーオフィス 8180001036480
電子基板製造技術における自動光学検査装置を用い
た新たな検査方法の確立

株式会社シーピーエーコン
サル

4140 2723110702 愛知県 株式会社瑞木製作所 1180001079692
高精度・高速立形ＭＣ導入により航空宇宙部品の更な
る高精度加工技術の確立

瀬戸信用金庫

4141 2723110704 愛知県 有限会社アイワ技研 5180302000320
精密金属加工技術を活かした金属彫刻製品の新規開
発

西尾信用金庫

4142 2723110716 愛知県 福冨金属株式会社 8180001092697
画像寸法測定器導入による難形状・超精密部品の製品
保証を可能とする品質保証体制の構築

西尾信用金庫

4143 2723110719 愛知県 株式会社スズオキデザイン 9180301021792
分散レンダリングによる工業デザイン開発支援サービス
の高効率化

安城商工会議所

4144 2723110721 愛知県 株式会社三井屋 4180001083840
若い世代向けに低価格で着付け不要の「洋服キモノ」の
開発・提供

十六銀行

4145 2723110723 愛知県 浜田工機株式会社 6180001028736 歯車・ギアの製造工程革新による海外展開拡大事業 岡崎信用金庫

4146 2723110724 愛知県 株式会社ベストプランナ 5180001106492
業務の合理化を図るトータルスタジオ運営システムの
開発

株式会社ヒューマンネット・
コンサルティング

4147 2723110725 愛知県 有限会社丸豊 2180302010883
スタジオ併設、着付け～撮影～電子アルバムのワンス
トップサービス

豊川信用金庫

4148 2723110731 愛知県 株式会社コウエキ 6180001012054
エレベーター用部品の生産体制におけるコスト削減と短
納期化

株式会社エフアンドエム

4149 2723110743 愛知県 ダイエンジニアリング株式会社 8180301013048
高度な三次元造形技術を展開し新たに医療、自動車
モックアップ制作分野への進出

安城商工会議所

4150 2723110745 愛知県 きもの和楽かね宗 　－
きものの超音波クリーニング技術・窒素ガス封入保管
サービスの提供による、きもの購入価値の向上

安城商工会議所

4151 2723110747 愛知県 株式会社三栄シリカ 3180301000777
バインダー使用量を削減した鋳造用鋳型砂製造のため
の研磨量決定手法の構築

株式会社エフアンドエム

4152 2723110749 愛知県 ササキセルム株式会社 7180001082716
試作品の内製化を図りデザイン数増加・コスト削減・短
納期を実現

一宮商工会議所

4153 2723110751 愛知県 増田金属工業株式会社 9180001080916
ハイスピードマイクロスコープとデジタル電動サーボプレ
ス機の導入による短納期・高品質・低コスト化

株式会社シーピーエーコン
サル

4154 2723110752 愛知県 株式会社テクノ豊栄 4180001097287
金属製品加工における新たな高精度複合加工技術の
確立

株式会社シーピーエーコン
サル

4155 2723110753 愛知県 株式会社ユーアイテクニカ 2180001067275
「すべらないクランプ」の様々なパイプサイズへの”応
用”とその効力の実証

三井住友銀行

4156 2723110756 愛知県 有限会社寺部鉄工所 1180302008581
部品の一体化・複雑形状化が進む自動車精密部品に
対する高度測定技術の開発

豊橋信用金庫

4157 2723110757 愛知県 株式会社竹昇精工 8180301011175
生産プロセス革新による、サーボモータ向け中空軸の
高精度・低コスト加工技術の開発

蒲郡信用金庫

4158 2723110760 愛知県 有限会社ハヤセ 4180002054031
全自動施工管理制御システム導入による地盤改良工
事の生産性向上及び施工管理データの信頼性向上

株式会社シーピーエーコン
サル

4159 2723110761 愛知県 壽編物株式会社 4180001025421
最新型編機による納期短縮・編みパターン拡大と新市
場獲得

中京銀行

4160 2723110762 愛知県 友新精機株式会社 8180301019524
燃料電池自動車の量産化に向けた燃料電池向けメタル
セパレータ用金型の高精度化計画

株式会社エフアンドエム

4161 2723110764 愛知県 小澤金属工業株式会社 8180001016342
新型ＮＣ４軸加工機導入による高精度部品の生産と短
納期化の実現

十六銀行

4162 2723110765 愛知県 サキョー株式会社 6180001019495 製袋における熱穴多孔加工技術の開発 中京銀行

4163 2723110771 愛知県 株式会社サムス 9180001074190
工程強化によりローコスト・高品質・短納期・高密度実装
を実現する生産体制の確立

中日信用金庫

4164 2723110772 愛知県 有限会社ヤマト技研 3180302024338
自動車用プレス金型製造業者の生産技術の高度化に
よる航空機部品産業参入への挑戦

岡崎信用金庫
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4165 2723110773 愛知県 株式会社竹田鉄工所 2180302020115
大口径ブレーキディスク等大型旋盤加工品の生産プロ
セス改善

愛知県中央信用組合

4166 2723110778 愛知県 ナカノ精工株式会社 6180001074631
プラスチック射出成形品箔押し加工の内製化による不
良率低減とリードタイム短縮

岐阜信用金庫

4167 2723110780 愛知県 岩瀬鉄工株式会社 8180301022321
最新ＣＮＣ複合加工機の導入による革新的な横穴加工
技術の開発

岡崎信用金庫

4168 2723110781 愛知県 株式会社澤田工業所 5180001092808
ステンレス素材の機械加工製品量産化による燃料電池
（ＦＣ）フォークリフト部品製造事業への参入

名古屋銀行

4169 2723110784 愛知県 株式会社本田鉄工所 7180001020840
大径・長尺・難削材ロールに対する高品質・高精度・高
効率な旋盤加工技術の確立

名古屋銀行

4170 2723110787 愛知県 伊藤金型工業株式会社 2180001023253
自動車産業のイノベーションを視野に入れた短納期化・
低コスト化の実現

株式会社エフアンドエム

4171 2723110789 愛知県 株式会社三琇ファインツール 6180301015764
最新放電加工機導入及び加工技術の開発による超精
密金型生産能力の改善事業

岡崎信用金庫

4172 2723110796 愛知県 有限会社杉浦加工 3180302001543
自動車におけるアルミ製インストルメントパネルＲ／Ｆ部
品の受注体制の構築

碧海信用金庫

4173 2723110797 愛知県 リープ 　－
カッティングプロッタによる、生産プロセスと小規模事業
向けの革新

瀬戸信用金庫

4174 2723110811 愛知県 株式会社武山精密 6180301015814
取引先の工程短縮及び品質改善を果たす樹脂成形金
型技術の開発事業

岡崎信用金庫

4175 2723110814 愛知県 中森技研株式会社 2180001097603
次期大型旅客機製造用治具の品質保証強化のための
レーザー計測技術開発事業

桑名信用金庫

4176 2723110819 愛知県 株式会社丸福繊維 9180301022634
３次元ＣＡＤ技術を活用したものづくりで製品のデザイン
競争力を強化

西尾信用金庫

4177 2723110823 愛知県 榊原工業株式会社 1180301023276
複雑形状中子の製造における、ロボット導入によるバリ
取り工程の効率化と高精度化

西尾信用金庫

4178 2723110824 愛知県 有限会社キットカッター 6180002091056
社会的課題である道路上における歩行者・自転車の転
倒事故対策として、道路面より凹んでいる樹脂製道路
反射鋲の試作開発

名古屋銀行

4179 2723110825 愛知県 アイコー株式会社 5180301013637
コスト競争力向上に向けた自動車超精密切削加工部品
の試作開発事業

中京銀行

4180 2723110835 愛知県 株式会社榎本化成工業所 7180001019032 ＰＢＴ／ＰＣ樹脂のアロイ材による成形の歩留り改善 岐阜信用金庫

4181 2723110837 愛知県 有限会社ハチスカテクノ 1180002089848
超硬合金材金型パーツ部品等製造のための超精密ワ
イヤ放電加工機による製造プロセス革新

桑名信用金庫

4182 2723110838 愛知県 兼子合金株式会社 4180301022977
鋳砂の再生率向上による鋳物製造の低コスト、短納期
化

西尾信用金庫

4183 2723110840 愛知県 株式会社三協 7180301011036 複合マシニングセンターの導入による生産性向上 蒲郡信用金庫

4184 2723110849 愛知県 日本街路灯製造株式会社 9180001022562
パンチレーザ複合加工機の導入による生産性の向上と
高品質化を図り省エネ・防災対策となる付加価値の高
いサイン（案内板）の試作開発を行う

商工組合中央金庫

4185 2723110855 愛知県 鈴木特殊鋼株式会社 5180001019785 精密切断加工技術を応用した量産体制の確立 岡崎信用金庫

4186 2723110859 愛知県 豊國工業株式会社 7180301007018 切削工具開発のロボット化と短納期化体制の構築 商工組合中央金庫

4187 2723110860 愛知県 株式会社サン・タカハシ 9180301001027
油圧高圧配管用継手の製造技術向上による高付加価
値化事業

岡崎商工会議所

4188 2723110865 愛知県 有限会社イワオ綱業 3180302015089
多様化するユーザーニーズに対応した高品質な細物
ロープ開発と生産体制の確立

蒲郡信用金庫

4189 2723110871 愛知県 マルエム工業株式会社 3180301011329
ハイテン材を用いた自動車部品ヘッドレストの軽量化計
画

蒲郡信用金庫

4190 2723110873 愛知県 一宮工業株式会社 7180301009757
三次元データに基づく溶接加工における歪み取り技術
の高度化

岡崎信用金庫

4191 2723110875 愛知県 株式会社遠松製作所 2180001097628
当社技術と最新複合機導入による、アルミ製道路表示
板の革新的な生産プロセスの構築

名古屋銀行

4192 2723110876 愛知県 株式会社津島製作所 4180003012211
難削材加工に適した次世代型の超硬切削工具の試作
開発

尾西信用金庫

4193 2723110879 愛知県 有限会社間瀬プレス工業所 3180002083956 顧客の要望に応えるための金型製造工程の革新 碧海信用金庫

4194 2723110887 愛知県 有限会社山田木工 1180002071368
マイクロ・ロットでも対応する美粧ケース・商品開発製造
販売事業

中日信用金庫

4195 2723110888 愛知県 株式会社エコ・テクノロジー 3180001062580 押出し金型成形による、小型風力発電機の翼の開発
公益財団法人中部科学技
術センター

4196 2723110890 愛知県 旭光撚糸有限会社 6180002076206
異種未混入炭素繊維クズの再利用（繊維技術活用によ
る再生糸の試作）

井上新経営会計事務所

4197 2723110893 愛知県 愛産樹脂工業株式会社 5180301022241
高級自動車向け高精度製品受注獲得のためのＩｏＴ活
用による生産体制強化

岡崎信用金庫

4198 2723110895 愛知県 東新ゴム化学株式会社 7180301019707
プリンター用ゴム部品の高精度化等のための成形方法
の開発

愛知銀行

4199 2723110900 愛知県 株式会社三洋製作所 1180001028187
高精細技術を活用したプラスチック新素材製品開発に
よる新市場開拓

愛知銀行
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4200 2723110901 愛知県 有限会社エヌエスケイ 6180002074630
最新型５軸加工機導入による複雑形状の部品加工事
業

大口町商工会

4201 2723110902 愛知県 中京フロン株式会社 7180001051159
ＳＦ６の分割式液化回収精製装置の企画、導入による、
新方向での回収、再生処理システムの構築

高橋美貴税理士事務所

4202 2723110910 愛知県 有限会社伊藤金型 2180302000348
ハイブリッド生産方式による金型の超短納期生産を実
現

碧海信用金庫

4203 2723110917 愛知県 旭電気製鋼株式会社 3180301022268
『炉内耐熱部品』の量産化による新規市場への参入と
付加価値の向上

岡崎信用金庫

4204 2723110919 愛知県 株式会社寿原テクノス 7180001086279
低コスト化・長寿命化を実現する金型用「入子」の高精
度化加工技術の確立

いちい信用金庫

4205 2723110920 愛知県 井指製茶株式会社 4180301009735
世界に発信！手軽に本格日本茶を味わえる”茶飲革
命”

豊川信用金庫

4206 2723110921 愛知県 株式会社犬飼鉄工所 4180001007898
高速回転仕様マシニングセンタの導入による金型製造
プロセスの革新

商工組合中央金庫

4207 2723110922 愛知県 大一螺子工業株式会社 1180001094345
最新型フォーマーの導入と精密鍛造技術を活用した軽
量・難化工材の戻り止めナットの試作開発

碧海信用金庫

4208 2723110923 愛知県 株式会社山田製作所 1180001021225
部品の共通化に伴う精密加工の技術改善＆新事業分
野への展開

森会計事務所

4209 2723110924 愛知県 株式会社ワイエムジー 3180301007624
中小製造業の自動化ニーズに対応する業界初自動搬
送装置の試作開発

豊橋商工会議所

4210 2723110925 愛知県 三陽株式会社 6180001036136
スマホで楽しい！和服コーディネート（画像ソフト・アプリ
開発）

名古屋商工会議所

4211 2723110926 愛知県 株式会社テイエスケイ 8180001076163
５軸加工機の導入による高精度バリレス金型製造技術
の確立

十六銀行

4212 2723110928 愛知県 加藤煙火株式会社 3180301010883
「ＩＴ×花火」で実現するプレミアム・ミュージックスターマ
インで、花火ショー分野へ進出

蒲郡信用金庫

4213 2723110929 愛知県 株式会社チップマン 8180001067419
複合自動旋盤機を導入することによるコンタクトチップ
自動交換機製造の生産性アップ

辻・本郷税理士法人

4214 2723110932 愛知県 杉本食肉産業株式会社 5180001037119
愛知みかわ豚（自社）のドライエージングポークの加工
技術開発販売

商工組合中央金庫

4215 2723110934 愛知県 株式会社創基 1180301009234
建築技術のモジュール化と車両販売店との連携による
本格的ガレージの試作開発

豊橋商工会議所

4216 2723110935 愛知県 株式会社豊電子工業 5180301014577
耐荷重が高く、安全性・作業性の高い配電盤等製造プ
ロセスの開発

名古屋銀行

4217 2723110949 愛知県
株式会社リンクコンサルティンググ
ループ

9011101062300
ＩＴ化による革新的な、「若年層社員の定着サポート相談
サービス（メンタリング）」の開発

名古屋銀行

4218 2723110952 愛知県 株式会社メックインターナショナル 5180301019452 アルミ鍛造向け革新潤滑処理技術の開発 岡崎信用金庫

4219 2723110953 愛知県 株式会社三喜工作所 6180001097888 ｌｏＴを利用した商品パフォーマンス（性能）の向上と拡販 あま市商工会

4220 2723110954 愛知県 日本エムティ株式会社 7180001074721
最新設備活用によるドライ潤滑コーティングの高精度化
ならびに低コスト化の実現

春日井商工会議所

4221 2723110957 愛知県 株式会社瑞穂スプリング製作所 7180001028917
熱処理の必要な精密プレス部品の金型からの一貫生
産体制の強化

公益財団法人中部科学技
術センター

4222 2723110961 愛知県 株式会社睦製作所 9180301019424
音楽解像度を高める最先端の整振技術を駆使したオー
ディオ部品量産

愛知銀行

4223 2723110965 愛知県 豊田化工株式会社 6180301019864
混合物を分離する化学素材の高品質・コストダウンを図
る製造方法の開発

名古屋銀行

4224 2723110980 愛知県 三陽工業株式会社 1180001025597
蛍光灯用シールテープ増産に対応するためのスリッ
ター機の導入

名古屋銀行

4225 2723110984 愛知県 株式會社み乃龜 9180001005518
ピロ包装の精度向上と効率化による、伝統あられ菓子
の価値向上

三菱東京ＵＦＪ銀行

4226 2723110985 愛知県 株式会社昭真会 8180001103116 医療・介護事業から美容事業への進出 名古屋銀行

4227 2723110987 愛知県 株式会社川澄鉄工所 7180301000575
新型マシニングの導入およびインデックスを活用した
リードタイム短縮の実現と小ロット号口部品受注に注力
した工程の開発

碧海信用金庫

4228 2723110988 愛知県 株式会社中西製作所 2180001020358
超精度加工設備導入による単工程の加工請負業から
高精密完成部品メーカーへの進化

名古屋銀行

4229 2723110991 愛知県 共和産業株式会社 1180301018160
ＰＶＣ仕様サンバイザーの同時溶断によるバリレス工法
開発

豊田信用金庫

4230 2723110992 愛知県 株式会社ミニチュアファクトリー 5180301010568
小さな模型から大きな可能性へ：国内及び世界に向け
た新たな取組

豊橋信用金庫

4231 2723110993 愛知県 株式会社松栄電子研究所 2180001069775
排便機能の診断に役立つ非侵襲的簡便なポータブル
心電・腸電位計の開発

公益財団法人中部科学技
術センター

4232 2723110996 愛知県 有限会社本間鉄工所 1180302002725
新規市場の開拓を目指すためのガンドリル深穴加工能
力の強化・向上

岡崎商工会議所

4233 2723110997 愛知県 中日本鋳工株式会社 9180301022576
新分野である産業ロボット用精密減速機部品における
真円度の測定計測技術導入による品質保証体制の構
築

西尾信用金庫

4234 2723110998 愛知県 大洋産業株式会社 6180001092567
効率的な大型一体型成形を可能とするＩｏＴを活用した
生産性向上事業

岡崎信用金庫
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4235 2723111002 愛知県 株式会社フジカ 6180001013309
和紙など特殊希少紙を使った小ロットのおもてなしパッ
ケージの制作

若杉公認会計士事務所

4236 2723111003 愛知県 株式会社カマタ製作所 8180001081675
航空部品・ウエハ製造用金型の超精密加工保証体制
の確立

若杉公認会計士事務所

4237 2723111004 愛知県 株式会社ライトウェーブ 7180301014600 ストレスのケアポイント＆具体策の見える化事業 西尾信用金庫

4238 2723111013 愛知県 ヤマキ電器株式会社 9180001079339
生産効率化を目指した碍子パーティングライン切削装
置の開発

瀬戸信用金庫

4239 2723111014 愛知県 株式会社愛工金型製作所 8180001073565
最新の高精度加工機の導入による加工技術の高精度
化と生産性の向上

名古屋銀行

4240 2723111016 愛知県 合資会社中谷鉄工所 3180303002466
ワンチャッキング加工技術を獲得し高精度化製品の生
産体制確立

岡崎信用金庫

4241 2723111017 愛知県 有限会社石黒製作所 1180002059207
自動車産業向け工作機械の部品製造における切削加
工技術確立とＱＣＤ向上

岡崎信用金庫

4242 2723111026 愛知県 有限会社ノバデンタルラボラトリー 3180002058339
新技術で義歯製作工程を総合的に高度化する設備投
資計画

東濃信用金庫

4243 2723111028 愛知県 サンローズ株式会社 6180301011029
蒲郡特産ジャガード織技術によるモダンデザイン製品
の企画開発

岡崎信用金庫

4244 2723111032 愛知県 有限会社中六 6180002084308
海外バイヤーのニーズに応える輸出用醤油のサービス
構築

岡崎信用金庫

4245 2723111035 愛知県 株式会社ティモンズ 1180001093594
最新型工作機械導入による生産性向上とＩｏＴ工場実現
に向けた取り組み

半田信用金庫

4246 2723111036 愛知県 株式会社暁カンパニー 6180001067370
生産能力向上による自動車部品のさらなる高度化の実
現

株式会社エフアンドエム

4247 2723111037 愛知県 愛国機械株式会社 4180001087750 ３次元加工による複雑形状加工への取組み 中京銀行

4248 2723111039 愛知県 有限会社谷口精工 5180002014174
質の安定した複雑形状製品の短納期、低コストでの量
産加工

西尾信用金庫

4249 2723111044 愛知県 板倉工業株式会社 4180301015642
多品種小ロットに特化した加工方法の確立により生産
能力向上を図る

碧海信用金庫

4250 2723111045 愛知県 株式会社寿工業 8180001079884
最新型５軸ＭＣ加工機の導入による生産品質向上と試
作～生産までのワンストップ化

名古屋銀行

4251 2723111046 愛知県 株式会社びーふる 7180001088424
今までにない等身大フィギュアの製品化のための試作
開発

尾西信用金庫

4252 2723111051 愛知県 中京油脂株式会社 3180001020076 外装建材用耐久性向上剤の試作開発 林正樹

4253 2723111052 愛知県 有限会社オオヤギ製作所 8180002075973 ５軸マシニングセンタを用いた航空機産業への取組 株式会社みらい経営

4254 2723111053 愛知県 株式会社京和製作所 1180001092456
国内零細企業グローバル競争のための小ロット穴明加
工機の開発

大垣共立銀行

4255 2723111054 愛知県 柴田工業株式会社 2180301022509
新規車載センサー部品分野での競争優位を確立する
新工法技術開発と一貫生産体制の革新

西尾信用金庫

4256 2723111055 愛知県 株式会社Ｒｅｍｏｗｏｒｄ 1180301025660
橋梁点検分野でドローンを活用した新サービス提供に
よる新規顧客開拓

岡崎商工会議所

4257 2723111056 愛知県 半田重工業株式会社 8180001091947
最新の３Ｄスキャナと三次元測定器によるＩＯＴを活用し
た製品開発、検査プロセスの革新

名古屋銀行

4258 2723111059 愛知県 合同機工株式会社 2180301015223
産業用ロボットの部品加工における高精度・低コストを
実現する生産プロセスの開発

西尾信用金庫

4259 2723111060 愛知県 化成工業株式会社 4180001092437
自動車用ゴムシールでの設計解析提案方法の確立と
短期低コストでの試作開発

大府商工会議所

4260 2723111062 愛知県 株式会社ケーエスケー 5180301012845
５軸マシニングセンター導入による、自動車塗装ライン
向け新塗装ガンの試作

碧海信用金庫

4261 2723111064 愛知県 株式会社藤工業所 7180001118718
溶接条件の標準化による「職人の“腕”に頼らない薄板
の精密溶接技術」の確立

碧海信用金庫

4262 2723111065 愛知県 株式会社ＫＨエンジニアリング 4180001103722
「プレス業のコイル材のムダを０に！」マグネットフィー
ダーの開発

大府商工会議所

4263 2723111067 愛知県 高取開発株式会社 4180301015816
粉体充填機構及び新規駆動装置を搭載したＣＮＣ粉末
成形機の開発事業

碧海信用金庫

4264 2723111068 愛知県 サンコウ鋼業株式会社 7180001028165
最新鋭のファイバーレーザー加工機導入による、金型
レスでのパイプ加工の革新的な生産体制構築

愛知銀行

4265 2723111076 愛知県 東洋ドライルーブ株式会社 5010901008144
自動車部品コーティングの革新的下地処理技術による
事業拡大

株式会社さがみはら産業
創造センター

4266 2723111084 愛知県 株式会社プレートメーキング 4180001013351
加工精度を０．０５㎜以内に収める精密刃型の製造体
制の確立

十六銀行

4267 2723111092 愛知県 有限会社エムティティサービス 2180002062812
高齢化社会に対応した高精度な歯科技工の生産性向
上

税理士法人Ｈ＆Ｐ

4268 2723111093 愛知県 株式会社松井歯車工作所 2180001022775
最新旋盤導入による負けない地域町工場をつくる精密
加工への挑戦

名古屋商工会議所

4269 2723111096 愛知県 株式会社鬼頭忠兵衛商店 5180001035403
ＮＣルーターの導入による精密加工技術を活用した農
業土木分野向け資材製品の開発事業

碧海信用金庫
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4270 2723111109 愛知県 株式会社沢田工業 8180301018360
ＣＡＤ・ＣＡＭを活用した革新約かつ高効率な一貫裁断
生産システムの開発と寝具市場への新規事業展開

碧海信用金庫

4271 2723111112 愛知県 株式会社ＤＩＭＳ医科学研究所 8180001082987
再生医療開発において不可欠な新規造腫瘍性試験の
確立

尾西信用金庫

4272 2723111114 愛知県 梅花堂紙業株式会社 8180001013174
低コスト低容量化の為、重量輸送物用段ボール製梱包
材の開発と実用化

大垣共立銀行

4273 2723111115 愛知県 有限会社ワンズ工房 7180002051109
航空機部品運搬用木材冶具の複雑な３次元加工によ
る市場拡大

瀬戸信用金庫

4274 2723111120 愛知県 株式会社松野製作所 8180301001969
最新モデルのマシニングセンタ加工機と工業用ロボット
を連動させることで加工ライン全体を完全自動化し生産
性の向上を図る

岡崎商工会議所

4275 2723111121 愛知県 株式会社プロ・スパー 1180301011611
地域資源を活用した限定素材の冷凍押し寿司の開発
支援型製造販売

蒲郡信用金庫

4276 2723111123 愛知県 株式会社伊昭 2180001023245
高精度なＲ加工技術の確立により高付加価値製品を試
作し、薬品設備業界へ参入する

高橋美貴税理士事務所

4277 2723111125 愛知県 愛知金属工業株式会社 9180001092366
自動車ＣＶＴ部品製造における高精度化・高効率化に対
応した検査の自働化・測定方法の革新

西尾信用金庫

4278 2723111129 愛知県 グラストップ株式会社 1180001102529
車両外板用ラッピングフイルム及びアルミ製外板用新
型ガラスコーティング剤の研究開発

いちい信用金庫

4279 2723111131 愛知県 株式会社タナパックス 6180001031228
自社開発したオリジナルパッケージ製造の高生産性化
と高品質管理体制の確立

愛知銀行

4280 2723111142 愛知県 株式会社よしいけ工業所 5180001084466 切削加工の生産プロセス改善による２４時間連続運転 十六銀行

4281 2723111143 愛知県 ＡＱＵＡデンタルスタジオ株式会社 4180301017184
最新ＣＡＤと３Ｄプリンタを活用した高精度かつ短期間に
よる義歯製作技術の開発

安城商工会議所

4282 2723111145 愛知県 株式会社アルファポイント 8180001034055
超音波（サウンドコード）による小売事業者向け次世代
型の革新的な電子値札開発

名古屋銀行

4283 2723111146 愛知県 株式会社伊藤製作所 4180001096933
３Ｄ測定機を用いたダイホルダー・金型摩耗量の数値化
による加工時間の大幅短縮

名古屋銀行

4284 2723111148 愛知県 山和電機株式会社 3180001075137
工作機械の生産プロセス革新、設計技術向上のための
精密測定技術の開発

谷口雅和税理士事務所

4285 2723111150 愛知県 株式会社ヴイテックプロダクト 9180301000111
自動車の燃費・静粛性向上、コスト低減を実現するリア
ドアガーニッシュ用シール部品生産体制の構築

岡崎商工会議所

4286 2723111151 愛知県 ミヤ研精工株式会社 7180301013395
ＣＮＣ工具自動研削盤の導入による高能率切削工具の
試作開発事業

西尾信用金庫

4287 2723111153 愛知県 有限会社山田製作所 3180002067645
エレベーター産業の海外進出における、基幹部品の革
新的工法の開発

愛知銀行

4288 2723111154 愛知県 有限会社西俣板金工業 5180002061984
複雑化・高精度化・工期短縮に対応する建築板金の革
新的加工プロセス改善

豊田信用金庫

4289 2723111155 愛知県 ナゴヤスチール株式会社 1180001096218
自動車製造ラインの軽量化ニーズに対応した、高耐性
アルミ治具の試作

西尾信用金庫

4290 2723111156 愛知県 株式会社戸田製作所 3180301018786
エンジン用軸受け加工専用機の機械部品加工の生産
性・効率化向上と低コスト化

豊田信用金庫

4291 2723111161 愛知県 株式会社アヤボ 6180301013553
自動車部品用金型の加工コストを削減可能とする高精
密ＣＮＣ工具研削盤の導入による高精度再生ボールエ
ンドミルの試作開発

碧海信用金庫

4292 2723111170 愛知県 ミヤマ精工株式会社 3180301014926
サーボプレス特性を活用した超薄肉プレス加工技術の
確立による次世代自動車業界への新規参入

碧海信用金庫

4293 2723111172 愛知県 二村機器株式会社 9180001032173
新たな高能率加工を実現する高剛性ビルドインセン
ターを製作するための最新ＮＣ工作機械等の導入

十六銀行

4294 2723111176 愛知県 有限会社井ゲ清製畳 3180002042219
高級志向の小型薄畳ニーズに採寸精度で応える断面
施工の技術革新

瀬戸信用金庫

4295 2723111178 愛知県 合同会社カラーデザインセンター 1180303003284
日本文化と日本製品の優位性を世界へ発信するスマー
トフォンカバーの製作

税理士法人青葉会

4296 2723111181 愛知県 株式会社朝河鉄工所 7180301004931
多品種の単品小物旋削加工分野でＡＴＣ機能を活用し
た能率的加工の実現

豊橋信用金庫

4297 2723111184 愛知県 株式会社杉浦製作所 5180301015311 ワイヤ放電加工機導入による社内一元化体制の構築 株式会社みらい経営

4298 2723111188 愛知県 株式会社栃尾製作所 9180001028568
曲げ加工技術の高精度化・標準化を可能にする最新ハ
イブリッドドライブベンダー導入計画

名古屋銀行

4299 2723111193 愛知県 株式会社ナゴヤダイス 9180001028618 複雑形状金型の精度保証を行い差別化強化を実現 株式会社エフアンドエム

4300 2723111203 愛知県 福井ファイバーテック株式会社 3180301006923
トンネル用ＦＲＰケーブルラックの専用引抜成形装置導
入による生産性向上

商工組合中央金庫

4301 2723111206 愛知県 株式会社神仲 9180301015720
アンティーク窯変瓦等を焼成するための多機能付き焼
成窯の導入と焼成技術の開発

高浜市商工会

4302 2723111208 愛知県 三鷹製版株式会社 9180301010259
航空機器部品の市場拡大を目指す為の高精度の迅速
な検査の実現

岡崎信用金庫

4303 2723111209 愛知県 光部電業有限会社 6180302010038
新型チップマウンターの導入による電子基板実装技術
の高度化

豊橋信用金庫

4304 2723111211 愛知県 株式会社ナカノ工業 4180001093765
最新のレーザー加工機と自動プログラミング装置を活
用した高精度・短納期・低コストを実現する生産プロセ
スの革新事業

名古屋銀行
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4305 2723111214 愛知県 株式会社日成電機製作所 8180001020526
最新型ベンディング装置導入による板金加工工程の生
産性向上

大垣共立銀行

4306 2723111221 愛知県 石川軽金属工業株式会社 5180301015071
鋳造解析システム導入による、試作鋳造品の不良率改
善と納期短縮の実現

名古屋銀行

4307 2723111223 愛知県 株式会社ライラス 2180001068554
紙へのフロッキー加工（植毛）仕上げによる、高級感あ
ふれ、独創的な印刷物の製造、提供

第三銀行

4308 2723111226 愛知県 有限会社新成工業 7180002081931
弊社独自の薄肉切削加工技術を活かした航空・重厚長
大産業に向けた展開

名古屋銀行

4309 2723111232 愛知県 愛高鈑金株式会社 2180301015628
製図の高精度化と非接触式測定器導入による生産プロ
セス強化を図る

西尾信用金庫

4310 2723111237 愛知県 株式会社シモヤ 3180001092537 自社製作アクリル導光板の事業化 十六銀行

4311 2723111238 愛知県 平松工業株式会社 6180301013248
自動車エンジン専用洗浄機の薄型かつ複雑形状部品
の精密切削加工技術の開発

碧海信用金庫

4312 2723111239 愛知県 ベルエアー株式会社 6180001074904
インバウンド観光を活用した地域振興プロセスモデルの
確立

名古屋銀行

4313 2723111240 愛知県 福岡合成株式会社 6180301019872
真空方式の加飾成形加工システム開発～設備イノベー
ションで生産工程の大幅改善～

藤岡商工会

4314 2723111241 愛知県 ミヤマツール株式会社 4180301014925
金型の長寿命化と低コスト化を実現する入子の高精度
化技術の確立

碧海信用金庫

4315 2723111245 愛知県 株式会社コバヤシ商事 1180301023714
最短翌日出荷のオーダーワッペン付き制服等出荷サー
ビスに向けた試作開発

西尾信用金庫

4316 2723111256 愛知県 株式会社テイ・アイ・エス 3180001081093
世界初のＡＩ（人工知能）搭載型産業用ヒト型ロボットの
活用を前提としたオフラインプログラムの開発

岡崎商工会議所

4317 2723111257 愛知県 カケヒウッドテック株式会社 3180001099160 木工用ルーターの活用による生産プロセスの改善 桑名信用金庫

4318 2723111258 愛知県 株式会社ＤＴＤ 8180001086550 名機復刻による高付加価値・小ロボット生産の実現 尾西信用金庫

4319 2723111259 愛知県 株式会社フカヤプレス 1180001092695
ハンドリング溶接ロボット活用による大物製品多打点溶
接技術の確立

碧海信用金庫

4320 2723111261 愛知県 株式会社高瀬金型 1180001085971
半導体製造装置向けマニホールド化バルブボディの射
出成形生産プロセス高度化事業

いちい信用金庫

4321 2723111264 愛知県 株式会社三水商工 3180001086340
既存・新規事業等に於ける製造環境・製造プロセス技
術の高度化

尾西信用金庫

4322 2723111265 愛知県 コムネットワーク株式会社 8180001061693 高齢者みまもりシステム提供による新サービスの提供 三菱東京ＵＦＪ銀行

4323 2723111275 愛知県 タツミ化成株式会社 6180001092583
大型サイズのドライカーボン部材の製造のため、生産
性を追及した最新モデルの成形設備の導入

名古屋銀行

4324 2723111278 愛知県 有限会社トーエイテクノ 8180002084982
革新的な溶接技術の活用による医療・介護分野での競
争力強化

名古屋銀行

4325 2723111281 愛知県 メタルニクス株式会社 5180001095406
リニアガードレール等調整用特殊材質偏芯ボルト開発
製造装置

公益財団法人中部科学技
術センター

4326 2723111283 愛知県 有限会社Ｋ・テック 3180302017713
多品種小ロット・高精度要求に対応する短納期曲げ加
工システムの構築

岡崎信用金庫

4327 2723111284 愛知県 尾州木材工業株式会社 3180001040025
不燃木材の品質を格段に向上させる、日本初の革新的
な取組

十六銀行

4328 2723111285 愛知県 金泉ニット株式会社 5180301000593
ホールガーメント編機の二重編成の安定化とスポーツ
用複合新素材製品の開発

西尾信用金庫

4329 2723111295 愛知県 株式会社マクシス・シントー 4180001004210
金型機械加工における高精度立形マシニングセンタ導
入による競争力強化

愛知銀行

4330 2723111300 愛知県 長坂養鰻場 　－
ナノバブル技術を用いた養鰻プロセス及び飼育環境の
構築事業

有限会社竹内総合研究所

4331 2723111305 愛知県 有限会社カネヨシ製菓 4180002085786
海鮮せんべいの海外輸出等を可能とする一貫した包
装・梱包工程の確立

商工組合中央金庫

4332 2723111308 愛知県 株式会社衣浦鋳造所 8180301015184
鋳造から切削まで、一貫生産体制確立を目指した革新
的な生産プロセス改善事業

愛知県中央信用組合

4333 2723111316 愛知県 有限会社イトバン 4180302006525
デジタルベンディングを取り入れた、勘と経験だけに頼
らない精密な板金製品製造工程の開発

豊橋信用金庫

4334 2723111317 愛知県 泰平運送株式会社 5180001080795
切断機ランニングソーの導入による断熱材加工の品質
安定化、生産性・効率化の向上、環境配慮の実現

名古屋銀行

4335 2723111319 愛知県 株式会社サンワ金型 9180301012890
「量試一貫サポート」における、量産金型技術を活用し
た試作品製作システムの開発と専用生産体制の構築

安城商工会議所

4336 2723111321 愛知県 有限会社市来機械 5180002091924 プレス加工機械部品生産の合理化手法の確立 愛知銀行

4337 2723111323 愛知県 株式会社シンダイ 8180301015779
Ｓばねの端末コーティングを内製自動化し品質向上、低
コスト化を実現

西尾信用金庫

4338 2723111330 愛知県 イセ工業株式会社 7180301013503
シーム溶接機導入による、耐腐食性能向上の為の接合
方法提案と短納期・低コスト加工体制の構築

安城商工会議所

4339 2723111332 愛知県 有限会社矢田化学工業 6180002085215
防爆型搬送ロボット・クリーンルームの導入による塗装
の品質安定化・生産性向上・低コスト化・環境対応の実
現

名古屋銀行
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4340 2723111336 愛知県 株式会社柴山鉄工所 1180001057384
医療機器の試作部品の短納期化対応するための生産
プロセスの改良

愛知銀行

4341 2723111338 愛知県 株式会社プロト 8180301014450
多品種少量生産に対応した生産管理システムの構築・
導入による生産効率の向上

碧海信用金庫

4342 2723111339 愛知県 有限会社ハヤシ商店 6180302017074
業界初！カンバンケース生産における「エアーシリン
ダー式金型脱着機構」及び「フレキシブル原反幅調整
機構」の開発

安城商工会議所

4343 2723111344 愛知県 日本ポリマー株式会社 5180001077032
フッ素樹脂と導電クロスを複合化した新規発熱シートの
試作開発

春日井商工会議所

4344 2723111345 愛知県 株式会社ＥＢｏｘ研究所 2160001017182
排気ガス排出量低減の為の加工油液化回収装置の開
発と、それを用いた新商品の販売

岩崎税理士法人

4345 2723111346 愛知県 メトロ科学模型株式会社 3180001027451
模型卸業者が直営する業界初の物流センター開設に
伴う情報管理・物流を一新するシステムの構築

尾西信用金庫

4346 2723111348 愛知県 グリーン株式会社 5180001078229
３Ｄ立体形状発泡スチロール加工に対応する金型レス
による多品種少量生産体制の構築

尾西信用金庫

4347 2723111350 愛知県 有限会社三河螺子 8180302026973
燃料噴射ポンプ性能向上のための精密加工技術の開
発と納期短縮

西尾信用金庫

4348 2723111351 愛知県 有限会社コバヤシテック 1180302013177
高精度測定技術導入による精密部品加工方法の最適
化と高精度化の実現

豊川信用金庫

4349 2723111356 愛知県 株式会社エアロ 5180001046375
画像処理技術を用いた切削工具の自動検査／測定装
置の試作開発

尾西信用金庫

4350 2723111367 愛知県 阿部歯科医院 　－
ＣＴ画像を利用したインフォームドコンセント治療のワン
ストップ提供サービス

中京銀行

4351 2723111369 愛知県 千代田工業株式会社 9180001092597
受注拡大をはかる為に、圧倒的低コスト製品を提供出
来るインサート自動化工程の構築

岡崎信用金庫

4352 2723111370 愛知県 千代田化工株式会社 7180301012455
特殊材料に対応し、且つ低コストで生産可能なインサー
ト成形工程の構築

碧海信用金庫

4353 2723111375 愛知県 株式会社池戸製作所 1180001085526
表皮革加工部品の生産体制構築による大衆車への普
及と航空機産業への挑戦

有限会社竹内総合研究所

4354 2723111378 愛知県 東光工業株式会社 9180301015852
ＩＯＴ装置を活用した「設備の見える化」による２４時間設
備総合効率の向上

岡崎信用金庫

4355 2723111379 愛知県 ジャパンファースト株式会社 5180301004388
安納芋『みつ姫』の不良品再生とスイーツ製造工程の
内製化による高品質化及び短納期化事業

岡崎信用金庫

4356 2723111389 愛知県 株式会社髙木化学研究所 1180301001546
ファイバーレーザー加工機とネットワークを用いた鉄類
／非鉄金属製品の小ロット混合生産

商工組合中央金庫

4357 2723111390 愛知県 トキ・プロダクツ株式会社 5180301006401
ＩｏＴ導入による女性、高齢者がいきいきと働く多品種即
時組立ラインの構築

商工組合中央金庫

4358 2723111397 愛知県 株式会社エム・オー・シー 9180001011714
高機能な高周波計測器の導入による、リードタイムの短
縮及び製品の高品質化を同時実現

すずき税理士事務所

4359 2723111400 愛知県 株式会社プラネッツ 4180001028820
「短納期・低コスト・高耐久性」で複合機能を有する蓄熱
材の開発

岡崎信用金庫

4360 2723111401 愛知県 株式会社ブイテック 8180301017528 ワイヤ放電加工機を利用した効率的な生産体制の構築 株式会社みらい経営

4361 2723111404 愛知県 マツダ化工株式会社 1180001074966
最新５軸マシニングセンタ導入による複雑形状金型の
品質安定化と補正加工時間短縮

洞口真澄税理士事務所

4362 2723111405 愛知県 チヨダ工業株式会社 8180001066817
炭素繊維低コスト部品専用金型を開発し、輸送機器向
け市場の拡販を実現

岡崎信用金庫

4363 2723111421 愛知県 株式会社西村工業 7180001099058
絞り加工における材料から製品までの高精度一貫生産
事業

尾西信用金庫

4364 2723111423 愛知県 株式会社サンアート印刷 7180001075348
データチェック・印刷検査のデジタル化により印刷品質
の向上を図る事業計画

岐阜信用金庫

4365 2723111434 愛知県 名東電産株式会社 1180001076558
プリント基板の印刷技術の高度化と工程の効率化、デ
ジタル化による低コストの実現

東春信用金庫

4366 2723111436 愛知県 株式会社前田技研 3180301001940
自動車の開発・試作部品の大型化・高精度化に向けた
最新大型５軸加工機の活用

岡崎信用金庫

4367 2723111439 愛知県 村井鉄工株式会社 5180301023264
高精度自動計測機付きＮＣ旋盤の導入による生産性向
上の実現

西尾信用金庫

4368 2723111440 愛知県 株式会社伊藤精密工具製作所 2180001018897
独自技術を活かした大物ゲージ市場の開拓と生産性向
上による競争力強化

十六銀行

4369 2723111444 愛知県 伊藤光学工業株式会社 7180301010806
光学レンズへの高機能成膜の開発及び一貫形成プロ
セスの実現化

三菱東京ＵＦＪ銀行

4370 2723111445 愛知県 株式会社野田スクリーン 9180001076336
エリアアレイ型実装向け薄膜コンデンサ内蔵ＰＫＧの開
発

大垣共立銀行

4371 2723111456 愛知県
株式会社エアウィーヴマニュファク
チャリング

7180001115673
エアウィーヴ新製品開発のための評価環境整備および
評価技術の確立

宮崎信次公認会計士税理
士事務所

4372 2723111457 愛知県 協和工業株式会社 1180001092448
国際競争力を発揮する部品開発に要する最新プレス加
工技術導入による生産プロセス強化

西尾信用金庫

4373 2723111460 愛知県 株式会社ホワイトインパクト 5180001068989
３Ｄプリンタで作られたアルミ造形品の表面品質改良と
生産性向上

近藤会計事務所

4374 2723111461 愛知県 株式会社箱秀紙器製作所 9180301006793
デジタルデータを利用し付加価値の高い製品を短期間
に開発・商品化しかつ安定的に少ロット生産を実現する
ための技術強化

豊橋商工信用組合
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4375 2723111463 愛知県 株式会社トヨテック 6180301010369
異種材料を使用した同時成形による複合プラスチックレ
ンズの製造

豊川商工会議所

4376 2723111472 愛知県 高砂電気工業株式会社 2180001028392
ディスポーザブルフローサイトメーターに必要な、チップ
型超低脈動蠕動ポンプの開発

三重銀行

4377 2723111473 愛知県 株式会社筒井鉄工所 5180301022662
５面加工機の導入とＣＡＤ／ＣＡＭ連動による高度生産
工程の構築による販路拡大

西尾商工会議所

4378 2723111479 愛知県 株式会社タケダ 5180301014206
遊休プレス設備のサーボトランスファー化および自動ロ
ボット化による高度生産性向上

岡崎商工会議所

4379 2723111495 愛知県 株式会社丸八食品 9180001015558
黒毛和牛の理想的な熟成環境の実現と差別化・商品の
拡販

半田信用金庫

4380 2723111508 愛知県 西尾歯科医院 　－
歯科用コーンビームＣＴによる３次元撮影データを用い
た革新的な歯科医療サービス事業

中村太郎税理士事務所

4381 2724110009 三重県 株式会社風味堂 6190001010486
新たな乾燥設備投資による独自性・ブランド力・生産性
の向上

第三銀行

4382 2724110017 三重県 有限会社日豊工業所 2190002021420
最新の金属加工技術を利用した産業用機械等の精密
部品の試作開発

桑名信用金庫

4383 2724110018 三重県 株式会社和田製作所 6180001045748
航空機部品の多品種多量生産プロジェクトに対応する
検査工程システムの高度化

公益財団法人三重県産業
支援センター

4384 2724110019 三重県 株式会社アサヒダイテック 9190001012868
生産プロセス改善による生産性の大幅な改善と高精度
加工技術の確立

桑名信用金庫

4385 2724110022 三重県 有限会社石川畳店 7190002019162
無農薬イグサの薄型置き畳で手軽にできる安心和空間
を創造する

三重銀行

4386 2724110025 三重県 有限会社光産業 1190002015308
地域発の大規模施設や道路を対象とした漏水探査事
業の展開

松阪商工会議所

4387 2724110026 三重県 扶桑工機株式会社 7190001012531
専用機重要構成部品の機械加工精度向上と工期短縮
のための設備投資

百五銀行

4388 2724110027 三重県 帝産大鐘ダイカスト工業株式会社 4190001015586
最新鋳造機等アルミダイカスト用装置の導入による小
ロット部品の低コスト化・リードタイム短縮の実現

三重銀行

4389 2724110028 三重県 株式会社ツーワン精機 6190001013869
省エネ油圧制御装置に用いられるナット部品の高精度・
バリレス切削加工技術の高度化事業

桑名信用金庫

4390 2724110030 三重県 株式会社スズカサポート 6190001006121
「ＣＡＥシステム導入による高品質・生産向上とコスト削
減」計画

第三銀行

4391 2724110031 三重県 陣田屋商店 　－ 高齢者、障がい者、幼児のための麺の開発販売 百五銀行

4392 2724110034 三重県 株式会社マルダイテント 3190001010539
懸架式高周波ウェルダー導入による新素材加工技術の
習得及び販路拡大

百五銀行

4393 2724110039 三重県 株式会社テクノタナカ 3190001017393
高性能設備と自社ノウハウの合体による特殊鋼の高品
質生産プロセスの確立

百五銀行

4394 2724110042 三重県 宮村工機 　－
非接触式三次元測定機を用いた金型部品の保守・補修
の高度化

百五銀行

4395 2724110045 三重県 おぼろタオル株式会社 4190001000209
コア技術の革新による高機能・高デザインの独自商品
生産基盤の確立

百五銀行

4396 2724110047 三重県 京立工業株式会社 8190001008776
ＮＣ長尺加工機の導入による高精度化と　リードタイム
短縮による競争力強化

百五銀行

4397 2724110048 三重県 松井機工有限会社 9190002009707
難削材加工対応型機械導入による医療機器・航空機等
への新展開

百五銀行

4398 2724110050 三重県 株式会社ファインデンタル 3190001009647
高齢者患者、介護施設、歯科医師のニーズに応える歯
科技工製品の開発

南都銀行

4399 2724110051 三重県 中外医薬生産株式会社 5190001008548
流動層造粒乾燥機を活用した錠剤の生産量５倍化プロ
ジェクト

百五銀行

4400 2724110052 三重県 ミツワ産業株式会社 3130001011781 温湯によるホルムアルデヒド濃度を除去した金銀糸作り 安井伸夫

4401 2724110054 三重県 旭電気株式会社 6190001014207
最新モデル機器の導入と画期的な主軸用ステータフ
レーム加工の高度生産性の構築を図る

公益財団法人三重県産業
支援センター

4402 2724110055 三重県 株式会社アガタ製作所 7190001017803
４ｍの曲げ加工可能なプレスブレーキ導入による新市
場への販路拡大

三重銀行

4403 2724110065 三重県 株式会社川原製茶 9190001010905
新型ミクロパウダー導入による伊勢茶ブランド力アップ
及び付加価値商品拡販事業

多気町商工会

4404 2724110066 三重県 株式会社ＩＮＳ 9190005009654
高電圧パルスによる椎茸栽培のリードタイムの短縮と
収量拡大の実現

四日市商工会議所

4405 2724110067 三重県 株式会社三重計測サービス 9190001021167
ドローンによる写真計測と３次元レーザースキャナによ
る精度検証手法の構築

クレド税理士法人

4406 2724110075 三重県 有限会社モンマルトル小泉 6190002014593
自動包装機の導入による生産革新及び洋菓子の宅配
事業

百五銀行

4407 2724110078 三重県 株式会社小田鉄工所 2190001001290
最新鋭のマシニングを導入し、１２台のマシニングの全
体最適を実現し生産性向上

津商工会議所

4408 2724110079 三重県 株式会社鹿の湯ホテル 1190001017412
湯の山温泉の魅力を海外へ向けて情報発信し、訪日旅
行者の増加を目指していくためのＷＥＢシステム開発事
業

菅原由一

4409 2724110082 三重県 株式会社水貝製作所 5190001012970
航空機部品の品質管理用精密測定ゲージの開発と生
産体制の確立

商工組合中央金庫
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4410 2724110084 三重県 株式会社ミズコシ 8190001012621
最新電動ダイカストマシン導入によるサイクルタイム短
縮及び高精度鋳造の実現

桑名信用金庫

4411 2724110086 三重県 三重ユニフォーム株式会社 9190001001128
高性能自動裁断機導入により受注量増加対応、材料削
減と新商品・新市場の開拓を図る

三重銀行

4412 2724110089 三重県 三重県醤油味噌工業協同組合 2190005000396
ヒスタミン低減化技術構築のためのバイオセンサーの
導入

百五銀行

4413 2724110097 三重県 九鬼産業株式会社 7190001014718
油脂分８０％・カロリー４０％カット、食物繊維・ミネラル２
倍の健康に配慮した画期的なごま製品の開発

三重銀行

4414 2724110102 三重県 株式会社フジ技研 2190001017485
新たな設備を導入して燃料パイプの曲げ技術を習得し
自動車用燃料電池市場に進出する

百五銀行

4415 2724110108 三重県 株式会社Ｐａｓｔｅｌ 3190001013970
特殊ミシン技術を応用したお洒落な学生用オーガニック
服の製造

桑名商工会議所

4416 2724110110 三重県 株式会社明和製作所 6190001017515 最新５面加工機を活用した新規市場開拓 百五銀行

4417 2724110111 三重県 鳥羽観光会館ビル株式会社 2190001007387
ＩＴを活用し、観光客のニーズに沿った満足度の高い
サービスの提供

井熊信行

4418 2724110119 三重県 株式会社細江加工所 7190001022803
ネオジム磁石の面粗度Ｒｚ１．６を実現する対向２軸両
頭平面研削技術の高度化事業

桑名信用金庫

4419 2724110121 三重県 地域ケア株式会社 1190005003037
ＩＴを活用した地域住民の積極参加型生活支援サービス
の開発

公益財団法人三重県産業
支援センター

4420 2724110122 三重県 合資会社早川酒造部 4190003001709
品温制御タンク及び冷蔵保管コンテナを導入することに
よる清酒の品質向上と受注拡大

朝明商工会

4421 2724110128 三重県 有限会社松輝製網 3190002021997 オーダーカーテンの高品質縫製と大量生産化の実現 朝明商工会

4422 2724110129 三重県 株式会社南条製作所 6190001005263
非鉄金属加工における開先加工機を用いた新たな切削
加工方法の確立

株式会社シーピーエーコン
サル

4423 2724110135 三重県 アイズ 　－
コンピュータミシン導入による生産性向上と新たなシェ
アの獲得

伊賀市商工会

4424 2724110136 三重県 株式会社キコーコーポレーション 2190001018517
ウシ「生乳」中の体細胞検査キット及び付随する標準検
査液の製造販売

商工組合中央金庫

4425 2724110139 三重県 有限会社今野製作所 2190002004664
５軸ベンダーを導入し、短納期で複雑形状及び高精度
なパイプ加工の実現！

亀山商工会議所

4426 2724110141 三重県 三惠工業株式会社 7190001005031
折りたたみ椅子座パット成形加工機（高周波ウエル
ダー）の更新

公益財団法人三重県産業
支援センター

4427 2724110142 三重県 株式会社ヨシザワ 8190001005484
Ａ－ＰＥＴ材による梱包製品生産のための最新設備導
入及び新生産体制構築

株式会社シーピーエーコン
サル

4428 2724110143 三重県 城陽ネジ工業株式会社 1122001003547
ＩＯＴシステム活用で設計・製造の情報共有化で鍛造金
型取替方の発想転換で不良未然防止策を創造する

大阪シティ信用金庫

4429 2724110145 三重県 大和自工株式会社 7190001010337
移動式天井ホイストクレーンによる大型ボデー等の乗
せ替え効率の向上

松阪北部商工会

4430 2724110148 三重県 株式会社大安製作所 9190001013016 ＡＴ用アルミ部品の高効率加工による生産性の向上 桑名信用金庫

4431 2724110151 三重県 株式会社サンテ製作所 3180001112872 測定工程の高度化による高精度部品の生産性向上
株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

4432 2724110155 三重県 株式会社ハツメック 8190001013149
半導体製造装置部品への特殊不動態化処理による高
品質化と新規市場への展開

山舗順三

4433 2724110159 三重県 大橋歯科医院 　－
最先端治療の効率化と並列処理体制の構築によるワン
デートリートメントサービスの強化

百五銀行

4434 2724110164 三重県 フタバ電子工業株式会社 4190001001537
電子基板実装ラインにおける高品質・高生産性の両立
生産の革新

三菱東京ＵＦＪ銀行

4435 2724110172 三重県 株式会社ちなみ 5190001013399
女性、高齢者でも操作でき高品質なメッキが出来る最
新エレベーター式自動メッキ設備の導入

いなべ市商工会

4436 2724110174 三重県 株式会社中村製作所 4190001015784 複合加工機による生産性の向上と自社製品の開発 北伊勢上野信用金庫

4437 2724110176 三重県 株式会社出口化成 8190001022810
水耕栽培型（クボミ型）抜き装置及び水耕栽培シート圧
縮装置の導入

木曽岬町商工会

4438 2724110178 三重県 明智工業株式会社 9190001013098
大型送風機の導入による新たな熱処理（焼き均し）技術
の確立

桑名信用金庫

4439 2724110179 三重県 三重県酒米協同組合 5190005000393
最新のダイヤモンドロール式精米機の導入による生産
量及び品質の向上

伊賀市商工会

4440 2724110182 三重県 株式会社光機械製作所 7190001000882
５軸加工機導入による刃先交換式工具用部品の生産
性・精度向上

百五銀行

4441 2724110185 三重県 ベスポ有限会社 9190002004856
溶接技術の確立による長寿命化に対応した高精度金
型の補正・補修の構築

百五銀行

4442 2724110186 三重県 福田工業株式会社 2122001019955
エコ材料を使用した１００円ショップ製品の製造コスト限
界へ挑戦と企業価値向上への取り組み

株式会社ダイワマネジメン
ト

4443 2724110193 三重県 株式会社アポロン 1190001007792
新商品開発と生産能力向上による顧客満足度向上と新
規顧客開拓

小俣町商工会

4444 2724110194 三重県 下津醤油株式会社 3190001000465
圧搾工程の改善・設備導入により、熟練作業の標準
化、圧搾率向上への取組み

津商工会議所
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4445 2724110200 三重県 山中工業株式会社 9190001009534
金属加工部品の品質及び安全性の確保と生産能力の
向上及びコスト削減

南都銀行

4446 2724110201 三重県 下川建築板金 　－
大型板金折り曲げ機導入により内製化と新規農業分野
への進出を可能にする

新宮信用金庫

4447 2724110203 三重県 三重重工業株式会社 3190001012931
最新式フリッカー補償装置導入による生産増大と品質
向上及びコスト削減計画

桑名信用金庫

4448 2724110205 三重県 北勢ダイキャスト工業株式会社 4190001012757
高度な分析・評価装置導入による製品の高品質化およ
び利益拡大

百五銀行

4449 2724110206 三重県 三田工業株式会社 7190001005411
ＩｏＴを用いたベンディングマシン※１の活用による高度
生産性向上の実現

百五銀行

4450 2724110207 三重県 高洋電機株式会社 3190001006636
医療用（歯科用）リューター主軸の高硬度・極小内径の
精密旋削加工技術の開発

百五銀行

4451 2724110209 三重県 株式会社ヤナギダ・テクノ 1190001004534
設備導入によるインサート成形の課題克服と効率的な
生産体制の構築

みえ熊野古道商工会

4452 2724110213 三重県 株式会社富士製作所 7120001088628
最新設備の導入による製造ロスの改善及び増産対応
の実施

髙津拓也

4453 2724110214 三重県 新光ゴム工業株式会社 7180001021970
３Ｄ　ＣＡＤを使用したＦＥＭ解析を行う事でのコスト低減
と複雑形状製品の実現

三菱東京ＵＦＪ銀行

4454 2724110217 三重県 有限会社お菓子職人おとべ 4190002011849
包装機導入による生産工程におけるボトルネックの解
消

志摩市商工会

4455 2724110218 三重県 株式会社マキシンコー 6120001089552
各種減速機の高効率生産に資する最新型マシニングセ
ンタ及びフレキシブル生産システムの導入

近畿大阪銀行

4456 2724110220 三重県 広安商店 　－ 顧客ニーズに対応した缶詰加工品の開発と販路拡大 志摩市商工会

4457 2724110221 三重県 有限会社カメラのいせや 8190002008560
消費者ニーズの変化に対応したオリジナリティ高い写真
プリントの提案

伊勢商工会議所

4458 2724110222 三重県 三重精機株式会社 4190001012600
顧客満足度向上の為、センサーネットワークおよび加工
管理システム基盤の構築

大垣共立銀行

4459 2724110225 三重県 有限会社金光鉄工所 7190002017868
銑鉄鋳物に対応した高精度・高品質自動車部品の製
作、短納期化を図り、販路の拡大を図る

高橋美貴

4460 2724110226 三重県 株式会社エス・アイ・シー 5190001020775
パソコンによる地震解錠ボックスの集中管理システムの
構築

松阪北部商工会

4461 2724110227 三重県 平山鉄工 　－
ワイヤ放電加工機とマシニングセンタの組み合わせに
よる加工の高度化

百五銀行

4462 2724110231 三重県 ユーキオート 　－
次世代自動車・二輪車ピット整備によるディーラー機能
の構築による販路開拓

大台町商工会

4463 2724110232 三重県 ＣＳＧコンサルタント株式会社 2190001006802
マルチビーム測深システムのコンパクト化及び低価格
な『鯨観図』の提供

百五銀行

4464 2724110239 三重県 株式会社三景 4180001012221
超音波溶着機能を持つ大型不織布製袋機導入による
産業用不織布包装資材の新規展開計画

愛知銀行

4465 2724110241 三重県 こむらデンタルクリニック 　－
最新ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを活用しワンビジットトリート
メントの実現

百五銀行

4466 2724110242 三重県 有限会社伊勢屋食品 4190002012038
木綿豆腐製造工程の改良による高歩留まりで好食感豆
腐の開発

百五銀行

4467 2724110245 三重県 株式会社まるゑい 2190001016272
高精度抹茶生産による一次産業への資金還元サーク
ルの強化計画

百五銀行

4468 2724110263 三重県 管起株式会社 7190001018355
安全ノウハウ満載、世界に一つだけのオーダーメイドア
イアン家具製造販売事業

三重銀行

4469 2724110266 三重県 株式会社メタルクリエイト 4180001106551
ＮＣ旋盤データの自動収集、監視、保守、分析による革
新的な高度生産性向上

大垣共立銀行

4470 2724110267 三重県 ヤスダ工業株式会社 1190001017742
２種類の溶接技法を組合せた新たな溶接技術を確立し
世界品質製品の開発、販路の拡大を図る

高橋美貴

4471 2724110270 三重県 天元工業株式会社 8190001012794
高効率かつ低騒音な破砕作業ができる駆動システムの
導入

東京中央経営株式会社

4472 2724110290 三重県 株式会社かきうち農園 6190001018975
柑橘外観検査選別装置導入による選別出荷能力の向
上

公益財団法人三重県産業
支援センター

4473 2724110295 三重県 水谷鉄工株式会社 5190001013382
最新五面加工機導入により、工程改善と品質向上を実
現させる

十六銀行

4474 2724110302 三重県 有明精工株式会社 7190001012011
横穴加工の内製化によるハイエンド基幹部品の生産体
制強化

若杉拓弥

4475 2724110303 三重県 株式会社ムラキ 4190001010653
内製率Ｕｐを目指して！　より良い製品をより早く、より
安く

百五銀行

4476 2724110306 三重県 有限会社浜地屋 1190002005168
地魚を主体にした練り製品の多品種少量生産を実現し
ＯＥＭ市場開拓

熊野商工会議所

4477 2724110307 三重県 光精工株式会社 5190001012500
自動車用駆動伝達軸の革新的高精度及び高生産性加
工法の確立

百五銀行

4478 2724110311 三重県 有限会社エッチケーアール光 2190002016379
自動車用駆動部品の製造設備でダウンサイジングとＩｏ
Ｔを用いた生産工程の改善

三菱東京ＵＦＪ銀行

4479 2724110318 三重県 株式会社小杉食品 8190001012200
納豆の受注から出荷まで、ロスなく効率の良い生産管
理システムを確立する事業

百五銀行
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4480 2724110325 三重県 いろは接骨院 　－
ほねつぎの手技に科学的手法をプラスし次世代アス
リート向け接骨院を目指す

税理士法人黒田・杉田事
務所

4481 2724110326 三重県 有限会社写撮 4190002015180
生前写真出張撮影およびペットスタジオ撮影による新た
な写真館経営

松阪商工会議所

4482 2724110327 三重県 鴻之台歯科診療所 　－
世界最小のペン型口腔内スキャナーによる患者様負担
の少ないサービスの提供

若杉拓弥

4483 2725110007 滋賀県 中川絹糸株式会社 2160001006887 絹紡糸ガス焼きシステム導入による海外需用への対応 滋賀銀行

4484 2725110008 滋賀県 株式会社タニモト 7160001013482
ＩｏＴによる工場の見える化と、顧客ニーズへの対応力の
強化

京都信用金庫

4485 2725110011 滋賀県 山岡自工 　－ 旧車・絶版車のレストアによる新サービス開発事業 長浜北商工会

4486 2725110012 滋賀県 株式会社矢島製作所 4160001001977
軽量化とコスト削減を実現する金型・成形の技術開発と
生産体制構築

竹内淳朗

4487 2725110013 滋賀県 株式会社ノセ精機 7160001010463 より安価な温度調整機能付きはんだごての試作開発 滋賀銀行

4488 2725110015 滋賀県 有限会社オプトセラミックス 8130002021874
空間ディスプレイを実現するための空中結像光学パネ
ルの試作開発

京都信用金庫

4489 2725110016 滋賀県 株式会社高倉屋 5180002033950
「コンピュータ制御全自動式ランニングソー導入」による
特注品の小ロット・短納期加工体制の構築事業

滋賀銀行

4490 2725110017 滋賀県 有限会社西村織布工場 5160002011438
小ロット対応及び生産性と品質向上の為の生産プロセ
ス改善

高島市商工会

4491 2725110018 滋賀県 株式会社カフィール 6160001007221
簡易型ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）用高精度レン
ズ製作のための研究開発

大辻税理士法人

4492 2725110021 滋賀県 近畿精工株式会社 3160001006556
高度化するＬＥＤヘッドライト用プラスチックレンズ金型
の製造技術の確立

滋賀銀行

4493 2725110026 滋賀県 株式会社吉田生物研究所 3130001013514
薄片サンプル作製工程の機械化を図り高効率化及び
高精度な分析技術を確立

一般社団法人滋賀県中小
企業診断士協会

4494 2725110027 滋賀県 株式会社栗東鉄工 1160001013232
ファイバーレーザー溶接機を活用した薄板溶接技術の
確立による製品の高品質化と短納期化を実現

滋賀銀行

4495 2725110030 滋賀県 株式会社古川与助商店 6160001001728
高機能制御装置を導入し製品の高品位化と操業の容
易化生産性向上を実現

一般社団法人滋賀県中小
企業診断士協会

4496 2725110036 滋賀県 シガ電子株式会社 5160001006694
新素材ガスケットの製造を可能にする高機能金型の開
発

滋賀銀行

4497 2725110037 滋賀県 林化学工業株式会社 7130001007082
２０２０年の５Ｇサービス開始に参画するための製造ライ
ン新設事業

三井住友銀行

4498 2725110039 滋賀県 合同会社トレスバイオ技研 2160003000582
アパタイトの利用範囲を広げるゲル状バイオアパタイト
の開発

公益財団法人滋賀県産業
支援プラザ

4499 2725110042 滋賀県 安田金属工業株式会社 1120001021908
アルミ押出用コンテナ設備更新による省エネと不良率
の低減

滋賀銀行

4500 2725110043 滋賀県 山川撚糸工場 　－
濾過布用撚糸の合糸工程改善を通じた高付加価値化
及び新たな撚糸開発

高島市商工会

4501 2725110044 滋賀県 ハグロエンジニアリング株式会社 8160001011527
住宅の耐震性と耐久性を高める鉄骨ジョイント部品の
高品質化

滋賀銀行

4502 2725110048 滋賀県 有限会社松本技研 6160002009852
ＣＮＣ画像測定器の導入で測定作業の大幅改善と品質
の向上、受注増を同時に実現

滋賀銀行

4503 2725110051 滋賀県 株式会社ヒラカワ 6120001069538
溶接ロボットを活用した高度溶接技術の自動化による
生産性向上

公益財団法人滋賀県産業
支援プラザ

4504 2725110058 滋賀県 高橋繊維工業株式会社 6160001011958 複合素材を用いた獣害用ネット向け新素材撚糸の開発 高島市商工会

4505 2725110060 滋賀県 有限会社かぎや菓子舗 8160002009470 伝統和菓子の革新的製造方式の確立 日野町商工会

4506 2725110063 滋賀県 株式会社Ｋａｍｏｇａｗａ 7130001010284
ＣＦＲＰとチタンの積層材を切削加工するための高性能
エンドミルの開発

栗東市商工会

4507 2725110066 滋賀県 喜多酒造株式会社 8160001009851
冷凍機付タンク導入による海外市場向け「生酒」の供給
体制確立

滋賀銀行

4508 2725110070 滋賀県 フラワー企画有限会社 6160002005694
３ＤＣＡＤを活用した完全オーダーメイドデザイン仏具の
提案

滋賀銀行

4509 2725110075 滋賀県 国産バネ工業株式会社 3120001055210
次世代自動車用ワイヤーハーネス部品の増産要望に
伴う安定供給体制の確立

滋賀銀行

4510 2725110077 滋賀県 ケイテクト 　－
ＩＯＴ技術を駆使した高度３次元切削加工によるスマート
ファクトリー化

長浜信用金庫

4511 2725110078 滋賀県 ツジコー株式会社 9160001005164
ホールフーズから特定の機能性成分を濃縮抽出する技
術開発

滋賀銀行

4512 2725110082 滋賀県 近江織物株式会社 9160001009801
国内初新素材ポリテロン繊維を使用したイオン交換膜
基布の開発

滋賀銀行

4513 2725110084 滋賀県 株式会社ファイバー 8160001009257
サイクルジャージのミシンによる縫製を無縫製化する研
究・商品開発

滋賀銀行

4514 2725110087 滋賀県 株式会社セルミック 6160001014779
世界初の「８つの照明方式を搭載したデジタルマイクロ
スコープ」開発・製造の実現

滋賀銀行
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4515 2725110088 滋賀県 株式会社昭和バルブ製作所 3160001008370 ＣＮＣ旋盤導入による生産プロセスの強化と技術の継承 大辻税理士法人

4516 2725110095 滋賀県 株式会社シンコーメタリコン 2160001004908
液晶ディスプレイ製造における画期的な品質及び製造
能力の向上に資する試作開発

滋賀銀行

4517 2725110096 滋賀県 株式会社三協製作所 5160001009367
発電機の新しいパネル構造の生産を可能にし、受注獲
得を目指すための生産体制構築

税理士法人中川会計

4518 2725110104 滋賀県 大管工業株式会社 1420001001251 下水管更生材の製造工程の自社内製化 商工組合中央金庫

4519 2725110108 滋賀県 株式会社クリスタル光学 3160001000625
数値制御型研磨装置を用いた超高精度自由曲面研磨
技術の開発

京都信用金庫

4520 2725110112 滋賀県 紺藤織物株式会社 6160001011891
産業資材用途撚糸の高機能・高性能化技術と高効率
生産技術の確立

高島市商工会

4521 2725110114 滋賀県 株式会社アルサスエンジニアリング 6160001005407
医療用リフト式体重計製造の生産能力向上による受注
の拡大

商工組合中央金庫

4522 2725110115 滋賀県 有限会社グリーンライト工業所 7160002000620
多数個取り射出成形方法の工夫による生産性と品質の
向上を図る事業

税理士法人川嶋総合会計

4523 2725110119 滋賀県 ラック株式会社 9230001012582
情報処理技術を活用し、管更生工における穿孔部の品
質向上を図る

北國銀行

4524 2725110123 滋賀県 日光精器株式会社 4120001150308
高度化機器の導入による新商品開発業務・立上業務の
革新

公益財団法人滋賀県産業
支援プラザ

4525 2725110124 滋賀県 リードテクノ株式会社 8150001008078
高解像度ハイレゾ・イヤホンに搭載する薄型圧電音響
振動子の開発

滋賀銀行

4526 2725110136 滋賀県 株式会社ＲｏｓｅＵｎｉｖｅｒｓｅ 4160001018006
「和バラ」を用いた純国産・高品質ローズウォーターの製
造

滋賀中央信用金庫

4527 2725110139 滋賀県 株式会社サンシャインポリマー 7130001006506
製袋機の機構改良による多様なサイズ展開と小ロット
短納期対応

アクセルコンサルティング
株式会社

4528 2725110141 滋賀県 日光化成株式会社 6120001068523
リチウムイオン電池用高性能絶縁板の開発と製造ライ
ンの構築

商工組合中央金庫

4529 2725110146 滋賀県 株式会社丸宮穀粉 7160001011701
滋賀の代表素材・滋賀羽二重もち米のブランド化を目
指す設備改善事業

東近江市商工会

4530 2725110148 滋賀県 上原酒造株式会社 5160001011819
新式瓶詰体制の導入による品質と生産性の向上の実
現

高島市商工会

4531 2725110151 滋賀県 多胡扇子店 　－
デザイン扇骨開発計画（伝統を引き継ぎ、新しい方法
で）

滋賀銀行

4532 2725110152 滋賀県 お米農家のよこい 　－
製造環境改善による高付加価値米の個食市場への参
入

高島市商工会

4533 2725110155 滋賀県 株式会社柿木花火工業 8160001007649
花火の残滓を大幅に減少させるエコ花火の普及と生産
性向上

滋賀中央信用金庫

4534 2725110161 滋賀県 糀屋吉右衛門 　－ 糀需要拡大に対応する新設備導入による売上拡大 野洲市商工会

4535 2725110166 滋賀県 フロンティアシステム株式会社 9160001003473
業界初 自動織機１台ごとに、糸１本の欠陥検知を可能
とした自動織機検査装置開発

アストライ債権回収株式会
社

4536 2725110168 滋賀県 株式会社かんき建設 6160001011066
窓の屋外側を緑化する商品《窓辺緑花》普及版の試作
開発

関西アーバン銀行

4537 2725110170 滋賀県 保木機料株式会社 5160001012049
消防ホース用素材の高強度糸・静電気対策糸の試作
開発

高島市商工会

4538 2725110175 滋賀県 本間鉄工 　－
ディーゼルエンジン用配管パイプの溶接精度の向上と
高効率化

瀬田商工会

4539 2725110177 滋賀県 株式会社ガーデン機工 2160001005963 精密ワイヤ放電加工機導入による生産性向上計画 大辻税理士法人

4540 2725110179 滋賀県 三友エレクトリック株式会社 9160001006666 ワンストップ生産体制の強化のための３Ｄ－ＣＡＤ導入 滋賀銀行

4541 2725110181 滋賀県 株式会社タカラインコーポレーション 8120001083834 大気圧プラズマを用いた非接着剤接合技術の開発 栗東市商工会

4542 2725110188 滋賀県 ｙａｍａｔｏ株式会社 8160001008267
検査部門の測定精度向上と業務改善による営業力強
化の推進

大辻税理士法人

4543 2725110195 滋賀県 株式会社中央電波工業 6160001010506
マイクロ波計測装置導入による短納期・大量生産・高品
質化計画

滋賀銀行

4544 2725110196 滋賀県 株式会社栄工業 7160002013928
産業機械向け板金加工部品における高精度・低ひずみ
薄板溶接技術の確立

協同組合京滋中小企業経
営サポートセンター

4545 2725110199 滋賀県 大塚産業マテリアル株式会社 5160001006521
デジタル管理による品質および生産効率向上の為の自
動プレス機の開発

公益財団法人滋賀県産業
支援プラザ

4546 2725110200 滋賀県 湖東フラワー 　－
熟練技術の機械化・自動化による高級ギフト用アンスリ
ウム高収量生産の実現

滋賀銀行

4547 2725110201 滋賀県 ニッタモールド株式会社 4160001005854
心房細動治療用ホットバルーンカテーテルの先端チップ
試作

商工組合中央金庫

4548 2725110202 滋賀県 池田製作所 　－
４次元加工で樹脂加工における寸法精度の限界点へ
の挑戦及び生産性の向上

甲賀市商工会

4549 2725110204 滋賀県 株式会社団喜 4160001003940
包餡ロボット等最新設備導入による新商品の開発・量
産化と販売体制のオムニチャネル化

滋賀銀行
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4550 2725110207 滋賀県 株式会社ＡＣＴＹＰｏｗｅｒ 6160001018334
先進的外科手術の普及と安全性向上に貢献する新しい
医療機器事業

関西アーバン銀行

4551 2725110210 滋賀県 株式会社シグマックス 8120001044209
全数検査可能な高速高精度ラベル検査システムの導
入

高島市商工会

4552 2725110214 滋賀県 株式会社ノチダ 6122001019695
超多品種変量短納期受注に対応するため最新の板金
設備を導入する

妙中公認会計士事務所

4553 2725110221 滋賀県 有限会社清元楼 9160002000560
パート職員を活用した本格的懐石惣菜の大量生産体制
の構築

大津商工会議所

4554 2725110225 滋賀県 関西産業株式会社 2160001008173
多量の可溶性シリカを含有するバイオ炭（籾殻くん炭）
の試作開発

大垣共立銀行

4555 2725110232 滋賀県 株式会社ＴＫＳ 4160001010508
ＣＡＤ／ＣＡＭと同時５軸複合加工機をリンクさせ、高度
な加工と共に生産性を向上

東近江市商工会

4556 2725110233 滋賀県 スマック株式会社 9120001104102
モータ高効率駆動用ベクトル制御マップ自動生成装置
の開発

一般社団法人滋賀県中小
企業診断士協会

4557 2725110234 滋賀県 旭合繊維株式会社 5160001011793
合糸工程内製化による複合撚糸開発を基に次世代織
物の試作開発

高島市商工会

4558 2725110235 滋賀県 株式会社片岡精起製作所 6160001010704
ＮＣマルチフォーミング機を用いた超短納期化生産プロ
セスの革新

合同会社ラック・パートナー
ズ

4559 2725110238 滋賀県 平成工業株式会社 1160001010972
蒸気養生温度自動管理システムによるコンクリート製品
の高品質化と「ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ」への対応

滋賀銀行

4560 2725110241 滋賀県 株式会社上田製作所 6160001009416
バルブ製造技術の高度化による市場ニーズ対応と新分
野への製造展開

大辻税理士法人

4561 2725110245 滋賀県 株式会社壺八 7160001005562
ガス窯増設による信楽焼陶製水琴窟製造環境整備事
業

甲賀市商工会

4562 2725110246 滋賀県 みなくちファーム 　－
原木椎茸を使用した「椎茸パウダー」の商品化及び製
造環境の改善

高島市商工会

4563 2725110260 滋賀県 能勢鋼材株式会社 6120001000948
航空機部品一貫生産体制構築のための最終検査体制
の構築

池田泉州銀行

4564 2725110268 滋賀県 株式会社光子発生技術研究所 2160001010757
卓上型放射光装置みらくる光源としたサブミクロンＸ線Ｃ
Ｔ装置の高速化

滋賀銀行

4565 2725110271 滋賀県 京都宝製菓株式会社 4130001002342 ドライアイス洗浄機導入による品質向上と生産効率化 滋賀銀行

4566 2725110277 滋賀県 株式会社サンクフルハート 5160001007239
介護離職者ゼロの実現に寄与する組立式介護浴槽の
開発

長浜北商工会

4567 2725110278 滋賀県 株式会社北岸製作所 8160001018638
曲げ加工工程の自動化による手作業の削減と加工技
術の承継

滋賀銀行

4568 2725110279 滋賀県 株式会社佐藤医科器械製作所 1130001020875
レーザー加工工程の自動化によるボトルネックの排除
と機械の稼働時間延長

滋賀銀行

4569 2725110281 滋賀県 近江ＯＦＴ株式会社 7160001015735
異形ねじ製造における頭部成形工程の品質向上と社内
一貫生産体制の確立

滋賀銀行

4570 2725110283 滋賀県 株式会社テクノフロンティア 5120001160693
高速積層装置の導入による対向流型熱交換素子の生
産性向上と高品質製品の安定供給の実現

髙木税理士事務所

4571 2725110286 滋賀県 トランスブート株式会社 5160001004293 マンション向け自動電流計測システムの開発 滋賀中央信用金庫

4572 2725110287 滋賀県 株式会社スタジオケイ 9160001012243
足と靴と健康を考えた新商品の提供で健康生活をサ
ポートする

滋賀銀行

4573 2726110004 京都府 飛鳥メディカル株式会社 3130001023926 緑内障レーザー治療器開発
公益財団法人京都高度技
術研究所

4574 2726110005 京都府 株式会社ヒロミツ製作所 6130001038839
自動車用部品の試作技術を生かした量産部品の生産
への受注販売化事業

滋賀銀行

4575 2726110007 京都府 株式会社衣川製作所 3130001013811
ワイヤー放電加工技術の超高精度・高速化による医療
ロボット分野への進出

安田勝也

4576 2726110010 京都府 河北印刷株式会社 4130001010295
手帳製造ラインにおけるボトルネック解消及び新商品開
発事業

京都信用金庫

4577 2726110011 京都府 ベノック株式会社 9130001027129
高性能マシニングセンター導入とセミオーダー型パター
の生産体制の構築

安田勝也

4578 2726110012 京都府 株式会社山田製作所 7130001030506
遺伝子検査装置部品向け金型の短納期化・高精度化
及び低コスト化対応

株式会社エフアンドエム

4579 2726110016 京都府 マンヨーツール株式会社 5150001002232
製造工程の集約による航空機部品検査用治具の高精
度化及び短納期化の実現

株式会社エフアンドエム

4580 2726110017 京都府 株式会社ヒット 7130001015465
多機能型過熱蒸気試験分解炉の開発によるカスタマイ
ズ事業の実施

京都商工会議所

4581 2726110018 京都府 イーコット株式会社 3120001011667
アルミ材の多数個同時加工による生産性向上とＩＯＴを
利用した短納期化

商工組合中央金庫

4582 2726110019 京都府 株式会社エムジーテクノ 8130001046113
高精度切削加工技術による半導体・液晶製造装置部品
の精度高度化及び生産体制強化

若杉公認会計士事務所

4583 2726110020 京都府 トウジ工業株式会社 7130001033525
多機能「先進ロボット溶接機」導入による製品分野の拡
大多角化と新規需要の開拓

京都中央信用金庫

4584 2726110021 京都府 有限会社河原崎製作所 5130002026216
審美性・人間工学性追求のための新構造金型製作実
施に必要な設備投資事業

滋賀銀行
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4585 2726110022 京都府 株式会社坂製作所 4130001000825
本業の下請加工と自社製品をフレキシブルに生産がで
きる体制の構築

京都商工会議所

4586 2726110023 京都府 株式会社フジタイト 8130001033961 次世代型可変バルブの試作品製造体制の確立 京都信用金庫

4587 2726110025 京都府 金谷製作所 　－
マシニングセンターの導入によるプレス金型の高精度・
短納期化を実現する

京都中央信用金庫

4588 2726110026 京都府 株式会社ナンゴー 5130001032909
発電コア設備部品の中ぐり加工による高精度化、短納
期化技術の確立

京都銀行

4589 2726110027 京都府 株式会社グローバルメタルシンコウ 7130001010482
国内における雑品スクラップ完全分別化システムの構
築事業

京都中央信用金庫

4590 2726110032 京都府 株式会社ビークル 1260001008362
ライフサイエンス発展に貢献するウェスタンブロット自動
化装置の開発

京都銀行

4591 2726110033 京都府 大村家具工業株式会社 7130001002661
デジタルパネルソー及びスライドソー導入によるオー
ダーメイド家具・建具の生産能力向上計画

京都銀行

4592 2726110034 京都府 西田精密工業株式会社 4130001032934
ものづくり産業の発展に貢献するスーパーエンプラ等の
精密加工技術開発事業

京都銀行

4593 2726110038 京都府 株式会社矢野製作所 5130001033188
業界でも特異な金型・成型の一貫生産体制の構築によ
る、技術革新分野への展開

若杉公認会計士事務所

4594 2726110039 京都府 巧美堂印刷株式会社 2130001000711
最先端印刷品質管理システム導入による生産性向上と
競争力強化事業

京都銀行

4595 2726110048 京都府 東風美術工芸株式会社 2130001054567
レーザーマーカーによる伝統金属工芸品の加工時間短
縮・精密化

京都中央信用金庫

4596 2726110050 京都府 株式会社ホームライフ 3130001041928
１００年の暮らしを考えて永続的な環境配慮を可能とす
るセルロースファイバー断熱材の自社開発

山田典正税理士事務所

4597 2726110055 京都府 協業組合丹後熱処理センター 3130005010887
高出力高周波焼入れ装置導入による熱処理事業の市
場競争力の強化

京丹後市商工会

4598 2726110056 京都府 株式会社富士電工 6130001011597
産業用リチウムイオンバッテリ－を搭載した蓄電池設備
の開発

商工組合中央金庫

4599 2726110057 京都府 明光精器株式会社 3130001002021
増産及びコスト削減要求に対応するための高度生産性
向上型設備投資事業

京都中央信用金庫

4600 2726110060 京都府 新興化成工業株式会社 2130001038999
３Ｄプリンター用のオレフィン系樹脂使用の新フィラメン
ト量産

井手町商工会

4601 2726110069 京都府 株式会社京屋吉星 2130001027457
ＩＴとスマホを活用したゲーム型ＶＲ，ＡＲ対応歴史観光
サービスの創出

京都銀行

4602 2726110071 京都府 株式会社ノードクラフト 3140001083457 実証用ロボットシステム導入による技術革新 尼崎信用金庫

4603 2726110074 京都府 株式会社プロト 5130001034054
自動車エンジン廻りのアルミ鋳造品（試作品）の高効
率・高品質生産システムの確立

京都信用金庫

4604 2726110075 京都府 株式会社豊運 3120001010974
世界初、外壁用高効率断熱材のための製造機構の導
入

北陸銀行

4605 2726110080 京都府 小城製薬株式会社 9120001079352
ヘルスケア市場獲得のための新規殺菌法によるエキス
製造

三井住友銀行

4606 2726110090 京都府 株式会社セイワ工業 4130001033684
難形状加工機器・高精度測定器導入による工数削減及
び品質保証の一体化

商工組合中央金庫

4607 2726110095 京都府 有限会社炭平旅館 1130002033851 急速冷凍技術の導入による旅館業の収益構造の改善 京丹後市商工会

4608 2726110099 京都府 日本ロジックス株式会社 3160001003297 業界初の「電子の健康家計簿」の開発・実用化 長岡京市商工会

4609 2726110100 京都府 株式会社名工技研 5130001048599
研削加工の生産性向上による５φ以下の極細パンチ市
場への本格参入

八幡市商工会

4610 2726110101 京都府 株式会社Ｔ　Ｉ　Ｆ 6130001042345
最新立型マシニングセンタの導入によるＩｏＴを活用した
生産性向上

八幡市商工会

4611 2726110102 京都府 オングル工芸株式会社 7130001032411
ネクタイ縫製業における縫製工程の機械化による小
ロット短納期化事業計画

京都銀行

4612 2726110103 京都府 株式会社朝陽 2120001156240
溶接工程の自動化率向上と不良「０」で目指せ、生産性
２００％！

守口門真商工会議所

4613 2726110105 京都府 株式会社マサインタナショナル 1130001046441
小型リアルタイム光合成能力測定器（ＣＯ２測定器）の
開発

京都銀行

4614 2726110106 京都府 株式会社ＫＯＹＯ熱錬 9130001006388
航空機の低燃費化を実現させる低歪真空熱処理の実
現

公益財団法人京都産業２１

4615 2726110108 京都府 株式会社色素オオタ・オータス 2130001021030
現行のデジタル製版機の問題点を解決し、改良型を試
作開発する事業

京都信用金庫

4616 2726110113 京都府 有限会社篠原製作所 3130002010972
マシニング導入による中物製缶品の高精度一貫加工開
発

京都銀行

4617 2726110115 京都府 吉樂 　－
シルクスクリーン製版システム導入による高速化及び
歩留まり改善事業

京都中央信用金庫

4618 2726110119 京都府 株式会社サビア 1130001029710 Ａ１サイズスキャナのデファクトシステム開発
ベンチャーサポート税理士
法人

4619 2726110120 京都府 有限会社アオイ製作所 3130002027117 機械装置導入による生産拡大と高精度加工の実現 久御山町商工会
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4620 2726110121 京都府 楠岡義肢製作所株式会社 9130001045428
１時間でオーダー・インソールを提供する製販一貫型３
Ｄシステムを構築

宇治商工会議所

4621 2726110123 京都府 北澤機械工業株式会社 3130001020394
ＨＶ及びＥＶ自動車用バッテリー生産における外部委託
部品の内製化

京都銀行

4622 2726110124 京都府 株式会社寺内製作所 5130001015129
自働監視技術を備えた最新複合ＮＣ旋盤による航空エ
ンジン部品の高効率生産化

南都銀行

4623 2726110125 京都府 株式会社ヤマコー 6130001015937
緩衝材設計・加工技術導入による物流コスト削減提案
企業への変革

公益財団法人京都産業２１

4624 2726110126 京都府 株式会社西川製作所 4130001011376
ＣＮＣ旋盤導入による機械装置構成部品の多品種小
ロットに対応した高精度・高効率加工の実現

京都中央信用金庫

4625 2726110127 京都府 株式会社林製作所 2130001038537
医薬品製造設備用部品の生産性向上によるジェネリッ
ク薬品普及への貢献

京都銀行

4626 2726110130 京都府 将光株式会社 1130001041772
裁断部門の内製化により高度化される多様な繊維素材
加工技術の承継及び雇用創出

株式会社エフアンドエム

4627 2726110131 京都府 中西精機 　－
特殊形状の工業用ニッパー製品のシームレスで高品質
な生産体制の確立

京都北都信用金庫

4628 2726110135 京都府 有限会社タカラプラスチック 3130002014255
新型機導入による医療機器分野への新規参入と雇用
拡大・所得等処遇改善の推進

長岡京税理士事務所

4629 2726110136 京都府 株式会社ＩＳスリッター 2130001026401 「段差痕」解消クッションテープの試作開発 井川正隆

4630 2726110138 京都府 食健康研究所株式会社 3130001054533
新規な乳酸菌の抗菌能力を特化した「健康にいい」天
然抗菌液の製造

公益財団法人京都産業２１

4631 2726110142 京都府 株式会社イーシーフロンティア 5130001040366
電気化学測定用の小型ＦＲＡ及び付随する小型ポテン
ショスタットの試作品開発

南都銀行

4632 2726110143 京都府 株式会社藤塚工業 3130001039674
最新のＮＣフライス盤導入による、溶接・切削加工の一
貫体制強化

京都信用金庫

4633 2726110145 京都府 株式会社足立商会 3130001040913
アルミサッシ加工機導入による加工システムの開発と
競争力強化

エスビーサポート合同会社

4634 2726110147 京都府 株式会社はま一 6130001001664
“蒲鉾から天ぷらへ”新事業展開に対応する為の設備
投資

京都銀行

4635 2726110158 京都府 平七水産株式会社 7130001042963
海産物のサービス提供プロセスの改善とブランド力強
化事業

京丹後市商工会

4636 2726110171 京都府 株式会社リバース・フィット・デザイン 9130001053876 高齢者向け運動機器の安全規格評価用設備導入 滋賀銀行

4637 2726110172 京都府 株式会社ＤＩＹ ＳＴＹＬＥ 6130001044011
誰でも簡単にＤＩＹで施工可能な高性能床用防音下地材
の開発

京都北都信用金庫

4638 2726110175 京都府 株式会社洛北義肢 1130001005661
インフラレッドオーブン導入による義肢製作時間短縮、
適合性向上の獲得

公益財団法人京都高度技
術研究所

4639 2726110178 京都府 株式会社アプリシエイト 6130001051255
中高齢者向けメガネ併用型の動体視力トレーニングメ
ガネ試作開発

京都商工会議所

4640 2726110179 京都府 コムイノベーション有限会社 5130002013825
カーボンナノチューブ溶液の量産技術確立と応用技術
の商品化

公益財団法人京都産業２１

4641 2726110181 京都府 有限会社森田美術印刷 8130002011611
Ｗｅｂによる京都府下唯一の入稿後「１２０分印刷」シス
テムを構築する差別化事業

京都中央信用金庫

4642 2726110184 京都府 株式会社加悦ファーマーズライス 2130001040781
機械化による安全安心商品の製造と生産量増加による
利益を社員と地域に還元

与謝野町商工会

4643 2726110190 京都府 株式会社京都イングス 1130001043777
ＩＣＴ技術を活用した災害時に即応できる現地調査手法
開発と三次元測量技術サービス

京都北都信用金庫

4644 2726110197 京都府 二九精密機械工業株式会社 6130001011366
高精度・高効率複合加工機の導入による航空機産業分
野への参入

公益財団法人京都産業２１

4645 2726110200 京都府 和幸産業株式会社 6140001019689
マニホールドブロックの無人機械加工の実現と部門別
利益の向上

株式会社増田経営会計

4646 2726110203 京都府 株式会社みなみソーイング 9130001054180
ＣＡＤシステム導入によるニット製造の裁断効率向上と
ＢｔｏＣへの取引ルート開発

杉田公認会計士・税理士
事務所

4647 2726110211 京都府 熊野酒造有限会社 9130002033869
最新プレート熱交換機導入による清酒火入れ工程の改
善と品質向上

京丹後市商工会

4648 2726110217 京都府 株式会社ベッセル福知山 2130001041276
精密ドライバーの生産効率をアップさせる『一気通貫製
造ライン』の導入

京都北都信用金庫

4649 2726110221 京都府 有限会社亀井製作所 5130002027172
医療機器・食品機械部品の需要拡大に伴う生産体制強
化の実現

京都銀行

4650 2726110225 京都府 イノコ株式会社 7130001056410
ラマン分光分析をどこでも実施するオンサイト測定分析
サービス

公益財団法人京都産業２１

4651 2726110229 京都府 株式会社阪村エンジニアリング 7130001033434
非円筒形状超硬パンチピンの新しい加工方法確立によ
る競争力強化

アクセルコンサルティング
株式会社

4652 2726110233 京都府 株式会社山岡製作所 7130001007479
精密インサート成形品の品質向上と安定化による工数
の低減

城陽商工会議所

4653 2726110235 京都府 株式会社ＳｈｉｎＳｅｉ 6130001039102
放射線撮影装置部品の高精度化および新たな供給体
制の構築計画

株式会社エフアンドエム

4654 2726110237 京都府 株式会社ミタテ工房 1130001015768
自然災害対策に寄与する地形模型製作工程の革新と
環境に配慮したモデル製作の実現

京都銀行
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4655 2726110242 京都府 株式会社エスケーエレクトロニクス 4130001023818 書き換え可能なエコハーベスティング荷札の開発 京都御池税理士法人

4656 2726110243 京都府 有限会社創造工房 4130002033799
フルーツガーリックを基点とする加工品展開の基盤構築
事業

京都北都信用金庫

4657 2726110244 京都府 株式会社吉岡製作所 9130001055518
高精度測定機による効率的な生産体制構築と受注量
倍増計画事業

京丹後市商工会

4658 2726110254 京都府 中嶋金属株式会社 8130001001489
自動運転車及び航空機部品の安全性向上を目的とし
たメッキ技術の開発と実用化

黒瀬税理士事務所

4659 2726110258 京都府 上田鍍金株式会社 7130001000260
高機能めっき開発の試作品生産の実現・効率化のため
のマイクロスコープ導入

若杉公認会計士事務所

4660 2726110259 京都府 株式会社クリーン精光 6130001031901
金属部品の精密加工における高精度化及び短納期化
による医療機器対応の実現

京都銀行

4661 2726110260 京都府 有限会社杉本工作所 4130002000873
鋳物加工の需要に対する設備導入と面相度（面粗さ）
革命による生産革新

京都銀行

4662 2726110261 京都府 有限会社トリビオックスラボラトリーズ 5130002005822
オゾンマイクロナノバブルによる樹脂めっきの前処理装
置の試作開発

南都銀行

4663 2726110263 京都府 ナカライテスク株式会社 1130001021948
革新的な超臨界流体クロマトグラフィー用カラムの開発
と市場獲得

三井住友銀行

4664 2726110268 京都府 竹野酒造有限会社 9130002033745
分析システムと新商品化設備導入による海外市場開拓
も見据えた高品質清酒製造開発

京都北都信用金庫

4665 2726110270 京都府 株式会社北村鉄工所 6130001010319 切削工程内製化による競争力アップと雇用促進 公益財団法人京都産業２１

4666 2726110272 京都府 株式会社メタルカラー 5122001007445
高齢者及び海外向け医薬品包材による新展開と既存
事業の生産性向上による競争力強化

京都北都信用金庫

4667 2726110283 京都府 株式会社仁張工作所 6122001003410
精密板金部品加工のＩＴを活用したペーパーレス生産体
制の構築

商工組合中央金庫

4668 2726110284 京都府 池田酒造株式会社 9130001043233
現代の多様な食生活に合う爽やかな日本酒を造る生産
プロセスの改善

京都北都信用金庫

4669 2726110295 京都府 アイ’エムセップ株式会社 1130001026749
プラズマ誘起電解法による金属ナノ粒子製造装置の試
作

京田辺市商工会

4670 2726110297 京都府 株式会社白心堂 9130001018458
業界最高水準の安心・安全の生産体制の構築と設備
導入による生産プロセスの改善

京都商工会議所

4671 2726110298 京都府 磯野開化堂 　－ 茶包装機器導入による受注量の増加・経営安定事業 宮津商工会議所

4672 2726110302 京都府 株式会社北川工作所 7130001012529
水圧転写プリントを用いて、独自のヘルメットデザイン塗
装を開発し、世界へ販売

京都中央信用金庫

4673 2726110303 京都府 池市食品 　－
価値あるこんにゃくの自動製造ラインによる生産体制の
確立

京丹後市商工会

4674 2726110311 京都府 加藤紙工有限会社 1130002026211
最新式プレススタッカーと生産管理システムの導入によ
る作業工程効率化

京都銀行

4675 2726110312 京都府 株式会社文の助茶屋 1130001009638 甘酒ストレートタイプ開発販売事業 京都銀行

4676 2726110333 京都府 株式会社宇野商店 3130001004389
ブランド戦略の見直しによる富裕層の取込みを通じた売
上拡大

京都銀行

4677 2726110335 京都府 株式会社ツー・ナイン・ジャパン 8130001011174
顧客からの要望の強いＤＭＣ杵を量産製造するための
設備導入

京都中央信用金庫

4678 2726110336 京都府 有限会社ワイズロード 9130002035196
クラウドを用いた高信頼・安価な構造解析サービスの提
供

京都合同会計

4679 2726110347 京都府 株式会社開洋 3130001002723
ＮＣ機械による多穴押出金型の高精度化及び生産性の
向上

中野公認会計士事務所

4680 2726110354 京都府 株式会社７＆Ｍ 7130001056492
新製法の導入による多店舗展開、長時間営業体制の
構築

京都商工会議所

4681 2726110367 京都府 かわい歯科クリニック 　－
歯科用ＣＴとマイクロスコープの連携による高精度治療
システムの構築

税理士法人キャスダック

4682 2726110371 京都府 ケイコン株式会社 5130001014345
高耐久製品ハレーサルト及び２０ｔ超の大型製品の生産
性と品質向上

アクセルコンサルティング
株式会社

4683 2726110372 京都府 有限会社福谷製作所 7130002031676
高性能マシニングセンタの導入による高精度化と生産
性向上計画

京都中央信用金庫

4684 2726110375 京都府 共同印刷工業株式会社 6130001000575
最新設備導入による印刷製造プロセスの抜本的改善計
画

菱田多賀志

4685 2726110377 京都府 有限会社大和彫刻所 2130002012425
４軸ＮＣ彫刻機及びファイバーレーザー機導入による、
丸モノ彫刻技術の継承・高度化事業

税理士法人今西総合会計

4686 2726110378 京都府 広瀬鈑金工業株式会社 3130001032984 自動車用ボディの試作品開発による短納期化計画 株式会社エフアンドエム

4687 2726110379 京都府 株式会社工進 2130001030056
設備のＩｏＴ化・自動化による農業用ポンプ製造リードタ
イムの削減

株式会社エフアンドエム

4688 2726110381 京都府 株式会社小山製作所 5130001000782
多品種少量生産に対応したプラスチック加工の短納期
化及び低コスト化の実現

税理士法人今西総合会計

4689 2726110385 京都府 株式会社岡文 8130001020167
電子ジャガード導入による繊細な織模様を実現した仏
事用掛け軸の試作開発

大嶋浩敬
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4690 2726110387 京都府 橋本鉄工株式会社 6130001011465
製薬工場向け金型管理専用治工具の製作・販売等合
理化サポート事業

京都商工会議所

4691 2726110397 京都府 有限会社マルキ精機 2120002075101 高精度レンズ金型の安定生産の技術開発 京都銀行

4692 2726110398 京都府 オグラシェル・夜久石油店 　－
鋳造加工に用いる高精度の中子製造技術の開発によ
る競争力強化

福知山商工会

4693 2726110400 京都府 株式会社弘 4130001025698
新設備で仕入・販売のコントロールと安全性・生産性を
高め、業態付加で新市場進出

京都信用金庫

4694 2726110402 京都府 有限会社田中製作所 8130002014300 最新型ＭＣ導入による金型の高生産体制の構築 京都信用金庫

4695 2726110405 京都府 たつみ印刷 　－
現像工程削減による高品質・高効率な自社一貫生産体
制の実現

京丹後市商工会

4696 2726110407 京都府 株式会社きたやま南山 7130001006209
京都初のハラール対応牛肉料理専門店の開始とハ
ラール牛肉安定供給事業

京都商工会議所

4697 2726110409 京都府 川村エンジニアリング株式会社 2130001052570
ミーリングを備えた複合旋盤による生産性の向上と複
雑形状の長物加工対応策

京都信用金庫

4698 2726110410 京都府 川惣電機工業株式会社 9120001042376
燃料電池製造現場で使用される高精度小型温度セン
サの製造開発

三菱東京ＵＦＪ銀行

4699 2726110412 京都府 有限会社木下製作所 8130002010704
３軸制御立型マシニングセンタの導入による生産体制
の向上と競争力の強化

京都中央信用金庫

4700 2726110417 京都府 有限会社アリアソシエイツ 5130002032387
顧客満足度向上に向けた自社ブランドの確立と生産力
の強化

与謝野町商工会

4701 2726110422 京都府 松崎工芸 　－
新規製品の製造受注への対応とオリジナル商品の開
発

京丹後市商工会

4702 2726110423 京都府 宮崎木材工業株式会社 6130001001994 真空含浸装置による不燃・難燃木材の新技術開発 京都銀行

4703 2726110429 京都府 ミツフジ株式会社 4130001038601
ＩｏＴ分野で使用する銀メッキ導電性繊維の、抵抗値の
低下と安定化

公益財団法人京都産業２１

4704 2726110430 京都府 株式会社ヤマサン 4130001033701
海外への「宇治有機抹茶輸出ビジネス」の販路拡大に
向けた取り組み

特定非営利活動法人関西
事業再生支援センター

4705 2726110433 京都府 ロンドフードサービス株式会社 4130001029253 水素水を用いた無洗米炊飯の大量生産技術の構築 京都商工会議所

4706 2726110434 京都府 矢野株式会社 3130001042810
精度の高い特殊パーツの製作・活用により生産効率の
向上を図る

京丹後市商工会

4707 2726110435 京都府 共進電機株式会社 9130001017022
海外市場向け新エネルギー関連機器事業化の品質保
証システム構築

公益財団法人京都高度技
術研究所

4708 2726110439 京都府 京都食品株式会社 4130001019436
京野菜を用い京都で製造する京惣菜（和惣菜）の海外
販路構築事業

京都税理士法人

4709 2726110440 京都府 Ｓ．ラボ有限会社 3130002025855
ペレット式３Ｄプリンターに用いる高性能化・高機能化樹
脂材料の開発

京都銀行

4710 2726110443 京都府 株式会社アイ・イー・ジェー 4130001028965 高機能性ウレタンエラストマーシートの開発 商工組合中央金庫

4711 2726110444 京都府 株式会社大阪サイレン製作所 8130001047862
高性能３次元切削加工機の導入による製品開発時間
の短縮とコスト低減

下河内会計事務所

4712 2726110446 京都府 ＷＥＬＤ　ＯＮＥ 　－
自転車用チタンフレームのハンドメイドビルダーからメー
カーへの飛躍

与謝野町商工会

4713 2726110449 京都府 株式会社福永製作所 3130001025600 短納期対応のための工程集約加工の技術確立 ものづくり補助金情報中心

4714 2726110453 京都府 東洋印刷株式会社 3130001021789
高品位印刷機導入による小ロットセキュリティ印刷サー
ビス事業の生産基盤強化

京都信用金庫

4715 2726110455 京都府 株式会社轟製作所 5130001015186
３軸ロボット導入によるスイッチ組品のハンダ付けの自
動化

京都商工会議所

4716 2726110460 京都府 株式会社ハーメックス 5130001036257 小型電動ロクロ開発事業 久御山町商工会

4717 2726110465 京都府 株式会社松田精工 7130001046601
最新型の門形五面加工機の導入により、精密板金加工
分野の大幅な受注増を目指す

京丹後市商工会

4718 2726110466 京都府 増錬工業株式会社 7130001042724
３次元測定機導入による高精度・高付加価値加工にお
ける受注拡大事業

京丹後市商工会

4719 2726110469 京都府 株式会社白金製作所 9130001035627
５軸加工マシニングセンタ導入による３次元精密切削加
工部品の試作開発と生産性向上

京都銀行

4720 2726110472 京都府 吉田工業所 　－
ＮＣ旋盤の導入で生産効率の向上を図り町工場に明る
い未来を！

京都信用金庫

4721 2726110473 京都府 ＨＩＬＬＴＯＰ株式会社 6130001034516
最新モデルのマシニングセンタを活用し、部品加工の高
効率化を図ると共にＬＡＮを活用した［ＨＩＬＬＴＯＰスマー
トファクトリー］を構築する

京都銀行

4722 2726110475 京都府 株式会社韋城製作所 2130001043009
小物精密型鍛造技術等を応用・結集した中量中物多品
種生産体制の構築

京丹後市商工会

4723 2726110477 京都府 有限会社ゆすら 5130002025333
着物・帯を縦型クローゼットで長期保存できるハンガー・
保存袋の試作開発

向日市商工会

4724 2726110478 京都府 髙木金属株式会社 5130001014964
表面処理加工の高度化によるエコカー燃料電池部品の
大量加工体制の確立

株式会社エフアンドエム
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4725 2726110481 京都府
株式会社ウエダ・テクニカルエント
リー

1130001038298
医療用「高硬度材・難削材」の生産効率向上用研削工
具の開発

京都銀行

4726 2726110485 京都府 株式会社山中精工所 2130001022986
自動車向け新素材ハーネスの自動防食機開発のため
の加工技術向上計画

京都銀行

4727 2726110487 京都府 サンケイデザイン株式会社 9130001003047
オンデマンド印刷機と小ロット対応断裁機導入による
『きょう印刷お届け便』事業

京都商工会議所

4728 2726110491 京都府 有限会社ヒロミ・アート 5130002009212
レーザー溶接による新しい京七宝製品の創生と製造工
程の革新

京都商工会議所

4729 2726110492 京都府 コスメディ製薬株式会社 9130001027087
新規コンビネーション育毛剤（医薬部外品）の生産体制
樹立と上市

商工組合中央金庫

4730 2726110493 京都府 株式会社最上インクス 5130001000808
多品種少量向け薄板ヒートシンクの量産化生産プロセ
スの実現と事業化

京都商工会議所

4731 2726110494 京都府 有限会社日双工業 9130002010109
多種な医療器具を思い通りの位置に、簡単に固定出来
る器具の開発

公益財団法人京都産業２１

4732 2726110502 京都府 株式会社浅田可鍛鋳鉄所 1130001040915
横型マシニングセンタを導入し、生産工程を単工程化
し、生産性向上、コスト削減を図る事業

商工組合中央金庫

4733 2726110503 京都府 京和ブロンズ株式会社 1130001033340
高品質インゴットを化学的に裏付けし、ユーザーの拡大
を図る

アイネックス税理士法人

4734 2726110510 京都府 誓和工具株式会社 4122001018922
コンロッドのスチール製品からアルミニウム鍛造加工へ
の転換

京都銀行

4735 2726110525 京都府 ハクレイ酒造株式会社 2130001040567
『ＰＢ日本酒』の製造・販売による国内外への日本酒ファ
ン拡大の実現

京都銀行

4736 2726110526 京都府 株式会社ナベル 1130001030569
画像寸法測定器を活用した製品加工材料の精度向上
による生産リードタイムの短縮

京都信用金庫

4737 2726110529 京都府 サンエー電機株式会社 2130001010710
検査工程の自動化による生産プロセスの改善と顧客
ニーズへの対応

滋賀銀行

4738 2726110532 京都府 株式会社クロスメディカル 1130001033596
自由変形を有する超軟質樹脂モデルの検査バリデー
ションシステムの構築

京都信用金庫

4739 2726110533 京都府 株式会社クロスエフェクト 8130001023764
属人的・職人的な試作用真空注型特殊型製作技術の
標準化による生産性向上

京都信用金庫

4740 2726110535 京都府 株式会社カタヤマ時計店 1130001034867
在宅高齢者・障害者向け眼鏡及び補聴器訪問営業
サービスの確立

南丹市商工会

4741 2727110002 大阪府 株式会社玉川精密 1120001169210
金型修理専用ライン構築による、金型メンテナンス事業
の対応力強化

株式会社ゼロプラス

4742 2727110004 大阪府 株式会社田中金属製作所 7120101022552
ルーフナット製造の内製・自動化による品質改善・納期
短縮・コスト削減

堺商工会議所

4743 2727110006 大阪府 ウツエバルブ株式会社 3120001027151
高速・高精度ＣＮＣ旋盤導入による発電プラント向け高
温高圧バルブの生産体制強化計画

商工組合中央金庫

4744 2727110007 大阪府 株式会社ユーエス 5120001140316 鉄道車両用洗浄水シリカ除去装置ユニットの開発 池田泉州銀行

4745 2727110008 大阪府 進和産業株式会社 2120001155894
水素ステーション普及に欠かせない「バルブ」の生産体
制構築計画

株式会社エフアンドエム

4746 2727110015 大阪府 上野砂糖株式会社 6120001075123
固形及び粉状黒糖（含蜜糖）の計量・充填が可能なこれ
までにない包装ラインの構築事業

商工組合中央金庫

4747 2727110018 大阪府 株式会社中田製作所 5122001019515
最新モデルのマシニングセンター導入による生産性向
上と競争力強化

池田泉州銀行

4748 2727110019 大阪府 宮﨑機械システム株式会社 6120101038475
生産工程の改善によるワイヤフォーミングマシーンの競
争力向上と修理売上の拡大

りそな銀行

4749 2727110020 大阪府 アルゴ株式会社 3120002041135 紫外線ＬＥＤによる捕虫ライトの開発と事業化 大阪シティ信用金庫

4750 2727110023 大阪府 有限会社東亜ライト 4120002009973
新開発直圧成形法による医療並びに先端産業向け高
機能樹脂部品の開発について

大阪商工信用金庫

4751 2727110027 大阪府 エースシステム株式会社 5120101041174
ＩｏＴ利活用、食品業向連続式過熱水蒸気蒸煮装置「量
産体制の構築」

和泉商工会議所

4752 2727110029 大阪府 株式会社ＫＭＴ 4120001012292
「新たな生産プロセス」導入による「自由な軸受ユニット
の組み合わせ選択」の提供

りそな銀行

4753 2727110030 大阪府 山陽株式会社 6120001023593
クランプ金型の生産性向上によるリードタイム短縮と量
産工法の確立

八尾商工会議所

4754 2727110031 大阪府 松勢鋼材株式会社 9122001020122
ガンドリルマシン導入によるボトルネック解消と小径・深
穴加工の内製化

株式会社ゼロプラス

4755 2727110034 大阪府 株式会社ＺＥＲＯ－ＯＮＥ 5120901014180
レーザー裁断機導入による高い感性価値のぬいぐるみ
の高生産性制作体制の構築

北おおさか信用金庫

4756 2727110041 大阪府 マスター工業株式会社 9122001006749
高精度画像測定器で製品仕上げ寸法の変化値から劣
化する冷間鍛造金型の適正交換時期判断法を確立す
る

大阪シティ信用金庫

4757 2727110044 大阪府 トキワ印刷株式会社 2120001085555
アイトラッキングシステムを活用したパッケージデザイン
の革新事業

池田泉州銀行

4758 2727110045 大阪府 大阪テック株式会社 1120901023227
世界標準を覆す新機構の工作機械用「ヨロイカバー」の
製造技術の確立

池田泉州銀行

4759 2727110051 大阪府 構造物設計株式会社 9120001128373
小型で高精度な構造物および地盤の変位計測用傾斜
計の開発

藤井誠一
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4760 2727110054 大阪府 林金属工業株式会社 2120001018507
画像寸法測定器の導入による「測定計測業務の生産性
向上」と「品質競争力強化」事業

三菱東京ＵＦＪ銀行

4761 2727110059 大阪府 有限会社柳金属製作所 3120002047116
ステンレス加工の高精度化・複雑形状化を実現する輪
郭形状等の測定検査体制の確立

株式会社エフアンドエム

4762 2727110060 大阪府 理光フロートテクノロジー株式会社 2120101031335
迅速成型システムの採用による生産性向上達成の燃
料計用完全独立気泡フロート開発

富田林商工会

4763 2727110066 大阪府 株式会社コジョウテックス 9120001001836
橋の塗り替え工事における有害物質を含んだ古い塗装
の安全な除去方法の確立

株式会社エフアンドエム

4764 2727110068 大阪府 有限会社中林俊製作所 9122002017027
超高硬度部品製造に対応するための短納期・高精度生
産体制の確立

株式会社エフアンドエム

4765 2727110071 大阪府 株式会社ウチダ 2122001015087 鋼材の組付前形状加工による金型製造方法の革新 南都銀行

4766 2727110072 大阪府 株式会社梅川鉄工所 7120101043177
最新モデル機にＩＯＴを活用した普通車用電動パワステ
部品加工の競争力強化

大阪信用金庫

4767 2727110077 大阪府 トキワ工業株式会社 8120101004756
フォーマーの新たな加工方法の確立による品質および
生産性の向上

経営コンサルタント竹内淳
朗

4768 2727110078 大阪府 吉川織物株式会社 9120101042037
自動車用フロアーマット重量軽減を図るための設備の
導入

和泉商工会議所

4769 2727110081 大阪府 有限会社データワイズテック 5140002065601
放電加工による自由曲面細長形状部品等のワンピース
構造金型の製作

株式会社エフアンドエム

4770 2727110085 大阪府 株式会社村井水栓製作所 2120001019018
流量調整機能付き止水栓の試作開発　及び生産体制
の構築

大阪シティ信用金庫

4771 2727110086 大阪府 株式会社稲田製作所 7122001000877
高速・高精度マシニングセンタ導入による切削加工工程
の強化及び生産性向上計画

大阪商工信用金庫

4772 2727110087 大阪府 株式会社浜口機工 6122001006306
需要が増大している航空機用モニターヒートシンク生産
体制の確立

株式会社エフアンドエム

4773 2727110090 大阪府 水谷ペイント株式会社 8120001058613
ハイソリッドＮＡＤ（非水分散型）樹脂開発による弱溶剤
系２液型１回塗屋根用塗料の開発

りそな銀行

4774 2727110099 大阪府 株式会社ナカニシプリント工芸 7120001157903
スクリーン印刷を施した円筒容器への高速・高精度な画
像検査装置の導入

京都信用金庫

4775 2727110100 大阪府 株式会社水谷製作所 7122001007261 真空成形金型製作における生産効率向上の実現 株式会社エフアンドエム

4776 2727110109 大阪府 アルスコーポレーション株式会社 5120101000493
炭化水素系洗浄機導入による環境負荷の低減と低コス
ト化、生産性向上

堺商工会議所

4777 2727110113 大阪府 大貴工業株式会社 2120101027291
「ナット脱落防止用クリップ」のサイズ対応・短納期・量
産体制構築

株式会社ゼロプラス

4778 2727110114 大阪府 株式会社中島重久堂 5120101028436
樹脂製鉛筆削り機の製造におけるネジ締め工程の自動
化・非熟練化

株式会社クリエイション

4779 2727110123 大阪府 大阪バネ工業株式会社 3122001008478
海外ニーズに対応するための自社オリジナル片端面型
自動バネ研削盤の導入

東大阪商工会議所

4780 2727110133 大阪府 株式会社井上工作所 7120001004790
複雑な加工および溶接を高生産性で実施するための製
造工程の改善

大阪商工信用金庫

4781 2727110135 大阪府 株式会社伸和製作所 1120001151804
今後益々市場が拡大するステンレス鋼の精密加工技術
開発事業

京都信用金庫

4782 2727110137 大阪府 株式会社クニムネ 3122001002415
高付加価値統合生産体制構築に最新式製品自動搬送
システムの導入

下河内会計事務所

4783 2727110138 大阪府 オルファ株式会社 6120001011887 検査工程の高度化による生産性向上の実現 税理士法人辻会計事務所

4784 2727110146 大阪府 株式会社サトー工業 6122001018573
最新タレパンとＩＯＴソフト導入による作業可視化を通じ
た生産性向上

株式会社ゼロプラス

4785 2727110148 大阪府 株式会社和田萬商店 3120001072321
皮むき機能を付加した洗浄機の導入による製品の拡
充・拡販計画

岡本善英

4786 2727110149 大阪府 有限会社藤田秀ナット製作所 3122002016265
無人化での量産加工を可能とした生産数増大・コスト削
減による競争力の強化

大阪シティ信用金庫

4787 2727110151 大阪府 佐野紡績株式会社 6120101041479
紡毛紡績の糸品質保証システム導入による品質クレー
ム減少と生産性の向上

池田泉州銀行

4788 2727110153 大阪府 株式会社ベスト 8120001002538
複合自動機を開発して大幅な生産プロセスを改善し、
低コスト化で他社と差別化を図り競争力を強化する

商工組合中央金庫

4789 2727110154 大阪府 株式会社山崎 9120101007493 複合加工機導入による切削加工プロセスの改善 三井住友銀行

4790 2727110160 大阪府 株式会社ＯＮ－ＬＩＦＥ 6120101050703
織毛布から“マイヤー電気毛布”へ ５０年の歴史を変え
る電気毛布の開発

池田泉州銀行

4791 2727110162 大阪府 有限会社三和鋼機 3120002027167
中近東の水不足を解消する海水淡水化プラント用大型
部品の生産体制の確立

株式会社エフアンドエム

4792 2727110163 大阪府 ヤマトエスロン株式会社 9122001020378
健康寿命の延伸に寄与する当社特許技術を活かした
歯ブラシの生産体制強化

株式会社エフアンドエム

4793 2727110164 大阪府 松本株式会社 6122001006545
ＰＰ袋における生産性の向上による増産・短納期化の
実現

南都銀行

4794 2727110166 大阪府 ダイワ産業 　－
キー溝加工機導入によるキー溝加工技術の高度化及
び事業領域拡大計画

大阪商工信用金庫
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4795 2727110170 大阪府 室本鉄工株式会社 8120001150790
精密ワイヤーカット放電加工の内製化による生産プロセ
スの革新

大阪シティ信用金庫

4796 2727110171 大阪府 株式会社美方 3122001020193
自社開発「ミラクルコア」の量産化による新規事業の拡
大

大阪信用金庫

4797 2727110172 大阪府 株式会社足立鉄工所 3122001000377
全電動射出成形機導入による試作用部品の短納期供
給体制構築及び受注獲得計画

大阪シティ信用金庫

4798 2727110174 大阪府 ミワ工業株式会社 2122001020260
新型マシニングセンタ導入による金属部品加工の生産
効率化事業

近畿大阪銀行

4799 2727110175 大阪府 葵スプリング株式会社 4122001022024
最新フォーミング機の導入によるアンテナ部品の生産
性向上

八尾商工会議所

4800 2727110177 大阪府 株式会社唯鉄工 9122001022589
最新のターレットパンチプレスを導入したタップ作業内
製化事業

大阪シティ信用金庫

4801 2727110178 大阪府 株式会社アイマット 4120002051843
５軸ＭＣ導入による自動車用精密金型パーツの高速・
高精度化加工

大阪信用金庫

4802 2727110179 大阪府 有限会社動力舎 4120002054912
３Ｄスキャナーを活用し、プラントに従事する顧客へのク
ロスセル体制を確立

北おおさか信用金庫

4803 2727110180 大阪府 株式会社リッタイ 9120101007964
三次元測定機導入によるダイカスト金型の出荷前検査
及び品質保証体制の確立

税理士法人細谷総合会計

4804 2727110183 大阪府 Ｉ・Ｔ・Ｏ株式会社 7122001000480
３ＤＣＡＤ連動マシニングセンタによる海外向け調整器
の試作開発スピードアップ・高機能製品の実現

東大阪商工会議所

4805 2727110185 大阪府 株式会社Ｊ－ＡＲＭ 9120001131451
ｉＰＳ細胞培養キットの作製を通して獣医再生医療への
新たな治療法の提案

みずほ銀行

4806 2727110186 大阪府 株式会社フタバ 6120101040142
泉州タオル産地の生地を使用した小ロットプリントシス
テムの開発

池田泉州銀行

4807 2727110187 大阪府 ダイワ光芸株式会社 6120001024245
最新設備導入によるパッケージ製版事業における新規
サービスの開発事業

株式会社ＧＩＭＳ

4808 2727110189 大阪府 森川金属工業株式会社 5122001020332
ＩｏＴによる生産性の向上と新型加工機導入による製品
品質の向上

株式会社ゼロプラス

4809 2727110192 大阪府 株式会社清水金属 8120001015077
日本の宇宙関連産業の競争力を向上させる高精度部
品の生産体制の確立

株式会社エフアンドエム

4810 2727110193 大阪府 旭工精株式会社 7122001000191
三次元形状測定器導入によるアルミダイカスト成型自
動車部品製造技術の高度化

株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

4811 2727110194 大阪府 株式会社佐々木鉄工 9120001135403
海外展開を視野に入れた高硬度材料の精密加工技術
開発事業

田達満税理士事務所

4812 2727110195 大阪府 株式会社東邦鋳造所 5120101021655 鋳造条件を最適化したアルミ合金金型鋳造機の導入 堺商工会議所

4813 2727110198 大阪府 株式会社大和螺子製作所 5120101004247
カーエレクトロニクスに対応するための車載電池用の高
精度ねじの開発

りそな銀行

4814 2727110199 大阪府 日本フッソテクノコート株式会社 9120101021701
ＣＦＲＰ（炭素繊維強化プラスチック）製ローラーへの表
面処理効率化とコスト削減対策

池田泉州銀行

4815 2727110200 大阪府 株式会社タカ精工 3120001017895
属人化している高度加工技術のデータ化・共有化によ
る競争力強化計画

株式会社エフアンドエム

4816 2727110201 大阪府 有限会社森金属 5122002014960
ローレット加工機の導入による高付加価値化・納期短
縮・コスト削減

安田勝也

4817 2727110204 大阪府 株式会社アイテックス 6122001026238
ゲル素材の成形技術の構築と歯科医療部品等の高品
質化・生産力強化

東大阪商工会議所

4818 2727110205 大阪府 いろは動物病院 　－
高齢ペットとケアをするオーナーの負担を軽減する治療
法の提案

京都銀行

4819 2727110208 大阪府 株式会社加藤刃木型製作所 3120901009208
厚刃対応の自動刃曲げ機導入による新ニーズへの木
型の短納期製作体制の構築

北おおさか信用金庫

4820 2727110209 大阪府 大和合成株式会社 7120101004229
長繊維カーボンファイバー・バイオポリマー専用射出成
形機の開発

税理士法人ＴＡＳ

4821 2727110210 大阪府 有限会社白川金属 4120002054152
高精度ＣＮＣ複合旋盤導入による環境対応部品等の量
産体制構築計画

大阪信用金庫

4822 2727110213 大阪府 橋本鉄工株式会社 2120001039552
機械加工における過渡的変形インプロセス評価技術を
用いた工程最適化

堺商工会議所

4823 2727110214 大阪府 西部機工 　－
高精度ＮＣフライス盤導入による精密部品の高精度加
工及び短納期生産体制構築

南都銀行

4824 2727110225 大阪府 朝日熱処理工業株式会社 5120001147278
顧客品質満足ワンランクアップを目指した洗浄能力増
強など生産プロセスの改善

京都銀行

4825 2727110229 大阪府 大丸鋼材株式会社 1120001045015
鋼材切断精度向上による大型鍛造品の高品質化およ
び短納期化

ＦＭＢコンサルタンツ株式
会社

4826 2727110231 大阪府 有限会社光洋精機工業 2120902018340
人工関節手術に使用される特殊樹脂素材の高度切削
加工技術の開発

北おおさか信用金庫

4827 2727110234 大阪府 ＮＴフィルム株式会社 8210001007585
特殊加工袋の付加価値向上を実現する『手加工⇒自動
化』への革新的な製造プロセス改善

福邦銀行

4828 2727110238 大阪府 株式会社ハイテックヤマテツ 4120101038394
高性能放電加工設備導入による、電気自動車部品金
型の短納期・高精度化事業

紀陽銀行

4829 2727110241 大阪府 幸和金属株式会社 3122001018493
ガスコンロ内配管部品用高精度自動ネジ加工機導入に
よる高信頼性部品供給体制の確立

大阪シティ信用金庫
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4830 2727110246 大阪府 泉シール工業株式会社 6120101043491
製品性能向上と品質管理評価のための最新形状解析
評価機器の導入

和泉商工会議所

4831 2727110248 大阪府 泉陽光学株式会社 5120101004362
積層ガラスブロック品を精密に速く、効率的に切断する
最新モデル設備

りそな銀行

4832 2727110250 大阪府 株式会社小出製作所 6120001020203
大阪の町工場が挑む超高級国産シンバルの本場・米
国逆上陸作戦

長谷川孝夫税理士事務所

4833 2727110253 大阪府 伊勢鋼材株式会社 2120001053792
フェライト系ステンレス鋳鋼品を使用した自動車ＥＧＲ部
品の高精度な加工方法の開発

一般社団法人大阪能率協
会

4834 2727110256 大阪府 有限会社松岡製作所 4122002004723
自社ブランドのステンレス家具製造とＥＣ販売による売
上の向上

大阪シティ信用金庫

4835 2727110257 大阪府 株式会社新日本テック 2120001001974
最新型加工機と加工知見の融合による超精密金型部
品の高度生産性向上

三菱東京ＵＦＪ銀行

4836 2727110258 大阪府 株式会社三星 4122001007306
油圧ギヤポンプの生産性向上を図り、コスト競争力の
強化を狙う

三井住友銀行

4837 2727110260 大阪府 金剛鉄工株式会社 6122001002627
自動車ドアトリム金型製作における高速化・高精度化技
術の確立

大阪商工信用金庫

4838 2727110262 大阪府 株式会社オカノブラスト 5120101022281
最新型ロボット搭載ブラスト装置導入による高度生産性
向上と新規分野参入

池田泉州銀行

4839 2727110265 大阪府 株式会社門真キャップシール 3120001158748
極細シュリンクラベル加工を可能とする新型シール機の
導入

京都信用金庫

4840 2727110266 大阪府 江商螺子株式会社 5120001027422
大型特殊ナットの低コスト化と長寿命化を実現する複合
加工技術の確立

大阪信用金庫

4841 2727110268 大阪府 日本精機株式会社 5120001019329
エンジンの軽量化に伴う小型エンジンバルブ鍛造の品
質改善と量産化

阿波銀行

4842 2727110270 大阪府 株式会社浅田製作所 8120001168263
測定機向け主要パーツの高精度化及び短納期化の実
現

大阪シティ信用金庫

4843 2727110274 大阪府 ジュラロン工業株式会社 1120001147034
車載ヘッドアップディスプレイ（ＨＵＤ）用コンバイナ射出
成形金型の試作開発

商工組合中央金庫

4844 2727110276 大阪府 株式会社アオキ 8122001000125
多面パレットマシニングセンター改良による航空機部品
加工の低コスト生産体制の確立

商工組合中央金庫

4845 2727110279 大阪府 第一鋼業株式会社 2120001003789 チタン加工の効率化のための新素材刃物の開発 ジャスト会計事務所

4846 2727110280 大阪府 貴和化学薬品株式会社 2120901023531
冷間鍛造用材潤滑処理工程を１／３にする新型潤滑剤
製造設備の導入

みずほ銀行

4847 2727110281 大阪府 旭建鉃工業株式会社 2120001001405
専門業者の少ない部分の取込みとアルミ対応で受注量
の増大を図る

りそな銀行

4848 2727110284 大阪府 日本リサイクルセンター株式会社 1120001073032
今後のリチウムイオン電池の金属再資源化処理受託の
増加に向けて処理能力を強化する

みなと銀行

4849 2727110285 大阪府 株式会社スピンドル技研 2120901002535
立体マシニングセンタ及び万能研削盤の導入による船
舶用精密金属部材の精密加工の速度・精度の向上及
び生産体制の確立

浅田益宏税理士事務所

4850 2727110287 大阪府 田中鉄工株式会社 6120101004782
最新複合加工機導入による高効率発電用タービンブ
レードの高品位・高効率生産の確立

池田泉州銀行

4851 2727110292 大阪府 有限会社第一金型製作所 8122002005949
自動車部品金型の高精度化・工程集約による短納期化
の実現

株式会社エフアンドエム

4852 2727110295 大阪府 有限会社ＤＥＮＩＫ 9120002081654
油圧シリンダ摺動部品におけるアルミニウム青銅の溶
着品質強化事業

みずほ銀行

4853 2727110303 大阪府 株式会社金熊三合一 2120101029676
海外輸出向美術品類の環境に配慮した特殊梱包及梱
包作業効率の改善

大阪シティ信用金庫

4854 2727110321 大阪府 株式会社小松工作所 8120101023186
ＣＮＣ旋盤の導入による水素ステーション向け金属部品
加工への取り組み

堺商工会議所

4855 2727110322 大阪府 株式会社ナカテック 8120001159213
プレス金型製造ノウハウと高速回転ＭＣの融合による
樹脂金型分野への進出

京都信用金庫

4856 2727110325 大阪府 株式会社淀川金属 3120001159614
金属加工の高度化ニーズを汲み取った生産性向上計
画と医療機器市場への拡大展開

ＦＭＢコンサルタンツ株式
会社

4857 2727110326 大阪府 カワソーテクセル株式会社 1120001042359
革新的電線ヒューズの製品化による電力資材のコスト
ダウンと市場拡大

堺商工会議所

4858 2727110327 大阪府 有限会社マインズ 7120002012074
ＮＣルーター導入による作業の効率化と安全対策、自
社商品の販売

大阪シティ信用金庫

4859 2727110335 大阪府 大阪単車用品工業株式会社 8122001008449
メイドインジャパン品質とクールジャパンデザインを兼備
した二輪車部品の加工技術獲得

ジャスト会計事務所

4860 2727110337 大阪府 新庄工業株式会社 2120001052043
バレルスズコバルトメッキ装置導入による競争力強化と
新規市場の開拓

大阪信用金庫

4861 2727110338 大阪府 有限会社黒部鉃工所 4120002006707
高速・高精度マシニングセンタ等の導入による精密小物
部品の生産体制強化計画

大阪シティ信用金庫

4862 2727110340 大阪府 三山商事有限会社 3122002016546
内製化と高付加価値化によってブランド確立と競争優
位性の構築を図る

大阪シティ信用金庫

4863 2727110342 大阪府 株式会社埜口製作所 1122001005832
理化学分野で使われるプラスチック製品の安定供給・
加工領域拡大計画

上辻恭介税理士事務所

4864 2727110347 大阪府 株式会社アリス 9122001027191
ポリカーボネート部品の透明性向上に資する高性能マ
シニングセンタの導入

ＫＶＩ税理士法人
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4865 2727110351 大阪府 タバタ株式会社 1120101004804
介護用途や柔道競技用途に適した畳の大量生産体制
の確立

堺商工会議所

4866 2727110352 大阪府 株式会社昌和発條製作所 8120101025307
自動車の低燃費化と機能向上を実現する新形状スプリ
ングの開発

ジャスト会計事務所

4867 2727110359 大阪府 茨田製作所 　－ 水素ステーションで使用される高精度継手の開発計画 ジャスト会計事務所

4868 2727110362 大阪府 ミヤタ株式会社 7122001012328
端面鏡面機とラミネート機導入による展示装飾物の耐
久性技術の強化

髙砂吉孝

4869 2727110363 大阪府 株式会社オンワードエム・エス 9120001145105
ノベルティ事業の本格化によるワンストップサービス体
制の強化

髙砂吉孝

4870 2727110368 大阪府 株式会社Ａｎｉ－Ｍａｄｏｎｎａ 2120001107656
新型自動ラスター機導入によるケミカルシューズ生産工
程改善事業

りそな銀行

4871 2727110370 大阪府 旭洋精工株式会社 3120001012104
磁気粘弾性エラストマ（ＭＲＥ）を用いた腹腔鏡手術支
援多関節マニピュレータの開発

ジャスト会計事務所

4872 2727110371 大阪府 株式会社ビーシー製作所 3120001148526
鉄道での使用に耐えうる新機軸・高品質ナットストッ
パーの開発計画

京都銀行

4873 2727110372 大阪府 有限会社東研工業 7122002015858
高性能ショットブラスト等導入による後工程作業の効率
化及び生産性向上計画

大阪シティ信用金庫

4874 2727110373 大阪府 有限会社森口製作所 7122002004893
高剛性・高精度ＣＮＣ旋盤導入によるリチウムイオン電
池評価治具の迅速な供給体制確立

大阪シティ信用金庫

4875 2727110375 大阪府 創栄技研 　－
樹脂部品の高速切削加工技術の確立によりリードタイ
ムの大幅短縮を実現！

大阪シティ信用金庫

4876 2727110376 大阪府 京阪紙工株式会社 2122001015293
段ボール素材を利用した、一般消費者ニーズに合わせ
た近未来商品の開発

京都信用金庫

4877 2727110377 大阪府 株式会社マテックス 3120001158673
新型切削加工機の導入によるエンプラとアルミ合金の２
ライン体制確立

大阪シティ信用金庫

4878 2727110380 大阪府 有限会社一番館 4120002070769
写真ネットプリントサービス展開の為のソフト開発とプリ
ンター導入

北おおさか信用金庫

4879 2727110383 大阪府 有限会社朝倉設備 7120102012651
最新自動溶接機導入による納期短縮、生産性向上・受
注拡大計画

池田泉州銀行

4880 2727110384 大阪府 株式会社ヒラサ製作所 8120001016050
高精度立型タレット旋盤導入によるプレッシャ・プレート
試作の短納期生産体制確立

京都銀行

4881 2727110387 大阪府 御菓子司梅屋 　－
輻射釜ガスオーブンならびに加熱撹拌器を導入するこ
とで製品の品質向上を図る

大阪シティ信用金庫

4882 2727110388 大阪府 株式会社溝口挟範製作所 9122001007202
国産航空機の開発を可能にする超高精度検査治具の
開発

大阪シティ信用金庫

4883 2727110390 大阪府 八田クラフト株式会社 4120101053121
高精度ワイヤ放電加工機導入による大型・難加工材の
加工技術確立計画

池田泉州銀行

4884 2727110391 大阪府 株式会社ハタ 9120001021314 高精度測定機導入による高精度検査体制の確立
株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

4885 2727110393 大阪府 株式会社宮崎加工所 7122001023399
プラスチック部品成形用微細加工金型の生産性向上に
よる短納期対応

アクセルコンサルティング
株式会社

4886 2727110394 大阪府 株式会社フジキン 5120001046991
医薬品等製造に於ける滅菌工程模擬設備の導入によ
る材料開発促進

商工組合中央金庫

4887 2727110398 大阪府 松岡特殊印刷株式会社 2120101025709
海外出荷製品向け模倣品撲滅用セキュリティホログラ
ム印刷事業の実施

大阪シティ信用金庫

4888 2727110403 大阪府 飯田産業合資会社 4120103001318
消炎鎮痛貼付剤用基布の受注急増への対応と伸縮性
をもつ基布の製造

池田泉州銀行

4889 2727110404 大阪府 株式会社千代田テクニカルアーツ 1122001012325
自動車のＡＤＡＳ化に伴う曲面パネルへの審美性印刷
技術開発

大阪シティ信用金庫

4890 2727110409 大阪府 株式会社大幸精機 9122001023265
複合機能付きＣＮＣ旋盤機による社内生産性および精
度向上体制の構築

大阪信用金庫

4891 2727110410 大阪府 大裕鋼業株式会社 9120101003930
インバータ機能を向上させ省エネ効果を高める大型鉄
心（コア）の開発

堺商工会議所

4892 2727110411 大阪府 有限会社ブレインアーツ 9120002082099 連続式乾燥炉の導入による加工事業拡張計画 大阪シティ信用金庫

4893 2727110412 大阪府 株式会社エハラ 7122001001000
３ＤレーザースキャナーとＧＮＳＳ受信機の導入による画
期的な作業効率アップの実現

関西アーバン銀行

4894 2727110413 大阪府 大永包装株式会社 3120001083277
ラムネ用キャップシール製造における生産数量倍増計
画

池田泉州銀行

4895 2727110422 大阪府 上野鉄工株式会社 4120901009033
最新ネット接続型レーザ加工機等の導入により海外市
場参入の基礎を確立する

北おおさか信用金庫

4896 2727110423 大阪府 ダイワタオル協同組合 2120105006416
最高品質のタオルを生み出す画期的な風合加工機の
開発導入

池田泉州銀行

4897 2727110425 大阪府 岩田硝子工業株式会社 1120001157082
再生医療等で求められる低アルカリ容器を製造するた
めの生産管理体制の構築

商工組合中央金庫

4898 2727110433 大阪府 日本フッソ工業株式会社 2120101021690
高効率加熱方式を用いた産業機器向けフッ素樹脂コー
ティングの新事業展開

商工組合中央金庫

4899 2727110434 大阪府 新日電熱工業株式会社 5122001018847 Ｘ線非破壊検査装置による高度な品質・開発の革新 南都銀行
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4900 2727110435 大阪府 日澱化學株式会社 9120001057580
高機能加工でん粉開発のための製造装置および測定
装置の設備投資

慶田欽一税理士事務所

4901 2727110446 大阪府 株式会社テクノアーチ 4120101029963
新システムの開発・自作による現場対応型の点検・修
理サービスの提供

尼崎信用金庫

4902 2727110449 大阪府 大旺鋼球製造株式会社 3120001020775
自動車用軸受向け新素材セラミック球の全自動研磨機
の導入

八尾商工会議所

4903 2727110450 大阪府 大伸ダイス工業株式会社 8120001020812 金属加工技術の更なる高精度化と評価体制の構築 株式会社エフアンドエム

4904 2727110452 大阪府 日東エンジニアリング株式会社 8120001100564
自動車エンジン部品の主要組立工程の自動化による生
産プロセスの改善

石田勝

4905 2727110461 大阪府 東洋スチール株式会社 3122001005145
雑貨向けミニチュア工具箱「ＣＯＢＡＫＯ」の金型および
量産技術の開発

経営コンサルタント竹内淳
朗

4906 2727110462 大阪府 株式会社八尾金網製作所 3122001020466
性能測定方法の確立により顧客ニーズ対応型メーカー
へ事業領域の拡大

大阪信用金庫

4907 2727110464 大阪府 田中ビジネスフォーム株式会社 7120001020755
フォームカッター新設による新製品（段差付パンフレッ
ト）の開発及び生産性の向上

大阪信用金庫

4908 2727110473 大阪府 株式会社岡田製作所 6120001061643
３Ｄスキャナを人に応用し、自動車用品及び介護ロボッ
ト等における人間工学的デザインの競争力を強化する
事業

りそな銀行

4909 2727110484 大阪府 枚岡合金工具株式会社 7120001025036 冷間鍛造部品用超精密異型金型救急修正サービス 尾中寿

4910 2727110490 大阪府 株式会社ハイビック平田 6130001011457
新バレル開発による亜鉛めっき工程での生産性向上と
めっき品質の向上化

京都銀行

4911 2727110497 大阪府 株式会社エコリング 5140001063969
Ｘ線分析器を使うブランド品真贋の鑑定法を確立し、買
取業務を高度化する事業

税理士法人石川経営

4912 2727110498 大阪府 株式会社新和 1122001013686
鉄道車両の新製に伴う高精度鉄道車両座席用アルミ回
転盤の安定供給体制の構築

南都銀行

4913 2727110503 大阪府 日本化学機械製造株式会社 1120001059337
職人技が主体である製缶作業へのロボット導入による
効率化計画

池田泉州銀行

4914 2727110509 大阪府 株式会社アートテック 9120001053638
透過型ＬＥＤディスプレー（シースルー・ブラインド・ビジョ
ン）の開発

りそな銀行

4915 2727110510 大阪府 株式会社酒井製作所 2120001157494
工場内『見える化』の実現による、大型精密金型加工の
高生産体制の確立

永和信用金庫

4916 2727110511 大阪府 株式会社ポジティブライト 6120001144745
屋外撮影、明朗低料金、超短納期を特長にした新たな
出張撮影サービス

吉岡行雄

4917 2727110512 大阪府 株式会社三星製作所 9120101002643
ＣＮＣ旋盤の導入によるレクサス向けロアーシャフト量
産体制の構築

堺商工会議所

4918 2727110514 大阪府 株式会社奥井鋼業 3120101030757
長尺板材と非鉄薄板及び意匠性鋼板が高精度・高品質
に加工できるコンパクトな切断機の導入

商工組合中央金庫

4919 2727110517 大阪府 株式会社ケーアールシステム 2120101024017
クラウドを利用した訪問看護ステーション支援システム
の開発事業

堺商工会議所

4920 2727110522 大阪府 株式会社リョウエイ 9120901002347
自動紙管加工機導入による多品種小ロット紙管生産を
可能にする取り組み

りそな銀行

4921 2727110523 大阪府 株式会社高洋商会 8120101036659 大規模工事用システム型枠の抜本的生産体制の構築 大阪信用金庫

4922 2727110525 大阪府 共栄バルブ工業株式会社 6120101038079 次期宇宙産業用バルブの開発・製造 木戸伸男税理士事務所

4923 2727110530 大阪府 ゆたか産業 　－
プラスチック製品の全自動インサート成形実現と高効率
な生産体制の構築

大阪シティ信用金庫

4924 2727110532 大阪府 株式会社カシヤマ 2120101002278 電飾看板用“光拡散補強材”の開発 吉田会計事務所

4925 2727110533 大阪府 森田化学工業株式会社 1120001071358
原子力産業向け高性能フッ素系ガスケミカルトラップ用
ペレットの事業

商工組合中央金庫

4926 2727110538 大阪府 株式会社ナクロ 3120001000876
超精密金型用電鋳箔の高効率製造に資する精密電鋳
ラインの導入

池田泉州銀行

4927 2727110541 大阪府 テクノロール株式会社 1120101041707
作業性及び加工精度を向上したゴムロール表面研磨設
備の導入

池田泉州銀行

4928 2727110548 大阪府
ＮＣデザイン＆コンサルティング株式
会社

6120101029920
モバイル専用中間ソフトウェア導入による革新的なアプ
リ開発体制の実現

株式会社ゼロプラス

4929 2727110555 大阪府 株式会社アルファー技研 4120001115995
超精密切削加工を要する航空機向けラッチブロックの
量産体制の確立

りそな銀行

4930 2727110563 大阪府 大阪ライティング株式会社 2120001157115
光触媒の担持力向上による高性能光触媒空気清浄機
の開発

りそな銀行

4931 2727110565 大阪府 オサダ技研株式会社 8120001076516
２次コンクリートに対する転写フィルムを利用した表面膨
張抑制技術

井戸本泰次税理士事務所

4932 2727110566 大阪府 株式会社ビケンバイオミクス 9120901035438
次世代シークエンサーを用いた網羅的な病原体検出
サービスの事業化

尼崎信用金庫

4933 2727110570 大阪府 株式会社ユニックス 8122001009001
ウレタン塗装技術を活かし橋梁補修等屋外塗工事業拡
大図る設備導入事業

大阪信用金庫

4934 2727110577 大阪府 株式会社三和金属工業 5120101025251
新規マシニング加工機・三次元測定機の導入によるコ
スト低減およびＯＥＭ事業の多角化

三菱東京ＵＦＪ銀行
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4935 2727110583 大阪府 有限会社間嶋製作所 8122002011600
新型加工機による吸着ノズルの高速・高精度エッジ加
工技術の開発

京都信用金庫

4936 2727110586 大阪府 中村鉄工株式会社 2120101005628
音検知による機械制御機能開発と最新工作機械導入
による生産性向上

紀陽銀行

4937 2727110588 大阪府 株式会社富士機械工作所 9120001050602
自動車用金属部品溶接部の測定装置導入による工作
機械開発の高度化

株式会社ゼロプラス

4938 2727110592 大阪府 有限会社加藤鉄工所 1120102001247
後継者育成に欠かせない高精度鉄芯製造における研
磨技術の確立

株式会社エフアンドエム

4939 2727110597 大阪府 株式会社ヨコエニ 8340001015385
特殊形状の冷間鍛造品における汎用全数検査装置の
開発

税理士法人えびす会計

4940 2727110601 大阪府 株式会社中越黒鉛工業所 8120001031322
特殊黒鉛粉末製品の樹脂用途への展開による新市場
開拓

りそな銀行

4941 2727110602 大阪府 新開 　－
レアメタル含有、帯鋸刃の再研磨精度の向上によるリ
ユース拡大事業

株式会社ゼロプラス

4942 2727110604 大阪府 堺工機株式会社 5120101002515
油空圧機器製造における高精度溶接設備導入による
溶接加工技術の高度化

商工組合中央金庫

4943 2727110607 大阪府 青川工業株式会社 8122001023183
Ｙ軸付きＣＮＣ旋盤導入による高精度機械部品生産体
制の先進化

大阪信用金庫

4944 2727110614 大阪府 ラピス株式会社 1122001022035
最新植毛加工機の導入による歯ブラシ植毛加工の生
産向上・品質向上

八尾商工会議所

4945 2727110615 大阪府 有限会社プロテクノ堺 6120102012000
高精度平面研削盤の導入による、加工精度向上と納期
短縮及び技術の継承

堺商工会議所

4946 2727110618 大阪府 株式会社ｏｎｅＡ 3120001001404
医療機器向けステンレス製空圧機器部品の高精度高
効率加工事業

税理士法人パートナーズ
関西

4947 2727110620 大阪府 株式会社備讃 9120001029679
マグネシウム合金を使用したパワードスーツの部品製
作

三井住友銀行

4948 2727110622 大阪府 株式会社パーツシステム 3120101009553
世界に打ち勝つ、前例のないスパークプラグ用電極の
開発

株式会社エフアンドエム

4949 2727110623 大阪府 株式会社ＮＡＢ 5120101024708
自転車用部品の世界トップメーカーを支える高精度生
産体制の構築

池田泉州銀行

4950 2727110629 大阪府 株式会社ファースト・プランニング 5120001178554
シカ、イノシシ等による食害を防ぐ刺激複合型の忌避製
品の開発

八尾商工会議所

4951 2727110644 大阪府 株式会社朝日鉄工所 1120101000844
最軽量・高強度金属であるマグネシウム合金による試
作開発計画

堺商工会議所

4952 2727110650 大阪府 成光精密株式会社 5120001124871
５軸マシニングセンタ導入による産業用機器部品生産
体制の先進化計画

税理士法人共生会計

4953 2727110657 大阪府 株式会社サーモグラフィティクス 3120001138642
界面抵抗を低減した接合技術による高放熱アルミ部材
の開発

池田泉州銀行

4954 2727110664 大阪府 株式会社スザキ 4122001022841
長ねじの製造技術と当社独自技術の融合で上位機種
でしか製造できなかった製品を提供

阿波銀行

4955 2727110677 大阪府 株式会社大日商会 7120001157746
新業界進出に向け、短納期・低価格ニーズに取り組む
「最新式１０尺シャーリング機」の導入

商工組合中央金庫

4956 2727110678 大阪府 オーエムカラーコピー株式会社 2120001076091
最新オンデマンド印刷機の導入によるサービス提供プ
ロセスの改善

大阪商工会議所

4957 2727110683 大阪府 トーヨーメタル株式会社 6120101004725 アルミダイキャスト部品の開発と分析の高度化 南都銀行

4958 2727110684 大阪府
株式会社ランスロットグラフィックデザ
イン

8120902021487
安価で豊富なエンボス柄を持つ、エンボス付きデジタル
プリント壁紙の開発

豊中商工会議所

4959 2727110689 大阪府 株式会社坂本設計技術開発研究所 2120001151992
乳房再建用手術モデル及びテンプレート作製ロボットシ
ステムの構築

京都銀行

4960 2727110693 大阪府 株式会社アイソトープ 8120101045107
自社オリジナル擬麻糸（擬麻杢）の開発と量産化におけ
る新市場開拓

商工組合中央金庫

4961 2727110694 大阪府 株式会社吉田工作所 9122001020584
横型ＣＮＣフライス盤の導入による自社部品の高精度・
高効率加工の実現

山本智之税理士事務所

4962 2727110695 大阪府 イシコテック株式会社 7120001179716
「高精度・高効率複合加工機」導入による超精密「レー
ザ光学ヘッド」国産内製化

穂迫勉

4963 2727110696 大阪府 株式会社ＫＭユナイテッド 5120001175329 磁器タイル風塗装工法（ＫＥＰＴ）の開発 池田泉州銀行

4964 2727110699 大阪府 大裕株式会社 2120001148221
消波ブロック吊上装置と位置測量技術とを組み合わせ
た情報化施工技術の開発

西向隆夫

4965 2727110702 大阪府 昭和化工株式会社 1120001055955
食用油脂のトレーサビリティ及び管理体制強化による販
路の拡大

株式会社ゼロプラス

4966 2727110704 大阪府 豊国石油株式会社 3120101008596
水溶性金属加工油のエマルジョン粒子径分布最適化の
ための設備導入

合同会社繁盛マネジメント
舎

4967 2727110707 大阪府 株式会社アプリズム 8120001167059
障害者とＩＴ業者を結ぶ、マッチングサイトのシステム開
発

りそな銀行

4968 2727110717 大阪府 株式会社冨士テック 5120001158110
ステンレス製品のバリ取り工程改善による“特急”対応
体制の増強

松下税務会計事務所

4969 2727110721 大阪府 株式会社ＫＫＳ 9122001023018
金型加工の複雑化に対応する高精度・短納期体制の
構築

株式会社エフアンドエム
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4970 2727110722 大阪府 共栄ダイカスト株式会社 4122001001952
自動運転レーダー基板用シャーシ金型の高硬度材料に
よる生産体制の構築

株式会社エフアンドエム

4971 2727110724 大阪府 株式会社リック 1120001129404 義歯製作に「企業間分業」という新サービスを導入する 商工組合中央金庫

4972 2727110725 大阪府 株式会社鈴木金属製作所 6120001157615
サーボプレス機による絞り加工工程短縮と新エネル
ギー産業に対する革新的取組

京都信用金庫

4973 2727110727 大阪府 株式会社マスパック 9120901010036
新型打抜き機の導入による作業時間の短縮と小ロット
化への対応

りそな銀行

4974 2727110732 大阪府 日本ラック株式会社 4120001022192
製品サイズ拡張及び生産性向上に向けたコーティング
装置の新規導入

大阪信用金庫

4975 2727110733 大阪府 神藤タオル株式会社 5120101039788
商品開発での作業工程における時間短縮を可能にする
最新織機の導入

池田泉州銀行

4976 2727110734 大阪府 ダイセイ株式会社 6120901019732 超仕上盤製造工程のプロセス革新 りそな銀行

4977 2727110735 大阪府 株式会社明成孝橋美術 6120001025565
機密性の高いパッケージにおける偽造・模倣品を防ぐ
印刷サービスの提供

山田義弘税理士事務所

4978 2727110739 大阪府 プロスパー株式会社 4120101051760
就労継続支援事業所における日本らしさを追求した
バッグ等の製作販売による販路拡大

波間将吾税理士事務所

4979 2727110742 大阪府 株式会社シンカ・コミュニケーションズ 3120101033792
ＡＲ技術と印刷物を融合した地方自治体向け低価格観
光促進パッケージの制作販売事業

池田泉州銀行

4980 2727110743 大阪府 寺岡株式会社 9120001024416 精密型抜き機導入により生産性向上と競争力ＵＰ 大阪信用金庫

4981 2727110744 大阪府 中川金属株式会社 4120001057346
難加工金属及び薄板に対するレーザー溶接とＴＩＧ溶接
の融合技術の確立

伊予銀行

4982 2727110745 大阪府 川西産業株式会社 6120901015426
水素エネルギー社会に向けた超小型安全弁用部品の
量産体制の確立

吹田商工会議所

4983 2727110747 大阪府 協同組合関西地盤環境研究センター 8120905001718
改良型一面せん断試験機の導入による品質およびブラ
ンド力の向上

商工組合中央金庫

4984 2727110749 大阪府 株式会社桃谷順天館 3120001029965
新規抗炎症・美白素材アマクサシダの機能性メカニズ
ムの解明と製剤化

税理士法人共生会計

4985 2727110752 大阪府 東陽精工株式会社 6120001013074
高精度・高速のマシニングセンタ導入によるダイカスト
一貫生産プロセスの革新

石橋経営会計事務所

4986 2727110753 大阪府 株式会社樋口松之助商店 9120001006190
醤油用のヒスタミン非産生有用乳酸菌の大量培養装置
の導入

徳野会計事務所

4987 2727110754 大阪府 藤川金属工業株式会社 8120001004237
車載用超音波センサーケースのハイブリッドインパクト
加工システムの構築

西岡税経事務所

4988 2727110755 大阪府 三興工業株式会社 2120001049717 溶接ロボット導入による生産効率のアップ 北おおさか信用金庫

4989 2727110758 大阪府 大正精工株式会社 9120001150055
ポンプメンテナンスにおける自社一貫対応力向上を図
る事業

京都銀行

4990 2727110760 大阪府 横田水産 　－
段階式冷却コンベアー、過熱水蒸気殺菌機の導入によ
るＨＡＣＣＰ対応のシラス釜揚事業

大阪信用金庫

4991 2727110762 大阪府 株式会社博洋エンジニアリング 8122001012319
大型化対応の熱交換器部品（ヒートシンク）加工によ
る、生産体制の改善と低コスト化の実現

中村憲三税理士事務所

4992 2727110766 大阪府 株式会社大陽工業所 1120001159327
海外向け高機能炊飯器の多様化対応による競争力強
化事業

守口門真商工会議所

4993 2727110769 大阪府 カタギ食品株式会社 2120001147628
使用時鮮度保持された使い切り三角錐型包装すりごま
の生産販売

京都銀行

4994 2727110774 大阪府 サンヨー綜合リース株式会社 2120901020504
日本初、小型杭取り機（パイルキャッチャー）の開発及
びレンタル事業計画

池田泉州銀行

4995 2727110777 大阪府 株式会社イズミスチール 6120101039374
キュービクル式受電設備とエネルギー計測器導入によ
るＦＥＭＳの構築

池田泉州銀行

4996 2727110780 大阪府 株式会社中川製作所 5120101041744 テント倉庫用鋼材の高精度化、及び安定生産化事業 桑野税理士事務所

4997 2727110783 大阪府 株式会社康永精密 6122001022039
自動車用光通信部品の成形機・ロボットの導入で高精
度と効率化を実現

八尾商工会議所

4998 2727110784 大阪府 野宮産業株式会社 3120001046440
超音波溶着製造法による工業用ブラシのＱＣＤと製造
環境の改善

大阪商工会議所

4999 2727110786 大阪府 岡野鈑金工業株式会社 1120901000358
加工条件設定等の独自技術を活かすレーザ加工工程
の生産性向上

アクセルコンサルティング
株式会社

5000 2727110788 大阪府 株式会社鳥居 3130001001452
お客様の体と気持ち（不安解消）に寄り添う快眠提供
サービス事業の展開

高槻商工会議所

5001 2727110791 大阪府 株式会社クレッシェンド 5120101045398
新デザイン・柄のニット生地の開発・生産による泉州
ニットのブランド化

池田泉州銀行

5002 2727110792 大阪府 栄光技研株式会社 1120001157140
最新測定器で線加工品測定技能等の伝承を進め品質
向上により商圏拡大

宮本経営事務所

5003 2727110794 大阪府 株式会社藤原電子工業 8122001023010
最新鋭プレス機と測定器の導入でプリント基板の飛躍
的な生産性と品質向上

八尾商工会議所

5004 2727110797 大阪府 株式会社リーズワークス 2122001017249
超硬材の切削加工技術を確立し、コスト削減とリードタ
イム短縮を図る

商工組合中央金庫
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5005 2727110807 大阪府 株式会社昭栄製作所 5150001012850
新型６軸溶接ロボット等の導入による配管金具ラインの
完全自動化

大阪信用金庫

5006 2727110811 大阪府 株式会社ケー・デー・イー 6120001049449
ＩｏＴを利用した「スマート　セル　ファクトリー」サービスの
構築

尼崎信用金庫

5007 2727110825 大阪府 大誠印刷株式会社 5120001082434
最新型デジタル印刷機導入によるシールラベルの小
ロット・低コスト・短納期対応の体制強化

りそな銀行

5008 2727110830 大阪府 和光電研株式会社 6122001020694
パーツフィーダ装置導入による「プチバン」生産能力の１
０倍化

八尾商工会議所

5009 2727110834 大阪府 株式会社香粧園 4120001017432
化粧品の生産性アップ及び受注増加対応のための機
械設備導入とライン増設

近畿大阪銀行

5010 2727110836 大阪府 昭和製線株式会社 4120101030921
高精度測定機器導入によるダイス伸線加工の品質改
善、並びに加工精度高度化

村井経営会計事務所

5011 2727110837 大阪府 株式会社阪和樹脂工業所 3120101047371
高性能射出成形制御システム導入による精密製品の
高精度化及び短納期化

紀陽銀行

5012 2727110839 大阪府 有限会社小田工業 8122002009512
次世代の難加工素材の高精度切削を可能にする超硬
製工具の加工技術の確立

大阪シティ信用金庫

5013 2727110848 大阪府 株式会社誠製作所 3120001167749
マシニングセンタ導入による高品位プラ用金型の大型
～小型一括受注体制の構築

北おおさか信用金庫

5014 2727110849 大阪府 株式会社デンタルスタジオ 9120001020992
最新ＣＡＤ／ＣＡＭ導入と自社開発ＣＡＤモデルによる高
品質歯冠量産

大阪信用金庫

5015 2727110852 大阪府 株式会社シンコー 9120901006744
レーザー加工機導入によるＳＰツールの超高速企画・製
作体制の構築

北おおさか信用金庫

5016 2727110857 大阪府 太新金型製作株式会社 3120901024454
低価格・短納期・高性能プレス用精密金型の新製作工
程の構築

尼崎信用金庫

5017 2727110859 大阪府 多田米穀店 　－
「米屋のお餅」の商品開発・増産体制の確立・安全性の
見える化

大阪シティ信用金庫

5018 2727110863 大阪府 株式会社サンコー技研 3122001002588
ロボットとカメラを使用した、超高精度位置決めプレス工
法の開発

大阪シティ信用金庫

5019 2727110865 大阪府 朝日金網株式会社 3122001016092
インクジェットプリンタの導入による一般家庭用金網へ
の印刷技術の確立

京都信用金庫

5020 2727110873 大阪府 三洋金属熱錬工業株式会社 3120101021525
リモート監視（温度・ガス原単位）が可能なバッチ炉ＮＧ
－１最新設備更新

阿波銀行

5021 2727110879 大阪府 有限会社ＴＥＭ’Ｓ 8120102013509 石綿含有外壁塗材超高圧洗浄による除去工法 堺商工会議所

5022 2727110880 大阪府 有限会社マサカツ鋼材 4120002075149
建設機械大型部品の量産ニーズに対応した生産プロセ
スの確立と短納期・高精度化生産体制構築

池田泉州銀行

5023 2727110884 大阪府 株式会社田川紙工 1122001015501
業界初のパッケージの打抜き加工と同時に全数検査の
体制実現による競争力強化事業

大阪シティ信用金庫

5024 2727110885 大阪府 株式会社三進 3120001009827
多機能形鋼加工機導入による先行施工法の標準化（高
品質化・効率化）

第三銀行

5025 2727110891 大阪府 有限会社中井製作所 8120002080038
更なる高度製造スキルの構築により革新的な精密板金
を確立させる

京都信用金庫

5026 2727110894 大阪府 株式会社ヒューテック 5120001138806
先進自動車部品の工程集約加工を実現するダイヤ工
具用シャンクの切削技術開発

大阪シティ信用金庫

5027 2727110896 大阪府 株式会社ニシオ金型製作所 1120901009853
最新マシニングセンター導入による金型製作の短納期
化とコスト力強化

北おおさか信用金庫

5028 2727110900 大阪府 株式会社大成モナック 4122001004419
５軸加工機導入による高精度の金属加工の実現によ
り、販路拡大を目指す

りそな銀行

5029 2727110916 大阪府 白川製本株式会社 4120001035244
無線綴機の導入による短納期、他社敬遠の特殊品の
一括加工システムの構築

大阪商工会議所

5030 2727110920 大阪府 フタイＦＴ株式会社 5120901027793
検査および表面処理の時間短縮によるさらなる短納期
化

株式会社エフアンドエム

5031 2727110925 大阪府 有限会社ショクホー 5120002078902
最新鋭の製袋機の導入による高機能な樹脂製袋の海
外展開

京都信用金庫

5032 2727110927 大阪府 ユーアイニクス株式会社 4120101007630
高性能リフロー炉を導入し品質改善、生産性の向上及
び新製品開発

りそな銀行

5033 2727110931 大阪府 株式会社テクノライジング 2120101053008
トレーニング効果を飛躍的に改善させる機器に装着す
るオイルダンパーの開発

堺商工会議所

5034 2727110932 大阪府 株式会社スリーエフ技研 4120001157625
研磨布の枚数カウント自動化と組み合わせ細分化によ
る品質向上

京都銀行

5035 2727110938 大阪府 株式会社光伸 8122001022615
３次元ＣＡＤソフトの活用による短納期・低コスト製造体
制の構築

八尾商工会議所

5036 2727110941 大阪府 有限会社アルファ 8122002010957
５軸制御マシニングセンタ導入によるダイカスト金型の
高精度同時５軸加工技術の確立

大阪シティ信用金庫

5037 2727110943 大阪府 新庄金属工業株式会社 6122001014746
多品種少量生産品に対応する全数全自動検査システ
ムの構築

大阪厚生信用金庫

5038 2727110945 大阪府 株式会社ニチエイ 9120101006223
～爆買いから爆売りへ～シート化粧品の品質向上と市
場の拡大

池田泉州銀行

5039 2727110946 大阪府 株式会社上岡重工 8122001018134
超高精度・極小部品製造に生き残りを賭けた他社差別
化強化策

京都銀行
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5040 2727110957 大阪府 株式会社青葉商会 8120101041056
高性能マシニングセンタ導入と生産体制強化により実
現する品質向上・安定化の取組

大阪信用金庫

5041 2727110959 大阪府 株式会社双立 5120101003975
Ｘ線透視装置導入による自動二輪・四輪の重要保安部
品及び耐圧部品の高品質化

堺商工会議所

5042 2727110964 大阪府 ヤマト株式会社 7120001013890
チップ部品開発対応　１２カメラ外観検査装置・高速外
観検査装置の開発

関西経営コンサルタント事
業協同組合

5043 2727110965 大阪府 高千穂合金精工株式会社 3122001015474
自動車用部品金型の生産力向上のための長尺円筒研
削盤の導入

池田泉州銀行

5044 2727110968 大阪府 株式会社ヤマガタグラビヤ 6122001020389
フィルム製ケース用高性能製造機導入による業界トップ
レベルの品質実現

大阪シティ信用金庫

5045 2727110973 大阪府 株式会社八尾製作所 8120101007577
最新モデル加工設備導入による高速輸送システム向け
部品の量産化

堺商工会議所

5046 2727110975 大阪府 株式会社藤井精密回転機製作所 1120001052812
最新型加工機と専用治具によるリニアモータの生産性
の向上

池田泉州銀行

5047 2727110982 大阪府 有限会社楠木研磨工業所 2122002013602
ロータリー研削盤の導入による研削部品の高精度化と
生産性向上の実現

紀陽銀行

5048 2727110983 大阪府 丸平運輸倉庫株式会社 3120101042686
ドライブレコーダー機能付デジタルタコグラフ導入による
業務効率化と収益拡大計画

紀陽銀行

5049 2727110984 大阪府 レッキス工業株式会社 2120001092329
転造ねじ加工ヘッドの開発製造による、震災に強い転
造ねじ配管の普及拡大

池田泉州銀行

5050 2727110985 大阪府 サンエス印刷株式会社 5120001012408
自動化設備導入によってニッチ戦略（文具類特殊印刷）
の更なる強化を目指す

尼崎信用金庫

5051 2727110989 大阪府 株式会社マックス 5122001020068
ピロー包装機導入による無添加石鹸等の生産性及び
品質の向上

南都銀行

5052 2727110999 大阪府 神港テクノス株式会社 6120901020582 成形品の品質向上と製品完成イメージの短期具現化 池田泉州銀行

5053 2727111000 大阪府 株式会社加貫ローラ製作所 7120001017140
掻き取り性能を重視したＵＶインキ洗浄用ドクターブレー
ドの開発

大阪商工会議所

5054 2727111003 大阪府 富士パッケージ株式会社 2120001148592
カッティングマシンの導入による新たな梱包用資材の開
発と生産性の向上、販路の拡大

豊中商工会議所

5055 2727111004 大阪府 扶桑機工株式会社 4120101022126
最新モデル加工設備導入による新型免震部材の量産
と省エネの実現

堺商工会議所

5056 2727111005 大阪府 山大興業株式会社 3120101007417
急増する耐震補強工事需要に応える建設鋼材の高精
度化および生産体制の一元管理化

株式会社エフアンドエム

5057 2727111007 大阪府 金森合成樹脂株式会社 8120901023352
当社加工技術を活用した検査装置の高精度な部品供
給体制の確立

池田泉州銀行

5058 2727111011 大阪府 有限会社中野鉄工所 6120002041000
自動車産業を支える鍛造金型の高効率生産と超高精
度化への取組み

三菱東京ＵＦＪ銀行

5059 2727111018 大阪府 サンエスダイカスト株式会社 9122001021839
超精密部品加工とその品質管理体制を充実し、医療等
新規領域へ事業拡大

八尾商工会議所

5060 2727111021 大阪府 橋和産業株式会社 3120001036094
畳の製造過程のデータ化による設計開発の効率化と薄
畳・縁無畳の開発

松本裕幸

5061 2727111022 大阪府 株式会社ウェザーテック 2180001073744
大気電気情報を応用した革新的危機管理情報のシステ
ム構築

名古屋銀行

5062 2727111030 大阪府 日東グラモフォン株式会社 5120001033429
市場ニーズが高く高収益な別注家具の生産性向上によ
る新規顧客開拓計画

株式会社ゼロプラス

5063 2727111034 大阪府 株式会社北海製作所 1120101037597
「真空吸着固定式プラズマ溶接装置」の開発導入による
金属加工事業強化

池田泉州銀行

5064 2727111037 大阪府 河南製鋲株式会社 7122001001693
特殊ボルト製造用の転造圧力均一化機能付２次加工
専用機械の導入計画

東大阪商工会議所

5065 2727111038 大阪府 大塚歯科第３ビル診療所 　－
スキャンとミリングマシンでかぶせものを歯科医院が内
製する事業

新居合同税理士事務所

5066 2727111043 大阪府 株式会社キンマツ 8120001094303
順送機械化による超厚物の金属製建築部材の生産体
制の強化・効率化

商工組合中央金庫

5067 2727111046 大阪府 株式会社隆起工業 6140001053606
超高圧気体装置の一貫製造体制の構築によって実現
する品質向上・納期短縮の取組

尼崎信用金庫

5068 2727111047 大阪府 日の出毛織株式会社 5120101042602
織機のタテ糸密度精細化による新規生地商品開発の
革新

紀陽銀行

5069 2727111050 大阪府 ニチダイ株式会社 3120001033397
大型プリンタとレーザー加工機導入による短納期対応と
新規受注獲得の実現

大阪シティ信用金庫

5070 2727111052 大阪府 光精工株式会社 2122001006029
最新工作機械導入による生産性５％向上および製品開
発力向上の事業計画

商工組合中央金庫

5071 2727111061 大阪府 ユーシン化工有限会社 2120902021410
大型加硫缶導入で生産能力の拡充を図り短納期・低コ
ストで受注拡大を図る事業

尼崎信用金庫

5072 2727111063 大阪府 鹿島化学金属株式会社 8120001049380
最新型の研削機を導入しセラミックベアリング製造基
盤、米国輸出体制を整備

北おおさか信用金庫

5073 2727111065 大阪府 Ｆ＆Ａ株式会社 7120101022321
抜型製作の品質・生産性向上実現によるトータルパッ
ケージサポートの強化

大阪シティ信用金庫

5074 2727111071 大阪府 大善株式会社 8120101039876
エアジェット織機導入による立体的な縦縞模様をもった
高品位タオルの製造効率化

紀陽銀行
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5075 2727111072 大阪府 有限会社丸甚製作所 6120102028087
最新ワイヤー放電加工機導入による阪南市唯一の金
型製造での業容拡大

大阪信用金庫

5076 2727111077 大阪府 日本ファスナー工業株式会社 6120001002829
トルク変化のリアルタイム計測を利用した高精度締め付
け装置の開発導入

商工組合中央金庫

5077 2727111084 大阪府 日栄工業株式会社 4120001018414
エレベーター安全装置部品製造における高精度化・短
納期化事業

株式会社エフアンドエム

5078 2727111090 大阪府 三和レジン工業株式会社 6120001149686
業界初の厚物発砲ポリエチレン製袋の量産機開発導
入による新市場の創造

京都銀行

5079 2727111092 大阪府 吉川化成株式会社 8120001002736
ヘッドランプレンズ生産拡大及び高度化に伴う金型生産
システムの構築

近畿大阪銀行

5080 2727111095 大阪府 有限会社大東モールド工業 7122002011493
新たな加工方法の確立によるロックリングのコストダウ
ン

経営コンサルタント竹内淳
朗

5081 2727111101 大阪府 株式会社榮精工 5120001169735
アルミダイカストロボット部品における曲面加工技術の
高度化と自動化による生産性の向上

近畿産業信用組合

5082 2727111102 大阪府 東興産業株式会社 8120001045702
基板実装ハイスループット化のためのハイブリットシス
テムの開発

大阪シティ信用金庫

5083 2727111104 大阪府 興亜紙工株式会社 5122001018450
超高速デジタルカッティング機導入による多品種少ロッ
ト生産による販路拡大

八尾商工会議所

5084 2727111107 大阪府 株式会社箭木木工所 4122001016026 高周波接着技術の導入による生産プロセスの改善 梅原清宏

5085 2727111108 大阪府 株式会社西田技研 9120101027194
高速自動計量機導入による自動車防音材料の生産性
向上とコスト競争力強化

紀陽銀行

5086 2727111111 大阪府 株式会社エヌビー 9120101046500
デジタル電動サーボプレス導入による工程削減・高付
加価値成型の実現

商工組合中央金庫

5087 2727111113 大阪府 大研化学工業株式会社 5120001015402
高機能性金属ナノ粒子ペーストの開発と新規事業分野
への展開

大阪信用金庫

5088 2727111115 大阪府 三宅ハイテックジャパン株式会社 7120101049364
需要が伸びている工作機械用特殊治具の高精度化と
増産化計画

株式会社エフアンドエム

5089 2727111121 大阪府 株式会社石山 8120001074478
高品質を保持した機械導入による落雁製造工程の効率
化と生産性の向上

吉田会計事務所

5090 2727111128 大阪府 株式会社山善金型 1122001007580
金型図面がなくても金型を修理・復元できる技術を確立
する計画

株式会社エフアンドエム

5091 2727111130 大阪府 ジョイン株式会社 5120101024575
新型攪拌機導入で生産工程を革新させ増産効果による
海外市場へ販路拡大

中島幸子

5092 2727111131 大阪府 河野工業株式会社 9120001157447
品質向上や時間短縮等を目的とした溶接関連品の新
生産プロセスの開発

枚方信用金庫

5093 2727111140 大阪府 バイオシグナル株式会社 5120001114807
農業の六次産業化に寄与するスマートアグリシステム
の開発

尼崎信用金庫

5094 2727111143 大阪府 矢野精機株式会社 9120001148784
測定機導入による、高精度プラスチック成形品作成と金
型調整方法の確立

近畿大阪銀行

5095 2727111145 大阪府 ホロスリン製薬株式会社 2120001119032
独自技術を活かしたナマコ成分から世界初となる抗カビ
商品の開発

ベンチャーサポート税理士
法人

5096 2727111149 大阪府 株式会社三興製作所 8120101036758
スプロケット製造における高度生産性向上の実現と海
外シェア拡大

髙砂吉孝

5097 2727111151 大阪府 株式会社トダ 2120001144988
プラント向け電源ケーブル保護金具の短納期・増産体
制の確立

株式会社エフアンドエム

5098 2727111152 大阪府 株式会社ケーズラボ 3120001175545
補綴物製作工程のデジタル化による生産プロセスの革
新

上田公認会計士事務所

5099 2727111153 大阪府 平井精密工業株式会社 3120001069573
外観自動検査機導入による光通信機器用金属部品検
査の省力化

三菱東京ＵＦＪ銀行

5100 2727111154 大阪府 大和鋼材株式会社 1122001021045
鉄道貨物コンテナ部品製造における生産能力と生産性
の向上

岡訓範税理士事務所

5101 2727111161 大阪府 株式会社村田機械製作所 4122001020275
機械調整制御装置の導入によりリードタイムを短縮し販
売拡大と生産性向上

八尾商工会議所

5102 2727111164 大阪府 有限会社北新工業 2120102013646
最新鋭機器導入による品質保証体制の確立と生産効
率上昇で競争力強化事業

深山茂税理士事務所

5103 2727111166 大阪府 株式会社ジャパンバイオケミカル 2120101024735
海外の富裕層を狙った、高級錦鯉用飼料及び水質改善
剤の開発と生産プロセスの革新

尼崎信用金庫

5104 2727111167 大阪府 有限会社シェ三宅 3120002039798
自動包装機の導入による生産革新及びＪＩＴ生産体制の
確立

新居合同税理士事務所

5105 2727111168 大阪府 株式会社アスコット 5150001012306
システム開発会議設備導入による生産性向上・競争力
強化事業

池田泉州銀行

5106 2727111170 大阪府 株式会社下鳥製作所 1120001120825
Ｘ・Ｙ軸自動位置決めプレス機導入による、加工精度
アップ及び加工内容の多様化を実現

大阪商工会議所

5107 2727111171 大阪府 泰光油脂化学工業株式会社 8120001032997
界面活性剤の有害物質（１．４ジオキサン）低減の生産
体制構築計画

株式会社エフアンドエム

5108 2727111174 大阪府 有限会社山口製版所 2120002007475
顧客の少数多品種な要望を実現させＣＳ向上に繋げる
ＵＶ印刷に於ける新ビジネスモデルの構築

鎌苅税理士事務所

5109 2727111176 大阪府 クローバー器材工業株式会社 5120001157384
ＮＣＴ最新機種導入による生産性５０％改善、品質向
上、新医療分野への参入

大阪シティ信用金庫
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5110 2727111182 大阪府 株式会社アーツ 2120901005141
他との差別化を図りたい企業や個人に向けたＰＯＰＵＰ
製品提供による新顧客層開拓

りそな銀行

5111 2727111186 大阪府 株式会社和興インダストリーズ 5122002006248
薄型曲げ加工技術導入による、二輪マフラーとマフラー
ステーの海外同時展開

高砂吉孝

5112 2727111189 大阪府 木田精工株式会社 4122001013329
装置メーカーが確立するめっき加工の不良率０％を実
現する一貫工程の自動化

株式会社エフアンドエム

5113 2727111190 大阪府 株式会社左文字特殊印刷 4120001132462
シリンダー式箔押し機導入による新事業分野進出で収
益を増強する事業

りそな銀行

5114 2727111193 大阪府 ハードロック工業株式会社 1122001005881
ＩＳＯ１６１３０に規定されたねじ緩み測定と評価基準を判
定する為の試験設備の導入

商工組合中央金庫

5115 2727111196 大阪府 株式会社イシダ工作所 9120001162281
最新５軸同時加工機導入による高精度な特殊加工部
品の生産性向上の実現

商工組合中央金庫

5116 2727111198 大阪府 株式会社丸福 3122001006647
シーズニング（粉末調味料）の多品種少量（３ｇ～１００
ｇ）生産

東大阪商工会議所

5117 2727111205 大阪府 ビッグ精工株式会社 6122001006066
ものづくり産業を支えるツーリング部品の短納期化と品
質安定化の実現

株式会社エフアンドエム

5118 2727111207 大阪府 株式会社ネージュ 6122001019679
製販一体によるヒートショックに強いホイップクリームの
共同開発

株式会社エフアンドエム

5119 2727111211 大阪府 株式会社メタルクリエイション 9122001014768
金型を中心とした紙工機械部品内製推進による海外事
業基盤の強化

髙砂吉孝

5120 2727111212 大阪府 有限会社髙橋溶接 5120102024665
最高レベルの難易度である銅と銅の溶接への新たな取
組み

池田泉州銀行

5121 2727111214 大阪府 大報特殊金網株式会社 6122001004219
自動車パーツ製造現場用　メッシュベルトの増産及び短
納期対応の実施

京都銀行

5122 2727111215 大阪府 株式会社昌栄 3122001018758
横編み機を用いた玉網（タモ）用の網の内製化による安
定生産の実現

株式会社ダイワマネジメン
ト

5123 2727111216 大阪府 協和鉄工株式会社 7122001018275
重量車両用エアサス部材を、高品質，低コスト，短納期
にて製造するための高性能プレス機の導入

りそな銀行

5124 2727111218 大阪府 中西ゴム工業株式会社 6120101005599
最新包装機導入によりシリコンオイル充填の高精度化
と生産能力の向上

池田泉州銀行

5125 2727111221 大阪府 株式会社ディーピーエム 6120901016382
ＮＣルーターによる精密立体で多機能なユニバーサル
デザイン看板の開発

北おおさか信用金庫

5126 2727111222 大阪府 株式会社トーケンツール 3120001010512
自動車部品の金型部品製造における納期短縮による
安定供給体制の実現

株式会社エフアンドエム

5127 2727111225 大阪府 株式会社創和情報管理センター 5120001066189
大阪の旅の想い出をその場の顧客自身の姿とともに残
す「オリジナル３Ｄ写真＆Ｔシャツ」の実現

江本謙司税理士事務所

5128 2727111226 大阪府 昭和金属工業株式会社 2120101003359
独自の冷間圧造と切削加工の技術を生かした難削材
加工における工程短縮への挑戦

紀陽銀行

5129 2727111229 大阪府 鹿児島金属株式会社 7122001001371
不良品流出防止システムの構築によるリスク管理と短
納期対応化

東大阪商工会議所

5130 2727111231 大阪府 株式会社杉熊工作所 8120101032856
超高精度バルブ部品の開発と製品トレーサビリティを実
現する品質管理体制の構築

近畿大阪銀行

5131 2727111233 大阪府 有限会社野田技研 5120002080478
医療用部品に今後更に多用される難削材の高精度・微
細加工技術の構築

北おおさか信用金庫

5132 2727111235 大阪府 抱月工業株式会社 9120001147209
切削加工の高度化及び工場間の技術格差是正とＩｏＴを
活用した生産の最適化

ＦＭＢコンサルタンツ株式
会社

5133 2727111248 大阪府 株式会社Ｓｏｕ技研 2120001181742
世界初となる折り畳み可能なステンレス製薬品輸送用
容器の生産体制の確立

北おおさか信用金庫

5134 2727111255 大阪府 パックスター株式会社 9120001021322
部品搬送用トレーの生産性向上に資する真空成形技術
の高度化

京都銀行

5135 2727111256 大阪府 株式会社共成 5120101045019
日本の農業の生産力向上に寄与するトラクターのケー
ブル生産の体制強化

株式会社エフアンドエム

5136 2727111259 大阪府 株式会社ジェイテック 5140001023717 超高速非球面形状加工装置の開発 北おおさか信用金庫

5137 2727111262 大阪府 京西陣菓匠宗禅有限会社 3130002002284
ＴＰＰ加盟国に向けた独創性ある日本ショコラの開発と
販路開拓

京都銀行

5138 2727111265 大阪府 倉敷精密工業株式会社 2122001016184
自動車エンジン向け測定ゲージ製造の高精度化及び
短納期化計画

株式会社エフアンドエム

5139 2727111277 大阪府 株式会社ＲＩＳＩＮＧＳＨＩＦＴ 6120001171236
クラウドを利用した、いつでもどこでも楽しく継続できる
オンラインボディメイク塾

大阪商工会議所

5140 2727111278 大阪府 株式会社オクノ 4120101053427
リサイクル樹脂を使用したＰＰ商品開発および企業ブラ
ンド価値の向上

株式会社ダイワマネジメン
ト

5141 2727111293 大阪府 株式会社レイホー製作所 7120901010228
加工困難な特殊複合セラミック製品の生産化に向けた
加工技術の開発

株式会社エフアンドエム

5142 2727111294 大阪府 株式会社ヤポック 5122001020373
３次元機構の導入による自動車部品用金型の競争力
強化

髙津拓也税理士事務所

5143 2727111301 大阪府 株式会社佐々木製作所 5120901023900
次世代自動車向け高効率モーターに使用される高精度
線材部品の開発

株式会社ダイワマネジメン
ト

5144 2727111310 大阪府 有限会社上陽精機 5120002079818
取引先のあらゆるニーズに応えるコネクタ組立機パーツ
の試作開発

枚方信用金庫
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5145 2727111311 大阪府 オサメ工業株式会社 1120001157165
医薬品用バルブの量産体制構築及び新規分野進出に
よる競争力の強化

京都銀行

5146 2727111320 大阪府 北村化学産業株式会社 2120001077395
高度の引張伸びをもつ軟質ポリ乳酸フィルムの生産性
及び品質向上

りそな銀行

5147 2727111323 大阪府 株式会社前川製作所 9120001021644
ワンショット３Ｄ形状測定機導入による試作ビジネスの
推進

大阪商工信用金庫

5148 2727111328 大阪府 株式会社一心工業 1120001019539
切削加工工程の見直しによる多品種少量生産体制の
構築

ＦＭＢコンサルタンツ株式
会社

5149 2727111331 大阪府 株式会社伊藤ステンレス 6120001027132
ステンレス切断加工体制の強化及び新サービス提供プ
ロセスの確立

株式会社中央ビジネスグ
ループ

5150 2727111334 大阪府 株式会社オージック 1122001001212
「コンピューター統合生産システム（ＫＩＭｏＳ）」を導入し
精度向上と短納期化を実現します

岩佐修二

5151 2727111338 大阪府 株式会社片木アルミニューム製作所 3120101044030
新製品アルミニウム光輝材の商品化に伴う脱脂洗浄ラ
インの新設

池田泉州銀行

5152 2727111340 大阪府 株式会社源邑光北野刃物製作所 9120001017345
最新の「精密平面研削盤」導入による生産効率向上と
売上増加の実現

のぞみ信用組合

5153 2727111341 大阪府 山科産業株式会社 3122001020425
海外アパレル高級ブランド向けニットテーラージャケット
の試作と海外に向けた製造技術力発信事業

株式会社ダイワマネジメン
ト

5154 2727111347 大阪府 株式会社プロアス 7120001055297 「在宅専門クリニック支援サービス」の開発計画 株式会社ゼロプラス

5155 2727111349 大阪府 ＯＫＵＳＨＩＭＡｗｏｏｄｗｏｒｋｓ 　－
「木の魅力を引き出すデザイン力」を活かした内装工事
業への新展開

大阪シティ信用金庫

5156 2727111352 大阪府 ウエダ印刷株式会社 4120001125722
「印刷する」サービスと「貼る」サービスを一元化でサ
ポートするプリントラベリングサービスの体制構築

竹内総合会計事務所

5157 2727111354 大阪府 デリケア株式会社 9120901013963
ＭＡＤＥＩＮＪＡＰＡＮ加工食品安全安心かつ効率的生産
体制構築

三井住友銀行

5158 2727111357 大阪府 有限会社日中総合サービス 5120002050027
訪日外国人をターゲットにしたフリーマガジンの多言語
アプリ開発

株式会社中央ビジネスグ
ループ

5159 2727111360 大阪府 株式会社池上金属製作所 4120101034749
国際新規制に対応した自動車空調用の代替冷媒用部
品の効率的製造による国際競争力の強化

池田泉州銀行

5160 2727111361 大阪府 株式会社エンカレッジ 9120001178641
発達障害学生等に、自己管理、合理的配慮、機会を提
供するＩＴシステム

大阪商工会議所

5161 2727111362 大阪府 井上軸受工業株式会社 8120101000722
精密アンギュラ軸受けのさらなる精度向上、コストダウ
ンのための、みぞ半径寸法専用測定機の開発

りそな銀行

5162 2727111373 大阪府 有限会社イケダ精工 8122002000248
横形ＮＣフライス技術の加工速度の向上及び生産合理
化システムの確立

市川欽一税理士事務所

5163 2727111376 大阪府 株式会社櫻製油所 9120001020233
トランスオイルとして植物性オイルを用いた環境負荷の
ないオイル製造

商工組合中央金庫

5164 2727111385 大阪府 株式会社イワサキ 6120001030292
高機能ＣＮＣベンディングマシン導入による筐体製造技
術高度化

阿波銀行

5165 2727111387 大阪府 株式会社カネタ 8120901009194
ＮＣ旋盤の導入と生産体制の見直しにより実現する品
質向上および納期短縮の取組

尼崎信用金庫

5166 2727111395 大阪府 リグナイト株式会社 8120001168494
熱硬化性樹脂を素材としたヘテロ原子含有炭素材料の
開発

堺商工会議所

5167 2727111401 大阪府 株式会社プラステコ 6120901022546 セルロースナノファイバーを用いた超臨界発泡技術 池田泉州銀行

5168 2727111405 大阪府 木田バルブ・ボール株式会社 1122001001798
形状解析レーザ顕微鏡による人工関節の高精度化と
研磨技術の研究開発

ＦＭＢコンサルタンツ株式
会社

5169 2727111416 大阪府 淀屋橋ブライト歯科 　－
ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による咬合不良患者への診療プロセ
ス及び診療効率改善事業

税理士法人ＦＩＡ

5170 2727111420 大阪府 ナルト金属株式会社 6120001026654
大型船舶用次世代高効率ディーゼルエンジン部品の精
密加工技術開発事業

北おおさか信用金庫

5171 2727111424 大阪府 株式会社木幡計器製作所 3120001027325
高精度デジタル式医療ガス用アウトレットテスターの試
作開発

奥村綜合事務所

5172 2727111425 大阪府 株式会社教育システム研究所 8120101009631
情操教育を目的とした挨拶・しつけ教育機能のある園
児見守りロボットの開発

株式会社ジェイエスケー

5173 2727111426 大阪府 堺スクリュー 　－
難加工材の高精度な３６０°全面複雑加工の実現とＩｏＴ
技術活用による自動化等計画

中田聡公認会計士・税理
士事務所

5174 2727111428 大阪府 有限会社岡本精工 5120002081880
最新鋭研削盤を活用した切削困難な金属の高効率加
工技術の確立

京都信用金庫

5175 2727111429 大阪府 小出工業株式会社 7120901009344
鉄骨加工の一貫製造体制の構築によって実現する品
質向上・納期短縮の取組

尼崎信用金庫

5176 2727111430 大阪府 コーマ株式会社 1120101025172
立体５本指高機能靴下及び未開発分野の立体構造高
機能靴下の開発

池田泉州銀行

5177 2727111436 大阪府 有限会社明鋼工業所 7120002010383
精密自動平面研削盤導入による短納期、生産性向上
による受注拡大

永和信用金庫

5178 2727111441 大阪府 柏原計器工業株式会社 8122001020858
ＩｏＴのためのトレーサビリティ管理を可能にする水道
メーターの組立、検査工程の確立

商工組合中央金庫

5179 2727111443 大阪府 ナカムラシステムサービス株式会社 4120901019932
正誤表をゼロに！論文・報告書・テキスト提供ワンストッ
プサービスの実現

株式会社ＧＩＭＳ
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5180 2727111444 大阪府 有限会社五感 2120002066042
新拠点の設立と最新式システムの導入によるオンライ
ン事業部生産性向上事業

りそな銀行

5181 2727111446 大阪府 いぬの学校ひまわり幼稚園 　－
しつけのオンライン化・マッチングシステムの導入による
業容の拡大

京都信用金庫

5182 2727111450 大阪府 株式会社シンク 1120001113250
保守案件管理対応業務システム導入による進捗・採算
管理の強化計画

一般社団法人ヒューリット
ＭＦ

5183 2727111452 大阪府 株式会社トーセイ 4120901024817
生産工程効率化と品質の高位安定で競争力強化を目
指すコイリングマシンの導入

尼崎信用金庫

5184 2727111454 大阪府 宏文印刷株式会社 2122001023635
デジタル検版利用による印刷体制強化及び新製造環
境の確立

商工組合中央金庫

5185 2727111455 大阪府 ツカサ工業株式会社 4122001019301
塗装プラントの遠隔監視システムによるメンテナンス
サービスの開発

八尾商工会議所

5186 2727111456 大阪府 株式会社ケーシーエス 8120101036642
電子マニフェスト連携システム導入による業務システム
「産廃三昧」運用の効率化

大阪信用金庫

5187 2727111458 大阪府 大阪ベンテック株式会社 6122001008475
最新加工設備導入と工場内ＩｏＴ化による外壁化粧パネ
ルの高生産体制の確立

公認会計士荒堀政男事務
所

5188 2727111460 大阪府 株式会社立川ピン製作所 9190001009914
マンガ界・ペン習字界に根強いファンが多いつけペンを
画期的に進化させ市場を拡大する

藤田美惠子税理士事務所

5189 2727111461 大阪府 島雄機設株式会社 9120901020547
最新のプラズマ粉体肉盛溶接による設備部品再生プロ
セスの技術確立

北おおさか信用金庫

5190 2727111462 大阪府 ニッコーグラビア印刷株式会社 7122001005983
最新設備導入により生産性向上を図り多品種小ロット
対応を強化する取組

尼崎信用金庫

5191 2727111464 大阪府 株式会社伊藤金属製作所 3120001009216
高速２スピンドルＮＣ機導入で油圧ピストンのコスト２
５％削減事業

大阪商工会議所

5192 2727111466 大阪府 仙代テック株式会社 3140001066916
自社独自の水質及び土質検査機器の導入による事業
の効率化を図る

みなと銀行

5193 2727111469 大阪府 株式会社岡本技研 3120101001114
最新型ＣＮＣ複合機による釣り具部品の生産効率化と
売上増加計画

株式会社ゼロプラス

5194 2727111471 大阪府 株式会社岡本生コンクリート 1120001026114
製造環境整備による生コン廃棄物からの製品開発によ
る収益改善

末吉税理士法人

5195 2727111475 大阪府 大阪利器製造株式会社 6120001059596
ペレット製造に使用する刃物の生産工程高精度化によ
る納期短縮計画

株式会社エフアンドエム

5196 2727111479 大阪府 東和印刷株式会社 6120001035861
２４時間３６５日対応、下請けに特化した年中無休印刷
サービスの立ち上げ

大阪信用金庫

5197 2727111481 大阪府 株式会社プレジール 2120001165547
淡水海水に沈み、生分解性を持つ環境にやさしい釣り
糸や漁網の開発

植田会計事務所

5198 2727111483 大阪府 共和精機株式会社 8120001051568
高精度・高剛性構造マシニングセンタ導入による大物加
工分野への参入

大阪シティ信用金庫

5199 2727111484 大阪府 横山精工株式会社 7122001007906
複合加工旋盤の導入によってニッチ戦略（精密ネジ加
工）の更なる強化を目指す

株式会社日本修身経営

5200 2727111485 大阪府 株式会社ＤＹＮＯＭＡＮ 5122001029101
ハーレーダビッドソンにおける革新的な部品開発、更な
る乗り易さと顧客満足度向上の追求

大阪シティ信用金庫

5201 2727111486 大阪府 マテックス株式会社 7122001020090
プラスチック射出成形技術の高度化による高性能小型
エアダンパーの開発

三菱東京ＵＦＪ銀行

5202 2727111487 大阪府 株式会社伊勢藤 1122001000445
精度の高い金型を導入し、防災用品として「折り畳みバ
ケツ」の製品力を高める

紀陽銀行

5203 2727111488 大阪府 有限会社今岡製作所 7120002010623
ファイバー溶接機の導入による生産体制強化・コスト削
減・短納期化と技術力の継承

大阪シティ信用金庫

5204 2727111491 大阪府 三進化学工業株式会社 6120001020277
切削能力再取得及び金型製造技術の再生による、玩
具製品事業の開始

株式会社ゼロプラス

5205 2727111494 大阪府 ジャパンテクニカル 　－
ＩｏＴ技術を兼ね備えた最新モデル機械の導入による市
場拡大計画

尼崎信用金庫

5206 2727111495 大阪府 延生金属株式会社 8120101037987
全自動結束機で使用する帯鉄（ベーリングフープ）の高
精度化と生産性５０％アップ

大阪信用金庫

5207 2727111500 大阪府 有限会社髙木製作所 6122002011362
新品製造とリユース品製造の複合型ライン構築によるリ
ユースサービスの提供

池田泉州銀行

5208 2727111501 大阪府 株式会社浪忠 6120001109632
最新型マシニングセンタの導入による生産効率向上及
び新製品開発計画

商工組合中央金庫

5209 2727111502 大阪府 株式会社ダイサンエンタープライズ 9120001150014
最新式ＣＮＣマシニングセンタの導入による工程負荷平
準化と新規取引先開拓計画

株式会社ゼロプラス

5210 2727111505 大阪府 やまもと歯科 　－ マイクロスコープ導入による根管歯科治療の高精度化 税理士法人キャスダック

5211 2727111507 大阪府 株式会社ダイシンコラボレーション 2120001066506
プロサッカーチームに特化したノベルティグッズ事業の
立ち上げ

りそな銀行

5212 2727111509 大阪府 サンライズ鉄工株式会社 5122001003337
自動切断ロボットシステム導入による製造プロセスの高
度化と生産性の向上計画

ＦＭＢコンサルタンツ株式
会社

5213 2727111510 大阪府 株式会社ネクサス分析センター 7120001176515
含有率分析機器導入による独自の一貫調査プロセスの
確立

京都信用金庫

5214 2727111513 大阪府 株式会社モリシタ 5120001146932
特殊ネジ（自動車部品）分野への製造特化で売上拡大
を図る

京都銀行
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5215 2727111514 大阪府 柴浦鉄工所 　－
最新型ＣＮＣ精密平面研削盤と最新型輪郭形状測定機
導入による生産性向上計画

株式会社ゼロプラス

5216 2727111517 大阪府 株式会社大京精研 4120001156131
ハイブリッド型溶接技法による革新的溶接技術の開発
と構築

北おおさか信用金庫

5217 2727111523 大阪府 ジョプラックス株式会社 9120001147043
スーパーエンプラ素材の内製化を図り生産性向上とコ
スト削減に取組む事業

商工組合中央金庫

5218 2727111524 大阪府 株式会社近藤溶工 1120001182956
協業企業とのネットワークを活用した緊急補修工事へ
革新的サービス

永和信用金庫

5219 2727111525 大阪府 大阪サニタリー株式会社 4120905001705
研磨機導入による高品質なサニタリーパイプ供給実現
及び新規市場開拓・売上向上事業

商工組合中央金庫

5220 2727111529 大阪府 株式会社カジテック 9120001157249
燃料電池システムや先端技術部品市場への参入を目
的とした加工技術の確立

中村憲三税理士事務所

5221 2727111531 大阪府 阪和ホーロー株式会社 5120101044350
斬新なデザインによるホーローと木の素材が融合した
ポットの開発

泉南市商工会

5222 2727111536 大阪府 株式会社三宏ダイテクノ 8120101021909
応力評価シミュレーションソフトを活用した解析技術によ
る金型設計技術の確立

アドバンスト・エム株式会社

5223 2727111537 大阪府 大野道場株式会社 5120001162905
生産性向上・新規顧客獲得のためのＥラーニングと予
約管理・顧客管理統合システムの導入

浅田会計事務所

5224 2727111538 大阪府 阪井金属工業・株式会社 3122001020937
高付加価値「つり棒」の開発による医療・福祉分野での
シェア拡大

商工組合中央金庫

5225 2727111539 大阪府 株式会社坪田金型製作所 3120901019801 新素材によるシリンダーガード用金型の試作開発 松下税務会計事務所

5226 2727111541 大阪府 株式会社ダイキ紙工 6120101026752
加工・保管・配送の全ての工程を一貫することによる紙
材生産プロセスの革新

大川陽子税理士事務所

5227 2727111543 大阪府 株式会社ウチダ 7122001017797
複合塗膜の３次元分析機器等の導入による工業用塗
装の品質安定性の確保

八尾商工会議所

5228 2727111545 大阪府 株式会社サインポスト 9120001108581
Ｂ２Ｂ遺伝子検査による生活習慣病予防アドバイスサー
ビス

安田有一

5229 2727111549 大阪府 株式会社クリオム 1120001137076
常温濃縮スープとＩｏＴ活用の「見える化」経営でラーメン
店の販路拡大とＦＣ展開

池田泉州銀行

5230 2727111551 大阪府 株式会社森田金型製作所 8120001156821
電子部品、半導体部品のパッケージ金型の高精度研磨
技術と品質評価体制確立

アドバンスト・エム株式会社

5231 2727111555 大阪府 杉村製作所 　－
船用電線貫通金物の部品供給から完成品制作への転
換及び高硬度金物の試作開発

大川陽子税理士事務所

5232 2727111565 大阪府 アベル株式会社 9122001017630
ステンレス電解発色ラインの高効率洗浄・検査設備の
構築計画

京都銀行

5233 2727111566 大阪府 株式会社井上模型製作所 6120001097472
マシニングセンタの製造情報とＥＲＰシステムの連動に
よる競争力向上

前孝尚

5234 2727111573 大阪府 水谷精工株式会社 6122001007262
最新マシニングセンター導入による金型部品の高品位
加工と生産性向上

八尾商工会議所

5235 2727111574 大阪府 株式会社ウシオ 4120001155323 曲げ工程を簡素化する自動データ作成技術の構築 京都信用金庫

5236 2727111577 大阪府 有限会社ワールドファスナー 3122002011729
ＣＮＣパイプベンダー機導入による高精度・高効率曲げ
加工の実現と売上拡大計画

雪松税理士事務所

5237 2727111578 大阪府 株式会社フクナガエンジニアリング 2120001016064
産業車両用ノーパンクタイヤの組立工程における省力
化システムの開発

紀陽銀行

5238 2727111581 大阪府 株式会社エスファクトリー 6120901030359
高性能プレス機導入による生産性向上での医療機器分
野の獲得計画

北おおさか信用金庫

5239 2727111582 大阪府 大同特殊工業株式会社 8120101003741
ベローズの品質を重視した新型消防防災用フレキシブ
ルホースの開発

アドバンスト・エム株式会社

5240 2727111583 大阪府 株式会社ハヤシセーラ 5122001013476
転造とホブ加工によるロボット用精密減速機のコストダ
ウン化

阿波銀行

5241 2727111584 大阪府 株式会社アッシュ 8120001116197
スマホでプランから申込まで完結する「自分でつくるウエ
ディング」の企画

大阪商工会議所

5242 2727111587 大阪府 株式会社藤木農機製作所 8122001006824
超小ロット品の商品化プロセスの確立及び修正工程レ
スの生産プロセスの開発

税理士法人グローバルマ
ネジメント

5243 2727111591 大阪府 有限会社南元製作所 6120002080304
高精度製品と難切削素材に対する技術開発と高速自
動化による時間短縮

大阪信用金庫

5244 2727111595 大阪府 新成加工株式会社 8120901009525
車載用リチウムイオン電池電極体ホルダ用ケースの高
速精密加工

阿波銀行

5245 2727111596 大阪府 株式会社三永電機製作所 5120001103231
東京五輪に向けた新型キセノンフォロースポット開発に
よる市場の活性化

ＭＧＳ税理士法人

5246 2727111599 大阪府 株式会社一倉 2120001019538
環境問題に配慮した塗装粉リユースを行うことでの低コ
スト化計画

株式会社エフアンドエム

5247 2727111600 大阪府 豊榮印刷株式会社 4120001070282
小ロットでも低コスト！オリジナル化粧箱制作の革新的
サービス開発

三菱東京ＵＦＪ銀行

5248 2727111608 大阪府 有限会社吉則工業 2120002024421
ＮＣ旋盤導入による加工精度の向上及びコンクリート圧
送用のチューブポンプの高精度化

尼崎信用金庫

5249 2727111611 大阪府 株式会社バリッジ 8120001122237
圧倒的低コスト生産を実現する革新的液晶パネル用カ
バーガラス検査装置の開発計画

株式会社ゼロプラス
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5250 2727111612 大阪府 佐藤特殊製油株式会社 8120001014896
顧客ニーズの変化に対応して、競争力を強化するため
のシステムの構築

池田泉州銀行

5251 2727111617 大阪府 株式会社平和エンジニアリング 1120101047175
大型マシニングセンタと最新ＣＮＣ導入による生産性向
上と雇用拡大

一般社団法人大阪中小企
業診断士会

5252 2727111621 大阪府 株式会社ハルバート 6120001181499
複合セラミックを用いた、汎用マイクロナノバブル発生装
置の開発

京都銀行

5253 2727111624 大阪府 有限会社東亜工芸社 6120002064769
オリジナル技術プリズムプリントの生産体制構築による
競争力強化

大阪シティ信用金庫

5254 2727111626 大阪府 株式会社池田製機工業所 8120001155253
車載センサ等試作開発装置部品の高精度化、高品質
化技術の確立

アドバンスト・エム株式会社

5255 2727111627 大阪府 サカモト工業株式会社 9122001018538
新型酸化着色処理装置によるステンレス板材の黒色着
色の高精度化技術の確立

アドバンスト・エム株式会社

5256 2727111628 大阪府 昭和プロダクツ株式会社 4120001077435 セルロースナノファイバーを使用した高強度紙管の開発 三井住友銀行

5257 2727111631 大阪府 長田電機株式会社 4120901024949
高精度１周波ＲＴＫ－ＧＮＳＳ航法センサの量産用試作
機の製作・評価

尼崎信用金庫

5258 2727111633 大阪府 フレスデザイン株式会社 8120901028780
新規色の開発技術と昇華転写技術との融合による新規
な水着の開発事業

椎原秀雄

5259 2727111634 大阪府 恒徳工業株式会社 4122001002158
超音波溶着技術を活用した、高性能断熱中空成形品の
成形工法開発と確立

大阪シティ信用金庫

5260 2727111636 大阪府 株式会社ワイ・ドライブ 2120001165919
業界初の２８５ｎｍ深紫外線ＬＥＤによる細菌を完全に死
滅する光源の試作開発

京都信用金庫

5261 2727111637 大阪府 株式会社千代田工業所 5120901028858
ＩｏＴによる工場内『見える化』の進化とデータセンター用
部品の開発

土井会計事務所

5262 2727111638 大阪府 株式会社Ｍ＆Ｕ 2120101043660
花束加工工程の最適化による需要ピーク期の供給力
拡大と鮮度の改善

池田泉州銀行

5263 2727111643 大阪府 株式会社大機産業 9120901029472
次世代高性能精密旋盤機導入による多品種受注体制
の整備と技術継承の実現

愛媛銀行

5264 2727111645 大阪府 株式会社サトーセン 3120001168838
様々な素材を電子基板にするプリンテッドエレクトロニク
ス技術の確立と事業化

ＦＭＢコンサルタンツ株式
会社

5265 2727111654 大阪府 株式会社中央電機計器製作所 6120001008066 画像検査システムの高精度化実現のための設備投資 京都銀行

5266 2727111656 大阪府 株式会社ＢＮＡ 1120901016767
人工核酸ＢＮＡを活用して細胞内に高効率なデリバリー
を可能にする技術の確立

池田泉州銀行

5267 2727111663 大阪府 有限会社サツマプラン 8122002011229
大型研磨加工の内製化及び鏡面研磨加工技術を活か
した医薬品製造設備部品の試作開発

大川陽子税理士事務所

5268 2727111665 大阪府 株式会社カネシゲ刃物 4120101001567
デザインと品質を兼ね備えた包丁の短期開発・増産の
ための、自社工房の構築

堺商工会議所

5269 2727111670 大阪府 有限会社西尾 6122002009935
３次元測定機を用いた金属切削加工の高精度化によ
る、受注拡大

株式会社ゼロプラス

5270 2727111673 大阪府 山崎ＴＥＣＨ株式会社 6120901027371
金型ダイ・キャビティーの大型化・肥厚化に対する加工
技術の確立

田窪公認会計士事務所

5271 2727111680 大阪府 パール工業株式会社 2120001031468
新構造材料を高効率で加熱可能な高周波誘導加熱コ
イルの試作開発

中野会計事務所

5272 2727111685 大阪府 株式会社セカンドセレクション 7120001124663
模擬生産設備の導入によるＦＡソフトウェア受託開発事
業の拡大

三井住友銀行

5273 2727111687 大阪府 有限会社清水サンプル 9120002078460
最新モデルの断裁機・レーザーカッター導入による生産
性・品質の向上

京都信用金庫

5274 2727111688 大阪府 大日スクリーン工業株式会社 1140001049716 車いすにおいて体を支え補助するための器具 西宮商工会議所

5275 2727111693 大阪府 株式会社田村商会 3122001028055
高生産性高周波ウェルダー導入による車検証ケースの
倍増量産体制の構築

東大阪商工会議所

5276 2727111696 大阪府 株式会社野村工務店 9120001151920
ツーバイフォー住宅構造材の完全内製化による品質向
上と価格安定化計画

株式会社ゼロプラス

5277 2727111697 大阪府 澁谷油脂株式会社 4140001008388
使用済みホテルソープを回収しリサイクル石鹸として販
売する循環型システムの構築

アナダマネジメントセンター

5278 2727111704 大阪府 株式会社ディーラリエ 6120901031357
オーダーランドセルカバーのリアルとＷＥＢの連携拡販
システムの開発

豊中商工会議所

5279 2727111705 大阪府 シンコ－ケミカル株式会社 3120101050573
製造工程の部品改良によるカーペット用原糸の新開発
及び市場拡大事業

南都銀行

5280 2727111707 大阪府 株式会社アルカットワン 6122001000341
最新型５軸マシニングセンタを活用した静電チャック国
産化の実現

北陸銀行

5281 2727111720 大阪府 株式会社ダイヨーセンコー 5120101004701
地場産業の技術を活かした紅白幕製造の生産性向上
と短納期の実現

堺商工会議所

5282 2727111721 大阪府 丸竹コーポレーション株式会社 5120101044417
不燃繊維「Ｔ－クリンプ」の生産設備の最適化による品
質および生産性の向上

経営コンサルタント竹内淳
朗

5283 2727111722 大阪府 新明産業 　－
コンビニ用出入口ユニットの製造工程革新による高精
度・短納期化計画

池田泉州銀行

5284 2727111723 大阪府 株式会社雅 8120901009599
高性能自動裁断機導入でのオーダー品短納期化と新
たな受注機会の確保

北おおさか信用金庫
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5285 2727111727 大阪府 株式会社千代田 8120101021628
プラスチック加工における印刷・加工のデザイン・設計・
開発

特定非営利活動法人関西
事業再生支援センター

5286 2727111729 大阪府 メディカル・エイド株式会社 4120101043337
ペースメーカ装着者が安全に作業できる電磁環境調査
用の測定機器の導入

和泉商工会議所

5287 2727111730 大阪府 株式会社興徳クリーナー 2120101036648
リサイクル材料の乾燥による付加価値向上と利用範囲
の拡大

大阪信用金庫

5288 2727111732 大阪府 株式会社クレアフォーム 1120101048322
薄膜液体ラミネートによる子供向けお名前シールの利
便性向上のための設備導入

堺商工会議所

5289 2727111741 大阪府 サムテック株式会社 1120001043522
鍛造・旋削一貫工程を行うことにより世界一競争力の有
る企業を目指す！

商工組合中央金庫

5290 2727111744 大阪府 株式会社アスク 9120001151805
５軸マシニングセンタによる次世代ロボット部品の高精
度化、短納期化技術の確立

アドバンスト・エム株式会社

5291 2727111745 大阪府 株式会社ＡＸＩＳ 2150001011921
独自の木型によるアクセサリーパーツ製造における納
期短縮と安定供給体制の実現

南都銀行

5292 2727111748 大阪府 株式会社丸ヱム製作所 9120001089946
金属ガラス製マイクロスクリューのための高品質材料
ロッド製造プロセスの自動化

商工組合中央金庫

5293 2727111754 大阪府 フジテック株式会社 4120001158086
最新鋭スポット溶接機導入による一貫体制を活かした
提案力の強化

京都信用金庫

5294 2727111755 大阪府 株式会社城東ウインド 2120001001958
木工機械増強による加工能力増強と加工精度アップで
業界競争力を獲得する

池田泉州銀行

5295 2727111756 大阪府 一冨士ケータリング株式会社 8120901013535
ゼロ・エミッション食品解凍機　×　ブラストチラー　リ
レーションシステム

三菱東京ＵＦＪ銀行

5296 2727111763 大阪府 同心工業株式会社 7120101042542
繊維端材リサイクルシステムでの高圧プレスによる生産
性向上と競争力強化事業

池田泉州銀行

5297 2727111764 大阪府 山本精密株式会社 2120001021989 ＣＮＣ三次元測定機導入による測定作業工数の削減 商工組合中央金庫

5298 2727111767 大阪府 プリマール株式会社 8120901009970
攪拌機と高度な技術を駆使し、ＵＶカット化粧品の品質
向上による売上増大体制の確立

北おおさか信用金庫

5299 2727111771 大阪府 和泉チエン株式会社 5120101044383
メンテナンス性に優れた競技用自転車向け新型高性能
チェーンの生産体制確立

株式会社エフアンドエム

5300 2727111776 大阪府 株式会社辻本金属製作所 8120001024367
最新パイプベンダーで難削材の高精度の曲げとサイク
ルタイム削減を実現

阿波銀行

5301 2727111781 大阪府 田中鉄工株式会社 3122001019236
縦型ＮＣ旋盤導入で大径精密機械部品の高品質・高効
率加工により販路拡大

Ｎ総合会計

5302 2727111789 大阪府 久門紙器工業株式会社 1120001149443
高品質段ボールシート生産ライン構築による新分野進
出事業

ＦＭＢコンサルタンツ株式
会社

5303 2727111790 大阪府 株式会社東亜スプリング製作所 3120001057140
深絞りプレス加工の高度化による生産性向上のための
設備投資

金子会計事務所金子重二

5304 2727111797 大阪府 スキルインフォメーションズ株式会社 5120001055778
マイクロ波センサーを使った動物生体情報（心拍・呼吸）
の遠隔監視機器の試作開発

ＦＭＢコンサルタンツ株式
会社

5305 2727111800 大阪府 マルイチエクソム株式会社 9120001159518
あらゆるニーズに対応したプラスチックブロー成形品の
生産体制確立

京都信用金庫

5306 2727111808 大阪府 株式会社日本医療通訳サービス 5120001194147
医療通訳士の地位向上と一般普及を目的とした情報メ
ディア事業

商工組合中央金庫

5307 2727111810 大阪府 株式会社新城製作所 5120001195525
特許技術保有のピアスナット製造における短納期・低コ
スト化の実現

株式会社エフアンドエム

5308 2727111811 大阪府 株式会社笑美面 9120001146301 データーシステム構築事業 池田泉州銀行

5309 2727111816 大阪府 株式会社カーサービスシンワ 4120101049598
水性塗料と最新スポット溶接機導入による環境改善と
安全性向上

森田國弘税理士事務所

5310 2727111821 大阪府 平田歯科医院 　－
ビデオ顕微鏡の試作開発並びにＣＴとのコラボレーショ
ン

大川陽子税理士事務所

5311 2727111823 大阪府 株式会社繁原製作所 4120001001923
３Ｄ形状加工技術を用いた特殊歯車加工の生産性向上
事業

古谷会計事務所

5312 2727111826 大阪府 有限会社新栄精器 4122002010589
大物部品のサイズ拡大ニーズに対応した設備導入によ
る生産性向上

梅原清宏

5313 2727111829 大阪府 豊栄工業株式会社 2120901025569
レーザー・タレットパンチ・プレス複合機（工程統合マシ
ン）導入による工程合理化と生産性向上計画

池田泉州銀行

5314 2727111832 大阪府 株式会社廣瀬スプリング製作所 8120901025365
最新型フォーミングマシンによるばねの全自動加工化
＆生産性と歩留り向上による競争力アップ

池田泉州銀行

5315 2727111835 大阪府 淀川工業株式会社 5120001002755
ターニングセンタ仕様ＣＮＣ旋盤と３次元測定器による
切削加工の高精度化

池田泉州銀行

5316 2727111838 大阪府 クモノスコーポレーション株式会社 9120901020373
最新鋭移動計測装置によるインフラ施設の３次元維持
管理サービスの提供

商工組合中央金庫

5317 2727111840 大阪府 横山機工株式会社 6120001036810
重トルク型精密減速機の入出力軸設計製作にかかる
計測信頼度の向上

村井経営会計事務所

5318 2727111841 大阪府 近畿工業株式会社 6122001001471
複合機とロボットを組み合わせる工程集約による生産プ
ロセス改善

池田泉州銀行

5319 2727111842 大阪府 永野設備工業株式会社 3120101038726
住環境に安心をもたらす顧客アフターフォローシステム
の構築事業

紀陽銀行
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5320 2727111844 大阪府 山崎ユニオン株式会社 2120901010166
難易度の高い樹脂材の抜き加工における更なる高品質
化と、キャパの拡大

尼崎信用金庫

5321 2727111845 大阪府 株式会社三宝企画 7120001123178
非効率な目視検査から画像検査移行による精度と作業
効率向上事業

大阪商工会議所

5322 2727111850 大阪府 株式会社ケーエス 8120101048794
自動車の軽量化（省エネルギー）のための軽合金材の
活用技術

志賀恒元税理士事務所

5323 2727111855 大阪府 大阪機器製造株式会社 7122001008367
材料・部品の在庫時点情報管理システムによる生産プ
ロセスの改善計画

一般社団法人大阪能率協
会

5324 2727111856 大阪府 木村アルミ箔株式会社 6120001077904
コンビニ弁当用の環境負荷の少ない安全・衛生的な、
『可食用自動成型機』の開発

商工組合中央金庫

5325 2727111863 大阪府 株式会社エムジェイテック 8120101026486
駆動モーター部品の高精度位置決め加工と品質改善
支援計画

紀陽銀行

5326 2727111865 大阪府 大和軽合金株式会社 2140001049772 大型鋳造機を利用した生産体制の強化と品質向上 兵庫県信用組合

5327 2727111867 大阪府 ケイワイ電子工業株式会社 1122001016433
３Ｄ自動検査装置導入による超微少検査能力向上、短
納期対応の実現

京都信用金庫

5328 2727111871 大阪府 ヤルカーセラミックス株式会社 5120901010155
集塵機導入による燃料電池評価試験装置部品製作の
生産性向上と作業環境改善

北おおさか信用金庫

5329 2727111872 大阪府 株式会社テクノエックス 1120001140187 乾式モノブロックＸ線発生装置の開発 奥光明税理士事務所

5330 2727111882 大阪府 株式会社山田製作所 6122001016040
生産システム導入による「見える化」で生産効率化と価
格競争力強化事業

西松税理士事務所

5331 2727111885 大阪府 テンチ機械株式会社 7120101038821
機械の高能力化を実現する為に必要な革新的部品の
製造技術開発

永田清文税理士事務所

5332 2727111886 大阪府 くるみ歯科 　－
歯科用ＣＴ撮影データシステムを活用した革新的な地域
歯科医療の展開

大阪信用金庫

5333 2727111888 大阪府 合資会社三和歯ブラシ工業所 7122003000520
レーザー加工装置を導入して世界初構造・舌ブラシの
量産一貫体制を確立

商工組合中央金庫

5334 2727111890 大阪府 株式会社シーピー 6122001003039
複雑な立体造形物の完全自社製作体制づくりと技術力
向上

横山経営研究所

5335 2727111896 大阪府 コトブキ薬粧株式会社 3120001079481
高効率大型煮釜機導入による発酵液体量産体制の確
立と品質向上

池田泉州銀行

5336 2727111897 大阪府 株式会社西友フーズ 2120001118570
全自動包装設備導入による無添加キムチの生産増強
計画

池田泉州銀行

5337 2727111903 大阪府 大光精機株式会社 1122001015534
機械製造・開発並びに機械部品製造における競争力増
強計画

京都信用金庫

5338 2727111904 大阪府 株式会社京伸 2120001159937
ＰＳＡ装置による、高品質レーザー切断とシールドガス
に対する応用技術開発

京都信用金庫

5339 2727111905 大阪府 林工作所 　－
最新型高性能縦型マシニングセンター導入による高精
度、高品質金型製作・販売拡大事業計画

大阪シティ信用金庫

5340 2727111906 大阪府 有限会社ＤＡＣ 4122002012759
「精密平面研削盤」導入によるライター用精密樹脂金型
技術の差別化

南都銀行

5341 2727111907 大阪府 株式会社安川段ボール工業所 4120001031805
生鮮食品の多頻度小口配送に適した包装資材および
その製造方法の開発

淀屋橋税理士事務所

5342 2727111912 大阪府 鈴木歯科医院 　－
高齢者を対象としたメンテナンスフリーの歯科治療サー
ビスの確立

椎原秀雄

5343 2727111921 大阪府 宣伝ジョーズ株式会社 2120101029890 中古スマートフォンを利用した小型スマートロボット開発 三井住友銀行

5344 2727111922 大阪府 有限会社クラフトホリ 2122002011151
光硬化樹脂を用いた人と環境にやさしい新型ネイル
チップ製造技術の開発

枚方信用金庫

5345 2727111923 大阪府 有限会社ハッピーハートフル 2120002081958
服用しやすい薬の一包化に向けたＩＴ技術の導入と、宅
配サービスの展開

税理士法人芦田合同会計
事務所

5346 2727111925 大阪府 株式会社カネヨシ 1120001178509
特殊冷凍技術の導入による製造環境の改善と新鮮な
海産物の流通促進事業

井上税理士事務所

5347 2727111929 大阪府 ノースヒルズ溶接工業株式会社 6122001029075
マグネシウム合金のＴＩＧによる接合時の継手効率向上
の技術開発

のぞみ信用組合

5348 2727111932 大阪府 株式会社ＮＰＣコーポレーション 5120001068326
オンライン校正システム導入による製薬会社製品開発
プロセス短縮化の実現

商工組合中央金庫

5349 2727111935 大阪府 株式会社東光化学工業所 5122002005712
自動車部品事業参入に向けた高精度プラスチック部品
製造体制構築

永和信用金庫

5350 2727111936 大阪府 ビッグ・ウェブ株式会社 3120001109866
民泊事業をワンストップで管理する運営支援システムの
開発

赤石会計事務所

5351 2727111938 大阪府 一宮物産株式会社 2120001053834
設備投資で生産効率を向上させコーヒー生豆の認知度
とブランド力を高める

大阪商工会議所

5352 2727111941 大阪府 株式会社ＨＩＴ 3120001126597 Ｗｅｂシステムによる帽子製品の受発注プロセスの革新 池田泉州銀行

5353 2727111942 大阪府 株式会社フィット・プラス１ 5120101045605
高周波フラッシュ接着機導入による生産性向上と、デザ
イン性の高い新商品開発

紀陽銀行

5354 2727111944 大阪府 吉泉産業株式会社 9120001147258
高性能パイプベンダー導入によるカット野菜洗浄機の
配管組立の生産性、品質向上

北大阪商工会議所
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5355 2727111946 大阪府 有限会社ケーアイ精密板金 4120002080719
新型ベンダー導入により医療分野及び新たな分野にお
ける高精度加工技術の確立

京都信用金庫

5356 2727111948 大阪府 株式会社タニシン 6120001153218
溶接ロボット導入による、建設用鉄骨材料の生産効率
化と品質向上

池田泉州銀行

5357 2727111949 大阪府 ＮＳＷ株式会社 2120101040047
野菜と果物の端切を活用した新しいドレッシング製造に
よる売上と収益の向上

紀陽銀行

5358 2727111951 大阪府 ナレッジパートナー株式会社 5120001134747
空家・貧困問題対応、任意売却・全国展開推進工程管
理システム

赤石会計事務所

5359 2727111955 大阪府 ケイズモデル 　－
精密加工の高度化による生産プロセスの革新と医療機
器分野に対する販路拡大

摂津市商工会

5360 2727111956 大阪府 電装精機株式会社 5120001156279
最新ＣＮＣ旋盤導入による高度試作品に特化した短納
期対応への取組み

京都信用金庫

5361 2727111957 大阪府 株式会社スエヒロ 1120001007782
自動刃曲げ機導入による真贋対策を施した抜型製作体
制の構築計画

一般社団法人ヒューリット
ＭＦ

5362 2727111958 大阪府 株式会社晃成技研 8122001024033
オリジナル自動溶接機の新規開発に伴う労働環境の改
善及び新規販路開拓計画

紀陽銀行

5363 2727111964 大阪府 てらもと歯科 　－
永久歯欠損時における安心安全・高精度・低価格・短期
間での治療提供事業

大阪シティ信用金庫

5364 2727111967 大阪府 亀喜産業株式会社 4120001012012
新型プロッタ機の導入により生産の効率化と業容拡大
を図る

大阪シティ信用金庫

5365 2727111968 大阪府 株式会社利昭工業 1120001001323
最新ＮＣ正面旋盤導入による大径タービンバイパス弁
の製造とその内製化の実現

税理士法人タクセス

5366 2727111969 大阪府 太伸興業株式会社 5120101009634
ドライアイス加工工程改良による商品バリエーションの
充実

紀陽銀行

5367 2727111970 大阪府 パイクリスタル株式会社 5120001175626
フレキシブルデバイス用多層ゲート絶縁膜形成装置導
入による、有機半導体サンプル提供事業

商工組合中央金庫

5368 2727111971 大阪府 有限会社ヨドガワコーポレーション 2120002081181
トンネル防水工事に不可欠な拝み式溶着機を製造販売
まで行う体制の構築

京都信用金庫

5369 2727111979 大阪府 株式会社バクワークス 4120001169942
高性能カッティングプロッター導入による納期の短縮と
市場拡大計画

北おおさか信用金庫

5370 2727111990 大阪府 サインネット株式会社 5120001108404
切削加工の高度化で新展開する 業界初「欄間風 立体
サイン」の開発・製造

大阪シティ信用金庫

5371 2727111993 大阪府 株式会社インゲージ 8120901033558
機械学習を用いた自然言語処理ＡＩによる自動回答作
成機能の開発

深田税理士事務所

5372 2727111996 大阪府 旭精工株式会社 2122001000205
最新測定器の導入による検査工程の合理化及び「匠の
技術力を見せる化」計画

池田泉州銀行

5373 2727111999 大阪府 Ｊトップ株式会社 6120101028831
難分解性有機物排水の先進的産業用高度処理設備の
製作および普及

堺商工会議所

5374 2727112000 大阪府 阪南フーズパッケージング株式会社 1120101040700
離脱物を発生させない包装材を提供することで“食の安
全確保”に貢献します

税理士法人ａ－ｏｆｆｉｃｅ

5375 2727112001 大阪府 オー・エム・シー株式会社 7120901010599
レーザビームを用いた電極シート基材の分割方法の開
発

京都信用金庫

5376 2727112006 大阪府 株式会社カワデン 1120001026221 震災対策用防爆型緊急遮断弁の試作開発 三菱東京ＵＦＪ銀行

5377 2727112007 大阪府 木ノ本伸線株式会社 6122001001819
磨棒鋼引抜加工の高速化と探傷装置導入によるコスト
ダウンと新事業展開

東大阪商工会議所

5378 2727112009 大阪府 伊藤電機株式会社 1120901000168
はんだ実装に関する新型設備導入による生産プロセス
の効率化と品質向上計画

倉内貞利

5379 2727112012 大阪府 シャープ化学工業株式会社 2120101003334
耐候性評価・分析技術の革新による、国際競争力のあ
るシーリング材の開発

池田泉州銀行

5380 2727112013 大阪府 村上精機株式会社 8120101007346
放電加工機用のグラファイト電極生産の内製化に対応
した最新型ＭＣの導入

堺商工会議所

5381 2727112028 大阪府 信貴精機株式会社 8122001003243
最新鋭加工機の導入による小ロット研削加工の高性能
化と納期短縮

中谷健作税理士事務所

5382 2727112032 大阪府 株式会社Ｓ・Ｓ・Ｍ 1170001012506
保育士のための保育所業務支援システムサービス事
業

池田泉州銀行

5383 2727112036 大阪府 株式会社シャロン 7122001020990
自動縫製設備導入による生産性向上、高付加価値自
社製品展開事業

りそな銀行

5384 2727112047 大阪府 タケダ金型株式会社 6122001016247
金属造形設備導入による高度金型、試作品・部品展開
事業

三井住友銀行

5385 2727112048 大阪府 久保井インキ株式会社 2120001078410 少量多品種化に対応した香り印刷システムの試作開発 小笠原会計事務所

5386 2727112051 大阪府 誠和産業株式会社 5122001018921 検査システム導入による品質安定性と生産効率の向上 大阪シティ信用金庫

5387 2727112055 大阪府 株式会社三重工業 6120001021779
大規模建築物向け建築金物の一貫生産体制の確立事
業

大阪合同会計事務所

5388 2727112056 大阪府 株式会社上吉製作所 9120001019597
生産工程における上工程の加工能力増強による高精
度加工製品の生産能力増強計画

悠久杉本会計事務所

5389 2727112059 大阪府 富士元工業株式会社 8120001002513
高性能工具測定器導入による、極小・高精密面取りカッ
ターの品質保証力向上

大阪信用金庫
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5390 2727112079 大阪府 株式会社プレンプロジェクト 3120001195295
３Ｄ立体造形技術を活用したオープンソース・ロボットの
科学・技術教育向け改良

小西公認会計士事務所

5391 2727112081 大阪府 有限会社宮崎事務管理センター 6120902007827
商標権管理のワンストップサービスを人工知能とクラウ
ドで実現する事業

吹田商工会議所

5392 2727112082 大阪府 六和化成工業所 　－
充填時の圧力・速度・金型温度の調節による厚肉プラ
スチック製品の高概観の実現

大阪商工信用金庫

5393 2727112086 大阪府 株式会社キャンサーステムテック 7120901034417 世界初の癌幹細胞診断システムの開発 池田泉州銀行

5394 2727112088 大阪府
レイシスソフトウエアーサービス株式
会社

5120001048484
識別タグ（ＲＦＩＤ）等を利用した、敷地内車両位置検索
システム装置

南都銀行

5395 2727112089 大阪府 太陽精工株式会社 　－
世界初の丸棒材切断・穴あけ同時加工によるリングの
製造時間短縮・コスト削減

池田泉州銀行

5396 2727112091 大阪府 株式会社ネットオン 9120001112617
中小サービス業向け、採用サイト作成・応募者集客アプ
リ「採用係長ロボ」の試作開発

税理士法人ミライト・パート
ナーズ

5397 2727112096 大阪府 あっと株式会社 4120001140845
毛細血管画像クラウド管理および大量画像自動解析シ
ステムの導入

南都銀行

5398 2727112098 大阪府 有限会社ヒノキオ工芸 2120102017044
ＵＶプリンタによるオリジナル枡ダイレクトプリントサービ
ス事業

脇阪会計事務所

5399 2727112108 大阪府
フードテクノエンジニアリング株式会
社

2120001088707
ＣＯ２冷媒を活用した食品用の連続搬送式急速凍結ユ
ニットの新開発

りそな銀行

5400 2727112118 大阪府 株式会社松村溶工所 2122001006565
マテハンシステム大型化に伴う大型構成部品の高精
度、高生産化の実現

池田泉州銀行

5401 2728110001 兵庫県 有限会社福永鉄工所 4140002050587
ガスタービン部品加工強化のためのマシニングセンター
の導入

姫路信用金庫

5402 2728110002 兵庫県 株式会社ホーユーウエルディング 3140001083192
３本ロール自動化による生産プロセス並びに製作過程
環境の改善計画

北おおさか信用金庫

5403 2728110003 兵庫県 株式會社丸十 7140001043622
レーザー溶接と自動バリ取りの一貫加工による加工精
度と生産性の向上

株式会社クリエイション

5404 2728110004 兵庫県 株式会社イシカワ 3140001093290
水素ステーションを構成するバルブ製造の内製化によ
る短納期化計画

株式会社エフアンドエム

5405 2728110005 兵庫県 株式会社長谷川測量 3140001091823
３Ｄスキャナー測量機を用いた革新的な高付加価値測
量サービスの提供

豊岡市商工会

5406 2728110007 兵庫県 株式会社甲斐木工 8140001056458
５軸複合マシン導入によるデザイナー家具生産効率化
および完全内作化

株式会社クリエイション

5407 2728110009 兵庫県 丹波ケーブル株式会社 6140001041172 自社独自の効率的セル生産システムの構築 丹波市商工会

5408 2728110010 兵庫県 タカミウエルテック 　－
溶接ロボット導入による効率的多品種少量生産体制の
確立

丹波市商工会

5409 2728110011 兵庫県 株式会社内外製作所 7140001076804
生産性向上と新生産方式開発による高利益率製品の
新規受注拡大事業

イグレック田中洋介

5410 2728110012 兵庫県 株式会社協和テクノ 3140001076188
新生産方式開発と新規設備による生産性向上による受
注拡大

イグレック田中洋介

5411 2728110013 兵庫県 不二印刷株式会社 4120001069861
各工程の効率化と印刷の高精度化でトータル的な品質
向上

株式会社エフアンドエム

5412 2728110014 兵庫県 岡治織物合資会社 1140003007993
播州織ワイシャツ生地の高付加価値化と生産性向上に
よる受注拡大

イグレック田中洋介

5413 2728110015 兵庫県 ミツ精機株式会社 5140001085237
最新鋭航空機部品加工の精度・生産性・品質向上を熟
練工に頼らず実現

株式会社クリエイション

5414 2728110016 兵庫県 有限会社衣笠木工所 5140002032353
全自動Ⅴカットソーマシン導入による生産プロセス革新
と新規市場の創出

兵庫県信用組合

5415 2728110018 兵庫県 ウエムラ技研株式会社 7140001036980 Ｘ線透視装置のＣＴ化による検査手法の確立 神戸Ｈ．Ｉ．Ｔ．法律事務所

5416 2728110019 兵庫県 小田鉄工株式会社 7140001076102
両面開先加工機導入による、橋梁用耐震鉄骨の一貫
生産体制の構築

株式会社ゼロプラス

5417 2728110020 兵庫県 大洋金属株式会社 9140001076298
既存事業の蓄積技術を活用した新分野参入に向けた
生産性向上

イグレック田中洋介

5418 2728110022 兵庫県 株式会社ウノ 5140001075329
効率的井戸掘削技術活用による水道代削減サービス
の開発

イグレック田中洋介

5419 2728110023 兵庫県 東洋ケミテック株式会社 9140001016510 落下衝撃への耐久性に優れた両面粘着テープの開発 はなやま税理士事務所

5420 2728110024 兵庫県 株式会社横山建設工業 2140001075158
開先加工機導入による、ボトルネック工程の解消と重量
鉄骨の生産能力拡大

株式会社ゼロプラス

5421 2728110026 兵庫県 白星社クリーニング株式会社 2140001026458
クラウドシステム導入による顧客管理と包括的商品管
理

商工組合中央金庫

5422 2728110031 兵庫県 川嶋製作所 　－
プラスチック射出成形品製造工程の高機能化により、
品質向上、生産性向上及び納期短縮を実現させる事業

株式会社増田経営会計

5423 2728110032 兵庫県 株式会社網干造船所 3140001057634 地域密着型ものづくり体験ビジネスモデルの確立 兵庫信用金庫

5424 2728110033 兵庫県 永井鋼業株式会社 2140001016541
リニア工事開始によるロックボルト需要増対策と新製品
開発の事業計画

みなと銀行
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5425 2728110034 兵庫県 株式会社梶原鉄工所 8140001058297
航空宇宙関連部品加工への新規参入とＩｏＴ対応ソフト
による高度生産性向上

姫路信用金庫

5426 2728110035 兵庫県 和田山精機株式会社 1140001046928 超硬合金製金型の高性能化事業 但馬信用金庫

5427 2728110036 兵庫県 ダディーズベーカリー 　－
兵庫県内産初となる新品種“せときらら”の小麦粉を
使ったパンの製造

但陽信用金庫

5428 2728110038 兵庫県 まねき食品株式会社 4140001061676
真空冷却機の導入により、生産コストの削減及び売上
の増加を実現させる事業

株式会社増田経営会計

5429 2728110039 兵庫県 株式会社辻製作所 9140001040221 成形工程の品質向上と最新鋭成形機の導入 上郡町商工会

5430 2728110040 兵庫県 田中板金工業株式会社 6140001076763
金属建材の製造内製化から一貫施工によるコストダウ
ンと業務効率化

みなと銀行

5431 2728110041 兵庫県 有限会社紙谷工業所 1140002035070
ダイヤモンド刃開発に伴うＮＣ旋盤機導入による生産性
と収益性向上

中兵庫信用金庫

5432 2728110042 兵庫県 株式会社ＧＲＡＮＴ　ＦＯＯＴ 4140001032355
印刷・染色業務の内製化によるデザイン面の強化と競
争優位の確立

税理士法人ミライト・パート
ナーズ

5433 2728110043 兵庫県 株式会社佐伯製作所 6140001076185
建設機械の油圧制御部品における高精度化及び安定
供給体制の実現

株式会社エフアンドエム

5434 2728110044 兵庫県 株式会社新免製作所 2140001056257
鋼材加工幅の拡大による、大型倉庫向け建設資材の
供給力強化事業

株式会社ゼロプラス

5435 2728110045 兵庫県 株式会社奈央 2140001043206
地元の観光資源の和菓子をブランド化、生産プロセス
の改善で売上・利益を拡大

姫路信用金庫

5436 2728110046 兵庫県 林鉄工 　－
電力向け部材を加工する分野への新規進出の為の生
産性向上計画

みなと銀行

5437 2728110047 兵庫県 株式会社齊藤製作所 5140001058985
開先加工機の導入により、社内一貫生産の体制を構築
し経営力を強化する

姫路信用金庫

5438 2728110048 兵庫県 栄和興業株式会社 9140001085539
鉄骨柱大組立溶接ロボット導入によるボトルネック解消
と大型鉄骨案件の獲得

株式会社ゼロプラス

5439 2728110049 兵庫県 株式会社サボテン 4140001036323
ファイバーレーザ切断加工機導入による多品種・小ロッ
ト生産体制の構築

株式会社ゼロプラス

5440 2728110051 兵庫県 出光工業株式会社 5140001040010
次世代型大型変圧器用絶縁体部品のコスト低減及び
納期短縮化を目指した加工装置の試作機開発

商工組合中央金庫

5441 2728110052 兵庫県 有限会社新栄プラント 1140002032373
生産能力の向上と進捗情報の共有による顧客との関係
性強化

株式会社ゼロプラス

5442 2728110053 兵庫県 株式会社バイナル 7140001086712 スマホ用フリップケースの開発と市場展開 兵庫信用金庫

5443 2728110054 兵庫県 株式会社総合印刷髙永 7140001001943
短納期、高デザイン性、小ロット、低コストに対応したＷ
ＥＢ受注による印刷システムの構築

株式会社エフアンドエム

5444 2728110056 兵庫県 エンゼラス有限会社 1140002051687
自動化設備導入による自動車用ウォッシャーホースの
生産性向上計画

但陽信用金庫

5445 2728110057 兵庫県 株式会社岸本工業 7140001076192
階段側桁部の完全自社社内化によるコスト低減と納期
短縮化計画

但陽信用金庫

5446 2728110059 兵庫県 株式会社みつヴィレッジ 6140001095739
夏越し通年栽培による地域密着型高収益トマトビジネス
モデルの確立

兵庫信用金庫

5447 2728110060 兵庫県 株式会社大智鍜造所 1140001079201
ＩｏＴ活用高性能ショットブラストによる鍛造品表面処理
の生産性向上と高品質化

池田泉州銀行

5448 2728110065 兵庫県 株式会社テクノス 5140001053193
ドライ型真空ポンプの効率稼働を支援するツールの試
作開発

尼崎商工会議所

5449 2728110068 兵庫県 株式会社ビークス 6140001056088
建設業界の技術潮流による売上げ阻害の加工要因を
解消する事業計画

但馬信用金庫

5450 2728110070 兵庫県 株式会社関西コンサルタント 7140001085202
安全で高精度、効率的な三次元測量による、迅速な災
害復旧への貢献

株式会社エフアンドエム

5451 2728110072 兵庫県 株式会社松本製作所 5140001061667
最新の測定器導入による検査工程の強化とこれによる
海外受注対応

株式会社エフアンドエム

5452 2728110075 兵庫県 株式会社ニッピ機械 4140001076402 “軟らかい”難加工材高精度スライス加工機の開発 みなと銀行

5453 2728110076 兵庫県 有限会社古坂鉄工所 7140002036550
最新ＣＮＣ旋盤導入による大幅な工程集約及び、革新
的な加工方法（イノベーション）への挑戦

淡路信用金庫

5454 2728110079 兵庫県 株式会社日神鋼業 3140001037082
窒素発生装置の導入による鉄鋼切断品質の向上と納
期短縮

株式会社ゼロプラス

5455 2728110080 兵庫県 竹内鉄工株式会社 6140001038400
溶接工と溶接ロボットの技術融合による、高品質大型
鉄骨の量産事業

株式会社ゼロプラス

5456 2728110087 兵庫県 ナイス株式会社 2140001050350
走査型電子顕微鏡の活用を通じた低融点アルミニウム
ろう材の品質向上

神戸商工会議所

5457 2728110090 兵庫県 株式会社かね徳 2140001019008
たらこ旨煮等、おせち向け加熱処理商品の開発及び品
質向上と量産体制の構築

商工組合中央金庫

5458 2728110091 兵庫県 株式会社イデア 4140001004445
端材の再利用による試作模型の低価格化と加飾による
審美性の向上

株式会社クリエイション

5459 2728110092 兵庫県 有限会社衣川クリーニング 2140002046711 鞄修理縫製部門の内製化事業 但馬信用金庫
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5460 2728110095 兵庫県 株式会社カコテクノス 8140001017377
非熟練工による少量品から多量品のワンストップ板金
加工体制の確立

みなと銀行

5461 2728110096 兵庫県 株式会社ミキリース 9140001036632
金属加工現場に特化したマットリース事業の確立と拡
販

日新信用金庫

5462 2728110099 兵庫県 株式会社田中鉄工所 3140001016441
手術支援ロボット用精密加工部品の、無人化による加
工精度の向上

株式会社クリエイション

5463 2728110103 兵庫県 髙丸工業株式会社 1140001049856
航空機・食品・医薬品分野企業の要求に対応するロ
ボット教育およびシステム受注体制の強化

尼崎信用金庫

5464 2728110108 兵庫県 有限会社大久保製作所 8140002033290
迅速な製品開発の為の適正素材選定と有害物質早期
発見の為の検査体制の構築

みなと銀行

5465 2728110109 兵庫県 カルモ鋳工株式会社 2140001004629
各種タイヤの石膏モデル加工・金型の鋳造・機械加工
のワンストップ提供

株式会社クリエイション

5466 2728110111 兵庫県 株式会社宮田製作所 4140001051537
ＬＰガスのバルク貯槽用ネックリングの生産及び品質管
理体制の確立

商工組合中央金庫

5467 2728110115 兵庫県 横田エンジニアリング株式会社 8140001051830
ケミカルタンクのベーパー（有害ガス）回収・洗浄方法の
新技術開発

兵庫県信用組合

5468 2728110117 兵庫県 有限会社辨天堂 7140002069336
３０年来取り組んできた「無添加スィーツ」の量産体制の
確立

淡路市商工会

5469 2728110122 兵庫県 長谷川電機工業株式会社 3140001050779
絶縁性能や強度を満たした、検電器用の樹脂射出成型
伸縮絶縁棒の新規開発

株式会社クリエイション

5470 2728110124 兵庫県 株式会社佐橋動物病院 2140001095734
動物病院における新しい循環器検査による高度獣医医
療の提供

猪名川町商工会

5471 2728110129 兵庫県 マスミ鞄嚢株式会社 4140001056115
革製品の生産性向上及び、高度デザイン革製品の生
産工程の確立計画

兵庫県信用組合

5472 2728110130 兵庫県 有限会社マクロポリマー 2140002009239
最新真空成型機導入による高効率シリコーンゴム成型
工程の構築

神戸信用金庫

5473 2728110131 兵庫県 こがね味噌株式会社 1140001046515
麹の高品質化の為の設備導入による製麹室環境の整
備事業

養父市商工会

5474 2728110132 兵庫県 株式会社森川製作所 6140001076499
次世代を見据えた当社の溶接能力の向上と生産管理
体制の充実

兵庫県信用組合

5475 2728110134 兵庫県 丸一興業株式会社 6140001051361
３Ｄデータ活用による重量物梱包での生産プロセス改
革と新規顧客獲得

株式会社関西経営サポー
トセンター

5476 2728110137 兵庫県 株式会社マルイチ 8140001086001
漁場環境改善を目的とした広範囲食害対策の藻場製
品試作事業

みなと銀行

5477 2728110138 兵庫県 株式会社タツミ 5140001085658
黒いぶし瓦製造技術を活用したインテリア及びエクステ
リア製品開発と販売

淡路信用金庫

5478 2728110144 兵庫県 谷池瓦産業 　－
伝統と防災両立のためのシノギ桟瓦・左シノギ桟瓦の
開発販売計画

南あわじ市商工会

5479 2728110145 兵庫県 三ツ星製作株式会社 5140001061816
５軸加工機と３次元測定機導入による超精密加工分野
への事業展開

但陽信用金庫

5480 2728110146 兵庫県 新栄製工株式会社 6140001036263
リニアモーターカー・海外鉄道車両用の大型制御盤筐
体生産体制確立

株式会社ゼロプラス

5481 2728110147 兵庫県 株式会社大日製作所 1140001044048
３次元形状の航空機部品に関する効率的な生産体制
の構築

みなと銀行

5482 2728110150 兵庫県 株式会社日本ジェット 9140001076397
高精度な歯車部品加工におけるコストダウン及び短納
期化による競争力の強化

株式会社エフアンドエム

5483 2728110165 兵庫県 有限会社西村鉄工所 4140002062459
鉄道業向け主要パーツの高精度化及び全数検査体制
の構築

兵庫県信用組合

5484 2728110170 兵庫県 株式会社神港鍍金工業所 7140001016198
メッキ加工処理の自動化における製品の均一化、高品
質化の実現

株式会社エフアンドエム

5485 2728110172 兵庫県 株式会社本田商店 6140001061542
新鮮な生酒を通年醸造し国内・海外へ販売するための
醸造設備の構築

播州信用金庫

5486 2728110175 兵庫県 株式会社エー・ティ・エム 2140001015766
グラファイト電極の加工能率の向上を目的とする新工程
の開発計画

阿波銀行

5487 2728110178 兵庫県 株式会社ウインブルヤマグチ 4140001074892
最新複合機の導入による部品製作の内製化、および生
産リードタイムの短縮

加東市商工会

5488 2728110181 兵庫県 株式会社神戸珈琲 8140001017121
珈琲豆研磨機の導入により、新しい風味（香り・味）を創
造した「研磨済焙煎珈琲」の開発

みなと銀行

5489 2728110182 兵庫県 アプリコット株式会社 3140002053715
インテリアの３Ｄシミュレーターと顧客管理システム導入
による業務効率化

姫路商工会議所

5490 2728110183 兵庫県 株式会社アヌシ 1140001080571
ホテル用アメニティのフルオーダー対応及び短納期対
応による付加価値向上プロジェクト

尼崎信用金庫

5491 2728110184 兵庫県 有限会社文高製作所 9140002038743
最新工作機械導入による、高精度化・内製化の実現
と、新規分野への本格参入

但陽信用金庫

5492 2728110185 兵庫県 有限会社宏誠工業製作所 1140002048444
高度化する自動車電装部品の品質維持に関する市場
ニーズにこたえるための検査体制構築

姫路商工会議所

5493 2728110186 兵庫県 株式会社北川製作所 7140001058463
工場ネットワークによる、高品質でフレキシブルな生産
体制の実現

株式会社ゼロプラス

5494 2728110188 兵庫県 株式会社シカタ 7140001076267
マスカスタマイゼーション（単品大量生産）に向けた生産
体制の構築

兵庫信用組合
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5495 2728110191 兵庫県 和以貴建設株式会社 6140001075708
最新全自動溶接機の導入による大型鉄骨製作の体制
構築と受注拡大計画

みなと銀行

5496 2728110195 兵庫県 有限会社太田ジオリサーチ 7140002055947 中古住宅・造成地の品質評価サービス事業 兵庫信用金庫

5497 2728110197 兵庫県 有限会社杉山鉄工 8140002062380
最新式高性能マシニングセンタ導入による高精度加工
への転換と売上の倍増

姫路信用金庫

5498 2728110199 兵庫県 株式会社小林製作所 9140001058866
医療機器向け精密機械部品の高精度化と短納期化の
実現

姫路信用金庫

5499 2728110200 兵庫県 株式会社ミヤワキプレス 8140001036385
ヘッジトリマー関連部品の新規案件受注に際しての３次
元測定器導入

兵庫県信用組合

5500 2728110202 兵庫県 日藤ポリゴン株式会社 8140001075730
横中ぐり盤導入による日本初の大型工作機械製造への
挑戦

兵庫県信用組合

5501 2728110205 兵庫県 株式会社朝日エアーゾール 2140001040871
３５㎜パイ対応シュリンク缶立て設備の導入による新規
市場への進出

蘆田総合会計事務所

5502 2728110206 兵庫県 甲北食品工業株式会社 3140001036803
農商工連携による新商品の開発および自社佃煮製品
のインバウンド需要対応、海外市場への展開

アナダマネジメントセンター

5503 2728110207 兵庫県 東洋ナッツ食品株式会社 1140001019041
製造環境改善による粉巻製品の品質向上及び生産性
の強化

瀬越長一税理士事務所

5504 2728110208 兵庫県 株式会社原田パン 6140003003402
「もちふわ感」のあるソフトフランスコッペパンの開発と量
産体制の確立

兵庫県信用組合

5505 2728110209 兵庫県 木村工業株式会社 5140001034771
高効率圧縮・梱包機導入によるバイオマス燃料の生産
および輸送効率化

株式会社クリエイション

5506 2728110211 兵庫県 株式会社福井鉄工所 3140001016739
極小パーツの多品種小ロット対応のための工程集約化
の実施

淡路信用金庫

5507 2728110214 兵庫県 株式会社セプト 6140001074981
多重板スクリュー脱水機部品製造における高精度化と
短納期化

みなと銀行

5508 2728110215 兵庫県 狩場酒造場 　－
県内有数の観光客に対応するための「吟醸酒」の量産
体制の確立

兵庫県信用組合

5509 2728110216 兵庫県 株式会社ハマテック 8140001076167
クリーンカット技術と溶接加工の融合による高品質製品
製作の確立

兵庫県信用組合

5510 2728110217 兵庫県 ロザイ工業株式会社 4120001048519
耐火レンガ焼成炉の使用エネルギー見える化による革
新的生産プロセスの構築

姫路商工会議所

5511 2728110218 兵庫県 株式会社大晃製作所 1120901024423
最新式プレス機の導入による精密部品の品質向上と価
格競争力強化

池田泉州銀行

5512 2728110221 兵庫県 松本精工株式会社 4140001043609
モーター部品の切削工程革新による高精度・量産体制
の構築

株式会社エフアンドエム

5513 2728110222 兵庫県 フミオ工業株式会社 6140001056096
高品質学生カバンの短納期・低コスト製造による豊岡鞄
ブランド向上計画

株式会社エフアンドエム

5514 2728110223 兵庫県 大日電子株式会社 5140001049720
基板外観検査装置導入によるナビゲーションシステム
用基板の検査体制確立

池田泉州銀行

5515 2728110227 兵庫県 株式会社クレセア 6140001041073 立体プレス技術導入による製品価値の向上 丹波市商工会

5516 2728110228 兵庫県 株式会社ミハラ 4140001085816
『黒陶いぶし』の大型受注に対応するためのオリジナル
焼成機の導入

南あわじ市商工会

5517 2728110230 兵庫県 小野精機株式会社 2140001076619
難加工材の生産性向上による新たな取組での新製品
受注拡大

イグレック田中洋介

5518 2728110232 兵庫県 ガウス株式会社 7140001039777
熱間等方加圧処理法を用いる高性能な粉末射出成形
部品の試作開発

みなと銀行

5519 2728110233 兵庫県 株式会社前田精密製作所 8140001010885 航空宇宙用薄肉精密部品の測定技術革新 中小企業診断士山田修身

5520 2728110234 兵庫県 佐和鍍金工業株式会社 8140001059196
硬質クロムめっき用自動研磨装置導入による産業用部
品の競争力強化

兵庫信用金庫

5521 2728110235 兵庫県 株式会社兵庫精密工業所 6140001014707 ロボット活用による航空機部品生産性向上 淡路信用金庫

5522 2728110236 兵庫県 株式会社今井鉄工所 5140001047732
最新プラズマ溶接ロボットの自動溶接で高品質かつ納
期短縮で顧客満足度アップ

阿波銀行

5523 2728110240 兵庫県 有限会社ジェイ・テック 7140002027129 自動生産化による脱職人計画 姫路信用金庫

5524 2728110241 兵庫県 神戸鈑金工業株式会社 9140001004341
ＩｏＴを活用した、板金曲げ工程の作業改善による生産
性の向上

株式会社ゼロプラス

5525 2728110242 兵庫県 増屋株式会社 9140001005356
曲げ加工工程の内製化とサーバー更新によるＩｏＴ高度
生産性向上

商工組合中央金庫

5526 2728110244 兵庫県 株式会社橋爪製作所 2140001076412 電池式ドリルドライバに対応可能な切削工具の開発 兵庫県信用組合

5527 2728110247 兵庫県 株式会社輝工作所 8120001067440
あらゆる立体カム創生面の高精度３次元形状測定・評
価の確立

東京中央経営株式会社

5528 2728110248 兵庫県 清水電設工業株式会社 6140001049240
微小硬さ検査方法の確立と高機能表面処理開発による
売り上げ拡大

尼崎商工会議所

5529 2728110252 兵庫県 東亜食品工業株式会社 5140001060181
乾麺製造におけるアレルゲン混入対策、麺質向上及び
生産効率向上で輸出拡大

姫路商工会議所
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5530 2728110255 兵庫県 株式会社グローリー 1140001065630 新種特許椎茸（まるしいたけ）の安定生産技術の開発 田島公認会計士事務所

5531 2728110259 兵庫県 株式会社藤原 9140001077313
中子製造から鋳造まで一貫生産することで、品質向上
と納期短縮を実現する

兵庫県信用組合

5532 2728110260 兵庫県 有限会社市場印刷 8140002047472
集客効果抜群の販促物（ポケットチラシ）の内製化によ
る顧客満足向上

姫路商工会議所

5533 2728110272 兵庫県 株式会社早木電機 5140001046668
半導体、チップ切削工程での外観検査自動化による検
査精度と生産性向上

みなと銀行

5534 2728110276 兵庫県 株式会社ｋａｎｎａ 3140001098281
ｋ ａ ｎ ｎ ａ ブランドオリジナルオーダーメイド家具の製
造販売

尼崎信用金庫

5535 2728110277 兵庫県
エスアールエンジニアリング株式会
社

2140001004505
水素社会の安全と安心に貢献する高圧水素ガス容器
用自動弁と溶栓式安全弁の商品化

商工組合中央金庫

5536 2728110278 兵庫県 ワタキ自動車株式会社 5140001056163
ミャンマーにおける整備サポートシステムの普及に向け
た実証実験

但馬信用金庫

5537 2728110279 兵庫県 株式会社ギヤテック 1140001064343
立形マシニングセンタ導入による歯車の社内一貫生産
体制及び競争力の強化

清水健公認会計士事務所

5538 2728110280 兵庫県 ゼロ精工株式会社 2140001053106
航空機需要の拡大を見据えた、生産プロセスの革新に
よる量産体制の確立

株式会社エフアンドエム

5539 2728110281 兵庫県 石崎プレス工業株式会社 5140001078042
スマートメーター用高精度小判形電池ケースの試作開
発

伊田税理士事務所

5540 2728110286 兵庫県 淡路農産食品株式会社 2140001085520
“国産”で築いたブランド力と生産性向上により、淡路島
産タマネギの業務用加工でより多く付加価値を創造す
る事業

徳島銀行

5541 2728110289 兵庫県 株式会社加古川製作所 2140001042579
最新鋭横中ぐりフライス盤導入による遊戯施設部品製
造の高精度・短納期化

但陽信用金庫

5542 2728110290 兵庫県 トキハ産業株式会社 8120001008130
特注オフィス家具の高品質化と小ロット生産による製品
供給体制の確立

株式会社エフアンドエム

5543 2728110292 兵庫県 伊福精密株式会社 6140001015738
３Ｄプリンター導入による航空機部品の軽量化と生産性
向上

山陰合同銀行

5544 2728110294 兵庫県 大豊工業株式会社 8120901024490
環境に配慮した製造工程による業務用機器のデザイン
技術向上計画

株式会社エフアンドエム

5545 2728110298 兵庫県 関西化学機械製作株式会社 1140001048214 新型短工程蒸留装置の試作および性能確認 佐藤会計事務所

5546 2728110299 兵庫県 株式会社キタコウ 9140001038991
形鋼加工ラインのボトルネック解消による、大型鉄骨の
製作体制確立

株式会社ゼロプラス

5547 2728110301 兵庫県 小林目立所 　－ 縦挽き横挽き両用鋸の開発・提案と量産体制構築計画 兵庫県信用組合

5548 2728110303 兵庫県 株式会社小倉屋柳本 8140001001224
ＲＯ水を使った製品の高品質化と同時に飛躍的な生産
能力の向上

加東市商工会

5549 2728110304 兵庫県 株式会社オオツギマシナリー 4140001084966
工程集約に依り内製率を上げることで製品品質を向上
させ特異分野での独占化を目指す計画

淡路信用金庫

5550 2728110305 兵庫県 丸中製菓株式会社 8140001076027
シロップ濃度のリアルタイム監視システムの導入で、品
質の向上と不適合品の発生防止を実現する事業

株式会社増田経営会計

5551 2728110307 兵庫県 鈴木精密工業株式会社 9120001020588
ＣＡＤソフト及び高精度画像寸法測定器導入による精密
金属部品の高精度化の実現

株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

5552 2728110308 兵庫県 株式会社リバー 7140001075987
焼入れ型の加工性向上に伴う工期短縮・精度向上を可
能とする革新的生産プロセスの導入

兵庫県信用組合

5553 2728110309 兵庫県 音羽電機工業株式会社 8120001062020 配電線用避雷装置の内面塗布設備の開発導入 村尾彰税理士事務所

5554 2728110310 兵庫県 株式会社中橋製作所 6140001036486
ベトナム市場向け角のみの生産ライン無人稼動化およ
び稼動監視システムの導入

みなと銀行

5555 2728110311 兵庫県 有限会社米田商店 2140002031291
古紙及び廃プラスティック回収の高付加価値化と顧客
管理並びに採算管理の徹底

日新信用金庫

5556 2728110312 兵庫県 株式会社共和電子製作所 6140001081425
ＩｏＴに関連した通信機能を持った電子機器の開発・検査
体制の構築

池田泉州銀行

5557 2728110313 兵庫県 株式会社ポレ・ポレ 2140001081313 ＩＴ活用による家事・介護サービスの生産性向上対策 尼崎信用金庫

5558 2728110314 兵庫県 ゑびす屋ペイント株式会社 5140001068142
高精度自動計量調色システムを導入し、店頭調色の高
速化・高品質化を図る

尼崎信用金庫

5559 2728110315 兵庫県 株式会社わさび 1140001091627 完全閉鎖型空間における『いちごプラント』実施計画 加東市商工会

5560 2728110316 兵庫県 株式会社ミナミテック 7140001052243
検査工程における精度向上と時間短縮による生産性の
向上、および受注の拡大

兵庫県信用組合

5561 2728110318 兵庫県 富士インキ工業株式会社 3120001058089
少量特注品の品質改善および試作、量産までのリード
タイム大幅短縮

南都銀行

5562 2728110319 兵庫県 株式会社研文社 4120001063526 極小ロットのバリアブル冊子の迅速な提供 株式会社ＧＩＭＳ

5563 2728110320 兵庫県 有限会社みのる製作所 3140002005294
次世代高効率火力発電向けガスタービン用精密シール
部品の加工技術の開発

石田経営サポートオフィス

5564 2728110321 兵庫県 三伸工業株式会社 1140001007913 船舶向け電線の高精度加工及び増産体制の確立 株式会社エフアンドエム
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5565 2728110322 兵庫県 有限会社ワイズエンタープライズ 6140002046567
鹿革小物づくりの技術及び製造ラインの確立、販路拡
大事業

豊岡市商工会

5566 2728110327 兵庫県 有限会社八木工作所 6140002009383
マシニングセンタ導入による高精度・高品質な半導体部
品の生産体制構築

株式会社ゼロプラス

5567 2728110328 兵庫県 有限会社マリリンハウス 4140002051040
貸衣裳店が写真館業に進出しコスト削減、売上増と姫
路観光の発展に貢献

兵庫太和税理士法人

5568 2728110330 兵庫県 株式会社ＡＴＩ製作所 8120001146723
高圧クーラント装備縦型マシニングセンター導入による
新素材治具開発及び難加工材加工技術構築事業計画

池田泉州銀行

5569 2728110332 兵庫県 株式会社日本テック 9140001060582
拡大するロボット市場に向けた生産管理システムの高
度化

姫路信用金庫

5570 2728110333 兵庫県 株式会社西村交益社 2140001047009 「地域情報マップ」による地産地消システム 但馬信用金庫

5571 2728110335 兵庫県 株式会社エスケーテック 3140001061495
超薄型放熱盤ハウジング開発における４軸ミルコンタリ
ング技術の向上

兵庫信用金庫

5572 2728110336 兵庫県 有限会社セカンドビーンズ 3140002023230
人工知能を利用して内外の観光客を楽しませる案内ロ
ボットプログラムの開発と実践

二川和良税理士事務所

5573 2728110337 兵庫県 株式会社ヒョウベイ 6140001014723
無洗米の機能強化と安全性向上に向けての設備導入
計画

みなと銀行

5574 2728110338 兵庫県 瀧川工業株式会社 6140001043144
最新鋭ハイテクマシニングセンター導入による低コスト・
短納期化の実現による事業拡大

商工組合中央金庫

5575 2728110339 兵庫県 神姫興業株式会社 3140001042925
物流サービスを支えるローラーコンベア用部品製造へ
の参入と短納期化

株式会社エフアンドエム

5576 2728110341 兵庫県 株式会社アグリセールス 9140001020347
殺菌と瞬間冷却によるカットごぼうの鮮度保持及び生産
性向上と商品開発

神戸商工会議所

5577 2728110348 兵庫県 銀海酒造有限会社 7140002039082
手造りを維持した量産体制の確立による顧客ニーズへ
の対応、および海外展開

養父市商工会

5578 2728110356 兵庫県 ニチリン化学工業株式会社 7140001078759
ＥＶ用リチウムイオンバッテリー需要増に伴うボトルネッ
クの解消及び増産体制の構築

髙津拓也税理士事務所

5579 2728110358 兵庫県 Ｂｉｏ－ｅｎｅｒｇｙ株式会社 1140001052348
酵素法のＢＤＦ精製工程完結によるＪＩＳ規格適合ＢＤＦ
の低コスト量産化

佐藤会計事務所

5580 2728110359 兵庫県 有限会社長谷川工作所 7140002030561
３Ｄ－ＣＡＤと大型ベンダー機を利用した生産性と受注
能力向上

株式会社ゼロプラス

5581 2728110360 兵庫県 フルヤ工業株式会社 6140001041833
樹脂射出成形品の無人品質判定システム導入による
品質向上・コスト削減

中兵庫信用金庫

5582 2728110364 兵庫県 株式会社サンテック 1140001033100
カーボンナノチューブ複合材を用いた荷電変換膜の開
発

池田泉州銀行

5583 2728110365 兵庫県 有限会社播磨海洋牧場 8140002052308
兵庫県産にこだわり高級感あふれる燻製品『播磨の口
女』（白子の燻製）の量産体制確立

姫路信用金庫

5584 2728110368 兵庫県 タミワ玩具株式会社 3140001076213
けん玉製造において塗装技術革新により付加価値を高
めたビジネスモデルの構築

但陽信用金庫

5585 2728110371 兵庫県 有限会社アクト 9140002061068
顧客ニーズと品質向上効率実現化のガバナテストスタ
ンド検査体制確立

加東市商工会

5586 2728110374 兵庫県 登英機設株式会社 2140001044105 高風速ＪＦ１２５０Ｘ型ジェットファン開発 商工組合中央金庫

5587 2728110378 兵庫県 株式会社秋谷鉄工所 9140001024281
次世代医療用ロボットに使用される超高精度部品の製
造開発

伊予銀行

5588 2728110381 兵庫県 シモダフランジ株式会社 4140001039838
高温強度・耐酸化特性に優れたスーパー９クロム鋼継
手の生産性向上

みなと銀行

5589 2728110394 兵庫県 三友工業株式会社 9120001055626 ＩｏＴを活用した発電機メンテナンス業務のスピードアップ 商工組合中央金庫

5590 2728110396 兵庫県 阿江ハンカチーフ株式会社 5140001074859
最新型電子ドビー織機を活かした長繊維織物生地の開
発と生産性向上

みなと銀行

5591 2728110401 兵庫県 株式会社阿江石油店 6140001074858
給油顧客の安全を確保するベーパー回収装置を導入し
高品質なサービスを提供する

商工組合中央金庫

5592 2728110403 兵庫県 阪神低温株式会社 4140001070033
ドライアイスの切断作業工程の自動化による生産能力
と製造品質の向上

みなと銀行

5593 2728110404 兵庫県 株式会社樽正本店 3140001033940
特殊急速冷凍機等の導入で、格付マニュアルによる官
能検査・機器分析により用途別に選抜された高品位朝
倉山椒類の伝統食品の通年販売

兵庫信用金庫

5594 2728110406 兵庫県 下里鋼業株式会社 6140001008411
ＩｏＴを活用したマーケティング・改善のツールとしてのマ
シニングセンタの活用

湯浅達志税理士事務所

5595 2728110407 兵庫県
株式会社Ｅ・テック（医療機器開発研
究所）

1140001023992
溶解オゾンの高濃度化と長期安定化を目指す新規消
毒剤の試作開発

みなと銀行

5596 2728110412 兵庫県 松本造園土木株式会社 6140001066599 果実の皮（みかん）を再利用した有機肥料づくり 兵庫県信用組合

5597 2728110413 兵庫県 有限会社豆匠 4140002058382 酵素によるおからの発酵物でのペットのおやつ開発 西宮商工会議所

5598 2728110417 兵庫県 株式会社小林溶工所 9140001086669
ファイバーレーザー加工機の導入による加工付加価値
の向上

株式会社ゼロプラス

5599 2728110418 兵庫県 株式会社ＯＭＯＲＩ 5140001058135 コンクリート打設用木製型枠リサイクル作業の自動化 株式会社ゼロプラス

160



受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

5600 2728110425 兵庫県 有限会社神明精肉店 8140002004647 食肉惣菜（ハンバーグ等）量産設備の導入 日新信用金庫

5601 2728110433 兵庫県 モチクリームジャパン株式会社 9140001028729
お餅を「つきたての、やわらかいまま」包装し、長期間保
存を可能にする技術の確立

尼崎信用金庫

5602 2728110434 兵庫県 有限会社ハマテック 1140002057503
高齢者ライダー向けのパーソナライズ電子エンジン
チューニングによる新展開

西宮商工会議所

5603 2728110438 兵庫県 ハリマ紙器印刷工業株式会社 7140001076408
小ロット対応可能な児童・高齢者・障害者のための知育
ツールの開発

但陽信用金庫

5604 2728110439 兵庫県 株式会社岡常歯車製作所 1140001058155
歯車の絶対的品質証明による高次元歯車製造技術へ
の挑戦

商工組合中央金庫

5605 2728110440 兵庫県 日本ノズル株式会社 7140001004351 ナノ繊維不織布試作・製造受託サービス事業への進出 山陰合同銀行

5606 2728110442 兵庫県 株式会社岡本精工 9140001096172
特装車両、環境関連設備部品の新素材切削技術の向
上と職人の技術承継

松村公認会計士事務所

5607 2728110443 兵庫県 株式会社ニート 1120001093550 ＩｏＴ技術を利用したインテリジェント成形システムの構築 商工組合中央金庫

5608 2728110444 兵庫県 アイエス機械株式会社 9140001057430
高性能大型五面加工機導入による生産効率の向上及
び生産力強化事業

兵庫県信用組合

5609 2728110446 兵庫県 陰山電機株式会社 9140001039701
自動はんだ付けロボット導入による、半導体・医療機器
用コイル加工の飛躍的な生産性向上と納期短縮

株式会社増田経営会計

5610 2728110447 兵庫県 株式会社三絋製作所 1140001038644 高品質長尺鋼管製造のための最新設備の導入 ジャパン・ラボ株式会社

5611 2728110448 兵庫県 西山牧場 　－ 自動給餌機導入による先進的酪農経営の実現 吉川町商工会

5612 2728110449 兵庫県 株式会社東光バネ工業社 8140001050147
小型バネ用縦型両面研削機で生産能力アップと外注費
削減かつ高精度製品の安定的供給

阿波銀行

5613 2728110450 兵庫県 松村アクア株式会社 2122001006557
個別対応商品を低価格且つ短納期で提供する為の生
産設備の導入

丹波市商工会

5614 2728110454 兵庫県 此の友酒造株式会社 1140001046804
フレッシュなワインタイプ吟醸冷酒提供の革新的サービ
スの展開

但馬銀行

5615 2728110458 兵庫県 株式会社ドリームサポート 7140001085474
耐候性、耐久性を有し、顧客希望の形状にしたオリジナ
ル大型厚物印刷物の試作開発

徳島銀行

5616 2728110460 兵庫県 永尾かね駒製作所 　－ 高度研磨設備導入による新商品開発、新市場展開 兵庫県信用組合

5617 2728110465 兵庫県 株式会社サンキョー 7140001021388
ハイテン用金型製造と３次元デジタイザシステム導入に
よる精度向上と工期の短縮

遠藤税理士事務所

5618 2728110466 兵庫県 株式会社神戸工業試験場 1140001014570 日本初のクリープ試験へのＩｏＴ導入による生産性向上 播磨町商工会

5619 2728110470 兵庫県 計測技研株式会社 8140001048620
測量精度向上を図った新規ターゲットにおける三次元
画像計測の試作開発

尼崎信用金庫

5620 2728110471 兵庫県 千代田金属工業株式会社 5140001060066 自動車電装部品の完全１個流し生産ラインの確立 商工組合中央金庫

5621 2728110474 兵庫県 株式会社アイ．エス．ティ．加美 4140001075263
レーザープリンター向けトナー定着チューブ材料の低コ
スト生産方式の開発

多可町商工会

5622 2728110481 兵庫県 株式会社富士高圧 6140001030407
高精度検査機構の導入による世界基準への準拠及び
海外拡販プロジェクト

兵庫県信用金庫

5623 2728110484 兵庫県 有限会社中野製作所 9140002041904
磁気共鳴画像診断装置と高速液体クロマトグラフィー用
部品の量産体制確立

尼崎信用金庫

5624 2728110486 兵庫県 株式会社シマブンコーポレーション 1140001003508
放射線検知システム導入による鉄スクラップの安全品
質向上

株式会社ゼロプラス

5625 2728110487 兵庫県 株式会社アプレス 1140001040897
平面精度向上技術を活用した開閉器金属部分の一貫
生産体制の構築

丹波市商工会

5626 2728110488 兵庫県 株式会社ＳＯＭＡ 4140001047147
待機児童や発達障害児を違う角度から救う脳科学を用
いた幼児教育プロジェクト

兵庫信用金庫

5627 2728110490 兵庫県 兵庫県手延素麵協同組合 8140005006517
「揖保乃糸」ブランド維持のための包装ラインの生産性
向上とトレーサビリティの実現

龍野商工会議所

5628 2728110493 兵庫県 レリップ株式会社 9140001040683
縫製技術を必要としない組立式革製品の開発及び革材
料の品質管理と安全性確保

龍野商工会議所

5629 2728110495 兵庫県 ケニックス株式会社 1140001064855
フレキシブル電子デバイス用多機能真空薄膜形成装置
の開発

姫路信用金庫

5630 2728110496 兵庫県 株式会社木下技研 9140001076190 鎖骨骨折治療用髄内固定金具の試作開発事業 みなと銀行

5631 2728110499 兵庫県 沖物産株式会社 2140001085058 加工品の生産品質向上事業 淡路市商工会

5632 2728110501 兵庫県 大阪冶金興業株式会社 7120001053367
粒径分布を制御した金属粉末を用いたＭＩＭおよび積層
造形技術の開発

商工組合中央金庫

5633 2728110502 兵庫県 有限会社滝野工業 7140002061185
電動サーボプレスの導入による工程短縮及び生産効率
の向上

加東市商工会

5634 2728110503 兵庫県 翔飛工業株式会社 5140001045793
超速乾２液混合性塗布式舗装用機械の導入による遮
熱舗装への事業展開

姫路信用金庫
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5635 2728110504 兵庫県 トモエ繊維株式会社 8140001043324
全自動ソックスつま先縫製機導入による審美性強化と
新商品開発

但陽信用金庫

5636 2728110505 兵庫県 末廣精工株式会社 8140001036369
高性能レーザ加工機を利用した高耐久性チェンソーガ
イドバーの生産体制の構築

中国銀行

5637 2728110506 兵庫県 有限会社ＡＵＴＯＰＲＯＳＴ 3140002025672 輸入車オーナー向けカーナビ取付キットの開発・製造 神戸商工会議所

5638 2728110509 兵庫県 有限会社MNC技研 5140002038292
最新モデルのレーザー加工機導入による、高効率・高
品質・高収益生産体制の確立

但陽信用金庫

5639 2728110512 兵庫県 有限会社ジョイセブン 1140002011476 こだわりのスーパーの展開 東京中央経営株式会社

5640 2728110513 兵庫県 有限会社三英工業イラスト 5140002009954
三次元測定器導入による金属加工品の検査精度の向
上及び高効率化

神戸信用金庫

5641 2728110516 兵庫県 有限会社田中工作所 9140002029189
５軸マシニングセンタ－による航空機エンジン部品の生
産性向上

百十四銀行

5642 2728110517 兵庫県 竹内鉄工株式会社 4140001075643
金属加工の効率化のための非破壊検査装置導入及びＩ
ｏＴ化の実施

商工組合中央金庫

5643 2728110519 兵庫県 株式会社姫協 8140001038704
芳香／消臭性・抗菌性を併せ持つバイオマスプラスチッ
クの製品化

西兵庫信用金庫

5644 2728110521 兵庫県 株式会社城洋 5140001059430
複雑形状品の最適な機械加工経路及び切削条件を選
定するためのソフトウエア導入

尾上会計事務所

5645 2728110525 兵庫県 株式会社今村製作所 3140001054350 事業拡大へ、新規平面研磨工程の導入と多能工化 尼崎信用金庫

5646 2728110528 兵庫県 広野化学工業株式会社 5140001037956
溶鋼表面の酸化防止と断熱効果を高めるモールド・フ
ラックス（保温・潤滑剤）の開発

三木商工会議所

5647 2728110529 兵庫県 別府金型有限会社 2140002062535
高精度・短納期の金型加工能力に大型化対応力を加え
るものづくり改革

長田達子税理士事務所

5648 2728110530 兵庫県 サワダ精密株式会社 8140001059188 多品種小ロット生産における大物加工の生産性向上 兵庫信用金庫

5649 2728110531 兵庫県 株式会社岩居建設工業 6140001036081
溶接工程の自動化による、高品質大型鉄骨資材の供
給体制強化事業

株式会社ゼロプラス

5650 2728110532 兵庫県 株式会社吉兵衛 1140001032688
最新型豚肉スライサー導入により、品質の向上と安定
化、生産性向上、廃棄ロス低減、低コスト化を実現する
事業

山陰合同銀行

5651 2728110535 兵庫県 株式会社オキフーズ 2140001085561
地場魚（鮮魚）の安定確保および生産効率の向上によ
る高品質練り製品の安定供給

南あわじ市商工会

5652 2728110545 兵庫県 武田食品冷凍株式会社 4140001084768
未利用魚種（フカ）を利用した常温販売可能な新商品の
開発

淡陽信用組合

5653 2728110550 兵庫県 株式会社キド 7140001084666
非熟練工でもワクチン培養槽を高品質・高効率に溶接
できる体制の確立

株式会社クリエイション

5654 2728110559 兵庫県 株式会社ＡＦＩテクノロジー 1120001177428
ＨＡＣＣＰ検査体制に対応可能な食中毒菌迅速検出技
術の確立

みなと銀行

5655 2728110561 兵庫県 株式会社ＴＨＥ　ＨＥＲＢＳ 4140001000312
ハーブを主成分とした頭皮・頭髪ケア製品の海外オー
ガニック市場への展開に向けた高品質化

正木総合コンサル事務所

5656 2728110564 兵庫県 日乃本食産株式会社 4140001066543
国産農水産物を用いた和食惣菜をイスラム教徒に提供
するための製造環境整備事業

大塚祐介公認会計士事務
所

5657 2728110573 兵庫県 共立工業株式会社 8120001054843
ＣＡＤ／ＣＡＭおよび３次元測定機導入による高精度・高
品質要求に対する対応

正樹総合コンサル事務所

5658 2728110576 兵庫県 株式会社シーダース 7140001096827
浴室壁面に用品を長期間固定出来、取り外しも簡単な
機能性器具の開発

近畿大阪銀行

5659 2728110578 兵庫県
株式会社インキュベーション・アライ
アンス

8140001027401 グラフェン電極の量産成形技術の開発 神戸信用金庫

5660 2728110580 兵庫県 株式会社協和精機製作所 8140001078262
光学系金型の“粗仕上げ工程”改善による自動車ＬＥＤ
照明用金型の量産体制増強

松下税務会計事務所

5661 2728110586 兵庫県 大洋紙業株式会社 1140001049749 新型パッケージによる梱包システムの製造販売 池田泉州銀行

5662 2728110611 兵庫県 ヤヱガキ醗酵技研株式会社 5140001061989
多機能素材βキチンナノファイバー（ＮＦ）の製造方法の
確立

姫路商工会議所

5663 2728110627 兵庫県 株式会社長手長栄堂 7140001084831
淡路島の特産品を活用した和洋焼菓子の開発と量産
体制の確立

淡路信用金庫

5664 2728110635 兵庫県 日本ワヰコ株式会社 3120001019339
アルミ合金製コネクティングロッドの変種変量生産体制
の確立

近畿大坂銀行

5665 2728110642 兵庫県 佐藤精機株式会社 5140001059109
航空・宇宙関連部品の高精度と次世代型要求への対
応

みなと銀行

5666 2728110651 兵庫県 廣田縫工株式会社 8140001075838
多品種－少量－多工程縫製加工品を単品管理しオン
リーワン企業を目指す

みなと銀行

5667 2728110661 兵庫県 共栄テクノス株式会社 1140001045491
高耐熱鋼によるブレード及びノズル加工の大幅削減と
航空機用部品の一貫生産体制の構築

姫路信用金庫

5668 2728110666 兵庫県 株式会社出石モータース 3140001056388
超高張力鋼板に対するスポット溶接機導入による車体
整備体制の確立

豊岡市商工会

5669 2728110674 兵庫県 株式会社ラスコジャパン 6140001036222
景観施設や太陽光発電施設に用いる簡易基礎の新製
品開発

日新信用金庫
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5670 2728110675 兵庫県 内外ゴム株式会社 1140001009744
最新画像測定器・射出成形機導入によるハネナイトゴ
ムの画期的生産性向上

三井住友銀行

5671 2728110678 兵庫県 株式会社名南精密製作所 8180001015690
車載用ＥＯＰ部品の高度生産性向上を目指しＩｏＴ技術を
導入した品質評価技術の開発

大垣共立銀行

5672 2728110683 兵庫県 富久錦株式会社 6140001077019
江戸時代から伝わる古式醸造法と現代的手法の融合
による新感覚低アルコール清酒の開発

但馬銀行

5673 2728110692 兵庫県 ＫＰファクトリー株式会社 6140001037261
板金曲げ加工の高速・高精度化による生産ボトルネック
の解消

商工組合中央金庫

5674 2728110698 兵庫県 サンエース株式会社 4140001058961
ファッション性を付加した医療用弾性ストッキングの開
発

株式会社増田経営会計

5675 2728110699 兵庫県 有限会社香川ダイカスト工業所 1140002040384
ナノキャスト法による光輝性アルマイトダイカスト品の実
証と量産化

尼崎信用金庫

5676 2728110762 兵庫県 有限会社ボンジュール 1140002050813
新商品の開発によるラインナップの充実と量産体制の
確立

たつの市商工会

5677 2728110766 兵庫県 株式会社コンドウファクトリー 4140001091822
ジャガード織機の広幅改良による伸縮性生地の製織
ニーズへの対応

多可町商工会

5678 2728110767 兵庫県 株式会社東田商店 1140001075753
選別機導入による米の精選工程高度化と廉価で良質な
米の提供実現

三井住友銀行

5679 2728110772 兵庫県 豊産業株式会社 7140001014474
ダイカストにおける離型剤スプレーロボット導入等によ
る不良率の大幅な削減

濱田益男税理士事務所

5680 2728110774 兵庫県 株式会社福村鉄工所 2140001024081
鉄骨材料加工装置導入による大型材料の一貫生産体
制の構築

商工組合中央金庫

5681 2728110776 兵庫県 山城機工株式会社 7140001017015
航空機の複雑・精密部品の精密加工技術並びに測定
計測技術の確立

兵庫県信用組合

5682 2728110777 兵庫県 福本重機械工業株式会社 6140001044217
航空機用エンジンシャフトの高精度での加工を実現す
る設備の導入

東京中央経営株式会社

5683 2728110781 兵庫県 有馬自働車株式会社 1140001100478 電動トライク・レンタルサービス運営システム 兵庫信用金庫

5684 2728110782 兵庫県 ニッパテック株式会社 3120001050302
最新モデル『５面加工マシニングセンタ』の導入による
高精度・高能率加工の実現

三井住友銀行

5685 2728110787 兵庫県 是常精工株式会社 5140001076203
ＩｏＴを活用した新型設備導入により海外競合企業に対
し競争力を高める取組み

但陽信用金庫

5686 2728110790 兵庫県 株式会社久保鉄工所 2140002008455
金属加工ノウハウを棚卸し、構造化と自動化を進展さ
せることによる生産プロセスの革新

阿波銀行

5687 2728110792 兵庫県 澁谷工業株式会社 8140001076258
防犯建物部品の高精度確保のための機内計測全自動
生産体制の確立

三菱東京ＵＦＪ銀行

5688 2728110794 兵庫県 株式会社グリーンハウスひぐち 8140001100505
染色生花の良品率改善・新商品開発により低価格・独
自性を実現する事業

吹田商工会議所

5689 2728110795 兵庫県 株式会社ＪＲＣ 2120001044197
『軸加工自動生産システム』導入による競争力強化計
画

商工組合中央金庫

5690 2728110803 兵庫県
有限会社エム・アンド・ワイオートジャ
パン

4140002061337
ワンＢＯＸ・４ＷＤカスタム車の製作と輸出のための設備
投資計画

加東市商工会

5691 2728110809 兵庫県 株式会社美広社 4140001046264
業務用大型インクジェットプリンタ導入による看板製作
の色彩品質向上とリードタイム短縮

但陽信用金庫

5692 2728110810 兵庫県 株式会社ユメックス 9140001062455
高冷却性能を有したショートアークランプ用電極の製造
設備投資

伊予銀行

5693 2728110812 兵庫県 株式会社大島 4140001036067
双方向型管理システムと最新加工装置導入による生産
力・競争力強化計画

株式会社ゼロプラス

5694 2728110819 兵庫県 福伸電機株式会社 5140001063589 航空機エンジン部品用難削材の加工技術確立 長谷川・森会計事務所

5695 2728110821 兵庫県 株式会社ＴＡＪＩＭＡ 2140001040558
次世代調理器および凍結システム導入による新商品の
製造流通事業

姫路信用金庫

5696 2728110823 兵庫県 株式会社西村屋 1140001056209 ＩＴで受け継ぐ西村屋１５０年の伝統とおもてなし 但馬信用金庫

5697 2728110842 兵庫県 太田工務店株式会社 9140001096684
天然乾燥に近い「木材超低温乾燥設備」の導入による
伝統工法建築の受注拡大

多可町商工会

5698 2728110843 兵庫県 東洋スプリング工業株式会社 8140001075714
新型バネ成形機導入と人員の再配置による高付加価
値業務の受注拡大

多可町商工会

5699 2728110850 兵庫県 有限会社田尻政吉商店 9140002061175
加工・検品のオートメーション化による品質、および生産
性の向上

加東市商工会

5700 2728110851 兵庫県 西村製作有限会社 6140002031973 納品済み機械装置のＩｏＴ活用型管理システムの開発 兵庫信用金庫

5701 2728110855 兵庫県 栗林食産株式会社 5140001012950
新規アルファ化製法による高効率・高品質穀物加工品
開発に関する事業拡大

富永税理士事務所

5702 2728110856 兵庫県 株式会社ケイエスエス 8140001014606
高性能ＣＮＣ旋盤導入による次世代半導体設備に対応
した高精度大型アセンブリパーツの開発

但馬銀行

5703 2728110858 兵庫県 株式会社上原精工 5120901022902
低価格高品質短納期なタービンランナの製造を実現す
る最新加工機の導入

東京中央経営株式会社

5704 2728110859 兵庫県 アユミ工業株式会社 4140001057658
インターネット経由の遠隔サポート機能を持つ真空接合
装置の開発

中国銀行
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5705 2728110860 兵庫県 日本特殊螺旋工業株式会社 4140001052989
キャップボルト（六角穴付ボルト）専用加工機の開発試
作

尼崎商工会議所

5706 2728110863 兵庫県 株式会社足立鉄工 8140001040882
溶接ロボット導入による生産体制強化と性能評価アップ
を目指す取り組み

丹波市商工会

5707 2728110865 兵庫県 株式会社ケープラン 6140001047087
多孔質の天然石（竜山石）を活用した塗り壁材の高品
質化と販路拡大

但陽信用金庫

5708 2728110870 兵庫県 児島金属工業株式会社 3140001058822 ＥＶ、ＰＨＥＶ部品の試作開発 兵庫太和税理士法人

5709 2728110872 兵庫県 ワイエスフィルタージャパン株式会社 1120001104027
革新的なスピンフィルターハウジングを用いた顧客ろ過
システム開発支援事業

尼崎信用金庫

5710 2728110875 兵庫県 株式会社創発システム研究所 8140001020736
道路トンネルジェットファン用インバータ換気動力盤の
国際化開発

税理士法人シーシーアイ

5711 2728110881 兵庫県 白鴎株式会社 1140001010297
超高齢化社会に向けての介護用車イスの洗浄・消毒作
業の自動化

北御門孝税理士事務所

5712 2728110895 兵庫県 タカヤマ株式会社 6140001030183
ゴム製品の品質管理技術の向上による重電・航空機へ
の進出

みなと銀行

5713 2728110901 兵庫県 アスカカンパニー株式会社 4140001074934
新工場立ち上げに伴う特殊な成形機導入とＩｏＴを活用
した生産性の向上

加東市商工会

5714 2728110906 兵庫県 有限会社丸省精工 6140002012230
高機能パッキン等を製造する金型精度の向上とゴム成
型の生産効率化

商工組合中央金庫

5715 2728110912 兵庫県 田治米合名会社 1140003006450
長期熟成純米酒追求の自動温度制御システム導入と
瓶詰プロセス改革

但馬銀行

5716 2728110914 兵庫県 トラストメディカル株式会社 7140001077356
イムノクロマト一貫自動化設備のＩｏＴによる管理強化事
業

商工組合中央金庫

5717 2728110926 兵庫県 千代田繊維工業株式会社 8140001043274
ホールガーメント横網機導入による、ニット小物開発と
地場産業への貢献

但陽信用金庫

5718 2728110932 兵庫県 株式会社大黒製作所 6140001078149
ＣＮＣ旋盤導入による中国製品に対抗できる安価版主
力製品の開発

正木総合コンサル事務所

5719 2728110937 兵庫県 日成化学鍍金工業株式会社 9140001050567 スズメッキ加工設備導入による受注拡大 杉田宗久税理士事務所

5720 2728110950 兵庫県 株式会社ハシモト 5140001056527
鞄製造における裁断・縫製工程の自動化による薄革生
地加工の実現と量産化の確立

株式会社エフアンドエム

5721 2728110957 兵庫県 シリコンソーシアム株式会社 5140001022834
半導体開発経験のない企業の開発をサポートするＦＰＧ
Ａデモ機の開発

神戸商工会議所

5722 2728110959 兵庫県 環境測量設計 　－
三次元レーザースキャナとＵＡＶによる高度測量体制の
確立と新事業展開

多可町商工会

5723 2728110965 兵庫県 株式会社野口鉄工所 1140001050640
最新型ＮＣ旋盤の導入による航空機向けチタン製品の
薄肉形状加工量産体制の構築

松下税務会計事務所

5724 2728110968 兵庫県 鋼盛株式会社 3140001058772
レーザー顕微鏡を用いた表面形状の即時３次元分析に
よる事業の革新

姫路信用金庫

5725 2728110969 兵庫県 黒田測量設計株式会社 9140001041046
地籍調査の効果を高めるための日本測地系座標から
世界測地系座標への転換事業

丹波市商工会

5726 2728110975 兵庫県 株式会社緒方鉄工所 3140001099602
大型及び高技術化建築物対応の設備導入による受注
拡大と組織強化

たつの市商工会

5727 2728110977 兵庫県 株式会社関工エンジニア 5140001042808
最新鋭測量機器の導入による測量・調査技術の高精度
化と高品質化の実現

但陽信用金庫

5728 2728110983 兵庫県 株式会社ヴィラージュ 7140001096050
ウェット・ブラスト装置を利用した欧州基準の高品質クラ
シックカー試作車の製作

多可町商工会

5729 2728110986 兵庫県 有限会社リッチフィールド 8140002023779
有馬温泉から製塩した金泉塩を使用した塩バウムクー
ヘンの製造・販売

みなと銀行

5730 2728110991 兵庫県 宇津原株式会社 8140001015760 最新型五面加工機の導入による生産性と品質の向上 みなと銀行

5731 2728111000 兵庫県 株式会社関西物流 7140001058273
特定輸出申告制度（以下：特輸梱包）に対応した物流の
ワンストップ体制の構築

西兵庫信用金庫

5732 2728111022 兵庫県 植山織物株式会社 1140001075316 ＩｏＴを活用した先染め織物の生産工程の構築 兵庫県信用組合

5733 2728111025 兵庫県 株式会社武内製作所 1140001049798 自動車用ＨＵＤガラスの製造システム開発 香川会計事務所

5734 2728111037 兵庫県 株式会社ブレイン 6140001075856 ディープラーニングを用いた外観検査装置の試作開発 商工組合中央金庫

5735 2728111041 兵庫県 株式会社オーガンテクノロジーズ 5010001117069
機能性化粧品・医薬品開発のための次世代人工皮膚
モデルの試作開発

４Ｃ財務コンサルティング株
式会社

5736 2728111042 兵庫県 髙石工業株式会社 3120901001346
水素ステーション用Ｏリングの高効率かつ高品質を実
現する製造工程の確立

高石公認会計士事務所

5737 2728111044 兵庫県 ホルトプラン合同会社 3140003010979 環境センサおよびＩｏＴ型環境制御機の試作 レクタス会計事務所

5738 2728111063 兵庫県 株式会社富士スタヂオ 8140001084871 新規アンティークスタジオの創出による新商品の開発 淡陽信用組合

5739 2728111069 兵庫県 株式会社ビオスタ 6240001028829
室内環境における空気清浄機等電機機器の評価法の
確立

神戸信用金庫
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5740 2728111084 兵庫県 池下紙業株式会社 4140001034509
段ボール市場獲得の為、新裁断機導入による生産性と
品質向上の技術開発

百十四銀行

5741 2729110004 奈良県 株式会社日本製墨書遊 5150003000911
外国人観光客の書道作品をその場で美術記念品に仕
上げるサービスの提供

南都銀行

5742 2729110005 奈良県 株式会社柿の葉ずし 5150001000525
冷凍柿の葉ずしの製造工程の自動化によるリードタイ
ムの短縮

南都銀行

5743 2729110006 奈良県 株式会社エフ・エー・テック 4150001015771
次世代自動車用ＨＵＤ金型における高度化・低コスト化
加工システムの構築

商工組合中央金庫

5744 2729110014 奈良県 株式会社北岡本店 1150001016054
新食感のリキュール仕立て「噛んで飲む」フルーツ飲料
の開発

公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

5745 2729110015 奈良県 国際化工株式会社 1150001013860
最新型替設備導入で多品種・少量・短納期生産ものづ
くり現場の実現

南都銀行

5746 2729110018 奈良県 広陵化学工業株式会社 1150001012697
医療用チューブの高い生産性を武器にした海外需要の
獲得

広陵町商工会

5747 2729110021 奈良県 ビッグテクノス株式会社 1150001014025
両面粘着テープ代替を目指したスクリーン印刷用粘着
剤の試作開発

公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

5748 2729110023 奈良県 千代酒造株式会社 6150001013922
高品質生酒『Ｆｒｅｓｈ－Ｓａｋｅ』による海外展開を実現す
るための製造プロセスの高度化

公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

5749 2729110027 奈良県 株式会社高木包装 5150001013907
関西圏でオンリーワンとなる大型段ボール箱の自動製
造ライン構築

梅原清宏

5750 2729110028 奈良県 大同化学工業株式会社 2120001066605
金属加工油剤の製造工程の高度化による高品質・短納
期・低コスト化の実現

公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

5751 2729110031 奈良県 株式会社食遊館 7150001006537 新型パンスライサー導入による顧客満足度向上事業 南都銀行

5752 2729110033 奈良県 奈良第一食糧株式会社 6150001001729
製造能力と製品安全の向上によって新商品開発や緊
急時の即応能力を確保する

南都銀行

5753 2729110037 奈良県 大和化学工業株式会社 1150001013745
電子部品の歩留り向上に大きく貢献する電子部品搬送
用トレーの製造

公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

5754 2729110047 奈良県 株式会社神山鉄工所 3122001001615 木割れ防止高締結保持力ねじの開発と高効率生産 阿波銀行

5755 2729110048 奈良県 国広産業株式会社 9150001015362
超難削材用メディア開発のため高効率生産ネットワーク
システムの実現

南都銀行

5756 2729110051 奈良県 株式会社ＩＷＣ 7150001010043
金属フレキシブルチュ－ブ用マルチ成形設備の開発導
入

南都銀行

5757 2729110056 奈良県 株式会社ダイナ 9150001007062
カーボン樹脂を素材とする、高保持力を誇る特殊形状
アンカーの開発計画

南都銀行

5758 2729110057 奈良県 株式会社ケー・エスコンサルタント 2150001010477
３Ｄレーザースキャナーを導入した三次元新技術提案
による独自サービスの構築

大和信用金庫

5759 2729110058 奈良県 株式会社山口裕康商店 5150001009599
古材（アンティーク材）の再生有効活用による内装建材
分野への展開

りそな銀行

5760 2729110059 奈良県 株式会社ＳＴＥＹＫ 6150001020415
ストリートダンサーとコラボした革新的なアパレルブラン
ド戦略

公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

5761 2729110060 奈良県 三和澱粉工業株式会社 3150001010501 澱粉および糖化製品を用いた介護食の高付加価値化 南都銀行

5762 2729110062 奈良県 株式会社ＭＳＴコーポレーション 1150001004752
国内外の市場獲得を目指す為、ホルダの熱処理後の
生産プロセスの改善

公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

5763 2729110066 奈良県 株式会社久保本家酒造 9150001009728
市場拡大を目指した伝統手法による超長期熟成日本酒
開発のための生産工程の高度化

公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

5764 2729110069 奈良県 三和印刷工業株式会社 6150001011166
ＤＮＡ鑑定の精度と信頼性を担保する、新機能を備えた
「ＤＮＡ鑑定用取得物保管袋」の開発

南都銀行

5765 2729110073 奈良県 大和エレテック．株式会社 6150001014854
電子回路基板実装の生産性及び信頼性の向上を図る
新たな検査システムの構築

ＮＰＯ法人ＡＴＡＣ・ＭＡＴＥ
奈良

5766 2729110075 奈良県 株式会社創造工舎 6150001010622
既存住宅の性能・資産価値向上を実現する住まいるカ
ルテの新規提供

奈良中央信用金庫

5767 2729110078 奈良県 成和樹脂工業株式会社 8150001012930 導入設備での射出速度制御による生産性の向上
公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

5768 2729110083 奈良県 喜多酒造株式会社 4150001010450
水酛仕込清酒の品質向上を目指した製造技術の確立
と販路拡大

公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

5769 2729110084 奈良県 西内酒造 　－
希少酒の品質向上による高付加価値化と「大和さくらい
ブランド」の追加認定

公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

5770 2729110092 奈良県 酒井伸線株式会社 2150001005816
伸線にＩｏＴを導入し生産性を高め日本品質・グローバル
価格の実現を目指す

公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

5771 2729110093 奈良県 株式会社上杉食品 5150001014764 メディカルフードとしての蒟蒻ラーメン開発事業 南都銀行

5772 2729110094 奈良県 株式会社マネジメント・リソース 6150001010093
保育士の本来業務を効率化し、高度化を支援するシス
テムの開発

大和信用金庫

5773 2729110096 奈良県 株式会社伸和鉄工所 4120001020485
大型複合機導入による風力発電向けベアリングの生産
効率向上

公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

5774 2729110097 奈良県 株式会社山本きのこ園 1150001016327
奈良県初新栽培方法での「高品質よしのしめじ」生育へ
向け、新低温冷蔵機を導入

吉野町商工会
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5775 2729110099 奈良県 株式会社アイプリコム 6150001010291
制作・製版工程のＷＥＢワークフロー化により効率化と
販売力強化！

南都銀行

5776 2729110101 奈良県 株式会社メタルマネージ 1150001014553
高品位製品製造ニーズに対応するための、当社生産プ
ロセスの革新

京都銀行

5777 2729110107 奈良県 株式会社ヒガシモトキカイ 4150001005137 注入針を使わない食肉用調味料注入機の開発 商工組合中央金庫

5778 2729110108 奈良県 株式会社健昇堂 2150001014643
奈良県固有種の漢方薬「大和当帰」の乾燥葉を含む食
品の開発

ＮＰＯ法人ＡＴＡＣ・ＭＡＴＥ
奈良

5779 2729110113 奈良県 今西酒造株式会社 2150001009214
製麹技術の革新、海外市場をターゲットにした高級酒
「三諸杉プラチナ」の試作品開発

奈良県商工会連合会

5780 2729110115 奈良県 大和精機株式会社 6150001010705
自動車の直進性に有効なギア比率可変部分を持つラッ
クの試作生産性の向上

南都銀行

5781 2729110117 奈良県 澤染工場 　－
乾燥機の導入による、「注染」の短納期・品質向上への
取り組み事業

横山経営研究所

5782 2729110125 奈良県 新生薬品工業株式会社 9150001010553
漢方エキスの生産性向上、海外展開及び取引力の強
化を図る

高取町商工会

5783 2729110127 奈良県 稲田酒造合名会社 2150003000369
高付加価値商品“稲天プレミアム大吟醸”開発の為の
製造・製品環境の改善

南都銀行

5784 2729110129 奈良県 株式会社ＦＵＫ 3150001014709
フレキシブルＯＬＥＤ用ＩｏＴ対応高速全自動曲面貼付装
置の開発

公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

5785 2729110131 奈良県 実業印刷株式会社 3150001001021
活版印刷と箔押しエンボス加工の融合によるオリジナ
ル紙製品開発

南都銀行

5786 2729110133 奈良県 株式会社北田源七商店 2150001006450
奈良県産農作物をブレンドしたフレーバーティーの新製
品創造と製造プロセスの革新

天理市商工会

5787 2729110135 奈良県 有限会社扇屋 1150002011120
手芸店発の「刺繍による衣類カスタマイズサービス」提
供事業

五條市商工会

5788 2729110138 奈良県 養田造園土木株式会社 9150001016336
廃棄処分品から有機肥料へ、ゼロから作り出すエコなリ
サイクル事業

五條市商工会

5789 2729110140 奈良県 株式会社ユタニ 3150001002548
最新モデル研削機械で生産性向上し競争力強化で顧
客ニーズ（短納期・性能向上）に応える

奈良信用金庫

5790 2729110146 奈良県 株式会社エムティオー近畿 7122001017260
次世代足場ファステックの内製化による安全性及び生
産性の向上

南都銀行

5791 2729110147 奈良県 株式会社ｓｏｌｉｔｏｎ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 9130001045849
ＰＢＴ繊維の特徴を活かした化粧用リキッドアイライナー
ブラシ生産工程の革新

公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

5792 2729110148 奈良県 株式会社飯塚製作所 2150001012333
特許申請中の工法を生かし自動車部品を約７倍増産す
る生産体制の確立

株式会社エフアンドエム

5793 2729110149 奈良県 岩崎工業株式会社 2150001005584
電動サーボ射出成形機による低価格で高品質な計量
カップの一貫生産

商工組合中央金庫

5794 2729110152 奈良県 株式会社ソリトン 3150001004940
新たな工法を用いて排水処理プラントの工期を大幅に
短縮しコストを４０％削減する事業

公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

5795 2729110156 奈良県 株式会社プロデュースカンパニー 9150001013382
瞬間冷凍技術を用いた新たな冷凍餃子の開発および
生産体制の確立

南都銀行

5796 2729110163 奈良県 大浦貴金属工業株式会社 7150001000399
結晶の高純度化と生産効率改善のための晶析装置の
試作開発

辻井賢博税理士事務所

5797 2729110166 奈良県 株式会社ノースヴィレッジ 8150001006057 無痛衛生マスクの技術開発及び普及事業 中京銀行

5798 2729110167 奈良県 株式会社絵満 9150001000372
テキスタイル試作品開発の完全内製化による生産プロ
セス及び品目数の改善

長谷川幸友子税理士事務
所

5799 2729110168 奈良県 肥田歯科医院 　－ ＣＴ導入による治療の見える化と高精度治療の確立 若杉公認会計士事務所

5800 2729110171 奈良県 ヤマトクリエイト株式会社 4150001006779
業界初、デジタル制御方式による高効率スイッチング電
源の試作開発

株式会社ダイワマネジメン
ト

5801 2729110172 奈良県 セガワ繊維 　－
最新編立設備導入による子供の足の成長を補助する
機能性を有した子供用足袋下の開発

大和信用金庫

5802 2729110175 奈良県 株式会社タカトリ 2150001010683
高齢者のＱＯＬ向上を目指した『モバイル型振動発生機
器』の開発

公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

5803 2729110179 奈良県 尾上製麺所 　－
新型乾燥機導入による新商品開発と生産安定化の取
組み

奈良県商工会連合会

5804 2729110180 奈良県 山本造園土木 　－
「環境的植生管理型伐採」による継続的植生管理サー
ビスの創出

大和郡山市商工会

5805 2729110181 奈良県 有限会社サンマスター 5150002008947
コラーゲン繊維を用いた夏場でも快適な抗菌・防臭イン
ナーウェアの開発

株式会社ダイワマネジメン
ト

5806 2729110182 奈良県 油長酒造株式会社 6150001014012
新洗米技術、新低温殺菌技術の開発による価格競争
力のあるフルーティーな日本酒の商品化

公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

5807 2729110183 奈良県 エビス株式会社 8150001005604
「人、機械、品種、重要設備部品」のデータ分析による
品質コントロールと高度生産性の確立

南都銀行

5808 2729110184 奈良県 田村薬品工業株式会社 3120001084226
有用な難溶性成分の液剤化による高付加価値商品の
量産化技術の確立

公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

5809 2729110185 奈良県 株式会社ファーマシー木のうた 8150001002048
ＰＯＳ制御分析と業務連動システムの導入による買い
方の多様化の提供

増南会計事務所
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5810 2729110187 奈良県 足高メリヤス株式会社 8150001012294
無縫製立体成型編みによるフットレットの試作及び生産
体制の確立

株式会社ダイワマネジメン
ト

5811 2729110196 奈良県 株式会社吉川国工業所 5150001013659
セルロースナノファイバーを用いた家庭用品分野の新
規プラスチック製品開発

公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

5812 2729110203 奈良県 株式会社グランソール免疫研究所 2150001009692
遺伝子組換え人工免疫細胞の開発と治療用免疫細胞
の品質管理法の開発

大久保一成税理士事務所

5813 2729110217 奈良県 奈良ＯＡシステム株式会社 4150001013180
ＡＲ技術を採用した企業動画ポータルサイトの構築によ
る求人サービスの拡充

南都銀行

5814 2729110218 奈良県 株式会社中川政七商店 7150001001554
工芸のプラットフォーム「さんち ～工芸と探訪～」設立プ
ロジェクト

南都銀行

5815 2729110223 奈良県 株式会社シェアフロントプラス 2010001106470
ワンタッチでヒールの取り換えを可能にしたロック式ヒー
ル取り換え靴の開発

大和郡山市商工会

5816 2729110225 奈良県 ファーム西川 　－
人気の完熟イチゴを使った独自性の高いデザートの製
造・販売

南都銀行

5817 2729110227 奈良県 自然工房Ｗｏｏｄ　Ｗａｒｍｔｈ 　－
丸太切削加工技術向上による生産性ｕｐと安全性の高
い幼稚園・公園向け遊具の開発改良

上北山村商工会

5818 2729110230 奈良県 吉川コンクリート工業株式会社 6150001014020
土木から建築への大転換、「夢の住宅基礎工業化」を
になうプレキャスト基礎製品の生産体制確立事業

南都銀行

5819 2729110231 奈良県 株式会社三輪山勝製麺 9150001010116
「春日餺飥（はくたく）麺」の新規開発・生産および販売
事業

桜井市商工会

5820 2729110232 奈良県 美吉野醸造株式会社 3150001016374
奈良吉野の老舗酒蔵が取組むバイヤー教育型テイス
ティングルームを使った品質比較サービス

奈良県商工会連合会

5821 2729110237 奈良県 梅乃宿酒造株式会社 8150001012402
栄養機能と安全性を有する『甘酒を活かしたスポーツ飲
料』の開発

公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

5822 2729110243 奈良県 池木プラスチック株式会社 8150001012352 高性能樹脂による樹脂製歯間ブラシの試作開発 大和信用金庫

5823 2729110246 奈良県 有限会社コーフテック 4150002004971
ワイヤー加工機導入による電装部品金型製造の高度
生産性向上実現事業

南都銀行

5824 2729110252 奈良県 今西靴下株式会社 3150001012340
撚糸機と編機を統合し、顧客オリジナルの高機能複合
靴下の開発・販売

南都銀行

5825 2729110257 奈良県 株式会社オオタ 6122001017914
最新型塗装機の導入による塗装ラインの革新を通じた
生産性向上と省エネの実現

八尾商工会議所

5826 2730110003 和歌山県 京和グリーン株式会社 1170001000972
産業用ロボットを利用した野菜苗の自動移植装置の開
発

桐本会計事務所

5827 2730110004 和歌山県 大洋化学株式会社 2170001010095 Ｒ－ＰＥＴ樹脂製品の拡販を目的とした加飾設備投資 紀陽銀行

5828 2730110005 和歌山県 株式会社かつら木材商店 3170001008989
高度な帯鋸目立て加工技術の内製化による生産ロスの
低減と生産性の向上

紀陽銀行

5829 2730110006 和歌山県 有限会社丸之内マシーナリ 6170002004365
３ＤＣＡＤ導入による生産プロセスの高機能化と高収益
化事業

紀陽ビジネスサポートセン
ター

5830 2730110008 和歌山県 橘電装工業株式会社 9170001002053
最新ベンダー導入による生産プロセス改革とＩｏＴによる
工場間連携体制の構築

株式会社ゼロプラス

5831 2730110009 和歌山県 株式会社嶋治水産 8170001007350
「しらす」の、最新モデル選別機による安全と品質と生産
効率向上の実現

商工組合中央金庫

5832 2730110012 和歌山県 株式会社ホロン精工 5170001010167
高機能測定装置導入によるゴムシール部品の寸法測
定高信頼化・低コスト化

公益財団法人わかやま産
業振興財団

5833 2730110014 和歌山県 株式会社坂口製作所 9120001135816
薄板溶接加工と異材溶接技術確立による板金溶接加
工品の競争力強化

有田川町商工会

5834 2730110021 和歌山県 株式会社ウメカ食品 8170001008555
地元食材（梅・果実）を利用した小ロット多品種の新商
品製造・販売

池田税理士事務所

5835 2730110023 和歌山県 株式会社久保製作所 7170001005958
“防災用ソックス一体型「全身スーツ及び防水ズボン」陸
用”の開発プロジェクト

櫻庭公認会計事務所

5836 2730110024 和歌山県 丸和ニット株式会社 6170001003161 両面ジャカード編機導入による企画力と技術力の強化 商工組合中央金庫

5837 2730110025 和歌山県 株式会社早和果樹園 6170001007501
社内物流のボトルネック解消を目的とした製造出荷連
携ラインの構築

紀陽銀行

5838 2730110028 和歌山県 花野食品 　－ 農産物（青果物）の加工及びその残渣を有効活用
公益財団法人わかやま産
業振興財団

5839 2730110030 和歌山県 株式会社アイセン 9170001005551
「落ちますポンジ」の内製化による品質の安定化および
生産能力の向上

経営コンサルタント竹内淳
朗

5840 2730110031 和歌山県 株式会社アイガット 2170001013156 新しい起毛ニット生地の生産体制の構築 紀陽銀行

5841 2730110032 和歌山県 株式会社西川製作所 1170002002869
溶接工程の自動化による内視鏡洗浄装置部品のさらな
る短納期化と高品質化の実現

紀陽銀行

5842 2730110034 和歌山県 大亜鋼業株式会社 5170001001876
最新型レーザ加工機導入による品質向上・生産工程の
効率化と新規顧客の獲得

商工組合中央金庫

5843 2730110036 和歌山県 中野ＢＣ株式会社 4170001005481
「日本庭園のある酒蔵」観光インバウンド事業（多言語
対応）

公益財団法人わかやま産
業振興財団

5844 2730110039 和歌山県 有限会社ハヤシ精機 4170002003039 マシ二ングセンタ導入による生産性向上事業 紀陽銀行
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5845 2730110041 和歌山県 セイカ株式会社 9170001001749
新規高機能性樹脂のための金属フリー芳香族ジアミン
の環境調和型製造法の開発

紀陽銀行

5846 2730110042 和歌山県 株式会社イワハシ 6170001005587
地場産業向け超肉厚成形品の品質向上・コスト削減計
画

紀陽銀行

5847 2730110046 和歌山県 オカ株式会社 5170001005646 革新的切断法によるマット生産設備増設事業 紀陽銀行

5848 2730110052 和歌山県 桜井鉄工株式会社 9170001010980
最新ＣＮＣ旋盤による異形継手及び非鉄製品の新分野
展開

紀陽銀行

5849 2730110053 和歌山県 アドバン工業株式会社 3170001000129
業務用エアコンの海外展開を加速させるための冷媒フ
ロート弁の高精度加工

紀陽銀行

5850 2730110054 和歌山県 株式会社テクモ 1170001009329
航空機等に使用される高精度チタン製ねじの製造を可
能にするフォーマー加工金型の製造

ジャスト会計事務所

5851 2730110059 和歌山県 株式会社三晃精密 1120101033695
同時５軸加工システム導入による複雑形状品製造の高
速高精度化と収益力強化

公益財団法人わかやま産
業振興財団

5852 2730110064 和歌山県 有限会社イシイ 3170002000301
小型で５軸のマシニングセンター導入による生産プロセ
スの改善

紀陽銀行

5853 2730110070 和歌山県 旭精機株式会社 9120101033481
精度を維持し現状比２倍の大型金型を製作する生産体
制の確立

株式会社エフアンドエム

5854 2730110071 和歌山県 有限会社ティ・ティ・エム 5170002010942
高野口伝統技術と先端技術の融合により、Ｍａｄｅ ｉｎ高
野口を世界に普及させる

南都銀行

5855 2730110073 和歌山県 有限会社ハヤシ・シザース 7170002004736
海外市場開拓を目指したメンテナンスフリー超耐久性理
美容鋏の開発

公益財団法人わかやま産
業振興財団

5856 2730110076 和歌山県 関西化工株式会社 2170001000749
次世代自動車市場向けコンデンサ用封口ゴムの安定
生産方式の開発

紀陽銀行

5857 2730110077 和歌山県 三木理研工業株式会社 8170001003176 低ホルマリンメトキシメラニン樹脂の開発・製造 紀陽銀行

5858 2730110083 和歌山県 株式会社興和製作所 6170001001256
橋梁耐震補修事業への本格進出にあたっての生産体
制確立と品質向上

北畑会計事務所

5859 2730110084 和歌山県 株式会社メイワ 4170001008162
「ＳＵＳ容器ＴＩＧ溶接ロボットシステム」 導入による生産
能力及び付加価値の向上

紀陽銀行

5860 2730110085 和歌山県 株式会社不動農園 6170001009844 梅甘納豆など「種なし梅」シリーズの商品化 紀陽銀行

5861 2730110087 和歌山県 竹島鉃工建設株式会社 5170001007130
ビルドボックスの市場ニーズへの迅速な対応とタイム
リーな供給体制の構築に向けたエレクトロスラグポータ
ブル溶接機の導入

紀陽銀行

5862 2730110091 和歌山県 株式会社小松原 5170001001166
レーザー加工機を用いた高品質・低コストの生産システ
ムの確立

紀陽銀行

5863 2730110092 和歌山県 松屋電工株式会社 2170001007067
次世代塗装下地処理設備導入による塗膜性能アップと
環境にやさしい工場の実現

紀陽銀行

5864 2730110096 和歌山県 有限会社田辺食品工業所 1170002008866
当社主力商品に対する高度な衛生管理技術の開発事
業

田辺商工会議所

5865 2730110098 和歌山県 株式会社アイスティサイエンス 5170001005225
メタボローム分析を加速させるコンサルティング及び受
託サービスへの取り組み

公益財団法人わかやま産
業振興財団

5866 2730110099 和歌山県 小川工業株式会社 3170001010607
厚板の精密抜き加工における測定の効率化、工数削減
による量産体制確立とモノづくり基盤技術の高度化

若杉公認会計士事務所

5867 2730110101 和歌山県 カネマサ莫大小（メリヤス）株式会社 2170001000674
世界初の３６ゲージを備えた縦糸挿入コンピュータジャ
ガード丸編機の開発導入

商工組合中央金庫

5868 2730110103 和歌山県 大岩自動車株式会社 4170001013237
最新高機能塗装ブース導入による、自動車鈑金塗装業
の市場開拓

橋本商工会議所

5869 2730110109 和歌山県 株式会社たにぐち 6120001010245
チョコレート製品の表面加工処理における品質向上と
生産工程の効率化

商工組合中央金庫

5870 2730110111 和歌山県 プラム食品株式会社 6170001009340
主に製英原料としての保存性を有する梅加工 品の製
造

紀陽銀行

5871 2730110114 和歌山県 ニッティド株式会社 3170001005895
省力化による生産性向上と内製化を追求し商品供給の
安定化を実現

紀陽銀行

5872 2730110122 和歌山県 和歌山染工株式会社 6170001003772
生産性・品質・コストでの優位性を向上させる デジタル
捺染システムの構築

紀陽銀行

5873 2730110135 和歌山県 株式会社正木製作所 1170001003026
コンプレッサーの新製品化対応のための生産体制構築
と低コスト化の実現

紀陽銀行

5874 2730110137 和歌山県 株式会社紀和自動車 3170001012727
最新塗装ブース導入による環境改善、納期短縮、品質
向上に伴う顧客満足度の向上

紀陽銀行

5875 2730110145 和歌山県 株式会社ＰＤＩ 4170001008096
デジタルデバイスを使用するＩｏＴ型スマートランチャーの
性能向上と生産性の改善

水城会計事務所

5876 2730110156 和歌山県 友ヶ島汽船株式会社 9170001006054
友ヶ島を訪れる観光客の満足度向上による人気の恒久
化を図る

株式会社あさひＣ＆ＣＯｆｆｉｃ
ｅ

5877 2730110166 和歌山県 株式会社八旗農園 7170001013259
桃の風味を最大限に引き出したピューレの低温殺菌処
理加工技術の開発

紀の川市商工会

5878 2730110168 和歌山県 株式会社七色畑ファーム 9170001013463
ＩＣＴ導入により生産性向上と高品質生産を実現するス
マート農業

紀の川市商工会

5879 2730110176 和歌山県 株式会社紀州美食 1170001009477 乾燥工程の内製化による多品種小ロットユー きのくに信用金庫
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5880 2730110177 和歌山県 柏木鉄工株式会社 7170001000645 高付加価値品加工の半自動化を実現させるＣＮＣ 商工組合中央金庫

5881 2730110178 和歌山県 株式会社峯 5170001003229
開先加工機の導入による、飛躍的な加工精度と生産性
の向上

大西省吾

5882 2730110180 和歌山県 株式会社ヴァイオス 1170001002622
バイオガス発電と蓄電池を連携させたスマートリサイク
ル事業の展開

西岡会計事務所

5883 2730110185 和歌山県 尾高ゴム工業株式会社 5170001000424
仕上げ加工工程の生産性向上、納期短縮と研磨技術
の技術蓄積

紀陽銀行

5884 2730110186 和歌山県 株式会社Ｑｕｅｅｎ 1170001012258
最小人員での受注管理を実現する外部連携受注シス
テムの開発

テントゥーワン税理士法人

5885 2730110188 和歌山県 公園前中山歯科 　－
全身の健康サポートまでを担う「健康長寿促進歯科医
院」の展開

テントゥーワン税理士法人

5886 2730110190 和歌山県 株式会社鳥羽運送 1170001011367
和歌山県産みかん・柿輸送において高速パレットロー
ラーシステムの導入による大幅な時間短縮輸送

紀陽銀行

5887 2730110193 和歌山県 株式会社ドリーム産業 9170001005080 業界初の猫専用の美容器具の試作開発 きのくに信用金庫

5888 2730110197 和歌山県 大伸化学工業株式会社 6170001005744
熱可塑性エポキシ樹脂含浸カーボン繊維の成型による
形状付与に関する試作開発

辻内敏宏税理士事務所

5889 2730110202 和歌山県 株式会社保田鉄工所 7170001007938
自動車産業分野への販路拡大によるＣＦＲＰ金型売上
増大計画

商工組合中央金庫

5890 2730110205 和歌山県 株式会社雑賀製作所 8170001013786
アングルベンダーの導入によるステンレスタンクの海外
競争力強化

日高町商工会

5891 2730110206 和歌山県 東洋機械加工株式会社 2170001002290
３Ｄデジタル技術と最新ＣＩＣ連携による自動加工の実
現と情報技術人材の育成計画

株式会社ダイワマネジメン
ト

5892 2730110208 和歌山県 アイレス電子工業株式会社 4170001005556 設備稼働・異常データ収集システム（試作）
島田共同公認会計士事務
所

5893 2730110209 和歌山県 妙中パイル織物株式会社 7170001011007
新型タイイングマシーンの導入による内部コストの削減
と新分野での商品開発

廣岡慎一税理士事務所

5894 2730110212 和歌山県 マルヤマ食品株式会社 4170001009268 成型機導入による生産能力の向上と製造コストの削減 印南町商工会

5895 2730110213 和歌山県 小畑産業株式会社 3170001001151
貿易・稟議・文書管理を有する高機能営業支援システ
ムで顧客満足度の向上

和歌山商工会議所

5896 2730110219 和歌山県 株式会社ナカエ 7170001010223 ネットショップサイト賞味期限更新・管理システム 堀博充税理士事務所

5897 2730110237 和歌山県 株式会社尾高工作所 9170001008001
テーブルスポット溶接機導入による高品質化、高生産
性向上化事業

南都銀行

5898 2730110238 和歌山県 株式会社世紀工業 2170001005665 ボーリングロッド着脱の機械化施工 紀陽銀行

5899 2730110239 和歌山県 株式会社中口板金工作所 3170001002356
新規ニーズ・顧客への多品種・小ロット製品の製作コス
トダウンを目指して！

紀陽銀行

5900 2730110241 和歌山県 有限会社プウバアー商会 9170002007910
最新検査システムを使用した太陽電池モジュールの革
新的保守サービスの提供

紀陽銀行

5901 2730110243 和歌山県 株式会社貴望工業 3170001008361
最新鋭の工作機導入による高精度・ 多品種少量生産
への事業多角化

池田泉州銀行

5902 2730110247 和歌山県 合名会社丸正酢醸造元 3170003000597
伝統技法と現代技術の融合による醸造酢の生産性向
上と輸出促進事業

新宮信用金庫

5903 2730110248 和歌山県 有限会社阪和熱工 4170002008343 最新モデルの硬度計を駆使して精度の高い計測を行う 商工組合中央金庫

5904 2730110257 和歌山県 有限会社一陽建設 8170002010832
情報化施工機器の導入と若年層人材を確保育成できる
新体制の構築

きのくに信用金庫

5905 2730110261 和歌山県 有限会社紀陽工作所 1170002007686 長尺ＮＣ旋盤加工機導入による受注増大事業 紀陽銀行

5906 2731110002 鳥取県 有限会社寿テント 7270002010278
昇華転写システムの導入で「新たな染色システムの構
築」と「新たな取引先獲得」を

鳥取県商工会連合会

5907 2731110006 鳥取県 有限会社おき 2270002009713
新型色彩選別機の導入で精米工程のＱＣＤ革新と、廃
棄物であった「しらた」を活用したカンタン米粉による新
商品開発

鳥取県商工会連合会

5908 2731110007 鳥取県 株式会社アサヒメッキ 5270001000034
鏡面化向上、低コストを実現するバレル方式ステンレス
用電解研磨処理の実用化

商工組合中央金庫

5909 2731110008 鳥取県 株式会社エス　エス　ケイ 6470001008452
曲げ加工機導入と加工機の制御・監視方法の革新で生
産向上を実現する

百十四銀行

5910 2731110011 鳥取県 有限会社友森工業 6270002008785 高級筆記具向けカスタムパーツ市場の創出 山陰合同銀行

5911 2731110018 鳥取県 気高電機株式会社 5270001002006
成形工場におけるＩｏＴ活用による見える化と生産性向
上の取組み

公益財団法人鳥取県産業
振興機構

5912 2731110025 鳥取県 ヤスダ自動車鈑金塗装 　－
スポット溶接機の導入による鈑金サービスの高付加価
値化

鳥取県商工会連合会

5913 2731110026 鳥取県 株式会社門永水産 9270001003751
最新型包装機を導入し定塩フィーレと漬魚の生産体制
の強化と販売の拡大

商工組合中央金庫

5914 2731110029 鳥取県 株式会社ビック・ツール 2270001003898 当社独自ドリル用自動製造装置の開発・導入
公益財団法人鳥取県産業
振興機構
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5915 2731110030 鳥取県 鳥取旭工業株式会社 4270001000860 耐変色性に優れたすずめっき皮膜の実現
公益財団法人鳥取県産業
振興機構

5916 2731110034 鳥取県 株式会社高下印刷 3270001003963
Ｗｅｂでの印刷データ入稿・校正システム確立による、距
離的ハンデを縮める仕組の実現

三井住友銀行

5917 2731110037 鳥取県 株式会社大晃工業 5270001000430
道路等の老朽インフラの点検、補修等に対応する非破
壊試験器の導入と保安用品の提供

鳥取信用金庫

5918 2731110041 鳥取県 有限会社西田製作所 6270002010502
医療用機器分野での受注拡大を見据えた品質向上・コ
スト削減による異形ワーク製品の量産システム構築及
び提案型営業体制の推進

商工組合中央金庫

5919 2731110043 鳥取県 株式会社菊水フォージング 7270005003378
油圧ブレーカー部材における長尺穴加工及びボス切削
工程の大幅な生産性向上

商工組合中央金庫

5920 2731110047 鳥取県 株式会社川口精工 8270001006672
製品検査精度の向上、生産効率アップに必要な自動三
次元測定機導入

鳥取県商工会連合会

5921 2731110051 鳥取県 株式会社寺方工作所 1270001005359 自動車部品の高精度平面成形を実現する
公益財団法人鳥取県産業
振興機構

5922 2731110061 鳥取県 株式会社一瀬製作所 4120001157088
手作業の職人技を超える多種多様で高精度な建材の
試作開発

大阪信用金庫

5923 2731110063 鳥取県 株式会社ササヤマ 6270001000264
ハードディスクドライブ金型製作のための超精密研削加
工技術開発

商工組合中央金庫

5924 2732110001 島根県 有限会社エヌ・アール・シー 9280002003394
作業ライン管理の効率化による生産性の向上と、ＣＳ意
識の向上による企業力強化

しまね信用金庫

5925 2732110005 島根県 有限会社川本印刷所 8280002009533
デジタル印刷機を活用して、高機能・多機能化による受
注領域の拡充と事業領域の拡大を図る

川本町商工会

5926 2732110007 島根県 株式会社千茶荘 3280001000415 自動化設備導入による製茶工程の革新
公益財産法人しまね産業
振興財団

5927 2732110012 島根県 有限会社吉原木工所 7280002008874
組子技術と設計士・空間デザイナーとの関係強化で、
質の高い吉原ブランドの確立

石央商工会

5928 2732110013 島根県 ＤＥＮＴ 　－
最新５軸ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による完全社内製
造化計画

松江商工会議所

5929 2732110018 島根県 有限会社森廣テック 6280002009667
３ＤＣＡＤと形鋼切断機の導入による生産性と品質の向
上

邑南町商工会

5930 2732110021 島根県 有限会社タシロコーポレーション 1280002005720 オリジナル商品販売事業強化の為の設備事業 島根中央信用金庫

5931 2732110028 島根県 有限会社太田硝子店 8280002000426
サンドブラストの商品開発と生産体制を確立して販路拡
大を図る

松江商工会議所

5932 2732110029 島根県 有限会社やさか共同農場 7280002008908
有機味噌の量産体制確立に向けた設備導入により安
定的な供給体制の構築

石央商工会

5933 2732110030 島根県 有限会社小村産業 9280002005300 最新型高周波フラッシュ接着機導入による新事業展開 山陰合同銀行

5934 2732110031 島根県 株式会社渡部製鋼所 8280001003355
鉄道車両部品鋳物の量産立上の短縮化及び品質の安
定化

公益財団法人しまね産業
振興財団

5935 2732110037 島根県 島根ビール株式会社 1280001000961
島根県清酒蔵麹米使用オリジナルどぶろくビール「おろ
ち」の本格販売

山陰合同銀行

5936 2732110038 島根県 有限会社布野製菓 9280002005969
一品種の米粉を使用した菓子製造ラインの効率化と国
内外の販路拡大

島根中央信用金庫

5937 2732110039 島根県 馬潟工業有限会社 3280002002170
加工要素のデータ化と共有化による難削材加工技術開
発とその品質保証の実現

公益財産法人しまね産業
振興財団

5938 2732110040 島根県 青砥酒造株式会社 5280001002970
省力化設備の導入と醸造環境の整備による生産性向
上と市場ニーズへの対応

安来市商工会

5939 2732110049 島根県 株式会社イズコン 1280001003056
外構工事におけるブロック積壁のプレキャス ト化による
民間市場への事業拡大

商工組合中央金庫

5940 2732110051 島根県 株式会社ロジ・サイエンス 6280001003349
中量生産ラインへ進化し製造能力・効率アップ・高精度
化実現で市場の競争力強化

山陰合同銀行

5941 2732110054 島根県 津山屋製菓株式会社 3280001003434
チョコレートと和半生菓子を融合した 新商品製造・全国
及び海外展開事業

斐川町商工会

5942 2732110055 島根県 有限会社江角鉄工所 4280002011245
Ｈ形鋼自動両側同時開先取機の導入により 大型案件
受注と鉄骨部材の販路拡大

公益財産法人しまね産業
振興財団

5943 2732110056 島根県 有限会社コクヨー 4280002006286
レトルト殺菌機導入による常温・長期保存可能商品の
開発及び全国・海外展開事業

斐川町商工会

5944 2732110059 島根県 株式会社コーク 8280001000856
立型複合研削盤でのリング加工技術の開発と競争力強
化

公益財産法人しまね産業
振興財団

5945 2732110061 島根県 株式会社タカハシ包装センター 1280001004335
包装資材卸から「売り場プロデュース業」への事業展開
～顧客満足度の増強と新規顧客開発

浜田商工会議所

5946 2732110065 島根県 有限会社アーク工業所 8280002002777
食品機械、医薬品分野の受注拡大に向けた薄板板金
加工体制の強化

東出雲町商工会

5947 2732110068 島根県 富士酒造合資会社 7280003000293
社内ＩＴ化体制を整備し、生産計画、販売計画の連携し
た酒造り、営業戦略の再構築

山陰合同銀行

5948 2732110069 島根県 有限会社出雲樹脂 8280002005185
高精度樹脂成形技術を活用した視覚障害者向け携帯
型凸面点字器の開発

公益財産法人しまね産業
振興財団

5949 2732110075 島根県 長谷川製パン有限会社 6280002004742
地域伝統文化の「飾り菓子」の製造を継承し、併せて設
備投資を行い、総合的な生産性向上を図る

安来市商工会
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5950 2732110076 島根県 株式会社ナカサ 9280001002422 極薄肉精密鋳造用消失模型の造形技術開発
公益財産法人しまね産業
振興財団

5951 2732110079 島根県 株式会社報光社 3280001003681
トータルソリューションと高度組版技術を活かした新規
印刷需要の創造

山陰合同銀行

5952 2732110080 島根県 平野醤油醸造元 　－
生産設備の新規導入による効率化、及び、高付加価値
化商品開発ならびに県外・海外展開事業への取り組み

山陰合同銀行

5953 2732110083 島根県 株式会社ひろせプロダクト 6280001002482
不良品の自動識別化を行い、高品質化・短納期化の実
現、海外展開の構築

安来市商工会

5954 2732110089 島根県 有限会社井山屋製菓 5280002006698
販路拡大を目指した生産プロセスの改善と新商品開発
の取組み

出雲商工会

5955 2732110090 島根県 株式会社松尾 4280001005355
全国初「冬虫夏草の湯」の提供ができる施設の整備に
よる新規顧客層の開拓

西中国信用金庫

5956 2732110093 島根県 アケボノ株式会社 1280001004962
自動車向け金型技術を応用した医療向けカテーテル用
金型の試作開発

公益財産法人しまね産業
振興財団

5957 2732110107 島根県 有限会社キタイ 2280002006544
マシニングセンターによる複合的加工ノウハウを用い、
金型部品加工へ進出

島根中央信用金庫

5958 2732110115 島根県 有限会社横地建設 8280002011027
隠岐の島産だし粉末を使ったティーバッグ型だしパック
の製造販売

隠岐の島町商工会

5959 2733110001 岡山県
ノマディックバイオサイエンス株式会
社

5260001009670
抗体医薬品スクリーニング用の表面修飾磁性微粒子の
開発

中国銀行

5960 2733110003 岡山県 株式会社ヨシナガファインテック 7260001022052
加工工程および検査工程の高度化による生産性向上
の実現

中国銀行

5961 2733110004 岡山県 モリマシナリー株式会社 8260001009809
医薬品等の錠剤製造に係る打錠金型生産プロセスＩｏＴ
革新事業

トマト銀行

5962 2733110007 岡山県 株式会社精密スプリング製作所 9260001003645
最先端コイリングマシンによるスプリングの生産性向上
と技術の継承を計画する

トマト銀行

5963 2733110021 岡山県 オーエム機器株式会社 3260001017386
介護手すりの高精度・高機能化と生産性向上による低
コスト化を実現する生産プロセスの革新

商工組合中央金庫

5964 2733110028 岡山県 株式会社山陽アルミ 4260001008715
リバースエンジニアリング技術を用いたアルミ鋳物修理
部品の製造事業

中国銀行

5965 2733110029 岡山県 株式会社ＢＯＳＳ 9260001025367
最高級塗料フッ素塗装の低価格事業とカラーシミュレー
ションでの選択

東京中央経営株式会社

5966 2733110031 岡山県 明石被服興業株式会社 7260001012458
熱帯地域の海外制服市場開拓に向けた新製品「超涼
感学生服」の開発事業

中国銀行

5967 2733110032 岡山県 中島工業有限会社 2260002015118
最新溶接ロボットを駆使して付加価値ある製品の受注
を図る

中国銀行

5968 2733110036 岡山県 株式会社アースシステム二十一 6260001000100
地球環境にも作業環境にも配慮し、美味しく 炊き上げる
ＩＨ業務用炊飯器の開発

おかやま信用金庫

5969 2733110038 岡山県 株式会社化繊ノズル製作所 2120001062190
高付加価値繊維紡糸用ノズル加工の高能率化による
国際競争力の強化

中国銀行

5970 2733110039 岡山県 株式会社フルサイト 7260001025600
自社一貫製造できる強みを生かした船舶プロペラ付替
え・修繕型枠事業への新事業展開

玉島信用金庫

5971 2733110042 岡山県 山陽鉄工株式会社 4260001026089
航空機部品製造における小物部品の受注拡大を目指
した生産システムの構築と生産性向上を図るため最新
５軸加工機の導入

トマト銀行

5972 2733110048 岡山県 有限会社早島金型 8260002023932
熟練切削加工技術の蓄積・活用による、金型修理の短
納期化

商工組合中央金庫

5973 2733110049 岡山県 日光計装株式会社 5260001014365
ファイバーレーザハンディ溶接機（ＦＬＷ）導入による生
産性向上

水島信用金庫

5974 2733110052 岡山県 太陽窓業株式会社 2260001004030
耐震設備に使用される防火戸（長尺物サッシ）の量産化
体制の構築

百十四銀行

5975 2733110053 岡山県 株式会社ラピート 9260001007019
自動車部品のロッカーアーム超高張力鋼板を実現する
高精度型加工と金型構造の確立

中国銀行

5976 2733110055 岡山県 備前発条株式会社 7260001005569
衝撃吸収と前後位置調節機能を新しい機構で実現した
自動車用ヘッドレストの開発

中国銀行

5977 2733110056 岡山県 株式会社アサヒエンジニアリング 2260001000005
地域密着型「多品種少量生産」の大豆粉生産ラインの
確立

トマト銀行

5978 2733110058 岡山県 株式会社谷川工業 7260001011526
装飾金物製販事業の高付加価値化実現による商品開
発の実施

中国銀行

5979 2733110062 岡山県 株式会社ＰＨＡＳＥ 6260001025072
ドライアイス吹付けによるジーンズの中古化加工法の導
入により高いデザイン性の実現

中国銀行

5980 2733110063 岡山県 小橋工業株式会社 6260001002526
熱間鍛造解析ソフト導入による耕うん爪金型開発期間
の短縮

中国銀行

5981 2733110064 岡山県 オーシャンメタル有限会社 3260002015562
スクラップアルミ成分測定による適正買取り・製品品質
表示サービスの実施

おかやま信用金庫

5982 2733110066 岡山県 有限会社ひらい食品 5260002029239
四種の地元産大豆を用いた、四色湯葉の製品開発及
び量産化事業

作州津山商工会

5983 2733110067 岡山県 有限会社アール 3260002012485
小規模幼稚園、保育園へ特化した個人用フォトアルバ
ム作成サービス

備前信用金庫

5984 2733110070 岡山県 有限会社頼鉄工所 4260002010612
船舶エンジンに使用される超高精度流体軸受の製造開
発

中国銀行
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5985 2733110072 岡山県 株式会社共和工業所 1260001013032
国内初の新素材である耐摩耗鋼丸棒、耐摩耗鋼パイ
プ、高強度鋼パイプの加工方法を確立し、国内市場へ
投入する

商工組合中央金庫

5986 2733110074 岡山県 株式会社明晃 5260001015000
ＰＴＦＥ溶接加工の量産化体制を構築することで新規事
業展開を図る

トマト銀行

5987 2733110077 岡山県 コーセーエンジニアリング株式会社 8260001002326
海外子会社及び筐体生産ラインのＩｏＴ化による、生産
性革新

おかやま信用金庫

5988 2733110078 岡山県 ユアサシステム機器株式会社 5260001006817
フレキシブルデバイス市場の進化に合わせた耐久試験
装置機能サービス提供の充実

中国銀行

5989 2733110079 岡山県 サンコー印刷株式会社 9260001015896
岡山県初！丈夫で開きやすく安価で短納期のＰＵＲ製
本が一貫してできる印刷会社の取り組み

中国銀行

5990 2733110082 岡山県 有限会社カナミツ工務店 8260002031002
新型ブロックマシーンＫ２６０改の導入による新市場の
開拓

日生信用金庫

5991 2733110083 岡山県 真鉄工株式会社 3260001014747
ＡＮＳＩ規格（米国国家規格協会）内径ギヤ加工の生産
性向上と受注拡大

トマト銀行

5992 2733110092 岡山県 日本綿布株式会社 5260001018300
「ラスティック・ジャガードデニム」開発に向けた製造プロ
セス改善事業

中国銀行

5993 2733110093 岡山県 有限会社中光商店 9260002031447
おいしさと鮮度を優先させた個包装による詰め合わせ
の提供

トマト銀行

5994 2733110104 岡山県 片山工業株式会社 6260001018191
静粛性能を追求した自動車用Ｃピラー（フラッシュサー
フェス型）一体構造の開発

公益財団法人岡山県産業
振興財団

5995 2733110109 岡山県 株式会社河本工業 2260001010482
中型旋盤導入による製造ラインに使用するロール部品
の量産化

広島銀行

5996 2733110111 岡山県 株式会社福山鉄工所 2260001011159
超微細粒子測定機の増産に対応する小型多種部品の
同時加工プロセス確立

中国銀行

5997 2733110113 岡山県 オーエスピー株式会社 7260001022903
スマートフォンに使われる目視判別が困難な重要機能
性部品の重欠点検出装置開発

トマト銀行

5998 2733110114 岡山県 株式会社フリースタイル 7260001026111
デザイン性と品質を向上させるためのカット＆プリンター
と焼付塗装乾燥器の導入

備前信用金庫

5999 2733110117 岡山県 焼きたてパン工房Ｌａｓｓｅｎ 　－
津山産小麦１００％使用『深煎りコーヒーあんぱん』の急
速冷凍保存法の導入による商圏の拡大

おかやま信用金庫

6000 2733110122 岡山県 有限会社河野酢味噌製造工場 4260002033662
米糀の自然な甘みを活かしたドレッシングを開発し海外
展開を図る

トマト銀行

6001 2733110127 岡山県 玉島防水株式会社 3260001016826
乾式吹付けとポリウレアライニングシステムによる新た
な施工法の確立

水島信用金庫

6002 2733110130 岡山県 株式会社テオリ 7260001014058
竹集成材生産への進出と竹廃棄物排出ゼロを目標とす
る再資源化事業

中国銀行

6003 2733110132 岡山県 株式会社フジックス 1260001021687
ハードターニング技術開発による研磨レス生産プロセス
の確立

中国銀行

6004 2733110134 岡山県 株式会社森淵林業 1260001025820
高度な森林施業・測量システムを導入して「森林の保
全」「木材の安定供給」を図る

中国銀行

6005 2733110136 岡山県 安信工業株式会社 1260001007471
１５００品目におよぶ多品種少量製品の一元的な生産
管理体制の構築

岡山北商工会

6006 2733110137 岡山県 みのる化成株式会社 2260001010061
新型ロボットによるブロースポイラーの高精度生産ライ
ン構築

中国銀行

6007 2733110141 岡山県 株式会社アカセ木工 7260001018026
新商品「ソリッドサーフェス（仮）」による新たな顧客層へ
の展開

玉島信用金庫

6008 2733110143 岡山県 サンドリヨン洋菓子 　－
「無添加」スポンジ生地の効率的な生産体制の構築に
よる事業展開

岡山西商工会

6009 2733110144 岡山県 有限会社福原鉄工所 1260002015176
ＣＮＣ（数値制御）工作機械の導入で、船舶部品の 製造
技術を社内で伝承

おかやま信用金庫

6010 2733110145 岡山県 東進工業株式会社 2260001004666
５軸加工機導入による複雑三次元形状の精密加工技
術の高度化 及び高効率化の実現

中国銀行

6011 2733110146 岡山県 幸成イクイップメント有限会社 9260002003594
ＣＡＤ／ＣＡＭと自動切断機の融合による設計を伴う大
規模工事の実現

岡山南商工会

6012 2733110147 岡山県 ツチダ電工株式会社 5260001020025
空調機制御装置と業務用冷蔵庫部品の増産要請に対
応するステンレス曲げ工程の革新

山陰合同銀行

6013 2733110149 岡山県 本多綿業株式会社 6260001022953
連続カットスタッキングシステム導入による革新的な製
造ラインの改善と生産力の向上

トマト銀行

6014 2733110150 岡山県 有限会社ニットー工業 1260002013295
耐震建築部材「ガセットプレート」を障がい者の手で製
造して世界市場へ

中国銀行

6015 2733110151 岡山県 株式会社スターロイ 2260001019854
テーパーベアリングのコロ鍛造用のヘッダー機に使用さ
れる「オンパンチ」の磨き（ラップ仕上）作業の機械化

津山信用金庫

6016 2733110155 岡山県 出製陶 　－ 彩色技法を用いた新しい備前焼の開発と販売 日生信用金庫

6017 2733110161 岡山県 妹尾旭工業株式会社 5260001018250
最新レーザー機導入と製造一貫工程の構築による付加
価値率の向上

商工組合中央金庫

6018 2733110163 岡山県 株式会社ビサン 9260001009270
公共工事で重要となる超低周波防音パネルの生産体
制構築

トマト銀行

6019 2733110168 岡山県 三東工業株式会社 2260001013502
『他社が真似したくなる２次元レーザーの新工法』 を確
立し新分野での競争力を獲得

トマト銀行
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6020 2733110172 岡山県 株式会社堺伸銅所 6120101002662
排水管端面フランジのスピニング加工を職人からＮＣ旋
盤と産業用ロボットへの転換で高度生産性向上を実現

中国銀行

6021 2733110175 岡山県 株式会社創・和 2260001011811
気象条件に左右されない新栽培技術導入による白桃の
品質向上と収量の増大

岡山商工会議所

6022 2733110177 岡山県 株式会社木の里工房木薫 9260001020954
間伐材で出来た保育家具、木製遊具の価値の見える
化と新規顧客獲得、商圏拡大

中国銀行

6023 2733110178 岡山県 株式会社神田電機 7260002031688
現場毎の収支が明確になる建設業現場管理（原価計
算）ソフト開発事業（中小規模向け）

備前商工会議所

6024 2733110186 岡山県 池田精工株式会社 5260001019538 水素ステーション関連部品の受注プロジェクト 津山信用金庫

6025 2733110187 岡山県 株式会社東児鉄工所 5260001022392 短納期と品質向上を実現する新しい円錐曲げ手法 中国銀行

6026 2733110189 岡山県 Ｃｌｏｖｅｒｉｐｓｅ株式会社 8260001009354
「ＩＰＳＥトータルビューティーサービス」の展開による新
規顧客の獲得と顧客満足度向上

中国銀行

6027 2733110193 岡山県 東洋精機産業株式会社 9260001004602
ＣＮＣ複合旋盤導入による産業用機械部品の高度生産
性体制の構築

公益財団法人岡山県産業
振興財団

6028 2733110195 岡山県 合同会社ヒーローズ 8260003001714
パーソナルトレーナーの知見を活用した 野球能力測定
サービスの開発

岡山商工会議所

6029 2733110197 岡山県 株式会社ドゥ・ワン・ソーイング 2120001013053
大量生産用設備を一品生産のオーダーメイドシャツ製
造工程に活用にする生産技術の開発

尼崎信用金庫

6030 2733110201 岡山県 株式会社琴浦製作所 3260001017394
舶用大型エンジン重要部品の製造工程革新に向けた
高度生産性複合設備導入

岡山県商工会連合会

6031 2733110203 岡山県 わかな合資会社 1260003001002
市場拡大中のチョコレートの商品生産体制構築による
拡販とニッチ市場への参入

鏡野町商工会

6032 2733110205 岡山県 有限会社桝口工事 4260002021155
建設現場メンテナンスの生産性向上による繁忙期の機
会ロスの軽減

三宅税理士法人

6033 2733110206 岡山県 セントラル歯科・矯正歯科 　－
障害者自立支援並びに顎口腔機能診断料算定の指定
医療機関となる歯科事業

中国銀行

6034 2733110212 岡山県 株式会社辻本店 2260001022684
酒質に影響の大きい低温殺菌工程並びに貯蔵工程の
効率化及び改善のための設備導入

トマト銀行

6035 2733110214 岡山県 株式会社サン・メタル 7260001016525
即日納品でのスピード試作を活かした試作～量産の一
括加工

玉島信用金庫

6036 2733110215 岡山県 株式会社勝山鉄工所 1260001022669
安心安全な建築物を支える鉄骨溶接の自動化による品
質の安定化と短納期化の実現

トマト銀行

6037 2733110220 岡山県 たるのどうぶつ診療所 　－ 歯周病における歯槽骨再生療法の開発 浅口商工会

6038 2733110223 岡山県 株式会社ヴォウクス 9260001012555 自動裁断機導入による生産性と品質の向上 商工組合中央金庫

6039 2733110231 岡山県 株式会社アムリット．ＤＣ 1260001011944
通販サイト３０店舗の同時運営を可能にする一元管理
システムの構築

山陰合同銀行

6040 2733110235 岡山県 有限会社アスプリ 9260002023345
過酷な環境下の建設現場における労働者の熱中症予
知生体モニターの研究開発

玉島信用金庫

6041 2733110236 岡山県 株式会社ＡＧＫ製作所 5260001025115
新構造の建機油圧バルブ用金型における高寿命化・増
産体制構築

商工組合中央金庫

6042 2733110238 岡山県 株式会社プラントベース 2260001016232
サイロ用移動式仮設足場（ステージタワー）を開発する
ことによる安全な作業環境と新たな市場の創造

玉島信用金庫

6043 2733110242 岡山県 有限会社モリヤス新販 3260002018243
世帯属性情報のデータベース化と最新設備の融合によ
る「世帯属性別　提案型折込広告事業」の実施

中国銀行

6044 2733110248 岡山県 株式会社山陽スチール 8260001002648
加工精度の高い多軸溶接機によるエンジンマウントメー
カー

トマト銀行

6045 2733110252 岡山県 株式会社フジコ－ 4290801003292
ＣＰＣ２本採りと廃棄圧延ロール素材化技術融合による
究極再生化事業

中国銀行

6046 2733110254 岡山県 有限会社中村鉄工所 8260002020120
排ガス規制対応のための高精度、複雑形状のシャフト
供給体制の確立

玉島信用金庫

6047 2733110258 岡山県 株式会社日栄工業所 8260001020105
『次世代ＦＬＮＧ船』対応のボイラー部品製造への取り組
みによる競争力強化事業

津山信用金庫

6048 2733110264 岡山県 ホトトギス株式会社 5260001023416
大手小売業者のニーズに対応したグルテンフリー食品
の品質改善・量産体制構築

岡山北商工会

6049 2733110265 岡山県 山陽クレー工業株式会社 3260001021280
微細粒度・安定組成の新クレー開発による新規顧客の
開拓

商工組合中央金庫

6050 2733110267 岡山県 株式会社英田エンジニアリング 8260001020708
出荷後の不具合撲滅と納期短縮の為の冷間ロール成
形機向けの試運転ラインの自社製作

中国銀行

6051 2733110268 岡山県 建築工房カナヤ株式会社 9260001020698
構造計算ソフト導入による木造中大型建築物の構造設
計サービス提供

久米郡商工会

6052 2733110271 岡山県 株式会社福田鉄工 3260001012115
Ｈグレード建築鉄骨を高い溶接強度と品質保証システ
ムによる提供

中国銀行

6053 2733110274 岡山県 有限会社ファインアートかわばた 1260002029250
膜素材を使った、建物天井の防災対策工事の開発・提
案

津山信用金庫

6054 2733110275 岡山県 大松工業株式会社 6260001013886
ブレーキプレス金型自動交換とロボット作業で女性も働
ける職場へ

商工組合中央金庫
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6055 2733110279 岡山県 有限会社登夢創屋 6260002022936
美と健康のサービスをあわせて提供する複合機能型美
容院の開発

馬場輝税理士事務所

6056 2733110283 岡山県 株式会社福島鉄工所 3260001020605
高精度・高機能バンドソーの導入による生産効率改善
および販路拡大計画

津山信用金庫

6057 2733110286 岡山県 有限会社スマート・ラムズ 5260002024207
インターネットで手軽に注文できるレーザー加工機によ
るオンリーワンアイテム作成サービス

中国銀行

6058 2733110294 岡山県 ヒルタ工業株式会社 8260001018512
自動車用部品の競争力強化を実現する金型製造プロ
セスの革新工法

公益財団法人岡山県産業
振興財団

6059 2733110299 岡山県 カモ井食品工業株式会社 7260001012937
チーズを使った高付加価値製品需要に応えるための新
規製造ラインの導入

中国銀行

6060 2733110305 岡山県 株式会社ようび 8260001025789
新たなニーズに対応するための生産性の向上と檜製品
の訴求

中国銀行

6061 2733110315 岡山県 株式会社赤田運輸産業 7260001017614
長尺物の共配サービス「エクスプレス１１９便」の配送シ
ステムの開発

中国銀行

6062 2733110321 岡山県 コアテック株式会社 2260001015886
ラミネート技術の高度化によるアモルファスシリコン太陽
電池の事業拡大

中国銀行

6063 2733110329 岡山県 株式会社豊島屋 4260001014069
減塩等の多様化するニーズに対応できる多品種少量生
産体制の構築

玉島信用金庫

6064 2733110330 岡山県 Ｐ・Ｏ・Ｐカンパニー株式会社 2260001011605 「異形状のぼり旗」の量産加工による競争力強化 中国銀行

6065 2733110341 岡山県 有限会社びぜんファーム 1260002032163 『備前メロン』栽培への取り組みによる競争力強化事業 備前商工会議所

6066 2733110344 岡山県 株式会社オーエスエー 7260001019602
ＵＡＶと地上ＧＮＳＳを連動した航空レーザー測量サービ
ス

中国銀行

6067 2733110347 岡山県 林電化工業株式会社 9260001011350
小径穴加工の生産能力向上を目的とした、スルースピ
ンドルクーラントシステムを備えたマシニングセンター導
入

中国銀行

6068 2733110353 岡山県 有限会社朝日テント商会 7260002000032
デザイン性と耐久性の高いファブリック製品を短納期提
供する生産プロセス構築

宮﨑栄一

6069 2733110357 岡山県 蒜山食品加工株式会社 8260001020162 ＤＣ－１５納豆菌を用いた商品の事業化 津山信用金庫

6070 2733110358 岡山県 有限会社ナンバ洗い工場 5260002020172
染め／洗いの複合加工による小ロット原反の試作・開
発、量産展開

児島商工会議所

6071 2733110360 岡山県 オカネツ工業株式会社 1260001001581
拡大を続けるフォークリフトの基幹ユニット受注に向け
た新たな生産設備の増強と体制構築

中国銀行

6072 2733110362 岡山県 株式会社長山鉄工所 6260001015379
複雑形状部品の革新的な付加価値再生と高機能修繕
保守サービスの提供体制の構築

玉島信用金庫

6073 2733110364 岡山県 株式会社ホリグチ 1260001014732
国産・県産等の無垢木材の表面立体造形技術（木材の
エイジング化・デザイン化）による製品の付加価値向上

吉備信用金庫

6074 2733110365 岡山県 有限会社内田縫製 9260002027800
受注獲得の新たな仕組み作りと自社商品開発による下
請け脱却事業

津山信用金庫

6075 2733110370 岡山県 有限会社ナカシマ建創 4260002007179
バリアフリー畳『ハートフルスロープ』製造プロセスの最
適化・製品高付加価値化事業

安永幸賢税理士事務所

6076 2733110373 岡山県 有限会社ｎａｐ 9260002015359
皮革製品製造プロセスの見直しによる 競争力強化事
業

馬場輝税理士事務所

6077 2733110374 岡山県 菊池酒造株式会社 2260001012974
海外等販路拡大のための、清酒の仕込・貯蔵タンクの
冷却技術高度化による品質・製造能力の向上化

玉島信用金庫

6078 2733110384 岡山県 協和ファインテック株式会社 7260001002095
医療用チューブ事業拡大に向けた高精度生産設備の
導入

中国銀行

6079 2733110386 岡山県 洋菓子工房ベルジェ 　－
洋菓子屋が作る３層構造のオシャレ和菓子「やわらか
乳菓」の開発と商圏外販売の強化

玉島信用金庫

6080 2733110387 岡山県 有限会社西口ベンダー工業 4260002007419
最新切断加工機導入による金属部品精密加工の一括
受注と短納期化の実現

岡山商工会議所

6081 2733110389 岡山県 ナカシマプロペラ株式会社 4260001011248
ＣＦＲＰ製プロペラの製造工法革新による国際競争力の
強化

公益財団法人岡山県産業
振興財団

6082 2733110390 岡山県 小田象製粉株式会社 5260001001628
小麦粉投入ラインを増強し、微粉砕小麦粉の配合比率
が高い国産菓子用小麦粉を発売する

中国銀行

6083 2733110395 岡山県 マックエンジニアリング株式会社 2260001014764
安価・高機能生産用・超小型プラント・マイクロリアクター
装置の生産体制の確立

玉島信用金庫

6084 2733110396 岡山県 キャンパスショップラビット 　－
支援学校に通っている目の不自由な人向けに点字を活
用した商品の提供

津山信用金庫

6085 2733110399 岡山県 株式会社山陽オカムラ 5260001018878
オフィスの多様化進行に対応するカスタマイズ家具製造
体制の確立

中国銀行

6086 2733110405 岡山県 株式会社倉敷看板 7260001025501
立体樹脂文字等の看板用自動切削機を導入した生産
プロセスの改善

水島信用金庫

6087 2733110412 岡山県 松正工機株式会社 7260001014776
自動溶接機導入により生産性を向上させ純水関連装置
事業への本格進出

水島信用金庫

6088 2733110416 岡山県 株式会社三浦製作所 9260001006383 金型・成形の一貫生産体制の高度化事業 トマト銀行

6089 2733110418 岡山県 三乗工業株式会社 4260001016008 騒音作業を低減し作業環境を守る吸音材の開発 中国銀行
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6090 2733110421 岡山県 協業組合笠岡車検センター 9260005005027
業務用特殊車両の整備作業効率化による地域密着型
整備工場の確立

トマト銀行

6091 2733110423 岡山県 有限会社中山鉄工所 3260002020141
高張力鋼板（ハイテン材）用プレス金型部品製作におけ
る新工法による競争力強化

中国銀行

6092 2733110429 岡山県 サンフロンティアケミカル株式会社 9260001024872
焼却炉用の酸性ガス処理薬剤の多品種化を図る生産
プロセス構築

百十四銀行

6093 2734110001 広島県 株式会社ゴウダ 9240001042182
高性能の木材切断機械導入による木製ベッド用パネル
の生産性向上

広島みどり信用金庫

6094 2734110010 広島県 株式会社青木鐵工 8240001033554
ポータブル三次元測定器導入による品質保証体制の確
立＆生産性改善

中国銀行

6095 2734110015 広島県 有限会社新光太洋工業 9240002041200
可変ピッチプロペラの高精度加工技術の構築による事
業拡大と収益力強化

中国銀行

6096 2734110018 広島県 蒲刈物産株式会社 9240001026730
藻塩製造用濃縮設備の省エネルギー化による生産性・
品質向上と海外進出・競争力強化

公益財団法人くれ産業振
興センター

6097 2734110020 広島県 タイム株式会社 2240001037296
知能化技術を備えた最新５軸加工機導入による革新的
な生産効率改善＆増産能力向上

呉信用金庫

6098 2734110023 広島県 株式会社ハマダ 9240001036548 医療機器の短期開発システムの構築 広島信用金庫

6099 2734110028 広島県 福山熱煉工業株式会社 8240001032770
海外輸出競争力を有する高生産性かつ高品質な高周
波焼入技術の確立

商工組合中央金庫

6100 2734110030 広島県 株式会社福山セコ 6240001032707
破砕された廃タイヤ・廃バンパーを使用する新たな燃料
リサイクルシステムの確立

須山会計事務所

6101 2734110032 広島県 株式会社栄工社 6240001029406
制御盤板金曲げ工程へハイブリッドドライブベンダー導
入による生産体制の構築

中国銀行

6102 2734110034 広島県 野村乳業株式会社 2240001036546
腸内フローラ改善と予防医療に貢献する新規バイオ発
酵食品の開発

広島信用金庫

6103 2734110035 広島県 木曽精機株式会社 6240001030330
精密加工技術の高度化による複合加工生産体制の強
化

商工組合中央金庫

6104 2734110037 広島県 株式会社栄光 4240001029928
高品質・低コストの戦略的商品開発を可能にする印刷
特殊加工技術の開発

竹村税理士事務所

6105 2734110040 広島県 株式会社扶桑ゴム産業 3240001017727
精密ゴムローラーの手加工技術を機械化・データ化す
ることによる生産性向上

もみじ銀行

6106 2734110043 広島県 株式会社フクトクダイヤ 9240001028108
自動車の自動運転技術に貢献する電動パワステ検査
装置部品の製造技術開発

もみじ銀行

6107 2734110045 広島県 エス・エス・アロイ株式会社 9240001023026
連続加圧試験設備の導入による新機能素材開発プロ
セスの短縮化及び効率化

呉信用金庫

6108 2734110046 広島県 シグマ株式会社 1240001026011
高精度金型生産及び高精度樹脂成型部品生産体制の
構築

公益財団法人くれ産業振
興センター

6109 2734110050 広島県 株式会社宮中鉄工所 7240001027409
加工機のＣＮＣ化で生産性、利益率の高い多種中量生
産体制の実現

広島銀行

6110 2734110052 広島県 中川鋼機株式会社 2240001033205
生産工程改善及び最新モデル切断機導入による短納
期化体制の確立

しまなみ信用金庫

6111 2734110054 広島県 有限会社寺尾鉄工所 1240002010930
切削工程の改善による高精度化および短納期化を実
現する生産体制の構築

株式会社エフアンドエム

6112 2734110058 広島県 松岡工業有限会社 5240002046905
レーザー加工機の導入による、製缶板金加工の強化と
生産性の向上

もみじ銀行

6113 2734110063 広島県 株式会社津田製作所 2240001007051
工程集約とパレット交換システム導入でＪＩＴ生産対応可
能な生産体制の確立

もみじ銀行

6114 2734110068 広島県 株式会社イワサキ 4240001001028
立形マシニングセンタ活用による革新的生産と多能工
人財の育成

商工組合中央金庫

6115 2734110070 広島県 福豊精工株式会社 3240001025119
ＩｏＴによる工場の見える化と、企業間情報共有による生
産性向上

もみじ銀行

6116 2734110071 広島県 有限会社馬場プラスチック 6240002028175
次世代高機能樹脂ＰＥＥＫ複合材製品の生産体制の確
立

もみじ銀行

6117 2734110072 広島県 株式会社マーキュリー 1240001033263
ＵＦＢ（ウルトラファインバブル）の生成データ収集用測
定装置の導入

福山商工会議所

6118 2734110075 広島県 アイドカ印刷有限会社 8240002038998
ＬＥＤ－ＵＶ印刷機導入による納期の短縮及び合成紙へ
の印刷強化

商工組合中央金庫

6119 2734110076 広島県 有限会社高山精工 9240002048286
測定工程の高度化による高精度自動車部品の生産性
向上

広島銀行

6120 2734110077 広島県 有限会社タイヨー樹脂 3240002009533
レーザー加工機の導入による短納期の実現及び別注
品の販路拡大事業

高陽町商工会

6121 2734110079 広島県 株式会社玉屋金属 2240001036455
検査に三次元測定器を導入してトライアル品の精度向
上と納期短縮化

株式会社エフアンドエム

6122 2734110081 広島県 広機工株式会社 3240001026414
航空機ジェットエンジン用部品の革新的仕上げ用自動
ロボットの導入による加工精度・生産性の大幅改善

公益財団法人くれ産業振
興センター

6123 2734110083 広島県 有限会社柴崎商店 5240002033011
「かき呉子」（特許）を量産する製造工場の新設と外食
産業向け営業の強化

呉信用金庫

6124 2734110084 広島県 福山包装株式会社 7240001032771
特殊段ボール加工／製函の高度化を通じた市場シェア
拡大およびＥＣ市場への展開

若杉公認会計士事務所
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6125 2734110085 広島県 株式会社イーパック 6120901022760
押出ラミネート加工品の生産・機能性に関わる画像処
理システム設備

関西経営コンサルタント事
業協同組合

6126 2734110088 広島県 株式会社クリエイション 2240001018734
ＨＰ　Ｌａｔｅｘプリンターの導入による良質壁紙の印刷事
業

広島商工会議所

6127 2734110090 広島県 株式会社佐々木製作所 5240001036345
新型プレスブレーキの導入による精密板金製品の一貫
生産体制確立

広島信用金庫

6128 2734110091 広島県 株式会社アカシン 4240001029696
生産管理ソフト、ＣＮＣプラズマ、ガス切断機の導入によ
る鋼板切断の生産体制強化

広島銀行

6129 2734110092 広島県 広島木軸 　－
熊野筆の特殊デザイン木軸塗装機と木口穴開機導入
による生産改善

もみじ銀行

6130 2734110102 広島県 株式会社タテイシ広美社 4240001034309
設備増設によるＰＯＰの試作・量産品製作の短納期・低
コスト化実現

広島銀行

6131 2734110104 広島県 有限会社柿原銘板製作所 1240002039961
高精度のラベル印刷を可能にし、納期短縮とコスト削減
を実現する取組み

広島銀行

6132 2734110105 広島県 有限会社工房志楽 5240002024893
大型のうずくり加工機導入による生産性向上と短納期
化の実現

広島信用金庫

6133 2734110108 広島県 ＬＩＡＮＡ合同会社 6240003002237
目や耳が不自由な方のための音と動画による高齢者施
設案内システムの開発

広島信用金庫

6134 2734110110 広島県 猫本タタミ工業株式会社 5240001008699
高齢化社会対応の畳寸法裁断機の開発・導入による新
規販路の獲得

安古市町商工会

6135 2734110111 広島県 ゲイビ鋼業有限会社 2240002040415
ＮＣ旋盤と３ＤＣＡＤＣＡＭ導入による多品種少量の鋼材
複雑形状加工の短納期化と生産性向上

中国銀行

6136 2734110112 広島県 小川工芸有限会社 3240002046700 自動麺棒研磨機導入による機械化生産体制の確立 府中商工会議所

6137 2734110115 広島県 アグサメタル株式会社 1240001035276 ３次元を駆使した曲げ工程生産プロセスの改善 もみじ銀行

6138 2734110120 広島県 トスコ株式会社 6010001034858
精紡機の改造により、少量多品種生産する紡績技術の
開発

公益財団法人ひろしま産
業振興機構

6139 2734110122 広島県 五敬工業株式会社 4240001030563
最新型パンチ・レーザ複合機導入による外注依存撤廃
と競争力強化

福山北商工会

6140 2734110123 広島県 株式会社セラアグリパーク 1240001038997
ワイン醸造ライン革新による高品質化等付加価値アッ
プの実現

世羅町商工会

6141 2734110126 広島県 株式会社黒野金属 7240001026831
特殊形状部品を鋳造で実現するための金型製作技術
の確立計画

株式会社エフアンドエム

6142 2734110129 広島県 株式会社内海機械 7240001034140
コレットチャックの製造コスト削減及びＱＣ体制の確立に
よる医療機器分野へ進出

中国銀行

6143 2734110133 広島県 株式会社ボストン 6240001010803
規格外品を活用した農産品の付加価値化と老舗ブラン
ドを活用した事業者市場の開拓

商工組合中央金庫

6144 2734110134 広島県 株式会社ベルテックス 4130001011649
最新式射出成形機導入による車載用電子部品の不良
低減及び生産性の向上

広島銀行

6145 2734110135 広島県 わだ歯科クリニック 　－
大幅な時間短縮かつ安全な最先端歯科口腔外科用手
術システムの導入

公益財団法人ひろしま産
業振興機構

6146 2734110138 広島県 有限会社プラネット 8240002042892
ＵＶ印刷機・断裁機導入による内製比率及び精度の向
上

商工組合中央金庫

6147 2734110139 広島県 株式会社渡辺電機製作所 9240001032621
環境対策を考慮した高効率焼付塗装設備による生産体
制の構築

中国銀行

6148 2734110143 広島県 株式会社ショーダ 9240001024593
最新ＣＮＣ制御装置搭載機種導入によるＩｏＴ技術を活
用した新生産プロセスの構築

広島銀行

6149 2734110148 広島県 マチモト株式会社 7240001032169
ナノ粒径気泡にバラの香り成分を包摂した高付加価値
食品による新分野の加速化

広島銀行

6150 2734110149 広島県 有限会社ワイズ 2240002046065
高性能ワイヤーカット放電加工機導入による、多品種少
量部品の高効率生産性体制の確立での新規市場開拓

もみじ銀行

6151 2734110160 広島県 有限会社東邦工業 2240002051073
高剛性４軸横型Ｍ／Ｃ導入による重切削加工技術の獲
得と超低コスト化の実現

もみじ銀行

6152 2734110161 広島県 庄原ステンレス工業株式会社 6240001025108
溶接工程への最新技術導入と、ＩｏＴによる工場間連携
体制構築

もみじ銀行

6153 2734110165 広島県 株式会社コーサック 6240001034637
小型ＮＣ旋盤と非接触測定器導入による長軸加工と生
産管理体制の強化

しまなみ信用金庫

6154 2734110169 広島県 株式会社安芸ネーム 1240001000346
インクジェットプリンター導入による印刷技術高度化と生
産性向上による競争力の強化

広島銀行

6155 2734110170 広島県 株式会社エヌテック 4240001034028
輸送装置関連部品における高精度品生産の高速化と
大型化による原価ロス削減

中国銀行

6156 2734110173 広島県 金光酒造合資会社 4240003001174
冷却装置付きタンクの新設による日本酒の炭酸ガス残
留と海外販路の構築

広島銀行

6157 2734110179 広島県 株式会社広洋電子 5240001003428
データロガーを主体とする弊社オリジナル製品の販路
拡大・品質向上・短納期を実現するシステム構築

公益財団法人ひろしま産
業振興機構

6158 2734110185 広島県 ドリームベッド株式会社 7240001007740
心地良い寝心地と快適な睡眠につながる革新的なオリ
ジナル・ベッドの生産体制構築

光廣税務会計事務所

6159 2734110186 広島県 中尾醸造株式会社 6240001037318 レモンの甘味果実酒製造における効率化と品質向上 呉信用金庫
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6160 2734110191 広島県 株式会社上万糧食製粉所 9240001001089
エクストルーダー導入による、ノンアレルギー食品の製
造・販売・開発

広島銀行

6161 2734110194 広島県 株式会社広島メタル＆マシナリー 7011101067846
鋳鋼・組立業務での最新鋭３Ｄスキャナによる木型管理
及び検査のデジタル化

呉信用金庫

6162 2734110197 広島県 株式会社タケシタ 6240001026790
最新型ＣＮＣ自動旋盤導入による生産性向上と新素材
加工技術確立による競争力強化

山口銀行

6163 2734110200 広島県 株式会社加藤プロセス印刷 7240001002238
印刷、乾燥工程の自動化による衣料品印刷工程の最
適化

もみじ銀行

6164 2734110202 広島県 ユウベル株式会社 4240001012090
顧客情報の可視化と販促の自動化による会員満足の
向上と新規開拓

広島銀行

6165 2734110204 広島県 株式会社アラムデント 1240001045184
セラミック素材に特化した技工物制作にＣＡＤ／ＣＡＭを
活用し新分野への進出と新規雇用創出の取り組み

もみじ銀行

6166 2734110209 広島県 有限会社若元工業 4240002035396
最新鋭レーザー加工機導入による厚板鋼鈑・特殊金属
の精密切断加工技術の高度化

呉信用金庫

6167 2734110213 広島県 株式会社池田鉄工所 5240001029828 高剛性・高精度Ｍ／Ｃ導入による微細加工技術の獲得 商工組合中央金庫

6168 2734110218 広島県 有限会社橘高石材店 6240002046755
最新の石材への文字彫刻設備導入による納期短縮及
び品質向上

両備信用組合

6169 2734110224 広島県 徳永製菓株式会社 4240001031479
チョコレート技術導入による豆菓子製造の発展と海外展
開

広島銀行

6170 2734110231 広島県 株式会社澤井製作所 9240001039591
樹脂製自動車部品需要に対応したプラスチック射出成
形製品生産体制の確立

広島銀行

6171 2734110232 広島県 株式会社キッチンヘルプ 5240001047755
『作りたての美味しさ』の伝統的和食の一品で、調理現
場の革新的な改善支援

公認会計士中村政英事務
所

6172 2734110233 広島県 お多福醸造株式会社 6240001040098
タンパク質分解活性を増強する酵素を用いた、穀物酢
の多品種少量生産方式の確立と試作品開発

三原臨空商工会

6173 2734110245 広島県 ダックケーブル株式会社 1240001006384
活動履歴解析による健康増進アドバイスと食品推奨を
おこなう糖尿病予防アプリ開発

広島銀行

6174 2734110246 広島県 キソメック株式会社 3240001030333
ＩｏＴを用いてＣｏ２レーザ切断機導入による高付加価値・
低コスト化の実現

商工組合中央金庫

6175 2734110247 広島県 株式会社フジイ 5240001023582
寸法測定に関わる生産性向上と高輝度塗装成形品の
生産方法の確立

もみじ銀行

6176 2734110250 広島県 青葉印刷株式会社 3240001029664
自動穴あけ設備導入による作業効率の改善と品質の
向上

商工組合中央金庫

6177 2734110251 広島県 株式会社テイケン 1010401018325
研削砥石の革新的な高寸法精度・高品質システム化に
よる競争力強化

伊予銀行

6178 2734110252 広島県 株式会社エフテックス 7240001031955
長尺品の生産能力を強化するため、最新の鏡面研磨
機の導入

商工組合中央金庫

6179 2734110258 広島県 株式会社もみの木畳店 1240001039079 特殊畳製造ライン見直しによる付加価値向上 世羅町商工会

6180 2734110260 広島県 南工株式会社 9240001007788
最新平面研削盤の導入により生産プロセスの手作業工
程を機械化し革新をはかる事業

商工組合中央金庫

6181 2734110262 広島県 共同食品工業株式会社 3240001026868 梱包の自動化によるイカフライ製造ラインの革新 広島信用金庫

6182 2734110271 広島県
株式会社ジャパン・エンジニアリング・
ワークス

4240001017635
高精度大型研磨機による金属同士の高気密性の実現
と競争力の強化

広島銀行

6183 2734110272 広島県 株式会社大田鋳造所 8240001001734
ＩｏＴ対応型高精度五面加工機による高度生産力の実現
と競争力の強化

広島銀行

6184 2734110273 広島県 日本バレル工業株式会社 7240001008177
マイクロバブル超音波洗浄制御装置の導入によるめっ
き品質向上の実現

広島銀行

6185 2734110275 広島県 鳴滝工業有限会社 6240002051094
ＮＣプラズマ切断機導入により、内製化の促進と社内コ
スト改善のため、切断工程の強化をする

広島銀行

6186 2734110297 広島県 株式会社広島テクノプラザ 6240001022658
次世代自動車等の開発を支援するＥＭＣ計測サービス
の提供

東広島商工会議所

6187 2734110300 広島県 今中物産株式会社 7240001037787
付着物除去技術の高度化による昆布加工品の高品質
化

中国銀行

6188 2734110301 広島県 株式会社デルタツーリング 7240001007294
高抗張力材化・大型化対応プレス設備の構築による金
型製造範囲の拡大

広島銀行

6189 2734110307 広島県 カジウメ工業株式会社 2240001026778
自動車用部品の革新的高生産性・低コスト製造技術の
確立による受注拡大

公益財団法人くれ産業振
興センター

6190 2734110310 広島県 株式会社ＴＯＤＡ 2240001016655
高精度マシニングセンタを活用した自動車用検査具の
生産プロセスの改善

公益財団法人ひろしま産
業振興機構

6191 2734110313 広島県 株式会社旭光製作所 1240001038007
手動ハンドル付きＭ／Ｃとロボットの新ライン導入による
労働生産性向上

広島銀行

6192 2734110315 広島県 福山自動車整備協業組合 3240005008012 自動車整備のプロセス改善と高度化計画 もみじ銀行

6193 2734110319 広島県 株式会社エイビス・プラン 2240001023453
高精度ＭＣと最新ＣＡＤ／ＣＡＭ導入により社内ネット
ワークの実現と一貫生産体制の構築

広島信用金庫

6194 2734110320 広島県 株式会社宇根鉄工所 6240001001182
景観を保持し安価・コンパクトでエコな水圧シリンダー起
伏式防潮扉の開発

公益財団法人ひろしま産
業振興機構
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6195 2734110322 広島県 有限会社井上鉄工所 9240002039376
４軸Ｍ／Ｃ導入による多品種少量歯車加工の短納期、
低コスト化の実現

中国銀行

6196 2734110323 広島県 石井畳店 　－
最新平刺し機導入による薄畳製造・納期短縮および販
路拡大化計画

福山商工会議所

6197 2734110329 広島県 有限会社日伸精機 7240002051143
形彫放電加工機、３次元測定器と生産管理ソフト導入
による生産体制強化

広島銀行

6198 2734110330 広島県 有限会社石原工業所 9240002046612
大型・高精度ＣＮＣ平面研削盤導入による難削材の高
能率研削加工の実現

中国銀行

6199 2734110334 広島県 小野酒造株式会社 5240001023913
清酒の新市場開拓に向けた多品種少量型製造プロセ
スの改善

広島銀行

6200 2734110340 広島県 深江特殊鋼株式会社 7240001031864
フライス加工革命（平面研磨加工レベルの製品をフライ
ス加工で実現）

中国銀行

6201 2734110342 広島県 株式会社寺岡精機製作所 1240001031390 ５軸制御ＭＣ導入による生産革命と新分野進出 中国銀行

6202 2734110345 広島県 株式会社久保田鐵工所 4240001002868
次世代自動車に寄与する、部分加熱スピニング工法の
開発

加藤昌也税理士事務所

6203 2734110350 広島県 株式会社三協ゴム 2240001004040
情報技術の活用により製品トレーサビリテイを確立し客
先信頼度を向上させる事業

広島信金

6204 2734110351 広島県 カネマサ製作株式会社 5240001030265
レーザー加工機導入による生産リードタイムの短縮と生
産性向上及び収益改善計画

商工組合中央金庫

6205 2734110356 広島県 呉ビール株式会社 9240001025815
小規模地ビール工房からクラフトビールメーカー実現に
向けた取組

公益財団法人くれ産業振
興センター

6206 2734110358 広島県 有限会社久保鉄工 9240002038700
最新モデルの設備投資を活用した生産プロセスの革新
による中堅・大手製造業の協力工場への転身

中国銀行

6207 2734110360 広島県 株式会社三宅 5240001011513
防犯タグ製造の自動制御システムの開発による生産性
の飛躍的な向上

公益財団法人広島市産業
振興センター

6208 2734110362 広島県 広島日本電子工業株式会社 3240001009542
真空又は窒素雰囲気における無酸化高周波焼入れ・急
速油冷技術の確立により、品質向上と大幅なコストダウ
ンを図る

広島銀行

6209 2734110363 広島県 有限会社織田鐵工所 2240002044481
自動加工システム構築による超精密医療用分析機器
部品の量産効率化

もみじ銀行

6210 2734110367 広島県 大蔵工業株式会社 2240001022439
シミュレーション技術活用による高難度、高品質、短納
期試作の実現

広島銀行

6211 2734110377 広島県 株式会社Ａ＆Ｃ 2240001028618
顧客志向イノベーション～部門顧客からＡ＆Ｃグループ
顧客へ

大野町商工会

6212 2734110383 広島県 ベンダ工業株式会社 4240001026909
超小径リング生産装置開発～革新的超小型リング量産
設備の開発による市場の拡充～

公益財団法人くれ産業振
興センター

6213 2734110389 広島県 株式会社メタルプロ 8240001039320 工程のオート化による付加価値強化計画 池永経営会計税理士法人

6214 2734110390 広島県 株式会社チヨダパック 1240001024097
国際進出を見据えたデザイン力を形にする試作品開発
技術の強化

もみじ銀行

6215 2734110391 広島県 株式会社ヒロコージェットテクノロジー 4240001026470
新型研磨機導入による高精度加工技術の確立と競争
力強化

公益財団法人くれ産業振
興センター

6216 2734110400 広島県 髙橋技研株式会社 4240001031280
最新設備とＩｏＴの活用による大手電機メーカー向け減
速機部品生産ラインの確立

公益財団法人ひろしま産
業振興機構

6217 2734110403 広島県 株式会社土肥 9240001026268
３ＤＣＡＤシステムの導入による建築図面作成の効率化
とライフスタイルに合わせた働き方の実現

呉信用金庫

6218 2734110404 広島県 シンセイアート株式会社 9240001024973
生産プロセスの革新による更なるトータルデジタルワー
クフローの構築

広島銀行

6219 2734110405 広島県 まるか食品株式会社 1240001038551 地方創生に向けた新展開実施事業 池永経営会計税理士法人

6220 2734110408 広島県 備後漬物有限会社 6240002044032
味覚センサーを活用した味の数値化技術による漬物商
品の開発期間の短縮

公益財団法人ひろしま産
業振興機構

6221 2734110413 広島県 川中醤油株式会社 6240001002437 電気透析による減塩だし醤油等、新商品の開発・製造 広島信用金庫

6222 2734110418 広島県 株式会社ミカサ 9240001011682
５軸制御ＭＣ導入による、デザインの高度化・高精度化
及び開発速度の大幅向上

伊予銀行

6223 2734110420 広島県 株式会社志和工業 4240001016827
治具開発技術と最新設備ＣＮＣ旋盤の融合による、高
品質と高生産性の実現

広島銀行

6224 2734110427 広島県 株式会社広島精機 8240001028100
新型減速機の開発を可能とする設計・製造プロセスの
改善

公益財団法人ひろしま産
業振興機構

6225 2734110435 広島県 金丸木工株式会社 9240001033594
高齢化による成長分野の医療・福祉・介護業界の家具
需要と既存顧客ニーズへの対応強化

中国銀行

6226 2734110443 広島県 有限会社シリウス 4240002044959
「小型乾燥炉導入」によるオリジナルカラーの試作品開
発の加速・効率化及び新規小口顧客の獲得と業務効率
の向上

広島信用金庫

6227 2734110445 広島県 株式会社小川製作所 2240001026729
大径ワーク加工用ＣＮＣ旋盤の導入による一貫生産体
制の確立

もみじ銀行

6228 2734110446 広島県 クラタ食品有限会社 9240002040350
生麺の無人一貫生産ラインの導入による賞味期限の大
幅延長

株式会社クリエイション

6229 2734110448 広島県 有限会社中路産業 4240002035157
最新複合旋盤機導入により生産効率向上と受注拡大を
図る試み

呉広域商工会
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6230 2734110451 広島県 カイハラ産業株式会社 3240001033591 整経工程に於ける糸切感知装置 広島銀行

6231 2734110454 広島県 ルーチェサーチ株式会社 5240001041106 計測・調査・輸送用長時間フライトＵＡＶの開発 広島銀行

6232 2734110455 広島県 株式会社小早川 8240001028439
食品業界向けジッパー付三方シール袋製造の自動化と
高付加価値化による受注拡大計画

大竹商工会議所

6233 2734110460 広島県 株式会社イワタ木工 7240001045757
轆轤（ろくろ）加工の自動化による高品質・量産体制の
構築

商工組合中央金庫

6234 2734110466 広島県 タグソリューション株式会社 9240001019791
画像検査機能付スリッター設備の導入によるプロセス
改善及び新規販路拡大事業

広島信用金庫

6235 2734110467 広島県 伝統工芸株式会社 1240001034501
釘を使わない高級感の溢れる木製家具『ＬＩＳＣＩＯ』ブラ
ンドの確立

もみじ銀行

6236 2734110474 広島県 株式会社三和商会 9240001025930
安全なポータブル自動ガス切断機の導入による生産性
改善

公益財団法人くれ産業振
興センター

6237 2734110476 広島県 株式会社いい庭 3240001016778
観葉植物が楽しめるくつろぎ空間体験型「温室カフェ」
の開発

公益財団法人広島市産業
振興センター

6238 2734110477 広島県 株式会社満天 6240001041344
スマホ・アプリを活用した解体用アタッチメント買取り・販
売における商品・サービス提供プロセス革新の取り組み

もみじ銀行

6239 2734110480 広島県 株式会社後藤製作所 2240001034228
多面加工技術の導入による生産ラインの構築と生産効
率の改善計画

唐川浩志税理士事務所

6240 2734110481 広島県 賀茂泉酒造株式会社 3240001022454
生産体制の再構築による低温瓶貯蔵・小容量の日本酒
の増産の実現

株式会社エフアンドエム

6241 2734110482 広島県 後藤工業株式会社 1240001034229
大型工作機械導入を通じた収益構造変革のための技
術力強化と生産体制整備計画

唐川浩志税理士事務所

6242 2734110484 広島県 株式会社浅井製作所 1240001022357 冷凍車部品の高効率生産を実現する 広島銀行

6243 2734110486 広島県 松井木工株式会社 8240001034420
木製家具の高品質化、生産性の向上による新ブランド
の拡大と生産体制の構築

もみじ銀行

6244 2734110494 広島県 株式会社ビクトリー 3240001034706
高速自動生地裁断機導入による高付加価値製品の製
造・販売及び製品短納期化

唐川浩志税理士事務所

6245 2734110495 広島県 浦上桐工芸株式会社 4240001034143
高速切削研磨機導入による生産工程の改革と品質改
善計画

唐川浩志税理士事務所

6246 2734110499 広島県 山岡酒造株式会社 9240001024791 國酒の海外輸出基盤構築事業 池永経営会計税理士法人

6247 2734110505 広島県 株式会社朝日倉庫 8240001034107
国内に生産を回帰しつつあるレディスパンツの製造業
を支援するアパレルの高付加価値なワンストップ物流
サービス

中国銀行

6248 2734110508 広島県 株式会社いけうち 5120001041225
短納期・製造コスト削減可能な「立形マシニングセンタ
導入」

商工組合中央金庫

6249 2734110512 広島県 ホーコス株式会社 6240001032095
ＩｏＴ技術導入による監視・分析機能強化を通じた工作機
械生産体制の確立

広島銀行

6250 2734110515 広島県 有限会社フーズセレクション 1240002044334
食品関連業務における製袋工程の構築による受注拡
大

両備信用組合

6251 2734110519 広島県 株式会社大晃産業 6240001038225
薄板加工精度の向上と短納期化、安定供給を実現する
為の生産工程の改善

中国銀行

6252 2734110520 広島県 有限会社ぽけっと 2240002028897
環境にも人にも優しい自然素材を原料にした「天然洗
剤」の開発

尾道しまなみ商工会

6253 2734110522 広島県 株式会社三暁 7240001030825
フックブロック製造プロセス革新による競争力強化と労
働人口減少社会への準備

商工組合中央金庫

6254 2734110525 広島県 花園クリニック 　－
高性能遺伝子検査システム導入によるガン検査及び治
療の高精度化

福井規之税理士事務所

6255 2734110527 広島県 八橋装院株式会社 6240001011891
古ボールを再利用したオリジナル小物製作と球体３Ｄ裁
断機導入による生産効率向上

広島商工会議所

6256 2734110534 広島県 日本システムデザイン株式会社 6240001008095
任意形状加工穴の傷検出と形状計測を同時におこなう
検査装置の開発

広島銀行

6257 2734110536 広島県 株式会社広島金型 8240001009240
加工精度向上による新分野進出及び事業の高付加価
値化のための最新型設備の導入

広島信用金庫

6258 2734110540 広島県 株式会社テクノクラーツ 2240001007200
金型の高精度化を目的とした縮径型アンダーカット処理
ユニットの試作開発

もみじ銀行

6259 2734110541 広島県 有限会社ケイテック 5240002027582 高効率生産の実現による事業拡大体制の構築 しまなみ信用金庫

6260 2734110542 広島県 ユニテック工業株式会社 3240001032511 一貫生産体制を構築することによる事業拡大計画 広島銀行

6261 2734110546 広島県 日鐵鋼業株式会社 7240001031625
最新ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による材料切断の一貫体制によ
る短納期・低コストの実現と生産プロセスの改善

しまなみ信用金庫

6262 2734110548 広島県 舛元木工株式会社 8240001025031
職人的技術をデータ化し高精度ロボットにより生産プロ
セスを革新する

広島銀行

6263 2734110549 広島県 株式会社松本製作所 3240001032172
新規設備導入による特殊加工ノウハウの継承と新規受
注の拡大

広島銀行

6264 2734110552 広島県 有限会社広島金具製作所 5240002044108
新開発製品のコストダウンと短納期化に向けた生産設
備導入計画

もみじ銀行
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6265 2734110555 広島県 柿原工業株式会社 1240001030228
プラスチックめっき部品製造でのＩｏＴ活用による不良発
生率低減

広島銀行

6266 2734110563 広島県
かなわ水産株式会社
株式会社マツイ

8240001015750
4010401067666

ノロウィルスフリー，育種を可能にする！かき完全陸上
養殖技術開発

香取会計事務所

6267 2734110565 広島県 株式会社日研工業 3240001038946
金型ＤＢによる鍛造金型の長寿命化と製作・修理リード
タイムの短縮の提供

広島銀行

6268 2734110567 広島県 株式会社エムロード 6240001030009
日本初となる防虫加工を施したベビー服の開発による
下請企業からの脱却

商工組合中央金庫

6269 2734110570 広島県 平井興産株式会社 8240001027218
健康志向の女性や一般家庭向けのスッポン鍋セット等
の開発

江田島市商工会

6270 2734110574 広島県 峰商事合同会社 7240003001493
地域産業資源「サツマイモ」の貯蔵庫の設置及び商品
開発

江田島市商工会

6271 2735110007 山口県 清和工業株式会社 1250001009551 鉄道インフラ輸出における生産システムの構築 山口銀行

6272 2735110008 山口県 株式会社井上商店 8250001007994
自動計量機導入によるレトルト商品の製造・販路の拡
大

山口銀行

6273 2735110010 山口県 株式会社クボタ製作所 3250001008270
半田付きハーネス用自動生産／検査システム導入によ
る高品質化と国内生産への回帰

萩山口信用金庫

6274 2735110011 山口県 株式会社中村鉄工所 6250001009134
長尺リニアモーターマシニングセンター導入による高能
率フレーム加工

山口銀行

6275 2735110012 山口県 有限会社関西製罐 4250002008558
平角塗料缶の巻締め部を高周波誘導加熱接合すること
で漏れ不良を限りなくゼロに削減

商工組合中央金庫

6276 2735110016 山口県 株式会社マルニ 9250001000726
編集と営業の根本的な生産性改善による定期刊行物
印刷の受注拡大

山口銀行

6277 2735110017 山口県 株式会社フジテツ 1250001013454
ＣＮＣ旋盤導入による精密樹脂レンズ製造金型部品の
品質と生産プロセスの向上

山口銀行

6278 2735110018 山口県 フジミツ株式会社 2250001008313 蒲鉾生産ライン改造による高級・新商品開発・販売事業 山口銀行

6279 2735110020 山口県 井岡武道具株式会社 8250001013935
武道用ゼッケン並びに垂（たれ）ゼッケンの短納期を実
現する生産革新

山口銀行

6280 2735110023 山口県 株式会社安原設備工業 6250001012575
既存排水浄化槽の浄化性能向上に特化した排水浄化
パッケージサービスの開発

東山口信用金庫

6281 2735110026 山口県 有限会社小野商店 4250002000300
フルカラーカメラ搭載小型光選別機による精米への異
物混入防止並びに除去

税理士事務所

6282 2735110027 山口県 テクニカルカワモト 　－
ＣＮＣ旋盤・自動化システム導入による精密小型部品製
作の効率化と品質向上

西京銀行

6283 2735110029 山口県 柳井紙工株式会社 6250001012674
マスターブランカーシステム導入による紙製パッケージ
の品質向上と新規顧客開拓

広島銀行

6284 2735110039 山口県 株式会社フェアリーＳガーデン 8250001014941
新設備導入と新工場への移転による生産能力の向上と
新事業の推進

山口銀行

6285 2735110046 山口県 株式会社まるわステンレス工業 2250001006390
熟練技術との融合を目指した複合機導入による独自性
の確立と競争力強化

山口銀行

6286 2735110047 山口県 株式会社ひびき精機 7250001006213
半導体製造装置部品・航空機開発部品の生産性向上
に向けた最新モデル導入事業

商工組合中央金庫

6287 2735110050 山口県 企業組合うずしお母さんの店加工部 8250005007280
製造設備の強化による地元で愛される「鯛寿司」の販路
拡大

大畠商工会

6288 2735110055 山口県 有限会社梅乃葉 4250002013640
希少性の高い高鮮度なケンサキイカ加工品の生産力向
上と販路拡大

山口銀行

6289 2735110058 山口県 有限会社三田産業 2250002012396
破砕設備の導入による新商品開発及びコンクリートリサ
イクル事業

西中国信用金庫

6290 2735110059 山口県 白井興業株式会社 2250001010236
複合加工機導入による製鋼用モールドの革新的加工技
術の開発とリサイクル化による低コスト提案の実現

公益財団法人やまぐち産
業振興財団

6291 2735110063 山口県 有限会社ほうえい堂 3250002015927
和菓子の香・味を損なわない冷凍・包装システム導入に
よる国内外の販路拡大

柴田中小企業診断士事務
所

6292 2735110066 山口県 株式会社松田鉄工所 7250001010099
新規事業分野の技術基盤確立のための生産プロセス
革新と事業拡大

新南陽商工会議所

6293 2735110067 山口県 株式会社ダイワ 3250001012495
ショルダー型、外壁洗浄・ガラスコーテイ ング・洗浄装
置の試作・開発

西京銀行

6294 2735110073 山口県 株式会社藤本印刷 1250001012547 ＤＭ作成の内製化による納期短縮とコストダウンの実現 広島銀行

6295 2735110078 山口県 萩ガラス工房有限会社 3250002013419
体験型観光客受け入れの効率化を目的としたレーザー
加工機の導入

山口銀行

6296 2735110082 山口県 株式会社味村鉄工所 2250001011119 ＮＣ横中繰りフライス盤による工作機械主要部品の生産 西京銀行

6297 2735110085 山口県 株式会社フクチ産業 4250001006240
中ぐり工程の革新による自社開発製品粉体充填機の品
質強化と販路拡大

西中国信用金庫

6298 2735110089 山口県 有限会社曽根ダクト工事 9250002005055
最新機器導入によるリードタイム短縮及び商圏の拡
大、受注先への工程管理支援

宇部商工会議所

6299 2735110091 山口県 株式会社ヤマモ水産 4250001006496
新工場設立及び新設備の導入による生産性の向上と
新商品（塩干）の開発

山口銀行
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6300 2735110092 山口県 株式会社弘木技研 2250001009625
最新設備の導入とＩＴ、ＩｏＴを活用した生産プロセスの強
化による国際競争力の強化

松田税理士事務所

6301 2735110093 山口県 中村建設株式会社 4250001003477
水に接触すると硬化する【固まるフレコンバッグ】の事業
化

山口銀行

6302 2735110095 山口県 南西水産株式会社 8250001006063
特殊冷風乾燥機を用いて通年扱える新商品を開発、作
業の平準化を図る

西中国信用金庫

6303 2735110097 山口県 株式会社グルメロード 8250001009784
下松から世界へ！急速冷凍技術を活用した新市場開
拓

西京銀行

6304 2735110098 山口県 株式会社塩田鉄工所 5250001010225
最新型帯鋸盤導入による各種機械部品の多品種少量
製作プロセスの強化

山口銀行

6305 2735110099 山口県 丸三食品株式会社 3250001012669 地方創生に貢献する最新連続充填ラインの構築 商工組合中央金庫

6306 2735110101 山口県 林工業株式会社 1250001004775
高性能工作機械導入による多品種・高品質・短納期化
の実現

西京銀行

6307 2735110108 山口県 岡田水産株式会社 4250001008187
全自動真空包装機導入による水産加工品の品質改良
と生産性改善

山口銀行

6308 2735110112 山口県 株式会社ふく衛門 2250001007562
業界初「寒さわら」等の燻製商品を開発し新マーケットを
開拓

山口銀行

6309 2735110116 山口県 株式会社ストロベリーメディアアーツ 9250001005741
次世代スクリーンマネジメントシステムと 高画質映像の
融合

商工組合中央金庫

6310 2735110118 山口県 有限会社嶋村化成 5250002013152
製品の曲りや外観不良等を抑えた高品質肉厚ポリエチ
レンパイプの開発

萩山口信用金庫

6311 2735110119 山口県 日本海洋産業株式会社 5250001006132
ＬＮＧ－ＳＴＳ用配管の遮断弁に設ける人為的遠隔 離
脱システムの開発

山口銀行

6312 2735110122 山口県 凌和ダイヤ株式会社 3250001014599
汚水浄化設備導入による道路カッター工事の生産性向
上

西京銀行

6313 2735110126 山口県 有限会社ムサシ 9250002011862
世代ごとのニーズに対応した蒲鉾食品展開で新たな魚
食文化の創造と健全な食生活への貢献

西京銀行

6314 2735110128 山口県 株式会社リュウト 8250001015246
高性能切断機導入によるパイプ、鋼材等材料加工の高
精度化と作業効率、製造能力ＵＰ計画

山口銀行

6315 2735110129 山口県 株式会社アルジュ・ジャパン 9250001001831 ３ＤＣＡＤ導入によるオリジナルカー設計 東山口信用金庫

6316 2735110131 山口県 有限会社中屋うに本舗 4250002013962
山口・北浦食材にこだわり“漁師が食べるうまい！”の
開発と提供

山口銀行

6317 2735110133 山口県 ＲＩＤＥ  ＴＯＴＡＬ  ＳＥＲＶＩＣＥ 　－
高精度旋盤導入による作業クオリティの向上及び特殊
塗装装置導入によるブランディングパーツ開発力の強
化

西中国信用金庫

6318 2735110134 山口県 中村被服株式会社 6250001002122
幼稚園制服専門メーカーとしての品揃え充実とオリジナ
ルニーズの対応力向上

山口銀行

6319 2735110140 山口県 シンテック株式会社 2250001012703
液晶表示器生産現場の要望を反映した超高機能検査
装置の製造期間短縮

山口銀行

6320 2735110141 山口県 バッセル化学株式会社 1250001007002
養殖用資材向け海洋性生物付着防止製品の開発、製
品化

山口銀行

6321 2735110142 山口県 有限会社ハナダインテック 6250002003796
機械加工品の内製化による「一括受注機械メーカー」へ
の転身

西京銀行

6322 2735110146 山口県 とくぢ健康茶企業組合 3250005001437
健康茶の生産プロセス改善とクロモジを利用した新たな
事業への展開

徳地商工会

6323 2735110147 山口県 河村醤油株式会社 2250001010186 食を彩る無添加カラー醤油の開発・製造・販売 西京銀行

6324 2735110151 山口県 株式会社原田食品 9250001012531
生活習慣病対策に求められている糖質ゼロで臭いを除
去した画期的なこんにゃくの新製品製造

山口銀行

6325 2735110153 山口県 株式会社ヤナギヤ 8250001003655 加熱・冷却式小型ボールカッターの開発 山口銀行

6326 2735110158 山口県 三陽鉄工株式会社 4250001005507
ファイバーレーザ切断機で省エネとランニングコスト低
減を実現した精密切断の実行

山口銀行

6327 2735110164 山口県 有限会社梶岡牧場 6250002007368
世界初！黒毛和牛の熟成・抗酸化特殊冷凍システムに
よる保存・解凍後『完全復元』技術の開発

西京銀行

6328 2735110166 山口県 村田株式会社 4250001002280
設備増強によるガスの安全性・品質の向上と医療用酸
素ガスの販路拡大

山口銀行

6329 2735110167 山口県 和牛屋うな道 　－
人と人を繋げ地域資源と地域文化資源を使った新たな
特産品の開発販売

山口銀行

6330 2735110168 山口県 有限会社たけなか 2250002013238
柑橘類の香り成分（リモネン）の抽出や果皮および果汁
を利用した新商品開発

萩山口信用金庫

6331 2735110171 山口県 高橋産業株式会社 3250001005846
最新ＣＮＣマシニングセンタ－と低コスト金属難加工技
術の融合でオンリーワン加工技術の確立と事業拡大

山口銀行

6332 2735110177 山口県 西日本ステンレス鋼線株式会社 1250001012729 自動ＭＩＧスプール巻線機の導入 山口銀行

6333 2735110180 山口県 株式会社日本フーズ 8250001007219
業界初の無添加加工技術を活用した 魚のすり身・生ハ
ム・ソーセージの開発

西中国信用金庫

6334 2735110183 山口県 徳山興産株式会社 5250001009069
最新鋭ベンディング設備の同時導入による製造部２工
場の生産性革新と最先端高精密板金加工ラインの整
備

商工組合中央金庫
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6335 2735110191 山口県 ベースシステム山口 　－
ドローン導入による３次元メディア製作・調査事業・３Ｄ
データ作成で新たな需要を創造する

西京銀行

6336 2735110195 山口県 住吉工業株式会社 7250001005735
砕石製造プロセスの改善による生産性の向上と ＩｏＴを
用いた効率的な維持管理計画

西中国信用金庫

6337 2735110198 山口県 平木工業株式会社 3250001012058
大幅な工期短縮とコスト削減を可能とする鉄骨建築
サービスの実現

西京銀行

6338 2735110202 山口県 有限会社ひわだや 4250002001265
桧皮葺の屋根技術を現代的意匠に融合した試作開発
事業

山口銀行

6339 2735110204 山口県 株式会社リンケン 9250001008562
新たに改良を加えたツイン丸鋸製材機を用いた県産無
垢材の生産

萩山口信用金庫

6340 2735110206 山口県 赤坂印刷株式会社 8250001008646 ＩｏＴを活用した最先端スマートファクトリーの実現 西京銀行

6341 2735110209 山口県 株式会社大津屋 4250001005192
最新設備導入・工程改善による業界最低塩となる 新商
品“低塩アミノ酸液”の開発・販売

山口銀行

6342 2735110210 山口県 有限会社進藤水産 7250002014165
レトルト加工技術を利用して、レトルト商品（常温商品）
の開発・販売

山口銀行

6343 2735110216 山口県 株式会社新和商会 6250001009530
環境配慮・高生産性自動車解体システムの確立による
中古パーツの海外展開強化

西京銀行

6344 2735110220 山口県 株式会社アート電子 6250001008672
高性能測定機導入による海外鉄道車両用空調制御装
置のはんだ付け品質の向上

山口銀行

6345 2735110221 山口県 有限会社清水屋 5250002017327
高級ファッションビーチサンダルの企画・加工・販売事業
の展開

西京銀行

6346 2735110224 山口県 株式会社山口グランドホテル 7250001000793
お客様情報共有システムの構築とおもてなし観光サー
ビスの開発による顧客満足度の向上

萩山口信用金庫

6347 2735110227 山口県 有限会社田中商会 1250002019756
コンクリートパイル向け無溶接継手（ＴＰＪ）の大径化対
応と生産性・品質の向上による事業拡大

山口銀行

6348 2735110228 山口県 タカダコーヒー 　－
新型焙煎機導入により、安定した受注サービスとデータ
化による品質向上を行いブランド展開

山口銀行

6349 2735110249 山口県 ＡＭクリエイト 　－
幅広い素材へ対応した高品質、高速プリンターによる新
たな顧客獲得

防府商工会議所

6350 2735110255 山口県 株式会社キャッスル 2250001001945
ネット通販などの需要を取込む為、多品種受注生産に
対応した即納体制の構築

山口銀行

6351 2735110256 山口県 有限会社堀江酒場 1250002018865
新規設備導入による多様な消費者ニーズに対応した酒
類の生産拡大と品質向上

山口銀行

6352 2735110259 山口県 光洋技研株式会社 5200001007085 金属部品の切削加工に於ける競争力強化計画 十六銀行

6353 2735110261 山口県 株式会社平和鐵工所 8250001006303
３Ｄ設計製作をコアとした技術の高度化による生産プロ
セスの強化

山口銀行

6354 2735110267 山口県 株式会社アルバーモ 5250001015579
３Ｄスキャナ導入による自動車フロアマットの製造プロセ
ス改善及び販路拡大事業

北野孝志

6355 2736110004 徳島県 北岡プレコン株式会社 4480001007298
鉄筋の加工技術の高度化による製品の精度向上・多様
化対応と生産性の改善

商工組合中央金庫

6356 2736110005 徳島県 船場化成株式会社 4480001001268
再生材料を用いた新聞用雨除けフィルム製造システム
の構築

阿波銀行

6357 2736110007 徳島県 株式会社アスカ 5480001005540
新型加工機導入による大物ＣＦＲＰ部品の開発・生産対
応能力の獲得

公益財団法人とくしま産業
振興機構

6358 2736110008 徳島県 株式会社絹や 7480001000515 天然藍の高効率色素生成及び色素抽出技術の高度化 商工組合中央金庫

6359 2736110009 徳島県 井上味噌醤油株式会社 8480001004911
最近の営業活動において増加してきた新規顧客の新規
需要に対応するための製品充填機への設備投資

鳴門商工会議所

6360 2736110012 徳島県 有限会社アサヒ徳島 5480002008897
電動式射出成型技術への取り組みによる、製品品質向
上と原価低減計画

商工組合中央金庫

6361 2736110013 徳島県 四国ステンレス工業有限会社 6480002005480
少量多品種生産における高精度曲げ加工の実現と新し
い加工手法の実用

阿波銀行

6362 2736110014 徳島県 サン電子工業株式会社 5480001005417
徳島県産ＬＥＤの新たな用途を広げる、深紫外ＬＥＤを
利用した食品殺菌装置の実用化に向けた開発

徳島銀行

6363 2736110016 徳島県 有限会社倭麺工房 8480002015197
地元の野菜を使用した高品質な高齢者向けそうめん、
介護食用そうめんの新商品開発・販路拡大

つるぎ町商工会

6364 2736110019 徳島県 株式会社シンテック 3480001003752
次世代自動車向け最新トランスミッション製造用治具の
高度生産技術開発事業

公益財団法人とくしま産業
振興機構

6365 2736110020 徳島県 株式会社山文 8480001004564
手作業中心であった『変形貼り箱』及び『デザイナー貼り
箱』製造の全自動化計画

商工組合中央金庫

6366 2736110021 徳島県 有限会社日幸電業社 1480002003679
冷凍車の保守・修理・新架装における短時間で高品質
なサービスの提供

香川銀行

6367 2736110022 徳島県
ナイトライド・セミコンダクター株式会
社

6480001005606 ＵＶ－ＬＥＤの生産性向上 商工組合中央金庫

6368 2736110028 徳島県 株式会社宮崎椅子製作所 8480001005190
革製家具の縫製作業改善とデザインの可能性を広げる
特殊ミシンの導入

阿波銀行

6369 2736110029 徳島県 光友精機株式会社 3480001000618
生産性向上、製品管理強化に向け、ファイバーレー
ザーマーカーの導入

徳島銀行
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6370 2736110031 徳島県 株式会社庄野建材店 1480001003424
種目・土壌別のオーダーメイド肥料で食味向上と多収穫
を支援する新サービス

四国銀行

6371 2736110032 徳島県 井口鉄工所株式会社 5480001007660
高硬度・長尺部品の加工プロセス革新による納期・精度
面の競争力強化

公益財団法人とくしま産業
振興機構

6372 2736110034 徳島県 株式会社アクティス 5480001009599 「微生物採取キット」の商品化とサービス 阿波銀行

6373 2736110036 徳島県 天真醤油株式会社 7480001007551
粉体＋／液体ペア自動充填包装機導入による生産性
の向上

四国銀行

6374 2736110037 徳島県 阪東食品 　－ ゆず果汁充填の作業効率向上と省力化 上勝町商工会

6375 2736110043 徳島県 ヤマク食品株式会社 5480001005474
みそづくりの糀技術を活かした酵素サプリメントの新事
業展開

阿波銀行

6376 2736110049 徳島県 貞光食糧工業株式会社 8480002014736 異物混入削減に向けた高生産性最新鋭機導入計画 四国銀行

6377 2736110050 徳島県 多田木型製作所 　－
多種類な鋳造部品製作に対応できる金型製作システム
の構築

羽ノ浦町商工会

6378 2736110053 徳島県 株式会社オカベ 6480001007668
商品供給不足解消のため、新本社工場に製造ラインを
新設、製造能力強化により、顧客満足度向上を図る

四国銀行

6379 2736110054 徳島県 坂東機工株式会社 5480001001878
効率的部品加工システムの構築による生産性向上と事
業拡大戦略

阿波銀行

6380 2736110055 徳島県 株式会社徳島ランドリー 5480001001762
おしぼりの減菌技術を応用した清拭タオルでの医療介
護分野への進出

阿波銀行

6381 2736110059 徳島県 株式会社三木肥料 4480001004675
山田錦の産地が提供する「阿波の北方米」ブランド力向
上事業

阿波市商工会

6382 2736110060 徳島県 長浜プラスチック工業株式会社 5480001004518
プラスチック射出成形金型の生産効率向上によるコスト
ダウンと短納期化

徳島銀行

6383 2736110063 徳島県 和光工芸 　－
ＰＮＣ複合ボーリングマシンの導入による加工技術の高
度化と経営体質強化事業

阿波市商工会

6384 2736110064 徳島県 有限会社和泉工業所 2480002010022
次世代自動車の自動運転技術に貢献する精密機械部
品加工技術開発事業

阿波銀行

6385 2736110070 徳島県 中道鉄工株式会社 5480001001597
超音波センサーによる小型気密容器の漏れ検査装置
の試作開発

一般財団法人四国産業・
技術振興センター

6386 2736110072 徳島県 有限会社岡松バラ園 7480002014035
環境制御によるオリジナル薔薇品種開発と品質、生産
力の向上

阿波銀行

6387 2736110074 徳島県 北島酸素株式会社 5480001003866
ＩｏＴ導入による安全・衛生・効率性向上を図る高圧ガス
管理システムの提供

徳島銀行

6388 2736110079 徳島県 有限会社天野鉄工所 3480002000402
高精度同時５軸加工機導入による高度立体部品の製
造と生産性の向上

阿波銀行

6389 2736110086 徳島県 有限会社いすい 8480002011436
アプリを活用し顧客満足度の向上に繋がる「クロージン
グ・ピットイン・システム」の構築

四国銀行

6390 2736110089 徳島県 株式会社オーム技研 6480001005721
負角度加工軸を付けた中型５軸マシンの導入により、
難易度の高い航空機部品を１チャックで加工完了する
方法への挑戦

松茂町商工会

6391 2736110095 徳島県 有限会社うずしお食品 1480002010295
「新」冷凍法による食塩無添加・旬の食感と風味そのま
まのワカメの開発・製造・販路開拓

阿波銀行

6392 2736110099 徳島県 富士スレート株式会社 3480001002011
多様な建材を省スペースでロボットを使った高稼働化生
産プロセスの開発

阿波銀行

6393 2736110103 徳島県 株式会社阿波市場 1480001004843
鳴門わかめを活用した健康ドリンクの開発、製造、販売
事業

徳島銀行

6394 2736110105 徳島県 株式会社シャースプ 8480001004647
デジタル技術を活用した自動運転の実現による労働生
産性の大幅な改善

株式会社ダイワマネジメン
ト

6395 2736110108 徳島県 株式会社坂東印刷 8480001004531
地方から首都圏に競争力の高い印刷サービスを提供す
るシステムの構築

阿波銀行

6396 2736110113 徳島県 富士インパルス株式会社 2120901025445
高精度ＮＣマシンと３次元画像計測機の導入による地
方工場の活性化

東みよし町商工会

6397 2736110118 徳島県 美味フーヅ株式会社 2480001008728
付加価値の高いチルドドレッシングソースの開発と製造
販売体制の増強

大麻町商工会

6398 2736110123 徳島県 株式会社ＡＧＴ＆Ｔ 1480001008761
自社特許技術と最新機器を活用した、革新的な認知症
の血液検査技術の開発

青山英明税理士事務所

6399 2736110131 徳島県 Ｂ．Ｓ．Ａ．株式会社 5480001003230
アジア市場の販売拡大のためのダイヤモンドホイール
生産プロセスの改善

阿波銀行

6400 2736110133 徳島県 株式会社國光精機 4480001003735
ベアリング製造専用の新型特殊バイトの生産体制の確
立

株式会社エフアンドエム

6401 2736110147 徳島県 有限会社天野精機 8480002012236
監視システム対応の最新加工機導入による工場ＩｏＴ化
と生産性向上

徳島銀行

6402 2736110152 徳島県 有限会社中川刺繍 8480002008580
世界に誇る「ＡＷＡＯＤＯＲＩ」を鮮やかに彩る阿波踊り用
品の創出

四国銀行

6403 2736110157 徳島県 株式会社きとうむら 5480001007025 木頭柚子残渣有効活用エコエネルギープロジェクト 阿波銀行

6404 2736110159 徳島県 大木縫製有限会社 1480002000783
高年齢者、障がい者、未経験者等誰もが簡単に作業で
きる縫製システムの構築

商工組合中央金庫
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6405 2736110160 徳島県 有限会社岸火工品製造所 4480002012909
観客を魅了する音楽と完全にシンクロする花火演出シ
ステムの構築

阿南信用金庫

6406 2737110001 香川県 株式会社アバンテック 1470001008218
板厚９ｍｍ鋼板対応の曲げ加工機導入による、産業用
コンベア製作の革新

観音寺信用金庫

6407 2737110005 香川県 株式会社イハラ 8470001007849
ＩｏＴによる加工機の制御・監視方法の革新で生産を向
上する

中国銀行

6408 2737110006 香川県 コアスリー株式会社 4470001012679
最新ベンダー導入による品質及び生産効率向上による
競争力強化の事業計画

観音寺信用金庫

6409 2737110008 香川県 香川クレメン株式会社 8470001010480
当社特許取得製品「びびりピタ」高性能化のための精密
加工技術開発事業

百十四銀行

6410 2737110009 香川県 株式会社村上製作所 5470001004015
油圧バルブシステムの構成部品であるボディー穴あけ
加工の無人加工システムの開発

公益財団法人かがわ産業
支援財団

6411 2737110010 香川県 有限会社協和鉄工所 5470002014806
次世代素材の機械加工への参入と進化する町工場へ
の挑戦

百十四銀行

6412 2737110014 香川県 株式会社高畑精麦 6470001008064
安心・安全な主食用大麦を消費者に提供するための、
加熱機導入による加熱殺虫包装工程の確立

四国銀行

6413 2737110019 香川県 アサクラインターナショナル有限会社 3470002000634
「くるりんぱ」で筋状の毛染めが簡単に出来る器具の試
作開発

香川銀行

6414 2737110021 香川県 株式会社ミトヨテクニカル 4470001010113 最新型のアキシャル挿入機導入による増産体制の構築 観音寺信用金庫

6415 2737110026 香川県 有限会社萱原鉄工所 7470002002073
最新型複合加工機導入による生産性向上とニーズへ
の対応力強化

百十四銀行

6416 2737110028 香川県 古川鉄工所 　－
次世代高効率油圧ユニット用ニッケル合金系難削材の
精密加工技術開発事業

中国銀行

6417 2737110029 香川県 丸善織物株式会社 8470001008112
最新型自動カット機の導入により生産性を向上させ売
上の拡大を図る

公益財団法人かがわ産業
支援財団

6418 2737110035 香川県 株式会社寺嶋製作所 7470001008253
高精度ワイヤー放電加工機導入によるプレス金型の生
産性向上・高精度化の促進

中国銀行

6419 2737110037 香川県 香川印刷株式会社 3470001000924
最新製版機導入によるコスト削減・消費者ニーズ対応
のための工程効率化事業

百十四銀行

6420 2737110038 香川県 株式会社村上鐵工所 3470001010923
最新式大型五面加工機導入による競争力強化（幅広・
長尺製品加工の生産プロセスの開発）

百十四銀行

6421 2737110039 香川県 株式会社フ－ドテック 2470001010585
素材本来の色、風味を残した高品質・高機能な『やわら
か食』の開発

三豊市商工会

6422 2737110041 香川県 亀山建設株式会社 7470001007296
アスファルトリサイクルユニット導入による生産性改善・
産廃削減・価格競争力強化

公益財団法人かがわ産業
支援財団

6423 2737110042 香川県 四国建築鉄工株式会社 8470001001835
最新型の柱大組立溶接システム導入による柱の製造
強化、並びに他社連携による受注拡大

百十四銀行

6424 2737110046 香川県 山城金属株式会社 4470001008207
最新型ＣＮＣ円筒研削盤導入による金型加工工程の短
縮

四国銀行

6425 2737110047 香川県 株式会社常井鉄工所 9470001015157
医薬品包装機部品製作における、増産強化の為の設
備導入と工程の改善

百十四銀行

6426 2737110050 香川県 香川県醤油醸造協同組合 6470005003417 発酵微生物管理技術を用いた醤油の高品質化事業 百十四銀行

6427 2737110053 香川県 有限会社松野鉄工所 3470002015384
特殊心押台仕様ＣＮＣ旋盤導入による端面加工工程の
集約

百十四銀行

6428 2737110054 香川県 株式会社岡村鉄工所 3240001001945
ピストンクリーニングリング製造用ＮＣ旋盤導入による生
産性向上

百十四銀行

6429 2737110055 香川県 新和機工株式会社 9470001002205
広範囲ストローク立形マシニングセンタ導入による中型
ワーク加工の高効率化

百十四銀行

6430 2737110058 香川県 有限会社土井鉄工 7470002016081
ベンダー（曲げ）加工機を導入し、生産性向上・不良品
ゼロ・作業効率の改善を実現する

観音寺信用金庫

6431 2737110063 香川県 松原鉄工株式会社 5470001003818
高精度回転テーブル搭載ワイヤ放電加工機導入による
生産効率の改善

百十四銀行

6432 2737110064 香川県 株式会社マルキン 3470001010403
大型需要対応のための自動包装機導入による生産性
向上と商品企画の多様化

伊予銀行

6433 2737110073 香川県 株式会社穴田鉄工所 1470001011031
知能化システム搭載の最新モデル複合加工機導入に
よる生産性向上と加工技術伝承

ＦＭＢコンサルタンツ株式
会社

6434 2737110074 香川県 徳寿工業株式会社 2470001002970
温室栽培における夏季高温対策を目的とした安価な新
冷却システムの開発

香川銀行

6435 2737110078 香川県 株式会社禾 7470001011793
業界初！３大食物アレルゲン不使用米粉クッキーの製
造ライン機械化

香川銀行

6436 2737110080 香川県 株式会社川上板金工業所 2470001008778
ハイブリッドドライブベンダーを導入した板金加工技術
の高精度・高生産性化

百十四銀行

6437 2737110084 香川県 株式会社向進舎印刷所 4470001008933
無線綴機、中綴じ折り機の導入による生産性向上を図
る

観音寺信用金庫

6438 2737110085 香川県 株式会社コマックス 3470001007779
鋼板自動曲げロボット導入による自動化と、現状機械と
のデジタル化確立

百十四銀行

6439 2737110091 香川県 長尾工業所 　－
最新式複合ＮＣ工作機械の導入による製品受注の集約
化による差別化

山本純税理士事務所
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6440 2737110092 香川県 株式会社中村技研 3470001003092
最新型同時４軸加工機導入による複雑形状加工技術
の確立による生産性向上

香川銀行

6441 2737110093 香川県 株式会社おおみね 8470001012130 冷凍うどんの生産性向上による競争力強化 香川銀行

6442 2737110094 香川県 アサヒテクニカ株式会社 2470001013621
段ボールおよび紙製品製造工場における切屑除去作
業の省力・簡略化装置の開発計画

伊予銀行

6443 2737110096 香川県 株式会社都村製作所 8470001008178
新規設備導入によるスケートパーク増産体制の構築事
業

百十四銀行

6444 2737110098 香川県 有限会社豊嶋樹脂工業 8470002016510
ＦＲＰ製品の品質と生産効率向上の為、シリコーンバッ
グ真空成形方式を導入する

観音寺信用金庫

6445 2737110100 香川県 創麺屋株式会社 9470001012393
殺菌装置等導入による、常温流通可能なセット商品の
生産性向上

百十四銀行

6446 2737110102 香川県 株式会社スマイル 4470001002250
豊富な縫製ラインと最新印刷設備を用いた「よさこい祭
り衣装分野」等への進出

百十四銀行

6447 2737110103 香川県
株式会社ユナイテッドシステムサプラ
イ

5470001004188
電子カルテ内患者情報と他媒体患者情報を融合させ、
モバイル端末上で利活用する新医療情報システムの構
築

香川銀行

6448 2737110105 香川県 本荘ケミカル株式会社 4120001151727 リチウムイオン２次電池材料の性能革新及び量産計画 滋賀銀行

6449 2737110107 香川県 株式会社トーコー 2470001011435 最新レーザー加工機の導入による製造プロセスの改善 百十四銀行

6450 2737110121 香川県 株式会社サムソン 5470001009922
蒸気ボイラ用エコノマイザー（節炭器）自動組立ライン
（組立から溶接）の構築

百十四銀行

6451 2737110125 香川県 川鶴酒造株式会社 2470001009834
日本酒の生産環境を再検証し、弊社独自の製造技術を
発展させた新たなる価値商品の開発

百十四銀行

6452 2737110131 香川県 株式会社森づくり 8470001013649
下水道汚泥の発酵工程における、国内初の自動撹拌
システム導入による作業環境改善と生産性向上

公益財団法人かがわ産業
支援財団

6453 2737110133 香川県 株式会社綾野製作所 9470001008508
中期製造革新戦略に基づいた高品質家具の実現によ
る新たなブランド地位の構築

株式会社ダイワマネジメン
ト

6454 2737110134 香川県 有限会社山奥鉄工所 2470002007102
底引き網漁初のロボットアーム型網寄せ装置の開発・
商品化による労災防止と生産性向上

株式会社ダイワマネジメン
ト

6455 2737110143 香川県 有限会社菱栄工業 9470002014298
プラント用大型ダクト等の製作から据付迄の一貫施工
体制構築による受注機会拡大

百十四銀行

6456 2737110145 香川県 サヌキ畜産フーズ株式会社 2470001012689
冷凍原料肉に対する解凍技術（特殊低温加湿）が生み
出す品温・歩留り向上による価格競争力強化計画

百十四銀行

6457 2737110146 香川県 有限会社西内花月堂 5470002013568
高齢者の健康維持、地域活性化を目的とした自然薯饅
頭の製造

百十四銀行

6458 2737110150 香川県 小松印刷株式会社 8470001005357
最新式品質検査装置付印刷機を導入することにより、
遠方地域への販路拡大

百十四銀行

6459 2737110155 香川県 有限会社三豊給食センター 6470002017114
健康な高齢者が満足できる見た目も味も変わらない“や
わらか弁当”の開発

三豊市商工会

6460 2737110157 香川県 株式会社森川ゲージ製作所 3470001006830
当社特許技術ロータリージョイントの機能向上の為の精
密研削加工技術開発事業

公認会計士東圭介事務所

6461 2737110158 香川県 株式会社三豊印刷 9470001010100
業界初自動調整機能付き紙折機導入による生産工程
の高精度化・高能率化の促進

観音寺信用金庫

6462 2737110161 香川県 日東河川工業株式会社 5470001003297
高性能大型複合旋盤導入による大型水門の一貫生産
体制構築と生産性向上

ＦＭＢコンサルタンツ株式
会社

6463 2737110168 香川県 株式会社パブリック 6470001010846
県下Ｎｏ．１のサプライチェーンを活かして、高品質バイ
オマス燃料を増産し、循環型社会を実現する

観音寺信用金庫

6464 2737110176 香川県 鎌長製衡株式会社 6470001000095
３Ｄプリンタ導入による粉粒体供給装置製作の効率化
促進

岩部達雄税理士事務所

6465 2737110179 香川県 株式会社ティプロ 1470001012723
機能的、デザイン的に効果のある装具の製作を香川県
から

税理士法人二見・岩村会
計事務所

6466 2737110181 香川県 有限会社吉武工業所 7470002017798
精度の高い位置決めと加工の自動化の為のＮＣ鋼材加
工機の導入による生産性の向上

さぬき市商工会

6467 2737110182 香川県 株式会社かめびし 4470001011326
醤油製造工程における製造環境改善設備導入による
効率的な生産体制の構築

百十四銀行

6468 2737110189 香川県 有限会社宮本鉄工所 6470002016958
革新的ブラスト装置導入による生産性向上及び品質向
上と環境改善

百十四銀行

6469 2737110196 香川県 川崎化工株式会社 8470001010373
最新電動式ブロー成形機導入による、プラスチック容器
の高付加価値化および生産プロセスの改善

百十四銀行

6470 2737110302 香川県 有限会社一健板金工業所 3470002011219
赤外線サーモグラフィー調査による雨漏り修繕工事一
貫システムの構築

三木町商工会

6471 2737110305 香川県 有限会社ジェム 3470002017216
特殊プリンターによるバーチャル環境整備での体験型
教育の提供と、業務用印刷機による新規教材開発

百十四銀行

6472 2737110309 香川県 ニューマーク株式会社 9470001014621
動画で世界にファンを創出！「さぬきクラウドファンディ
ングの構築」

公益財団法人かがわ産業
支援財団

6473 2737110311 香川県 株式会社高松花市場 6470001002471
中四国の花市場３社が連携するシステムの導入及び品
揃えを充実させたウェブによる販売増強事業

百十四銀行

6474 2737110312 香川県 株式会社山清 1470001006907
香川県内で栽培した日本古来の和からし種子を搾油
後、加工し商品化して販売する

公益財団法人かがわ産業
支援財団
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6475 2737110315 香川県 株式会社システムデザイン 3470001005915
外国人観光客のための、最高の香川旅行を提供するス
マホアプリの開発と提供

高松信用金庫

6476 2737110316 香川県 有限会社平三水産 8470002016139
プレハブ冷凍庫、真空包装機の導入、加工場の改良に
より伊吹島に雇用を創出する

観音寺信用金庫

6477 2737110321 香川県 讃岐かがり手まり保存会 　－ 讃岐かがり手まり：新事業創出計画 百十四銀行

6478 2737110323 香川県 さかえドライ株式会社 9470001001603 お客様に安心安全なドライクリーニングを提供する 商工組合中央金庫

6479 2737110326 香川県 株式会社マオカ設計 2470001003754
「ほ場整備設計図作成システム」を活用した独自運用に
よる設計作業の効率化

百十四銀行

6480 2737110327 香川県 大協建工株式会社 7470001002529
最先端廃校活用蝶鮫養殖システムによる地域特産物
の世界市場への開拓

中国銀行

6481 2737110328 香川県 株式会社白洋舎 7470001003353
洗濯表示の全面改正に対応した新規設備導入による
新たなクリーニング市場の創造

百十四銀行

6482 2737110330 香川県 マコーズファクトリー株式会社 1470001006650
高級ポップコーンＯＥＭ製造のための充填、包装工程自
動化事業

百十四銀行

6483 2737110337 香川県 株式会社サクセス 5470001009006
アプリを活用した「四国霊場八十八ヶ所」の観光地とし
ての付加価値向上による当社の収益向上事業

百十四銀行

6484 2737110340 香川県 ホワイト印刷株式会社 8470001011132
紙媒体とウェブサイトを連携した小規模企業向け販路
開拓支援サービスの構築と展開

さぬき市商工会

6485 2737110342 香川県 株式会社岬産業 5470001013461 土木補修補強工法の確立事業 百十四銀行

6486 2737110352 香川県 株式会社スリーキューブ 3500001003015
農林水産加工品を含む地域資源活用型グローバル越
境ＥＣシステムの導入

公益財団法人かがわ産業
支援財団

6487 2737110357 香川県
株式会社スマイル・アート・カンパ
ニー

1470001011816
ＣＡＤ／ＣＡＭを用いた矯正歯科診療のデジタル化によ
る精度向上と短縮化

百十四銀行

6488 2737110364 香川県
エフエム高松コミュニティ放送株式会
社

9470001000745 ＩＣＴ遠隔地交流サービス 山本純税理士事務所

6489 2738110001 愛媛県 株式会社長曽鉄工所 9500001009320
油圧機器用精密部品製造の高効率化と高付加価値化
による高度生産性向上事業

株式会社西条産業情報支
援センター

6490 2738110002 愛媛県 株式会社宇和島プロジェクト 1500003001051
ブリ三枚卸機器導入による量産体制構築及び東アジア
諸国向け輸出促進への取組み

株式会社ＳＲＳコメンスメン
ト

6491 2738110006 愛媛県 フジワラ化学株式会社 6500001009380
ＮＣルータ導入による高効率でデザイン性に優れた珪
藻土バスマットの製造

株式会社西条産業情報支
援センター

6492 2738110007 愛媛県 冨士電線株式会社 3500001003535
市場ニーズを先取りする高耐圧電線の製品化設備の
導入

愛媛銀行

6493 2738110009 愛媛県 大西紙工有限会社 7500002021053
最新鋭の自動延反裁断機導入による受注拡大、価格
競争力の強化

東予信用金庫

6494 2738110013 愛媛県 平誠電機株式会社 4500001003617
即応性を追求した大規模改修物件への制御盤販売事
業の拡大

山口銀行

6495 2738110014 愛媛県 株式会社新光 4500001011693
ＰＯＰ用・イベント用細巾表示テープ製造のコストダウ
ン・短納期・高品質化事業

愛媛銀行

6496 2738110016 愛媛県 八水蒲鉾株式会社 4500001008392
新規ジャコ天型成機の導入による食感の優れた『ジャコ
天』の製造と新規市場への投入

高知銀行

6497 2738110017 愛媛県 株式会社明朗社 4500001007064
ＷＥＢ校正の活用とＵＶ硬化型印刷加工システムの導
入による高効率・顧客対応力の強化

伊予銀行

6498 2738110019 愛媛県 局部熱処理株式会社 1500001010756
高周波誘導予熱焼鈍装置の導入による配管部局部熱
処理の受注獲得と競争力強化事業

株式会社西条産業情報支
援センター

6499 2738110020 愛媛県 株式会社ミヤタニ 9500001006945
精密金属加工技術を用いた整形外科手術用機器の試
作

伊予銀行

6500 2738110021 愛媛県 千代の亀酒造株式会社 2500001007999
ビン詰工程での作業効率の向上によるコストダウン、並
びに作業従事者の負担軽減を目的とした生産プロセス
の改善

伊予銀行

6501 2738110024 愛媛県 入江工研株式会社 3010001070443 波付プレス精度向上による高性能ロボット用大型溶接 商工組合中央金庫

6502 2738110032 愛媛県 株式会社河上工芸所 8500001011426
デジタル捺染の戦略的活用による意匠性の高い高付加
価値商品を国内・海外に展開する

百十四銀行

6503 2738110033 愛媛県 有限会社明日工業 9500002013890
多目的形鋼加工機の導入による製缶部品の生産性向
上

株式会社西条産業情報支
援センター

6504 2738110035 愛媛県 株式会社ユタカ 2500001004261
大型立形複合加工機導入による中もの精密加工品の
新規市場獲得

伊予銀行

6505 2738110041 愛媛県 株式会社川恭工業 8500001014593
高精度金属加工機導入による電波シールド精度向上と
短納期ニーズへの対応

川之江信用金庫

6506 2738110044 愛媛県 三木自動車 　－
最新型調色システムの導入による作業効率の改善及
び革新的な調色済み塗料販売事業への展開

土居町商工会

6507 2738110046 愛媛県
株式会社ケン・マツウラレーシング
サービス

5500001000076 革新的な加工精度と商品力を向上する為の設備投資 伊予銀行

6508 2738110050 愛媛県 テック溶工株式会社 5500001008846
出張高度溶接の受注拡大に向けたフルデジタル溶接機
の導入

愛媛信用金庫

6509 2738110051 愛媛県 株式会社アステティックスジャパン 2500001008733 古民家床下調査プロセス改善に伴う付加価値向上 松山商工会議所
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6510 2738110054 愛媛県 西方農園 　－ 柑橘用選果機導入による出荷環境の向上 伊予銀行

6511 2738110055 愛媛県 成龍酒造株式会社 5500001009290 日本酒の冷蔵物流の効率化に伴う設備導入計画 伊予銀行

6512 2738110057 愛媛県 株式会社アドメテック 5500001005265
熱ストレスを加えることによる農産物の鮮度保持、品質
向上技術の試作開発

愛媛銀行

6513 2738110065 愛媛県 有限会社タナカソーイング 1500002015399
タオル製品の裁断工程内製化により収益率の向上と短
納期体制を実現させ競争力を強化する

伊予銀行

6514 2738110067 愛媛県 ヤマセイ株式会社 1500001016670
プレス金型慢性不具合に対するスクラップ落下シミュ
レーション適用による問題解決

伊予銀行

6515 2738110072 愛媛県 株式会社イプラ 9500001016507
業界初クラウド利用によるプライス出力サービスで集客
支援と業務効率化を実現！

伊予銀行

6516 2738110073 愛媛県 愛建電工株式会社 8500001000214
ベンダー（曲げ機）＆ソフトの導入による電気制御盤・筐
体の設計・加工プロセス革新

伊予銀行

6517 2738110077 愛媛県 株式会社世界地図 2500001005672 世界地図を利用した海外での教育広告事業 愛媛銀行

6518 2738110084 愛媛県 ユースエンジニアリング株式会社 5500001009992
独自の軸受け機構によるリチウムイオン電池用高精度
ロールプレス装置の開発

伊予銀行

6519 2738110085 愛媛県 丸栄タオル株式会社 6500001012327
サイジングワインダーの導入による極細番手を使用した
アパレル縫製品の開発

伊予銀行

6520 2738110086 愛媛県 有限会社明和工機 7500002021920
「スイング式切断」技術導入による板金加工の高度化及
び社内一貫体制の強化

観音寺信用金庫

6521 2738110088 愛媛県 リアラン株式会社 3500001013749 ＬＥＤパネルライトの省エネ率向上および国内生産化 伊予銀行

6522 2738110093 愛媛県 有限会社汐崎 1500002014995
畳床材の多様化に対応したチップソーを使った両框裁
断機の導入

株式会社西条産業情報支
援センター

6523 2738110097 愛媛県 有限会社伊藤設計 6500002010916 ３Ｄ－ＣＡＤシステムの導入による価格競争力の強化 伊予銀行

6524 2738110101 愛媛県 有限会社森実工業 1500002021926
最新型食品包装資材設備導入による生産性の向上と
安全性の高い製品供給の実現

川之江信用金庫

6525 2738110102 愛媛県 川之江造機株式会社 8500001014585
複合５軸加工機導入による、製造コスト削減とリードタイ
ム削減

伊予銀行

6526 2738110106 愛媛県 有限会社寿建設工業 8500002016416
安全リスクアセスメントと３ＤＣＡＤ導入による工事品質
の飛躍的な向上

愛媛銀行

6527 2738110108 愛媛県 竹中金網株式会社 2500001011893
ツインシンクロモーションロボット溶接による『大型鋼製
土留擁壁』の高精度高効率生産

伊予銀行

6528 2738110110 愛媛県 株式会社コスにじゅういち 8500001009858
航空機産業への事業拡大に伴う同時５軸制御立型マシ
ニングセンターの導入

株式会社西条産業情報支
援センター

6529 2738110112 愛媛県 株式会社曾我部鉄工所 5500001010059
最新のＣＮＣホブ盤の導入による歯車精度の安定化と
歯切加工の生産性向上

伊予銀行

6530 2738110116 愛媛県 株式会社オノダ 2500001001151
高速プリンタ導入による生産力拡大と品質向上による
異業種への展開

愛媛銀行

6531 2738110119 愛媛県 エネロ株式会社 9500001001698
精緻な検査器具を利用した太陽光発電設備のオペレー
ション＆メンテナンス事業

伊予銀行

6532 2738110120 愛媛県 有限会社ＬＣＧ 5500002010033
小規模菓子舗の価値向上と販売拡大のための包装機
導入事業

愛媛銀行

6533 2738110122 愛媛県 株式会社ダイテック 5500001002519
鉛合板と精密加工ステンレス建材を利用した医療ブー
スの製造販売事業

伊予銀行

6534 2738110131 愛媛県 尾道産業株式会社 1240001037900
造船業における舵／スタンフレーム等の厚板プレス加
工体制の構築

森田康平税理士事務所

6535 2738110146 愛媛県 株式会社ツヅキ 5500001010109
当社独自の電解研磨の品質と作業性向上によるＩＳＯタ
ンクコンテナ内面加工の受注拡大

愛媛銀行

6536 2738110148 愛媛県 福岡板金工業株式会社 3500001003485
最新専用機械による「看板用金属箱文字」製造工程の
簡略化と生産効率の向上

伊予銀行

6537 2738110149 愛媛県 シンワ株式会社 3500001014672
高圧ポンプ導入によるスパンレース不織布の多機能
化・低価格化

伊予銀行

6538 2738110150 愛媛県 西染工株式会社 5500001012088
多機能な最新鋭機導入による、新たな高付加価値商品
創出への取り組み

愛媛信用金庫

6539 2738110151 愛媛県 株式会社トップシステム 1500001009443
医薬品製造設備及び付帯機器に係る高効率・高付加
価値型生産体制の構築

株式会社西条産業情報支
援センター

6540 2738110152 愛媛県 有限会社杉盛工務店 7500002011062
「安心人足情報サービス」の提供による、機会損失の低
減と顧客満足度向上

愛媛銀行

6541 2738110158 愛媛県 有限会社広創社 6500002002657
無臭水性インク印刷機導入による新たな事業領域拡大
と今までと異なる業界への進出

伊予銀行

6542 2738110162 愛媛県 西日本搬送機有限会社 4500002010851 生産者より要望の強い葉物生産調整機械を試作開発 伊予銀行

6543 2738110168 愛媛県 株式会社ダイテック 7500001010593
医薬品及び衛生用品製造設備向け高精度配管溶接能
力の増強

株式会社西条産業情報支
援センター

6544 2738110169 愛媛県 株式会社西岡鉄工所 5500001010182
３Ｄ－ＣＡＤと板材・鋼材兼用レーザ加工機を連動させ
た溶接構造製品の生産変革

伊予銀行
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6545 2738110177 愛媛県 株式会社ヤマモトスクリーン 8500001017349 製版技術の高度化による生産性向上事業 伊予銀行

6546 2738110178 愛媛県 西川建設株式会社 2500001014748 １年中春のような「まほうの家」プロジェクト 観音寺信用金庫

6547 2738110184 愛媛県 愛麺株式会社 5500001005141
ラップ包装機と表示チェックカメラ導入による生産性の
向上

伊予銀行

6548 2738110185 愛媛県 伊予屋タオル株式会社 4500001011157
『美写紋』・『織り姫』・ダイヤモンドダスト加工生地の自
動メロー機導入によるミニハンカチの内製化

伊予銀行

6549 2738110186 愛媛県 四国溶材株式会社 5500001011676
フラックス入りワイヤ（ＦＣＷ）生産の配合工程の自動化
による生産性向上と作業環境の改善

伊予銀行

6550 2738110192 愛媛県 愛媛銑鉄鋳物工業団地協同組合 1500005003888
組合員へ供給する圧縮空気の圧力及び稼動コンプレッ
サーの効率的制御の確立

商工組合中央金庫

6551 2738110193 愛媛県 愛媛シェル株式会社 2500001009236
多品種小型鋳造製品に対応したシェルマシンの導入に
よる増産設備計画

商工組合中央金庫

6552 2738110196 愛媛県 株式会社サカワ 6500001007277
県内初、黒板等の全自動カラー線引き機導入による生
産性向上と販路拡大事業

愛媛銀行

6553 2738110198 愛媛県 カナン地質株式会社 3500001001274
高精度モバイルマッピングシステムによる３次元地中
レーダ探査の高精度化

伊予銀行

6554 2738110199 愛媛県 株式会社合田鉄工所 6500001009851
大型５面加工機を旋削、位置決、の出来る５軸同時制
御システムの導入

伊予銀行

6555 2738110203 愛媛県 サヨリ商店街株式会社 6500001009926
各種スポーツウエア・ユニフォーム製作体制を構築し新
市場発掘

愛媛銀行

6556 2738110205 愛媛県 株式会社ジェイエスシー 6500001017929
刺繍機導入による生産力向上と技術の高度化による販
路拡大

愛媛銀行

6557 2738110210 愛媛県 株式会社コピー愛媛 1500001001664
ｅ＿図面レンタル倉庫サービスの導入による新事業参
入と業績向上

四国銀行

6558 2738110213 愛媛県 亀井製菓株式会社 5500001001280
健康志向ニーズに対応した抗アレルギー性スイーツの
開発および事業化

広島銀行

6559 2738110214 愛媛県 株式会社米北測量設計事務所 7500001012549
インフラ点検を効率化・低コスト化するための３次元計
測機器の導入

伊予銀行

6560 2738110217 愛媛県 有限会社神野工業 7500002016474
省エネ型高効率マイクロバブル発生装置の大型化及び
大量受注に伴う製造設備の増強

株式会社西条産業情報支
援センター

6561 2738110218 愛媛県 梅美人酒造株式会社 6500001008259
「低アルコール清酒」の製造及び品質向上に向けての
原料冷却機の導入

愛媛銀行

6562 2738110225 愛媛県 仙味エキス株式会社 8500001007705
ⅠｏＴ生産ラインの増設による効果的かつ安定的な品質
管理生産システムの構築

伊予銀行

6563 2738110230 愛媛県 有限会社川又タオル 7500002018074
ＩｏＴに対応した最新型タオル織機導入による製造工程
短縮化事業

伊予銀行

6564 2738110237 愛媛県 渡辺パイル織物株式会社 4500001012576 ネットワーク利用最新タオル製造システムの開発 伊予銀行

6565 2738110238 愛媛県 株式会社キシモト 7500001007350
「骨まで食べられる干物」の専用ライン確立による新市
場拡大計画

愛媛信用金庫

6566 2738110247 愛媛県 株式会社アドバンテック 9500001008867
ガス配管の生産性向上及び高品質化のための製造プ
ロセス改善

伊予銀行

6567 2738110248 愛媛県 有限会社ボックス 1500002006051
特定用途の看板制作における生産性の向上及び短納
期実現プロジェクト

愛媛銀行

6568 2738110252 愛媛県 大三島果汁工業株式会社 2500001012883
ヘタ取り装置導入による柑橘果皮加工の効率化及び新
規市場開拓

伊予銀行

6569 2738110254 愛媛県 ウダカエンジニアリング株式会社 5500001014555 超高精度位置決めによる高精度部品加工品の内製化 観音寺信用金庫

6570 2738110263 愛媛県 技研工機株式会社 7500001014611
長尺部品の高精度研磨技術確立及び、ガイドレールの
一貫生産体制確立計画

観音寺信用金庫

6571 2738110265 愛媛県 株式会社あこやひめ 5500001019249
地域産品を活用した「ソフトドライ食品」開発のための乾
燥機及び凍結装置の導入

伊予銀行

6572 2738110268 愛媛県 東和工業株式会社 9500001010121 高耐食性ステンレスフランジ事業への進出 伊予銀行

6573 2738110278 愛媛県 有限会社岩城電機商会 6500002001114
「仕上がり状況配信サービス」の導入による、顧客満足
度と生産性の向上

愛媛信用金庫

6574 2738110284 愛媛県 株式会社大亀製作所 2500001001052
新旧主要設備のＩｏＴ化と全社一元管理システム構築に
よる生産性改善計画

近藤猛

6575 2738110287 愛媛県 オオツカ株式会社 4500001005927
顧客要望の実現とセミカスタム仕様の建築金物を製造
販売する事業

伊予銀行

6576 2738110290 愛媛県 有限会社越智縫製 8500002014832 縫製糸の供給圧の管理とオーバーミシン縫製の自動化 百十四銀行

6577 2738110291 愛媛県 株式会社ｉＬａｎｄｓｃａｐｅ 7500001016839 中古物件間取りマッチングシステムの開発 伊予銀行

6578 2738110292 愛媛県 有限会社大伸ステンレス 4500002016642
医療器業界向けステンレス素材の「曲げキズレスと高
精度な曲げ技術」を確立する

香川銀行

6579 2738110294 愛媛県 株式会社キド工業 3500001001349
サイディングのフルプレカットによる現場環境を改善す
る事業

百十四銀行
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6580 2738110306 愛媛県 矢野商事株式会社 5500001004952
安全性向上および環境保全に向けた循環型乾燥炉の
開発

阿波銀行

6581 2738110310 愛媛県 新和塗建株式会社 6500001008688
「リフォーム提案書作成代行サービス」の導入による、
顧客満足度向上と業績アップ

愛媛銀行

6582 2738110311 愛媛県 有限会社ホリエ 4500002006081
独自技術のデータベース化と最新レーザー加工機によ
る夜間無人稼働の実践

阿波銀行

6583 2738110312 愛媛県 株式会社クリタ 1500001008949
ＩｏＴを活用し高い生産性で機動的鋳造に資する新鋭造
型機の導入

商工組合中央金庫

6584 2738110315 愛媛県 有限会社森田精機 1500002006919
汎用性が高い最新マシニング機による効率性向上と独
自技術のデータベース化

阿波銀行

6585 2738110316 愛媛県 株式会社フジサキ 2500001006126
生産性向上に向けた最新型曲げ加工機の導入とデータ
ベースの構築

阿波銀行

6586 2738110317 愛媛県 山陽刷子株式会社 8500001004735
最新ハブラシ植毛機導入による付加価値及び増産体制
の構築

愛媛信用金庫

6587 2738110319 愛媛県 日本精密株式会社 1500001003066
高出力レーザ加工機の導入による外注依存体制から
の脱却と生産能力の充実

愛媛銀行

6588 2738110320 愛媛県 石本興産株式会社 3500001008047
日本ゴカイ養殖の再興計画及び青虫完全養殖への研
究

愛媛銀行

6589 2738110325 愛媛県 株式会社クリンペット・ジャパン 5500001009258
圧縮梱包技術による紙製品の輸送革新及び販売力の
強化

伊予銀行

6590 2738110326 愛媛県 有限会社高橋電機製作所 5500002016625
「ケーブルダクト製品」の高品質・短納期対応製造プロ
セスの構築

伊予銀行

6591 2738110328 愛媛県 株式会社アキ工業 5500001007278
多様化する製品バリエーションに対応するプラスチック
成型の生産ライン構築

愛媛信用金庫

6592 2738110330 愛媛県 新興工機株式会社 9500001002044
粉砕乾燥機の開発による木質ペレットプラント生産増能
力化

愛媛銀行

6593 2738110333 愛媛県 株式会社ジツタ 3500001002090 無人航空機の自動制御システムの開発と導入 伊予銀行

6594 2738110338 愛媛県 ハクビ化学株式会社 4500001014977
トイレットペーパー用ピックアップ糊の製造プロセス改善
による量産化計画

観音寺信用金庫

6595 2738110348 愛媛県 原印刷株式会社 1500001012174
商品及びカタログの同時封入と検査・梱包に関する事
業

広島銀行

6596 2739110002 高知県 株式会社プラス・メッド 5490001007750 透析シャント血管可視化用電子基板の開発 高知銀行

6597 2739110007 高知県 株式会社ソフィ 2490001005526
ＧＭＰによるβ－グルカンの製造管理とβ－グルカンを
通じた地域医療への貢献

四国銀行

6598 2739110009 高知県 株式会社第一コンサルタンツ 6490001000911
三次元測量システム導入による労働災害防止とＩＣＴ技
術の活用

四国銀行

6599 2739110010 高知県 有限会社タカシン水産 4490002005878
“高知からＴＰＰ主要国へ” 日本食を担う水産物輸出の
為の設備導入事業

高知銀行

6600 2739110012 高知県 四国スッピル工業有限会社 8490002011749
高精度切断機導入による加工プロセス改善と短納期・
低コスト対応の強化

高知銀行

6601 2739110014 高知県 株式会社四万十ドラマ 9490001005882 しまんと地栗６次化プロジェクト 高知銀行

6602 2739110017 高知県 株式会社泉井鐵工所 9490001006815
最新のＮＣ旋盤導入によるスラリーアイス製造装置用製
氷機の品質向上と量産化

高知銀行

6603 2739110018 高知県 株式会社先端システム技術研究所 1490001007936
高品質・高性能な新規組込ソフトプロトタイピング装置
の試作開発

高知銀行

6604 2739110022 高知県 有限会社川竹庭園 9490002012787
チッパー機械の導入による「バイオ炭」を活用した「ミニ
盆栽」の事業拡大

四国銀行

6605 2739110024 高知県 東洋精密機械株式会社 1120001005992
高精度機械の導入による革新的な生産方式への転換
と市場拡大

四国銀行

6606 2739110025 高知県 森国商店 　－
解凍設備導入による商品品質向上と商品ロス低減、安
定供給・小口多頻度納品の構築

南国市商工会

6607 2739110029 高知県 有限会社ニシモト 7490002003945
機械設備導入による菓子の生産体制強化と販路拡大
事業

四国銀行

6608 2739110032 高知県 たけまさ商店 　－
宗田節の伝統製法を守り一部工程の機械化による生
産性を増加させる事業

高知銀行

6609 2739110034 高知県 山本貴金属地金株式会社 3120001025691
３Ｄ光学スキャナーと３Ｄプリンターを用いたデジタル制
御による精密人工歯の作製技術確立

四国銀行

6610 2739110038 高知県 高知精工メッキ株式会社 9490001006170
発電所用ガスタービン点火ノズルの 加工効率化と量産
体制の確立

四国銀行

6611 2739110041 高知県 さくらベーカリー 　－
国産玄米を活用した、安心安全・健康志向パンの製造
販売事業

香美市商工会

6612 2739110043 高知県 株式会社スウィーツ 8490001006477
海外・土産物市場展開を目的とした生産能力増強と新
商品開発

南国市商工会

6613 2739110046 高知県 有限会社南酒造場 3490002012974
 新型「放冷機」の設備導入による 生産性と安全性の向

上
四国銀行

6614 2739110051 高知県 株式会社司食品 4490001001481
蒲鉾工場の「生産ライン効率化」と「品質管理強化」によ
る売上拡大と雇用促進

四国銀行
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6615 2739110052 高知県 株式会社カンキョー 6020001033041
多段回転フィルターを搭載したモバイル空気清浄機の
開発・生産・販売事業

四国銀行

6616 2739110056 高知県 オーエス鐵工株式会社 2490001005435
新型開先加工機導入による高能率高精度化への取り
組み

四国銀行

6617 2739110058 高知県 株式会社香心 3490001007942
高効率かつ高品質なユズ精油抽出装置の導入による
新市場の開拓

高知銀行

6618 2739110067 高知県 株式会社城西館 7490001001347
「旅館業界初！旅館版イールドマネジメントシステム」の
開発

刈谷敏久税理士事務所

6619 2739110069 高知県 株式会社カツラ・オプト・システムズ 1020001063943 青色レーザー半田溶着装置の開発・試作 横浜銀行

6620 2739110074 高知県 有限会社桑田山温泉 8490002010528
地域の高齢者に豊かな生活を提供する「温泉宅配サー
ビス」の開発

高知商工会議所

6621 2739110079 高知県 株式会社太陽 5490001000887
製造ライン自動化による省人、高精度化および生産性
の向上

四国銀行

6622 2739110081 高知県 株式会社ディーパース・ファクトリー 2490001006037 最新ミスト除去装置設置による生産性向上 伊予銀行

6623 2739110082 高知県 荒川電工株式会社 8490001000091
「トラフ型太陽熱集熱装置」の性能向上と原価低減のた
めの改良等による量産化計画

高知銀行

6624 2739110083 高知県 株式会社グラッツェミーレ 6490001004482
高知の旬を世界へ～県内一次産品を用いたレトルト製
品への挑戦～

四国銀行

6625 2739110085 高知県 えびす歯科・矯正歯科クリニック 　－
高速オートフォーカス機能搭載マイクロスコープ導入よ
る超精密歯内療法の提供

高知銀行

6626 2739110094 高知県 株式会社コア電子 3490001006523 製品の設計開発に要する期間の短縮と品質の向上 南国市商工会

6627 2739110099 高知県 株式会社トライ 1490001006962
アニメ市場でのｏｎｌｙ ｏｎｅ製品の製造工程改善による競
争力強化と同業他社との差別化

春野商工会

6628 2739110102 高知県 廣瀬製紙株式会社 6490001005464
高機能電池セパレータ製造に向けた抄紙装置の機能
強化、及び増速化

四国銀行

6629 2739110110 高知県 有限会社パッケージ高知 2490002011886
海外販路開拓支援サービスを付加したジッパー付パッ
ケージの製造

商工組合中央金庫

6630 2739110111 高知県 チカミミルテック株式会社 3490001001466
抗菌ナノ粒子液を用いた観賞魚に対する 各種菌感染
予防剤の開発

四国銀行

6631 2739110113 高知県 テクノヒロセ株式会社 1490001005394
コンクリート養生シートや車載用エアフィルターの新規
顧客獲得

四国銀行

6632 2739110115 高知県 有限会社上田電機 6490002007410
最新型高性能高所作業車を用いた 　革新的サービス
の提供

四国銀行

6633 2739110117 高知県 エフコン株式会社 2490001007415
一般産業向け多機能小型マスフローコントローラの開
発事業

四国銀行

6634 2739110119 高知県 有限会社土佐佐賀産直出荷組合 2490002008882
小型魚種調理用機械設備導入による生産性向上投資
事業

黒潮町商工会

6635 2739110126 高知県 大永造船株式会社 1490001000899
業界初！超高圧小型洗浄機による船舶の塗装・付着物
除去

特定非営利活動法人こうち
企業支援センター

6636 2739110127 高知県 株式会社丸昇農材 3490001005814
四国初！地元農家を活性化させる「ビニールハウス農
業コンサルティングサービス」の開発

高知商工会議所

6637 2739110130 高知県 有限会社野村煎豆加工店 4490002004070 ミレービスケット最新型横ピロー包装ラインの新設 四国銀行

6638 2740110003 福岡県 大商印刷株式会社 7290001014311 ＰＵＲ製本機導入による高品質冊子の生産体制の強化
税理士法人織田会計経理
センター

6639 2740110004 福岡県 龍宮株式会社 2290001055228
快適寝具パシーマ内需増と国内外ニーズに対応できる
織機等の導入

筑後信用金庫

6640 2740110005 福岡県 北九食品加工有限会社 1290802017063 地元特産の果物を和菓子で包む取組 西日本シティ銀行

6641 2740110006 福岡県 株式会社アステックペイントジャパン 3290001038792
今後の住宅塗り替え市場で中心となる万能型水性下塗
り材の開発と製造

朝日福岡税理士法人

6642 2740110007 福岡県 株式会社伸栄金属製作所 4290001001361
リピート品受注拡大の為のタレットパンチプレス等の導
入

髙栁和浩

6643 2740110008 福岡県 アスカコーポレーション株式会社 8290801014047 車載用ウエハめっき工程の自動搬送化 直方商工会議所

6644 2740110009 福岡県 株式会社鹿島技研 8290001046188 増産及び短納期対応のための新設備導入計画 福岡銀行

6645 2740110010 福岡県 株式会社ノガミ木工 5290001026242
自動多軸かんな盤（モルダ）の導入による加工工程の
効率化と競争力の確保

小林紀

6646 2740110012 福岡県 稲積合金株式会社 9290001048398
銅合金鋳物等の製造から精密部品の加工まで一貫し
た生産体制の確立

髙栁和浩

6647 2740110013 福岡県 株式会社大光研磨 8290801007042
高精度測定装置を組み込んだ研削盤の導入による航
空機産業向けエンドミルの生産性向上

鷹取正義

6648 2740110014 福岡県 株式会社森鐵工所 7290001049695
同時５軸加工・高精度多面加工マシニングセンタの導
入による国際競争力強化

髙栁和浩

6649 2740110016 福岡県 株式会社中島ターレット 8290801011151
半導体露光装置用レンズ保持台の高精度加工の実現
と競争力強化

北九州銀行
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6650 2740110017 福岡県 有限会社田島鉄工建設 4290002053591
短納期、高品質等多様なニーズに応える為の溶接ロ
ボット導入と、コア溶接技術の確立による業績向上

大牟田柳川信用金庫

6651 2740110020 福岡県 株式會社岡部鐵工所 7290001036272
大型ＣＮＣ旋盤導入によるコンベヤ用プーリ製作におけ
る生産性向上

市川智子

6652 2740110022 福岡県 中央モータース有限会社 1290002045740
スタッドレスタイヤ預かりサービスの拡大及び効率化に
よる収益力強化

飯塚信用金庫

6653 2740110023 福岡県 有限会社大牟田鉄骨 5290002056338
最新モデルの柱大組立２アーク溶接ロボット導入による
大型鉄骨生産性向上

大牟田柳川信用金庫

6654 2740110024 福岡県 つるた歯科医院 　－
ＣＡＤ／ＣＡＭとＣＴシステム導入による歯科治療の時間
短縮と高度治療サービスの実現

永松浩樹

6655 2740110026 福岡県 エクシード 　－
複合旋盤導入による部品製造工程集約・効率化・短納
期化・部品高精度化

商工組合中央金庫

6656 2740110027 福岡県 株式会社久留米鉄工 8290001048738
多関節溶接ロボット導入による、溶接加工プロセスの改
善

筑邦銀行

6657 2740110028 福岡県 有限会社水上製作所 3290002040252
Ｃ軸付マシニング導入によるクレーン用部品溝加工の
工数削減取組

西日本シティ銀行

6658 2740110029 福岡県 有限会社桑野研磨工業所 4290002043510
立形複合研削盤の導入による風力発電市場向け部品
の加工体制の確立

髙栁和浩

6659 2740110032 福岡県 ナサ工業株式会社 1290001038431
３次元ＣＡＤデータを活用した全自動板金曲げ加工シス
テムの構築

商工組合中央金庫

6660 2740110034 福岡県 有限会社宝 5290002044227
高性能レーザー加工システム導入による産業機械製造
等への対応力強化

濱野雅秀

6661 2740110035 福岡県 有限会社小川紙工 4290002043436 スピード社会に対応可能な短納期段ボール箱の製造 朝倉商工会議所

6662 2740110036 福岡県 ケインズ 　－
多様化するバイクのカスタムパーツの継続的な試作お
よび一貫生産体制の構築

福岡銀行

6663 2740110037 福岡県 株式会社マツオ 1290801015803
高速高精度マシニングセンタ導入によるＡＬ材の差別化
加工技術の確立と事業拡大

福岡銀行

6664 2740110039 福岡県 株式会社タック技研工業 2290801010258
直交３軸多機能型卓上マシン開発のための制御ソフト
ウェア導入

公益財団法人北九州産業
学術推進機構

6665 2740110042 福岡県 ＡＭ科学株式会社 4290001071925
加速度計を用いた画期的な動作分析フィードバックシス
テムの開発

志免町商工会

6666 2740110043 福岡県 計測検査株式会社 6290801009932
腐食損傷評価技術向上と多角化のための腐食促進試
験装置の導入

田口正章

6667 2740110044 福岡県 株式会社友口 6290801002508
抜本的な生産性向上を実現するＩｏＴを活用した食品包
装ラインの導入

北九州商工会議所

6668 2740110046 福岡県 株式会社博多三氣 3290001040195
福岡県特産品である「ラー麦」を１００％使用した製麺ラ
インの再構築

東京中央経営株式会社

6669 2740110047 福岡県 株式会社豊光社 2290801003385
試作回数半減を実現する為の、最新のＩＴを活用した革
新的生産プロセスの構築

商工組合中央金庫

6670 2740110049 福岡県 株式会社片山金型工作所 6290001040564
新鋭ワイヤー放電加工設備導入によるプレス部品打抜
順送り金型製造技術向上からの受注増への取組み

筑邦銀行

6671 2740110050 福岡県 有限会社鞍手鉄工所 9290802018946
立形複合ＮＣ旋盤導入によるリードタイム短縮と加工技
術の差別化による受注拡大

福岡ひびき信用金庫

6672 2740110052 福岡県 有限会社たかのフーズ 8290002030315
上流専科シリーズ・上流ご当地シリーズコロッケの商品
化・開発の為の設備導入

福岡商工会議所

6673 2740110053 福岡県 有限会社入江木工 9290002052993
無機質な病床空間に彩と楽しみを生み出すマグネット
吸着家具の開発

大川信用金庫

6674 2740110054 福岡県 株式会社ヤスナガ 9290001053282
ジャストインタイムに対応するＩｏＴ型自動金型交換ベン
ディングシステムの構築

筑邦銀行

6675 2740110055 福岡県 ドリーム工房 　－ 町を明るく！和紙でつくる耐水印刷エコ提灯 筑後信用金庫

6676 2740110056 福岡県 株式会社ブイ・エム・ピイ 4290001050540
放電加工機導入による医療機器関連市場向け高付加
価値金型の受注拡大

髙栁和宏

6677 2740110058 福岡県 エクセル有限会社 8290802020127 キー溝加工の精度向上とコスト削減 直方商工会議所

6678 2740110059 福岡県 株式会社フリント 2290801011231 次世代サーボモータ用シャフト製作事業計画 遠賀信用金庫

6679 2740110060 福岡県 大川精工株式会社 6290001052741
海苔の品質を向上させる「海苔加工用刃物」の「切刃」
の性能アップ

大川信用金庫

6680 2740110061 福岡県 有限会社山田屋茶舗 8290002055907
顧客ニーズに応じた茶葉提供方法を実施する為の設備
導入による業績向上

大牟田商工会議所

6681 2740110062 福岡県 高野木工株式会社 3290001047323
曲げ木による椅子の製造とダイニングセット市場への参
入

大川信用金庫

6682 2740110063 福岡県 有限会社大坪研磨商会 7290002053102
３次元加工用ワイヤーカット導入による新建材加工用
刃物への進出

大川信用金庫

6683 2740110064 福岡県 株式会社ニシキ金属 5260001005083
最新型レベラフィーダ導入による順送プレス工程の生
産プロセス革新

西日本シティ銀行

6684 2740110065 福岡県 株式会社ＩＮＧ鉄工所 7290001062186
タイヤ加硫機用周辺機器の部品加工の工程集約による
高精度・短納期化

福岡銀行
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6685 2740110066 福岡県 有限会社光島精研 1290002035139
高性能研削機と精密測定器導入による生産効率向上と
加工精度向上

株式会社ＶＩコンサルティン
グ

6686 2740110068 福岡県 株式会社久保鉄工 2290001047209
ユーザーの高品位・短納期化等に対応した最新モデル
の設備の導入

髙栁和浩

6687 2740110069 福岡県 株式会社天盃 5290001044112
独自技術と新設備による新商品開発・安定生産でシェ
ア拡大計画

筑前町商工会

6688 2740110071 福岡県 東洋ラミテック株式会社 6290001061370
無人運転可能な穴あけ加工機による革新的な建材加
工生産プロセスの構築

大川信用金庫

6689 2740110072 福岡県 西日本住機株式会社 9290001053035 最先端のＮＣ加工機による革新的高速生産体制の確立 大川信用金庫

6690 2740110073 福岡県 株式会社フォーバンド 8290801012892
最新高機能研削加工機導入による工程改善・高精度化
による生産性の向上

株式会社ＶＩコンサルティン
グ

6691 2740110074 福岡県 有限会社大牟田技工センター 2290002055045
３ＤＣＡＤ／ＣＡＭ冠作製機導入による歯科技工所の近
代化と業容拡大

大牟田柳川信用金庫

6692 2740110075 福岡県 大谷鉄工株式会社 7290801014072
大型装置工業機械部品の高精密切削加工における生
産性の向上

株式会社ＶＩコンサルティン
グ

6693 2740110076 福岡県 松野プレス工業株式会社 4290801014331
高精度サーボプレス機及び搬送用ロボット導入による
自動車部品の生産性向上

西日本シティ銀行

6694 2740110077 福岡県 株式会社イシバシ 4290801014059
大型ロボット溶接機導入による高付加価値製品の革新
的生産体制の確立

商工組合中央金庫

6695 2740110079 福岡県 株式会社しんこう 3290801001727 最新型の新規設備導入による製造ロスの削減 商工組合中央金庫

6696 2740110082 福岡県 有限会社ティース・ワールド 5290002027520
歯科技工技術と専用ソフト導入による歯科治療説明用
デジタルコンテンツの開発

永松浩樹

6697 2740110083 福岡県 株式会社ナベタ精工 4290001047660
５軸マシニングセンタの導入による生産性向上と新製品
開発

株式会社ＶＩコンサルティン
グ

6698 2740110084 福岡県 マルマツ産業株式会社 9290001045296
野菜加工の高品質並びに効率化のためのカット洗浄装
置の開発

柴田務

6699 2740110085 福岡県 有限会社ライジング 7290002050586
新システムの構築に合わせた機械導入による生産性の
向上と業容拡大

小林紀

6700 2740110087 福岡県 株式会社才田組 4290001025724
最新の乾式吹付工法の設備導入によるコンクリート構
造物補修・補強事業への進出

福岡銀行

6701 2740110088 福岡県 日本高速削孔株式会社 8020001074125
新型複合加工機導入での専用工具の高度化による高
精度加工の実現

公益財団法人川崎市産業
振興財団

6702 2740110089 福岡県 有限会社八重尾工芸 8290002054074
自動ボーリング・ダボ打ち機の導入による作業の効率
化と生産性の向上

小林紀

6703 2740110090 福岡県 有限会社ユージック 4290802019544 高品質・高硬度な肉盛溶接への取組み 福岡ひびき信用金庫

6704 2740110091 福岡県 東洋産業株式会社 2290801010332
地盤改良材の革新的低減技術を用いた高効率地盤改
良工法の開発

福岡ひびき信用金庫

6705 2740110092 福岡県 八祥産業株式会社 1290801003031
窒素ガス発生装置導入による高品質加工技術の確立
とコスト低減

西日本シティ銀行

6706 2740110093 福岡県 あかま歯科クリニック 　－
ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による金属アレルギー性に
対応した歯科治療サービスの実現

永松浩樹

6707 2740110094 福岡県 株式会社尾家興産 1290801015076
即時脱型加工用型枠増設による、フェンス基礎ブロック
のラインアップ拡大

西日本シティ銀行

6708 2740110095 福岡県 株式会社スキル 6290001046132
大型平面研削盤導入によるペットボトル成形金型一貫
製造体制の構築

飯塚信用金庫

6709 2740110096 福岡県 株式会社川口定鉄工所 9290001048555
マシニングセンタの導入によるアルミ鋳造から精密加工
までの一貫生産の実現

筑邦銀行

6710 2740110097 福岡県 株式会社新和製作所 1290001040759
マンション、公共施設等の建物向け金属製ドアの製造プ
ロセス強化に取組む

平川強

6711 2740110098 福岡県 株式会社ヨシズカシステムプロダクト 6290001056552
安全重視で軽量且つ低価格でデザイン的にも優れた車
椅子の開発

末吉幹久

6712 2740110099 福岡県 株式会社平山プレス工業所 8290001038516
次世代高速鉄道制御機器向け部品の精密マシニング
加工技術開発事業

肥後銀行

6713 2740110100 福岡県 株式会社久留米原種育成会 6290001048707 ココバッグを利用したキュウリの養液栽培システム構築 西日本シティ銀行

6714 2740110101 福岡県 豊前・宇部コンクリート工業株式会社 6290801015121
生産設備革新による高品質・低コストな生コンクリート生
産の実現

西日本シティ銀行

6715 2740110102 福岡県 有限会社宮城鉄工 9290802007593
最新モデルの複合加工機の導入による生産合理化及
び高付加価値部品受注対応

髙栁和浩

6716 2740110103 福岡県 有限会社ＩＣＳＳＡＫＡＢＥ 2170002007479
電気専用作図ソフト導入により電気回路作図の品質向
上・時間短縮し事業を拡大する

福岡ひびき信用金庫

6717 2740110104 福岡県 有限会社平岡モータース 2290802025437
門型洗車機導入によるプロセス改善と新サービス提供
による顧客価値創造

田川信用金庫

6718 2740110105 福岡県 株式会社九州工具製作所 7290801014114
最新型レーザーマーカ装置導入による、工程負荷低減
と商品価値の向上

直方商工会議所

6719 2740110107 福岡県 スペロ機械工業株式会社 6290801015245
超高圧プラント設備用特殊部品の製造分野への新規取
組

福岡銀行
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6720 2740110108 福岡県 株式会社アイエイシーアカデミー 7290001044606
革新的グローバル教育「Ｂｏｔｈバウンドサービス」の試
作開発

福岡商工会議所

6721 2740110111 福岡県 加茂歯科医院 　－
ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による短期集中型インプラン
ト治療サービスの実現

永松浩樹

6722 2740110113 福岡県 株式会社福岡養鰻 3290801003319
既存商品の量産化と新商品販売に向けた設備機械の
導入

商工組合中央金庫

6723 2740110114 福岡県 クレアプランニング株式会社 6290001040894
最新加工機導入による別注家具の生産性向上とリード
タイム短縮

筑邦銀行

6724 2740110116 福岡県 株式会社田名部製作所 9290001053027
最新サーボプレス機導入によるプレス難加工品試作開
発

松原竹田税理士法人

6725 2740110119 福岡県 株式会社モリサキ 9290001049693
最新型レーザー加工機導入による生産性の向上と新た
な需要創出

筑邦銀行

6726 2740110120 福岡県 高村工業株式会社 9080101004149
部品溶接部のスラグ除去による電着塗装の更なる耐食
性の向上

静岡銀行

6727 2740110123 福岡県 和田合金株式会社 9290801004030
産業用機械向け大型摺動ライナーの短納期化と生産性
の向上による受注拡大

商工組合中央金庫

6728 2740110124 福岡県 白水歯科医院 　－
歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による革新的な地域歯科治療
サービスの展開

永松浩樹

6729 2740110127 福岡県 株式会社サカイ 7290001003132
ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを活用した生産プロセス革新によ
るオリジナルパネル製作

福岡銀行

6730 2740110128 福岡県 株式会社直方歯車製作所 6290801014271
かさ歯車製造工程集約化によるリードタイム短縮と高精
密加工の実現

福岡ひびき信用金庫

6731 2740110130 福岡県 有限会社シンサリティー・サービス 4290002028305 手づくり調味料の上市と海外販売による業績向上 福岡銀行

6732 2740110133 福岡県 株式会社エターナルプレイス 5120002058037 癒しと美を提供するホテルインショップ型サロンの開発
株式会社コンサルティン
グ・ネットワーク

6733 2740110134 福岡県 株式会社ゴク・デン 8290001013130
画像寸法測定器導入による精密部品の品質向上およ
び生産性向上

廣門和久

6734 2740110137 福岡県 サンヨー工機株式会社 3290801016345
最新型複合加工機導入による金属部品切削加工にお
ける生産性向上

株式会社ＶＩコンサルティン
グ

6735 2740110138 福岡県 有限会社田中蒲鉾店 9290002053604
農林水産大臣賞受賞の味と食感を再現する職人技術
を活用した、安全でヘルシーな水産練物製品の開発

大牟田柳川信用金庫

6736 2740110139 福岡県 株式会社ミツノブ 1290001047523 変化織りで作る和モダンインテリアへの試作開発 福岡銀行

6737 2740110141 福岡県 テック精密株式会社 3290801011668
半導体向け高精密金型加工における最新放電加工機
導入による生産性の向上

株式会社ＶＩコンサルティン
グ

6738 2740110143 福岡県 井上精機 　－ 車載用コネクタ金型の新規受注獲得について 福岡ひびき信用金庫

6739 2740110145 福岡県 クロダルマクロージング株式会社 1290001045106
日本製ワーキングウェアの小ロット・別注品・短納期対
応の実現

株式会社エイチ・エーエル

6740 2740110146 福岡県 福岡県醤油醸造協同組合 5290005006629 オーダーメイド・ソルト減塩醤油の製造システムの構築 商工組合中央金庫

6741 2740110148 福岡県 共栄精機株式会社 4290801012129
旋削とミーリングの融合した複合加工機の導入による
生産性の向上

福岡ひびき信用金庫

6742 2740110151 福岡県 株式会社富士エコ研究開発 9290001021891
牡蠣養殖イカダの耐久性と組立作業性向上による養殖
業者の負担軽減の実現

松尾勇二

6743 2740110152 福岡県 株式会社ニッパ 5250001004763
加工精度の向上による住宅内装用部材の内製化の促
進

飯塚市商工会

6744 2740110153 福岡県 くまや蒲鉾株式会社 5290001057312 生魚の風味にこだわった水産練り製品（揚げ物）の開発 古賀市商工会

6745 2740110156 福岡県 株式会社ブラテック 1290801011653
スポーツ選手向けコンディションチェックアプリサービス
の構築

公益財団法人北九州産業
学術推進機構

6746 2740110157 福岡県 株式会社タケシタ 7290001053342
スマート化したＣＮＣシステム搭載の最新マシニングセ
ンタ導入による生産プロセス改善事業

福岡銀行

6747 2740110158 福岡県 株式会社加工センター 4290001045425
鉄筋自動曲装置の導入による超高層建築物、耐震・免
震需要、ＰＣ工法等への新展開

若杉拓弥

6748 2740110159 福岡県 株式会社野田市松 4290001053122
ＩｏＴを用いたネットワーク構築による生産性の向上と競
争力の確保

小林紀

6749 2740110161 福岡県 株式会社ブルーリング 8290801020747
医療用Ｗｉ－Ｆｉバイタルユニットの開発及び脈拍・呼吸
分析システムの構築

福岡ひびき信用金庫

6750 2740110163 福岡県 株式会社ニシテイ 2290801010415
高調波抑制フィルタ技術の成熟及び、顧客対応の即時
性向上・売上拡大を目指す

福岡銀行

6751 2740110167 福岡県 三洋金属有限会社 8290802014145
曲げ加工用プレスブレーキの導入による作業の高付加
価値化及び省力化

髙栁和浩

6752 2740110169 福岡県 株式会社国際海洋開発 6290801012903
小型高精度測深機導入による小規模水底面測量サー
ビス事業の創出

公益財団法人北九州産業
学術推進機構

6753 2740110172 福岡県 有限会社七條プラスチックス 7290002036478
樹脂専用レーザー加工機導入による生産性向上と受注
機会拡大の計画

志免町商工会

6754 2740110174 福岡県 古賀清木工株式会社 5290001052841
木質パネルの縁貼り工程の生産性向上による品質維
持とコスト削減

佐賀銀行
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6755 2740110177 福岡県 有限会社川島鉄工所 7290002054612
歯車自動加工ライン導入による２４時間生産体制構築
と新市場への挑戦

佐賀銀行

6756 2740110182 福岡県 三和金属株式会社 1290801012214 パイプベンダー導入による溶接レス駐輪ラック量産化 商工組合中央金庫

6757 2740110183 福岡県 佐藤精機 　－ 切削加工における品質向上、短納期化の実現 福岡ひびき信用金庫

6758 2740110185 福岡県 株式会社岡崎製作所 8290801018329
低燃費エンジン金型製作等に向けた「放電加工レス工
法（オリジナル工法）」の生産性向上

北九州銀行

6759 2740110186 福岡県 九星飲料工業株式会社 7290001033229
簡易型におい判別システム導入による官能評価の定量
化

橋本千代次

6760 2740110190 福岡県 株式会社大川単板産業 6290001054465
最近の住宅壁面規格に適した長さやデザイン性を持つ
不燃ボードの開発

大川信用金庫

6761 2740110193 福岡県 株式会社勝山工作所 4290801012104 高機能住宅部品の高精度・高能率生産プロセスの構築 商工組合中央金庫

6762 2740110194 福岡県 有限会社フィールドテック 9290002049899
新製造プロセスの構築による精密加工技術の高度化と
生産性の向上

筑後信用金庫

6763 2740110198 福岡県 谷口精工 　－
タイヤ製造装置向け精密バルブ部品の工程改善による
生産性向上

福岡銀行

6764 2740110199 福岡県 株式会社日研稲吉 3290801014935
海外向け紙おむつ製造装置の部品製造における高度
生産性向上への取り組み

福岡ひびき信用金庫

6765 2740110200 福岡県 有限会社大石工業 3290002055011
最新型シャーリングマシン導入による外注製造の内製
化と顧客ニーズへの対応

大牟田商工会議所

6766 2740110201 福岡県 株式会社グリーン・リボーン 7290001061493
国産スギ磨丸太使用の木造建築軸組剛接架構と専用
接合金物の研究開発及び事業化

福岡銀行

6767 2740110203 福岡県 若波酒造合名会社 7290003003171
原料処理工程の改善による海外向けオーダーメイド日
本酒の開発事業

大川信用金庫

6768 2740110205 福岡県 株式会社富士精工 8290801013024
高機能ＣＮＣ旋盤導入による精密小型樹脂部品の量産
体制の確立

商工組合中央金庫

6769 2740110206 福岡県 大福商事株式会社 7290001053937
和菓子の生産拡大・海外展開に向けた新型包餡機、ミ
キサー、および器具洗浄機の導入

大牟田商工会議所

6770 2740110208 福岡県 九州エンジニアリング株式会社 3290001044378
ワイヤーカット工程導入による加工精度の向上と短納
期対応力の強化

株式会社富士経営

6771 2740110210 福岡県 株式会社岡田鋼材 2290801012089 最新プラズマ加工機導入による受注生産体制の合理化 福岡ひびき信用金庫

6772 2740110212 福岡県 よしみ工産株式会社 5290801003903
全自動無線綴機導入による新サービスの展開と商圏の
拡大

福岡ひびき信用金庫

6773 2740110215 福岡県 有限会社白川精機 6290002046247
精密加工技術が求められる金型、医療機器部品の生
産プロセス改善

福岡中央銀行

6774 2740110216 福岡県 株式会社サンテック 9290801007000
即脱式セメント用型枠の増産対応に向けた生産性向上
への取組み

西日本シティ銀行

6775 2740110217 福岡県 日米ゴム株式会社 2290001049353
ブリスタ破壊を生じない高圧水素シールゴム製造のた
めの真空プレス機導入

筑邦銀行

6776 2740110220 福岡県 株式会社喜多屋 7290001047179
世界が認めた醸造・バイオ技術を活用した発泡性酒類
の開発

商工組合中央金庫

6777 2740110225 福岡県 株式会社堤鉄構 8290001047368
鉄骨柱の大組立溶接ロボットシステム導入による生産
性の向上

株式会社ＶＩコンサルティン
グ

6778 2740110226 福岡県 協和内燃機工業株式会社 5290801005214
肥料用ブリケットマシン成形ロールの加工法の試作・開
発

福岡ひびき信用金庫

6779 2740110227 福岡県 マチダカッター工事 　－
汚泥処理場の整備により差別化を図るビジネスモデル
の改革

あさくら税理士法人

6780 2740110228 福岡県 株式会社イリュージョン 7290001025762
漬物調味液新プラント導入による高付加価値化、及び
生産性向上による利益向上事業

福岡商工会議所

6781 2740110230 福岡県 株式会社アビオス 9290001002859
生産から販売まで一気通貫の有機農業全国展開サ
ポートシステムの構築

福岡銀行

6782 2740110231 福岡県 アンネル株式会社 6290801016763
多様化する顧客ニーズに対応するふとん製造工程の変
革

西日本シティ銀行

6783 2740110232 福岡県 有限会社九州精密 8290802019953
ＨＶ車用モーター製造装置の金型部品製造における超
精密加工と検査プロセス改善

福岡ひびき信用金庫

6784 2740110233 福岡県 株式会社フクネツ 6290001038567
高周波焼入の専用熱処理設備による国産高品質搬送
部品の供給計画

福岡銀行

6785 2740110234 福岡県
アサプラントエンジニアリング株式会
社

3290001043933
品質向上と短納期を実現する焼付塗装工程導入による
大型物件対応力の強化

株式会社富士経営

6786 2740110235 福岡県 小林印刷株式会社 9290001038234
オンデマンド印刷を活用した外国人観光客向けの日本
文化発信事業

福岡銀行

6787 2740110237 福岡県 九建印刷株式会社 1290001012717
印刷工程の短縮と環境配慮の要求をともに満たす生産
プロセス構築の実現

西日本シティ銀行

6788 2740110238 福岡県 株式会社若山食品 9290801015151
オリジナル製品「おかず漬物」の製造ライン効率化によ
る生産量拡大

米倉博彦

6789 2740110239 福岡県 川北機械株式会社 1290801021693
新型ＮＣ旋盤導入による航空機部品等の新製品・新技
術対応への展開

福岡ひびき信用金庫
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6790 2740110240 福岡県 株式会社リュウキ 6290801011681
小規模舗装道路の修繕工事を低予算で行える革新的
サービスの開発

福岡ひびき信用金庫

6791 2740110241 福岡県 株式会社乗富鉄工所 6290001053129
最新モデル５面加工マシニングセンタ導入による高生
産性プロセスの確立

大牟田柳川信用金庫

6792 2740110244 福岡県 ダイワインクス株式会社 2290001049097 最新印刷機導入による高品質印刷物の販路拡大事業 久留米商工会議所

6793 2740110248 福岡県 マルソー産業株式会社 3290801005711
プラスチック製ハンガーの生産効率向上と物流コスト削
減の為のハンガー受取・箱詰め装置の開発導入

税理士法人かさい会計

6794 2740110250 福岡県 株式会社アクタ 1290001011289
最新自動搬送車導入による顧客ニーズへの対応（多品
種小ロット）

商工組合中央金庫

6795 2740110252 福岡県 有限会社北九州カーボン印刷 2290802001751
短納期・多品種小ロット生産向き印刷物アイテム生産体
制の構築

西日本シティ銀行

6796 2740110254 福岡県 ミフチ印刷紙器有限会社 3290002050128 農業市場開拓の為の高速自動製袋機導入 筑邦銀行

6797 2740110255 福岡県 有限会社岡田工業所 2290002036136
ＮＣ加工機導入による鋳造用木型製造の精度及び作業
効率の向上

飯塚信用金庫

6798 2740110258 福岡県 株式会社メディカルフーズみのりや 7290001069909
健康食・治療食宅配弁当製造用厨房設備の増強と商
圏拡大に向けた自社ブランドの確立

大牟田柳川信用金庫

6799 2740110259 福岡県 株式会社Ｈ．Ｉ．クラフト 1290801021660
建築鉄骨専用設計３Ｄ－ＣＡＤソフト導入による図面精
度向上及び製図作業効率化事業

福岡銀行

6800 2740110260 福岡県 九州鉄道機器製造株式会社 2290801005258
鉄道レール用分岐器部品の多品種・小ロット対応加工
技術の開発

公益財団法人北九州産業
学術推進機構

6801 2740110263 福岡県 戸畑鉄工株式会社 8290801002654
鋳造方案シミュレーションを活用した自動車部品製造の
品質向上と納期短縮化

商工組合中央金庫

6802 2740110267 福岡県 エジソン熱処理株式会社 7130001034093 環境に優しい量産型エアーブラスト装置の自動化 福岡銀行

6803 2740110270 福岡県 アトラス化成株式会社 5290001036299
ヘルスケア市場向けナノ・クラスター・バブル発生装置
の開発

ザグ・インスティチュート有
限会社

6804 2740110272 福岡県 有限会社栄和製作所 5290002000015 溶接工程の削減に伴う薄板歪レス筐体の確立 西日本シティ銀行

6805 2740110277 福岡県 株式会社田中信鉄工所 6290801014197
設備導入にあたり製品成形の技術力強化と生産性プロ
セスの改善

福岡ひびき信用金庫

6806 2740110278 福岡県 株式会社レプロード 5290001059572 ３Ｄプリンターを活用した補修等の新規提案方法の開発 熊本第一信用金庫

6807 2740110280 福岡県 フクハン株式会社 1290001014218
工場環境を一新する事により生産性向上やコスト削減
と品質向上を目的とした計画

商工組合中央金庫

6808 2740110281 福岡県 古賀家具工業株式会社 6290001052840
災害対策機能を標準仕様としたモダンデザイン別注家
具の製造と販売

髙木秀輝

6809 2740110282 福岡県 株式会社正信 4290001016797
産業用電気機械向けブスバーへの電気錫めっき加工
の生産力強化

商工組合中央金庫

6810 2740110284 福岡県 新興産業株式会社 1290001003253
ＩｏＴ押出機導入によるプラスチックリサイクルの生産性
向上および省コスト化の実現

福岡銀行

6811 2740110286 福岡県 株式会社プロセス井口 7290002054604 独自基幹技術によるステージの開発 大川信用金庫

6812 2740110287 福岡県 株式会社ＳＡＳシュガー動物病院 8290001052112
デジタルレントゲン撮影システム導入によるペット診療
サービスの高度化

ザグ・インスティチュート有
限会社

6813 2740110288 福岡県 株式会社エフティミズマ 5290001053501
高精度を可能にするＮＣ研削盤導入による生産体制の
構築

大川信用金庫

6814 2740110289 福岡県 株式会社天野商店 8290001043920
地元銘柄鶏提供のための最新液体凍結装置を含む量
産生産性向上システム

商工組合中央金庫

6815 2740110290 福岡県 株式会社ウインドファーム 3290801011247
異物検査装置の導入による品質向上、納期短縮および
商品多様化に伴う生産性向上

水巻町商工会

6816 2740110291 福岡県 株式会社タナカ鋼建工業 7290001047344
自動溶接ロボット導入による加工能力と品質の向上、
短納期化の実現

筑邦銀行

6817 2740110292 福岡県 株式会社低温技術研究所 5290001031473 超低温磁気冷凍機の開発 福岡銀行

6818 2740110295 福岡県 有限会社ひさや 4290002036893
多段階温度管理による生酒の品質管理と熟成方法の
構築

志免町商工会

6819 2740110297 福岡県 有限会社釜﨑ファインツール 5290002035069
大型プラスチック金型対応マシニング導入による内製化
及び生産性向上

髙栁和浩

6820 2740110299 福岡県 松谷海苔株式会社 1140001014182
競争力強化を目的とした焼のり製造で効率的な併用機
械の開発

商工組合中央金庫

6821 2740110300 福岡県 八女紙工有限会社 4290002047701
最新モデル「自動平盤打抜機」導入による高度生産性
向上と小ロット対応力の強化

永松浩樹

6822 2740110303 福岡県 ミズマカッター株式会社 4290001061364
他社との差別化の強化に向けた事業工程の改善による
競争力の向上

福岡銀行

6823 2740110304 福岡県 株式会社八ちゃん堂 2290001053140
商品の利便性を一新する包装技術の確立と生産性向
上

西日本シティ銀行

6824 2740110305 福岡県 エムファイン有限会社 7290802017909
超硬合金・硬脆材製品を切削加工に置き換え、大幅な
加工時間短縮を目指す

福岡ひびき信用金庫
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6825 2740110307 福岡県 長谷川化成有限会社 5290802021350
電子デバイス向け精密樹脂成形技術の高度化及び生
産性の向上

福岡銀行

6826 2740110309 福岡県 大浦工業株式会社 7290801011350 新たな塗装乾燥炉導入による塗装生産性の改善 西日本シティ銀行

6827 2740110313 福岡県 株式会社杜の蔵 1290001049825
パストライザー導入による日本酒の「品質改善」と「小
ロット化」への対応

久留米南部商工会

6828 2740110314 福岡県 株式会社矢野特殊自動車 7290001036685
航空産業向け車輌の需要増加に対応するための生産
力の強化

商工組合中央金庫

6829 2740110316 福岡県 株式会社海千 1290001036955
自動計量・充填システム導入による独自開発「乾熟明
太」の安定供給の実現

永松浩樹

6830 2740110317 福岡県 株式会社松永製作所 1290001019506
新型・立型マシニングセンタの導入による自動省力化機
械製造の短納期化・競争力強化事業

佐賀銀行

6831 2740110318 福岡県 有限会社平田鉄工所 7290802020549
最新３軸＋２軸の高速加工機を導入し複雑形状金型の
高精度化・生産性向上で受注拡大を図る

福岡銀行

6832 2740110319 福岡県 株式会社熊谷ゴム工業 1290002044008
最新真空プレス機導入による「家畜体温監視システム」
用ゴム製品の製造技術の高度化

田主丸町商工会

6833 2740110320 福岡県 九州ナカミチ株式会社 2290001050765
チップシュレッダー導入による孟宗竹粉末を使った高有
機種菌の開発

永松浩樹

6834 2740110321 福岡県 株式会社イハラ製作所 4290001036267
最新横形マシニングセンタ導入による自動車関連産業
分野への新規参入

古賀市商工会

6835 2740110322 福岡県 有限会社マルヨ 2290802021353
地熱発電掘削用の孔明管のスリット加工における短納
期化と品質向上

福岡ひびき信用金庫

6836 2740110323 福岡県 株式会社暁プラント 9290001044298
新規脱水機導入による、一般廃棄物処理施設の低コス
ト化

商工組合中央金庫

6837 2740110324 福岡県 クラテ樹脂工業有限会社 5290802020765
硬質樹脂素材への対応と高精度加工により新展開する
義肢義足製造事業

福岡ひびき信用金庫

6838 2740110326 福岡県 株式会社御井ゴム 8290002050098
女性・高齢者の活躍！労働環境改善で生産性アップ事
業

筑後信用金庫

6839 2740110330 福岡県 株式会社筑紫野物産研究所 6290001040936 動物油脂の溶解及び分離工程高効率化技術の開発 商工組合中央金庫

6840 2740110331 福岡県 田代パン有限会社 6290802020384
製パン機器の導入による製造プロセスの刷新と米粉パ
ン製造・販売事業

株式会社ＶＩコンサルティン
グ

6841 2740110335 福岡県 有限会社花田工作所 3290802016699
みえる化で新製造プロセス構築と最新モデルを用い
リードタイム短縮する

遠賀信用金庫

6842 2740110336 福岡県 株式会社富士建 7290001016357
高精度・短納期が求められる杭打機パーツの生産体制
確立

株式会社エフアンドエム

6843 2740110337 福岡県 株式会社シノハラ製作所 1290801005382 ３Ｄターニングマシン導入による曲線加工工程の高度化 商工組合中央金庫

6844 2740110340 福岡県 板井築炉株式会社 6290801000239
ＩｏＴ社会の到来に貢献する窒化アルミニウムの超精密
表面仕上げ加工技術開発事業

税理士法人統合経営シス
テムパートナー

6845 2740110341 福岡県 株式会社ワンズコーポレーション 1290001054627 屋外用家具開発・販売事業 大川信用金庫

6846 2740110342 福岡県 株式会社しんわ食品 7290001025060 生産工程改革による“生もの”食品の迅速な提供 東京中央経営株式会社

6847 2740110343 福岡県 有限会社隈木工所 2290002053239
最新式のＣＮＣプロセシングセンター導入による床頭台
の量産体制の確立

大川信用金庫

6848 2740110344 福岡県 株式会社オーレック 9290001047152
海外での競争力拡充に向けた高度な切削・検査・増産
システムの構築

武石誠司

6849 2740110345 福岡県 ダイヤモンド秀巧社印刷株式会社 5290001003456
金融市場における独自の印刷物インターネット受注の
仕組みの構築

西日本シティ銀行

6850 2740110347 福岡県 株式会社ピラミッド 1290001049486
織機更新とＩｏＴ活用による見える化で、グローバル価格
を実現

福岡銀行

6851 2740110348 福岡県 前田建具製作所 　－
切削機械導入による当社独自の「立体組子」の品質向
上と低価格化

大川信用金庫

6852 2740110356 福岡県 有限会社柳川商事 8290002054082
新型廃プラ油化装置の開発と非常用発電機との防災
ネットワーク連携事業

西日本シティ銀行

6853 2740110357 福岡県 株式会社華鳳 8290001039893
ナノサイズ気泡発生とナノレベルの人工ブラウン振動の
複合により、畜産環境を改善する活水装置の開発

西日本シティ銀行

6854 2740110358 福岡県 むらやま歯科医院 　－
目視の２０倍の解像度で歯の治療を行うマイクロスコー
プの導入

株式会社ＶＩコンサルティン
グ

6855 2740110359 福岡県 オーエーセンター株式会社 5290801000504
チョコレート製造設備導入による地域の魅力に特化した
お土産品作り事業

公益財団法人北九州産業
学術推進機構

6856 2740110360 福岡県 ａｅ Ｔｈｅ Ｓｏｕｎｄｓ Ｃｏｍｐａｎｙ 　－
ＣＡＥ、ＣＴ技術を活用した遮音・つけ心地が良い安眠用
耳栓の試作・開発

古賀市商工会

6857 2740110361 福岡県 有限会社後藤精機 9290802022857
３次元複雑形状を持つネットシェイプ加工用金型並びに
検査治具の切削加工技術高度化事業

松本健司

6858 2740110362 福岡県 林龍平酒造場 　－
小瓶対応洗瓶機の導入による工程刷新と採算性改善
で競争力強化

みやこ町商工会

6859 2740110363 福岡県 有限会社アート化成工業 9290002038539
ＣＮＣ工作機械導入により、プラスチック精密加工の生
産性向上を図る事業

熊本銀行
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6860 2740110368 福岡県 リョーユウ工業株式会社 5290001038683
装飾金物向けＶカット金型付複合加工機導入による生
産性・コスト競争力の強化

福岡銀行

6861 2740110369 福岡県 株式会社フクト 7290001010153 公開実力テスト会顧客サービスＷＥＢシステムの導入 田中哲

6862 2740110371 福岡県 株式会社日正化工 4290001003705
切削加工の高度化で挑戦する、需要高まる養殖事業向
け水槽装置の新展開

商工組合中央金庫

6863 2740110372 福岡県 吉塚精機株式会社 2290001020231
パレットチエンジャ付横形マシニングセンター導入によ
る段取りレスでの生産性向上への取組み

末吉幹久

6864 2740110373 福岡県 株式会社是永商会 2290801001380 新型切断システムの導入による新規分野開拓 小倉中央税理士法人

6865 2740110376 福岡県 株式会社ケアリング 2290001020974
「すたすた歩く」ための改善プログラムとその見える化シ
ステム

佐賀銀行

6866 2740110377 福岡県 有限会社ウエキモールド 9290802020737
最新高精度横型マシニングセンターを導入し新型製作
と育成業務の分離による生産性向上

福岡銀行

6867 2740110378 福岡県 株式会社ＳＰＡＣＥ２０２０ 1010401010026
電源・制御通信ケーブルを不要にする電動式移動棚の
試作品開発

梅元昭宏

6868 2740110379 福岡県 石丸機械工業株式会社 4290001002632
海外向け鋳物堰折油圧機械の羽根部品製造の生産プ
ロセス改善の取り組み

福岡銀行

6869 2740110380 福岡県 木村鉄工所 　－
アジア向け紙オムツ製造装置の大型シャフト加工内製
化による量産体制の構築

志免町商工会

6870 2740110381 福岡県 株式会社キャスティングナイン 6290001019286
３Ｄプリンター等（直轄化）による効率生産及び付加価
値向上と新商品開発

西日本シティ銀行

6871 2740110384 福岡県 幸和電機株式会社 7290001013098
全自動両端圧着機導入による生産力の増強と競争力
の強化

福岡商工会議所

6872 2740110386 福岡県 村田木型製作所 　－
デジタルツールによる木型製造の低コスト・品質向上、
サービスの多様化

遠賀信用金庫

6873 2740110389 福岡県 ふるいち歯科クリニック 　－
ＣＴとＣＡＤＣＡＭ連動による安心安全迅速な歯科インプ
ラント治療の実現

福岡ひびき信用金庫

6874 2740110390 福岡県 株式会社重松印刷 6290001001384
ＰＯＤによる製作のクラウド化と店舗来店の促進及び女
性活躍社会の推進

福岡銀行

6875 2740110392 福岡県 渡辺製材所 　－
製材の製造工程を複合化し生産性の向上と商材の付
加価値強化を図る

広川町商工会

6876 2740110393 福岡県 河野食品株式会社 5290001052833
最新機器の導入による高菜漬製品の生産性向上と新
商品の開発による販路拡大

みやま市商工会

6877 2740110394 福岡県 有限会社飯野鉄工所 4290802020106
新設備の導入による加工効率向上と作業員の労働負
荷を減少する取組み

直方商工会議所

6878 2740110398 福岡県 株式会社天田 4290001049797
自動溶接機導入によるステンレス管溶接の納期短縮と
品質向上の実現

株式会社ＶＩコンサルティン
グ

6879 2740110400 福岡県 有限会社メイク 6290002037551
利用者ニーズに沿った幼児向けトイレブース（扉）の試
作開発

西日本シティ銀行

6880 2740110404 福岡県 株式会社レーザマックス九州 1290801018673
革新的な生産性、納期、品質を実現する精密板金加工
品の生産体制の構築

北九州商工会議所

6881 2740110405 福岡県 協文社印刷株式会社 3290001000174 農産物個人生産者を対象にした販促物作成支援事業 筑邦銀行

6882 2740110407 福岡県 株式会社花畠自動車整備工場 2290001051689
テレマティクスを活用した車両メンテナンス管理システ
ムの開発

久留米商工会議所

6883 2740110410 福岡県 株式会社ミキヤ 8290001004856
次世代型キッチンスタジオ装置投入による和食題材Ｃ
Ｍ制作・販売の高付加価値化

福岡信用金庫

6884 2740110411 福岡県 一宮工業株式会社 7290001037163
高効率・高精度バンドソーの導入による生産体制の強
化

商工組合中央金庫

6885 2740110417 福岡県 有限会社江島木工 3290002053048 ダボ打機械導入生産性向上化プロジェクト 大川信用金庫

6886 2740110419 福岡県 有限会社大浦社寺建築社 1290002038843
社寺建築技術を活用した木造日本家屋の耐震改修工
事への新展開

福岡中央銀行

6887 2740110421 福岡県 株式会社丸和技研 8290801014344
使用済み切削工具の破砕粒を用いた粒子分散複合材
料の開発

税理士法人セントラル会計
事務所

6888 2740110433 福岡県 有限会社小野サイディング 8290802017809
最新設備の導入による、外壁コーナー部材の生産性向
上

北九州商工会議所

6889 2740110437 福岡県 オーエステクノス株式会社 4290801019280
真空包装機部品のステンレス切削における加工精度＆
生産性向上

福岡中央銀行

6890 2740110440 福岡県 ワタリ印刷 　－
小ロット冊子印刷に対応する設備の導入による新規顧
客の獲得と短納期化

西岡隆

6891 2740110444 福岡県 松尾産業株式会社 8290001054067 防犯ゲートを必要としないタグの開発 西日本シティ銀行

6892 2740110446 福岡県 アップフィールド 　－
地元産品を活用したスイーツによる地域特産品開発事
業

鞍手町商工会

6893 2740110447 福岡県 株式会社酒見糧穀 4290001050532
無洗米生産プロセスの改善と新バイオマス燃料供給
サービスの展開

筑後信用金庫

6894 2740110462 福岡県 株式会社ワンダーイヤーズ 1290001033944
最新技術を活用した最適な水泳指導を可能とするサー
ビスの構築

福岡商工会議所
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6895 2740110466 福岡県 三好工産株式会社 5290001041605
自動送りバンドソーシステムの導入による生産体制の
効率化

北九州銀行

6896 2740110472 福岡県 大川歯科医院 　－
歯科診療動画配信システムを用いた革新的歯科訪問
診療

大牟田柳川信用金庫

6897 2740110485 福岡県 九州アコン株式会社 1290001044438
地場産木材を利用した吸音用壁材の製造と、不燃用吸
音壁材の開発

福岡銀行

6898 2740110489 福岡県 株式会社ウイン・トレーディング 7120101034606
需要が高まる国産カット野菜の量産化へ向けた高度生
産性向上の取り組み

永松浩樹

6899 2740110490 福岡県 九州日本高圧電気株式会社 3290001050566
最新式射出成形機及び高精度測定器導入による樹脂
部品の高品質化、低コスト化の実現

大刀洗町商工会

6900 2740110495 福岡県 株式会社小堀製作所 9290001069881
コンピュータ数値制御（ＣＮＣ）パイプ切断機導入による
業務自動化と業務継承の軽減

西岡隆

6901 2740110499 福岡県 有限会社福岡木型工作所 9290002036971
鉄鋼用マシニング導入による同業者との差別化、高品
質化への取組み

佐賀銀行

6902 2740110501 福岡県 株式会社丸信 5290001049615
最新オンデマンド印刷機及び自動組版ソフト導入での
オリジナルＤＭ作成による小規模事業者の販促支援

久留米商工会議所

6903 2740110502 福岡県 株式会社名島鉄工所 1290801022428 成型機スクリューのネジ加工内製化の取組 永松浩樹

6904 2740110504 福岡県 有限会社エコアシスト 5290002052469
リサイクル化におけるＲＰＦ（固形燃料材）製造ラインの
高度生産性向上の実現

永松浩樹

6905 2740110511 福岡県 シキファニチア株式会社 7290001044069
デザイン設備導入による「シルバーエイジのためのオ
シャレ椅子」の開発

西日本シティ銀行

6906 2740110518 福岡県 渕上鉄工所 　－
海外向け水処理プラント用部品加工における生産性向
上への取り組み

飯塚信用金庫

6907 2740110519 福岡県 株式会社博多の味本舗 4290001065308 子供向け「安心・安全な野菜出汁」の開発と販路開拓 福岡銀行

6908 2740110529 福岡県 株式会社アヤボセンタン研 3180301017251
高精密ＣＮＣ工具研削盤を用いた次世代自動車エンジ
ン燃料噴射部品の高精度化・加工コスト削減を実現す
るフォーミング工具の試作開発

村瀬悟

6909 2740110530 福岡県 株式会社荒木鉄工所 7290001052600
金属コイル巻取り装置加工における、製造プロセス改
善による生産性向上

筑邦銀行

6910 2740110534 福岡県 株式会社帝国カンパニー 2290001039890
カウンセリング型、小ロット対応のブランド麺づくりサー
ビス

Ｇ．Ｓ．ブレインズ税理士法
人

6911 2740110537 福岡県 有限会社左衛門 8290002010853
「和生菓子」の高効率生産と新規顧客ニーズ対応に向
けた設備導入

篠原・植田税理士法人

6912 2740110538 福岡県 ナレッジライフ株式会社 8290001051436
食品残さのリサイクル化おける「アンモニアガス」を活用
した堆肥生産ラインの構築

永松浩樹

6913 2740110549 福岡県 株式会社九州電化 3290001017788
新排水リサイクルシステムによる排水量の低減と生産
量の改善

公益財団法人福岡県中小
企業振興センター

6914 2740110551 福岡県 有限会社松尾鉄工所 8290802024994
最新ＮＣ旋盤導入によるボールねじナット加工の短納
期・生産効率向上

福智町商工会

6915 2740110555 福岡県 有限会社甲木鉄工所 1290002053149
”段取り”を減らし生産性向上小ロット仕上げ加工・農業
機械分野で受注拡大

福岡銀行

6916 2740110561 福岡県 株式会社筑水キャニコム 1290001055179
高性能機械加工設備の導入による自社製トランスミッ
ションシステムの開発

公益財団法人福岡県中小
企業振興センター

6917 2740110564 福岡県 有限会社田尻電機製作所 7290802020805
最新設備導入によるモータ巻線加工の革新的生産性
向上技術の確立

鞍手町商工会

6918 2740110567 福岡県 光陽無線株式会社 2290001013078
遠隔監視装置の開発期間短縮化と低コスト化による競
争力の強化

福岡商工会議所

6919 2740110590 福岡県 株式会社翔栄舎 4290001043825 農業収穫支援による生産性向上のための設備開発 那珂川町商工会

6920 2740110592 福岡県 大賀酒造株式会社 7290001040902
新酵母を利用した新商品開発と品質向上による海外展
開強化と国内市場の拡大

筑紫野市商工会

6921 2740110604 福岡県 株式会社松田機械工作所 1290801014342
新型中ぐりフライス盤導入による、加工の高精度化およ
び生産性の向上

飯塚信用金庫

6922 2740110606 福岡県 有限会社エスワイ精工 5290002037528
海外発電プラント向けポンプ部品の生産性改善による
生産能力強化

西日本シティ銀行

6923 2740110609 福岡県 株式会社環境施設 7290001031158
老朽化した上水道管を管更生する長可使時間・高強度
ライニング材の開発

筑邦銀行

6924 2740110612 福岡県 有限会社山本製作所 9290802019531
海外発電所向けタービンシャフト量産化に向けた難削
材精密加工への取り組み

北九州銀行

6925 2740110614 福岡県 株式会社テッツコーポレーション 6290801010312
砒素含有地下水を環境基準（０．０１ｐｐｍ）以下に浄化
するシステムの試作

西日本シティ銀行

6926 2740110622 福岡県 タケノファーム株式会社 2290001059856
自社農場の「つまんでご卵」による健康志向の機能性マ
ヨネーズの新規製造と販売

西日本シティ銀行

6927 2740110630 福岡県 株式会社しんとう工芸 4290001037224
端材を活用した多様なデザイン性のある凹凸型ウッドモ
ザイクパネルの商品化

新宮町商工会

6928 2740110635 福岡県 有限会社豊島蒲鉾 1290002016527
最新型包あん機導入による「魚肉練り製品」多品種試
作開発及び生産量増加計画

商工組合中央金庫

6929 2740110636 福岡県 丸喜鋼業株式会社 7290801010641
鋼管切断加工における最新型３Ｄパイプ自動切断機導
入による生産性向上

株式会社ＶＩコンサルティン
グ
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受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

6930 2740110643 福岡県 空研工業株式会社 1290001007221
ＩｏＴ真空プレス成形機導入による高強度ＰＶＣ成形品の
量産化技術の確立

福岡銀行

6931 2740110664 福岡県 株式会社幸和 6290001038716
有機ＥＬパネル製造ライン主装置開発における真空対
応ヒータープレート検査装置の導入

商工組合中央金庫

6932 2740110665 福岡県 株式会社丸栄紙管 7290001049869
紙管製容器の作業効率及び品質向上のための関連設
備導入計画

大川信用金庫

6933 2740110668 福岡県 株式会社西原商事 9290801009822
廃棄物飲料容器分別ラインにおける新方式風力選別機
の開発および商品化事業

西日本シティ銀行

6934 2740110674 福岡県 有限会社待鳥工業 5290002053954
３次元測定機導入による不良削減を目指す効率的生産
体制構築事業

大木町商工会

6935 2740110681 福岡県 正栄工業株式会社 9290801014153
ＩｏＴでモノづくり、競争力維持と複雑化する顧客ニーズ
にスピード対応

福岡銀行

6936 2740110687 福岡県 株式会社アクアグローバルフーズ 3290001058923 糸島産ミルク牡蠣の輸出事業の展開 永松浩樹

6937 2740110688 福岡県 有限会社三宅特殊製袋 4290002003761
製造時の歩留り・生産性向上かつ作業員（高齢者・女
性・障害者等）の労働環境が向上する設備

佐賀銀行

6938 2740110692 福岡県 大鵬繊維工業株式会社 4290001047314
多品種・小ロット生産に対応可能な新型エアージェット
織機による国内用靴素材への展開

広川町商工会

6939 2740110693 福岡県 株式会社大阪精密 4122001018039
大型型彫放電加工機導入による金型メンテナンスのワ
ン・ストップ化事業

八尾商工会議所

6940 2740110694 福岡県
株式会社ビジネスプロセスソリュー
ションズ

2290001042944
３Ｄ可視化設計による高付加価値製品の開発とリードタ
イム短縮

西日本シティ銀行

6941 2740110695 福岡県 さいとう動物病院 　－
内視鏡導入による小動物の消化管腫瘍症例に対する
診断・治療精度の向上

福岡ひびき信用金庫

6942 2740110697 福岡県 松影堂印刷株式会社 7290001013833
最新型印刷機導入、生産体制強化による『福博よかよ
かマーチング』事業の更なる発展化計画

黒岩延峰

6943 2740110701 福岡県 久留米印刷株式会社 5290001047222
超精密極細印刷を可能とする最新型印刷装置の導入
による対需要増産と品質保証の確立

広川町商工会

6944 2740110703 福岡県 まる昌醤油醸造元 　－
八女特産農産物を使用した人工甘味料不使用ドレッシ
ングの開発

八女市商工会

6945 2740110705 福岡県 株式会社田中三次郎商店 1290001050452
製粉用ふるい振動の見える化による効率化と異常デー
タ収集

福岡銀行

6946 2740110706 福岡県 ダイヤ糊工業株式会社 2290001047316 新開発高機能糊付き壁紙の量産体制の確立 福岡銀行

6947 2740110708 福岡県 株式会社タムラ 3290001038363
新開発のフリーズドライ設備導入による高付加価値製
品の創出

伊予銀行

6948 2740110712 福岡県 大安産業株式会社 1290801002289
カット工程の自動化によるガスケット生産合理化と顧客
価値の拡大

福岡銀行

6949 2740110714 福岡県 有限会社津留﨑製作所 1290002051202
ＣＮＣウォームギア加工機導入による増速ウォームギア
加工の取り組み

筑邦銀行

6950 2740110716 福岡県 株式会社デンテック 3290001022664
スピード・高品質重視の歯科医院と歯科技工所の最新Ｉ
Ｔ連携構築

税理士法人アップパート
ナーズ

6951 2740110717 福岡県 株式会社磐井製茶 4290001047108
海外ギフト需要向け八女産「きれいな緑茶」の量産化体
制の構築

永松浩樹

6952 2740110718 福岡県 株式会社エヴァブリッヂ 4290001042538
浄水器製造ラインの設備導入による製造工程の効率化
と新製品の開発による市場拡大

公益財団法人福岡県中小
企業振興センター

6953 2740110727 福岡県 株式会社大坪鉄工 9290001052697
３次元ＣＡＤ技術を用いた開発業務の高効率化及び納
期の短縮化

福岡銀行

6954 2740110728 福岡県 まねき猫 　－ 資源循環型発酵肥料（ぼかし肥料）プラントの導入 宗像市商工会

6955 2740110729 福岡県 株式会社アート福岡 3290001000694
ＩＴと新機械設備導入によるアマチュア野球専門誌の制
作事業展開

那珂川町商工会

6956 2740110731 福岡県 株式会社システム・ジェイディー 7290001022025
バイパスダイオード故障が検出可能な容易で安価な太
陽光パネル検査装置

公益財団法人福岡県中小
企業振興センター

6957 2740110736 福岡県 モリタインテリア工業株式会社 6290001053269
脚物家具の５軸ＮＣ切削加工機導入による生産性向上
と売上及び利益確保

大川信用金庫

6958 2740110738 福岡県 ナガノインテリア工業株式会社 8290001044126
複雑な３次元加工を実現する５軸制御型ＮＣルーターの
導入と新製品開発

米倉博彦

6959 2740110741 福岡県 シャボン玉石けん株式会社 3290801012245
蛍光増白剤にごまかされない汚れ成分の可視・定量化
による新規洗浄力評価法の開発

福岡ひびき信用金庫

6960 2740110745 福岡県 株式会社米玄 9290001005176
お米の持ち運び、保管が楽な新商品「取っ手付き精米
ジッパーパック」の開発

百十四銀行

6961 2740110746 福岡県 株式会社坂田精密 5290001058426 生産性向上による短納期化計画 筑邦銀行

6962 2740110747 福岡県 株式会社ブルーグライダー 7290001072788
国内外顧客向けの高精度検査技術による高品質なシリ
コンウエハ及びフォトマスクの提供サービス

春日市商工会

6963 2740110749 福岡県 株式会社ハルズアミ 9290001015877
ＣＡＤ導入による小ロット．高品質を低コストに実現する
生産プロセスの革新

福岡商工会議所

6964 2740110750 福岡県 桑野新研産業株式会社 5290001051232
顧客ニーズに対応するデザイン性の高い商品の開発・
生産による収益性向上

筑後信用金庫
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6965 2740110752 福岡県 株式会社レビュー物流 5290801013737
小規模縫製ライン導入による廃棄衣料の再利用及び
サービス向上

遠賀信用金庫

6966 2740110753 福岡県 株式会社古賀歯車製作所 8290001048820
高品質・量産技術の確立及び、顧客満足を高めるシス
テムによる生産性向上

佐賀銀行

6967 2740110754 福岡県 株式会社中村製紙所 9290001047409
省エネルギーかつ風味を損なわない植物乾燥技術の
開発と量産化プロセスの確立

福岡銀行

6968 2740110755 福岡県 株式会社戸畑製作所 7290801002498
広範囲の反応速度に制御可能な難燃性マグネシウム
合金のビレット製造方法の開発

商工組合中央金庫

6969 2740110758 福岡県 株式会社Ｓｋｙｗａｒｄ 1290001039495
新規顧客層に独自製法のスープで差別化した商品を店
舗と工場の機能分化により提供するための製造ライン
を工場側に構築する

西日本シティ銀行

6970 2740110761 福岡県 シスメット株式会社 6290801000651
加速度計を活用したブイ式波高計とインターネットを活
用したリアルタイム波高データサービスの開発

北九州商工会議所

6971 2740110763 福岡県 アイクォーク株式会社 4290001027976
身長方向水平に揺動するマッサージ揺動ベッドの試作
開発

新郷道明

6972 2740110764 福岡県 有限会社五十番食品 4290002039120
地域資源を活用した小ロットぎょうざ生産における低コ
スト、高品質、短納期化の実現

永松浩樹

6973 2740110766 福岡県 株式会社九州メディカル 5290801000966
開発途上国向け水産養殖用微生物資材の少量包装生
産ラインの構築

松本健司

6974 2740110768 福岡県 有限会社門司加工所 2290802011957
最新モデルＣＮＣ複合旋盤導入による生産性向上と新
規顧客開拓を推進する

福岡中央銀行

6975 2740110771 福岡県 ミリオンソフト株式会社 7290001055231
精緻な加工を実現できる新システム導入による品質・安
全性向上と製造効率化

うきは市商工会

6976 2740110779 福岡県 株式会社フカノ楽器店 2290001002171
新たな音楽介護予防事業“認知症予防から健康促進”
による新サービスの開発

福岡商工会議所

6977 2740110780 福岡県 株式会社中尾精機 2290801007270 生産プロセス改善による内製化比率の向上 北九州銀行

6978 2740110782 福岡県 株式会社村上精機工作所 1290801010688
最新モデル「横形マシニングセンター」導入によりコスト
ダウンと生産性向上を達成する

福岡銀行

6979 2740110786 福岡県 古賀金属工業株式会社 1290001047820
ＩｏＴを活用した無人機械加工体制及び精密加工技術の
構築

筑邦銀行

6980 2740110787 福岡県 第一施設工業株式会社 2290001037151
新機構（オフセットチェーン機構）の垂直連続搬送機の
開発及び商品化

商工組合中央金庫

6981 2740110792 福岡県 富士食品株式会社 4290001002186
異物混入リスクを軽減する改良型錦糸卵焼成ライン導
入

商工組合中央金庫

6982 2740110793 福岡県 株式会社フクテック 7290001002084
横行・垂直分離制御型トレイ式垂直搬送機の開発及び
商品化

ザグ・インスティチュート有
限会社

6983 2740110799 福岡県 ダイキ工業株式会社 5290801002260
鋼材表面錆を骨格とする今までにない水硝子系被膜と
工法の開発

公益財団法人北九州産業
学術推進機構

6984 2740110805 福岡県 株式会社ワイズ 8290801007091
チキンカツ・トンカツの製造ラインに最新鋭の急速冷凍
設備を導入して、生産能力・生産効率と商品品質を向
上させる計画

アスモア税理士法人

6985 2740110806 福岡県 株式会社明和製作所 4290001033330
ＩｏＴ巻線機導入による整流子モータ巻線工程の生産
性・品質向上

中原晃

6986 2740110807 福岡県 本多綜合印刷株式会社 6290001002259 箱の貼り作業の生産性向上のためのサックマシン導入 飯塚信用金庫

6987 2740110808 福岡県 株式会社戸畑ターレット工作所 1290801002652
複数の生産形態に対応した生産管理システムの導入に
よる生産性の向上

公益財団法人北九州産業
学術推進機構

6988 2740110821 福岡県 株式会社アール 7290001039903
安定型・管理型処分場の環境改善のための新規ビジネ
スの構築

宮川壽

6989 2740110833 福岡県 株式会社新東京エナック 7010401052418
窒素ガス置換包装機導入による、焼き魚製品のチルド
出荷販売事業

仰星税理士法人

6990 2740110840 福岡県 ＴａＫ 　－
国産原材料使用のペット用おやつの開発及び生産プロ
セスの改善

西日本シティ銀行

6991 2741110001 佐賀県 株式会社ネオコンクリート 5290001005576
農業水利施設の法面保護材料（ソルコマット防災タイ
プ）の開発

筑邦銀行

6992 2741110003 佐賀県 株式会社西村鐵工所 9300001003392
新製品開発及びコストダウンの為の解析機能付き３ＤＣ
ＡＤ（３次元設計）システムの導入

牛津芦刈商工会

6993 2741110005 佐賀県 株式会社上原製作所 7290001024186
精密部品の段取りレス加工に取組み部品加工プロセス
の生産性向上を実現する

末吉幹久税理士事務所

6994 2741110007 佐賀県 株式会社中島製作所 5300001000583
「世界初」　多数の弁当を同時にムラなく短時間で再加
熱できる装置の開発

佐賀商工会議所

6995 2741110008 佐賀県 株式会社川原茶業 2300001005008 海外需要に向けた嬉野茶販売体制の構築 佐賀銀行

6996 2741110016 佐賀県 ケイエスケイツール株式会社 4300001003686
超精密加工工具（パワースカイビングカッター）の需要
拡大に伴う量産体制の構築

佐賀銀行

6997 2741110021 佐賀県 唐津化成株式会社 3300001007408
集中管理システムを利用した生産性向上のための成形
業務革新事業

商工組合中央金庫

6998 2741110022 佐賀県 日研カシマ株式会社 3200001021492
有機顔料が大半を占める印刷インキ分野への無機顔
料での新規参入を目指した生産プロセスの強化

東濃信用金庫

6999 2741110023 佐賀県 西研グラフィックス株式会社 2290001014092
多関節ロボットを用いた新聞搬送用高分子チェーン検
査の高度化

吉野ヶ里町商工会
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7000 2741110024 佐賀県 株式会社九州コーユー 5300001003322
最新検査カメラ付高速印刷機導入による生産性向上と
コスト削減による競争力強化事業

田中進税理士事務所

7001 2741110028 佐賀県 大塚米穀店 　－
生産農家の消費者直売を支援する新たな製法サービス
の開発

みやき町商工会

7002 2741110029 佐賀県 株式会社川﨑食品 6300001000178
もやし生産ラインへ最新根切り機装置群導入による生
産性向上事業

和み経営コンサルティング
事務所

7003 2741110033 佐賀県 外津水産加工株式会社 3300001009180
玄界灘の海産物を使った高品質の冷凍加工品を提供
する事業

唐津上場商工会

7004 2741110034 佐賀県 幸姫酒造株式会社 2300001004926
国内及び海外マーケット需要に対応した容器充填ライン
の確立

白川幸一郎

7005 2741110036 佐賀県 中尾工業株式会社 5300001006259
自動車エンジンの曲げ加工部品に係る高精度化及び
生産性効率の向上

株式会社エフアンドエム

7006 2741110037 佐賀県 株式会社小田技研 4300001009667
ＩＴ／ＩｏＴを活用した高齢者・障がい者対応ハーネス組立
ラインの構築事業

佐賀東信用組合

7007 2741110040 佐賀県 ミナノ精工株式会社 3300001003349
シール金型製造における高付加価値化、短納期化によ
る収益力強化

髙栁和浩

7008 2741110044 佐賀県 株式会社九検 9300001000200
工業用エックス線装置のデジタル化による利用範囲拡
大と社内体制の構築

佐賀商工会議所

7009 2741110047 佐賀県 有限会社松下畳商会 1300002006047
畳表の熱圧着結合機の導入による薄畳の製造効率改
善及び販路開拓

武雄商工会議所

7010 2741110050 佐賀県 株式会社大森工業 7300001007445
最新型大型ＮＣ旋盤等の導入による、大型・長尺部品
分野への進出

唐津上場商工会

7011 2741110052 佐賀県 古伊万里酒造有限会社 6300002007800
熟練男性技能士に頼らない女性が活躍できる酒造り現
場の構築

伊万里商工会議所

7012 2741110053 佐賀県 浜新硝子株式会社 8290001053143
水周りや屋内外で使用できるデザイン意匠性の高いセ
ラミック印刷強化安全硝子

大川信用金庫

7013 2741110054 佐賀県 有田製窯株式会社 5300001005954
シームレスＳＰＡの構築による在庫の適正化で生産性
向上を目指す

有田商工会議所

7014 2741110058 佐賀県 株式会社中村電機製作所 6300001000566
立形マシニングセンタ導入による防爆形電気機器製品
の生産プロセスの革新

佐賀銀行

7015 2741110059 佐賀県 新生工業株式会社 9300001000316
食品包装機械の高品位化に向けた、当社生産プロセス
の革新

株式会社エフアンドエム

7016 2741110061 佐賀県 井手食品有限会社 2300002009916
佐賀県産原料で一から仕込む自社醸造無添加醬油の
小ロット生産

吉野ヶ里町商工会

7017 2741110064 佐賀県 福岡ダイス株式会社 7290001002101
ダイセットのガスベント等の微細加工技術の開発と生産
性向上

商工組合中央金庫

7018 2741110065 佐賀県 有限会社江口製作所 1300002009438
新型ドアロックシステム部品の生産プロセス強化による
生産性向上

佐賀銀行

7019 2741110069 佐賀県 株式会社古賀工作所 3300001000271
産業機械部品製造における高精度および短納期を実
現する生産体制の構築

株式会社エフアンドエム

7020 2741110072 佐賀県 ミタニマイクロニクス九州株式会社 1300001003367
高精度スクリーンマスクの開発に向けたその品質保証
体系の確立

多久市商工会

7021 2741110074 佐賀県 お届け料理ＨＡＫＡＳＥ株式会社 8300001009795
最新急速凍結機を導入した新たな生産方式の確立並
びに高付加価値で本格的な「おもてなし料理」新商品開
発による売上創出

伊万里商工会議所

7022 2741110075 佐賀県 有限会社実松製作所 6300002000557
最新鉄筋切断機自動供給装置により生産プロセスの改
善を図る

商工組合中央金庫

7023 2741110076 佐賀県 東亜工機株式会社 5300001004948
舶用内燃機関部品シリンダ・ライナの高性能ＮＣ旋盤に
よる高精度加工

佐賀県商工会連合会

7024 2741110077 佐賀県 株式会社ブルーム 8300001007329 分析技術向上によるグローバル化支援サービスの確立 唐津商工会議所

7025 2741110079 佐賀県 株式会社中原鉄工所 6300001004749
レーザー加工機の導入による短納期・機動力の強化と
新規顧客の獲得

九州ひぜん信用金庫

7026 2741110080 佐賀県 株式会社原田鉄工 9300001000670 柱大組立溶接ロボットシステムの導入 陣内廣子

7027 2741110082 佐賀県 株式会社ヨコヤマ 8300001007386
有明海産海苔を使った巻寿司の連続海苔巻き成形機
による量産製造

唐津東商工会

7028 2741110083 佐賀県 有限会社マルハ園芸 3300002007225 れんこん生産拡大を支える個包装ライン機導入事業 商工組合中央金庫

7029 2741110085 佐賀県 有限会社井上亀 2290002048437
最新式全電動設備導入による生産効率の強化と販路
拡大

久留米商工会議所

7030 2741110088 佐賀県 伊之助製麵株式会社 9300001003153 茹麺売上増加の為の機械の導入 内田友壱

7031 2741110089 佐賀県 株式会社合瀬製作所 9300001006932
骨折治療インプラント製造技術習得と量産試作のため
の設備導入

佐賀銀行

7032 2741110090 佐賀県 サンビット株式会社 4290001024940
汎用カメラを用いた走行軸付ピッキングロボットシステ
ムの試作開発

福岡銀行

7033 2741110091 佐賀県 三福海苔株式会社 1300001001197
カット海苔１枚のピロー包装技術の確立とその商品開
発

佐賀市南商工会

7034 2741110092 佐賀県 大串製菓店 　－
機能性の高い神埼特産の焼き菓子「ひしぼうろ」量産体
制の構築

神埼市商工会
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7035 2741110094 佐賀県 株式会社エーワン 6300001007074
断裁工程を改善　負担と危険を排除　女性が活躍でき
る生産体制構築

伊万里信用金庫

7036 2741110097 佐賀県 株式会社アイテク 5300001006597
丸印専用半自動精密研磨機の導入による量産技術の
確立

吉野ヶ里町商工会

7037 2741110099 佐賀県 有限会社北島紙器 6300002004541
“多種小ロット”と”化粧箱”増加する顧客要求に対応す
る生産体制構築

小城商工会議所

7038 2741110101 佐賀県 有限会社中村鉄工所 7300002001075
縦型マシニングで、加工精度向上と工程集約により、収
益増加を実現する

佐賀信用金庫

7039 2741110103 佐賀県 株式会社マツモト 4300002006894
溶接ロボット導入による生産工程の省人化、ＱＣＤの向
上

鹿島商工会議所

7040 2741110108 佐賀県 株式会社蔵出しめんたい本舗 9300001006296
より安心　美味しさを生み出す「蔵」へ　低温殺菌で新分
野開拓

鳥栖商工会議所

7041 2741110109 佐賀県 有限会社赤門堂 1300002006658
“懐かしい味”の価値を見出しブランド力強化　高齢者に
優しい増産体制構築

鹿島商工会議所

7042 2741110114 佐賀県 株式会社エヌケーフーズ 6300001005037
日本初！アスパラガス切下を有効活用した新商品開発
及び新販路開拓

商工組合中央金庫

7043 2741110120 佐賀県 有限会社アイケーフーズ 8300002009571
自社製品による販路拡大のための生産プロセスの省人
化、効率化

基山町商工会

7044 2741110123 佐賀県 徳永陶磁器株式会社 8300001005753
世界初となるＩｏｔ技術を組み込んだスマートセラミック
（知能陶磁器）の開発

有田商工会議所

7045 2741110125 佐賀県 株式会社井手口鉃筋 1300001004563
レディメイド方式の革新的工法の確立による圧倒的工
期短縮・品質改善

若杉公認会計士事務所

7046 2741110127 佐賀県 株式会社貞包鉄工所 2300001003176 ＩｏＴ技術を用いた超精密切削加工技術の開発 横尾会計事務所

7047 2741110132 佐賀県 株式会社堤鐵工所 3300001005205 大型グラブバケットの需要に対応する機械設備の導入 九州ひぜん信用金庫

7048 2741110134 佐賀県 株式会社鳥丸鉄工 9300001008722
鉄骨溶接ロボットシステムの導入による品質及び生産
性向上

鳥栖商工会議所

7049 2741110138 佐賀県 株式会社ダイショウ 3290001052975
高精度加工技術で取り組む高品質ＤＩＹ用オーダーメイ
ドシェルフ事業

商工組合中央金庫

7050 2741110141 佐賀県 佐賀冷凍食品株式会社 6300001003404
緊急時・被災地にも届ける故郷の食「冷凍弁当」の生産
体制構築

牛津芦刈商工会

7051 2741110142 佐賀県 株式会社ワイビーエム 6300001007578
ＩｏＴ対応型生産設備の導入による無人運転と遠隔モニ
タリングの実現

西村治雄税理士・社労士
事務所

7052 2741110143 佐賀県 アーツ株式会社 4300001003224
ＩｏＴ対応最新ファイバーレーザ溶接機を使った結合技
術による高度生産性向上、及び、新サービス提供によ
る付加価値拡大事業

佐賀銀行

7053 2741110144 佐賀県 有限会社金善製陶所 5300002008337
自動施釉機の導入による陶磁器製品の増産と有田焼
産業継承の基盤づくり

谷口茂雅

7054 2741110147 佐賀県 有限会社三崎製作所 9300002001957
複合加工機導入による納期対応力及び生産性向上の
実現

佐賀銀行

7055 2741110150 佐賀県 有限会社塚原旗商会 9300002000942
両面高発色昇華転写プリンター導入によるオンデマンド
製造

鳥栖商工会議所

7056 2742110006 長崎県 有限会社プラスファンデーション 8310002007351
精密縫製技術を活用し最高級車向け内装製品への取
り組みで売上拡大

三重商工会

7057 2742110008 長崎県 溝田精肉店 　－
南島原の精肉店が全国市場向け「ひと手間」新商品開
発で売上拡大

南島原市商工会

7058 2742110009 長崎県 総和工業株式会社 7030001004759
当社特許技術を用いた小型農業生産器具を量産化す
る為の最新鋭ロボットアーム付きベンダー機の導入

商工組合中央金庫

7059 2742110012 長崎県 湯川王冠株式会社 9310001006130
３次元レーザ加工機に依る半導体製造装置向け部品
の開発

親和銀行

7060 2742110015 長崎県 有限会社手のべ陣川 4310002018575 冷風除湿乾燥機の導入による、生産性向上と売上拡大 南島原商工会

7061 2742110019 長崎県 須崎屋 　－
五三焼カステラの品質の安定化と生産性の向上による
生産量の拡大

南島原市商工会

7062 2742110025 長崎県 カワサキ製作所 　－
ＮＣフライス盤導入による加工工程改善と新たな市場開
拓

琴海商工会

7063 2742110026 長崎県 株式会社新田鉄工所 4310001009798
最新鋭設備の導入により加工精度・生産能率を高め、
高度精密加工分野の受注拡大を図る

公益財団法人長崎県産業
振興財団

7064 2742110027 長崎県 有限会社吉本食品 1310002006021
漬物製造「調味料液充填」工程の機械化によ る商品の
安全衛生水準と生産性の向上

德山中小企業診断士事務
所

7065 2742110029 長崎県 村上矯正歯科 　－
歯科用３Ｄスキャナー導入によるマウスピース矯正治療
サービスの向上

ザグ・インスティチュート有
限会社

7066 2742110030 長崎県 株式会社永泉 4310001006201
最新小型ベーパーライザー及び配管の導入により経費
削減と歩留まり向上

十八銀行

7067 2742110031 長崎県 九州毛織株式会社 3310001009832
多機能自動ワインダー導入による品質向上と多種原糸
使用時の高効率化

有明町商工会

7068 2742110033 長崎県 緒方機工 　－
高精度ＣＮＣ旋盤の導入による技術高度化・短納期化・
量産体制確立

佐世保商工会議所

7069 2742110034 長崎県 有限会社ＳＳＣ 9310002017060
海外販売を目指す新しい化粧品の開発と商圏拡大の
為のＷＥＢ構築

青屋税理士事務所
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7070 2742110035 長崎県 崎永海運株式会社 5310001000649
高糖度トマトの収量増を目的とする新しい生産プロセス
の導入による売上拡大

十八銀行

7071 2742110036 長崎県 株式会社タカギ建設鋼業 2310001008810
パイプ構造物の材料加工の高効率化を図り競争力強
化と地域発展に貢献する

十八銀行

7072 2742110039 長崎県 有限会社奥田工業所 2310002000989
最新鋭レーザー切断機導入による船舶関連製品の品
質及び生産性向上

園田辰義税理士事務所

7073 2742110041 長崎県 株式会社カイタックファミリー 7260001001717
長崎ブランド「高機能新素材の快眠パジャマ」を開発し
売上拡大

東彼商工会

7074 2742110042 長崎県 株式会社平和鐵工所 7310001008995 Ｈ形鋼の一次加工内製化による精度向上と納期短縮 上谷税理士事務所

7075 2742110043 長崎県 株式会社こじま 7310001009812
設備導入でつなぎ不使用の高付加価値「１００％米粉
麺」を製造

十八銀行

7076 2742110051 長崎県 株式会社町田工業 6310001009177
新型鉄筋自動曲装置導入による建築用鉄筋加工の高
度化及び生産性向上

井手雅康税理士事務所

7077 2742110054 長崎県 島原せんべい本舗 　－
新型煎餅焼成機導入で生産量拡大、商品不足解消、売
上拡大を目指す

有明町商工会

7078 2742110055 長崎県 協和特殊株式会社 7310001009201
契約農家が作った作物をロスを出さずに１００％商品化
するための事業

柿森敏次税理士事務所

7079 2742110056 長崎県 服部産業株式会社 6310001001753
「レーザー・パンチ複合加工機」導入による技術革新と
受注拡大

今村茂雄税理士事務所

7080 2742110061 長崎県 株式会社坂元木工工藝 9310001005479
ルーター軸付高速ボーリングマシンとＣＡＭソフトの連動
による自動化生産体制構築による製品の高品質かつ
短納期化事業

商工組合中央金庫

7081 2742110063 長崎県 株式会社桑宮製作所 1310001003779
高効率且つ高精度な少量生産技術の獲得による「新た
な生産プロセスの構築」

長崎三菱信用組合

7082 2742110066 長崎県 司製作所 　－
海外タイヤ工場向け装置部品製造の生産性向上による
世代交代計画

長崎南商工会

7083 2742110067 長崎県 有限会社小林製茶 1310002013265
全自動包装機器導入を通じた生産性向上と高品質商
品の安定提供の確立

佐世保市北部商工会

7084 2742110068 長崎県 青心工測株式会社 9310001013275
建設現場のニーズに応えた３Ｄ測量設計モデルの開発
事業

一ノ瀬小川税理士事務所

7085 2742110069 長崎県 有限会社五輪工業所 7310002007716
最新型シャーリングマシーン導入により品質の向上と生
産性を上げる事業

一ノ瀬小川税理士事務所

7086 2742110070 長崎県 有限会社吉原工業所 1310002008001
三次元測定機による測定データのデジタル化 とＣＡＤ，
ＣＡＭ連動のものづくり構築

親和銀行

7087 2742110074 長崎県 山翔 　－
下降線をたどる島原手延べ製麺業界で、生き残るため
の新しい麺開発

南島原市商工会

7088 2742110075 長崎県 ミナミ化工産業株式会社 4310001008172
大型チタン合金製品に鏡面性を付与する化学研磨手法
の開発

商工組合中央金庫

7089 2742110079 長崎県 株式会社大東エンジニアリング 4310001003330
航空機用移動式冷暖房装置の冷暖房性能の計測技術
と信頼性の向上

西そのぎ商工会

7090 2742110081 長崎県 新電業株式会社 6310001000771
『陸用プラント大型製品』の製作プロセス強化による市
場拡大

長崎三菱信用組合

7091 2742110084 長崎県 有限会社長田商店 8310002019066
「壱岐産海産物」旬の味をそのままに通年販売。商品不
足解消で収益拡大

壱岐市商工会

7092 2742110086 長崎県 有限会社松永水産 3310002019500
日本初低コスト流水かけ流し保温型の陸上養鰻システ
ム開発事業

十八銀行

7093 2742110087 長崎県 藤田克弥製麺 　－
除湿及び空調設備の導入による品質の向上と均一化
を図り売上拡大を目指す

親和銀行

7094 2742110089 長崎県 三興建設株式会社 6310001000631
狭幅道路における迅速な管路維持管理サービス提供
の開発

親和銀行

7095 2742110090 長崎県 ともえ精工株式会社 3310001008058
次世代大型旋盤機導入と当社独自の技術の融合によ
る生産性向上

十八銀行

7096 2742110091 長崎県 田中工機株式会社 1310001008794
大規模農家向け中型乗用自走式農業機械の製造と販
売

親和銀行

7097 2742110093 長崎県 有限会社泉川総業 7310002015909
ＮＣ工作機械導入による作業効率の向上と顧客満足度
の向上

十八銀行

7098 2742110094 長崎県 株式会社二枚貝養殖研究所 4310001010302
希少価値が高いアワビ・ブリスター真珠の陸上養殖シス
テムの開発で売上拡大

十八銀行

7099 2742110100 長崎県 聖栄陶器有限会社 2310002012225
新規成形機導入による高精度かつ肉薄陶磁器生地の
低コスト量産で売上の拡大

東彼商工会

7100 2742110101 長崎県 株式会社白十字パーラー 9310001005891
ロス削減に寄与する新機種の導入による新商品開発・
販売力強化・利益率向上と市場拡大

商工組合中央金庫

7101 2742110102 長崎県 有限会社アクティヴ 6310002020802
産業廃棄物の再資源化事業でＣＯ２削減に寄与し競争
力を強化する

佐々野邦久税理士事務所

7102 2742110103 長崎県 有限会社野瀬建設 3310002020540 五島椿油の生産力強化による島内産業の活性化事業 佐々野邦久税理士事務所

7103 2742110104 長崎県 有限会社観光ビルはたなか 7310002020446
自動包餡機の導入による生産性の向上と、品質の安定
を図り、競争力を強化する

今村茂雄税理士事務所

7104 2742110106 長崎県 株式会社ミューズ 8011301017708
壱岐産やぶ椿種子をボディ・スクラブ（化粧品）原料（粉
末）にする事業

西武信用金庫

203



受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

7105 2742110107 長崎県 株式会社マツモト 6310001009441
惣菜等の仕入・加工の効率化とレジでの提案システム
の構築事業

たちばな信用金庫

7106 2742110108 長崎県 信和技研株式会社 2310001000866
ワイヤー放電加工機による生産プロセスの改善と装置
の開発

十八銀行

7107 2742110110 長崎県 株式会社亀山電機 5310001003206
図面の３次元可視化と３次元造形モデルを活用した設
計／製造プロセスの改革

野崎地平税理士事務所

7108 2742110112 長崎県 有限会社三恵工業 7310002010117
タンカー新造船ラッシュに向けた最新式形鋼穴あけ切
断機による生産力向上事業

十八銀行

7109 2742110114 長崎県 株式会社テイストサプライ社 2310001001170
特殊真空パックと瞬間冷凍技術を活用した電子レンジ
の料理提供事業

長崎商工会議所

7110 2742110115 長崎県 株式会社九大印刷 4310001005673 ＵＶ印刷機導入による特殊印刷分野の強化 商工組合中央金庫

7111 2742110117 長崎県 株式会社時津鉄工所 3310001001244
曲げ加工技術の進化と大型構造物製作プロセス強化
による新たな価値の提供

長崎三菱信用組合

7112 2742110118 長崎県 有限会社福冨管工 8310002007913
空調設備配管へのフレア継手工法導入による売上拡大
と競争力強化

西そのぎ商工会

7113 2742110119 長崎県 長田食品 　－
地域資源を活用した世界的にも珍しい「魚で造る味噌」
の製造販売

吉永コンサルティングオフィ
ス

7114 2742110121 長崎県 梅ヶ枝酒造株式会社 9310001005165
リキュール専用の四季製造設備の完備による酒質の向
上と、多様化する受注に応じる環境整備

商工組合中央金庫

7115 2742110122 長崎県 株式会社大東製作所 3310001003331
小型管製品や製缶品のための量産プロセスの改善に
よる生産性の向上

公益財団法人長崎県産業
振興財団

7116 2742110123 長崎県 株式会社長崎オフィスセンター 9310001005017
離島地域などにおけるオンラインカウンセリングシステ
ムの構築により過疎化の緩和及び地域の活性化

長崎商工会議所

7117 2742110127 長崎県 くるりのパン 　－
新鋭オーブン導入による、いつも“焼きたてパン”の香り
がする店舗への変革

西そのぎ商工会

7118 2742110128 長崎県 有限会社協立鉄工所 6310002001496
高効率陸用プラント用タービン各種大型部品の複合加
工プロセスの高度化による受注拡大

長崎三菱信用組合

7119 2742110129 長崎県 株式会社玄海モータース 2310001010130
お客様の休車率を低減させるために２柱式リフト導入で
短納期を実現

壱岐市商工会

7120 2742110130 長崎県 中野鉄構株式会社 5310001004708
高精度精密機械加工技術の獲得による一貫生産体制
の構築

長崎三菱信用組合

7121 2742110132 長崎県 有限会社加藤総建 3310002001160
３Ｄ計測機器を活用した高効率な法面掘削管理による
生産性の向上、及び販路拡大

長崎銀行

7122 2742110139 長崎県 粋工舎 　－ 新築住宅販売プロセスの一元化による競争力強化 西そのぎ商工会

7123 2742110141 長崎県 株式会社公精プラント 7310001010076
ＩｏＴ対応の工作機械導入により生産性向上と新分野進
出を図る事業

石栄税理士事務所

7124 2742110142 長崎県 有限会社池田鉄工所 8310002000348
「超小型‐高精度‐量産品」の生産プロセス合理化による
市場拡大

長崎三菱信用組合

7125 2742110144 長崎県 有限会社武田鉄骨 3310002018205
柱製作工程の自動化で生産工数削減・短納期を実現
し、競争力を強化する

十八銀行

7126 2742110151 長崎県 有限会社フェミニン 4310002018773
高級婦人服の短納期、高品質、高効率生産技術を確立
する事業

南島原商工会

7127 2742110154 長崎県 八重島窯業原料株式会社 2310001010774
蛍光Ｘ線分析装置の導入による生産の効率化及び硝
子向け原材料としての新規参入

十八銀行

7128 2742110164 長崎県 花工房るふらん 　－
業務用装飾花の鮮度保持と生産性向上による売上拡
大事業

西海市商工会

7129 2742110170 長崎県 有限会社向江建工 6310002008467
鉄骨の生産力の強化と品質向上のための最新型ブラ
スト機の導入

税理士法人アップパート
ナーズ

7130 2742110171 長崎県 大阪シンコー株式会社 3120001016625
高付加価値ドレスシャツ増産による売上増の為の製造
工程改革事業

十八銀行

7131 2742110172 長崎県 株式会社清和 5310001010425
生鮮スーパーによる独居老人向け高付加価値宅配
サービスの展開

十八銀行

7132 2742110174 長崎県 株式会社パップ．ジャパン 6310001008625
個人に応じた栄養価データを積算し自己管理できるア
プリの開発

十八銀行

7133 2742110176 長崎県 有限会社宇宙模型 6310002007642
ＮＣ工作機械への同時５軸制御可能なＣＡＭ導入による
複雑形状樹脂型の試作開発

石井税理士事務所

7134 2742110178 長崎県 有限会社東亜工作所 7310002007781
ＩＯＴ活用自動無人加工システム構築のため最新式立
型旋盤の導入

公益財団法人長崎県産業
振興財団

7135 2742110182 長崎県 株式会社ウラノ 7030001060471
ＩｏＴ活用でデータに基づく加工技術と生産性向上による
競争力の強化

親和銀行

7136 2742110183 長崎県 近江鍛工株式会社 3160001000419
ロボット導入により、製造ラインの省力化を図り世界企
業との国際競争力を獲得する

親和銀行

7137 2742110186 長崎県 上翔建設有限会社 2310002020310
島内初！最新設備の導入で施設内の衛生管理を強力
に支援する事業

対馬市商工会

7138 2742110187 長崎県 株式会社アグリファーム壱岐 1310001013373
未利用資源により、新商品を開発し、経営の多角化及
び雇用の安定化を図る

壱岐市商工会

7139 2742110192 長崎県 株式会社猿川伊豆酒造 6310001010250
多様化した顧客ニーズを実現する長崎壱岐焼酎の生産
性向上による競争力の強化

壱岐市商工会
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7140 2742110196 長崎県 鷹島物産株式会社 6310001010655
元寇の島「鷹島」における地域水産資源のブランド化の
ための鮮度を重視した食材提供事業

松浦市福鷹商工会

7141 2742110197 長崎県 三興フーズ 　－
「煮干しいりこ」の微粉末化シリーズ製品開発による新
市場の創出と販路開拓

佐世保市北部商工会

7142 2743110001 熊本県 有限会社あすなろ印刷 4330002015793
コピー（少人数）と印刷（大人数）の隙間を狙った、デジ
タル印刷参入のための印刷機導入

富永税理士事務所

7143 2743110002 熊本県 株式会社フリーダム 6330001010793
半導体製造装置部品等の高精度加工技術の導入によ
る高精度化・低コスト化の実現

株式会社エフアンドエム

7144 2743110003 熊本県 櫻井精技株式会社 9330001013570
電気自動車に搭載される電子回路基板等の製造装置
の設計・製造計画

税理士法人未来税務会計
事務所

7145 2743110004 熊本県 株式会社印刷センター 4330001015381
生産性向上と競争力強化のため最新印刷機（エンスロ
ン２６）導入

天草信用金庫

7146 2743110005 熊本県 有限会社川北製作所 4330002018417
自動組立機等の金属部品の樹脂化に対応する切削技
術の確立による競争力強化計画

株式会社エフアンドエム

7147 2743110006 熊本県 ネクサスプレシジョン株式会社 5330001009481
５軸マシニングセンタ導入で難削材精密金型の加工プ
ロセス改善による競争力強化

商工組合中央金庫

7148 2743110007 熊本県 明和工業株式会社 7330001004646
耐震・免震物件および木と鋼を組み合わせた構造物に
対応する特殊溶接技術の実現

熊本商工会議所

7149 2743110008 熊本県 タカムラ・エンタープライズ株式会社 1330001010286
デザイン性に優れ、高精度なソフトクリームコーン用焼
成金型の事業化

熊本銀行

7150 2743110011 熊本県 三重津田電器産業株式会社 2330001009690
新素材を使用した消毒用ディスポ医療用品の専用成形
機の導入

荒木公認会計事務所

7151 2743110012 熊本県 有限会社坂本石灰工業所 1330002021357 医薬向けイージーピール包装技術の開発 商工組合中央金庫

7152 2743110013 熊本県 有限会社高見商店 2330002026033
マイクロナノバブル洗浄と瞬間冷凍技術による規格外
果物の利活用

八代商工会議所

7153 2743110016 熊本県 株式会社メディーズ 2260001015779
ＣＡＤ／ＣＡＭ縫製機器類導入による生産プロセスの革
新及び製販一体化

新居合同税理士事務所

7154 2743110019 熊本県 有限会社永田製作所 7330002019791
ネットワーク対応型最新モデル加工機の導入とバリ取り
工程の自動化による製造工程プロセスの革新計画

熊本第一信用金庫

7155 2743110021 熊本県 有限会社阿部牧場 5330002022772
当社ブランド「ＡＳＯ ＭＩＬＫ」牛乳の品質管理体制強化
事業

肥後銀行

7156 2743110023 熊本県 ＮＳＳ九州株式会社 3330001006902
バラスト水処理システム等の浄化装置プラズマシステム
の設計・製造

熊本市託麻商工会

7157 2743110024 熊本県 株式会社くまさんメディクス 6330001001256
最新ハーネス加工設備導入による生産プロセスの改善
と競争力強化事業

肥後銀行

7158 2743110025 熊本県 有限会社榮真 4330002021296
多品種少量化する２輪車部品製造工程における最新モ
デル設備を用いた革新的生産技術開発事業

熊本銀行

7159 2743110029 熊本県 株式会社オーケープランニング 6330001021196 低価格な重量チェッカー機能付き台秤の開発 尾場瀬輝雄税理士事務所

7160 2743110030 熊本県 タイコー精機有限会社 2330002018261
半導体・液晶製造装置の大型化に伴い、大型 部品の
高精度、低コスト加工の実現

金沢千秋税理士事務所

7161 2743110033 熊本県 株式会社福岡建設合材 9330001017588
人工ゼオライトの価格低減に必要な製造技術開発のた
めの分析機器等の導入

公益財団法人くまもと産業
支援財団

7162 2743110034 熊本県 株式会社ユウキ精研 8330001010635
医療関連事業分野の新規参入を目的とした金型の高
精度技術の確立

公益財団法人くまもと産業
支援財団

7163 2743110035 熊本県 株式会社美加川製作所 1330001010328 顧客ニーズに対応できる多機能真空熱処理装置導入 りそな銀行

7164 2743110036 熊本県 株式会社オカザキ 8330001009363
鉄板塑性加工機導入による生産性向上と競争力強化
の実現

公益財団法人くまもと産業
支援財団

7165 2743110037 熊本県 株式会社熊防メタル 8330001005528
ＩｏＴを活用した表面処理製造業の品質トレーサビリティ
の構築

商工組合中央金庫

7166 2743110038 熊本県 株式会社マツシマ 8330001004356
有機ＥＬ市場の需要拡大に向けたマシニングセンタの導
入

商工組合中央金庫

7167 2743110039 熊本県 株式会社中九州金属工業 6330001008656
高速・高精度ベンディングマシンの導入による生産性向
上と受注拡大

杉山直樹

7168 2743110040 熊本県 株式会社ダイチ 1330001012084
ファイバーレーザ複合マシン導入による高効率な工程
統合及び一元加工の実現

肥後銀行

7169 2743110041 熊本県 有限会社アイテック 5330002025156
半導体製造装置産業進出に向けた高精度マシニング
加工技術開発事業

熊本銀行

7170 2743110042 熊本県 山下機工株式会社 5330001016016
ネットワークおよび各種管理システムの導入による生産
工程の見える化

公益財団法人くまもと産業
支援財団

7171 2743110043 熊本県 株式会社ケイ・エス・アール 7330001000901 ３次元ＣＡＤ設計による横ピロー式包装機の試作開発 商工組合中央金庫

7172 2743110044 熊本県 熊本防錆工業株式会社 8330001001584
高精細リードフレームへの高精度めっき技術の確立と
製造・販売の拡大

商工組合中央金庫

7173 2743110046 熊本県
栄光デザイン＆クリエーション株式会
社

2020001019580
熊本工場の試作事業の強化のための小型マシニング
センタ等の導入

髙栁和浩

7174 2743110047 熊本県 西田鉄工株式会社 6330001012889
型鋼ひずみ矯正装置の導入によるビルドアップ型鋼の
内製化

公益財団法人くまもと産業
支援財団
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7175 2743110048 熊本県 合資会社緑屋本店 3330003004243
Ｈ＆Ｃニーズに対応した発酵食品の高付加価値化に向
けた充填工程の整備事業

肥後銀行

7176 2743110051 熊本県 株式会社城野印刷所 5330001002370
インターネットの活用による写真館等に対する新たなコ
ミュニケーションツールの提供

商工組合中央金庫

7177 2743110052 熊本県 有限会社そのや 1330002006060
県内初！可搬式電熱焼成機による「新せんべい」開発
と市場展開

熊本市託麻商工会

7178 2743110053 熊本県 株式会社古今堂 8330001012383 １５９２ファクトリー新工場建設事業計画 肥後銀行

7179 2743110054 熊本県 株式会社農業法人明るい農村天水 6330002022433
みかん加工品の付加価値強化による地域貢献と販路
拡大事業

商工組合中央金庫

7180 2743110055 熊本県 株式会社峯樹木園 1330001009502
冬虫夏草サナギタケの生産性向上と機能性検証による
ブランド力強化

肥後銀行

7181 2743110057 熊本県 海勇水産株式会社 7330001020585
九州初の年中営業で夏に牡蠣文化を創造！牡蠣小屋
ＦＣを実現する設備の増強

熊本信用金庫

7182 2743110058 熊本県 株式会社ボーイ 1330001004197
五感を通じて非日常を体感するグループ連携ビューティ
テーマパークの創造

熊本商工会議所

7183 2743110059 熊本県 株式会社金剛設備工業 6330001014596 最新３Ｄ－ＣＡＤ導入による労働生産性の効率化 商工組合中央金庫

7184 2743110060 熊本県 南九州コンクリート株式会社 9330001014098
リアルタイム在庫管理システムの導入によるコンクリー
ト製品のワンストップサービス化

肥後銀行

7185 2743110061 熊本県 株式会社葉山 4330001016867
「無農薬イチゴ」の販路開拓とブランド構築の為の試作
品開発

原誠也税理士事務所

7186 2743110064 熊本県 有限会社ヤヒロ広告社 6330002010826
高精度カッティングマシン導入による、看板の環境負荷
軽減と店づくりユニオンの結成

熊本市託麻商工会

7187 2743110066 熊本県 河津酒造株式会社 1330003002728
新陳代謝型設備投資による新規市場開拓、売上促進を
目的とする支援事業

小国町商工会

7188 2743110067 熊本県 有限会社中村植物園 8330002021111
高品質オーガニック国際フェアトレード認定化粧品の商
品化

税理士法人ユース会計社

7189 2743110068 熊本県 株式会社松中土建 7330001013952
地盤調査のスピーディー化と正確性、及び軟弱地盤の
高度化地盤改良事業

熊本銀行

7190 2743110069 熊本県 株式会社協和印刷 4330001016108
高機能プリンター導入による個人出版同人誌や自分史
の印刷製本等の受注事業

あさぎり町商工会

7191 2743110071 熊本県 株式会社ステラ 4330001020919
動物病院における革新的サービス確立のための内視
鏡設備導入

税理士法人ユース会計社

7192 2743110073 熊本県 有限会社ユニックス 5330002025783
ダイレクト印刷技術導入による小ロット受注に対応した
販路拡大、海外展開事業

八代商工会議所

7193 2743110074 熊本県 歯科処神崎 　－
歯科補綴物製作全過程の「電子化」「見える化」「迅速
化」の実現

和水町商工会

7194 2743110076 熊本県 株式会社啓文社 4330001010969 環境意識の高い顧客ニーズに応える環境保全印刷
公益財団法人くまもと産業
支援財団

7195 2743110078 熊本県 株式会社岩田コーポレーション 1330001000394
設備増力化による生産性向上と顕在化しつつある顧客
ニーズへの対応

税理士法人近代経営

7196 2743110079 熊本県 有限会社永田製パン工場 6330002007558
「焼成冷凍パン」の品質・生産性・売上の向上に資する
設備導入

税理士法人Ｋ・Ｔ・Ｔｗｏ

7197 2743110080 熊本県 株式会社山内本店 7330001009249
世界に一つ！提案型オリジナル調味料の開発サービス
に向けた設備導入

肥後銀行

7198 2743110082 熊本県 株式会社フレッシュ工房 8330001016640
顧客ニーズの高い新規「惣菜キット事業」参入による付
加価値及び賃金の向上

肥後銀行

7199 2743110084 熊本県 株式会社村上観光 3330001004609
中小企業向け！企画～製造までのオリジナルグッズ少
量生産サービス

熊本銀行

7200 2743110085 熊本県 有限会社内田自動車工業 4330002027038 大型自動車専用の指定自動車整備工場への事業展開 上原治

7201 2743110086 熊本県 株式会社ベルクミート 2330001009682
最新モデルの活用による生産効率の向上及び他社に
ない商品化の開発

公益財団法人くまもと産業
支援センター

7202 2743110087 熊本県 株式会社栄泉測量設計 4330001000482
高精度非接触３次元計測システムを用いた維持管理
サービスの提供

肥後銀行

7203 2743110088 熊本県 株式会社紙弘 3330001000830
業務革新システム導入による取引先支援及び社内の
業務効率化計画

肥後銀行

7204 2743110089 熊本県 ひかる歯科ちえこども歯科 　－
感染予防・安心安全対策の確立と革新的な小児矯正シ
ステムの構築および診断結果の見える化

熊本商工会議所

7205 2743110090 熊本県 株式会社アマーサ 4330001015423 モリンガ生葉の洗浄機及び乾燥機の導入 上天草市商工会

7206 2743110091 熊本県 株式会社コムセンス 3330001008485 訳あり柑橘の高品質ドライフルーツの製造販売 熊本商工会議所

7207 2743110093 熊本県 やけいし歯科 　－
不可視患部の高精度「見える化」による 革新的歯科治
療

永松浩樹税理士事務所

7208 2743110094 熊本県 もとまつ歯科クリニック 　－
介護者が装着・脱着しやすいハイブリッド義歯の開発に
よる介護現場の改善事業

ザグ・インスティチュート有
限会社

7209 2743110095 熊本県 沢木歯科 　－
セラミック歯冠の高度内製化による歯科治療の時間短
縮と顧客満足度の向上

ザグ・インスティチュート有
限会社
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7210 2743110096 熊本県 株式会社イフリート 4330001008823
全国宅配型のテント天幕・横幕等のクリーニングサービ
ス事業

熊本銀行

7211 2743110097 熊本県 たなか歯科 　－
歯根移動を立体的に把握できる高精度 ３Ｄデジタル矯
正治療の実現

ザグ・インスティチュート有
限会社

7212 2743110098 熊本県 くきた歯科クリニック 　－
『見える治療』『見せる医療』の充実と、安全で高度な歯
科治療の提供

熊本商工会議所

7213 2743110099 熊本県 肥後製油株式会社 1330001009493
多品種変量生産に伴う製造内川下（充填・ラベリング）
工程の生産プロセスの開発

肥後銀行

7214 2743110100 熊本県 イケダ食品株式会社 2330001000278
佃煮及び惣菜加工品の生産ライン構築と品質及び生産
性向上

熊本商工会議所

7215 2743110101 熊本県 株式会社ミート丸真 3330001005326
顧客要求事項に合った、高付加価値新商品を製造販売
するための生産ラインの構築

熊本商工会議所

7216 2743110103 熊本県 株式会社久保田 2330001001251 新鋭設備の導入による鋼板の切断・スリット省力化計画 島崎会計事務所

7217 2743110105 熊本県 株式会社九州エバーロイ 3140001068490
高精度マシニングセンター導入による超硬合 金の超精
密切削加工技術の確立

公益財団法人くまもと産業
支援財団

7218 2743110106 熊本県 株式会社ケイ・エフ・ケイ 1330001013553
３Ｄデータを活用した治具作成における品質向上システ
ムの導入

井本税理士事務所

7219 2743110107 熊本県 株式会社アドヴァンス 2330001000170
ⅠｏＴ設備と最新型曲げ機械設備の導入に よる品質と
生産プロセス革新計画

公益財団法人くまもと産業
支援財団

7220 2743110108 熊本県 マナスクリーン株式会社 5330001004391
多様な複合印刷による新たな付加価値の追求―スク
リーン印刷の新たな展開と事業化

肥後銀行

7221 2743110109 熊本県 株式会社ソリューション 8330001016962
産業用ロボットの高品位化に資するための、生産活動
の更なる効率化

株式会社エフアンドエム

7222 2743110110 熊本県 株式会社エコファクトリー 5330001007386
ハイブリッド型空調と複合する高効率外気処理システム
の実用化

浅枝公認会計士事務所

7223 2743110111 熊本県 株式会社ホワイトボックス 6330001009010
自動縫製機器導入による収益性の向上のためのオー
ダーカーテン縫製の内製化

公益財団法人くまもと産業
支援財団

7224 2743110112 熊本県 株式会社名古屋精密金型 1180001092844
最新型放電加工機導入による高精密加工と生産プロセ
ス革新の実現

大垣共立銀行

7225 2743110113 熊本県 株式会社ＦＳＣＥ 8330001019817
新規高機能レジスト開発における塗布性能向上と品質
保証体制の確立

公益財団法人くまもと産業
支援財団

7226 2743110115 熊本県 九州三永金属工業株式会社 4330001011414
次世代自動車や先端医療に貢献するファイバーレー
ザーによる微細穴加工技術開発事業

肥後銀行

7227 2743110116 熊本県 神田工業株式会社 9140001058321
自動車産業と産機産業への市場拡大を実現する為の
設備投資

公益財団法人くまもと産業
支援財団

7228 2743110118 熊本県 株式会社富田鉄工 8330001010841
設計から組立まで一元化できる強みを生かした３次元
対応の生産システムの確立

商工組合中央金庫

7229 2743110119 熊本県 株式会社ユーエムテック 7330001012830
医療機器部品等の高精度化のための工程刷新による
生産体制強化

株式会社エフアンドエム

7230 2743110120 熊本県 株式会社中木戸鉄工 7330001003326
新型切断機導入による生産量向上及び人材育成・技術
力強化事業

熊本銀行

7231 2743110123 熊本県 有限会社寺本製作所 6330002021088
日本の将来を担う金型製造の新加工方法と工程改善
による売上拡大計画

熊本中央信用金庫

7232 2743110124 熊本県 新和精機株式会社 3330001015201
燃料電池車部品用金型の高硬度金属加工における生
産プロセスの革新

田河定茂税理士事務所

7233 2743110128 熊本県 株式会社エムイ－エス 7330001009125
最新モデル大型５面加工マシニングセンタ－の導入に
よる収益強化

商工組合中央金庫

7234 2743110130 熊本県 池田屋醸造合名会社 7330003001022
伝統的な麹蓋製麹法による健康志向の粉麹の開発と
量産化

熊本商工会議所

7235 2743110133 熊本県 株式会社コッコファーム 8330001016913
オンリーワンの「自社生産卵」を使用した革新的な健康
食品開発事業

熊本銀行

7236 2743110135 熊本県 株式会社シマヅテック 3330001012710
難削材の高精度高効率複合加工技術開発による競争
力強化事業

肥後銀行

7237 2743110139 熊本県 多良木プレカット協同組合 2330005008268
低炭素化社会の実現に向けた無垢オリジナル木製家
具等の商品開発

熊本第一信用金庫

7238 2743110141 熊本県 有限会社パリッシュ 4330002027005
半導体市況に合わせた補強板の大型化と量産体制構
築

公益財団法人くまもと産業
支援財団

7239 2743110142 熊本県 株式会社アラオ 4330001008666
ＩｏＴを活用した高精度部品製作の品質管理向上と生産
性向上

坂田会計事務所

7240 2743110143 熊本県 株式会社ツツミ 2330001010839 鋼材販売事業付加価値向上による競争力強化事業 肥後銀行

7241 2743110144 熊本県 三晃精機株式会社 4330001009400
新型レーザー溶接機導入による薄板ステンレス製品の
高品質化

商工組合中央金庫

7242 2743110146 熊本県 有限会社鹿本金型機工 1330002018403
高速微細加工機＋ＣＡＤＣＡＭ＋３次元測定機連動シス
テム導入による超硬合金切削加工技術の確立

肥後銀行

7243 2743110147 熊本県 株式会社ヒューマン 2330001009286
開発～生産出荷までの リードタイム短縮によるＩｏＴ市場
の攻略

公益財団法人くまもと産業
支援財団

7244 2743110151 熊本県 有限会社サカイ折箱工芸 4330002013442
円形折箱製造用高周波接着機導入による新商品開発
とサービス・受注力強化事業

熊本商工会議所
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7245 2743110152 熊本県 有価物回収協業組合石坂グループ 9330005001092
Ｉｏ Ｔ管理システムを用いた将来性のある作業全自動化
への追求

福島哲治

7246 2743110153 熊本県 株式会社緒方生コン 8330001009603 生コンハイクオリティー生産計画
税理士法人熊本東会計セ
ンター

7247 2743110154 熊本県 有限会社ながまつ 9330002024600
老舗呉服店が取り組む女性の美をテーマにしたワンス
トップサービスでの思い出記念日作りの提案

宇土市商工会

7248 2743110155 熊本県 株式会社緒方建設 1330001009601 高度情報化施工プロジェクト
税理士法人熊本東会計セ
ンター

7249 2743110157 熊本県 株式会社共同 6330001009308
食肉加工製品のガス充填包装方式導入による生産合
理化

熊本銀行

7250 2743110158 熊本県 有限会社太陽住宅設備 9330002030268
リフォーム工事におけるプレゼンシステム構築及び一体
化されたＷＥＢの形成

人吉商工会議所

7251 2743110159 熊本県 高呂木畳店 　－
薄畳を活用した「モダン洋室」へのリフォーム提案による
新たな需要開拓

山都町商工会

7252 2743110160 熊本県 サンフラワーデンタルクリニック 　－
見える治療・予防で歯科医療革命！ むし歯・歯周病の
ないクリニックへ

税理士法人近代経営

7253 2743110161 熊本県 大坂総合歯科 　－
口腔内血管への細菌侵入をミクロレベルで防ぐ患者の
安全性を高めた高度滅菌治療の実現

永松浩樹

7254 2743110162 熊本県 松田歯科クリニック 　－
歯科技工の内製化による包括的な歯科医療の提供と
競争力の強化

税理士法人近代経営

7255 2743110163 熊本県 三輪工業 　－
角ダクト成型機導入による下請け企業から提案型企業
への変革

大津町商工会

7256 2743110164 熊本県 有限会社旭化工機 7330002000330
塩ビ加工の罫書き・切断システムの導入による工程短
縮モデルの構築

熊本中央信用金庫

7257 2743110165 熊本県
株式会社ライジングアドバンス テクノ
ロジー

3010001112410
大気圧プラズマを応用した種子、穀物等の殺菌処理装
置の開発・製作

八千代銀行

7258 2743110169 熊本県 株式会社九州ファーム 9330001009841 最新の全自動摩砕機の導入による品質レベルの向上 菊池市商工会

7259 2743110170 熊本県 有限会社エイペックス 2330002001333
果物・野菜の規格外品を使ったフローズンフルーツと
スープの製造販売

肥後銀行

7260 2743110171 熊本県 株式会社吉永産業 2330001004857
革新的な工法による低価格で、安全・安心な高齢者住
宅開発

商工組合中央金庫

7261 2743110172 熊本県 有限会社たまきな建設 4330002021057 災害予防ニーズに対応する情報化施工の展開 玉名商工会議所

7262 2743110174 熊本県 オートスタジオリズ 　－
環境に配慮した次世代自動車に対応するための最新
設備の導入

赤塚智哉

7263 2743110175 熊本県 前田畳店 　－
医療・介護施設向けストレスレスな畳の開発と販路拡大
事業

山鹿商工会議所

7264 2743110177 熊本県 青紫蘇農場株式会社 6330001009506
業務用大葉の生産効率強化による地力活性貢献と販
路拡大事業

橋本一郎税理士事務所

7265 2743110178 熊本県 株式会社フジバンビ 4330001004079 最新設備導入による 高度生産型製造への転換計画 三隅英明税理士事務所

7266 2743110179 熊本県 株式会社テレビ熊本 5330001003121 ローカルテレビ局が生き残るためのＷＥＢの利活用 古川雅敏

7267 2743110180 熊本県 有限会社レグルス 6330002024974 運転代行配車アプリ開発による経営の安定化 美里町商工会

7268 2743110181 熊本県 フロンティアビジョン株式会社 3330001010771
中小企業経営の見える化をクラウドとＩｏＴで実現する試
作製品開発

大山裕史税理士事務所

7269 2743110182 熊本県 サンワアルティス株式会社 3330001009855
熊本のオーガニック食材を使用した商品開発 および販
売の事業化

大津町商工会

7270 2743110183 熊本県 株式会社みさと 5330001013384
環境循環型サービス『あ助ゼロ・エミッションサイクル』
の新構築

美里町商工会

7271 2743110184 熊本県 原口製菓株式会社 4330001010192
インバウンド需要に対応した菊池の伝統菓子「松風」の
リニューアル事業

菊池市商工会

7272 2743110185 熊本県 シントワールド株式会社 8330001013605
ホテル用アメニティチューブ型歯磨き粉製造の生産性
向上と新商品展開

株式会社ＶＩコンサルティン
グ

7273 2743110186 熊本県 亀萬酒造合資会社 8330003003736
“醪・搾り”工程の改善および“微発泡純米酒”等の研究
開発・新商品化

肥後銀行

7274 2743110191 熊本県 通宝海苔株式会社 4330001003023
ふりかけ等に使用する原材料味付け加工の生産性向
上と安全対策

熊本銀行

7275 2743110203 熊本県 橋本醤油合資会社 2330003000680
高度衛生管理手法（ＨＡＣＣＰ）に対応した発酵食品製
造工程の整備

肥後銀行

7276 2743110205 熊本県 有限会社真和ステンレス工業 8330002005295
最新パンチ・レーザ複合マシンの導入による短納期・高
品質化並びに新規顧客への進出

商工組合中央金庫

7277 2743110206 熊本県
グリーンサイエンス・マテリアル株式
会社

4330001007602 スイゼンジノリのテスト培養プラントの製作 飯田敏晴税理士事務所

7278 2743110207 熊本県 井手上精機有限会社 3330002015976 ロボット駆動部品生産の高精度化と高効率化事業 肥後銀行

7279 2743110210 熊本県 大久保巧芸株式会社 6330001006412
高性能システムによる製造工程の効率化・生産性の向
上で　競争力強化を実現

熊本銀行
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7280 2743110211 熊本県 株式会社松正 5330001008905
新規の顧客開拓のための和洋菓子の試作開発と量産
化

熊本商工会議所

7281 2743110215 熊本県 岩田建設株式会社 1330001013074
情報化施工ＭＧ技術導入生産性向上と新工法導入に
よる経営の革新

美里町商工会

7282 2743110216 熊本県 ナカヤマ精密株式会社 2120001117589  １．型彫り放電加工機における自動化システムの構築 商工組合中央金庫

7283 2743110218 熊本県 株式会社トライスト 8330001010296
地方創生に貢献する３次元印刷技術導入による魅力度
の高いご当地ＰＲ製品開発事業

肥後銀行

7284 2743110219 熊本県 株式会社不二宮製作所 2330001011671 災害時における避難仮設空間の開発 福岡銀行

7285 2743110220 熊本県 有限会社永田樹脂加工 8330002007564 三次元樹脂加工ＣＡＤＣＡＭシステム導入 税理士法人ひまわり

7286 2743110221 熊本県 幸の国木材工業株式会社 8330001010263
木材強度測定（グレーディングマシン導入）による品質
向上、生産性向上、および販路拡大計画

税理士法人未来税務会計
事務所

7287 2743110222 熊本県 不二精密工業株式会社 6330001009679
ＮＣ旋盤複合機のＩｏＴによる精密ナット生産プロセス革
新と障がい者雇用戦力化事業

肥後銀行

7288 2743110224 熊本県 有限会社緒方製作所 8330002001798
大型高精度ワイヤ放電加工機導入によるワンストップ
化事業

熊本第一信用金庫

7289 2743110228 熊本県 有限会社陽光 7330002018942
最新モデルの電動射出成形機を用いた高付加価値樹
脂部品の技術開発

公益財団法人くまもと産業
支援財団

7290 2743110230 熊本県 塩山食品株式会社 3330001011745
“南関あげ（小）”投入ロボットの導入による省力化及び
生産性向上計画

南関町商工会

7291 2743110231 熊本県 トイメディカル株式会社 7330001019941
褥瘡の開放性湿潤療法用孔あきシリコーンシートの事
業化

公益財団法人くまもと産業
支援財団

7292 2743110232 熊本県 笑園 　－
次世代養液土耕装置ゼロアグリ導入によるミニトマトの
通年安定出荷及び棚持ちの改善

熊本信用金庫

7293 2743110234 熊本県 株式会社オジックテクノロジーズ 9330001000692
次世代パワーデバイス搭載基板に対応した無電解Ａｇ
めっきの技術開発とライン敷設

肥後銀行

7294 2743110237 熊本県 天草池田電機株式会社 7330001015404 水銀を使用しない無電極ランプ製造装置の導入
公益財団法人くまもと産業
支援財団

7295 2743110239 熊本県 ワールドグリーン株式会社 6330001004993
他社にない花器製造プロセスの確立による新商品の開
発

肥後銀行

7296 2743110240 熊本県 今建重機株式会社 6330001016345
建設工事の測量から機械施工までのＩＣＴ化による、品
質向上と他社競争力の強化

森瀬敏明税理士事務所

7297 2743110245 熊本県 株式会社かもめ印刷 1330001000832
新しい印刷技術追加による新しい市場進出（ＭＩＣＥ、観
光）について

肥後銀行

7298 2743110246 熊本県 デンタルラボウエダ 　－
デジタル技術導入による生産性の向上および独自技術
“咀嚼補綴物”の販路拡大

玉名商工会議所

7299 2743110249 熊本県 株式会社頂 1330001008520 有機微生物培養液（バイオゴッド）の量産化体制の確立
公益財団法人くまもと産業
支援財団

7300 2743110253 熊本県 株式会社ワイズ・リーディング 4330001007809
医療分野における患者安全向上のための見守りシステ
ムの研究開発

公益財団法人くまもと産業
支援財団

7301 2743110254 熊本県 ＴＲＡＩＬＥＲ－ｓｈ 　－
子育てママ向けオーダーシャツブランド“ＧＯＧＡＫＵ”の
設立と新たなマタニティウエアーの提案

阿蘇市商工会

7302 2743110261 熊本県 こやなぎ歯科医院 　－
３Ｄデータを活用した高難易度インプラント治療サービ
スの提供

税理士法人ＰＦＡ

7303 2743110263 熊本県 株式会社オージャス 3330001020738
女性に特化したオンリーワンのボディサポート一サービ
ス体制の構築

熊本銀行

7304 2743110269 熊本県 有限会社オオツボ 2330002030043
小規模型廃棄乳処理設備の開発による高収益型畜産
体制の構築

木永博昭税理士事務所

7305 2743110270 熊本県 熊本交通運輸株式会社 3330001010887
集客アップのための「革新的循環型ビジネスモデル」の
構築

肥後銀行

7306 2743110271 熊本県 株式会社エア・カメラ 9330001022431
３６０度ＶＲ映像技術を活用した映像コンテンツ制作事
業の開発

山口勝則公認会計士事務
所

7307 2743110272 熊本県 株式会社ＰＴＣ 8330001021120
３Ｄ－ＣＡＤを使用した、３次元専門設計受託体制の構
築

肥後銀行

7308 2743110275 熊本県 淡路機材株式会社 9330001000239
各種端末機の連携による先駆的な管工事材料の管理
と営業体制の強化

肥後銀行

7309 2743110286 熊本県 臣歯科診療所 　－
先端精密治療機器導入による高度歯科治療の提供、
患者満足度の向上

熊本銀行

7310 2743110288 熊本県 株式会社天使の翼 2330001017363
管理システム導入による、障がい者支援サービスの向
上事業

赤塚智哉税理士事務所

7311 2743110290 熊本県 株式会社ナインデザイン 2330001006944
介護接遇マナーカードの製作による介護事業の人材育
成支援への参入

熊本銀行

7312 2743110293 熊本県 株式会社環境と開発 5330001003245 クラウド型竹林情報管理システム試作開発事業 熊本第一信用金庫

7313 2743110296 熊本県 株式会社宇佐美工業 3330001006984
３Ｄレーザスキャナによる測量業務の省力化と測量精
度の大幅な向上

熊本銀行

7314 2743110298 熊本県 株式会社美里環境 4330001018896
新輸送体制構築・余剰人的資源を上水道管理システム
新事業に展開

美里町商工会
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7315 2743110300 熊本県 有星機材株式会社 2330001010797
鉄筋端材を再利用し耐震補強材である「あと施工アン
カー／差筋アンカー」へ加工・製造・販売事業

松山優喜税理士事務所

7316 2743110302 熊本県 有限会社豊和精機 2330002009509
複合加工機の導入による加工時間の短縮、製品精度
の向上と人材育成

西岡経営管理事務所

7317 2743110303 熊本県 有限会社現代ステンレス工業 1330002015821
手作業工程の集約化による、 受注対応能力の強化と
生産能力の向上

公益財団法人くまもと産業
支援財団

7318 2743110305 熊本県 タイコーテクニクス株式会社 1330001018288
高汎用・高デザイン・低価格なオーディオアクセサリー
の開発・製造

西岡隆

7319 2743110307 熊本県 繊月酒造株式会社 6330001016007
県産農産物を使ったリキュール開発及び生産工程の改
善

川上会計事務所

7320 2743110308 熊本県 平田木工所 　－
切削技術の高度化で挑戦する「知育に繋がるキッズ
コーナー」の新提案

熊本銀行

7321 2743110309 熊本県 豊田実業株式会社 2330001014369 長尺物薪割り機械開発事業 水俣商工会議所

7322 2743110312 熊本県 株式会社福田農場ワイナリー 1330001014403
搾汁ラインの改善による生産性向上と果皮残さを利用
した高付加価値素材の試作開発

森山英治税理士事務所

7323 2743110315 熊本県 共立機械製作所株式会社 9021001015976
パワー半導体用基板構成部品の溶融接着用「アルミ薄
膜」製造における静電気除去技術を用いた打抜き自動
化

荒尾商工会議所

7324 2743110318 熊本県 株式会社九州プレシジョン 5290001055150
ＩｏＴを活用した生産工場業務効率化と高品質製造の持
続化

公益財団法人くまもと産業
支援財団

7325 2743110321 熊本県 いまさき歯科医院 　－
無麻酔可能なレーザー装置とマイクロ装置を活用した
小児歯科治療サービスの展開

税理士法人ＰＦＡ

7326 2743110325 熊本県 株式会社ひまわり石工 5330001012205
カラー・３Ｄプリンターでイメージ革新、オリジナル墓石の
提案

熊本銀行

7327 2743110332 熊本県 株式会社プレシード 3330001012727
機械装置設計製造における全ての工程の３次元化によ
る圧倒的な効率アップ

松田中行税理士事務所

7328 2743110334 熊本県 株式会社野毛電気工業 8020001006656
金属拡散防止接合層の湿式めっきによる革新的製膜
技術の開発

税理士法人ユース会計社

7329 2743110336 熊本県 ネクサス株式会社 2330001011754
軽量化合金の品質安定を確保する金型加工技術の高
機能化

商工組合中央金庫

7330 2743110338 熊本県 有園義肢株式会社 3330001013485
足底装具、インソール製作へのＣＡＤ／ＣＡＭシステム
の導入

熊本銀行

7331 2743110342 熊本県 株式会社旭製作所 1330001018362
電気式自働真空成型機を用いた高精度溶出容器の製
造

河野公認会計士事務所

7332 2743110343 熊本県 株式会社旭セミコン 3330001011794
ＣＡＤ／ＣＡＭを搭載した最新型マシニング機の導入に
より高精度研削加工を社内で確立する

河野公認会計士事務所

7333 2743110344 熊本県 株式会社グッドビレッジ 3330001019887 九州産原料を主原料とするソフトクッキーの増産 熊本信用金庫

7334 2743110345 熊本県 九州オルガン針株式会社 9330001011533 自社技術の高度化による医療用針等の製品開発 三菱東京ＵＦＪ銀行

7335 2743110347 熊本県 エム・テクニック株式会社 9120101043398
強制薄膜式マイクロリアクターの小型装置製作における
生産性向上

柏之雄

7336 2744110001 大分県 由布合成化学株式会社 9010801012382
ＬＥＤ市場の拡大における、ＩＴを用いた生産性の向上及
び競争力の強化

商工組合中央金庫

7337 2744110002 大分県 有限会社アサヒ産業 1320002016309
建設骨材製造における、品質向上及び製造システムの
効率化について

佐伯商工会議所

7338 2744110003 大分県 有限会社小袋製陶所 3320002019078 小鹿田焼の伝統を資源として還元炎で陶器を試作する 豊和銀行

7339 2744110006 大分県 株式会社トライテック 8320001004027
ＩｏＴ搭載型３Ｒ転造機による出銑開孔用ドリル製造にお
ける生産性向上

大分銀行

7340 2744110007 大分県 株式会社カワベ 4320001009582
高電圧（２２Ｋｖ）用電力機器部材の製品精度向上のた
めの製造ライン確立

公益財団法人大分県産業
創造機構

7341 2744110013 大分県 コロン株式会社 8012401009719
成形／印刷／冶具付けまでの作業を自動化し独自の
生産プロセスを構築

商工組合中央金庫

7342 2744110014 大分県 株式会社三共テック 4320001008634
大型品の加工が可能なマシニングセンターの導入によ
る収益力の強化

公益財団法人大分県産業
創造機構

7343 2744110015 大分県 株式会社溝江商店 2320001008041 生産性向上を目的とした押出式プレス機の導入
公益財団法人大分県産業
創造機構

7344 2744110017 大分県 地方卸売市場株式会社高田魚市場 3320001007827 ボールカッター導入による練り製品のＱＣＤＰＳの向上 大分県信用組合

7345 2744110018 大分県 大関食品株式会社 1320001007622
冷凍エビ天ぷら製造におけるフライヤー投入工程の自
動化

公益財団法人大分県産業
創造機構

7346 2744110021 大分県 大分電子工業株式会社 1320001008348
最新モデルの半導体用樹脂封止装置導入による海外
市場の奪回

税理士法人大分綜合会計
事務所

7347 2744110022 大分県 有限会社安部材木店 9320002010782
ＳＦサンダー導入による製品の付加価値向上に伴う経
営拡大と事業継承

大分銀行

7348 2744110024 大分県 大成工業株式会社 5320001009227
最新鋭パイプ高速自動寸法設定マーキング　切断分別
自動化装置の導入

西丸重明税理士事務所

7349 2744110025 大分県 藤居醸造合資会社 2320003001135
地元産麦を使った高級焼酎のブランド力向上・確立の
ための設備導入

大分銀行
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7350 2744110026 大分県 株式会社オモテ 4320001010722 最新横型マシニングセンタ導入による社内生産性向上 大分銀行

7351 2744110028 大分県 株式会社古川製菓 6320001009093
新たな冷凍専用製品・オーダーメイド製品の開発ならび
に、生産性・品質の向上

公益財団法人大分県産業
創造機構

7352 2744110029 大分県 日田ログハウジング協同組合 5320005007508
販路拡大および作業効率の向上における、ログハウス
壁面増厚加工ラインの整備

大分県信用組合

7353 2744110030 大分県 株式会社明文堂印刷 5320001002685
乾燥時間が削減できるＬＥＤ－ＵＶ印刷システムを活用
した生産性の向上

大分銀行

7354 2744110031 大分県 株式会社くじゅう高原ガンジー牧場 6320001009820
希少種「ガンジー牛」から取れる生乳を使用した新商品
の製造工程の確立

公益財団法人大分県産業
創造機構

7355 2744110032 大分県 木村製パン工場 　－
撹拌機械の最新モデル導入による作業効率の向上とコ
スト削減

豊後高田商工会議所

7356 2744110033 大分県 有限会社安達製畳所 2320002000674
和紙表・ファブリック生地を使ったフローリング畳受注
サービスの開発

大分県信用組合

7357 2744110035 大分県 ヘルメット潜水株式会社 8320001008317
ポリエチレン編成樹脂網状構造体の新素材を使用した
商品の内製化

北迫税理士事務所

7358 2744110036 大分県 中之島鉄工株式会社 1320001007837
鉄骨製作工程の見直しと最新設備導入によるＱＣＤＳ改
善への取り組み

大分県信用組合

7359 2744110039 大分県 株式会社ケーアンドケー 5320001008253
最新機械の導入による自動車向けプラスチック製品の
ＱＣＤ向上

公益財団法人大分県産業
創造機構

7360 2744110041 大分県 有限会社田中鉄工 1320002016911
最新鋭レーザ加工機導入により高度な生産性向上の
実現

大分県信用組合

7361 2744110043 大分県 八鹿酒造株式会社 1320001010295
九重産『五百万石』等を使用した日本酒の国内及び海
外販路開拓に向けた新型設備の導入

大分銀行

7362 2744110044 大分県 広戸菓子舗 　－
地元特産品を使った和洋新商品開発と設備導入による
商品開発力・品質・生産性の向上

津久見商工会議所

7363 2744110045 大分県 株式会社中津設備技研 2320001010906
３次元測定機で得られる製品の品質及び価値の向上と
競争力の強化

大分銀行

7364 2744110046 大分県
株式会社東プラスチック・エンジニア
リング

9180001076377
最新の２材射出成形機の特性を生かした、異種プラス
チック材料同時成形方法の開発

藤田会計事務所

7365 2744110049 大分県 二豊醤油協業組合 5320205000007
ＰＣ制御された醤油調合設備の設置による業務用、及
び輸出用製品製造の効率化

商工組合中央金庫

7366 2744110051 大分県 有限会社井上工芸 6320002018738
自動木工旋盤機等の導入による、家具部品等に係る新
たな需要の獲得

日田商工会議所

7367 2744110052 大分県 株式会社三邦 8320001001271
３次元湾曲屋根に対応する金属屋根材成型技術の確
立

大分ベンチャーキャピタル
株式会社

7368 2744110054 大分県 有限会社亀の甲 8320002017630
健康志向ニーズに応える極生新製品の商品化と高効
率生産による安定供給体制の構築

佐伯市番匠商工会

7369 2744110055 大分県 有限会社相澤鉄工所 8320002000454
最新鋭横中ぐり盤の導入による生産性向上・受注拡大
図る

公益財団法人大分県産業
創造機構

7370 2744110056 大分県 株式会社新日本テスコム 1320001004586
石油化学プラント等の熱交換器細管用検査機器の最新
鋭機種導入

伊予銀行

7371 2744110059 大分県 株式会社コスモ 7320201000297
プラズマ加工技術の高度化による生産性向上及び新規
取引先開拓

大分銀行

7372 2744110061 大分県 大分デバイステクノロジー株式会社 8320001002724
低インダクタンスＳｉＣパワー半導体モジュール技術開発
事業

大分銀行

7373 2744110062 大分県 有限会社糀屋本店 8320002016632
“キスケ糀パワー”製造強化による受注拡大と海外展開
の加速化

公益財団法人大分県産業
創造機構

7374 2744110064 大分県 有限会社川嶋モータース 9320002015641
最新式小型レッカー装置と高性能スキャンツールを連
携活用した新ロードサービスの構築

日出町商工会

7375 2744110067 大分県 大分醬油協業組合 6320205000006
微酸性次亜水を用いた業務用大型容器洗浄殺菌シス
テムの構築と汚染微生物の制御監視

大分銀行

7376 2744110071 大分県 株式会社江藤製作所 9320001000628
最新鋭のファイバーレーザー加工機導入による競争優
位の確立と鉄道分野への新規参入

公益財団法人大分県産業
創造機構

7377 2744110073 大分県 九州瑞穂株式会社 8120001049471
ドリル・エンドミル用超微粒子超硬合金素材のニアネット
シェイプ化

大分銀行

7378 2744110074 大分県 株式会社まるひで 4320001002612
最新の精肉スライス機器導入による作業の生産性向上
及び体制の整備改善

公益財団法人大分県産業
創造機構

7379 2744110076 大分県 株式会社ＭＡＣＲＯ 5320001007973
ワイヤー放電加工の精度向上による航空業界および医
療業界に対する部品加工受注の獲得

大分銀行

7380 2744110078 大分県 宇佐パン粉有限会社 9320002013744
高効率フリーザー冷却器の導入による生産性および品
質向上で冷凍パンの販路拡大を実現

宇佐商工会議所

7381 2744110079 大分県 神崎鉄工株式会社 5320001008889
建築物の大型化に伴う柱大組溶接ロボット導入による、
生産の効率化と高品質化

山野哲志税理士事務所

7382 2744110080 大分県 宇佐生コンクリート事業協同組合 5320005003291
ネットワーク型販売情報管理システムの導入による生
産性向上

宇佐商工会議所

7383 2744110081 大分県 株式会社デンケン 6320001001843
信頼性試験設備の導入とＩｏＴ化による生産性向上の実
現

大分銀行

7384 2744110082 大分県 株式会社フクトクテクノス大分 6320001002362
独自制御システムを備えた平面研削盤導入による表面
加工精度の向上

大分銀行
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7385 2744110083 大分県 宝工業株式会社 4122001004658
人工透析装置部品の高度化・増産に取り組みアジアの
医療産業拠点を支える

株式会社エフアンドエム

7386 2744110084 大分県 株式会社ＡＫシステム 4320001003800
先進的な精密板金加工プロセスの構築による品質及び
生産性の向上

公益財団法人大分県産業
創造機構

7387 2744110085 大分県 二豊味噌協業組合 7320205000005
みそ及び麹を原料とした調味料を充填する高速液体粘
体自動充填機の導入

商工組合中央金庫

7388 2744110087 大分県 丹匠合資会社 3320003001035
世界一「佐伯飾り寿司」の冷凍商品化による宅配革新
サービス

佐伯商工会議所

7389 2744110089 大分県 瀬戸製材株式会社 5320001010044
大断面製材品の強度・含水率測定器導入による高品質
な大径木材の活用

日田商工会議所

7390 2744110091 大分県 株式会社エリア 6320001008211 自動車電子部品用ＬＳＩテストの顧客の開拓
公益財団法人大分県産業
創造機構

7391 2744110095 大分県 株式会社宮地鐵工所 8320002006732
１，５００㎜超の大型製缶品における高精度加工技術の
高度化による需要増大への対応

株式会社エフアンドエム

7392 2744110104 大分県 株式会社菊家 6320001000928
餡の製造工程における釜の真空化による品質向上と生
産性向上

豊和銀行

7393 2744110106 大分県 株式会社髙橋製茶 4320201000416 茶の選別工程の高度化による、海外進出の事業化 野津町商工会

7394 2744110107 大分県 有限会社新貝商店 4320002020687
国産材原木の利用率向上のための最新式スケアリング
ソー導入

大分銀行

7395 2744110108 大分県 ピュアハート 　－
アレルギー対応専用機材導入による、安心安全な商品
の製造販売強化

大分商工会議所

7396 2744110109 大分県 豊洋精工株式会社 6320001008319
成形機への作業割当、実績収集のＩｏＴ化による作業の
見える化と工数削減の実施

公益財団法人大分県産業
創造機構

7397 2744110110 大分県 有限会社豊州モールド 5320002017550
３次元ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による金型加工技術の向上と
新規分野開拓の実現

伊予銀行

7398 2744110111 大分県 玖珠中央発条工業株式会社 8320001010322
線材の加工設備導入による加工精度の向上と量産体
制の構築

大分銀行

7399 2744110112 大分県 株式会社村ネットワーク 5320005006443
アルファ化（非結晶化）製粉のための臼挽き製粉機の導
入

大分銀行

7400 2744110115 大分県 株式会社村上椎茸農園 4320001008147
自動計量機ライン一式導入によるパック包装した生しい
たけのスーパーマーケットへの販路拡大

大分県信用組合

7401 2744110117 大分県 企業組合百笑一喜 9320005004294
安心院産ぶどう１００％使用ワインの製造における品質
向上に向けた製造工程の確立

宇佐両院商工会

7402 2744110124 大分県 後藤製菓 　－
自動包装機の導入による臼杵煎餅の増産と販路拡大、
並びにブランド力の強化

豊和銀行

7403 2744110125 大分県 有限会社飛田機械 7320002008102
ロボットアーム部品加工の多品種対応および半導体装
置部品加工の高精度短納期加工の両立のための新生
産体制の構築

伊予銀行

7404 2744110126 大分県 有限会社但馬屋老舗 5320002017939
包あん機導入による生産性向上と海外向け新商品開
発への技術革新

竹田商工会議所

7405 2744110130 大分県 有限会社本川牧場 3320002019326
畜産での革新的サービスへ、クラウドシステムで一元管
理の取組

福岡銀行

7406 2744110132 大分県 ＫＢツヅキ株式会社 7180001044071 最新鋭自動糸通し機の導入によるリードタイムの短縮 商工組合中央金庫

7407 2744110134 大分県 株式会社栄工社 1320001000585
多彩なメディアに印刷可能な大判プリンター導入による
事業領域の拡大

公益財団法人大分県産業
創造機構

7408 2744110136 大分県 清松総合鐵工株式会社 5320001007635
最新型ＲＥＧＡＲＣ鉄骨溶接ロボット導入による高能率
生産システムの確立

大分銀行

7409 2744110137 大分県 梶原食品 　－ 継続型農業を支える農産物の加工事業 大分銀行

7410 2744110138 大分県 ＢＬウレタン株式会社 5320001011868
自動カッティングマシンによる特殊形状ウレタンフォーム
裁断工程の効率化

日田商工会議所

7411 2744110139 大分県 株式会社日工社 2011001017096
新型ファイバーレーザー切断加工機の導入によるコスト
削減

さいとう税理士法人

7412 2744110140 大分県 株式会社梶原種鶏孵化場 7320001007625
微生物の発酵技術による産業廃棄物を活用した有機質
肥料製造事業

宇佐商工会議所

7413 2744110144 大分県 有限会社ニーブエンジニアリング 3320002010400
マシニングセンタによるパワーデバイス用電極板の高
効率量産体制の確立

公益財団法人大分県産業
創造機構

7414 2744110147 大分県 株式会社東部開発 1320001001914
設備導入による生産性ロスの大幅改善と既設工場ライ
ンの高効率化

林会計事務所

7415 2744110148 大分県 日出水産株式会社 8320001008399
生産ラインへ風力選別及び色彩選別機導入による製品
品質向上の取組み

大分県信用組合

7416 2744110151 大分県 株式会社三洋産業 7320001006321
新型ドリッパーに対応したコーヒーフィルター生産設備
の導入

大分銀行

7417 2744110157 大分県 旭プラスチック工業株式会社 2320001008834
自動車産業向け機械設備の投資による受注拡大と生
産性向上

大分銀行

7418 2744110160 大分県 大喜工業株式会社 1320201000105
防熱扉の断熱材であるウレタン注入機の導入による生
産性向上と品質の安定化

大分銀行

7419 2744110164 大分県 アシアントレーディング株式会社 9320001011063
クリーンルーム機能を持った塗装設備の導入による高
級乗用車部品塗装の展開

大分銀行
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7420 2744110168 大分県 株式会社石井工作研究所 5320001000499
複合加工機の導入による加工時間の短縮と高精度な
高付加価値部品製造の実現

大分銀行

7421 2744110169 大分県 株式会社武内製材所 3320001010426
グレーディングマシーンの導入により『安心安全木材』
の供給システムの構築

森税理士事務所

7422 2744110178 大分県 有限会社カナヤ 2320002020318
成熟した地域の森林資源を活用する為の新生産システ
ムの構築

筑邦銀行

7423 2744110182 大分県 ベストリビング株式会社 8320001010108
特注家具工場に於ける職人の手作業に依存してきた工
程の自動化による生産性向上の実現

日田商工会議所

7424 2744110183 大分県 株式会社カケイ工業 5320001011224
高機能ホイストクレーン導入による効率化及び高品質
化の実現

大分銀行

7425 2744110188 大分県 中央発条工業株式会社 5320001010069
特殊ばね加工機の導入による生産性向上と内製化の
実現

大分銀行

7426 2744110194 大分県 新田水産加工株式会社 5320001008303
高精度な選別機導入によるちりめんの異物選別の精度
と生産性向上の実現

伊予銀行

7427 2744110198 大分県 株式会社中央スプリング製作所 8320001010446
コンピュータ制御の成型機導入によるばねの成型効率
向上の実現

大分銀行

7428 2744110200 大分県 島田電子工業株式会社 5320001011364 高付加価値光ＩＣ素子の商品化と市場への貢献 大分銀行

7429 2744110201 大分県 株式会社湯川鉄工所 3021001034222
ロボット設備導入による国内・国外向け自動車部品製
造工程の革新

株式会社浜銀総合研究所

7430 2744110202 大分県 株式会社朝日木工 5320001009937
高周波枠組・縁張り接着機導入による生産性向上とデ
ザイン性の高い商品開発

大分銀行

7431 2744110203 大分県 株式会社フタバ印刷社 8320001007327
ＡＲソフト・製版機導入による、新商品開発及び業務プ
ロセス改善事業

大分銀行

7432 2744110205 大分県
有限会社ケーキ大使館クアンカ・ドー
ネ

4320002016628
生姜を使った新しいお菓子の開発および生産工程の機
械化事業

佐伯市番匠商工会

7433 2744110206 大分県 極東印刷紙工株式会社 4320001000987
大型断裁機並びに関連機材導入による収益性と生産
性の向上

税理士法人シーウエイブ

7434 2744110207 大分県 有限会社黒木製材所 8320002016616
モルダ（自動多軸かんな）の導入による材工一貫のコス
ト削減と事業拡大

大分銀行

7435 2744110209 大分県 株式会社河村農園 9320001009388
働く女性を応援します。癒しの健康茶「ハニーブッシュ
茶」でホッと一息

佐伯市番匠商工会

7436 2744110214 大分県 株式会社くじめ屋 4320001011191
顧客管理システムによる客層に合わせた商品提案と収
益向上

商工組合中央金庫

7437 2744110215 大分県 株式会社日本ピット 6320001000119
三次元ＣＡＤシステムとＩＴを活用し、全ての工程のコス
ト、時間の削減、品質向上を実現する

伊予銀行

7438 2744110222 大分県 株式会社カマック 9320001000826
鉄骨天吊マルチワークシステム導入による溶接作業員
の負担低減化、高品質、低コスト化

伊予銀行

7439 2744110223 大分県 株式会社フカベエッグ 7350001002243 機械化による作業負担軽減及び生産性向上 木本直之税理士事務所

7440 2744110224 大分県 株式会社エコ・ワールド 8320001010306
編成樹脂網状マットレスＥ－ＣＯＲＥの最終工程のセット
アップ業務の内製化（取り込み）による川下への進出

大分銀行

7441 2744110229 大分県 株式会社ベース 7320002017318
２０２０年東京オリンピックの食材選定されるための、世
界基準品質管理の導入計画

佐伯市あまべ商工会

7442 2744110238 大分県 株式会社池永セメント工業所 9320001000495 住宅用超長尺コンクリート製品製造用ラインの設置 大分県商工会連合会

7443 2744110240 大分県 株式会社クニナリ 1320001008918
最新式３Ｄパイプ形鋼レーザー加工機導入による品質
向上と作業の効率化

公益財団法人大分県産業
創造機構

7444 2744110242 大分県 ゴードービジネスマシン株式会社 5320001001084
日本初の革新的なサービス、ＩＰ防災通信システムによ
る戸別受信方式の構築

伊予銀行

7445 2744110259 大分県 株式会社ヤマジン 2320001009147
最新設備増設による生産性向上と売上拡大及び雇用
の促進

佐伯市あまべ商工会

7446 2744110263 大分県 株式会社サラヴィオ化粧品 6320001007188
「加水分解カボス果皮エキス」配合抗シワ薬用化粧品
の開発

商工組合中央金庫

7447 2744110265 大分県 株式会社イマハシ 2320001008339
工場内完結、最新鋭溶接設備の導入による現場工程
ゼロ化を実現する革新的生産性向上

若杉公認会計士事務所

7448 2744110266 大分県 株式会社キューメイ研究所 4320001004204 新事業展開のための開発・製造・販売システムの構築 工藤隆税理士事務所

7449 2745110004 宮崎県 有限会社古川製作所 4350002016096
３ＤＣＡＤ高精度加工技術を活用した次世代型新エネル
ギー自動車部品事業への参入

宮崎太陽銀行

7450 2745110005 宮崎県 有限会社テクノ 4350002017185
ファイバーレーザーを活用した業界初新製品の試作開
発及び製造工程の革新

鹿児島銀行

7451 2745110006 宮崎県 有限会社長友コンクリート工業所 5350002007318
雷サージ対応の最新操作盤等の導入による、生コンの
安定的な製造・供給

神中税理士事務所

7452 2745110007 宮崎県 株式会社金城精機 5350001009018
多軸制御技術による難削素材への高能率切削加工シ
ステムの確立

宮崎銀行

7453 2745110009 宮崎県 株式会社エミオテクノロジー 2350002010431
噴流式ハンダ槽導入による、リフロー炉との併用方式の
製造技術の確立

宮崎太陽銀行

7454 2745110011 宮崎県 サファリウッド協同組合 6350005004278
うづくり加工機導入による商品価値向上と飫肥（オビ）杉
の販路拡大

商工組合中央金庫
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7455 2745110012 宮崎県 株式会社八光開発コンサルタント 6350001008209
３Ｄレーザースキャナ導入による測量業の生産性の向
上と短納期化の実現

宮崎銀行

7456 2745110013 宮崎県 西臼杵共同生コン株式会社 2350001011570
生コンプラント遠隔式操作盤と非接触型細骨材表面水
測定装置の新設

宮崎銀行

7457 2745110014 宮崎県 坂本園 　－
萎凋技術を活用した新商品開発及びボトルネック工程
の解消

五ヶ瀬町商工会

7458 2745110015 宮崎県 株式会社高橋精機製作所 9011401004571 航空機シート部品の試作および一貫生産体制の整備 埼玉りそな銀行

7459 2745110019 宮崎県 有限会社谷山機械製作所 8350002007538
高剛性マシニングセンタを活用した高効率生産による
販路拡大事業

宮崎太陽銀行

7460 2745110020 宮崎県 甲斐精密 　－
細穴放電加工機の導入による作業効率の改善及び短
納期化

北方町商工会

7461 2745110021 宮崎県 京屋酒造有限会社 3350002016543
国内外に向けて地産の食材等を使った「和風ＧＩＮ」製造
のための専用蒸留装置導入事業

日南商工会議所

7462 2745110022 宮崎県 株式会社小田工業 7350001007151 省力化マシン導入による生産工程改善強化事業 宮崎銀行

7463 2745110023 宮崎県 株式会社ニチワ 2350001009482
最新モデルの冷間鍛造設備を導入し、品質向上と生産
性向上による事業強化

公益財団法人宮崎県産業
振興機構

7464 2745110024 宮崎県 有限会社白水舎乳業 6350002003613
「百白糀」の機能性、保存性、安全性を高めるための空
気清浄ラインの構築

鹿児島銀行

7465 2745110025 宮崎県 海晴機械株式会社 5350001011023
５軸制御複合加工機導入によるタイヤ金型製造への新
規事業参入計画

宮崎銀行

7466 2745110026 宮崎県 古澤醸造合名会社 9350003001654 冷却装置導入による品質安定 日南商工会議所

7467 2745110028 宮崎県 株式会社ヨコム 6120901012258
最新モデル設備導入による高性能自動車用吸音材生
産性向上と市場拡大

宮崎銀行

7468 2745110029 宮崎県 株式会社バクティ 7350001009882
小ロット・短納期・新規マーケットに素早く対応する最新
型インクジェットプリンター機の導入

林税理士事務所

7469 2745110030 宮崎県
西諸地区生コンクリート事業協同組
合

5350005004444
出荷監査・販売管理システム導入による生コン協同事
業の近未来型モデルの確立

宮崎銀行

7470 2745110031 宮崎県 有限会社東京庵 7350002003109
新型製麺機を用いた宮崎県産蕎麦の生産性向上と新
規市場創出

清家公認会計士税理士事
務所

7471 2745110033 宮崎県 株式会社水耕舎 4350001010208
小型化・軽量化・作業能率向上のための新型ボーリン
グマシンの開発

山元経営診断事務所

7472 2745110034 宮崎県 オリンピア工業株式会社 3012801000307
パイプベンダー導入による溶接製品のコスト削減と短納
期、高品質化への取組み

商工組合中央金庫

7473 2745110037 宮崎県 みやざきライス卸協同組合 9350005003616
精米事業の拡大等を目的とした、最新式精米機の導入
による安全性向上、高品質化、業務効率化事業

都城商工会議所

7474 2745110038 宮崎県 株式会社旭工業 9350001007827
経営体質の強化に向けた脱水処理作業場の整備によ
る事業の効率化

宮崎銀行

7475 2745110046 宮崎県 株式会社山崎産業 2350001007065
高性能林業機械導入による木質バイオマス燃料配給事
業参入

税理士法人馬服＆パート
ナーズ

7476 2745110050 宮崎県 株式会社宮防 5350001002063 ガラス遮熱塗装時の表面洗浄処理装置の開発 宮崎商工会議所

7477 2745110053 宮崎県 株式会社オンザマーク 3350001010027 新商品生産体制の整備を目指した加工所の新設 鹿児島銀行

7478 2745110054 宮崎県 株式会社池上鉄工所 9350001006639
部分最適から全体最適へ！　～ＩｏＴ生産革新による競
争力強化事業～

税理士法人馬服＆パート
ナーズ

7479 2745110056 宮崎県 株式会社ＦＯＲＣＵＭ 2350001012908
家畜伝染病（口蹄疫等）の防疫対策のための車両用簡
易消毒ゲートの製造・受注

山元経営診断事務所

7480 2745110058 宮崎県 株式会社松長鐵工 2350001012024
３次元ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による生産工程の高効率化・
受注拡大への実現

延岡信用金庫

7481 2745110067 宮崎県 株式会社サニー・シーリング 5350001008003
小ロット・多品種・短納期のニーズに対応した設備導入
と印刷機械更新による生産体制強化

西日本シティ銀行

7482 2745110068 宮崎県 都城管工事協同組合 4350005003620 漏水調査効率化の実現化事業 宮崎太陽銀行

7483 2745110071 宮崎県 有限会社百市建鉄工業 8350002003859
最新の孔あけ・切断複合機の導入による生産工程の高
効率化の実現

宮崎銀行

7484 2745110074 宮崎県 株式会社清水製作所宮崎 5350001008614
高精度三次元測定器導入による競争力強化及び市場
拡大を図る

木山会計事務所

7485 2745110075 宮崎県 有限会社瀬戸山ブロック工業所 9350002014343 施工効率向上に向けた擬似目地ブロックの製造 高原町商工会

7486 2745110079 宮崎県 ジャパンキャビア株式会社 9350005005273
キャビア加工場建設に伴うＩｏＴを活用した設備投資に
よって海外展開を視野にした一括生産管理の実現

商工組合中央金庫

7487 2745110084 宮崎県 都城生コン株式会社 2350001008377 水を制し環境保護に繋ぐ生コン製造体制の確立 宮崎銀行

7488 2745110087 宮崎県 株式会社オガタ 8350001000295
屋根設置型太陽光パネルの多機能架台による新規市
場開拓事業

宮崎銀行

7489 2745110088 宮崎県 株式会社アーム 8350001004718
３Ｄプレゼン・積算見積ソフト導入による省エネ住宅リ
フォームの提案力強化で他社と差別化する事業

宮崎太陽銀行
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7490 2745110092 宮崎県 株式会社島津商会 2250001003818
付加価値の高い青果物用包装フィルムを製造する設備
の導入

山口銀行

7491 2745110093 宮崎県 株式会社岡﨑組 3350001000291
ＩＴ活用による一般土木工事の生産性向上及びコンク
リート点検・診断事業の強化

宮崎銀行

7492 2745110094 宮崎県 株式会社山口鉄工建設 3350001005761
溶接ロボット導入による鉄骨建築物の溶接工程の改善
及び生産体制の強化

高鍋信用金庫

7493 2745110095 宮崎県 株式会社ミヤザキ 9030001089848
最新鋭工作機械導入による生産性向上と納期短縮の
実現

埼玉りそな銀行

7494 2745110099 宮崎県 マツタ工業株式会社 5350001007013
大型立型マシニングセンター導入で大型金型製作の競
争力強化

宮崎銀行

7495 2745110102 宮崎県 有限会社長友ビニールハウス 2350002003328
最新式アングルベンダーを活用した、短納期かつ高品
質なビニールハウス製造技術の開発

宮崎太陽銀行

7496 2745110106 宮崎県 株式会社河宗本店 5350001009422
３Ｄプリンタ導入による住宅デザインの『見える化』で未
来志向の家づくりを目指す

日南商工会議所

7497 2745110108 宮崎県 株式会社昭和 8350001006813
単品、超短納期対応に向けた新型設備導入・無人化に
よる競争力強化

税理士法人馬服＆パート
ナーズ

7498 2745110109 宮崎県 有限会社亀山工業 5350002011889
高度切削加工及び製造ライン改善によるＱＣＤ向上事
業

延岡信用金庫

7499 2745110113 宮崎県 株式会社教育情報サービス 9350001010442
教材紙面から動画・添削へ「ワンストップ英語学習サー
ビス」の提供

宮崎商工会議所

7500 2745110121 宮崎県 日南トロ－ザ－ソ－イング 3350001009738
国内外企業との競争に勝ち抜くために国際的なレベル
での品質・生産性の向上

木下公認会計士事務所

7501 2745110124 宮崎県 細島港荷役振興株式会社 4350001006115
細島港コンテナヤード管理システム導入による効率化
推進

日向商工会議所

7502 2745110126 宮崎県 吉玉精鍍株式会社 7350001007085
中間処理装置と検査機器導入による生産技術力の向
上及び売上増加

公益財団法人宮崎県産業
振興機構

7503 2745110127 宮崎県 ゴールド工業株式会社 4122001021934
電子デバイス自動実装用薄型導電シートの安定生産体
制の確立

尼崎信用金庫

7504 2745110129 宮崎県 宮崎市印刷協同組合 1350005000249
高精細印刷及・偽造防止デザインシステムによる高付
加価値印刷事業

宮崎銀行

7505 2745110131 宮崎県 ヒラサワプレシジョン株式会社 1350001001449
工具負荷解析による最適加工条件探索と金型製作工
程の効率化

城寛税理士事務所

7506 2745110132 宮崎県 株式会社キサヌキ 1350001006720
高周波フラッシュ接着機の導入と工程改善による短納
期化事業

延岡信用金庫

7507 2745110134 宮崎県 株式会社井崎製作所 5350001005719
最新炭酸ガスレーザー加工機の導入によるアセンブリ
課の新設と新規顧客獲得

新富町商工会

7508 2745110135 宮崎県 田辺精密工業株式会社 8350001006838
高精度測定機器導入による測定精度の向上、 短納期
化、検査事業への業務拡大の実現

宮崎銀行

7509 2745110136 宮崎県 株式会社あうわ 9350001012661
トマトラーメンのスープ製造工程での生産性アップと品
質向上プロジェクト

宮崎銀行

7510 2745110137 宮崎県 有限会社木佐貫鉄工所 1350002018426
高精度プレス曲げ機を新規導入し、製造工程の短縮化
及びコストダウンの実現

小林商工会議所

7511 2745110138 宮崎県 株式会社大久保商店 3350001006669
浅漬製品の自動袋詰め機導入により、生産工場で時給
アップを図る

延岡信用金庫

7512 2745110141 宮崎県 株式会社上沖産業 2350001010374
５０％消エネ加熱殺菌ラインの導入による増産体制の
確立

公益財団法人宮崎県産業
振興機構

7513 2745110144 宮崎県 有限会社日南ファミリーソーイング 1350002016826 新型自動八刺しミシン導入による品質・生産性の向上 木下公認会計士事務所

7514 2745110145 宮崎県
株式会社アステックコーポレーション
九州

1180001063283
発泡スチロール成形機の成形工程データ共有による鮮
魚輸送保冷箱の生産管理体制の構築

南郷町商工会

7515 2745110146 宮崎県 ミツイシ株式会社 9350001005987
液体・粘体自動包装充填機導入による新商品製造に伴
う新規販路の拡大構築

福岡銀行

7516 2745110150 宮崎県 株式会社スカイプランニング 8350001011664
ブロー成型ラインの導入による受託製造費の低コスト
化・短納期化・新規販路拡大

中村健一郎税理士事務所

7517 2745110152 宮崎県 有限会社東康夫養鶏場 2350002018689
新オートパッカーシステム導入による革新的な鶏卵出
荷体制の構築

えびの市商工会

7518 2745110153 宮崎県 千徳酒造株式会社 7350001006822
キャップ供給機と自動ラベラー導入による瓶詰め工程
一貫生産ラインの構築

延岡商工会議所

7519 2745110155 宮崎県 有限会社新堀水産 6350002017092 活け締めブリ等の高付加価値化実現事業 南郷町商工会

7520 2745110159 宮崎県 株式会社井上商店 4350001005505
解梱機、ラベル剥離機導入により品質向上、顧客信用
と受注拡大の実現

高鍋商工会議所

7521 2745110164 宮崎県 有限会社井ヶ田製茶北郷茶園 4350002016971 茶自動包装能力倍増化による生産・販売能力強化事業 北郷町商工会

7522 2745110169 宮崎県 有限会社東水産 8350002017207
定置網の潮流の自動計測、把握の実践による活け締
め事業の生産性向上事業

南郷町商工会

7523 2745110172 宮崎県 佐藤漬物工業株式会社 3350001009845
漬物作業の徹底効率化による生産コスト削減の実現事
業

小林商工会議所

7524 2745110177 宮崎県 キムラ漬物宮崎工業株式会社 2350001005721 スライスカット自動計量包装ラインの新設 高鍋信用金庫
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7525 2745110180 宮崎県 株式会社宮﨑茶房 9350001007439
荒茶製造工程の機能向上を図り品質を保持したまま量
的生産量を増大させる事業

五ヶ瀬町商工会

7526 2745110181 宮崎県 株式会社ゲシュマック 4350001005653
新たな食肉加工場建設による高品質自社ブランド豚肉
加工品販売拡大事業

川南町商工会

7527 2745110189 宮崎県 株式会社工藤工務店 9350001007240
納期短縮と重労働の軽減の実現で、受注拡大と高齢
者・若手雇用の環境を作る

高千穂町商工会

7528 2745110190 宮崎県 株式会社イマムラ 1350001002785
業界初の設備導入による高品質畳の増産体制確立と
オーダーメイド置き畳の新規製造販売

高岡町商工会

7529 2745110191 宮崎県 株式会社奈良鐵工 9350001001235
高速・高精度ベンディングマシン導入による曲げ加工の
高度化

宮崎信用金庫

7530 2745110192 宮崎県 株式会社エム・テック 7350001006161
デザイン性の高い家具等の複雑加工技法の習得によ
る新市場の開拓

宮崎銀行

7531 2745110198 宮崎県 道本食品株式会社 8350001001995 宮崎県産野菜を用いた「干し野菜」事業 田野町商工会

7532 2745110200 宮崎県 株式会社新海社 7350001010915 養殖魚加工場への最新マシ ン導入による増産の実現 新谷博税理士事務所

7533 2745110202 宮崎県 有限会社スーパーやまさ 6350002011293
惣菜用設備の導入と惣菜センターの開設を通じた顧客
満足度向上事業

東郷町商工会

7534 2745110204 宮崎県 大和工機株式会社 7350001008422 最新式５面加工機導入による製造力の強化 宮崎銀行

7535 2745110205 宮崎県 株式会社ドローンソリューションズ 6350001013695
無人航空機を活用した３次元モデリングシステムの導
入で測量・計測業務の生産性向上を実現

宮崎太陽銀行

7536 2745110211 宮崎県 肉のくろぎ 　－
ドライエイジングミートセラー導入による熟成肉等の開
発

都農町商工会

7537 2745110212 宮崎県 株式会社橋詰家具 1350001008205
宮崎県産の杉材、楠材の家具製造で材料の充実を図り
新たな製品で販売拡大を実現する事業

都城商工会議所

7538 2745110213 宮崎県 ヤマエ食品工業株式会社 1350001008411 濃縮つゆ類の生産体制の確立 宮崎銀行

7539 2745110216 宮崎県 桃乃屋 　－
日向特産「へべす」の皮を活用した香り高い焼き菓子の
開発と販路拡大事業

日向商工会議所

7540 2745110217 宮崎県 ミクロエース株式会社 9350001001912
半導体集積回路形成部品に対する 全自動表面処理シ
ステムの開発

折田武尚税理士事務所

7541 2745110221 宮崎県 株式会社システム技研 1350001008023 薄板多孔高精度精密部品の技術確立と事業拡大
公益財団法人宮崎県産業
振興機構

7542 2745110222 宮崎県 株式会社デイリーマーム 3350001005051
ゴボチ等の小袋製造能力アップのための新規設備（自
動包装機）導入による売上増大計画

商工組合中央金庫

7543 2745110225 宮崎県 ツカサ電工株式会社 7011201003362
サーボプレス導入によるプレスタイプの新型ギヤヘッド
開発

株式会社ＶＩコンサルティン
グ

7544 2745110226 宮崎県 株式会社プティパ 7320201000561
粉もの製造ラインの全自動化による生産性向上、販売
力強化を実現する事業

田野町商工会

7545 2745110227 宮崎県 新光工業株式会社 1160001005122
最新ＣＮＣ旋盤・検査顕微鏡の導入による部品精度向
上で医療産業分野へ本格参入

甲賀市商工会

7546 2745110228 宮崎県 ミツワハガネ株式会社 2350001007049
最新モデルの設備導入による航空機部品事業の更な
る強化・拡大

宮崎太陽銀行

7547 2745110230 宮崎県 株式会社都城田中家 8350001012506 最新自動包装機械導入による生産工程の高効率化 都城商工会議所

7548 2745110232 宮崎県 宮崎高砂工業株式会社 4350001008706 窯のデジタル管理化による製品の品質安定化の実現 西日本シティ銀行

7549 2745110235 宮崎県 株式会社ビッグハウス 8350001012159
自動釘打ち３Ｄカット墨付機導入による高品質製品の安
定供給の実現

宮崎銀行

7550 2745110238 宮崎県 農業生産法人合同会社あや社中 5350003002111 綾町採れの日向夏天然酵母を使ったパンの製造販売 綾町商工会

7551 2745110239 宮崎県 有限会社宮崎エヌフーズ 9350002008865
宮崎産肉巻きおにぎり棒・介護食のレトルト加工化によ
る商圏拡大

宮崎商工会議所

7552 2745110240 宮崎県 東諸建設事業協同組合 7350005001480
ＰＮＳ（パーフェクト・ネットワーク・システム）導入による、
「品質管理」を軸としたトータルでの生産管理の強化

城寛税理士事務所

7553 2745110241 宮崎県 樋口産商株式会社 3350001005794
最新型自動溶着機による農業用ポリフィルム溶着技術
の高効率化事業

遠山税理士事務所

7554 2745110243 宮崎県 株式会社丸正フーズ 5350001010108
肉豚の、と畜解体処理及び豚枝肉のカット処理の作業
効率の改善

えびの市商工会

7555 2745110246 宮崎県 株式会社藤元建設 6350001004174
「３Ｄマシンガイダンスシステム」導入・活用による工期
短縮、コスト削減

国富町商工会

7556 2745110250 宮崎県 マルマン株式会社 8011201005218
市場ニーズを捉えたライン自動穴あけ製本機導入によ
り、高品質・高生産を目指す

すずき税理士事務所

7557 2745110257 宮崎県 株式会社ＩＫＯＭＡ 9350001011176
建設業の新分野進出としての「えごま」生産及び加工品
の開発生産販売事業

宮崎商工会議所

7558 2745110260 宮崎県 株式会社宮崎サンシャインエフエム 8350001012605 放送機材の防災対応能力強化事業 宮崎商工会議所

7559 2745110261 宮崎県 トヤマ産業株式会社 9350001001177
設備導入による安心安全な作業環境の構築と作業効
率化による生産性向上の実現

宮崎銀行
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7560 2745110263 宮崎県 株式会社ニッチフーズ 1350002003519 手羽詰め製造を機械導入による自動化システムの構築 清武町商工会

7561 2745110266 宮崎県 株式会社マスコ 9350001002753
販売用加工品の製造ラインの新設と販売体制の確立
事業

宮崎銀行

7562 2745110267 宮崎県 有限会社丸哲 3350002004275
水産加工品の品質保持と安定供給の実現のための急
速冷凍設備の整備充実事業

宮崎商工会議所

7563 2745110268 宮崎県 株式会社ミートスタイル 2350001011372 あじ豚ランチ弁当創設事業 宮崎商工会議所

7564 2745110271 宮崎県 株式会社宮崎忠漬 7350001002739
漬物商品の少量多品目発注に対応した製造販売体制
の強化事業

宮崎商工会議所

7565 2745110274 宮崎県 有限会社加藤えのき 1350002005416
ポッド再利用工程の自動化によるえのき茸安定生産化
の実現事業

高岡町商工会

7566 2745110275 宮崎県 株式会社ＭＯＭＩＫＩ 9350002007660
高温恒湿熟成機増設及び自動包装ライン化による黒ニ
ンニク及び黒生姜の増産体制事業

山崎潤子

7567 2745110276 宮崎県 株式会社ＳＰＩＣＥ 4290001042604
宮崎県産農水産物を活用したスリランカ料理食材加工
事業の創設

日南商工会議所

7568 2745110277 宮崎県 吉田産業株式会社 6350003001681
乾燥材切削仕上げ工程を検査機能付き自動仕分ライン
により完全無人化生産事業

商工組合中央金庫

7569 2745110278 宮崎県 ウッドエナジー協同組合 5350005004279
最新のＮＣ型木材加工機を導入運用することにより多
品種小ロット製材の生産性倍増を実現する事業

商工組合中央金庫

7570 2745110280 宮崎県 有限会社大田商店 6350002017357
全自動の発電機を導入することで、荒天時の養殖用海
水の安定供給を実現する事業

串間商工会議所

7571 2745110282 宮崎県 大和検査鉱業株式会社 2350001008781
畜産敷き材高騰・不足の対策として、新たな原材料で安
定した供給を図る事業

都城商工会議所

7572 2745110285 宮崎県 有限会社鬼目養鶏場 9350002017742
自家生産鶏糞ペレットを活用した暖房システム運用によ
る経費軽減策実現事業

小林商工会議所

7573 2745110291 宮崎県 有限会社協同ファーム 7350002009592
ふるさと納税ニーズに対応するための製造能力強化事
業

川南町商工会

7574 2745110292 宮崎県 宮崎デリカフーズ株式会社 9350001005657
介護食商品として「たまご豆腐」を通年商品に仕立てあ
げる事業

川南町商工会

7575 2745110293 宮崎県 有限会社美国フーズ 4350002009991
鶏炭焼き商品充填作業の自動化による生産量強化事
業

川南町商工会

7576 2745110295 宮崎県 株式会社エビデンスアグリ 6350001013877 画像解析による農作物収穫量予測サービス事業 都農町商工会

7577 2745110296 宮崎県 有限会社エム・ティ・シー 5350002008951
加工業務のグループ内製化による事業効率化及び地
域雇用創出の実現事業

高鍋商工会議所

7578 2745110297 宮崎県 株式会社みやざきサンミート季穣 3350001013789
地元畜産農家と連携した安心・安全をアピールできる地
元産食肉加工品開発事業

木城町商工会

7579 2745110298 宮崎県 株式会社かぐらの里 4350001011651
中間山地における通年雇用を創出するための高付加
価値のピール皮製造販売事業

西都商工会議所

7580 2745110305 宮崎県 株式会社森のめぐみ 2350001009391 菌床椎茸製造工場の整備による製造販売強化事業 椎葉村商工会

7581 2745110307 宮崎県 株式会社高千穂ムラたび 8350001011400
限界集落での雇用創出、地元産農産物の高付加価値
化を実現する事業

高千穂町商工会

7582 2746110005 鹿児島県 株式会社池畑鉄工 3340001013781
最新鋭の溶接ロボットシステムによる 高品質化及び生
産体制の強化を図る計画

会計法人ＭＳＰＧコンサル
ティング株式会社

7583 2746110006 鹿児島県 松元機工株式会社 9340001012902
側面加工機能付きＣＮＣ旋盤の導入により生産プロセス
の効率化を目指す

パートナー経営株式会社

7584 2746110007 鹿児島県 株式会社シリウス製作所 4340001008731
次世代有機ＥＬパネルの製造に不可欠な長尺樹脂材料
精密加工技術開発事業

立石長男税理士事務所

7585 2746110008 鹿児島県 九州浪華合成株式会社 4120101051109
射出圧縮成形機を導入し、アルミ製品を熱硬化性樹脂
の低価格圧縮成形品に代替する

南九州市商工会

7586 2746110010 鹿児島県 株式会社内野ケルン 2340001011712
超精密ワイヤーカット導入による金型の加工精度及び
生産効率向上確立事業

鹿児島銀行

7587 2746110013 鹿児島県 日建ラス工業株式会社 4120001068500
高品質な極薄箔製品の生産に伴う最新鋭金型製作設
備の導入

商工組合中央金庫

7588 2746110015 鹿児島県 ウノキ産業株式会社 1340001000550
鹿児島産米と黒酢を活用した世界への寿司の普及展
開サービス事業

鹿児島銀行

7589 2746110019 鹿児島県 有限会社南九州きのこセンター 2340002026536 学校給食及び病院食用の「カットえのき」商品の開発 錦江町商工会

7590 2746110020 鹿児島県 カクイ株式会社 5340001001108
画期的な『綿包製品』を製造するための自動綿包製造
装置の導入

鹿児島銀行

7591 2746110021 鹿児島県 ひまわり歯科・こども歯科クリニック 　－
マイクロスコープを活用した、時間と場所を選ばないお
手軽治療説明サービス

コザ会計事務所

7592 2746110022 鹿児島県 徳之島物産株式会社 6340001012995
特産品焼き菓子工場の手作業工程機械化による生産
性向上、売り上げ拡大事業

徳之島町商工会

7593 2746110023 鹿児島県 有限会社竹下商店 8340002015946
最新型選別機、エア吸引式搬送装置導入による高品質
化と生産効率向上の実現

Ｋ－ＯＦＦＩＣＥ

7594 2746110026 鹿児島県 有限会社宮崎商会 7240002043306
竪型袋詰真空包装機を使用した設備での、パウチパッ
ケージングの生産強化の体制を整る

商工組合中央金庫
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7595 2746110027 鹿児島県 株式会社ナルオ 2120001021106
最新モデル自転車部品の複雑かつ高精度化及びコスト
削減の実現

株式会社エフアンドエム

7596 2746110029 鹿児島県 有限会社内山製作所 4340002018192
三次元測定機導入による検査時間短縮等と測定の標
準化、及び取引先拡大

さつま町商工会

7597 2746110031 鹿児島県 株式会社薩摩鉄筋工業 8340001007267
鉄筋加工における主筋自動曲げ装置を導入し、作業工
程の短縮化と品質・生産性向上による競争力強化

霧島商工会議所

7598 2746110032 鹿児島県 有限会社道免家具店 9340002006556 ５軸モルダー加工機導入による造作家具製造の効率化 ＢＳ経営コンサルティング

7599 2746110033 鹿児島県 有限会社新栄物産 4340002019471
新たな地元の特産品　６次産業による赤米を使ったジェ
ラート計画

南種子町商工会

7600 2746110036 鹿児島県 協業組合ドゥ・アート 4340005000998 白インクを使った事業・デザイン展開 鹿児島信用金庫

7601 2746110038 鹿児島県 いわきり歯科クリニック 　－
革新的３Ｄ計測による患者負担を減らし     正確で安全
な歯科医療の実践

永田俊之税理士事務所

7602 2746110045 鹿児島県 株式会社髙浜蒲鉾 4340001008987
海外展開も見据えた新規市場の開拓に必要な最新型
冷却設備の導入

いちき串木野商工会議所

7603 2746110046 鹿児島県 有限会社海野鉄工 5340002027283
形鋼切断機の導入で高品質化・高生産化を図り受注拡
大に繋げる

曽於市商工会

7604 2746110047 鹿児島県 有限会社中野木材 3340002020117
木材の薪製造への対応と効率性及び生産性を高める
薪製造機械の導入

天城町商工会

7605 2746110052 鹿児島県 株式会社アート 5340001015875
建設工事と廃棄物処理をワンストップで行うビジネスモ
デルの構築

鹿児島銀行

7606 2746110054 鹿児島県 株式会社吾平重機土木 4340001014647 情報化施工による建設現場の生産性向上への取組み 鹿児島相互信用金庫

7607 2746110056 鹿児島県 鹿児島精機株式会社 3340001007742
自動三次元測定機導入による検査体制の強化と売上・
利益拡大

鹿児島銀行

7608 2746110062 鹿児島県 有限会社中央制作センター 6340002006220
焼酎ラベル等の特徴のある紙に金・銀の印刷を最適で
簡易に施す取組み

小迫義仁税理士事務所

7609 2746110063 鹿児島県 渕上印刷株式会社 9340001003769
鹿児島県産食品のおいしさが伝わる高品質商品ラベル
の提供

小迫義仁税理士事務所

7610 2746110064 鹿児島県 鹿児島県醤油醸造協同組合 6340005000914
生揚醤油の品質と回収率を大幅に向上させる諸味圧搾
工程改善への取り組み

商工組合中央金庫

7611 2746110067 鹿児島県 株式会社キンコー 9340001008776
ナノレベルの面粗度を実現する超精密切削鏡面加工技
術の確立

鹿児島銀行

7612 2746110070 鹿児島県 有限会社海潟ドライ 8340002025193
企業への販路開拓に向けた自動化設備導入による「即
日配達」の展開

垂水市商工会

7613 2746110073 鹿児島県 有限会社松原製作所 6340002008943
ＣＮＣ旋盤の導入により中型部品加工領域で地域Ｎｏ．
１を目指す

パートナー経営株式会社

7614 2746110075 鹿児島県 株式会社霧島ソーイング 5340001008210
ハイクオリティスーツの品質向上と生産効率向上の構
築

鹿児島銀行

7615 2746110077 鹿児島県 澤田農園 　－
我が家で生産した有機米の加工品製造の効率化と品
質向上

出水商工会議所

7616 2746110078 鹿児島県 株式会社小田畳商会 4340001000754
浴室向けのデザイン性に優れた「耐水床パネル」の開
発製造及び量産化

鹿児島興業信用組合

7617 2746110079 鹿児島県 有限会社ファクトリーヒロ 3340002000630
高精度５軸加工機導入による高精度化と生産性向上、
コスト削減への実現

柚木崎勉税理士事務所

7618 2746110082 鹿児島県 有限会社輝広 4340002003054
屋久杉と大島紬を融合させた新しい製品開発と生産効
率向上

鹿児島銀行

7619 2746110084 鹿児島県 井ノ上珈琲有限会社 7340002015311
ＩｏＴによる連動生産管理のできる最新型焙煎機と包装
機導入による品質維持と生産効率向上の実現

Ｋ－ＯＦＦＩＣＥ

7620 2746110086 鹿児島県 有限会社南州メディカル 6340002012615
多様化する介護福祉用具ニーズに対応する洗浄・殺菌
機能の高い最新鋭設備導入

一般社団法人鹿児島県中
小企業診断士協会

7621 2746110087 鹿児島県 たまご屋のＳｗｅｅｔｓ工房ＲＡＮＫＯ 　－
実家の農場で採れた規格外の卵を活用したバウムクー
ヘンオーブン導入に伴う新商品開発・販売事業

南九州市商工会

7622 2746110091 鹿児島県 株式会社コーユー技工 8340001011979
加工精度と生産性の向上に向けた最新型加工機の導
入

パートナー経営株式会社

7623 2746110092 鹿児島県 有限会社ケーエムオート 3340002019695
新型車両整備機器導入による整備・塗装工程作業の効
率化及び高品質化

屋久島町商工会

7624 2746110096 鹿児島県 株式会社アルプスエステック 4340001007774
大型セラミックス対応の新型（大型）グラインディングセ
ンターの導入

鹿児島信用金庫

7625 2746110100 鹿児島県 有限会社渡辺産業 6340002010610
鹿児島県産玄蕎麦を用いた石臼製粉による高品質蕎
麦粉の製造・販売

森税務会計事務所

7626 2746110101 鹿児島県 東フロコーポレーション株式会社 8013401000502
クリーン流量計の確立、部品の安定化及び生産性向上
によるコストダウンで売上向上

鹿児島銀行

7627 2746110102 鹿児島県 有限会社姫城鉄工建設 1340002014038
穴あけ・切断加工機導入と複合ライン自動化による高
精度加工・能力向上・短納期の実施

パスウェイコンサルティング
株式会社

7628 2746110103 鹿児島県 株式会社ｄａｎｋｅｎ 5340001009968
新商品開発への課題克服し専門店としての　ブランド強
化とかごしま銘菓への取組み

鹿児島銀行

7629 2746110105 鹿児島県 株式会社わくわく園 7340001013679
スティック充填機導入による高付加価値桑青汁製品の
開発

鹿児島銀行
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7630 2746110106 鹿児島県 元田技研有限会社 5010902018497
ボトルネック工程の生産能力増強に向けた焼付塗装設
備の導入

パートナー経営株式会社

7631 2746110116 鹿児島県 秋元ガス株式会社 5340001013763
ＬＰガス集中監視システムの導入拡大およびサービス
（ガスの見える化サービス）の導入

森税務会計事務所

7632 2746110119 鹿児島県 株式会社中園久太郎商店 5340001009489 高菜加工ラインの効率化と生産性向上計画 菜の花商工会

7633 2746110120 鹿児島県 小正醸造株式会社 2340001000062
シェリー樽貯蔵による新酒質及び新商品開発への取り
組み

商工組合中央金庫

7634 2746110125 鹿児島県 株式会社センショウ・クリーン 3340001014581
焼酎カス、有機汚泥等の適正処理により液肥化を行うリ
サイクル事業

鹿屋商工会議所

7635 2746110129 鹿児島県 株式会社マンボウ・サービス 3340001013187
磁場熱分解炉の導入による太陽光発電パネル再生及
びリサイクル事業への取組

Ｋ－ＯＦＦＩＣＥ

7636 2746110130 鹿児島県 山川造船鉄工株式会社 4340001009424
環境配慮型設備の導入による表面処理工程の品質・生
産性強化

菜の花商工会

7637 2746110132 鹿児島県 有限会社北園鉄工 4340002017806
新型バンドソーによる 作業工程プロセスの改善強化事
業

日置市商工会

7638 2746110133 鹿児島県 株式会社下園薩男商店 8340001011772 「旅する丸干し」等高付加価値製品の生産設備拡大 商工組合中央金庫

7639 2746110135 鹿児島県 キリシマ精工株式会社 8340001008199
ＣＮＣ三次元測定機及びＣＡＤＣＡＭネットワーク連携に
よる高効率化とトレーサビリティ体制の構築

霧島商工会議所

7640 2746110136 鹿児島県 有限会社大成畜産 5340002027309
郷土保存食製法の桜島灰干しによる長期保存可能な
豚肉加工品開発

曽於市商工会

7641 2746110137 鹿児島県 株式会社藤田ワークス 3340001007362
ＩＯＴの活用による曲げ機ネットワーク型多品種少量生
産の高効率化

宮崎銀行

7642 2746110140 鹿児島県 アジア印刷株式会社 9340001000270
色の配合値を分析・データベース化し顧客ニーズに即し
た印刷の確立とＵＶ印刷による短期納品へ

鹿児島銀行

7643 2746110148 鹿児島県 有限会社カミノ 5340002012327
立体的で特殊な形と生地の素材を活かしたテントで大
型テント受注と新たな需要の発掘

パスウェイコンサルティング
株式会社

7644 2746110151 鹿児島県 株式会社ボタニカルファクトリー 1340001019129
高品質オーガニック化粧品製造のための 特注常圧蒸
留器の整備

南大隅町商工会

7645 2746110152 鹿児島県 株式会社コズマ 5340001007253
高性能刺繍機等を導入し生産システムをＩｏＴ化し生産
性と効率を強化する

Ｋ－ＯＦＦＩＣＥ

7646 2746110153 鹿児島県 有限会社サンワ技研 9340002028360 生産体制の効率化とものづくり技術の向上 曽於市商工会

7647 2746110156 鹿児島県 株式会社島のタカラ 3340001017519
種子島産ノコギリガザミの陸上養殖における生産性向
上と種苗生産の確立

西之表市商工会

7648 2746110159 鹿児島県 株式会社かしい 4340001012881
国内産原木乾椎茸の粉体加工による 「出汁原料」等の
製造技術

商工組合中央金庫

7649 2746110162 鹿児島県 有限会社山下製畳 7340002017398
様々な素材と新工法による新商品「タタミマット」を用い
た快適な生活空間の提供事業

薩摩川内市商工会

7650 2746110163 鹿児島県 株式会社堀口園 8340001015071
スティック包装機導入による、コスト削減と国内外販路
拡大事業

志布志市商工会

7651 2746110169 鹿児島県 柿原製菓株式会社 5340001001124
少量多品種対応新製品開発及び規格外品の有効活用
オーブンの購入

南日本銀行

7652 2746110170 鹿児島県 株式会社南光 7340001003044
最新３Ｄレーザー加工機導入による一括生産で生産性
向上

迫公認会計士事務所

7653 2746110172 鹿児島県 インターマン株式会社 1340001005054
廃校を活用した、医療・健康機能素材ミリン科紅藻類の
種苗陸上培養

田中勝男税理士事務所

7654 2746110173 鹿児島県 有限会社六葉煙火 9340002023956
打上タイミングを正確にコントロールした躍動感あふれ
る花火演出

株式会社アセットパート
ナーズ南九州

7655 2746110176 鹿児島県 有限会社奥建具製作所 3340002002230
性質・素材の異なる物の接着ができる最新式高周波プ
レス機の導入

鹿児島銀行

7656 2746110178 鹿児島県 株式会社フォーエバー 1340001006102 講座映像のコンテンツ配信による教育機会の普及促進 徳永元太郎税理士事務所

7657 2746110179 鹿児島県 株式会社船倉 6340001008523
「より健康になる珈琲」への挑戦。 その一歩として「しょ
うが珈琲」等の試作開発と 県内産物消費拡大を目指す

株式会社アセットパート
ナーズ南九州

7658 2746110183 鹿児島県 藤安醸造株式会社 7340001003762 個包装充填における多様な商品開発とロスの低減 塩倉税理士事務所

7659 2746110185 鹿児島県 福山黒酢株式会社 5340001007468
醸造飲料の増産およびＩＳＯ２２０００認証取得に向けた
設備投資

南日本銀行

7660 2746110188 鹿児島県 有限会社マルフク川畑水産 1340002022899
万能串刺機の導入による商品付加価値及び収益の向
上を図る！

阿久根商工会議所

7661 2746110190 鹿児島県 株式会社ミサカ 6340001004150 折箱溝用糊付け機の導入による生産効率の改善 商工組合中央金庫

7662 2746110192 鹿児島県 セイカ食品株式会社 1340001002316
アイスクリーム新製品開発ライン導入による品質向上・
需要拡大への取り組み

商工組合中央金庫

7663 2746110193 鹿児島県 株式会社オーガランド 9340001008280
空袋ラベラー機導入による製造安定およびブランド力強
化

霧島商工会議所

7664 2746110195 鹿児島県 有限会社若林印材 8340002024690
薩摩柘の伝統を守り革新的な機械導入による加工技
術・生産性の向上を図る事業

南九州市商工会
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7665 2746110199 鹿児島県 合資会社新原味噌醤油工場 5340003000644
自社ブランド「美しい麦みそ」製造の生産プロセス改善
による高付加価値商品化事業

薩摩川内市商工会

7666 2746110200 鹿児島県 有限会社丸八水産 7340002028032
量販店等向け惣菜ＰＢ商品の 「製造下請けサービス」
展開事業

志布志市商工会

7667 2746110203 鹿児島県 有村茶生産 　－
遠赤外線火入機及び粉砕機の導入による荒茶製造か
ら仕上茶製造転換への取組

霧島市商工会

7668 2746110204 鹿児島県 濵田酒造株式会社 4340001009011
スラリー処理技術導入による芋焼酎の生産効率化酒質
の多様化

商工組合中央金庫

7669 2746110208 鹿児島県
鹿児島県オーストリッチ事業協同組
合

1340005007195
ダチョウの飼養に最も適したオーガニック自給飼料製造
の為の設備の導入

鹿児島興業信用組合

7670 2746110209 鹿児島県 有限会社森山水産 2340002026635
生産効率アップと品質向上及び需要増加に対応すべき
血合い除去機等の機械導入

南日本銀行

7671 2746110216 鹿児島県 徳田酒造株式会社 3340001010267
冷却機導入による製造環境改善への取組みと黒糖焼
酎の品質向上

和泊町商工会

7672 2746110217 鹿児島県 久保醸造合名会社 2340003001240
「醤油・酢」製造の熱殺菌工程におけるエネルギー効率
の改善及び品質向上事業

鹿屋商工会議所

7673 2746110220 鹿児島県 合同会社徳之島絆ファーム 9340003001234 冷凍キャッサバイモの商品化に係る技術開発 徳之島町商工会

7674 2746110221 鹿児島県 有限会社鹿屋ヂーゼル機器 5340002025114
運送業と自動車等整備業を救う！！超高圧圧力の見え
る化とインジェクター自動再生サービス

鹿屋商工会議所

7675 2746110222 鹿児島県 タートルベイ醸造 　－ 少量・多品種の炭酸飲料加工システムの導入 徳之島町商工会

7676 2746110225 鹿児島県 有限会社徳永製菓 1340002021083
設備導入による生産性向上と試作品開発による販路拡
大と地域の活性化

あまみ商工会

7677 2746110231 鹿児島県 株式会社鹿児島北斗製作所 1340001000071
車載センサー向け光学レンズの超高精度（±８／１００
０ｍｍ）の要求に応える生産体制構築

鹿児島銀行

7678 2746110232 鹿児島県 日本ハードウェアー株式会社 8180001010849
研削・放電加工から、油圧プレスを用いた塑性 加工法
に転換した成形ピンの製造

商工組合中央金庫

7679 2746110236 鹿児島県 株式会社萬來 5340001015058
機械導入により冷凍商品を常温・冷蔵商品に革新し新
販路を開拓

志布志市商工会

7680 2746110237 鹿児島県 有限会社ミヤウチ 8340002028048
廃棄物をリサイクルし生活用品として再活用するサービ
ス事業

志布志市商工会

7681 2746110243 鹿児島県 株式会社和香園 6340001015107
無化学農薬栽培粉末緑茶の生産効率向上による販路
開拓・拡大

志布志市商工会

7682 2746110244 鹿児島県 株式会社サツマ超硬精密 5122001015340
大型プレート加工内製化を通じ大型金型にも高品質・高
精度・高美観を実現及び海外進出事業

大川陽子税理士事務所

7683 2746110245 鹿児島県 日生化学株式会社 9470001011453 プラスチックトレーの生産能力増強 中国銀行

7684 2747110002 沖縄県 有限会社海邦ベンダー工業 1360002001224 バリ取り機導入による高精度加工技術の習得 商工組合中央金庫

7685 2747110003 沖縄県 株式会社あかゆら 6360001020311
島どうふチップス等の菓子製造における生産性向上・品
質向上

沖縄銀行

7686 2747110004 沖縄県 株式会社ミヤギパッケージ 4360001002055
デジタル３Ｄ表面加工機導入で魅力的視覚・触覚のパッ
ケージ製造

商工組合中央金庫

7687 2747110006 沖縄県 沖縄東京計装株式会社 1360001018979
高性能洗浄装置及び国際物流ハブ活用による新生産
供給システム確立

公益財団法人沖縄県産業
振興公社

7688 2747110007 沖縄県 株式会社宮昌工業 7360001006581
人手不足対策・技術向上・人材育成を図る最新コア溶
接ロボットの導入

仲里善徳税理士事務所

7689 2747110012 沖縄県 北調工業株式会社 4220001006086
人工透析装置用部品の高品質加工と生産力強化を目
指す最新設備の導入

北國銀行

7690 2747110013 沖縄県 沖縄鋳鉄工業株式会社 6360001004306
材料分析の能力向上のための最新発光分析装置導入
計画

沖縄銀行

7691 2747110014 沖縄県 農業生産法人有限会社金城ミート 7360002020846 無投薬、熟成アグーのすべてを売り切る食肉製品づくり 琉球銀行

7692 2747110017 沖縄県
有限会社ミルキーエンターテインメン
ト

8360002008196
国内最速のトレイ貼付型光ディスクケースの試作開発
及び設備導入

沖縄銀行

7693 2747110018 沖縄県 株式会社オッジフルッタ 9360001016678
サンマリノワイン販売における流通プロセス改善と市場
浸透化事業

渡部会計事務所

7694 2747110019 沖縄県 株式会社日新電機システム 4360001014629
最新機械設備の導入で製造プロセス改善による製品納
期短縮の実現

琉球銀行

7695 2747110021 沖縄県 みなもとや 　－
和洋菓子の販路拡大に向けた作業効率の改善と量産
化工程の確立

南城市商工会

7696 2747110022 沖縄県 株式会社三倉食品 6360001005097
Ｘ線異物検出機導入による製品の安全性及び生産性
向上

与那原町商工会

7697 2747110024 沖縄県 有限会社福琉印刷 7360002003743
新機器導入とシステム連携で実現！増加するイベント
ツール制作の革新！！

沖縄海邦銀行

7698 2747110026 沖縄県 有限会社クイックデリバリー 8360002001498
長期間保管可能なデジタルアーカイブのメディアコピー
サービス

沖縄銀行

7699 2747110028 沖縄県 瑞泉酒造株式会社 4360001001172 新商品自社内一括製造機械導入及び試作品製作事業 商工組合中央金庫
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7700 2747110030 沖縄県 光文堂コミュニケーションズ株式会社 3360001006461
革新的な高度紙折加工システムの実現による事業競争
力強化

商工組合中央金庫

7701 2747110032 沖縄県 Ａ－Ｗｉｎｇ株式会社 5360001020139
張力と遠心力を利用したブレードの自動開閉から継続
回転を行う小型風車の開発

沖縄銀行

7702 2747110037 沖縄県 株式会社宮平乳業 4360001005248
牛乳の品質管理向上・作業効率改善により作業負担軽
減を目指す

琉球銀行

7703 2747110039 沖縄県 石垣島ミルククラウン 　－
沖縄で初めてのジャージー牛乳販売に向けた製造環境
の整備

琉球銀行

7704 2747110041 沖縄県 アペックスプラン沖縄株式会社 9360001011844
沖縄初！病院・施設内感染対策を支援 する洗浄・消毒
委託サービス

諸見里利秀税理士事務所

7705 2747110043 沖縄県 拓南製鐵株式会社 2360001001364 最新複合加工機による機械部品の加工効率の向上 山内公認会計士事務所

7706 2747110044 沖縄県 ＮＴＩ株式会社 4360001016600
自動車向け高品質かつ軽量化樹脂製品を実現する自
動制御量産成形システムの確立

第四銀行

7707 2747110045 沖縄県 株式会社リッチグリーン 5360001002186
県産月桃などの茎部素材を加工する際の生産性、品質
の向上

沖縄銀行

7708 2747110053 沖縄県 サンフルーツ糸満 　－
選果基準の設定によるマンゴーのブランド化と売れる加
工商品の開発

沖縄銀行

7709 2747110056 沖縄県 たかみね歯科クリニック 　－
マイクロスコープ付き専用ユニットによって行う高精度な
歯科処置の提供事業

琉球銀行

7710 2747110057 沖縄県 有限会社グリーンフィールド 2360002009522
野菜加工機器とインフラ整備によるコスト削減の相乗効
果を図る事業

琉球銀行

7711 2747110060 沖縄県
株式会社インターナショナリー・ロー
カル

3360001008185
ＩＴ栽培制御システムを活用した太陽光併用型植物工場
の導入

糸満市商工会

7712 2747110061 沖縄県 ブリッヂヘッド株式会社 1010001165393 動画連動型の任意情報表示サービス試作事業
公益財団法人沖縄県産業
振興公社

7713 2747110067 沖縄県 株式会社アコール 4360001017953
３次元ＣＡＤと３次元ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による設計業務
の生産性向上及び効率化

公益財団法人沖縄県産業
振興公社

7714 2747110068 沖縄県 株式会社丸浩重機工業 9360001006308
プラズマカッター機導入による鋼管杭ボルト接合技術の
試作開発

金城満珠男税理士事務所

7715 2747110069 沖縄県 沖縄上島珈琲株式会社 6360001000395
ドリップバッグの自動包装機導入による生産性向上の
為の設備投資

琉球銀行

7716 2747110070 沖縄県 金城重機株式会社 7360001008727
新工法による老朽した橋脚補強耐震工事の短工期・低
コスト化の新展開

金城満珠男税理士事務所

7717 2747110079 沖縄県 株式会社ピザハウス 9360002016776
達人窯を活用した、味を落とさない レトルト食品開発と
販路拡大計画

北谷町商工会

7718 2747110082 沖縄県 株式会社ぬちまーす 9360001007933
ライン自動化による高効率化及び、世界初の製塩高効
率水冷モータ製作

税理士法人リモト

7719 2747110083 沖縄県 中城湾港運株式会社 1360001007387
最新式ロボット導入による荷役業務の高度効率化と作
業負荷軽減

商工組合中央金庫

7720 2747110084 沖縄県 日本モルデン株式会社 4360001019223
ハイブリットゼオライトを用いたペット用サプリメントの開
発と製造

琉球銀行

7721 2747110088 沖縄県 琉球銘菓三矢本舗 　－
オーブン導入及び生産プロセスの改善による品質向
上・量産化

恩納村商工会

7722 2747110095 沖縄県 株式会社みなしょう 2360001020372
殺菌処理機を利用したくちゃの品質向上及びコスト削減
の確立

沖縄海邦銀行

7723 2747110101 沖縄県 有限会社沖縄紙業 3360002015214
マイナンバー・機微な個人情報等高機密情報向け機密
抹消サービス構築事業

株式会社ＡＢＫビジネス
パートナーズ

7724 2747110102 沖縄県 株式会社沖縄ＵＫＡＭＩ養蚕 3120001114172
微粉末化製造技術による新素材タピオカパウダーの開
発

今帰仁村商工会

7725 2747110106 沖縄県
農業生産法人株式会社シーフォーグ
ループ

1360001014045 アロエベラの加工工程における生産性及び品質の向上 沖縄海邦銀行

7726 2747110108 沖縄県 美ら島の恵み株式会社 2360001017138
活性炭、珪藻土（けいそうど）による精製技術を活用し
た「宮古島ブランド」アロエベラジュースの開発

沖縄銀行

7727 2747110117 沖縄県 株式会社ハイサイト 5360001014553
ＴＶ共聴システムの統合管理基盤の開発構築　新形態
の館内共聴サービスの展開

嘉手納町商工会

7728 2747110132 沖縄県 株式会社石垣の塩 7360001013041
沖縄離島への多品種サイズペットボトル容器製造ライン
の導入

石垣市商工会

7729 2747110135 沖縄県 ベーカリー＆カフェ　ラ・メール 　－ 氷温熟成と天然酵母・酵素による食品加工 沖縄商工会議所
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