
平成２８年度補正 革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金
採択案件一覧（6,157件）

（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 2801110005 北海道 株式会社南華園 3430001012064
加圧加熱殺菌装置と最新式オートトラベラー導入による高
付加価値・高品質・長期保存可能な具入りソース類の開発
事業

北海道銀行

2 2801110008 北海道 北海道地図株式会社 4450001002888
Ａ０サイズの最新ＣＴＰシステム導入による地図印刷の効
率化とサービス向上

北洋銀行

3 2801110009 北海道 有限会社三浦好商店 9460302005378
冷凍真空パックしじみの生産における作業効率化と増産体
制の確立事業

網走信用金庫

4 2801110010 北海道 株式会社アビサル・ジャパン 4430001040923
高齢者の脆い乾燥肌ケア用製品を植物バターを原料に新
製法で開発

株式会社流通プランニング研
究所

5 2801110015 北海道 株式会社小原 7440001000345 北海道のソウルドリンク「コアップガラナ」増産計画 北洋銀行

6 2801110016 北海道 フードクリエイトジャパン株式会社 8430001047931
日本初のドライエイジング新製法の確立による生産効率化
のための設備導入事業

北洋銀行

7 2801110017 北海道 橋谷株式会社 3140001010147 北海道産小麦粉ブレンドプロジェクトによる新市場の開拓 北海道銀行

8 2801110018 北海道 株式会社上田商会 7430001057238 軽量・頑丈な建築用コンクリートブロックの量産体制の構築 北海道銀行

9 2801110019 北海道 山本鉄工株式会社 9440001002538
鉄骨用ショットブラスト導入による接合技術の高度化と高品
質化、生産効率の向上

北洋銀行

10 2801110022 北海道 株式会社江戸屋 1460101000174
自動計量機の導入により自社製品の販路拡大に向けた低
コスト、量産体制の確立

帯広信用金庫

11 2801110026 北海道 渡辺農機株式会社 2450001003442
加工設備の導入による生産性の高効率化から技術承継、
競争力強化をおこなう

北洋銀行

12 2801110029 北海道 株式会社千幸社 8430001008776
木材加工技術の精度と効率を高めて、圧倒的な優位性の
もと、業界Ｎｏ．１を目指す

北洋銀行

13 2801110030 北海道 有限会社蝦名漁業部 2450002012095
日本一の羽幌産甘えびを最高の鮮度で加工するため機械
設備導入

ＺＩＯＮ株式会社

14 2801110032 北海道 有限会社ＰＯライフ 2430002039743
最先端インソール製作システムの導入による製作工程の
効率化と品質の高度化と安定化

北洋銀行

15 2801110036 北海道 シンセメック株式会社 6430001029576
工具折損検知機能を備えた５軸加工機導入による長時間
連続加工の実現

北洋銀行

16 2801110040 北海道 旭タクシー株式会社 7450001000187
高齢者会員制介護タクシーシステムによる総合生活支援
事業計画

北洋銀行

17 2801110041 北海道 北建建設有限会社 5450002004924
エゾ鹿肉を使用した熟成肉の開発による「山恵の鹿肉」ブ
ランド化事業

一般財団法人旭川産業創造
プラザ

18 2801110042 北海道 株式会社村瀬鉄工所 3440001002411
省エネルギーで高生産性な砂型造型技術を確立し、高機
能耐震異形管市場の参入を拡大する事業

北洋銀行

19 2801110043 北海道 家具工房Ｐｅｅｋ  
ＵＶプリンター導入による顧客ニーズへの対応と新品開発
による販路開拓

旭川信用金庫

20 2801110044 北海道 株式会社トーワ建設 8450001007116
中国市場向け汚染土壌修復資材を高性能化した新資材開
発

北見信用金庫

21 2801110047 北海道 株式会社北海道米菓フーズ 7450001010005
ヘルシー需要に対応した北海道産米「焼きおかき」の開発
と海外展開拡大

税理士法人北海道みらい

22 2801110048 北海道 オムニス林産協同組合 9460105000304
カラマツの高品質建築用構造材「コアドライ」の量産体制確
立事業

帯広信用金庫

23 2801110049 北海道 北開鉄工有限会社 3460102003001
ロールベンダーと溶接ロボットの導入による食品加工機械
の一貫生産体制の構築

帯広信用金庫

24 2801110050 北海道 株式会社堀本工作所 7430001015922
大型金型製作、樹脂金型対応技術向上事業（ＩＣＴ対応機
械活用）

北洋銀行

25 2801110053 北海道 株式会社ダイゼン 3450001000240
買い物難民に生活必需品を超低価格で提供可能にする新
物流システムの構築

北洋銀行

26 2801110055 北海道 株式会社南かやべ水産 7440001007274
高級ブランド昆布加工品の生産性向上のための機械導入
事業

北洋銀行

27 2801110057 北海道 網走ビール株式会社 8460301003053
地ビール製造充填ラインの無人化投資によるアジア圏等
海外販売強化事業

網走商工会議所

28 2801110058 北海道 丸富テント工業株式会社 3430001023482
３次元対応シート溶着機の導入による多面体・曲面テント
の接合部の高性能化と生産効率の向上

北洋銀行

29 2801110059 北海道 有限会社京進機工 6430002006070
技術の高度化で超高圧先端金具の高効率化のニーズに
応える

北門信用金庫

30 2801110060 北海道 松井興商  
高周波シート溶着機導入による一貫製造体制の確立およ
び新市場進出

北見信用金庫
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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

31 2801110061 北海道 北海食品株式会社 5460001001566
世界初、魚卵加工工程時に、窒素置換冷水を用いた食の
安心安全及び高鮮度保持向上の取組

北洋銀行

32 2801110063 北海道 有限会社小杉鉄筋工業所 6460002001044
地震に強い高強度鉄筋加工設備導入と見積新事業開始に
よる女性活躍の機会創出とＱＣＤ向上

北見信用金庫

33 2801110068 北海道 有限会社山崎製作所 1460102003630 ＡＣサーボ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

34 2801110069 北海道 有限会社明精工機 8430002065024
最新型立形マシニングセンタ導入による加工精度と生産性
の向上

北洋銀行

35 2801110071 北海道 株式会社津別ファーム 9460301004050 ＩｏＴ活用による和牛繁殖の生産性向上構築事業 北海道銀行

36 2801110072 北海道 ヒラノ印刷工業株式会社 7430001014148
道内で唯一の針金付荷札製造業者が挑む生産力アップ事
業

北洋銀行

37 2801110075 北海道 北海道ダイニングキッチン株式会社 7430001041365
北海道産スープの生産性向上と環境整備による安心安全
の商品供給体制整備

空知信用金庫

38 2801110076 北海道 日進工業株式会社 2430002025669
角形鋼管の孔開、切断加工の内製化による、緊急対応力
のボトルネック解消を図る競争力強化事業

北海道銀行

39 2801110077 北海道 日本食品製造合資会社 4430003000108
最新高温高圧レトルト殺菌装置の導入による国産スイート
コーン缶詰の需要対応と高付加価値製品の開発

商工組合中央金庫

40 2801110078 北海道 株式会社東邦製作所 3430001011553
長尺切断機導入による木材加工特注建具、家具の品質向
上及び納期短縮

北洋銀行

41 2801110079 北海道 合同会社蝦夷ノ富士醸造 6430003007530
北海道の農・畜・水産資源の付加価値向上のための高品
質な米こうじ製造

北洋銀行

42 2801110080 北海道 株式会社長崎商事 9460102006997
特徴認識選別機の導入による豆の選別性能、及び、生産
性の向上による、より高品質な自社ブランドの確立

北洋銀行

43 2801110083 北海道 株式会社アジア地域連携研究所 8430001066246
農産物ＧＡＰの教育研修、品質管理システム構築におけるＩ
ｏＴ活用システム開発事業

北海道銀行

44 2801110084 北海道 有限会社桜井製本 8430002008429
大型特殊紙折機の導入と弊社技術による製品付加価値の
向上と観光客向けツールの新規開拓

北洋銀行

45 2801110086 北海道 第一金属株式会社 8430001056825
高速給材装置及びキズ画像検知機導入による省力化と生
産能力向上

公益財団法人北海道中小企
業総合支援センター

46 2801110087 北海道 有限会社山﨑ワイナリー 9430002050537 地域性を最大限に表現した「日本ワイン」の赤ワイン製造 北洋銀行

47 2801110092 北海道 函館米穀株式会社 9440001001721
輸出拡大のための高品質化及び生産性向上を目的とした
自動計量包装機の導入

北洋銀行

48 2801110099 北海道 日本動物特殊診断株式会社 7430001044665
動物の先制医療開発に適した、新たな生体サンプル調製
法の開発

北海道銀行

49 2801110100 北海道 有限会社木川商店 8460102000893
自社製品の製造能力と検査体制の強化による地元食材の
付加価値向上と販路拡大

帯広信用金庫

50 2801110105 北海道 株式会社三共コンサルタント 3450001007574
空と陸における三次元計測データによる高精度・高品質・
高サービスの三次元モデル形成

北海道銀行

51 2801110106 北海道 株式会社松原米穀 2430001016223 「契約栽培米」製造量増加事業 北洋銀行

52 2801110107 北海道 日生バイオ株式会社 1430001044308
北海道初、青汁用大麦若葉エキス末製造設備の自動搬送
化による生産性向上とコスト低減

北洋銀行

53 2801110108 北海道 株式会社第一ホテル 2460101000891 砂ろ過装置による温泉泉質向上事業 音更町商工会

54 2801110113 北海道 株式会社ビームオン 2430001043333
楽しみながら早期発見　ＡＩで脳老化を検知するクラウド
サービス

冨山会計事務所

55 2801110114 北海道 野村興産株式会社 8010001054020 電池滓フラックスの自動梱包ラインを導入し量産化する 北見信用金庫

56 2801110116 北海道 北海道内田鍛工株式会社 4430001047340
電力用架線金物のブランク工程自動化による競争力向上
と新市場への挑戦

一般社団法人北海道機械工
業会

57 2801110117 北海道 有限会社山石前野商店 8430002049885
高度色彩選別機の導入による品質向上にともなう新製品
の創造

株式会社ＭＢコンサル

58 2801110119 北海道 有限会社丸源保刈製麺 3460102003208
十勝産小麦１００％「生パスタ」の製造開始による十勝産小
麦のブランド化事業

帯広信用金庫

59 2801110122 北海道 ザッツヘアークリエート  
ユニバーサルデザイン施術設備と同時施術サービスで次
世代美容室へ

北見信用金庫

60 2801110124 北海道 有限会社ホテル十勝屋 7460102003162
ＩＴ化推進による業務効率化に伴う顧客満足度の向上およ
びビジネスモデルの革新

帯広信用金庫

61 2801110125 北海道 株式会社ホクエイ 7430001014585 ＡＩを用いたロボット制御によるプレス絞り成形の自動化 久保英樹税理士事務所
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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

62 2801110134 北海道 株式会社ヴルストよしだ 7430001068391
全自動スモークハウス導入による生産性の向上と品質の
均一化の実現

新十津川町商工会

63 2801110136 北海道 新札幌乳業株式会社 6430001007417
業務用小袋牛乳の全自動充填・梱包機器導入による新市
場獲得

北洋銀行

64 2801110139 北海道 株式会社機能性植物研究所 5370001013802 ブロッコリーの機能性成分を活用した食品開発 北陸銀行

65 2801110141 北海道 北海道ポラコン株式会社 2430001022485
働き手確保および従業員の継続労働を可能にするための
ツール開発

北洋銀行

66 2801110145 北海道 株式会社ハイテックシステム 5430001043891
農水産業のＩｏＴ化を支援する多機能無線センサーシステム
の開発

北洋銀行

67 2801110147 北海道 株式会社長沼あいす 9430001047518 道産原料を燻煙加工した食肉加工品の生産性向上 北洋銀行

68 2801110148 北海道 株式会社ｅｓａｋｉ 5430001047991
異常気象に対応できる効率的農産物管理体制および収穫
体制の構築

北海道銀行

69 2801110150 北海道 坂巻歯科医院  
患者ニーズに対応した治療期間の短縮による新たな治療
サービスの提供

大地みらい信用金庫

70 2801110152 北海道 有限会社坂本鉄工所 1460102001320
北海道農業の競争力強化のために～新型曲げ機導入に
よる劇的なＱＣＤ向上と新製品開発

北見信用金庫

71 2801110157 北海道 北新工業有限会社 3462502000676 乳牛用飼料（ＴＭＲ）の製造工程の自動化 北洋銀行

72 2801110161 北海道 株式会社檜山地域振興公社 7440001006549
顧客管理ポイントシステム導入によるリピーター及び新規
顧客満足度ＵＰ

北洋銀行

73 2801110162 北海道 有限会社三栄アグリ 5450002010526
最先端レトルト技術「レアフル」導入による品質・生産性の
向上と新商品開発

朝日商工会

74 2801110163 北海道 株式会社スカイシーファーマ 6430001068673
世界初となる北海道産農産資源からの高濃度エクソソー
ム製造販売事業

北洋銀行

75 2801110166 北海道 髙木テント工業株式会社 1430001009871
若者が職人になる高性能機械の導入による品質・生産性
向上

北洋銀行

76 2801110169 北海道 株式会社北洋運輸 5430001022664
荷物の仕分けを自動化したい！手作業の仕分けから自動
化し、作業効率大幅向上計画

北洋銀行

77 2801110171 北海道 北海道中央葡萄酒株式会社 5430001058510
ハスカップなどのスパークリングワイン増産による売上と販
路の拡大

北海道銀行

78 2801110172 北海道 札幌シーフーズ株式会社 4430001019942
骨なし魚の国内増産と高品質化を目指す魚加工用ロボット
の導入

北海道銀行

79 2801110174 北海道 株式会社ＰＬＵＳ２ 2430001039926
低糖質麺等新商品開発と高機能製麺機等設備導入による
生産性向上事業

北海道銀行

80 2801110180 北海道 ソーゴー印刷株式会社 4460101000799
新型製本設備導入により、北海道と地元十勝の情報を全
国、そして海外へ

帯広信用金庫

81 2801110181 北海道 旭電機有限会社 6460102006777
新型パンチプレス機の導入による船舶用配電盤作製シス
テムの確立

帯広信用金庫

82 2801110184 北海道 株式会社リープ 1430001057821
高性能全自動精密平面研削盤の導入による研削加工の
高精度化と生産リードタイムの短縮

室蘭信用金庫

83 2801110187 北海道 株式会社トラストフォース 5430001063972
保育所や幼稚園での登降園時間をデータ化し業務負担を
軽減する事業

北海道銀行

84 2801110193 北海道
インターステラテクノロジズ株式会
社

5010401080445 ＣＮＣ旋盤導入によるロケット開発のリードタイム短縮 帯広信用金庫

85 2801110195 北海道 有限会社プティ・メルヴィーユ 9440002003881
メルチーズの新商品の展開と更なる増産体制を確立し企
業基盤を強化する。

北洋銀行

86 2801110196 北海道 有限会社ヤマニシ西家商店 8462502000845
ニードルレスインジェクターの導入による骨なし魚製造工程
の効率化

大地みらい信用金庫

87 2801110198 北海道 株式会社望月製麺所 6430001057437
多品種製造対応自動麺切出し機導入による製造能力増強
事業

北海道銀行

88 2801110202 北海道 株式会社春木商店 8440001004790
最新式海水フレーク氷導入による高鮮度鮮魚の商圏拡大
事業

北海道銀行

89 2801110204 北海道 株式会社残間金属工業 2460001000653
多形鋼対応自動せん断機械を用いた加工技術向上・製造
体制の強化

釧路信用金庫

90 2801110205 北海道 株式会社マルデン 1430001055643
「洋食向け生食用定塩鮭鱒カット」製造用の機械設備導入
事業

ＺＩＯＮ株式会社

91 2801110206 北海道 株式会社村田塗料店 2460301001087 除雪重機・排雪車用滑雪塗料の試作開発 北斗税理士法人

92 2801110211 北海道 株式会社いずみホールディングス 6430001060580
海上と外食産業の直接取引ＡＩ化による革新的な流通シス
テム構築

北洋銀行
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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

93 2801110212 北海道 ウエモンズハート  牧場直営のジェラートの増産およびプリン製造販売開始 帯広信用金庫

94 2801110214 北海道 北海道車体株式会社 4430001033555
経済社会情勢の変化に対応する車輌の架装事業拡大の
為に、生産性向上と監視・分析を行う

北洋銀行

95 2801110215 北海道 有限会社貴泉堂 6430002065273
最新型真空包装機導入による包装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

96 2801110218 北海道 有限会社中田食品 4460102002464
未利用資源であるおからを用いてのシリアルバーと菓子原
料の開発

帯広信用金庫

97 2801110220 北海道 株式会社サン高千穂 8430001019336
最新印刷機等の導入による品質・生産性の向上及びコスト
削減事業

北洋銀行

98 2801110221 北海道 ＫＩＣ株式会社 1430001031966
衣料品卸による３つの「省人化」を図る生産性向上プロジェ
クト

鈴江誠税理士事務所

99 2801110222 北海道 バイオセンサー株式会社 9430001005137
酪農現場で使用可能な乳牛血液中のカルシウム測定シス
テムの開発

稚内信用金庫

100 2801110223 北海道 株式会社エム・ツー・カンパニー 6430001056579
ＡＲ（拡張現実）導入による広告プロモーション提案の商品
力向上及び競争力の強化

室蘭信用金庫

101 2801110225 北海道 リタファーム＆ワイナリー  
シャンパーニュ伝統製法によるスパークリングワインの製
造

北洋銀行

102 2801110227 北海道 竹丸渋谷水産株式会社 7430001053195 新製品『朝漬け明太』の生産増へも対応した生産性 室蘭信用金庫

103 2801110228 北海道 日の出工芸株式会社 4460001001311
樹脂専用ＮＣルータ工作機導入による、オリジナルブランド
ウオール事業の品質向上と作業効率化の実現

北洋銀行

104 2801110230 北海道 北見第一木材 株式会社 9460301000289 木くずの破砕施設設置によるリサイクル製品化事業 北見信用金庫

105 2801110231 北海道 株式会社釧路内燃機製作所 1460001000497
小規模ウニ加工業者の高齢化・３Ｋ・高付加価値化に対応
する「自動ウニ殻割り機械」の開発

北見信用金庫

106 2801110232 北海道 株式会社キラットニセコ 9430001051882
多言語化対応タッチパネル式券売機等導入による利便性
及び効率の向上

ニセコ町商工会

107 2801110233 北海道 ベル食品株式会社 7430001014420
画期的新商品発売で海外を狙う！スパウト（抽出口）付パ
ウチ製品で販路拡大を図る事業

北洋銀行

108 2801110234 北海道 旭イノベックス株式会社 5430001000686
パネルヒーターの自動ロウ付け機の導入による生産性向
上と競争力強化

北洋銀行

109 2801110241 北海道 株式会社トップファーム 4460301002868
ＩｏＴ情報を活用した繁殖管理システム構築と畜産経営の高
度化

北海道銀行

110 2801110246 北海道 株式会社ケイピーシンコー 1430001026487
農業資材用金属部材の機械加工におけるコストダウンと生
産性向上

北洋銀行

111 2801110247 北海道 株式会社宇野牧場 6450001010617
全国・海外展開をするトロケッテ・ウーノの生産性向上設備
導入

北海道銀行

112 2801110248 北海道 佐藤鋳工株式会社 6450001004809
無人加工ラインの導入による自動車用鋳鉄部品の革新的
な生産プロセスの改善

妹背牛商工会

113 2801110250 北海道 株式会社メタルアート安藤 5440001004595
職人技と最新設備の融合！デザイン性の高い特注品の生
産性向上事業

北洋銀行

114 2801110251 北海道 株式会社新興工業 6430001032951
凍結防止用保温水道管の性能向上と品質及び生産性向
上のための特殊アルミスパイラル成形機の導入

北洋銀行

115 2801110252 北海道 北海バネ株式会社 9430001050414
高周波誘導加熱装置導入による軌道用部品の生産プロセ
ス改善と長期安定供給の実現

一般社団法人北海道機械工
業会

116 2801110253 北海道 池田食品株式会社 5430001001263
縦型ピロー包装機導入に因るギフト商品、節分商品、ア
ソート商品の開発

商工組合中央金庫

117 2801110254 北海道 京浜精密工業株式会社 8020001022959 ＩｏＴとＡＩを活用し「停まらない・不良を造らない工場」の実現 北海道銀行

118 2801110258 北海道 ジェイ建築システム株式会社 2430001007049
木造建築物の開口部を耐震化する『外付木質フレーム』の
研究開発

北海道銀行

119 2801110260 北海道
株式会社南富自動車サービスエリ
ア

1450001006470
自動車新技術に対応した整備機器導入による生産効率の
向上及び競争力強化

南富良野町商工会

120 2801110261 北海道 南富林建有限会社 1450002009431
森林被害木等の処理作業システム効率化による生産性向
上計画

南富良野町商工会

121 2801110265 北海道 東洋農機株式会社 8460101001199 酸化被膜除去のためのイージーカットの導入 税理士法人竹川会計事務所

122 2801110267 北海道 株式会社ツキモク 2430001032988
ボトルネック工程の工程集約と高精度化により川下企業の
ニーズに対応する

石狩商工会議所

123 2801110269 北海道 株式会社サンクレエ 5430001019215
ドライブレコーダーの動画を解析して眠気レベル等を判断
するＡＩの試作開発

北海道銀行
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124 2801110270 北海道 有限会社梅津製作所 6440002000477 高精度精密加工部品の更なる高精度化および生産性向上 北洋銀行

125 2801110271 北海道 浜塚製菓株式会社 4430001042580
給袋自動包装機導入に因る生産効率の向上とニーズに合
わせたジッパータイプ包装の商品開発

商工組合中央金庫

126 2801110272 北海道 株式会社池田熱処理工業 9430001001268
新規熱処理部品の受注を目的とした高性能３次元測定機
の導入

北洋銀行

127 2801110273 北海道 株式会社アウトプットクリエイション 7430001049243
印刷関連機器の導入により事業領域の拡大と競争力強化
を目指す事業

北洋銀行

128 2801110275 北海道 有限会社デンタルラボ遊佐 7430002066097
５軸加工ミリングマシンの導入による補綴物加工の高精度
化と短納期化の実現

室蘭信用金庫

129 2801110282 北海道 株式会社山本忠信商店 9460101001900 北海道産豆類の微粉末化による利用シーン拡大事業 帯広信用金庫

130 2801110288 北海道 みれい菓合同会社 1430003002313
国産初の菓子、キャラメル「ナッツブリトル」の製造ラインを
作り、新名産品として展開する

北洋銀行

131 2801110289 北海道 株式会社安田鉄工所 3460301001103
高速穴あけ加工機導入によるＩｏＴ化の実施と生産性の向
上

北見信用金庫

132 2801110293 北海道 北海道電気相互株式会社 8430001040548
ＩＯＴを活用し住宅環境設備と介護をつなぐ製品の開発及び
販売

北海道銀行

133 2801110294 北海道 株式会社倉本鉄工所 8460301000348
工作機械のＣＮＣ化及びＩｏＴ化による包括的生産管理体制
の構築

北洋銀行

134 2801110295 北海道 株式会社西野製作所 1430001056914
ワンオフ品（付加価値の高い非量産品）対応力強化に向け
た新型５面加工門型マシニングセンタ導入事業

北洋銀行

135 2801110296 北海道 南富サポート有限会社 1450002009670
大型車両整備の内製化による運送経費の低コスト化によ
る経営力向上計画

南富良野町商工会

136 2801110297 北海道 株式会社萬世閣 2010001145766 洞爺湖万世閣 湖水チーズＴＯＹＡ工房 設備投資事業 北洋銀行

137 2801110298 北海道 株式会社リナイス 6430001052520
水産系廃棄物「サケひれ」由来機能性食品原料「アンセリ
ン」の製造技術開発

北洋銀行

138 2801110300 北海道 有限会社広尾測量 5460102006877
測量作業の時間短縮・高精度化を実現する全地球測位シ
ステムを活用した測量体制の確立

帯広信用金庫

139 2801110301 北海道 株式会社土谷製作所 3430001010638 超小ロット生産対応のためのプレス加工ライン 北洋銀行

140 2801110302 北海道 株式会社花月 2460001004183 外販向け焼き菓子の効率的増産と高品質短納期化計画 北洋銀行

141 2801110306 北海道 南富フーズ株式会社 3450001006667
エゾシカの廃棄部位をペットフードとして商品化する生産技
術の開発

南富良野町商工会

142 2801110316 北海道 丸栄水産株式会社 8450001009525
ＩｏＴを活用した製造ラインの構築による生産性向上、海外
への商品供給力強化の体制作り

北洋銀行

143 2801110317 北海道 株式会社グリーンズ北見 7460301000340
独自技術を用いた生産設備導入による「高濃縮加工玉ね
ぎ」

藤田伸一税理士事務所

144 2801110321 北海道 株式会社植物育種研究所 2430002051005
涙の出ない・辛くないタマネギ（新品種）の新規顧客の開拓
及びブランド力の強化

北海道銀行

145 2801110327 北海道 有限会社芽室自動車整備工場 4460102003529
管内初の自動車検工場の設立による正確・迅速・高品質な
車検サービスの開発・事業化

株式会社シャイン総研

146 2801110331 北海道 杉本金属工業株式会社 1430001008329
北海道初、ディスクレーザー用多関節ロボットの導入によ
る製造革新

商工組合中央金庫

147 2801110335 北海道 有限会社関畳店 9460302000874
北海道初！圧着折曲機導入による薄畳・縁無畳生産の劇
的なＱＣＤ向上と新しい提案営業

北見信用金庫

148 2801110339 北海道 株式会社アンクル 8430001000460
レンタル用大型ＬＥＤスクリーン導入による市場拡大及び新
規顧客開拓

北央信用組合

149 2801110340 北海道 株式会社近海食品 9460001003030
多関節ロボット導入を軸とした箱詰オートメーション化実現
によるとろろ昆布製品の生産性向上計画

北海道銀行

150 2801110343 北海道 有限会社谷口建板 8450002008625
鋼板用電動式加工機械の導入による生産能力向上により
省力化と市場の拡販

旭川信用金庫

151 2801110347 北海道 平冷プロマリン株式会社 4440001000439
スラリーアイスを利用した生鮮魚水揚時等の温度管理の
徹底と雪氷を用いた高鮮度の水産物製品の製造

北海道銀行

152 2801110348 北海道 株式会社カンディハウス 2450001000506
北海道産材を使った木製脚物家具の生産強化及び輸出の
促進

税理士法人中央総合会計

153 2801110353 北海道 株式会社マルセンクリーニング 3460001001642
ＩｏＴを用いた自動倉庫システム導入による生産プロセス改
善・競争力強化事業

北洋銀行

154 2801110361 北海道 川上泰次  農業系廃棄物を有効活用した有機堆肥・液肥の生産事業 北洋銀行
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155 2801110364 北海道 マルサン塗料株式会社 3430001023243
自動車修理工場等の水性塗装化を促す「水性塗装化プロ
ジェクト」の推進

北洋銀行

156 2801110366 北海道
フードプランニングオフィスサレ・ド・
シュクレ

 
１００％北海道産原料を使用した全国展開を目指す原料公
開型のさっぽろスイーツの製造・販売事業

ＺＩＯＮ株式会社

157 2801110367 北海道 株式会社環境テクニカルサービス 2430001003634 水及び土壌中の重金属分析の迅速化及び精度の向上 北海道銀行

158 2801110369 北海道 システムデザイン開発株式会社 3430001007444
デジタルペン情報処理装置を応用したストレスチェック検診
システム

北洋銀行

159 2801110376 北海道 エコモット株式会社 6430001034659
「ＩｏＴ＋ＲＦＩＤ＋ＡＩ」を活用した業界初のＩｏＴソリューション
の開発・提供

北洋銀行

160 2801110379 北海道 北海道はまなす食品株式会社 4430001033588
納豆製造ラインのロボット化・自動化・ＩＯＴ機能の付与によ
る生産力の強化

公益財団法人北海道中小企
業総合支援センター

161 2801110380 北海道
株式会社バイオマスソリューション
ズ

4462501000494
有機肥料製造プロセスにおける乾燥機能強化による生産
性向上化事業

北洋銀行

162 2801110383 北海道 株式会社アイキ産業 7450001006341
北海道畑作農業の高度化・大規模化に最適な、日本初の
「四駆型エンジンポンプ搭載散水機」の試作開発

北海道銀行

163 2801110386 北海道 株式会社ファイバーゲート 7430001029022
置くだけで無線ＬＡＮ環境構築！設置容易性を追求した無
線ＬＡＮ基地局の試作開発

税理士法人札幌中央会計

164 2801110389 北海道 こうざい農園（なし）  
農商工連携等による北海道産さつまいもの生産性向上、
販路拡大事業

ＺＩＯＮ株式会社

165 2801110394 北海道 鳥羽農園  
ミニトマトの自社加工による高付加価値商品の開発による
経営力向上計画

南富良野町商工会

166 2801110395 北海道 ファームエイジ株式会社 5430001042720
これで経営力アップ！「ＩｏＴを活用した放牧酪農環境総合
スマート管理サービス」の提供

冨山会計事務所

167 2801110397 北海道 株式会社進藤鋳造鉄工所 2460101000710 鋳造プロセスにおける測定器の導入による不良率改善 帯広信用金庫

168 2801110413 北海道 株式会社伸和ホールディングス 8430001032173
「生つくね」ラインの増設及び改良、自動化による品質、生
産能力向上

北海道銀行

169 2801110414 北海道 株式会社スマッチ 5430001071281 ビューティ・シェアリング・エコノミーの事業化 北海道銀行

170 2801110421 北海道 株式会社ホットハウス 6430001040822
ＡＩシステムを活用した不動産仲介及び管理業務の業務効
率化の実現

株式会社アステップ

171 2801110425 北海道 有限会社ムトウ自動車 6460102006273
環境にやさしい地域初の水性塗料対応ブース導入による
未来型整備工場化事業

足寄町商工会

172 2801110426 北海道 株式会社フェリクシード 9430001062533
雇用促進に向けた中小企業向けの配送ルート検索マップ
＆ドライバーサポートシステムの開発

北海道銀行

173 2801110428 北海道 アテリオ・バイオ株式会社 3450001010264
乳酸菌生剤製造プロセスのＨＡＣＣＰ対応等高品質化設備
の導入

北洋銀行

174 2801110434 北海道 ダットジャパン株式会社 3430001010217
コールセンター運用実績に基づく実用的チャットボット開
発・事業化

北洋銀行

175 2801110437 北海道 株式会社ジャパン・バイオメディカル 6460101006068
再生医療向け新規国産原料「成獣ウシ加工処理血清」の
製造

公益財団法人北海道中小企
業総合支援センター

176 2801110442 北海道 株式会社よねたや 3430001036138
東南アジア向け輸出用北海道産スイーツの商品供給能力
の向上

株式会社アステップ

177 2802110002 青森県 有限会社成田木工 1420002012058
公共施設の木質化施策に伴う据付家具製作における納期
短縮の実現

青い森信用金庫

178 2802110003 青森県 株式会社城ヶ倉観光 2420001001110
病院及び高齢者施設における給食サービスの生産性向上
とそれを活用した新商品開発と販路拡大

みちのく銀行

179 2802110005 青森県 八戸酒造株式会社 3420001006422
高級清酒の増産、新商品開発のための原料処理装置の導
入

商工組合中央金庫

180 2802110007 青森県 株式会社増子製作所 1010701009131
ＩｏＴ・ロボット化で生産ラインを一新して売上および利益率
の改善を目指す

遠藤良二税理士事務所

181 2802110008 青森県 株式会社スパン・ライフ 3420001006001
電磁波活用による短期間かつ高品質な「青森の黒にんに
く」粉末の開発

岩手銀行

182 2802110009 青森県 ザイケ家具工芸  
大型パネルソー導入による製品の切断精度向上と製造能
力の拡大

公益財団法人２１あおもり産
業総合支援センター

183 2802110013 青森県 タムラファーム株式会社 3420001013781
自動充填ライン導入による生産性の向上と製品の安全性
確立

公益財団法人２１あおもり産
業総合支援センター

184 2802110014 青森県 有限会社カワサキ機工 1420002018138
ＮＣターンテーブル付レーザー加工機導入による生産性と
新規受注の強化

公益財団法人２１あおもり産
業総合支援センター

185 2802110017 青森県 有限会社カメラのみなみや 8420002019559
遠隔地での写真受付サービスによる、 スマートフォンから
の写真注文の獲得

みちのく銀行
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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

186 2802110020 青森県
有限会社ユー・エス・ピーアソシエー
ション

3011502014302
卓越した洋服のパターンメイキング技術を量産加工に生か
す製造プロセスの一気通貫化

商工組合中央金庫

187 2802110021 青森県 株式会社高橋林業 2420001006919 木質チップ製造機械導入による生産性向上と販路拡大 みちのく銀行

188 2802110027 青森県 株式会社東日流農産 2420001008667
りんごの除菌洗浄・個別包装による「安全・安心」な納品シ
ステム確立と新サービス提供事業

青森県信用組合

189 2802110028 青森県 ブナコ株式会社 8420001009445 ブナ単板新加工技術の導入による市場競争力強化事業 青森銀行

190 2802110029 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
太陽電池モジュールの分離装置の導入と高効率的な有用
金属・ガラス等のリサイクルシステムの構築

三八城税理士法人

191 2802110031 青森県 有限会社太陽印刷 2420002007610 商業用伝票印刷類製作事業の高度化 八戸商工会議所

192 2802110032 青森県 有限会社まごころ農場 3420002014259
遠赤外線とマイナスイオンの効果を用いたドライフルーツ
の開発および販路開拓

公益財団法人２１あおもり産
業総合支援センター

193 2802110033 青森県 なんぶ農援株式会社 3420001007701 輸出向けリンゴ、梨加工品の生産 南部町商工会

194 2802110035 青森県 八戸塗料販売株式会社 3420001006455
色の悩みお助け隊スピード調色で本当に必要な色と量の
塗料を提供

八戸商工会議所

195 2802110036 青森県 株式会社リブライズ 4420002010447
『未病』が実現する社会～ライフジムで予防と健康を日常
に～

青森銀行

196 2802110038 青森県 コムラ醸造株式会社 5420001006949
混合撹拌機導入による「なんばんみそ」の生産性拡大と増
産

近田雄一税理士事務所

197 2802110039 青森県 有限会社髙野木工 8420002009741
スライドソー導入による木製什器等の生産性向上と販売拡
大

青い森信用金庫

198 2802110041 青森県 しみず食品株式会社 9420001005963 バウムクーヘンの輸出拡大事業 八戸商工会議所

199 2802110044 青森県 丸八鐵工建設株式会社 4420001001934
大型化するニーズに対応する設備の増強と、それに伴う人
材育成計画

公益財団法人２１あおもり産
業総合支援センター

200 2802110047 青森県 有限会社アート印刷 1420002010912
速乾印刷技術による校了から印刷・加工までのリードタイ
ムの短縮

青森銀行

201 2802110048 青森県 丸和繊維工業株式会社 4010601015409
全自動裁断設備導入によるマスカスタマイゼーションへの
取り組み

滋賀銀行

202 2802110054 青森県 株式会社はとや製菓 4420001001728
凍結乾燥りんごを用いた新規氷菓の効率的な製造技術の
開発

商工組合中央金庫

203 2802110056 青森県 有限会社たむら 5420002007797
最先端加工設備導入によるマダラフィレー生産プロセス改
善とカマの真空化で新市場開拓

八戸商工会議所

204 2802110058 青森県 株式会社藤林商会 3420001010201
アスベスト含有仕上塗材の切削洗浄除去処理用機械装置
導入事業

公益財団法人２１あおもり産
業総合支援センター

205 2802110059 青森県 寺山餅店  分量計測機、シール機導入による生産性向上と販路拡大 黒石商工会議所

206 2802110063 青森県 株式会社ヤザキコーポレーション 7420001011328
海藻類産業廃棄物の有効利用に係る効率的製造システム
の開発

髙岡和人税理士事務所

207 2802110065 青森県 株式会社環境工学 8420001009734
リードタイムの短縮と測定分析結果の精度ＵＰで他社との
差別化

みちのく銀行

208 2802110071 青森県 エクトム株式会社 8420001007960
ＩｏＴ・ＡＩ対応５軸マシニングセンターで難削材加工技術を開
発

五所川原商工会議所

209 2802110073 青森県 株式会社ハケタ水産 1420001002316
冷凍蒸しホタテ加工の冷却処理技術の革新による品質・生
産性向上

商工組合中央金庫

210 2802110076 青森県 株式会社ワーロック 5420001010439 電気鋳造による時計文字板の開発 小野寺税理士事務所

211 2802110079 青森県 萩原乳業株式会社 2420001009335
乳成分高度分析装置導入による品質の安定及び新製品
開発

マエサワ税理士法人

212 2802110080 青森県 株式会社ひらの洋服店 6420001011485
型崩れしない自衛官ネームプレート自社開発及び販路拡
大

青森県商工会連合会

213 2802110084 青森県 株式会社橘機工 4420002009646
Ｔａｃｈｉｂａｎａ ＩＯＴの構築とそれに連動した自動化設備の導
入による競争優位性の確立

青森銀行

214 2802110092 青森県 石渡鈑金塗装所  
他社に先がけて水性塗料を導入し工賃上昇を図ると共に、
地球環境も保全する。

青い森信用金庫

215 2803110003 岩手県
久慈バイオマスエネルギー株式会
社

1400001009635
大規模園芸団地の新規集客に向けた熱供給サービスの拡
充

みちのく銀行

216 2803110004 岩手県 有限会社大船渡印刷 3402702000069
最新のオンデマンド印刷機導入による自費出版事業の高
付加価値化

岩手銀行

7



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

217 2803110008 岩手県 株式会社ヤマモト 9400001007805
スキャンツール及び車検ネットワークシステム導入による
整備品質の向上

東北銀行

218 2803110013 岩手県 株式会社ドリームラボ 5400001002074 国産粉１００％の盛岡冷麺と無添加スープの製造開発 北日本銀行

219 2803110014 岩手県 及源鋳造株式会社 6400601000055
鋳鉄製品の仕上げ工程の高度化による南部鉄器の高付
加価値化の実現

北日本銀行

220 2803110015 岩手県 岩手モリヤ株式会社 2400001007919
ＩｏＴを活用したＡＩ技術の導入による縫製前作業自動化へ
の挑戦

北日本銀行

221 2803110017 岩手県 株式会社アイオー精密 7400001005208
ＣＮＣ自動旋盤とＩｏＴシステム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

222 2803110019 岩手県 吉川化成株式会社 8120001002736
新規熱硬化性樹脂による光学部品対応・事前検証金型の
製作

公益財団法人いわて産業振
興センター

223 2803110020 岩手県 株式会社共立精工 4400001005276
ＩｏＴとロボットを活用した少量多品種製品の無人生産方式
の開発

花巻市起業化支援センター

224 2803110021 岩手県 久慈琥珀株式会社 5400001007940
新型腕時計の開発による、琥珀成形技術の確立と生産性
向上

岩手銀行

225 2803110024 岩手県 株式会社トーノ精密 6400001006669
高精度かつ短納期を実現するための金型開発プロセスの
革新

遠野商工会

226 2803110025 岩手県 廣田酒造店  
酒母の独自製法の確立及び生産プロセスの強化による販
路拡大

紫波町商工会

227 2803110026 岩手県 株式会社キンレイ 7010401008089
生産性向上による電線製造装置とその消耗部品市場での
シェア拡大

岩手銀行

228 2803110027 岩手県 シダ商店  三陸昆布を使った新商品開発及び生産技術開発 菅原弘志税理士事務所

229 2803110029 岩手県 岩手アパレル株式会社 8400001006626
大手メーカーの多様な縫製ニーズに対応する新生産プロ
セスの構築

遠野商工会

230 2803110030 岩手県 株式会社ミスズ工業 8100001018684
時計用小型部品の精密技術を活かし車載用中型部品開
発による新分野進出

公益財団法人いわて産業振
興センター

231 2803110034 岩手県 有限会社九戸印刷 9400002012829
新規設備導入に伴う生産性向上と航空写真の災害修復活
用

岩手銀行

232 2803110044 岩手県 株式会社小林精機 4400001002042
表面アラサ検査自動化とオンライン工作機械の連携による
生産革新

滝沢市商工会

233 2803110045 岩手県 有限会社沢菊 4400002012866
新設備導入に伴う原価低減及び高付加価値商品の生産計
画

岩手銀行

234 2803110047 岩手県 有限会社宇部煎餅店 6400002013334
パレタイズ設備を導入し、入庫作業の自動化による生産性
向上

盛岡信用金庫

235 2803110048 岩手県 合名会社吾妻嶺酒造店 2400003000434 「梅リキュールの開発と海外展開」及び「製造能力の強化」 紫波町商工会

236 2803110050 岩手県 御釜屋  伝統工芸品（南部鉄器）の生産性向上と職人育成 盛岡信用金庫

237 2803110051 岩手県 泉金酒造株式会社 5400001007081
日本で唯一！鍾乳洞の水を仕込水にした高付加価値日本
酒の製造展開

岩泉商工会

238 2803110053 岩手県 日本武道具製造株式会社 5400001008328
オーダーメイド対応の強化による剣道具等の製造販売事
業の拡充事業

東北銀行

239 2803110056 岩手県 株式会社多田工務店 9400001005370
ＩｏＴ化による、ヒトに依存しない型枠製造工程を再確立し、
製造・施工の完全分離によるソリューションの実現

東北銀行

240 2803110060 岩手県 有限会社佐々木鉄工所 9400002010634
復興需要で不足する金属製品の生産性向上の為の工作
機械の導入

岩手銀行

241 2803110061 岩手県 株式会社べアレン醸造所 6400001004086
さきがけのビールを創る街なかファクトリー多様なビールが
広める人と人の輪

北日本銀行

242 2803110062 岩手県 株式会社ジュークス 8400001008234
燃料電池電極低白金触媒のＸ線回折検査導入による品質
安定化と品質保証強化

公益財団法人いわて産業振
興センター

243 2803110063 岩手県 有限会社総合農舎山形村 7400002013127
地元特産品岩手短角牛振興のための加工食品製造強化
計画

東北銀行

244 2803110065 岩手県 有限会社オーパーツ 4400002010449
薄削加工技術による補助人工心臓への参入及び海外へ
の展開

遠野商工会

245 2803110067 岩手県 赤武酒造株式会社 5400001007445
寒造り（冬季）醸造から三季醸造への革新的醸造プロセス
の構築

大槌商工会

246 2803110069 岩手県 株式会社北陵製作所 5400001001943
高生産ＣＮＣ旋盤導入、無人化システム構築による生産性
向上と受注・雇用拡大

公益財団法人いわて産業振
興センター

247 2803110075 岩手県 有限会社ファーストコートサービス 6400002004829
マグネシウムダイカスト向け研磨加工プロセスの確立と収
益力強化

八幡平市商工会
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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

248 2803110076 岩手県 高橋葡萄園  
希少性日本ワインの生産力強化を軸とした経営安定化に
向けた基盤整備

花巻信用金庫

249 2803110079 岩手県 長山工芸  ＮＣ旋盤機導入による生産性向上と販路の拡大 一戸町商工会

250 2803110080 岩手県 巴染工株式会社 2400001004370
伝統の本染の技と最新デジタルプリント機器の融合による
新たな染色表現の開発と受注の拡大

岩手銀行

251 2803110081 岩手県 ミドリ久慈衣料株式会社 1400001007936
デジタル化ミシン導入を軸とした生産システムの効率化と
高品質な作業用衣料の流通

岩手銀行

252 2803110082 岩手県 岩泉純木家具有限会社 9400002011087
ＮＣルーター導入による国際的デザイナーと連携した製品
開発への取組

岩泉商工会

253 2803110085 岩手県 株式会社ファーメンステーション 7010401082927 米を原料とする高付加価値エタノールの製造能力の増強 岩手銀行

254 2803110091 岩手県 有限会社マルヒ製材 5400002013038
レーザー加工機導入によるアカマツ製品の高付加価値化
と短納期化

みちのく銀行

255 2803110092 岩手県 株式会社アイカムス・ラボ 5400001003543
多様な点眼姿勢で高精度投与可能な自動点眼装置の試
作開発

岩手銀行

256 2803110098 岩手県 株式会社福永 5380001001319
真空成型工程の生産管理体制構築による短納期化の実
現

東邦銀行

257 2803110099 岩手県 株式会社いわて金型技研 9400001006435 データベース機能を活用した金型の５軸加工用３ＤＣＡＭ 北上信用金庫

258 2803110110 岩手県 よしき歯科クリニック  
衛生士が行うマイクロスコープを用いた歯周基本治療の効
率化・技術指導による事業拡大

八木橋伸泰税理士事務所

259 2803110112 岩手県 株式会社佐々木米穀店 6400001009416 米の高付加価値化販売で米屋の生き残り大作戦
公益財団法人いわて産業振
興センター

260 2803110114 岩手県 株式会社吉田印刷 7400001001710
多様な表現力を取入れたアイテム製作と付加価値サービ
スの提供

公益財団法人いわて産業振
興センター

261 2803110118 岩手県 有限会社安比まいたけ 8400002007706 自社完結型生産体制の構築による舞茸の高付加価値化 八幡平市商工会

262 2803110119 岩手県 ロッツ株式会社 9402701000535
リハビリ特化型デイサービスとフィットネスジムの一体化事
業

大船渡商工会議所

263 2803110120 岩手県 株式会社清水川クリーニング 6400001007080
台風１０号からの復旧を契機とした革新的サービス提供と
売上増加

岩手銀行

264 2804110001 宮城県 本田精機株式会社 8370001006068
ＩｏＴを活用したＡＩ機能搭載の複合加工機導入による航空
機部品製造プロセスの継続的改善

中央綜合税理士法人

265 2804110002 宮城県 株式会社サトー技建 3370001003094
３次元測量設計システムを進化させた、新たなビジネスモ
デルの創造と確立

七十七銀行

266 2804110003 宮城県 株式会社スライブモード 6370401000853
全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

七十七銀行

267 2804110005 宮城県 有限会社木村屋商事 8370302000819 高品質スカーフ縫製技術の向上による受注体制確立戦略 石巻かほく商工会

268 2804110009 宮城県 佐々木発條株式会社 2010801004618 多品種少量角線バネの生産性向上 東日本銀行

269 2804110012 宮城県 株式会社酒井機材製作所 2430001032922
顧客要求が変化し続けるＩＣＴ市場に、溶接の高度化と生産
ソリューションの実現でフレキシブルに対応し、部材加工の
コンビニエンスストア化を目指す

北海道銀行

270 2804110013 宮城県 和光技研工業有限会社 4370102000667
自動旋盤導入による、生産コスト削減と短納期・多品種・多
変量供給の体制強化

仙南信用金庫

271 2804110016 宮城県 株式会社マルモ内海求商店 4370301001177
業務用ニーズに柔軟に即応できる焼海苔の製造・販売体
制の確立

ミア・カーサ経営支援室

272 2804110017 宮城県 合名会社寒梅酒造 9370203000058 自社栽培米の等外米を有効利用した新商品の試作開発 七十七銀行

273 2804110020 宮城県 栗原木工株式会社 5370001004990
多様化する消費者要望に対応する高度なデザインの加工
技術を構築

七十七銀行

274 2804110021 宮城県 株式会社あかふさ食品 9370501000882
手ほぐしフレークの安全性強化及び量産化のための製造
設備強化

東北銀行

275 2804110022 宮城県 株式会社福膳 3380002018933
農商工連携による「蔵王産カズザキヨモギ」を使用した美味
しく食べられる機能性表示食品の製造方法の確立

川崎信用金庫

276 2804110023 宮城県 株式会社サンエム 1370101001058 測定工程の高度化による高精度金型の生産性向上
株式会社マイルストーン・コン
サルティング・グループ

277 2804110025 宮城県 有限会社菅武エンジニアリング 1370602000467
測定検査工程の高度化による製品の高品質化、低コスト
化、短納期化の実現

商工組合中央金庫

278 2804110026 宮城県 笠原餅店  薪と釜戸で作る安全・安心な「和スイーツ」生産体制の構築 くろかわ商工会
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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

279 2804110028 宮城県 株式会社仙台スプリング製作所 8370001010961 最微細スプリングの量産ニーズへの対応 若杉公認会計士事務所

280 2804110033 宮城県 キョーユー株式会社 2370201000124
大型航空機部品の量産体制強化に向けた生産プロセスの
全体最適化

公益財団法人みやぎ産業振
興機構

281 2804110037 宮城県 株式会社矢本製作所 9370301001370
高精度、長寿命、低コスト化を実現する鋼矢板「ＹＳ工法」
の開発

石巻商工信用組合

282 2804110040 宮城県 小宮山印刷工業株式会社 8011101007165 印刷後工程のロボット化による生産性の向上 東京信用金庫

283 2804110041 宮城県 株式会社仙台紙工印刷 3370001006634
カラーマネジメントシステムを融合した速乾印刷技術の確
立による競争力強化

株式会社高崎総合コンサルタ
ンツ

284 2804110050 宮城県 有限会社クサカ鋼材 3370802000868
高精度金型材の供給体制構築と生産性向上、多様性を有
する 鋼材問屋への変革

七十七銀行

285 2804110052 宮城県 有限会社サン・システム 2400502001123
高度研磨技術のマニュアル化による、高精度検査機器部
品の生産システムの構築

税理士法人タカキ会計

286 2804110055 宮城県 ＡＳＫ仙台株式会社 7370001018782
大型厨房フード等の１，４００ｍｍ以上の大型板材加工の
内製化による歩留まり率改善とコスト改善による競争力強
化計画

仙台銀行

287 2804110056 宮城県 平塚商店  
最新型マシン導入による極上『いか塩辛』 輝きアップ！販
路拡大事業

塩釜商工会議所

288 2804110057 宮城県 株式会社ホクトコーポレーション 1370001010299
高付加価値商品の開発のための水なしＬＥＤ－ＵＶ印刷技
術の確立

商工組合中央金庫

289 2804110059 宮城県 株式会社富士精密 4370201002507
超音波援用旋削による高精密・超微細穴加工技術確立で
の販路拡大

七十七銀行

290 2804110060 宮城県 共伸プラスチック株式会社 6030001089693 大型樹脂成形品装着用クリップの自動組付け技術開発
ＮＰＯ法人未来産業創造おお
さき

291 2804110061 宮城県 プロモータース遊佐  
軽自動車廃エンジン再生によるコージェネレーションの開
発

ＮＰＯ法人未来産業創造おお
さき

292 2804110063 宮城県 有限会社平岡製工社 4370602001537
独自のブラストマシンを開発しＳＵＳ３０４ №１特有の梨地
肌の形成を実現

石巻商工信用組合

293 2804110064 宮城県 水野水産株式会社 3370601000854
手作り感のある２層化揚げ蒲鉾のオートメーション化とＩＴ活
用の生産ロス管理

商工組合中央金庫

294 2804110066 宮城県 株式会社ホクショウ 1370001012782
東北から世界へ！梱包材リサイクル品管理強化による輸
出専用ライン構築事業

株式会社ＡＢＫビジネスパート
ナーズ

295 2804110068 宮城県
イデア・インターナショナル株式会
社

8290801017958
革新的プラズマ源の導入による生産革新で内包フラーレン
のグローバル試薬市場を確立

齋忠男税理士事務所

296 2804110070 宮城県 株式会社宮城化成 1370201003160
Ｈｙｂｒｉｄ難燃化技術による高性能難燃コンポジット製品の
開発

公益財団法人みやぎ産業振
興機構

297 2804110071 宮城県 エーアイシルク株式会社 6370001031290
導電性繊維の生産量を倍増する高速導電性高分子塗布
製造装置開発

ユナイテッド・アドバイザーズ
税理士法人

298 2804110072 宮城県 一ノ瀬興業株式会社 3370001020478
足場工事における作業効率向上による工期の短縮・人的
資源の有効活用事業

きらやか銀行

299 2804110080 宮城県 有限会社川口グリーンセンター 9370202005116
米粉パンＦＣ事業拡大のための「米ワッサン生地」の安定
供給体制の整備

一迫花山商工会

300 2804110083 宮城県 株式会社カネヒロ 6370602000462 廃食用油再生高度化事業 杜の都信用金庫

301 2804110085 宮城県 株式会社ヤマカワ 9370202004836
ＭＩＭ成形金型、精密金型における高品位化と短納期化へ
のプロセスの確立

七十七銀行

302 2804110086 宮城県 株式会社アーリークロス 4370001018216
一筆箋のブランド化、自社制作工程の確立とオリジナルメ
モ帳事業の本格化

七十七銀行

303 2804110087 宮城県 株式会社ＰＳＳ 8370301002477
製造業の生産性向上に資する、独自方式による機械製造
新生産プロセスの実現

石巻商工信用組合

304 2804110089 宮城県 仙台伊澤家勝山酒造株式会社 9370001019201
圧搾、検査工程の改善による日本酒のブランド強化、海外
展開事業

商工組合中央金庫

305 2804110091 宮城県 光電子株式会社 6370201002091 実験小動物用活動量計への無線給電装置の開発
ＮＰＯ法人未来産業創造おお
さき

306 2804110092 宮城県 株式会社渡辺海苔店 7370501000612
東南アジア向けの多湿地域においても流通可能な高品質
の新商品開発

南三陸商工会

307 2804110093 宮城県 株式会社岩沼精工 6370801000321
ＩｏＴ・ＡＩと自社加工技術を組み合わせた高性能精密加工
砥石の多品種化・量産化体制の構築

公益財団法人みやぎ産業振
興機構

308 2804110100 宮城県 株式会社ビック・ママ 4370001009966
熟練者のノウハウ可視化とＩＣＴ技術の活用による短納期
サービス

仙台商工会議所

309 2804110108 宮城県 有限会社サンワ技研 5370802000296
ＩｏＴ活用による加工プロセスの革新及び技能継承円滑化
への取り組み

杜の都信用金庫
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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

310 2804110109 宮城県 マルニ食品株式会社 4370401000574
麺菓子製造工程での真空冷却機導入による品質向上と短
納期の実現

七十七銀行

311 2804110110 宮城県 東北マイクロテック株式会社 5370001019188
三次元積層型Ｘ線センサの顧客開拓のためのデバイスサ
ンプル作成

税理士法人プロフェッションズ

312 2804110111 宮城県 萩野酒造株式会社 7370201003139
伝統的な清酒の山廃造りの高品質化と効率的な増産体制
強化による海外等への販路拡大

七十七銀行

313 2805110003 秋田県 日本メッキ株式会社 1410001002077
鋼材の耐食性や塗装の密着性を向上させるリン酸亜鉛処
理装置の導入

秋田銀行

314 2805110004 秋田県 有限会社長沼製作所 2410002007470
複雑形状の溶接構造物への機械加工に対応した生産シス
テムの構築

秋田銀行

315 2805110006 秋田県 シー・アンド・シー株式会社 2410001006894
耐震工事用の大型鋼板製品に係る曲げ工程の内製化とこ
れに伴う短納期化

株式会社エフアンドエム

316 2805110008 秋田県 株式会社フロム・エー 1410001001087
立体印刷物製造の内製ワンストップ化による生産革新と経
営力強化

株式会社小室経営コンサルタ
ント

317 2805110010 秋田県 有限会社エディオス 8410002007374
最新型彫放電加工機の導入による医療機器用精密部品
の生産性改善と競争力強化

北都銀行

318 2805110011 秋田県 秋田県大断面木構造協同組合 9410005004401 「金物工法」導入事業 北都銀行

319 2805110013 秋田県 株式会社フルヤモールド 4410001008146 金型加工プロセス改善による金型生産性の向上 秋田銀行

320 2805110014 秋田県 新和産業株式会社 6410001006016
大型加工品の曲げを精度よく短時間で加工できる高性能Ｎ
Ｃプ レスブレーキ導入による新たな生産体制の確立

秋田銀行

321 2805110015 秋田県 日本精機株式会社 1410001002069
航空機関連整備用治具の一括受注に向けた生産体制の
確立

北都銀行

322 2805110018 秋田県 有限会社峰友技研 6410002003350
生産体制のフレキシブル化の推進によるコスト・納期対応
の実現

秋田銀行

323 2805110022 秋田県 刈穂酒造株式会社 9410001007903 搾りたて日本酒の鮮度を維持してビン詰する設備の導入 秋田銀行

324 2805110024 秋田県 東邦工業株式会社 9013401002002
超音波プローブのサイズにマッチした成形機で生産効率を
向上させたコストパーフォーマンスのよい部品製造の実現

秋田銀行

325 2805110025 秋田県 株式会社八幡平貨物 7410001006923
ウッディハーベスタ導入による大径木等の伐倒～はい積み
工程の機械化

秋田銀行

326 2805110026 秋田県 有限会社優成機工 3410002007420
地震の研究装置や真空装置の大型化に適するマシニング
センターの導入

秋田銀行

327 2805110028 秋田県 有限会社ファッションサリー 4410002003146 小ロット・フルアイテム・短納期・高品質への変革事業 北都銀行

328 2805110030 秋田県 株式会社十文字サントップ 6410001009217
下衣の「こだわりデザイン仕様」を自動製造する生産プロセ
ス改善事業

北都銀行

329 2805110031 秋田県 秋田醸造株式会社 6410001000373 日本酒の品質を維持する火入れ法の導入 秋田銀行

330 2805110035 秋田県 秋田シール印刷株式会社 7410001000323
インクジェット印刷ユニットの導入による特殊ラベルの製造
と新規顧客の獲得

秋田銀行

331 2805110040 秋田県 株式会社田代製作所 9410001006194
主力製品「フラッシュドア」の国内トップシェア確保に向けた
挑戦

商工組合中央金庫

332 2805110045 秋田県 株式会社マルサ 2410001007257
伝統的な和の優れた美しさを表現できる組子細工を使うイ
ンテリアの提供

秋田銀行

333 2805110046 秋田県 有限会社柴田慶信商店 9410002008529
挽き曲げ技法による造林杉（秋田杉）の克服と熟練技術の
機械化

秋田銀行

334 2805110052 秋田県 有限会社川村鉄工所 3410002006042
最新アークロボットシステム導入による林業用フォワーダ
滑り止め器具の生産性向上

秋田銀行

335 2805110057 秋田県 株式会社田代工芸 5410001006834
高精度、高効率パネルソーの導入による製造体制の構築
及び新製品製造への挑戦

秋田銀行

336 2805110063 秋田県 株式会社秋田今野商店 1410001008173
伝統発酵食品由来の免疫活性型乳酸菌を用いた汎用食
品素材開発と生産技術確立

秋田銀行

337 2805110065 秋田県 株式会社中嶋精密製作所 3410001008130
最新鋭レーザー溶接機導入によるステンレス素材のトラッ
ク溶接部品の高品質・短納期・コスト低減

秋田銀行

338 2805110066 秋田県 有限会社シマヅ 8410002011500
複雑な三次元形状した製品を高精度・高効率的に切削で
きるライン構築

秋田銀行

339 2805110067 秋田県 喜久水酒造合資会社 2410003001646 迅速アルコール測定システムによる作業の最高効率化 商工組合中央金庫

340 2805110069 秋田県 アキタクロージング株式会社 1410001006697
縫製加工部位毎の専用自動機の導入による生産の効率
化と品質の向上・安定化

秋田銀行
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341 2805110073 秋田県 株式会社三栄機械 4410001004830
日本飛行機の受注拡大の為、アルミ、鉄の溶接認定取得
用設備購入

秋田銀行

342 2805110076 秋田県 合資会社羽場こうじ店 6410003002640
革新サービス高齢者向け食事提供による独創性の発揮で
域内市場の商圏拡大を目指す

よこて市商工会

343 2805110077 秋田県 三和精鋼株式会社 4410001005127
素材の一括生産工程の大型高度化による「大型高精度
板」の開発

にかほ市商工会

344 2805110080 秋田県 山本合名会社 6410003001808
県内初の瞬間殺菌と無菌瓶詰め充填システムによる海外
販売戦略

白神八峰商工会

345 2805110081 秋田県 矢島精工株式会社 5410001005191
生産効率が高く操作性に優れたファイバーレーザー加工機
による医療検査機器用部品の部品加工

秋田銀行

346 2805110083 秋田県 工藤製作所  
ファイバーレーザー溶接機の導入による新生産プロセスの
確立

かづの商工会

347 2805110087 秋田県 合名会社鈴木酒造店 5410003002220
高品質で再現性の高い評価の高い日本酒の醸造に向けた
酒造麹米の温度・吸水管理システムの構築

秋田銀行

348 2805110094 秋田県 株式会社さそう 4410001009219 新調理システム導入による食の安全性と生産性の向上 秋田銀行

349 2805110096 秋田県 株式会社北鹿新聞社 9410001006137
日本初！新聞用輪転機に最新ＬＥＤ－ＵＶ装置を搭載し革
新的な商業印刷高速輪転機として競争力アップ

北都銀行

350 2805110098 秋田県 株式会社システムアート 7410001001346
最新カッティングマシン導入による看板製作工程の革新と
内製化によるサービス向上

北都銀行

351 2805110100 秋田県 株式会社シオン 1070001022135 自動裁断システムの導入による裁断ラインの改革 駒田総合会計事務所

352 2805110102 秋田県 株式会社くらた 1410001005484
高品質・増産・時短を含めた最新鋭設備導入による製造工
程の効率化

税理士田中克己

353 2805110103 秋田県 マメトラ農機株式会社 2030001042227
小型耕耘機のミッション部品の精密加工の生産プロセスの
改善

新谷靖税理士事務所

354 2806110005 山形県 楯の川酒造株式会社 7390001006769
独自の上槽・充填システム構築による酸化しにくい日本酒
の開発と輸出拡大

荘内銀行

355 2806110008 山形県 株式会社飯塚製作所 8390001006066
加工と測定を集約した生産設備の導入による生産プロセス
改善

山形銀行

356 2806110009 山形県 クリエス精機株式会社 6390001000525
ＩＴを融合させた最新型彫り放電加工機によるコスト削減と
納期短縮

きらやか銀行

357 2806110010 山形県 株式会社井上精工 4390001009758
安全を守る駅のホームドア設置を普及させるため、ＩＯＴと
最新ロボット溶接を活用する事業

山形銀行

358 2806110012 山形県 株式会社ザオウ製作所 3390001004768
最新テーブルスポット溶接機導入による高品質・高生産性
の実現と航空機産業への参入

荘内銀行

359 2806110015 山形県 有限会社三泰工業所 8390002015801
偏芯加工可能多軸旋盤導入による生産性向上と異分野進
出事業

山形信用金庫

360 2806110016 山形県 有限会社酒田医療看護動物病院 8390002008664
最新型動物用ＭＲＩ導入によるＣＴと連携した県内初の高精
度検査サービスの実施

荘内銀行

361 2806110017 山形県 有限会社渡辺工作所 7390002003369 複合加工機の導入による量産体制と試作開発機能の強化 きらやか銀行

362 2806110019 山形県 株式会社サンエー 4390001002705
生産性の向上による高品質な半導体装置部品増産事業の
実現

きらやか銀行

363 2806110021 山形県 有限会社升田罐詰 9390002008333
高品質・小ロット製造を実現する革新的生産方式の確立に
よる小売向けＯＥＭ商品の開発

酒田ふれあい商工会

364 2806110023 山形県 株式会社ユニバーサル・ツール 2390001008992
超精密複合多目的円筒研削盤導入による生産性向上と成
長分野参入

山形銀行

365 2806110026 山形県 株式会社長沢建設 2390001010767
建築鉄骨加工における前加工の内製化と単純作業の機械
化を図り、熟練工の技術の伝承を行う

山形銀行

366 2806110028 山形県 株式会社櫻桃園 1390001010578
国産果実のピューレ加工（半液体状）による高付加価値製
品への展開

山形銀行

367 2806110029 山形県 Ｚメカニズム技研株式会社 8390001013475
二重偏心揺動直線運動機構を用いた医療用コンプレッサ
の開発

山形銀行

368 2806110031 山形県 有限会社鈴木精機 4390002001441
最新型立型マシニングセンタ導入による大型部品の高精
度化および売上拡大

荘内銀行

369 2806110033 山形県 株式会社たたみの小池 2390001008191
コンピューター式自動畳製造機導入による「洋風インテリア
畳」の付加価値向上と畳文化の継承

山形銀行

370 2806110035 山形県 株式会社伊藤製作所 9390001000118
外観自動検査機導入による自動車部品のハイスピード検
査ラインの構築

山形銀行

371 2806110040 山形県 株式会社四ツ葉ドレス 8390001006867
全自動裁断機導入による高価格製品の受注に対応した高
効率な生産プロセスの構築

きらやか銀行
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372 2806110044 山形県 有限会社シズカ技研 1390002001353
ＡＩの補助と最新プレスブレーキによる曲げ加工品質と生産
性の大幅な向上

きらやか銀行

373 2806110046 山形県 株式会社匠屋 9390001005942
デスクロータリープレス導入による複雑形状製缶類の架台
等の製造実現と市場拡大

きらやか銀行

374 2806110048 山形県 株式会社ユニオン 7390001007874
最新型プレス機導入による加工素材の多様化と効率化で
輸出拡大への貢献

山形銀行

375 2806110049 山形県 株式会社新関タイヤ 2390001011880
最新検査システム導入による地域初の「年中無休指定工
場」で顧客も社員も大満足！

山形銀行

376 2806110051 山形県 日本サーモ株式会社 8020001031919 既存の製品に付設する新機能ユニットの試作品開発 山形銀行

377 2806110052 山形県 株式会社後藤精機 1390001014199
ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による売上・生産効率の向上並びに新
分野への参入

きらやか銀行

378 2806110054 山形県 有限会社グローバルアイ 7390002009044
山形県産米を原料とする還元麦芽糖の生産設備導入およ
び試作開発

きらやか銀行

379 2806110055 山形県 株式会社ハヤタ製作所 6390001011266
ＩＴ制御の高度化による複雑な樹脂金型製作の生産工程の
革新的改善事業

長井商工会議所

380 2806110061 山形県 株式会社スペースパーツ山形 1390001011840 ＩｏＴ生産管理システムの導入による生産性向上計画 山形銀行

381 2806110062 山形県 有限会社広川製作所 1390002013299
高精度測定機導入による樹脂加工の複雑形状・微細加工
技術の向上

山形銀行

382 2806110067 山形県 株式会社エムシーピー 8011101054843 母乳搾乳のトレーニングを目的とした乳房モデルの開発 巣鴨信用金庫

383 2806110072 山形県 株式会社セイノコーポレーション 9390001001025
新世代ニットビジネスのための最先端デザインプロセス構
築

奥山享税理士事務所

384 2806110075 山形県 株式会社鈴木製作所 3390001000957 原価低減による全世界向けロックミシンの販売力強化 きらやか銀行

385 2806110076 山形県 株式会社サトー精工 3390001009098
最新型「高速・高精度ベンディングマシン」導入による短納
期・高精度化の実現と売上拡大

荘内銀行

386 2806110078 山形県 まるい食品株式会社 8390001007832
「揚げ出しがんも」の新商品開発及び製造工程の構築によ
る受注拡大と販売量増加

きらやか銀行

387 2806110079 山形県 株式会社岡村工機 4390002012661
高精度化する画像測定器部品の品質保証ができる体制の
構築

株式会社エフアンドエム

388 2806110080 山形県 株式会社カナック 8390001009820
半導体製造装置治工具の超硬合金化に対応する高生産
性・高能率加工の構築

米沢信用金庫

389 2806110085 山形県 有限会社冨樫製作所 9390002014414
プレス用金型生産能力向上と、２軸穴あけプレスマシン開
発による売上拡大

荘内銀行

390 2806110089 山形県 株式会社ヤマトテック 1390001008688
鉛フリーはんだめっきの吸蔵ガス低減技術開発による新規
市場への進出

きらやか銀行

391 2806110091 山形県 有限会社県南チップ 6390002014268
生産システム改善及び生産能力増強によるコスト低減、販
路拡大事業

山形銀行

392 2806110093 山形県 大沼工機  
自社開発治具を活用した生産性向上および治具の改良と
販売

新庄信用金庫

393 2806110094 山形県 川西精密株式会社 5390001002423
研磨加工の複合化により、高精度、高品質、低コスト化を
向上させた研磨工程の確立

山形銀行

394 2806110096 山形県 丸山製作所  
下請型事業所からサンプル品を利用した提案型事業所へ
の転換事業

米沢信用金庫

395 2806110101 山形県 株式会社タスクフーズ 3390001010519
自動真空包装機導入によって生産性と製造コストを改善
し、経営力向上を達成

きらやか銀行

396 2806110103 山形県 株式会社コステム 2390001006179
ＣＮＣ円筒研削盤による独自切削加工技術を応用した円筒
研削加工の試作開発

荘内銀行

397 2806110108 山形県 斎藤マシン工業株式会社 1390001004373
最新５軸門型マシニングセンタ導入による生産リードタイム
の短縮

山形銀行

398 2806110109 山形県 株式会社アーバンデリバリー 7390001006026
最新式トンネルフィニッシャー及び全自動包装機によるプレ
ス作業の高度化と売上拡大

荘内銀行

399 2806110110 山形県 株式会社アーバンルック 6390001006027
最新設備導入による輸出及びＥＣ販売衣料の生産体制構
築と売上拡大

荘内銀行

400 2806110114 山形県 株式会社キクノ 7390001000466
新角切自動罫線機導入によるサクランボ化粧貼箱の開発
と新たな農産市場の開拓

きらやか銀行

401 2806110116 山形県 株式会社カルイ 5390001000435 ＣＮＣ旋盤導入による粉砕機の静音化技術の開発 きらやか銀行

402 2806110119 山形県 日本刃物株式会社 4390001010039
最新型５軸マシニングセンター導入と設備遠隔操作による
燃料電池車部品の高精度化と売上拡大

荘内銀行
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403 2806110121 山形県 アルス株式会社 8390001009738
木材乾燥機導入による国産材使用の高精密木製サッシの
製造の実現

きらやか銀行

404 2806110122 山形県 株式会社ファルシオン東北 2390001011674
最新マシニングセンタ導入による加工範囲の拡大と品質、
生産性の向上

山形銀行

405 2806110124 山形県 有限会社精英堂パック 6390002013030
片面段ボール加工のＧフルート（マイクロウェーブ）新技術
の導入によるパッケージ製品の高付加価値化

きらやか銀行

406 2806110126 山形県 有限会社入間モータース 6390002013831
最新塗装設備等導入とＩＴオンラインシステムを活用した整
備技術の高効率化と顧客満足の向上

山形銀行

407 2806110127 山形県 株式会社パルコモード 6390001010061
高速包装機と立体検針機の導入により出荷工程改善に伴
う生産性向上の実現

米沢信用金庫

408 2806110128 山形県 株式会社原田製作所 4390001001566
最新高精度三次元測定機導入によるロボット産業への販
路拡大

山形銀行

409 2806110131 山形県 高陽電子株式会社 1390001012954
最新型自動半田付装置導入による新規受注獲得と売上拡
大

荘内銀行

410 2806110133 山形県 株式会社マルニ建工 2390001011179
新型仕口加工機導入による独自生産方式・工法開発に向
けた取組

米沢信用金庫

411 2806110135 山形県 林精鋼株式会社 6010801009860
精密加工部品の高度化による水素自動車用部品市場へ
の新規展開

若杉公認会計士事務所

412 2806110138 山形県 株式会社アイテック東北 4390001009007 新工法を活用した地盤改良工事による施工時期の平準化 きらやか銀行

413 2806110141 山形県 株式会社京浜工業所 9010701003028 ローフリクションソフトメタルダイヤモンド砥石の開発 山形銀行

414 2806110144 山形県 株式会社高研 1010001137954
最新型超高圧微粒化装置を活用した高機能凍結乾燥化粧
品の製造・販売による売上拡大

荘内銀行

415 2806110145 山形県 株式会社十字電子 5390001009914
ＣＭＯＳ／ＣＣＤカメラ制御基板実装の試作工程におけるフ
レキシブルかつ高精度・短納期・低コストシステムの構築

米沢信用金庫

416 2806110147 山形県 株式会社横山興業 4390001010187
最新型木質ペレット製造機導入による新事業の展開及び
売上拡大

荘内銀行

417 2806110151 山形県 米沢放電工業株式会社 2390001010247
最新型５軸加工機導入と工場内加工データ共有化による
高精度化と売上拡大

荘内銀行

418 2806110152 山形県 有限会社丸三製材所 5390002003321
高温高速木材乾燥装置の導入による自社製材品の製造
工程の刷新と販路拡大

きらやか銀行

419 2806110153 山形県 弘栄設備工業株式会社 3390001000569
ネットワーク図面管理システムによる設備工事の生産性向
上

山形銀行

420 2806110160 山形県 有限会社奥山メリヤス 6390002015539 最新編機によるニット製品ＯＥＭ生産能力向上と売上拡大 荘内銀行

421 2806110161 山形県 菅井木材工業株式会社 9390001006346
最新型エッジバンディングマシン導入による木口貼りの高
度化と市場の拡大

荘内銀行

422 2806110163 山形県 麺工房ゑり善  
県産種そば粉を原料とした「極太そば」の開発による、本格
そばの提供

山形中央信用組合

423 2806110169 山形県 株式会社ニクニアサヒ 2390001013167
鋳鋼部品のバリ取り作業無人化による新バリ取り技術の
開発とコスト低減

きらやか銀行

424 2806110172 山形県 有限会社片桐製作所 7390002011628
ＣＮＣ旋盤機を増設し多能工化を推進することで、成長分
野向け部品加工の売上拡大を図る

山形銀行

425 2806110177 山形県 株式会社玉野鈑金工業 2390001010412
高性能レーザー加工機導入による新たな独自技術開発事
業

米沢信用金庫

426 2806110178 山形県 佐藤繊維株式会社 8390001011784
ニットと布帛との組合せ生産に対応した縫製設備の導入に
よる生産性向上

商工組合中央金庫

427 2806110179 山形県 東北イートップ株式会社 6390001008015
最新破袋分別機及び食品残渣発酵処理装置導入による
生ごみ堆肥化事業の拡大と新規取引先開拓による売上拡
大

荘内銀行

428 2806110183 山形県 株式会社佐々木ダイヤ精研 2390001005057 設備導入による受注拡大及び人員補充 山形銀行

429 2806110188 山形県 株式会社寒河江測量設計事務所 2390001011807
ＵＡＶ－ＬｉＤＡＲシステム（無人航空機測量計測レーザー）
を用いた三次元航空測量の精度向上と作業効率の改善

山形銀行

430 2806110190 山形県 株式会社佐竹成型 4390001011243
高圧仕様の射出成形機導入による新技術への取り組みと
安全への寄与

山形銀行

431 2806110191 山形県 有限会社たんばや製菓 3390002008859
最新型餡充填機及び耳締め機導入による高付加価値どら
焼きの開発と売上拡大

荘内銀行

432 2806110192 山形県 三木ベルテック株式会社 6390001010144
ローダー付き複合ＣＮＣ旋盤の導入による生産プロセスの
改善

山形銀行

433 2806110196 山形県 冨士酒造株式会社 8390001007782 日本酒の品質向上のための、洗米機・蒸気槽の導入 株式会社ＮＥＫＯ－ＫＥＮ
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434 2806110198 山形県 株式会社安部吉 1390001009736
シャトル織機の電気制御化による生産性の向上と新商品
開発

商工組合中央金庫

435 2806110200 山形県 株式会社ホヅミ 3390001013760 自動車製造用高精度検査治具生産体制の確立 鶴岡信用金庫

436 2806110203 山形県 古澤酒造株式会社 8390001011900
直営店舗・観光蔵での搾りたての日本酒のタイムリーな提
供に向けた一貫生産体制の確立

山形銀行

437 2806110205 山形県 株式会社三和食品 3390001008579
包装設備導入による個食パック惣菜の生産体制確立と売
上拡大

荘内銀行

438 2806110207 山形県 株式会社丸石産業 7390001004855 大規模農家の増加に伴う連棟型パイプハウスの開発事業 山形信用金庫

439 2806110210 山形県 丸善食品工業株式会社 6011401006001
開発打率アップで利益アップ！燃焼法全窒素測定装置の
導入で作業環境も改善！

荒川税理士事務所

440 2806110213 山形県 株式会社スペリア 4390001011986 工業用樹脂製真空脱泡チャンバーの企画開発 きらやか銀行

441 2806110222 山形県 株式会社北原紙器製作所 3010801003024
ユーザーの工数削減・利便性向上に寄与する大型抜き箱
製作による販路拡大の実現

川崎信用金庫

442 2806110225 山形県 ひなデンタルクリニック  
最新設備の導入による既存サービスの見直しと新規サー
ビスの展開

佐藤登美子税理士事務所

443 2807110001 福島県 有限会社ウルトラパーツ 2380002028116
自動車市場・情報通信機器市場の顧客拡大と既存顧客の
需要増大を目指すためのＣＮＣ研削盤導入による生産プロ
セスの改善

七十七銀行

444 2807110002 福島県 有限会社三和精機 1380002001602
測定検査工程の高度化により複雑形状化する医療機器部
品の新規受注の獲得

福島信用金庫

445 2807110003 福島県 エイト工機有限会社 8380002017550
高精度センサーにおけるアルミニウム材加工の超高精度
化計画

西郷村商工会

446 2807110005 福島県 白河コスモス電機株式会社 7380001010227 小型で信頼性の高いカメラ用ヒータの試作開発
株式会社マイルストーン・コン
サルティング・グループ

447 2807110006 福島県 有限会社福南自動車工業 3380002002994
地域初となるラバーディップ塗装と高気密塗装ブース導入
による低価格化でのコスト削減や車両価値維持サービス
の提供と作業効率の改善

福島銀行

448 2807110008 福島県 三和精密有限会社 9380002020479
高品質・短納期対応可能な生産体制構築による医療機器
関連治具・部品の新規受注拡大

株式会社マイルストーン・コン
サルティング・グループ

449 2807110009 福島県 ニダック精密株式会社 1380001016064
最新「デジタルマイクロスコープ」の導入による評価プロセ
スの構築と品質保証力の強化

東邦銀行

450 2807110011 福島県 荒井自動車株式会社 4380001015708 タイヤビジネスを先取りする革新的な提案型事業の展開 東邦銀行

451 2807110014 福島県 有限会社まるい 6380002003478
生産者団体と連携した麓山高原豚レトルト新製品開発と生
産設備導入

福島信用金庫

452 2807110020 福島県 有限会社斎田鉄工所 2380002020485 リードタイム短縮と競争力強化に向けた設備導入事業 鏡石町商工会

453 2807110024 福島県 三春縫製株式会社 2380001008060
全自動裁断機導入による小ロット・高品質・低コストを実現
する生産プロセスの革新

郡山信用金庫

454 2807110027 福島県 クリーニング北沢  訪問布団＆ベッドクリーニングによる高齢者ＱＯＬ向上事業 福島信用金庫

455 2807110028 福島県 木村ミルクプラント株式会社 9380001012725
「スパウトタイプヨーグルト」の生産プロセス改善で品質向
上・安全性確保を図る事業

東邦銀行

456 2807110031 福島県 株式会社ＡＣＤＣ 1380001002551
太陽光発電装置による電気自動車への蓄電と一般設備へ
の給電システムの開発

福島信用金庫

457 2807110035 福島県 斎須歯科医院  
地域歯科医療の充実を図るためのＣＴ画像撮影装置導入
による高度歯科医療サービスの提供

白河信用金庫

458 2807110036 福島県 有限会社佐藤フライス 9380002017863
５軸制御立型マシニングセンタ導入による切削加工技術向
上による販路拡大とリードタイムの短縮

矢吹町商工会

459 2807110038 福島県 冨士シャフト株式会社 8380001009474 リニアガイド向け高精度中空レールの試作開発 東邦銀行

460 2807110040 福島県 海楽亭  
作業効率改善による品質・生産能力向上に向けた設備導
入事業

田人町商工会

461 2807110041 福島県 会津コスモス電機株式会社 4380001017126 抵抗素子の外観検査・電気特性検査などの自動化 会津信用金庫

462 2807110042 福島県 株式会社ワイズ 5030001040608
安価かつ高品質で迅速な供給体制の構築により国際競争
力強化を実現する建築金物の製造

加藤忠男税理士事務所

463 2807110043 福島県 かど屋  「黒糖」を活用した新商品販売の生産体制確立 中田町商工会

464 2807110047 福島県 有限会社佐藤製作所 2380002021129 自動切断機導入による社内生産体制の経営革新 玉川村商工会
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465 2807110049 福島県 茜精密工業株式会社 3380001011121 新幹線のモーター用軸受の生産方法を革新する事業 東邦銀行

466 2807110051 福島県 株式会社エイゾーコーポレーション 1380001011569 足に優しい婦人靴の提供に向けた製品検査手法の改革 東和銀行

467 2807110054 福島県 豊国酒造合資会社 3380003000799
更なる販路拡大を目的とした自動分析機の導入による酒
質向上と増産への取組み

古殿町商工会

468 2807110056 福島県 有限会社ワイエムシステム制御 4380002013082 携帯型自動ハーネス検査装置の開発 安積町商工会

469 2807110058 福島県 有限会社よしだや 1380002021088
お菓子の「おいしさと風味」を閉じ込めるための急速冷凍機
の導入

石川町商工会

470 2807110061 福島県
株式会社アクアマリンパークウェア
ハウス

8380001014697 いわき前浜の名産品を旅情に乗せた名物駅弁の全国発信 いわき信用組合

471 2807110066 福島県 有限会社いわきシンクウ 5380002022157
企業価値向上の為の老朽化機械設備の更新および自動
化による品質、生産性向上

東邦銀行

472 2807110067 福島県 林精器製造株式会社 6380001011341
ＩｏＴシステム導入による究極の１個流し革新生産ラインの
構築

公益財団法人福島県産業振
興センター

473 2807110068 福島県 株式会社柳沼板金店 1380001008078
金属建材の内製化によるワンストップ施工と付加価値の追
求

東邦銀行

474 2807110069 福島県 新井ハガネ株式会社 6010601008815
顧客のＳＣＭの一翼を担う特殊鋼鋼材の戦略的物流シス
テムの構築

商工組合中央金庫

475 2807110075 福島県 有限会社板倉工業所 4380002000403
汎用機とマシニングセンタを組合せた効率的な１品物加工
プロセスの構築

有限会社インキューブ

476 2807110076 福島県 株式会社伊達物産やまとフーズ 1380001003772
地域資源を活用した付加価値の高い外食店向け１食対応
個包装業務用レトルト加工食品の開発

東邦銀行

477 2807110081 福島県 株式会社山製作所 9030001013915 半導体製造装置部品の生産工程の確立
公益財団法人福島県産業振
興センター

478 2807110082 福島県 株式会社川崎シール製作所 4020001067636 シール印刷における抜き加工工程の機械化による効率化 城南信用金庫

479 2807110083 福島県 株式会社ケイエスエム 9380001008632
最新画像測定機導入による従来工程の短納期及び高精
度化実現による販路拡大事業

福島銀行

480 2807110084 福島県 株式会社システムフォワード 2380001014240
ランチ難民を救え！ビジネスマンのスマホが弁当注文決済
端末になるクラウドサービス

東邦銀行

481 2807110085 福島県 株式会社カスガ 5011101070439
自動車ヘッドアップディスプレィ用射出成型金型生産システ
ムの高度化

二本松信用金庫

482 2807110086 福島県 株式会社ミウラ 6380001008437 リバースエンジニアリングによるプラスチック成形 東邦銀行

483 2807110087 福島県 ケンタ電子工業株式会社 8380001012800
繊維材含有樹脂の長繊維化による電子デバイス部品の高
機能化

若杉公認会計士事務所

484 2807110089 福島県 株式会社緑マーク 2010501013869
スクリーン印刷されたフレキシブル基板の高精度な外形加
工技術

武蔵野銀行

485 2807110090 福島県 株式会社長谷川機械製作所 9030001006910
自動化のための搬送装置部品の６面加工プロセスの高効
率化

公益財団法人さいたま市産業
創造財団

486 2807110093 福島県 有限会社オートケア会津 3380002035251
最新テスター導入による省力・高収益・整備事業ブランド力
の向上

きたかた商工会

487 2807110098 福島県 古川プラスチック  
最新ハイブリッド式射出成形機導入による高付加価値薄型
成形品の製造

あいづ商工会

488 2807110099 福島県 株式会社エスポアール 8380001007899
機能性繊維の積層自動裁断工程高度化による、高カスタ
マイズ製品対応の短納期化

商工組合中央金庫

489 2807110102 福島県 有限会社そのべ 3380002019171
安全性と生産性の向上を実現するＨＡＣＣＡＰと真空調理
法の導入

安達隆久

490 2807110103 福島県 高保製薬工業株式会社 4380001000833
液体１，０００Ｌ加熱複合タンク導入による新商品開発と品
質・生産性の向上

有限会社ジー・エフ・シー

491 2807110106 福島県 有限会社添田特殊印刷 2380002020956
新たな販路開拓に向けた天付キャップシール形成機導入
による生産性及び品質向上への取組

石川町商工会

492 2807110108 福島県 診療化成株式会社 9380001010679
治療用軟膏容器の飛躍的品質向上・生産性向上技術の確
立

白河信用金庫

493 2807110109 福島県 有限会社井上武道具店 2380002000421
刺しゅうとマーク加工の多様化に対応した迅速で高品質な
製作体制の構築

福島銀行

494 2807110122 福島県 アサヒ通信株式会社 4380001000073
車載用高精度カメラケーブル製造に関する自動化による工
程の革新的改善

商工組合中央金庫

495 2807110123 福島県 小林豆富食品  
風味豊かな地元の味を再現する「小林豆富」製造方法の改
善

いわき信用組合
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496 2807110125 福島県 福島パルス株式会社 3380001006534
ドローンと特殊洗浄液による太陽光パネル洗浄を用いた保
守管理サービスの確立

郡山商工会議所

497 2807110126 福島県 日東商工株式会社 8030001089799
顧客ニーズに対応するための新たな生産システム構築事
業

髙栁和男税理士事務所

498 2807110137 福島県 有限会社高橋工業所 6380002002133
ＩｏＴ、ＡＩ機能対応最新設備導入により成長産業でのシェア
向上を狙う

東邦銀行

499 2807110140 福島県 普代産業株式会社 7010001056488
都心再開発事業向けＨ形鋼の矯正工程自動化による高精
度化および増産対応

株式会社エフアンドエム

500 2807110141 福島県 有限会社鈴木鉄工所 7380002020935
最新ＮＣドリルマシン導入による加工能力の増強と短納期
への対応

須賀川信用金庫

501 2807110148 福島県 有限会社和田印刷 7380002020381
既存事業のノウハウを活かした農作物の高付加価値化支
援事業の展開

岩瀬商工会

502 2807110149 福島県 有限会社塚原製作所 1380002021245
製造における加工技術及び生産性向上のための内製化体
制構築

浅川町商工会

503 2807110150 福島県 国権酒造株式会社 5380001019146
高品質清酒のブランド化と海外市場への販路開拓に向け
た貯蔵工程の強化

南会津町商工会

504 2807110153 福島県 株式会社エヌ・シー・ロード 7030001036562
金型部品の切削技術向上による鋳造素形材の軽量化対
応及び納期短縮

会津信用金庫

505 2807110156 福島県 有限会社ベルクール 6380002025910
生産性向上及び販路拡大に向けた製造プロセス改善に伴
う設備導入事業

内郷商工会

506 2807110158 福島県 有限会社協栄精機 2380002029188
ＵＡＶ実用化開発をはじめとする製品の成形平面加工工程
の高精度化事業

鹿島商工会

507 2807110160 福島県 有限会社半沢塗装店 6380002020671
新塗料の調色生産体制の確立による品質向上と生産リー
ドタイムの短縮

長沼商工会

508 2807110161 福島県 こまや合同会社 6380003000904
福島県産のフルーツ入り無添加の新感覚な焼肉万能タレ
の開発

白河商工会議所

509 2807110162 福島県 福島県環境検査センター株式会社 4380001006450 アスベスト検査機器整備事業 商工組合中央金庫

510 2807110169 福島県 株式会社田中ニット鮫川工場 2380001010702
３Ｄデザインシステム及び高性能縫製機械の導入による生
産性と品質の向上

鮫川村商工会

511 2807110170 福島県 有限会社大島屋 8380002017591 コモディティ化商品から付加価値向上の斬新な新商品開発 白河商工会議所

512 2807110171 福島県 目黒麹店  
地元産コシヒカリ米を使用した、玄米麹及び玄米麹味噌の
新商品開発

只見町商工会

513 2807110172 福島県 有限会社尾形自動車工業 4380002000725
燃費を向上させる環境車検の実施とＩＴを活用した整備の
見える化

福島信用金庫

514 2807110173 福島県 大同石油株式会社 9011501002640
加硫缶設備の導入による生産能力の拡大と、業界初イン
ソールの開発事業

城北信用金庫

515 2807110175 福島県 株式会社太郎庵 7380001018393
顧客管理ＰＯＳシステムに基づいた人的販売によるお客様
満足度向上事業

会津坂下町商工会

516 2807110176 福島県 福島セラミック株式会社 7380001003131 高精密セラミック加工ラインの構築 東邦銀行

517 2807110182 福島県
株式会社グローバルファインドネット
ワーク

6010401016134
大型トラック向け大型樹脂成形部品の高品質・短納期生産
技術の確立

西武信用金庫

518 2807110184 福島県 株式会社片山ゴム 8030001020937
ゴムと金属の独自接着加工技術による生産性向上と短納
期の実現

経営標準化機構株式会社

519 2807110185 福島県 株式会社芳賀沼製作 4380001019196 縦ログパネル製造のコスト削減を目的とした機械導入 南会津町商工会

520 2807110191 福島県 有限会社タツミ工機 3380002027546 競合他社に対する優位性の確立による勝残り戦略の実践 東邦銀行

521 2807110192 福島県 有限会社ジーム 9380002027301
事業環境の変化に柔軟に対応する生産システムの確立、
運用ノウハウの蓄積

常陽銀行

522 2807110193 福島県 株式会社ヒロタテクノ 9380001019324
光学部品の生産プロセスの革新による高精度・高品質化
の実現

関　誠

523 2807110199 福島県 株式会社中商 4380001010353
電炉小型化を見据えた高純度小型鉄プレス製鋼原料生産
工程革新事業

株式会社ＡＢＫビジネスパート
ナーズ

524 2807110200 福島県 エルエスアイクーラー株式会社 7011301001225
ＩｏＴの本格的普及に伴うシーケンサー需要に対応する生産
効率化

藤岡壮志

525 2807110201 福島県 有限会社めでたいや 8380002033317
待ち時間解消および外国人対応のためのＰＯＳシステム・
オーダーエントリーシステムの導入

会津信用金庫

526 2807110202 福島県 株式会社ＨｅａｌｔｈｅｅＯｎｅ 5380001025788
医療事務受託事業における既存データ活用システムの構
築

有限会社インキューブ
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527 2807110203 福島県 有限会社東洋車体 8380002035560
自動車メーカーの溶接条件に対応する新車基準の鈑金溶
接サービスの提供

下郷町商工会

528 2807110211 福島県 有限会社ダイケン精機 8380002032293 厚さ２０μｍの薄板金属用プレス金型の技術開発 会津信用金庫

529 2807110212 福島県 有限会社石山精機 6380002007850
医療機器部品に対する成形加工から切削加工への転換に
よる高精度化の実現

税理士法人三部会計事務所

530 2807110219 福島県 有限会社ユタカ自動車工業 7380002012932
塗装品質改善及び一日鈑金塗装サービス体制の構築計
画

大東銀行

531 2808110001 茨城県 株式会社幸田商店 1050001006742
国産ほしいもの需要増に対応した生産力向上と生産の標
準化

株式会社ひたちなかテクノセ
ンター

532 2808110003 茨城県 有限会社堀江製作所 7050002004203
研究用遠心分離機部品の生産性向上による高精度化・短
納期化の実現

株式会社エフアンドエム

533 2808110004 茨城県 株式会社アイダ 4010401038221
ＣＮＣマルチレース導入による、「手づくり家具」の高効率な
生産工程の確立

常陽銀行

534 2808110005 茨城県 株式会社石﨑製作所 1050001002782
最新の複合加工機導入によるタイン・カスタム品の短納期
化実現

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

535 2808110006 茨城県 松本産業株式会社 6050001021596
医療研究に貢献する動物実験用大型透明樹脂容器の開
発

常陽銀行

536 2808110008 茨城県 三和機工  トラック用高荷重部品の高精度化による新技術転用 古河市商工会

537 2808110011 茨城県 株式会社セイワ食品 3050001032092 一貫生産体制確立を目指したカカオ豆処理工程 茨城県信用組合

538 2808110012 茨城県 株式会社久力製作所 5011801011353
海外ホテル向けレバーハンドルの新規開発による海外販
路拡大

常陽銀行

539 2808110013 茨城県 株式会社久月総本舗 5050001009345
自社商品「帆引れんこん物語」の製造機（生地刷り込み機）
の開発による生産性向上

常陽銀行

540 2808110015 茨城県 日本ゲージ株式会社 9050001002874
長尺加工機導入による品質・作業性向上と時間短縮によ
るコストダウン

株式会社つくば研究支援セン
ター

541 2808110016 茨城県 有限会社清水製作所 7050002008501
三次元測定器導入による複合形状加工品の高精度検査
工程の確立

株式会社マイルストーン・コン
サルティング・グループ

542 2808110017 茨城県 株式会社三王 5050001015640
世界標準！環境計測用高精度、温度／湿度／気圧計一
体型計測器の開発

つくば市商工会

543 2808110020 茨城県 株式会社屋代製作所 4050001010114
食品加工機械の生産性を向上するための効率化された溶
接工程の構築

筑波銀行

544 2808110024 茨城県 株式会社エムケーテクニカル 3011801018904
自動車用ワイパーリンクの“一体成形鍛造工法”での製品
開発（世界初）と画像検査装置の導入で品質保証を実現す
る

常陽銀行

545 2808110027 茨城県 株式会社モリモト 9050001013995
最新プレス設備等導入による「多種少量プレス製品」生産
体制開発事業

境町商工会

546 2808110030 茨城県 富岡印刷所  
小規模印刷業の生き残りをかけた顧客密着型印刷サービ
スの開発

下妻市商工会

547 2808110032 茨城県 株式会社エムテック 3050001006625
最新式ＮＣ旋盤及び複合測定機の導入と工場のＩｏＴ化によ
る生産性向上

公益財団法人日立地区産業
支援センター

548 2808110033 茨城県 岡田鈑金株式会社 8010801002236 ＩｏＴ対応多機能ベンダーで板金加工の生産性向上
公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

549 2808110034 茨城県 川島縫製  
婦人服の高付加価値品への取り組みによる商品の拡充と
新商品への挑戦

水戸信用金庫

550 2808110035 茨城県 株式会社小田喜商店 1050001008128
貯蔵方法に創意工夫を凝らした栗・栗加工品のブランド力
強化

つくば未来経営コンサルティ
ング事務所

551 2808110040 茨城県 株式会社ヤハタ 1050001031856
マグネシウム部品の品質保証体制の確立による成長市場
攻略

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

552 2808110041 茨城県 株式会社五十嵐建設 1050001005042
県内唯一指物製作部門を持つ建設業者の設計データを利
活用した木工加工機等導入による生産性・付加価値の向
上

水戸信用金庫

553 2808110044 茨城県 飯島プレス有限会社 5050002000278
新型ロボットレーザー導入による生産性向上と組立事業立
ち上げ

常陽銀行

554 2808110047 茨城県 佳味のかしや  新商品開発並びに業務効率化のための設備導入事業 坂東市商工会

555 2808110051 茨城県 株式会社練馬製作所 4050001027595
ＳＯＦＣ（固体酸化物形燃料電池）で使用される難素材の加
工方法確立と量産化

常陽銀行

556 2808110052 茨城県 株式会社明星精機 8050001022361
金属部品の特殊複雑化ニーズに応える新たな旋盤加工プ
ロセス構築

神栖市商工会

557 2808110054 茨城県 岩瀬光学株式会社 3050001032233
ＣＮＣ３次元測定機導入による増産体制の構築と、高測定
技術を活かした高付加価値試作品の受注増

茨城県信用組合

18



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

558 2808110060 茨城県 株式会社牛久製作所 5050001027990
生産管理のスマート化による短納期試作加工品の納期遵
守率１００％達成の実現

公益財団法人日立地区産業
支援センター

559 2808110065 茨城県 株式会社ヤマナカ 6050001032701
金属製品加工におけるＩｏＴとＡＩ機能を活用した熟練工に頼
らない高効率生産体制構築

常陽銀行

560 2808110066 茨城県 八紘電子株式会社 4050001028148 Ｉｏｔ機能を活用したプリント板実装ラインの整備
公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

561 2808110067 茨城県 株式会社イイジマ測設企画 9050001027376
ＧＮＳＳ連携した測量機器群による「ＩＣＴ土工対応測量サー
ビス」の開発事業

筑波銀行

562 2808110070 茨城県 日の丸工業有限会社 7050002025298
難加工材「ケイ素鋼」の精密加工の安定生産を可能とする
新型プレス機ラインの試作開発

栃木銀行

563 2808110071 茨城県 株式会社ＭＵＴＡエンジニアリング 4050002031828
社内一貫製作による研究機関向け超高真空気密装置開
発のための溶接機と測定計測機器の導入

株式会社ひたちなかテクノセ
ンター

564 2808110072 茨城県 株式会社ハイペック 4050001023504
自動車電装品用樹脂機構部品における生産性の向上と不
良率の低減

常陽銀行

565 2808110073 茨城県 有限会社つくばチョウザメ産業 1050002023530
キャビア・チョウザメ生肉の加工低温保管の増設整備によ
る合理化計画

筑波銀行

566 2808110074 茨城県 山本石油サービス  街のクリーニングステーションサービスの開発 鹿嶋市商工会

567 2808110076 茨城県 株式会社貝塚建具店 9050001036971
ボディープレスの導入による、生産時間短縮、無垢材品質
安定化、および新工法の商品事業化

水戸信用金庫

568 2808110077 茨城県 大川精螺工業株式会社 1010701001880
ブレーキホース継手金具シート部外観判定の画像検査機
の導入

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

569 2808110078 茨城県 日邦電機産業株式会社 5050001023602
小型端子自動圧着システム開発によるハーネス量産体制
の確立

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

570 2808110081 茨城県 有限会社三協補綴 2050002007664
共同体の歯科技工所と歯科医院との連携による総合的な
口腔内歯科技工物の製作

茨城県信用組合

571 2808110082 茨城県 株式会社ダイトー 9050001015785
一体化作業ロボットの導入・ローカライズによる作業効率
の向上

常陽銀行

572 2808110084 茨城県 井嶋金銀工業株式会社 4011501005466 付加価値を高める加工機導入及び新製品開発事業 朝日信用金庫

573 2808110089 茨城県 株式会社南海プリーツ 6050001028311
当社プリーツ技術を応用した新規形状のデザインカーテン
の開発

牛久市商工会

574 2808110095 茨城県 ダイカツ水産株式会社 3050001007219
氷温熟成技術を用いた旨みの凝縮した干物の、焼魚多品
種商品化計画

筑波銀行

575 2808110096 茨城県 株式会社サザン珈琲 1050001026682
マグカップ用カセット式軽量容器ドリップコーヒーの商品化
と作業環境の整備

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

576 2808110098 茨城県 株式会社沢平 9050001023202
量産における高精度加工・高機能コーティング複合技術の
開発

常陽銀行

577 2808110102 茨城県 株式会社小沢食品 7050001004633
革新的手法による「無添加豆乳」の開発と自然食品市場へ
の販路拡大

常陽銀行

578 2808110105 茨城県 株式会社大畠製作所 4050001015451
ファイバーレーザー溶接機導入による、溶接工程の高度化
と極薄製品製造プロセスの確立

筑波銀行

579 2808110109 茨城県 有限会社鈴木精器 7050002041163
洗浄工程を改善し、脱脂及び切粉除去の品質と能力を向
上させ受注拡大を図る

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

580 2808110110 茨城県 六和精工株式会社 2012401008841
成形性・精度・経済性向上を実現したサーボプレス機導入
による生産性向上・新製品製造

坂東市商工会

581 2808110112 茨城県 日東自動車機器株式会社 8050001002875
不良を造らない、不良を後工程に流さない、ＩＯＴを活用した
革新的ダイカスト生産方式の開発

株式会社ひたちなかテクノセ
ンター

582 2808110115 茨城県 株式会社我那覇 7050001029127
的確な食品温度ハンドリングによる最適な高齢者用中食
製造環境の構築

取手市商工会

583 2808110116 茨城県 中山材木店  
３Ｄ建築ＣＡＤシステム導入による中小零細工務店への施
主向け営業支援サービスの提供

鉾田市商工会

584 2808110118 茨城県 有限会社ユニアート 4050002003158
多種類の生地を活用した高付加価値のぼり旗の開発・提
供事業

増山英和税理士事務所

585 2808110119 茨城県 有限会社リグテック 9050002039189
有機ＥＬ製造装置向け大型レンズの荒摺り加工体制の構
築

取手市商工会

586 2808110120 茨城県 有限会社椎名米菓 4050002037346
デンプン成分の最適管理による新規顧客層にむけたソー
ス煎餅のフルモデル開発事業

取手市商工会

587 2808110126 茨城県 株式会社くらまき豆腐店 8011701002623 豆腐製造ライン改善による豆腐製造効率の向上 青木宏二郎税理士事務所

588 2808110127 茨城県 株式会社博進紙器製作所 6011801015683
特別仕様機導入での生産スピード化と陳腐化対応力強化
による経営基盤強化

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

589 2808110129 茨城県 金山化成株式会社 7180301022396
床暖房マット製造におけるＩｏＴ機能活用による製造プロセ
スの改善

西尾信用金庫

590 2808110130 茨城県 株式会社タナックス 4050001006905
水素インフラ等の超高圧圧力計を検査・校正する標準器の
導入による事業拡大

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

591 2808110131 茨城県 株式会社大東工業 6010801006692 難加工材タングステンの高精度加工技術の開発 東日本銀行

592 2808110132 茨城県 来福酒造株式会社 8050001032204
これまでの清酒の香りと味の課題を解決した高品質酒の
開発と販売

常陽銀行

593 2808110134 茨城県 エステティックサロンＨａｎａｋｏ  
革新的脱毛コースの開発・提供による顧客満足度アップと
新規顧客層の開拓

常陽銀行

594 2808110135 茨城県 有限会社高橋食品 3050002017398
「直食べ」商品展開による豆腐のブランド化取組に向けた
湯葉製造工程の確立

八千代町商工会

595 2808110139 茨城県 株式会社森谷鉄工所 9010601016369
測定技術の革新化による成長産業向けゴム金型のＱＣＤ
高度化及び精度保証確立

常総市商工会

596 2808110140 茨城県 株式会社ポテトかいつか 9050001010431
市場変化に対応したさつまいも商品を生産、加工、販売に
わたるものづくりを通して提供

足利銀行

597 2808110142 茨城県 有限会社みなば商会 3050002020286
竹林の間伐管理サービスの提供と伐採した竹材の粉砕加
工販売

坂東市商工会

598 2808110143 茨城県 株式会社第一商会 9050001001505
生産設備連結による生産性の向上と小ロット対応による、
新規マーケットの獲得と販売拡大計画

常陽銀行

599 2808110146 茨城県 株式会社タカラ特殊印刷 4050001028478 印刷技術の融合による高度な高画質の実現と品質向上 常陽銀行

600 2808110153 茨城県 株式会社大貫工業所 4050001023041
自動車軽量化用金属部品のＩｏＴ化プレス加工システムの
開発

公益財団法人日立地区産業
支援センター

601 2808110156 茨城県 株式会社長浜合成工業所 8050001018756
次世代自動車のプラスチック部品のウエルドレス成型技術
の確立

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

602 2808110162 茨城県 ミナトゴム株式会社 9040001018847 最新設備導入による生産革新とマザー工場機能の強化 商工組合中央金庫

603 2808110163 茨城県 株式会社ハーベストジャパン 4050001011814
溶接工程の高効率化設備導入と塗装設備導入による一貫
生産体制を強化し、ＩｏＴ活用による高効率化と信頼性向上
による競争力強化

商工組合中央金庫

604 2808110164 茨城県 石井産業有限会社 5050002014971
専用機械導入による竹林伐採・整備事業の業務プロセス
改善

特定非営利活動法人東京都
北区中小企業経営診断協会

605 2808110165 茨城県 株式会社マイクロフェーズ 6050001016497
湾曲・伸縮自在なカーボンナノチューブ黒体フィルムの試
作と大面積化のための設備投資

税理士法人鯨井会計

606 2808110167 茨城県 太洋電機産業株式会社 3011501012364
業界初ＩｏＴ技術を活用した印刷機械制御装置の遠隔監視
システム構築

株式会社ひたちなかテクノセ
ンター

607 2808110168 茨城県 城里にんにく本舗  
城里産にんにくのブランド化による城里式長期保存方法の
確立

城里町商工会

608 2808110169 茨城県 東洋螺子精機株式会社 8050001011711 機械部品製造における品質保証体制の構築 税理士法人第一経理

609 2808110170 茨城県 スターエンジニアリング株式会社 8050001023285
溶着工程の自動化設備の開発によるＩＣタグ生産性改善と
増産体制の確立

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

610 2808110171 茨城県 株式会社長崎プレス工業 6050001026819
ＩＯＴ、ロボットを使った複数台サーボプレス工程管理システ
ムの開発

商工組合中央金庫

611 2808110176 茨城県 株式会社川野辺製作所 9010801002838
最新複合加工機による部品切削加工の生産性向上と新市
場開拓に向けた製品開発

りそな銀行

612 2808110177 茨城県 エスプランニング株式会社 3050001031243
高精度配光測定装置導入による高付加価値ＬＥＤ照明の
新たなサービス展開

水戸信用金庫

613 2808110184 茨城県 いがり産業株式会社 1050001007889
工場のスマート化を図る為、ＩＯＴを導入し生産性を向上す
る

商工組合中央金庫

614 2808110185 茨城県 株式会社伊藤鐵工所 4050001018280
特許技術改良と設計・工程プロセスの改革を通じ精度及び
生産性の向上

阿久津邦男税理士事務所

615 2808110189 茨城県 株式会社加貫ローラ製作所 7120001017140
注型機を用いた表面高品位液状シリコーンゴムローラの開
発

大阪商工会議所

616 2808110190 茨城県 信和産業株式会社 5010001101072
高品質な精密鋳造用フィラーワックスの高効率製造プロセ
スの構築

商工組合中央金庫

617 2808110198 茨城県 株式会社タケウチハイパック 2011801021165
短時間で段ボール試作品の作成を可能とするインクジェッ
トＣＡＤシステムの導入

常陽銀行

618 2808110201 茨城県 株式会社福田製作所 4050001039624
低周波振動切削機能付き自動旋盤の導入による難削ステ
ンレス部品の２４時間加工の実現

笠間市商工会

619 2808110203 茨城県 株式会社ストウ 6050001017181
高齢者をターゲットとした医療用顧客別オリジナル靴の生
産とサービスの提供

つくば市商工会
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620 2808110204 茨城県 有限会社アポロ情報工業 7050002008096
特定の専門家に向けた、既存戸籍システムの通年拡販を
可能とする新バージョン製品の開発

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

621 2808110206 茨城県 有限会社ネモト 4050002018882
「根本庵」濃厚緑茶・和紅茶エスプレッソティー等新商品開
発

坂東市商工会

622 2808110207 茨城県 株式会社三和機工 2050001022391
Ｒ対応の次世代型ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）の試
作開発事業の試作開発事業

佐原信用金庫

623 2808110208 茨城県 おおさわ歯科医院  
技と高度機器を活かすトレーニングによる難治性疾患の劇
的改善

常陽銀行

624 2808110211 茨城県 株式会社日港製作所 9050001024398
高精度・軽量コネクタ端子用精密プレス金型製造技術の開
発

常陽銀行

625 2808110212 茨城県 株式会社ミナキ 5011501008930
医療機器精密部品生産におけるＱＣＤ能力向上による医
療事業基盤強化

常陽銀行

626 2808110213 茨城県 株式会社ＬＩＧＨＴｚ 6050001041719 ＡＩ活用型若年社員でも出来る金型見積りシステムの提供
株式会社つくば研究支援セン
ター

627 2808110215 茨城県 結城酒造株式会社 5050001032702
洗瓶工程の刷新による生産ボトルネック解消と鬼怒川系伏
流水による安心・安全な地酒造りの高度化

若杉公認会計士事務所

628 2808110216 茨城県 金属技研株式会社 4011201010452
次世代のタングステン合金、Ｎｉ基合金等の金属材料を開
発するための高純度粉末処理設備の製作

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

629 2808110217 茨城県 新和工業有限会社 2050002027729
ＩｏＴ―ＡＩ対応ＣＮＣ５軸複合旋盤の導入による、高生産性
油圧部品類の生産工程の確立

茨城県信用組合

630 2808110219 茨城県 株式会社ｔｏｃｏｗａｋａ 8050001041329
新サービス『ディスプラ』の高度生産体制確立と事業革新
の推進

石岡商工会議所

631 2808110222 茨城県 森内ふぁーむ  
ほしいもの旨みを維持しながら生産性向上を図り、差別化
商品である寒仕込熟成品の販売力強化

株式会社ひたちなかテクノセ
ンター

632 2808110223 茨城県 府中誉株式会社 4050001012036
茨城産の摘みたてバラから造る「ローズウォーター」を使っ
た自然の芳香漂う新しいタイプのバラリキュールの試作開
発

商工組合中央金庫

633 2808110224 茨城県 有限会社進栄工機 7050002030686
Ｓｏｌｉｄｗｏｋｓ導入により開発システムを構築し納期半減を
実現させ売上増を図る

茨城県信用組合

634 2808110227 茨城県 有限会社青山グラフィック 5050002006589
ハイクラスの印刷需要に対応した超高品質印刷加工体制
の構築

那珂市商工会

635 2808110234 茨城県 株式会社岩瀬屋製作所 6050001026488
ＰＨＶ車パワーモジュールケース加工工程のロボット・ＡＩ＆Ｉ
ｏＴを活用した高生産性自動化ラインの開発

株式会社ひたちなかテクノセ
ンター

636 2808110238 茨城県 中和印刷株式会社 6010001050335
医療・建築分野における専業印刷の超小ロット・短納期
サービスの実現

株式会社ＧＩＭＳ

637 2808110239 茨城県 株式会社中村自工大成製作所 3050001024932
最新型製缶複合加工機による鉄道車両向け冷却装置製
缶品の従来比２００％の高効率生産システムの実現

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

638 2808110240 茨城県 フレックタイム株式会社 6050001024946 センサーネットワークの時刻同期法の開発 常陽銀行

639 2808110242 茨城県 有限会社マスダ製作所 1050002024826
特許技術の具現化・生産工程の短縮化と技術向上による
顧客満足度向上

常陽銀行

640 2808110243 茨城県 株式会社カドワキ電子 4050001024519
残留応力で発生する熱変形を考慮した加工プロセスの構
築

公益財団法人日立地区産業
支援センター

641 2808110245 茨城県
株式会社ヒューマンサポートテクノ
ロジー

4050001037264
機械学習による不審動作検知する防犯カメラシステムの開
発

株式会社ひたちなかテクノセ
ンター

642 2808110246 茨城県 有限会社シーアンドアイ 9050002022896
導波モード式全反射照明蛍光顕微鏡（ＷＧ－ＴＩＲＦ）の試
作開発

常陽銀行

643 2808110247 茨城県 株式会社飯田製作所 5050001014691
テーブルスポット溶接機導入による、生産性と品質の向上
と作業の平準化

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

644 2808110248 茨城県 ＡＧサワキ株式会社 3050001040789
アルミ箔屑を原料とするＩｏＴを用いた高純度アルミ顆粒リサ
イクルシステムの構築

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

645 2808110250 茨城県 関東鋼鉄株式会社 5050001000691
ＩｏＴ―ＡＩ対応高速門型マシニングセンタ導入による効率的
設備部品加工プロセスの確立

常陽銀行

646 2808110252 茨城県 有限会社石塚産業 7050002014169
未利用資源、米ヌカを利活用したペレット肥料の製造及び
販路開拓事業

かすみがうら市商工会

647 2808110253 茨城県 板橋精機株式会社 7013301001147
トヨタ式継続的改善＋ＩｏＴ＋ＡＩ＝革新的生産システム創出
プロジェクト

常陽銀行

648 2808110255 茨城県 株式会社伊藤鋳造鉄工所 3050001004843
砂型造型ミキサーのロボット化及びＩｏＴ活用による熟練技
術の標準化

常陽銀行

649 2808110257 茨城県 株式会社宮本製作所 6050001023659 ネガランド技術の確立による再研磨切削工具の長寿命化 常陽銀行

650 2808110258 茨城県 株式会社田中食品興業所 7120101030605
小袋食品生産へのロボット導入により作業者の負担軽減と
効率化を図る

東京中小企業投資育成株式
会社
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651 2808110265 茨城県 常陽建設株式会社 3050001027902 ３次元データの自社作成による施工効率化 商工組合中央金庫

652 2808110266 茨城県 合同会社オー・ゼット 4050003002712 複雑形状の製品需要に対応した高効率生産体制の構築 稲敷市商工会

653 2808110270 茨城県 アーク・リソース株式会社 1330001000361
最先端機器導入による遺伝子組み換えカイコによる革新
的な組換え抗体製造

公益財団法人くまもと産業支
援財団

654 2808110278 茨城県 小野工芸株式会社 7050001027411
製パン焼成トレー表面再被覆加工の前処理プロセスによる
品質安定化計画

公益財団法人茨城県中小企
業振興公社

655 2808110279 茨城県 トップ・フーズ株式会社 1050001026930
スリッター及び切断機導入による可食フィルムの生産能力
拡大と生産性向上

常陸太田市商工会

656 2808110281 茨城県 株式会社萩原機械 4050001018826
食品機械の特許技術向上・設計・工程プロセスの改革を通
じ精度・衛生面の向上

常陽銀行

657 2808110285 茨城県 株式会社下川設計 1050001020223 ドローン空撮による森林病害虫調査サービスの開発 鹿嶋市商工会

658 2808110293 茨城県 有限会社高美工業 9050002035122 医療機器部品の加工プロセス革新と画期的な工法の開発 筑波銀行

659 2808110295 茨城県 お茶のさる山野口園  
茶葉加工設備導入・独自加工工程開発による「新たな茶」
の開発と生産性向上

境町商工会

660 2808110302 茨城県 有限会社高野好見畳店 3050002007143
薄型たたみ製造プロセスの確立による自由レイアウト畳の
提供

東海村商工会

661 2808110305 茨城県 株式会社中村商店 1050001018754
レーザー切断機と稼働監視システムの連携による生産プ
ロセス改革

常陽銀行

662 2808110312 茨城県 セキグチ精工株式会社 7050001019004
車載用電装部品向け超精密金型における高速・高精度加
工プロセスの改善・変革

常陽銀行

663 2808110321 茨城県 川崎鍛工株式会社 4020001072487 フォージングロール工程の革新的合理化技術開発 商工組合中央金庫

664 2808110323 茨城県 有限会社植田商店 5050002029326
ハラルフード総菜の開発・提供による在日東南アジア人の
食生活向上

鉾田市商工会

665 2808110324 茨城県 有限会社秀和テクノ 1050002034107
グラファイト一体電極放電加工を使った大型金型製造技術
の開発

常陽銀行

666 2808110325 茨城県 民宿土佐屋  訪日中国人向けおもてなしサービスの開発 神栖市商工会

667 2808110328 茨城県 宮坂ホリテック株式会社 4050001014511 医療・自動車向けゴム製品の生産プロセスの革新 筑波銀行

668 2808110329 茨城県 有限会社小谷野製作所 1050002043710
鈑金加工の生産性向上を目指した角パイプ等束ね切断装
置の導入等

茨城県信用組合

669 2808110333 茨城県 株式会社ローバルコム 4050002035325
歴史やルーツに興味を持ち始める中高年及び観光客向け
ポイント付き歴史巡りオリエンテーリングサービスの開発・
提供

常陽銀行

670 2808110338 茨城県 ジョイパック  
全自動機導入による生産効率上昇と障害者雇用の促進計
画

常陽銀行

671 2808110343 茨城県 株式会社丸精 2050001039304 トンネル工事用の高効率化ネジの精度向上への取組み 筑西市商工会

672 2808110345 茨城県 有限会社ペンギン 2050002043247
ハンバーグ専用の精肉加工場設置によるお客様への付加
価値向上

桜川市商工会

673 2808110349 茨城県 株式会社システム空調 5050001013041
新型省エネ空調システム（ブリーズライン方式分ダクトファ
ン）の開発

駒田総合会計事務所

674 2808110355 茨城県 友常水産  
【工程・保管・即納】一貫したサービスで顧客満足度を向上
させるための生産体制構築

行方市商工会

675 2808110357 茨城県 有限会社東製作所 7050002034159
バイクをバックさせる部品の開発で大型バイクの利便性向
上を図り新たな市場を開拓する

佐原信用金庫

676 2808110359 茨城県 ゴンドラ工業株式会社 1010001043772
特殊プレス機の長寿命化を目的とした切削加工技術の高
度化ならびに技術継承

商工組合中央金庫

677 2808110360 茨城県 有限会社宮本製作所 3050002009627 大型ＮＣ旋盤による新加工技術の確立
株式会社ひたちなかテクノセ
ンター

678 2808110361 茨城県 有限会社白石製作所 1050002024578
ＩｏＴを活用した筐体モニタリングシステムによる医療部品の
量産化技術開発

常陽銀行

679 2808110363 茨城県 有限会社協栄 2050002043379 食品サニタリプラント用リビルド事業の創設 常陽銀行

680 2809110001 栃木県 株式会社アイ・ピー・エフ 3060001020212
高精度な成形機及びプリンターと熟練技術の融合による顧
客要求を満たした鉄道模型の実現

栃木銀行

681 2809110003 栃木県 株式会社コープラ 8060001018573
顧客ニーズに合致した耐熱・耐久性に優れたガラス樹脂強
化部品の開発と製造

足利小山信用金庫
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682 2809110005 栃木県 堀田光学工業株式会社 5020001070168
グローバルな蛍石レンズ需要に向けた高難度レンズ加工
プロセスの高度化

川崎信用金庫

683 2809110007 栃木県 株式会社萩原鉄工所 1060001010578
新設備導入による食品加工機械部品の高精度・生産性倍
増計画

鹿沼相互信用金庫

684 2809110008 栃木県 株式会社トチセン 8060001018945
当社独自で開発した防曇機能に偏光特性を付加したフィル
ムの新技術開発と世界市場戦略の販売展開

商工組合中央金庫

685 2809110009 栃木県 加藤ブラシ工業株式会社 3060001001229
チャンネルブラシの高品質化と生産速度向上に向けた植
毛技術高度化への取り組み

足利銀行

686 2809110011 栃木県 有限会社味噌まんじゅう新井屋 4060002040118
大反響の「杜のマドレーヌ」製造自動化・量産化による国
内、インバウンド向け需要への対応と海外販売の挑戦

株式会社田中経営パートナー

687 2809110013 栃木県 紅葉製菓  
新たな焼菓子と３重包生菓子の新商品開発による販路開
拓で、顧客ニーズの満足度を向上させる。

足利市坂西商工会

688 2809110014 栃木県 タカ食品工業株式会社 5290001052998
カットバックフレーバー（回収香）を活用した新製品濃縮
ピューレの開発製造と販売

群馬銀行

689 2809110016 栃木県 株式会社タカミ技研 3010901007164
電子機器の神経「ハーネス」の細線化に寄与する実装技術
の高度化

株式会社エフアンドエム

690 2809110018 栃木県 東都工業株式会社 4060001022728
次世代旅客機Ａ３２０ｎｅｏエンジン部品の革新的生産体制
の構築

足利銀行

691 2809110021 栃木県 有限会社吉成印刷 9060002014315 全国初、手漉き和紙への大判カラー印刷システムの確立 烏山信用金庫

692 2809110023 栃木県 株式会社シンワモールド 6060001023162
革新的生産プロセス開発による、高精度・高耐久マスター
ゲージ実用化事業

東和銀行

693 2809110024 栃木県 ニューロング精機藤岡株式会社 2011801021090
半導体産業向け高性能シリコンウェハ－梱包機械構成部
品の高精度加工技術開発事業

三菱東京ＵＦＪ銀行

694 2809110025 栃木県 金子樹脂  
高度精密部品の加工技術向上による防毒マスク等の世界
品質の製品を担う企業

足利市坂西商工会

695 2809110026 栃木県 株式会社中山鋼業 8060002018812
工場用大型防音壁の生産プロセス革新における生産対応
力強化

栃木銀行

696 2809110027 栃木県 株式会社カネコ金型 7060001020753
ヒール金型製造技術の向上による耐久性強化と作業時間
短縮の実現

足利銀行

697 2809110030 栃木県 大矢商事株式会社 8060001007956
ドライアイス加工における規格外品再利用と再接着軽減に
よる生産性向上事業

足利銀行

698 2809110031 栃木県 有限会社釜屋 4060002031793
ＩＴを利活用したプロセス改善による顧客感動サービスの提
供

つくば未来経営コンサルティ
ング事務所

699 2809110032 栃木県 関東ルーフ株式会社 5060001018064
先端技術（ＩｏＴ、機械学習など）を活用したスマート農業プ
ラットフォームの試作開発

足利銀行

700 2809110033 栃木県 有限会社加藤精密 1060002014776
多様な曲げ形状にフレキシブルに対応するハイブリッドベ
ンディングシステムの構築

栃木銀行

701 2809110035 栃木県 株式会社横田鉄工 6060001019350
スマートフォン製造に使われる、カメラ組立てボンディング
治具の短納期化

東和銀行

702 2809110036 栃木県 有限会社那須金型製作所 9060002014100 ダブルモールド金型部品の６面研磨加工の生産性向上 栃木銀行

703 2809110038 栃木県 有限会社大垣金型製作所 4060002002175
金型製作⇒成形⇒試験データ提供までの総合サービスの
実現

栃木銀行

704 2809110039 栃木県 沼尾デンタルクリニック  高性能顕微鏡を用いた高精度歯科治療サービスの開発 日光商工会議所

705 2809110041 栃木県 久保田歯科医院  
最新ＣＴ装置の導入による難度の高い歯科疾患への治療
サービスの提供

足利銀行

706 2809110042 栃木県 有限会社高橋製作所 5060002015069
高性能ハイブリッド車エンジン部品の精密金型製造プロセ
スを革新する事業

足利銀行

707 2809110043 栃木県 アークテック株式会社 1060001017169
生産管理システム開発と新型曲げ加工機導入による航空
機部品の生産性向上

足利銀行

708 2809110050 栃木県 森川製作所  
自動車業界に進出し、新モデルエンジンのギア製造を受注
する

小山商工会議所

709 2809110052 栃木県 小野精密株式会社 9060001001066
新型マシニングセンタ導入によるエアリーク検査精度を飛
躍的に向上させる独自中子技術の確立

栃木銀行

710 2809110054 栃木県 株式会社坪子熔接所 6060001011092
道路機械および航空機関連の重要機構・難加工部品の量
産と生産効率を実現する一貫生産体制の確立

足利銀行

711 2809110056 栃木県 株式会社キヨーワ 3060001001410
下請け脱却を目指した二次加工に向けた切断工程の生産
性改善

栃木銀行

712 2809110059 栃木県 第一酒造株式会社 5060001020458
海外販路とインバウンド消費を目指す、日本初「熟成甘口
の生にごり酒」製造

足利銀行
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713 2809110060 栃木県 神和アルミ工業株式会社 4060001009329 航空機用チタン材の効率的切断技術の開発実用化 足利銀行

714 2809110065 栃木県 株式会社蓼沼鉄工所 8060001018854 門形五面加工機による高精度化とリードタイム短縮の実現 足利銀行

715 2809110067 栃木県 株式会社みのり 3060001012093
ＰＯＳ分析システムの活用による農業生産資材の流通改
革。および顧客（農家）へのサービス向上を目指す

足利銀行

716 2809110068 栃木県 柳下技研株式会社 5030001046877
ＩＯＴ・ＡＩにより生産プロセスを改革し、顧客の生産拡大要請
に応える

足利銀行

717 2809110070 栃木県 株式会社栃電社 8060001016503 測定効率改善による生産性及び精度の向上 足利銀行

718 2809110071 栃木県 株式会社極東体育施設 2060001022639 砂入り人工芝等の撤去に伴うリサイクルの推進 会田哲治税理士事務所

719 2809110073 栃木県 株式会社刀川平和農園 2060001010511
園芸用土小袋製品の自動生産および包装技術開発による
販路拡大と海外展開への挑戦

鹿沼商工会議所

720 2809110075 栃木県 有限会社玉生石材センター 2060002016598
大型ガラス装飾品製造における加工精度改善と納期短縮
による輸出の拡大

足利銀行

721 2809110076 栃木県 村田発條株式会社 4060001004404
形状解析レーザー顕微鏡導入による圧縮コイルばねの耐
久性向上及び競争力強化

商工組合中央金庫

722 2809110080 栃木県 株式会社進恵技研 4060001018701
高精度三次元測定機導入による自動車ドア等の大型部品
用プレス金型への参入

商工組合中央金庫

723 2809110081 栃木県 有限会社高松製作所 5060002012512
３次元形状部品の高速、高精度加工プロセス実現による次
世代オートバイ部品、航空機部品の新規受注獲得

栃木銀行

724 2809110082 栃木県 日本テクスチャー株式会社 3060001019015
コントラクトスペース向けカーテン市場のニーズに対応し長
尺カーテンの縫製技術の高度化を図る

足利小山信用金庫

725 2809110083 栃木県 日本電子工学株式会社 9060001003459
建機・重機との接触事故防止を目的とした複眼カメラの画
像解析による人体検知及び、安全装置の開発事業

栃木信用金庫

726 2809110084 栃木県 株式会社小倉メリヤス製造所 3010601009923
ＣＡＤ・ＣＡＭ導入・連携による受注提案力強化と生産性向
上

朝日信用金庫

727 2809110085 栃木県 有限会社蓮見製作所 8060002037052
ＣＮＣ旋盤導入による高品質・低コストな輸送用車両ドア部
品の安定供給と増産への対応

栃木銀行

728 2809110090 栃木県 植木鋼材株式会社 4060001000717
鋼材卸売専門からの脱却！レーザ加工機導入による加工
事業拡大計画

栃木信用金庫

729 2809110097 栃木県 オグラ金属株式会社 8060001018425
多品種少量プレス部品の生産システムの改革、生産性向
上のための設備改善及び安全性の向上

東和銀行

730 2809110098 栃木県 遠藤食品株式会社 7060001020737
スパイラル洗浄機の導入を含めた電子制御ラインの構築
による、異物混入・クレームゼロ達成

足利銀行

731 2809110101 栃木県 福田土木造園株式会社 6060001003899
太陽光発電施設向け防草対策工事の新規受注拡大と生
産性の向上

栃木銀行

732 2809110102 栃木県 株式会社アサプラ 7060001008261 国産初の２Ｐｌｙドラムヘッドの量産化を実現する事業 栃木銀行

733 2809110103 栃木県 株式会社中島園 2060001003333
日本茶の新商品開発と新販売方法にて新規顧客の獲得と
顧客満足度の向上

足利銀行

734 2809110104 栃木県 サンケイ技研株式会社 4060001014270 ロボットシステムを利用した金属表面研磨技術の向上 常陽銀行

735 2809110105 栃木県 小林酒造株式会社 6060001014228
新規洗米機と高性能蒸米機のシステム導入による高品
質、高付加価値な吟醸酒の生産強化

足利銀行

736 2809110111 栃木県 那須工業株式会社 4060001008181
アルミダイカスト部品の成形精度向上による切削加工の削
減

足利銀行

737 2809110112 栃木県 菊地歯車株式会社 9060001018507
新歯車研削盤導入による歯車生産の加工精度向上、納期
短縮化の達成

商工組合中央金庫

738 2809110113 栃木県 株式会社城北工範製作所 2060001000140
磁気軸受部品製造における、低コスト化を実現する生産体
制の構築

足利銀行

739 2809110115 栃木県 新興鉄骨工業株式会社 1060001009579
溶接ロボット導入によるＱＣＤ最適化で付加価値額の最大
化を実現

真岡信用組合

740 2809110121 栃木県 株式会社アミノ 6060001008015
県産うるち米を使用し米余剰問題を解消する「グルテンフ
リーせんべい」の自社ブランド開発と全国・海外展開

足利銀行

741 2809110122 栃木県 有限会社卵明舎 9060002009728
栃木の養鶏・農業を日本全国へ発信する革新的六次化事
業。Ｍａｄｅｉｎ栃木．Ｊａｐａｎ．

鹿沼相互信用金庫

742 2809110125 栃木県 有限会社久保田溶接工業所 1060002003317
高品質且つエコロジーな静電電着塗装システム導入によ
る付加価値向上

栃木銀行

743 2809110134 栃木県 関東プラント株式会社 7060001017205
最新ベンディングマシン導入による短納期化、生産性の向
上、品質の向上

栃木銀行
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744 2809110140 栃木県 マルニ商事株式会社 4060001019229
業界初。インスタグラムやコーポレートアイデンティティのた
めのオリジナル額縁制作

若杉公認会計士事務所

745 2809110142 栃木県 株式会社マツモトセイコー 3060001013208
ＩｏＴ及びロボット技術を活用した次世代航空機向け部品の
生産性向上及び品質管理強化事業

大田原信用金庫

746 2809110143 栃木県 杉田酒造株式会社 2060001014347
持続的な金賞酒づくりに向けた、機械化促進による日本酒
供給体制の強化

若杉公認会計士事務所

747 2809110145 栃木県 ＴＯＡ株式会社 4060001025144
高精度金属性燃料フィルターの量産用生産技術獲得によ
る世界展開

佐野市あそ商工会

748 2809110149 栃木県 株式会社トチギテック 5060001027164
原子力燃料棒用部品の高精度、高効率生産体制の確立に
よる新規需要の取り込み

商工組合中央金庫

749 2809110152 栃木県 日本自動機工株式会社 8030001006291
機械加工工程の納期短縮・品質向上による国内外の治
水・利水業界への貢献

中小企業診断士松本英伸

750 2809110159 栃木県 株式会社ニヘイ化成 4060001015095
ウッドプラスチックによるおもちゃの試作開発と量産体制の
構築

石橋商工会

751 2809110160 栃木県 株式会社アータマ 1060001016716 医療用スポイトの歩留まり向上による加工の効率化 田名網税務会計事務所

752 2809110161 栃木県 有限会社瀧川鉄工所 7060002039231
小径曲げ加工の高精度化、エビ管の精度向上により各種
プラント設備の性能向上と短納期化に貢献する

栃木銀行

753 2809110165 栃木県 横尾精密工業株式会社 8060001010968
医療向け高度検査機器の部品における生産プロセスの革
新

関誠

754 2809110166 栃木県 金井染工株式会社 5060001018477
耐汗、耐光堅牢度の優れたスポーツ衣料、塩素殺菌消毒
にも変色しない介護衣料の量産体制の構築

商工組合中央金庫

755 2809110167 栃木県 宇都宮プラスチック工業株式会社 7060001000697
農業用資材等への進出と短納期・小ロットに対応した生産
プロセスの改善

鹿沼相互信用金庫

756 2809110168 栃木県 ＡｅｒｏＥｄｇｅ株式会社 4060001027529
最新航空機エンジン部品量産工場のスマート化による生
産性向上

東京スター銀行

757 2809110169 栃木県 株式会社大和工業所 7060001012858
地域でオンリーワンの次世代建設業を創る溶接ロボットの
導入計画

那須信用組合

758 2809110171 栃木県 ＭＩＮＡＴＯ株式会社 9060001006874
５軸制御ＣＮＣ三次元測定機部品加工における、高精度、
高能率加工の実現により、増収益を図る

足利銀行

759 2809110174 栃木県 篠崎木工株式会社 9060001020396
自動投入ロボットとＩｏＴを導入した木材加工ライン構築によ
る生産性向上事業

足利銀行

760 2809110175 栃木県 株式会社星野アルミ建材 4060001011540
地域密着型高性能窓の安定供給と地域建築業者及び業
界活性化事業

栃木銀行

761 2809110183 栃木県 有限会社ダイソウ 5060002022412
専用ＰＯＳの導入によりプロ向け建築用金物販売で品質一
番真心一番店をつくる

栃木銀行

762 2809110184 栃木県 有限会社若菜製作所 8060002033118 産業機械用金属加工部品の特注品受注販売体制構築 栃木銀行

763 2809110185 栃木県 小里機材株式会社 9011801001524
新画像検査システムの導入により自動車用部品の『“０”Ｄ
ｅｆｅｃｔ（不良ゼロ）』を目指す

商工組合中央金庫

764 2809110186 栃木県 株式会社ササキ 4060001010880
ゴルフクラブのＯＥＭ生産における組み立てラインの高度
化及び生産体制の強化の実現

鹿沼相互信用金庫

765 2809110188 栃木県 株式会社エフエムティ 5060001025713 樹脂成形金型の加工技術の高度化 栃木銀行

766 2809110189 栃木県 有限会社星宮製作所 1060002037298
次世代自動車生産用冶工具製作における生産技術の高
度化

群馬銀行

767 2809110190 栃木県 富士セイラ株式会社 4010701008460 小ねじ用高速画像検査装置導入への設備投資 商工組合中央金庫

768 2809110195 栃木県 大生工業株式会社 4013301031205
世界初の親水撥油素材を用いた高効率水油分離フィル
ターの量産ライン構築

成長戦略株式会社

769 2809110197 栃木県 菊の里酒造株式会社 4060001012786
アジア市場輸出に向けた新しい純米低アルコール原酒「ｓａ
ｌｓａ」の開発

株式会社ＵＩ志援コンサルティ
ング

770 2809110202 栃木県 有限会社武田機工 1060002028826 ＩｏＴ活用とロボットによる生産プロセス改善と生産性の向上 栃木銀行

771 2809110205 栃木県 株式会社山田鋳造所 2060001019924
ロストワックス法に対抗する砂型鋳造における微細化の挑
戦

足利小山信用金庫

772 2809110210 栃木県 株式会社三森製作所 9060001008144 航空機用３次元形状部品の高速高精度測定技術の革新 烏山信用金庫

773 2809110212 栃木県 株式会社火の魂カンパニー 7060001016140
安全装置を付加した自動製麺ラインの構築と栃木県産小
麦を使用した多加水麺の製造販売体制の確立

足利銀行

774 2809110220 栃木県 森戸酒造株式会社 7060001013451
リンゴ酵母を用いた新タイプの純米酒の増産による国内外
への販路拡大

足利銀行
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775 2809110226 栃木県 株式会社井上製作所 7060001020225
技術的課題解決と最新生産設備の導入による革新的生産
プロセスの構築

群馬銀行

776 2809110232 栃木県 日光金属株式会社 1060001013259 ＡＩ及びＩｏＴ技術を駆使した冷し金セット工程の自動化 足利銀行

777 2809110233 栃木県 株式会社野州たかむら 3060001009676
日本初のオリジナル・ロリポップマシン導入による、棒付き
キャンディ製造プロセスの革新と国内外の市場開拓

足利銀行

778 2809110234 栃木県 株式会社山中商会 6060001014657
新管理システム導入による、世界初ノンＶＯＣテープのグ
ローバル販売の強化

群馬銀行

779 2809110237 栃木県 株式会社那須クリエイト 9060001008284
自然エネルギーを活用した浄化槽でベトナムの水質改善を
図る事業

足利銀行

780 2809110238 栃木県 有限会社赤羽精密 2060002014560
高品質・短納期・低コスト化のためのＩｏＴ・ロボット・ＡＩ機器
の導入

商工組合中央金庫

781 2809110239 栃木県 タツネ株式会社 2060001018851 機能性ボディタオルの製造方法改善による品質の向上 足利市坂西商工会

782 2809110244 栃木県 青源味噌株式会社 8060001000218
新しい発酵方法で造る高機能米麹甘酒を業務用甘味素材
として国内外に展開する

足利銀行

783 2809110245 栃木県 株式会社大垣ダイカスト工業 4060002030572
航空機産業へ新展開を図る高品質低コスト加工の生産プ
ロセス実現

足利小山信用金庫

784 2809110248 栃木県 有限会社アートセラミック 7060002000572
機会損失をなくし新たな市場獲得に向けたレーザー加工工
程の改善

足利銀行

785 2809110252 栃木県 有限会社島田製作所 4060002036421
ＩｏＴを活かした効率的で低コストな自動車部品生産システ
ムの構築

足利銀行

786 2809110256 栃木県 技研精機株式会社 8060001009894
独自工具開発と新導入マシニングセンタの切削環境の徹
底管理による超高精度量産技術の開発

商工組合中央金庫

787 2809110257 栃木県 株式会社恵伸精密 1060001023679 大型高精度部品受注獲得の為の体制構築 足利銀行

788 2809110259 栃木県 有限会社加藤鉄工 3060002035795
コストパフォーマンスに優れた超音波加工システムを開発
しセラミック加工分野への参入をめざす

足利小山信用金庫

789 2809110264 栃木県 株式会社オフィスエフエイ・コム 4060001014881 台車型産業用カメラと移動型協調ロボットを用いたＩｏＴ事業
オフィスマツナガ行政書士事
務所

790 2809110265 栃木県 栃木精工株式会社 6060001016496
高付加価値医療用注射針の生産性向上とＩоＴによる経営
革新

株式会社ディセンター

791 2809110268 栃木県 荒川技研株式会社 4060001017075 透明プラスチック部品の加工技術の高度化 栃木銀行

792 2809110269 栃木県 株式会社森製作所 9040001030067
ＩｏＴネットワークと金型自動交換ロボット付ベンダー導入に
よる高効率生産システムの構築

りそな銀行

793 2809110270 栃木県 有限会社中沢製麺 8060002032433
超多加水製法による栃木県産小麦１００％使用生麺製品
の開発・製造・販売事業

足利銀行

794 2809110272 栃木県 株式会社若山商店 9060001004713
新品種さつまいも「紅はるか」に血圧上昇抑制成分（γ－
アミノ酪酸）を含有した新商品と革新的製造工程の試作開
発

足利銀行

795 2809110278 栃木県 有限会社ドライテック 1060002040087
万能強度試験機による軽量型アルミ手摺支柱注入材の開
発

佐野信用金庫

796 2809110280 栃木県 株式会社マーナ 5010601015531
自動接合機、裁断機導入による家庭内水周り清掃用品生
産工程の機械化

商工組合中央金庫

797 2809110286 栃木県 保泉工業株式会社 1060001019157 ＩｏＴ技術を活用したＣＦＲＰホットプレス成型金型の開発 東和銀行

798 2809110288 栃木県 有限会社藤原郁三陶房 2060002018223
ものづくり大賞優秀賞を受賞した「蛍硝子」を更にリサイク
ルする新環境素材「ホタルジャリ」の量産体制の構築

栃木銀行

799 2809110290 栃木県 有限会社高橋製作所 7060002013038
細穴放電加工機導入による金型加工のリードタイム短縮と
コスト低減

菅沼税務会計事務所

800 2809110291 栃木県 株式会社シンワルブテック 3060001018751
製造業の重大事故を防ぐ「次世代型切削油」の多品種商
品開発

株式会社ＵＩ志援コンサルティ
ング

801 2809110297 栃木県 株式会社トーコー技研 1060001018910
燃料電池自動車部材用ステンレス薄板切削加工技術の開
発

常陽銀行

802 2810110001 群馬県 株式会社市川工業所 5070001026990
自動車用ステアリングコラム部品（ブラケットナット）の製造
工法の変更による大幅な原価低減

群馬銀行

803 2810110002 群馬県 ＬＯＯＫ ＴＥＣ株式会社 3030001089085 光による体内糖バランス測定器の試作品開発 桐生信用金庫

804 2810110004 群馬県 有限会社須永木工所 6070002029703
安全で快適な設備環境構築のニーズに応えるため当社の
木口処理加工の生産性を向上させる

群馬銀行

805 2810110005 群馬県 昭和精工株式会社 7070001007270
最新マシニングセンタ導入による角絞り金型の精度向上と
製造工程短縮による製造革新

税理士法人高沼会計
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806 2810110007 群馬県 株式会社カキモ 9070001021088
チタン加工技術及び複合圧接加工技術の構築で次世代産
業に参入

足利銀行

807 2810110009 群馬県 伊田繊維株式会社 3070001015608
作務衣の製造プロセスを変革し、「考える工場」を実現する
事業

東和銀行

808 2810110010 群馬県 有限会社シンセーテック 4070002020432
自動車レンズ部品用金型の生産性および鏡面仕上げ技術
向上

桐生信用金庫

809 2810110011 群馬県 増田製作所  
医療用容器で求められる高品質な金型製作のための放電
加工技術の高度化

高崎市新町商工会

810 2810110012 群馬県 株式会社大日方精密工業 3070001017281
多軸複合加工用ＣＡＤ／ＣＡＭシステムによる超高精度複
雑形状試作品の生産性向上と受注拡大

群馬銀行

811 2810110013 群馬県 株式会社タイヨー 7070001016230
難削材加工の新技術習得による加工技術の高度化・航空
機部品の一貫加工体制の確立

みどり市商工会

812 2810110014 群馬県 共栄精機株式会社 8070001019083 高精度輪郭形状測定機導入による、品質保証体制の強化 群馬銀行

813 2810110016 群馬県 株式会社大桐 6070001016223
刺繍技術の高度化による独創的なブライダル和装衣裳の
開発

石埜茂

814 2810110022 群馬県 株式会社テクス清水 9070001007748 業界初の建設機械部品研削作業ロボット化事業 しののめ信用金庫

815 2810110023 群馬県 共栄プリント株式会社 4070001015870
印刷技術の向上による多品種・極小ロット・超短納期体制
の構築

桐生信用金庫

816 2810110026 群馬県 有限会社昌藤 8070002024751
自社製刺繍用治具を用いた筒状製品への刺繍技術の開
発

石埜茂

817 2810110030 群馬県 有限会社和興製作所 5070002021272
最新ＮＣ制御駆動装置の導入によるパイプ曲げ加工機の
改良

群馬銀行

818 2810110031 群馬県 有限会社アクス技研 8070002021988
超高張力鋼を使用し安全性を高めた新車種部品のプレス
加工の実現

足利銀行

819 2810110035 群馬県 平和衡機株式会社 2070001008298
トレーサビリティが確保された特殊分銅校正サービスの開
始

高崎商工会議所

820 2810110037 群馬県 有限会社有美 3070002025077
ＥＣ知的活動の応用で繊維プリント技術を新たな産業とし
て躍動させる

群馬銀行

821 2810110038 群馬県 有限会社濱水製作所 6070002016544
スーパーエンプラによる金属部品の樹脂化技術の開発で
「強い現場」を構築する

しののめ信用金庫

822 2810110040 群馬県 ＰＶＲ  
真空ランプを用いた超軽量・強靭ポーラスアルミ大型素材
形成装置の試作・開発

東和銀行

823 2810110042 群馬県 株式会社エム・エス・ケー 1070001014421
鋼管分岐部のバーリング加工による高付加価値ユニット配
管の開発

群馬銀行

824 2810110044 群馬県 株式会社岩﨑製作所 4070001011639
斜め穴切削加工部品のステップレス加工と超高速切削加
工技術の融合

しののめ信用金庫

825 2810110046 群馬県 朝倉染布株式会社 1070001015535 濃染プリント開発によるスポーツ衣料資材加工への参入 税理士法人向田会計

826 2810110048 群馬県 関信ゼベリン株式会社 2070001015749 大口径送水管における漏水検査システムの確立 群馬銀行

827 2810110049 群馬県 株式会社群馬デスコ 6070001015910
食品用紙底折箱と仕切折箱製造での工程フローの改善と
構築

桐生信用金庫

828 2810110059 群馬県 ベスト資材株式会社 8070001020116
生産性、品質向上と省資源化のためのＩＴを活用した建築
用部品の試作開発

東和銀行

829 2810110060 群馬県 井上熱処理工業株式会社 9070001005272
残留応力測定による熱処理品質の向上と高周波焼入条件
の最適化の実現

群馬銀行

830 2810110061 群馬県 株式会社タツミ製作所 6070001017064
３次元ＣＡＤ／ＣＡＭの導入で現有加工機の活用を進め新
分野進出の足掛かりを確立する

みどり市商工会

831 2810110063 群馬県 株式会社明清産業 3070001003257 超極細撚線導体の生産プロセス構築 東和銀行

832 2810110064 群馬県 有限会社福田商店 5070002021231
刺繍職人が持つ匠の技を活かす意匠と生産性を高める新
型ミシンの導入

群馬伊勢崎商工会

833 2810110065 群馬県 株式会社エーアンドブイ企画 2070001000379
イタリア製法無添加生ハムの包装におけるガス充填包装
技術の開発

東和銀行

834 2810110066 群馬県 英重機工業株式会社 1070001020485 山留め資材の再利用を可能とするリサイクル方法の構築 埼玉りそな銀行

835 2810110068 群馬県 株式会社木村鋳造所 4080101005498
ＩｏＴ技術を利用した溶解管理システムを導入しコスト削減を
図る

静岡銀行

836 2810110069 群馬県 株式会社ヌカベ 2070001011888
自動車用次世代型ディファレンシャルケースの加工方法改
善

東和銀行
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837 2810110070 群馬県 株式会社テクノオリジン 4070001016844
自動車用専用生産設備の大型冶具製作における短納期
化・完全内製化・高品質化の実現

株式会社エフアンドエム

838 2810110072 群馬県 株式会社イノウエ 8070001018721
生地の特性と縫い目が無く立体的に編めるといった特性を
合わせ、産業資材として消防用防火衣である防火マスク試
作開発する

群馬銀行

839 2810110073 群馬県 株式会社ベンカン 1070001026020
塑性加工でのアルミ製メカニカル継手開発による新規市場
への参入

太田商工会議所

840 2810110077 群馬県 株式会社下井田製作所 1070001016112
量産金型の製造事業を取り込む為の技術力強化と社内体
制の構築

群馬銀行

841 2810110078 群馬県 株式会社近藤金属工業 9070001021716 建設用特殊架装車向け金属部材の高精度化 館林商工会議所

842 2810110081 群馬県 三晃精機株式会社 8070001021725 難削材ＳＵＳ３１０Ｓへの小径深穴加工技術の高度化 東和銀行

843 2810110082 群馬県 株式会社斎藤鉄工 5070002023500
汎用迅速流体継手『カプラ』における横穴テーパー穴加工
及び内径表面粗さの確保

桐生信用金庫

844 2810110083 群馬県 株式会社共立発条製作所 2070001021103
自動車シート部品分野におけるインサート樹脂成形部品の
歩留り率改善

足利銀行

845 2810110085 群馬県 有限会社柿沼製作所 9070002028603
三次元部品加工完全内製化による受注機会の拡大と短納
期化

アイオー信用金庫

846 2810110086 群馬県 株式会社羽鳥鉄工所 3070001008082
医療介護支援ロボット用部品の工程集約を図り短納期化・
即納対応を構築する

高崎信用金庫

847 2810110089 群馬県 株式会社シミズプレス 2070001009734 新工法による医療機器部品の高精度加工技術の確立
公益財団法人群馬県産業支
援機構

848 2810110092 群馬県 株式会社須藤機械 2070001016177
次世代商用車向けブレーキシステム部品製造のための精
密多面切削加工技術開発事業

商工組合中央金庫

849 2810110093 群馬県 株式会社藤岡モールド 1070001012739
高性能ＣＡＭＴＯＯＬ導入による高精度加工の実現と納期
の短縮

東和銀行

850 2810110095 群馬県 株式会社ティー・エス・ケー 9070001017185
電子部品実装機の導入による品質向上及び生産体制の
強化

東和銀行

851 2810110096 群馬県 株式会社ワーナテック 4070001003421
中・大型歯車の加工時間の短縮・品質向上による生産性
の向上

群馬銀行

852 2810110097 群馬県 株式会社食環境衛生研究所 6070001004467
凍結組織切片の蛍光免疫染色による家畜疾病の迅速病
理診断法の開発

東和銀行

853 2810110098 群馬県 金井電器産業株式会社 8070001000712 キーボード熱転写昇華印刷の品質改善と生産能力向上 東和銀行

854 2810110101 群馬県 株式会社秋山工業 5070001012322
鋼構造物製造における研削精度・耐震性の高度化と新た
な市場開拓

群馬銀行

855 2810110102 群馬県 株式会社シー・エス・ケイ 1070001019593
建設業界需要増に伴う生産性向上を実現し、市場ニーズ
への対応力強化を図る

群馬銀行

856 2810110103 群馬県 小倉鉄工株式会社 2011801006711
センシングを活用した検査工程の自動化で品質と生産性
の向上を図る

商工組合中央金庫

857 2810110106 群馬県 群馬レジン株式会社 5070001021166
高精密な樹脂製造成形機と熟練技術の融合による塗装レ
スピラーの開発

商工組合中央金庫

858 2810110111 群馬県 有限会社シー・アンド・シー 3070002023634
５軸制御ＮＣを活用し、環境負荷の少ない「突板」で高付加
価値の製品を開発する

笠懸町商工会

859 2810110112 群馬県 旭化成株式会社 4070001000146
高機能発泡製品の高度な品質管理と生産性向上を図る新
規生産システムの開発

足利銀行

860 2810110113 群馬県 有限会社今井鉄工所 3070002000690
切削屑の安定創成技術の確立等による次世代自動車用
駆動系部品の革新的生産性向上

商工組合中央金庫

861 2810110116 群馬県 株式会社内外 4070001018155
アルミ架線クランプ製品の品質保証体制向上と新規品開
発体制の構築

商工組合中央金庫

862 2810110119 群馬県 株式会社イワタ 5070001015630
画像処理システムの活用による成形加工の品質及び生産
性の向上

東和銀行

863 2810110120 群馬県 鈴木工業株式会社 6070001019507 次世代自動車用順送金型の生産プロセスの革新 群馬銀行

864 2810110124 群馬県 有限会社梶山鐵工 9070002020353
次世代自動車向け共有化部品における革新的生産技術
の確立

群馬銀行

865 2810110125 群馬県 昭和化成工業株式会社 3070001022926
次世代自動車向け射出成形品の高サイクル・低コスト・不
良削減に向けた試作開発

利根郡信用金庫

866 2810110130 群馬県 株式会社高崎ダイカスト工業社 9070001010371
ＩｏＴを視野に入れた加工時の計測データを監視・蓄積・分
析して最適条件を導き出す切削加工システムの試作開発

東和銀行

867 2810110132 群馬県 株式会社テクノラボ 8030001033468 ハイブリッドスケール防除技術の実用化開発 東和銀行
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868 2810110135 群馬県 有限会社桐生明治製作所 6070002023169
スパコン用高性能冷却装置向け継手の高精度加工への取
組み

群馬銀行

869 2810110140 群馬県 神田窯業有限会社 9070002017341
廃瓦のリサイクルによる地震対策・環境対策土材の開発と
販売

しののめ信用金庫

870 2810110147 群馬県 株式会社群馬中央義肢 2070001030987
インソール製作システム導入によるコンフォート靴市場の
開拓

株式会社群馬マーケティング
センター

871 2810110150 群馬県 有限会社石山不動産 6070002022666
導入及び運用が低価格かつ品質劣化を起こさない木材乾
燥機の試作開発

東和銀行

872 2810110151 群馬県 株式会社旭光 8070001022120
次世代航空機向け油圧部品の飛躍的な生産性向上を実
現するための高度生産体制構築事業

群馬銀行

873 2810110152 群馬県 有限会社川島エンブ 9070002023133 プリントと刺繍を融合した独自技術の開発 石埜茂

874 2810110153 群馬県 スバル工業株式会社 7070001021791 医療機器向け高品質部品の生産技術の開発 群馬銀行

875 2810110154 群馬県 株式会社伊勢崎金型製作所 3070001013074
次世代自動車向け高硬度樹脂用金型の高精度・高効率加
工の実現

東和銀行

876 2810110155 群馬県 近藤酒造株式会社 7070001015975
上槽工程に遠心分離法を採用した高品質の純米大吟醸酒
の開発

しののめ信用金庫

877 2810110156 群馬県 株式会社鈴木機械 8070001016171
非接触座標測定装置を活用した高精度振動耐久試験用治
具の開発

桐生信用金庫

878 2810110157 群馬県 愛和電子株式会社 8070001015512
複雑形状・高精度な曲面削り出し加工を要する航空機部
品の切削技術の確立

東和銀行

879 2810110158 群馬県 株式会社山村 4040001028487
スプライスプレート製作の生産性向上と強度及び耐震性強
化の工夫

群馬銀行

880 2810110159 群馬県 有限会社鈴木工業 5070002031932 次世代自動車用ダイカスト金型の製造リードタイムの短縮 アイオー信用金庫

881 2810110160 群馬県 株式会社大野製作所 1070001024560 塗装レス高耐食アルミ化成処理技術の開発と量産化 しののめ信用金庫

882 2810110161 群馬県 歯科技工ＡＳＩＳＴ  
最新歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ＋職人的技術の融合による患者
の満足度と地域歯科医療の向上

しののめ信用金庫

883 2810110166 群馬県 有限会社サンエス技研 1070002010015
複雑形状対応可能なバリレス・巣レスのダイカスト金型製
作技術の確立

しののめ信用金庫

884 2810110174 群馬県 有限会社ユウセイテクノ 7070002032499
穴あけ加工と接合技術の高度化による高精度パイプ加工
技術の確立

石埜茂

885 2810110175 群馬県 株式会社牧機械製作所 1070001003028
新規自動車部品受注の為の加工方法開発と生産プロセス
革新

公益財団法人群馬県産業支
援機構

886 2810110180 群馬県 有限会社山口精工 6070002019935 次世代自動車用鋳造金型の放電加工プロセスの改善 足利銀行

887 2810110188 群馬県 株式会社山岸製作所 8070001008631
航空宇宙産業への参入を可能にする横断型生産管理シス
テムの開発

高崎信用金庫

888 2810110191 群馬県 株式会社タヒラ 2070001007696 半導体向け高精度部品加工における検査プロセスの開発 群馬銀行

889 2810110202 群馬県 株式会社タキエンジニアリング 4070001029631 パイプ極小曲げ機構一体型端末成形機の開発 群馬伊勢崎商工会

890 2810110203 群馬県 株式会社笠盛 8070001015751
独自の刺繍技術を発展させた今までに無い蝶ネクタイの開
発

足利銀行

891 2810110205 群馬県 株式会社数理設計研究所 5070001004435 リチウム二次電池良否判定装置の製品化試作 群馬銀行

892 2810110206 群馬県 三友精機株式会社 2070001007069 航空機用ＣＦＲＰに特化した高性能穿孔ドリルの開発 高崎信用金庫

893 2810110210 群馬県 有限会社エース木型 3070002008932 天然木による大型ＮＣ木型の新工法開発 しののめ信用金庫

894 2810110212 群馬県 有限会社赤石工業 8070002022458
電子回路バージョンアップ用片端子線の効率化生産への
取組み

笠懸町商工会

895 2810110213 群馬県 株式会社マルナカ 4070001013759
ロボット溶接機導入と工法開発によるスパッタレス溶接の
実現

公益財団法人群馬県産業支
援機構

896 2810110216 群馬県 糸井商事株式会社 9070001006188 地域の廃発泡スチロールを回収し固形燃料化する事業 株式会社ネクストビジネス

897 2810110220 群馬県 株式会社大塚プラスチック工業 9070001012112
アラインメントシステムを使用した高精度レーザーマーキン
グの実現

しののめ信用金庫

898 2810110223 群馬県 有限会社青柳 3070002022446
高齢者向けお菓子の開発に関する酵素機能活用による高
品質化

桐生商工会議所
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899 2810110226 群馬県 石坂電器株式会社 9070001013102
生産の全社最適化を実現する『全社生産管理システム』の
構築

東和銀行

900 2810110227 群馬県 牧野酒造株式会社 3070001008371
日本酒と群馬県開発ウメ「紅の舞」を使用した高付加価値
発泡性梅酒の試作開発

群馬銀行

901 2810110231 群馬県 株式会社シグマエンジニアリング 4070001014220
最新型複合加工機導入による、省力化装置用カム等の加
工方法の開発

群馬銀行

902 2810110232 群馬県 有限会社滝上工業 2070002016408
鉄骨付帯製品加工における生産性向上を目的とした工程
複合化への取組み

しののめ信用金庫

903 2810110238 群馬県 株式会社柴田合成 5070001011761 冷却性能向上による変形レス樹脂成形システムの開発 群馬銀行

904 2810110239 群馬県 株式会社景勝軒 5070001015473
ラーメン業界初！スープの味がぶれない製造工程への挑
戦

群馬伊勢崎商工会

905 2810110240 群馬県 有限会社田谷野製作所 5060002036718
射出成型機のＡＩ化生産設備の導入により顧客の信頼向上
計画

あかぎ信用組合

906 2810110241 群馬県 ウエスタン塗装株式会社 8070001015636
試作品等の多品種少量生産に対応した塗装技術の確立と
生産性の向上

笠懸町商工会

907 2810110242 群馬県 株式会社アリギス 3070001000213
多業種多品種変種変量生産を実現する生産システムの構
築

商工組合中央金庫

908 2810110245 群馬県 ＹＡＨ－ＢＥ－ＪＡＰＡＮ株式会社 9070001026228
送電線劣化で発生する、送電ロスを感知する、世界初の
ケーブルセンサー開発で、送電ロス防止に寄与する

群馬県信用組合

909 2810110247 群馬県 株式会社ケーディーエス 8070001005802 生産設備における機械設計のプロセス改善 東和銀行

910 2810110248 群馬県 群馬テレビ株式会社 6070001000978
バーチャルスタジオシステムによる視聴者・広告主サービ
スの革新

群馬銀行

911 2810110250 群馬県 石川工業株式会社 1070001018686 インナー加工技術の高度化による高生産性ラインの構築 東和銀行

912 2810110251 群馬県 土田酒造株式会社 6070001023590
日本酒×観光による需要開発と冷却設備導入による一貫
した高度技術確立

税理士法人アルタ東京会計
事務所

913 2810110252 群馬県 株式会社浦和製作所 9030001000863
工場全設備のネットワーク管理構築による低コスト生産体
制の実現

埼玉りそな銀行

914 2810110255 群馬県 株式会社タカノ 7070001019646
多品種超少量研削工程の最大効率化を実現するＩｏＴロ
ボット化構想

足利銀行

915 2810110257 群馬県 株式会社樽沢 6070001007701
群馬県産小麦を用いたお土産用半生麺の品質持続化技
術開発と量産化

高崎市榛名商工会

916 2810110258 群馬県 企業組合Ｓ．Ｒ．Ｄ 5070005001627
神経難病等の重度障碍者用、汎用「フェイススイッチ」の開
発

群馬銀行

917 2810110260 群馬県 株式会社トリニティ 5070001031925
アニメ作家（イラストレーター）のデザインを小物雑貨として
製品化する技術の高度化

しののめ信用金庫

918 2810110261 群馬県 株式会社ＬＵＣ 7070001010134 二次電池の溶接技術の高度化と生産プロセスの改善 群馬銀行

919 2810110262 群馬県 東栄化学工業株式会社 8070001013929
分析・試験技術の高精度化による次世代産業向けゴム材
料開発技術の確立

公益財団法人群馬県産業支
援機構

920 2810110267 群馬県 イヅハラ産業株式会社 2070001016978 特許技術を活用した高機能タオルの開発 桐生商工会議所

921 2810110269 群馬県 淡島工業株式会社 1070001006138 溶接作業での高付加価値化した生産プロセスの革新 東和銀行

922 2810110270 群馬県 有限会社清田工業 5070002028895
新たな検査システムによる自動車用シートフレーム部品製
造

桐生信用金庫

923 2810110272 群馬県 株式会社アイティーエム 6070001018021
既存のＧＰＳ端末の課題を解決するウェアラブルセンサー
の試作開発

東和銀行

924 2810110273 群馬県 大輝塗装工業有限会社 1070002000998 次世代自動車向けプラスチック塗装技術の高度化計画 しののめ信用金庫

925 2810110282 群馬県 株式会社ＰＬＡＩＳＩＲ 9070001011601
保存性を高め常温保存可能な超機能「発酵ローチョコレー
ト」の試作開発

東和銀行

926 2810110289 群馬県 有限会社関越精光 2070002020665 高度医療機器関連部品に用いられる薄肉研磨技術の開発 群馬銀行

927 2810110290 群馬県 有限会社石川鉄工所 8070002028026
次世代自動車用プレス金型におけるＡＩを活用した加工技
術の高度化

ぐんまみらい信用組合

928 2810110299 群馬県 フロイデ株式会社 8012401020584
ナノテクノロジー新素材によるキッチン洗面カウンター製品
の製造

多摩信用金庫

929 2810110306 群馬県 株式会社砂永樹脂製作所 3070001019518 チェーンレバーガイドの【２材成形金型】の試作開発 東和銀行
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930 2810110308 群馬県 そば処角弥  
そば職人監修「手打同等の美味しい機械打ち蕎麦」の試作
開発

みなかみ町商工会

931 2810110316 群馬県 株式会社ワーテックス 6070001020332 次世代自動車用騒音制御ユニットの開発 群馬銀行

932 2810110318 群馬県 株式会社岩崎工業 5070002028160 熱交換器、拡管工程の高度化による競争力強化 浅沼みらい税理士法人

933 2810110323 群馬県 株式会社土屋合成 2070001012176
筆記具用樹脂部品におけるＩｏＴとＡＩを活用した生産プロセ
スの革新

東和銀行

934 2811110001 埼玉県 有限会社石原精工 5030002039302
新素材・超微細加工・短納期を同時実現する医療分析装
置部品等の生産体制構築

株式会社エフアンドエム

935 2811110003 埼玉県 群馬精工株式会社 2070001000916
切削クーラントのＩＴ管理によるサイマルテニアス・エンジニ
アリング

埼玉りそな銀行

936 2811110006 埼玉県 有限会社黒澤工業所 9030002042888
最新型ＮＣ大型ベンダー導入で大型板金加工能力を向上
し、売上の拡大と安定化を図る

埼玉縣信用金庫

937 2811110007 埼玉県 山田光学工業株式会社 6030001055745
高性能デジタルマイクロスコープの導入による高精度検査
体制の構築

埼玉縣信用金庫

938 2811110008 埼玉県 ナユモ精工  
グラファイトの最適放電加工条件開発による、低コスト・短
納期化の実現

飯能信用金庫

939 2811110010 埼玉県 有限会社葛飾新冷工業 4011802011345
ＣＮＣパイプベンダー導入による高精度冷凍機用等金属パ
イプの試作開発

足立成和信用金庫

940 2811110011 埼玉県 有限会社ワークス大塚 8012802005226
燃料電池関連等の精密部品加工精度及び生産性向上た
めの設備投資

西武信用金庫

941 2811110012 埼玉県 有限会社フジタ動物病院 5030002054796
小動物口腔外科手術等における安全な術前検査・診断方
法の確立

税理士法人第一経理

942 2811110014 埼玉県 川島金属株式会社 1011501001071
スーパーエンプラ素材に対応できる高精度モールドベース
製造技術の確立

株式会社エフアンドエム

943 2811110016 埼玉県 富士インキ製造株式会社 9030001072226 軟包装用完全水性フレキソインクの開発 税理士法人第一経理

944 2811110018 埼玉県 株式会社ヤスモト 3030001027623
個別ニーズ対応のオーダーメイド型エクステリア製品の生
産性向上

西武信用金庫

945 2811110023 埼玉県 赤司製線株式会社 1011501005238
環境負荷低減・省エネルギーを実現する通電焼鈍ラインの
開発

武蔵野銀行

946 2811110024 埼玉県 株式会社ディースタイル 3030001092527
イベント用景品『パネもく！』のトレーサビリティを実現する
システム構築

協同組合さいたま総合研究所

947 2811110025 埼玉県 秩父エレクトロン株式会社 4030001091049
窒化ガリウム単結晶基板における高平坦度研磨加工プロ
セスの開発

東和銀行

948 2811110027 埼玉県 株式会社トモエ 6011801010536
航空機部品を安全に輸送できる接着剤レスの高精度緩衝
材の開発

足立成和信用金庫

949 2811110028 埼玉県 双樹化学工業株式会社 6030001035160 高強度　マグロ延縄用太物テグスの開発、販売 東和銀行

950 2811110029 埼玉県 仁デンタルクリニック  
オールインワンタイプＸ線診断装置を用いた安心で安全な
総合歯科治療の確立

成田朱美税理士事務所

951 2811110031 埼玉県 株式会社新井精密 3030002121128
自動車向けレンズシステム量産化に向けたＩｏＴ導入と低周
波振動切削技術の習得

秩父商工会議所

952 2811110032 埼玉県 株式会社押野電気製作所 6010701001942
ＬＥＤ消費電力を３０％低減する高効率ライトガイド用金型
のコストを従来比２０％削減するワイヤーカット機導入

りそな銀行

953 2811110033 埼玉県 レーザージョブ株式会社 6030001021342
次世代プローブカードのための超高精度レーザ加工技術
の開発

商工組合中央金庫

954 2811110035 埼玉県 メカニックモデル有限会社 4011202012489
「ロストワックス法活用のシリコン型」を軸とした経営力向上
計画

東京信用金庫

955 2811110036 埼玉県 株式会社スカイテック 8020001084231
一本の丸線材から高精度複雑形状部品をプレス成形する
技術の開発

皆野町商工会

956 2811110037 埼玉県 株式会社寺尾工げい 1030001090870
エッジバンディングマシンの導入によるふち貼り工程の技
術革新事業

秩父商工会議所

957 2811110039 埼玉県 秩父電子株式会社 3030001090844 改善型ＳＡＷデバイス用複合基板超精密研磨技術の開発 商工組合中央金庫

958 2811110040 埼玉県 ホンダ製菓株式会社 8030001055561
国内外の展開に向けて食の安全強化を目的とした生産ラ
インの構築

東和銀行

959 2811110043 埼玉県 株式会社メイセイ 7030001085709
木目調家具、ドアなどの化粧方法の高度化及び店舗向け
異種材料部材への全面ラッピング化粧法の確立

熊谷商工信用組合

960 2811110045 埼玉県 株式会社飯塚製作所 7030002122774
サプライチェーンの短縮化を目指し高精度複雑形状加工
の技術開発の確立

西秩父商工会
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961 2811110047 埼玉県 有限会社相模自動車 5030002086179
最新車体の修理技術を確立し、品質向上と新サービス開
始による新規顧客の獲得

東和銀行

962 2811110049 埼玉県 有限会社加藤製作所 3030002119337
最新レーザー加工機導入による組み継ぎ接合技術の開発
と実用化

飯能信用金庫

963 2811110050 埼玉県 ウッド建材株式会社 6030001056751 ＩｏＴ導入による営業・部品加工・物流の効率化
公益財団法人埼玉県産業振
興公社

964 2811110052 埼玉県 有限会社村上ステンレス工業 9030002107625
プレス加工の精緻化による海外向け食品加工機用パーツ
の加工体制の構築

栃木銀行

965 2811110053 埼玉県 株式会社太陽ハーネス 7030001041488
ＬＥＤ照明器具製造事業へ本格的参入の為の超短ハーネ
ス線の試作開発

埼玉りそな銀行

966 2811110054 埼玉県 株式会社ムサシ 2030001085457
燃料プラント用精密金属加工の工程集約を実現する切削
技術の開発

足利銀行

967 2811110056 埼玉県 有限会社服部製作所 7030002071708
新しい生産方法の導入による生産性向上で事業基盤の強
化を狙う

足立成和信用金庫

968 2811110059 埼玉県 株式会社千代田技工 3030001005406
次世代自動車用太陽光充電事業へ対応の為の加工技術
の確立

青木信用金庫

969 2811110060 埼玉県 カネパッケージ株式会社 4030001026839
顧客製品の外形の即時測定および荷崩れしない梱包材製
作の体制構築

杉中恒彦

970 2811110061 埼玉県 株式会社エス・ウェーブ 2030001059320 バッテリー駆動超音波ユニットの開発による製品の多様化 埼玉りそな銀行

971 2811110063 埼玉県 株式会社三光紙器工業所 7011101010211 ハイブランド対応高品質パッケージの製造自動化計画 阿波銀行

972 2811110064 埼玉県 株式会社沖山製作所 2010601020063
バイナリー発電等利用可能な革新的排ガス熱交換器の開
発

栃木銀行

973 2811110065 埼玉県 白山印刷株式会社 2011501008272
高付加価値だが多段工程が必要な加飾印刷の短納期実
現

巣鴨信用金庫

974 2811110069 埼玉県 エム・シー通商株式会社 8010001012606
サービスの「見える化」実現による、バッテリー再生サービ
ス革新計画

株式会社エフアンドエム

975 2811110071 埼玉県 五十嵐酒造株式会社 6030001089297
日本酒の氷点下貯蔵設備導入による閑散期の拡販、及び
ブランド価値向上による新市場進出

飯能信用金庫

976 2811110073 埼玉県 有限会社林機械製作所 4030002106169
船舶エンジン等に使用する歯車・滑車の高度な加工の効
率化と増産計画

株式会社エフアンドエム

977 2811110074 埼玉県 株式会社メティックス 2030002050022 金属材料加工工程のＩｏＴ推進による生産効率の改善事業 株式会社エイチ・エーエル

978 2811110076 埼玉県 サンユー建設株式会社 9010801004850
今後需要が増加する物流倉庫と小型エレベーター製造に
対応した鋼板安定供給体制の実現

株式会社エフアンドエム

979 2811110077 埼玉県 株式会社丸幸 7030001068952
ポリエステル生地への昇華転写プリントを施した最新ス
ポーツウェア等の展開

株式会社エフアンドエム

980 2811110081 埼玉県 シャロム電子株式会社 7030001089412
ＳＣカットを用いたウイルスセンサー用振動子の生産体制
の確立

武蔵野銀行

981 2811110082 埼玉県 幸町歯科口腔外科医院  
治療開始までの期間短縮と衛生面に優れた口腔外科サー
ビスの確立

群馬銀行

982 2811110087 埼玉県 池上金型工業株式会社 7030001030648
ＡＩ成形システム導入とＩｏＴ金型によるナノ成形品の生産性
向上

武蔵野銀行

983 2811110088 埼玉県 株式会社菊池化成 6030001035937
２軸高混練押出機導入による浄化槽用新機能性ろ材の開
発

武蔵野銀行

984 2811110089 埼玉県 株式会社丸三電機 6010001029395
新製品開発における試作品検証・量産試作品検証工程の
革新による競争力強化

商工組合中央金庫

985 2811110090 埼玉県 田中製麺株式会社 7030001031134
見た目も味も楽しめるショートパスタの手打風製麺技術の
確立

埼玉りそな銀行

986 2811110091 埼玉県 ネオメディカル株式会社 5030001040830
逆転の発想！外科医の声を反映した簡易型手術用四肢保
持枕の開発

埼玉縣信用金庫

987 2811110094 埼玉県 日本特殊光学樹脂株式会社 5011401007173
ＩｏＴ、ＡＩと測定、加工技術を一体活用した超精密加工のプ
ロセス改善

巣鴨信用金庫

988 2811110096 埼玉県 株式会社鯉渕製作所 8011801028139
高速マシニングセンタ導入による金型の短納期化、低コス
ト化の実現

東京東信用金庫

989 2811110097 埼玉県 有限会社一進プラスチック工業 3030002063972
ビジネスパートナーと連携した化粧品用容器の新製品企画
と開発

城北信用金庫

990 2811110098 埼玉県 有限会社城山精機製作所 7011402004804
医療／光学分野のニーズに対応したＩｏＴネットワークシス
テム生産体制の構築

巣鴨信用金庫

991 2811110099 埼玉県 株式会社池中モールド 6030001034658
当社製インジェクションモールドベースの革新的高効率加
工技術開発事業

草加商工会議所
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992 2811110100 埼玉県 株式会社甲世社 5030001086840
段ボール全自動打抜機の導入による多業種対応のための
生産性向上・作業標準化の構築

株式会社ぶぎん地域経済研
究所

993 2811110114 埼玉県 株式会社ハラダ製作所 6030001006954
新型ワイヤー放電加工機導入と加工条件最適化による超
高精細歯車用粉末冶金金型の実現

埼玉りそな銀行

994 2811110115 埼玉県 有限会社アオキ金型製作所 9030002089343
最新プレス機導入による、生産性、品質向上及び競争力の
強化

川口信用金庫

995 2811110128 埼玉県 槻川林産木工有限会社 7030002098057 製造ライン増強によるオーダーメイド障子増産計画 埼玉りそな銀行

996 2811110129 埼玉県 株式会社ペッカー精工 2030001071028
薄肉ポリ乳酸容器金型加工用精密ワイヤーカット放電加
工技術の開発

東和銀行

997 2811110135 埼玉県 有限会社加藤バルサム 1030002040073
半導体ステッパー及び監視カメラ等光学レンズ精密加工プ
ロセスの革新事業

埼玉縣信用金庫

998 2811110138 埼玉県 津田工業株式会社 4030001071224
ＩｏＴとロボットによる特殊塗装材料投入時および製品完成
時の自動化

株式会社ぶぎん地域経済研
究所

999 2811110142 埼玉県 中島プレス工業有限会社 7030002087299
形状記憶技術を活用した不織布素材、布素材への立体的
形状技術の確立と新市場の構築

福井会計事務所

1000 2811110143 埼玉県 有限会社さいたまパッケージ 7030002057327
新型製袋機による自動車部品輸送用包装袋の生産性向
上

埼玉りそな銀行

1001 2811110152 埼玉県 ヒーハイスト精工株式会社 6030001056900 高機能の直動機器『ハイパーブッシュ』の開発 埼玉りそな銀行

1002 2811110153 埼玉県 株式会社コーテック 4010701003230
転写箔の市場占有率拡大と売上増を目的とする生産工程
の効率を図るため新規機械の導入

城南信用金庫

1003 2811110165 埼玉県 株式会社桑名工業 9030001048671
ハイブリッド印刷による多色印刷のコスト削減と少量多品
種生産化の実現

埼玉りそな銀行

1004 2811110168 埼玉県 株式会社プラニクス 9030001020845
高電流密度ドラムめっきによる連続パターンめっき・転写方
式の量産試作めっきシステム開発

武蔵野銀行

1005 2811110177 埼玉県
株式会社先端力学シミュレーション
研究所

2030001047878
ハイブリッド式高機能化多色液槽光重合装置の試作開発
事業

和光市商工会

1006 2811110179 埼玉県 三光産業株式会社 1030001069262 銅ブスバー等の加工の全自動システム開発 埼玉りそな銀行

1007 2811110182 埼玉県 株式会社高砂精密 8030001055099 ＡＩ搭載機の導入による複合加工技術の確立 埼玉縣信用金庫

1008 2811110194 埼玉県 株式会社ステム 7030001071717
航空機向け高精密加工技術の開発と一貫生産体制の確
立

飯能信用金庫

1009 2811110197 埼玉県 株式会社日ビ 4030001071728 世界初の透明ＰＥＥＫチューブ試作開発のための設備導入
一般社団法人首都圏産業活
性化協会

1010 2811110202 埼玉県 株式会社東武鉄工所 9030001076284
自社製治具を活用した多極コンセントケース部品における
異形物加工への対応

川口信用金庫

1011 2811110205 埼玉県 ロータリー株式会社 1030001035751
色差計等の導入による国内随一の多色刷りの実現と国
内・海外需要への対応

草加商工会議所

1012 2811110207 埼玉県 有限会社ＭＢＰ　ＪＡＰＡＮ 5030002084232 産業用ラジコンヘリコプターのモーター駆動機種の開発 東和銀行

1013 2811110208 埼玉県 有限会社浜野鉄工所 2030002114009
新真円度測定機導入による計測技術の獲得と高品質保証
製品の確保

熊谷商工会議所

1014 2811110209 埼玉県 株式会社オシダ精機 6030001068004
航空機風洞試験モデル製作の曲面形状評価精緻化による
精度向上

栃木銀行

1015 2811110210 埼玉県 有限会社千成屋 9040002094540
高機能ジェットオーブン導入による調理の質・味の向上、生
産性の改善、新規顧客開拓

武蔵野銀行

1016 2811110211 埼玉県 株式会社秋山製作所 9030001084816
異材塑性流動結合技術によるＰＨＶモータ用ロータ側板の
開発

町田浩一

1017 2811110212 埼玉県 株式会社かねよし 2030001074402
ロボット機能のレーザー切断機や溶接機をＩＯＴで連携し品
質、生産性向上を実現

巣鴨信用金庫

1018 2811110215 埼玉県 有限会社種平商店 5030002047420
シュート式光選別機導入による食の安全を向上させる白玉
粉検査工程の開発

亀有信用金庫

1019 2811110218 埼玉県 コーワ株式会社 5030001063930
電子機器カバー等のオーダー品規格・縫製工程の生産性
倍増計画

株式会社エフアンドエム

1020 2811110219 埼玉県 株式会社下田金型製作所 7030001075395
自動車部品の複雑化するプラスチック成型品金型の生産
システム高度化

青木信用金庫

1021 2811110221 埼玉県 有限会社協都技工 9030002055634
環境に最も優しいハイテン材自動車部品製造のための大
型プレス金型の高精度・短納期化

株式会社エフアンドエム

1022 2811110229 埼玉県 株式会社協立機工 7030001078118
摩擦拡散接合技術による半導体製造装置向けバッキング
プレートの品質向上

川口信用金庫
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1023 2811110230 埼玉県
株式会社テクノビューティーサプラ
イ

5010901024760
最新設備導入による化粧品用高級クリーム製造における
多品種・小ロット・短納期生産の確立

朝日信用金庫

1024 2811110231 埼玉県 ピーエス特機株式会社 6030001088191
革新的アキシャルギャップ型モーターの実用化に向けた取
り組み

浅沼聡

1025 2811110232 埼玉県 株式会社ファクトリーＵＪ 9011801017776
革新的な新素材の複合で実現する５０代向け軽量婦人靴
の開発

城北信用金庫

1026 2811110233 埼玉県 有限会社宮下エンジニアリング 4030002121795
大径３軸同時一体加工技術の習得による航空宇宙分野等
への進出事業

秩父商工会議所

1027 2811110234 埼玉県 株式会社マツモト 5030002021763
医療機器向け高精度部品の生産プロセスの革新と一貫体
制の構築

株式会社ヒューマンネット・コ
ンサルティング

1028 2811110236 埼玉県 株式会社日本製衡所 2030001060798
生産効率の向上及び安全性の確保の為の天井クレーンの
能力の向上

埼玉縣信用金庫

1029 2811110237 埼玉県 株式会社花田電機製作所 4030001036284
プレート加工設備導入による高付加価値配電盤製造プロ
セスの構築

城北信用金庫

1030 2811110239 埼玉県 株式会社金子製作所 4030001017788
医療機器メーカーからの増産要求対応のための垂直多関
節ロボット等導入による生産性向上

公益財団法人さいたま市産業
創造財団

1031 2811110241 埼玉県 株式会社デバイス 6030001062361
検査工程の改善と電磁波測定用ポジショナ精度保証等の
実現化事業

武蔵野銀行

1032 2811110242 埼玉県 株式会社松田木型製作所 2030001033416
高性能医療機器分野への事業拡大とＩＴを活用した技術継
承

足利銀行

1033 2811110244 埼玉県 株式会社ネフテック 1030001100852 炭素複合材料の低コスト生産 八千代銀行

1034 2811110245 埼玉県 有限会社籠原産業 4030002117653
ワイヤカット放電加工機を導入した製造工程短縮と生産コ
ストの削減

熊谷商工信用組合

1035 2811110246 埼玉県 日新精機株式会社 6030001051348
銅タングステンの多品種少量無人連続加工実現による精
密冷間鍛造金型の生産プロセス革新

武蔵野銀行

1036 2811110247 埼玉県 株式会社立枝建工 5030001030022
人手不足の中で若手が短期間で施工できるプレカット材の
販売に進出

杉中恒彦

1037 2811110254 埼玉県 株式会社ヒガシ 2030001061846
高精度工作機械用減速ユニットの開発による新規市場参
入

公益財団法人埼玉県産業振
興公社

1038 2811110255 埼玉県 三州製菓株式会社 6030001052750
生産性と品質の向上を実現する業界初の新型自動包装ラ
イン導入

公益財団法人埼玉県産業振
興公社

1039 2811110256 埼玉県 イナダイコー株式会社 8030001042304
ＩｏＴネットワークによる監視・分析とパンチレーザ複合加工
システムの構築

伊奈町商工会

1040 2811110259 埼玉県 タイヨーパッキング株式会社 5011501007395
自動車の静粛性向上を実現する複合素材を活かした新型
遮蔽板の量産計画

株式会社エフアンドエム

1041 2811110260 埼玉県 株式会社ふじ 8030001064686
高い潤い効果と界面活性剤を画期的に削減したモイス
チャーゲル試作

浅沼聡

1042 2811110265 埼玉県 株式会社ｍａｋｅ　ｓｙｎｅｒｇｙ 9010401101040
超高齢化に対応した歯科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

埼玉りそな銀行

1043 2811110267 埼玉県 株式会社テクニカルセラミック 1030001084039
強度とメンテナンスの容易性を高めたインプラント・コーヌ
スデンチャーの開発

埼玉縣信用金庫

1044 2811110269 埼玉県 有限会社ピーシーケー・ニシヤマ 6030002069125
生産性向上に向けた円筒金属切削加工の生産プロセス改
善

埼玉縣信用金庫

1045 2811110270 埼玉県 株式会社小野部製函所 7010001012805
デザイン事務所との連携による高機能かつデザインが優
れた包装紙器の提供

興産信用金庫

1046 2811110272 埼玉県 株式会社タカヤマ 6011801003837 医療機器向け難削材部品の複合加工技術の高度化
株式会社グランツ・コンサル
ティング

1047 2811110274 埼玉県 株式会社ファイネス 4030001027795
ＩｏＴ／ロボット技術を駆使したマシニング加工のレーザー加
工化による生産性向上

西武信用金庫

1048 2811110280 埼玉県 ジグテックプレシジョン株式会社 6030001044509
独自コンセプトによる経済性と利便性を両立した加工機械
の開発

飯能信用金庫

1049 2811110282 埼玉県 株式会社今泉精機 4030001032457
精密複合形状部品の一貫加工と効率的な生産体制の構
築で競争力強化を図る

角田光則

1050 2811110284 埼玉県 株式会社超音波応用研究所 3090001014079
革新的高性能サーボモータプレス・ツール交換式超音波金
属接合機の開発

多摩信用金庫

1051 2811110288 埼玉県 高美精機株式会社 9030001055115
次世代油圧テスト装置導入による、医療機器向け特殊油
圧バルブの検査工程革新

群馬銀行

1052 2811110292 埼玉県 北埼ダンボール工業株式会社 2030001087180
プラスチック段ボール加工機導入による生産プロセスの改
善と極小ロット生産対応

株式会社ＧＩＭＳ

1053 2811110293 埼玉県 有限会社渡辺金型製作所 9030002014813
ＭＣ導入と独自の加工方法・設計プロセス共有による生産
性向上と経営力向上

川口信用金庫
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1054 2811110298 埼玉県 ＳＴＡＣＫ株式会社 2030001052102 ありそうでなかった新装置の開発・導入そして販売へ 埼玉縣信用金庫

1055 2811110300 埼玉県 有限会社自修浦和音楽館 9030002006422
アップライトピアノとデジタルピアノを複合したハイブリッドピ
アノの開発

埼玉縣信用金庫

1056 2811110306 埼玉県 吉野電化工業株式会社 1030001064965 ＩｏＴを活用しためっき工場のスマートファクトリー化 商工組合中央金庫

1057 2811110309 埼玉県 平和精機工業株式会社 3030001036327
５軸複合機を活用した高付加価値を向上させる撮影機材
の開発

城北信用金庫

1058 2811110314 埼玉県 株式会社協和テクニカ 2030001085481
ターンテーブル型生産方式導入による溶接工程の生産力
向上

足利銀行

1059 2811110317 埼玉県 株式会社テイエムシイ 8030001020499
複合ＮＣ旋盤機導入による短納期対応力とコスト競争力強
化

埼玉りそな銀行

1060 2811110320 埼玉県 有限会社エムエムワン 2030002033340
デジタル化・自動化・標準化によるウェアプリントの生産性
向上

飯能信用金庫

1061 2811110322 埼玉県 リングアンドリンク株式会社 9030001025514
モジュール高精度化技術の深化と最新加工機導入による
組立装置のミクロン精度の実現

埼玉りそな銀行

1062 2811110323 埼玉県 テクノプラン株式会社 4030001042588
ランニングの正確な記録を通信によりいつでも提供する記
録計測サービス

埼玉縣信用金庫

1063 2811110326 埼玉県 株式会社東武ミクロンパーツ 9030001032873
シャフト軸等の生産性を革新的に向上させる「成形転造」
の量産化技術の開発

ＮＰＯ法人地域活性化セン
ター

1064 2811110327 埼玉県 株式会社東和瓦建材 7030001086475
廃瓦の新素材への転換・活用と販路開拓－廃瓦リボーン
事業－

深谷商工会議所

1065 2811110329 埼玉県 株式会社照和樹脂 7030001036744
暗黙知を無理なく取込む革新的高効率真空成型包材製造
工程の確立

埼玉りそな銀行

1066 2811110336 埼玉県 株式会社山香煎餅本舗 9030001037385
成形機導入による新商品開発及びパーソナルギフト市場
へ販路拡大

東京東信用金庫

1067 2811110339 埼玉県 有限会社金井工業所 2030002081075
溶接前処理工程の自動化と、溶接工程最適化による、ボト
ルネックの解消と生産性向上の実現

しののめ信用金庫

1068 2811110343 埼玉県 株式会社日新化成 8030001006663
ロボットを用いたⅠｏＴによる光通信用超精密多心ＭＴコネ
クタ製造システムの構築

公益財団法人さいたま市産業
創造財団

1069 2811110350 埼玉県 増幸産業株式会社 8030001077218
新素材ＣＮＦを効率生産できる砥石の大型化に伴う「仕上
げ加工」の精度向上

協同組合さいたま総合研究所

1070 2811110351 埼玉県 有限会社真城製作所 7030002035373
独自の割り型技術を駆使した大型・高付加価値金型の生
産技術開発

西武信用金庫

1071 2811110352 埼玉県 有限会社エス・ピー・エイチ 7030002057054
有害原材料を排除した製造法に基づく皮膚と健康によい液
状石鹸の商品化

上尾商工会議所

1072 2811110354 埼玉県 武蔵技研株式会社 4030001096691
特殊耐熱鋼の難削材に対する高速切削加工を確立する技
術開発

青木信用金庫

1073 2811110361 埼玉県 株式会社空気清浄機サービス 2011401001749 工業用電気集塵セル用洗浄ラインの新設 公認会計士古川事務所

1074 2811110363 埼玉県 インター精工株式会社 6011601000638
鋼管加工の自動化による生産性の大幅改善とＩｏＴによる
保守管理

東和銀行

1075 2811110367 埼玉県 株式会社仁平自動車 2030001078089
バス業界のニーズに応えるリードタイム・品質・特殊塗料対
応力の革新的な向上

城北信用金庫

1076 2811110369 埼玉県 株式会社ヤマザキ精工 7030002034581 医療機器向け金型の高精度化・短納期計画 埼玉りそな銀行

1077 2811110374 埼玉県 有限会社興陽電器製作所 7030002075907
２００ｔサーボプレス導入で社内生産システム拡大と競争力
強化

埼玉縣信用金庫

1078 2811110377 埼玉県 玉置電子工業株式会社 9030001075963
技術革新に取組む企業や研究機関を支援する開発支援
サービスの提供

瀧野川信用金庫

1079 2811110382 埼玉県 スカーフード工業株式会社 8030001020375
冷凍フレーバーホイップクリームの多品種少量生産実現の
環境整備

埼玉りそな銀行

1080 2811110388 埼玉県 株式会社松永 8030001018213
新商品の開発販売による、ひととえブランド拡張戦略の実
施事業

株式会社エイチ・エーエル

1081 2811110389 埼玉県 マルコーフーズ株式会社 4030001086585
独自の凍結技術により食感と味わいにこだわった山芋ス
イーツ開発

深谷商工会議所

1082 2811110392 埼玉県 株式会社ベイス 7030001077086 ＩＴを活用した小学生英検講座開設支援サービスの開発 川口商工会議所

1083 2811110393 埼玉県 ケー・エム・エス株式会社 2030001011074
Ⅰｏ Ｔとバーチャルシミュレーション、最新型マシニングセン
ターの組み合わせによる、不良レス高速モールドベース加
工方法の開発

群馬銀行

1084 2811110394 埼玉県 三協精密工業株式会社 8030001032809
内視鏡機器の細径化・低コストを実現する加工工程の開発
及び部品試作

羽生市商工会
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1085 2811110398 埼玉県 ＨＡＩＲ－ＭＩＸ　ＫＡＴＯ  
高齢者の外出機会の増加による健康寿命の延伸と施術者
の持続可能な理容サービスの提供

東和銀行

1086 2811110400 埼玉県 株式会社味輝 9030001060866
奇跡の天然酵母ふわもち食パンの製法開発と生産量拡大
で健康格差縮小

武蔵野銀行

1087 2811110403 埼玉県 武蔵高速印刷株式会社 2011401006244
顧客ニーズに応える高精度・高再現とコストダウンを両立し
た印刷

株式会社ＧＩＭＳ

1088 2811110405 埼玉県 礎電線株式会社 4011801000340
銅覆アルミニウム導体の繊維被覆リッツ線製造技術と体制
の構築

群馬銀行

1089 2811110407 埼玉県 株式会社小林技工 4030001026252 光通信等の部品向け精密プラスチック金型の生産性向上
一般社団法人首都圏産業活
性化協会

1090 2811110408 埼玉県 有限会社クラウン・ビー 3030002023076
立体造形物の設計工程のＩＴ化推進による効率改善と創造
性強化事業

春日部商工会議所

1091 2811110409 埼玉県 有限会社アド 8011602021474
最新型輪転式昇華転写機導入によるプリントクッション生
産プロセスの革新計画

株式会社エフピー・ワン・コン
サルティング

1092 2811110413 埼玉県 有限会社初沢紙工 7011802017323
高級紙加工品製造の社内一貫生産体制構築による競争
力及び顧客満足度向上

埼玉りそな銀行

1093 2811110416 埼玉県 株式会社会澤工務店 3030001065441
最新木材加工機導入による建築体制におけるＱＣＤの高
度化事業

特定非営利活動法人ネット
ワークさいたま

1094 2811110417 埼玉県 アスム精工株式会社 5030001046588
三次元曲面形成技術を活用した新規部品金型製作体制の
確立

川口信用金庫

1095 2811110418 埼玉県 松本アルミ建材株式会社 1030001007809
新型アルミ加工システム機導入による自社製品「クリーン
ボックス」の生産工程強化

埼玉りそな銀行

1096 2811110419 埼玉県 有限会社エーワン 4010502018923
シュリンク包装により取扱商品の付加価値向上と国内・国
外への販路拡大

朝日信用金庫

1097 2811110420 埼玉県 株式会社アクアデザイン 8030001000278
低コスト・省スペース・効率的多品種生産を実現した宅配
水用新型プラント建設による生産プロセス革新

東和銀行

1098 2811110423 埼玉県 株式会社三光電機製作所 1030001060238
ＩｏＴ・ＡＩ技術を活用した燃料噴射装置部品の技能継承によ
る生産性向上

東和銀行

1099 2811110424 埼玉県 株式会社新和製作所 1030001056995
パッケージの生産ラインの改善で短納期と品質強化を図る
事業

株式会社ＧＩＭＳ

1100 2811110425 埼玉県 大森クローム工業株式会社 6010801001900
クロムめっきにおけるマイクロクラックフリー被膜開発と事
業化

影近・前田税理士法人

1101 2811110426 埼玉県 株式会社協同バス 8030001086796
バス運行の一元管理及び事故軽減アプリケーションの開
発

埼玉りそな銀行

1102 2811110427 埼玉県 有限会社大竹製作所 6030002092176
超精密ゲージコインの効率的生産体制の構築による競争
力の強化

武蔵野銀行

1103 2811110430 埼玉県 株式会社丸山製作所 4030001051787
車載用エアコンバルブ洗浄工程革新による、高度品質保
証体制確立

埼玉りそな銀行

1104 2811110432 埼玉県 株式会社ワイ・シイ・アイ 7030001055802
多品種少量の大型部品を塗装前処理の自動化により生産
性と品質向上

飯能信用金庫

1105 2811110433 埼玉県 有限会社トーワ精工 8011802024112
精密平面研削盤の導入によるプレス製品の精度向上と新
製品開発ラインの増設

埼玉縣信用金庫

1106 2811110434 埼玉県 高松技研株式会社 4013301007304
生産能力・生産性向上の実現と硬強度材料加工の為の新
規設備の導入

川口信用金庫

1107 2811110435 埼玉県 有限会社エスフィールド 9011402019593
アニメ・キャラクター関連グッズ等の画質向上と生産性向上
による受注拡大の実現

株式会社ＧＩＭＳ

1108 2811110439 埼玉県 株式会社西田工務店 2030001097279
短納期を実現する家具・建具内製化と古材活用リフォーム
の展開

ふかや市商工会

1109 2811110440 埼玉県 藤田製本株式会社 4010001027789
「フレキシブル製本ライン」確立による生産性向上と受注拡
大

藤岡壮志

1110 2811110443 埼玉県 株式会社タシロ 4030001018902 プラダンサンプル製造体制の構築による抜型売上の伸長 栃木銀行

1111 2811110450 埼玉県 双立プラスチックス工業有限会社 8030002064272
最新鋭三次元測定による精度保証を軸にした高精度部品
領域への進出

和光市商工会

1112 2811110451 埼玉県 株式会社大畠種苗 3030001061325
接木工程の生育コントロールと活着率向上による苗生産販
売の確立

神川町商工会

1113 2811110452 埼玉県 デンタルクリニックＫ  
歯を抜かない、歯を残すための革新的な歯髄温存療法
サービスの展開

青木信用金庫

1114 2811110453 埼玉県 株式会社埼玉富士 8030001090740
『双子接点形フレキシブル可動接触子』を用いたスマート
メータ用パワーラッチリレーの開発

商工組合中央金庫

1115 2811110454 埼玉県 塚越特殊鋼株式会社 8030001032602
協働ロボットを導入し、測定検査の付加価値化・切断加工
の高度化の実現

商工組合中央金庫
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1116 2811110455 埼玉県 有限会社ワイズアンドコウ 8030002014715
双方向映像通信による医療用ウイッグ専用販売サイトの構
築とウイッグ試作品開発

酒井会計事務所

1117 2811110460 埼玉県 有限会社川島製作所 1030002090036
大型アッセンブリ金属製品精密加工の生産性向上と新規
受注拡大

株式会社ディセンター

1118 2811110463 埼玉県 米田精機  
医療部品の高精度・難削材化に対応する低周波振動切削
旋盤導入事業

朝霞市商工会

1119 2811110465 埼玉県 有限会社キノエ産業 8030002039992
自動車産業の高度品質要求に応えるＣＮＣ三次元測定機
導入による一貫製造システムの高度化

加須市商工会

1120 2811110468 埼玉県
株式会社オクヤマ・テクニカルセン
ター

6011801006699
大径ねじ加工用設備の応用による特殊小径ねじの高効率
生産

株式会社エイチ・エーエル

1121 2811110469 埼玉県 イチカワ  生産能力・生産性向上実現の為の新規設備の導入 亀有信用金庫

1122 2811110470 埼玉県 株式会社デイジイ 2030001076118
パン製造オペレーションラインの革新的改善による高効率
製造と省力化の実現

川口商工会議所

1123 2811110471 埼玉県 満田工業株式会社 2030001065764
日本発ラグジュアリーブランドが取り組む中華圏向けバッ
グ試作

都会計事務所

1124 2811110473 埼玉県 株式会社新井製作所 7030001018552
工場ＩｏＴ化とＡＩ・ロボット応用で、革新的生産管理体制の構
築

さいたま商工会議所

1125 2811110474 埼玉県 松本製罐株式会社 2010001029341
オイル缶用高機能気密検査装置のインライン導入による
自動製缶ラインの完全自動生産化

埼玉縣信用金庫

1126 2811110475 埼玉県 株式会社ディルウィングス 4021001050961
中古計測器・分析器の買取販売マッチング兼在庫管理シ
ステム開発

埼玉りそな銀行

1127 2811110477 埼玉県 有限会社能登精機製作所 7030002030630
ＣＮＣ装置導入による、高精度複合加工の多品種少量生
産・短納期化の差別強化と受注増

協同組合さいたま総合研究所

1128 2811110480 埼玉県 電光工業株式会社 2011501007638 電圧変動率・電圧フリッカー抑制システムの事業化 三菱東京ＵＦＪ銀行

1129 2811110481 埼玉県 株式会社オーノ商会 7030001090601
板金塗装業界の次世代ニーズ対応をバックアップする新業
態への挑戦

武蔵野銀行

1130 2811110482 埼玉県 有限会社早川工業所 7030002069099
最新設備による高精度化と生産増量、および事業承継と
高齢者雇用

筑波銀行

1131 2811110483 埼玉県 株式会社清藤家具製作所 3030001071704
川下産業からの高効率化短納期化のニーズに応えるため
当社独自技術の高度化を図る

群馬銀行

1132 2811110485 埼玉県 比企光学株式会社 6030001071552
大径・高精度加工技術習得と生産ライン合理化による新分
野進出事業

秩父商工会議所

1133 2811110489 埼玉県 有限会社富士見製作所 3030002021666
５軸加工プロセスへの革新化による高付加価値金属加工
の生産性向上の実現

埼玉縣信用金庫

1134 2811110490 埼玉県 有限会社大佛精機 1030002097849
高精度自動車部品の需要増加に対する旋盤加工と検査工
程一体化による高精度・生産性向上計画

株式会社エフアンドエム

1135 2811110491 埼玉県 有限会社中里商会 1030002117029
自動販売機のⅠｏＴ化による高精度な顧客サービス提供と
地域防災への寄与

群馬銀行

1136 2811110492 埼玉県 株式会社早川製作所 6011401005300
横型ＮＣフライス盤の導入によるリードタイムの半減化と経
営力強化

埼玉縣信用金庫

1137 2811110494 埼玉県 武蔵オプティカルシステム株式会社 8030001010343 ４Ｋカメラ対応小型水中リモコン雲台システムの試作開発 武蔵野銀行

1138 2811110496 埼玉県 株式会社北関東曲加工センター 5030001032992
新商品「止水ドア　：　アクアバリアシステム」の開発と、安
定した生産工程の確保

埼玉縣信用金庫

1139 2811110497 埼玉県 株式会社プリケン 9030001060065
自動露光装置による、テストクーポンを活用した自動車向
けプリント基板の品質安定

武蔵野銀行

1140 2811110498 埼玉県 株式会社行電サービス 7010401007900
展示会・コンペティション出展者等へのメディア提供サービ
スの確立

若杉公認会計士事務所

1141 2811110503 埼玉県 有限会社ティ辞書企画 2030002022376
ポリファーマシー（多剤併用大量処方）削減のチェックシス
テム

埼玉りそな銀行

1142 2811110505 埼玉県 有限会社ミウラ 6030002083638
アジアで要求される高機能で高いデザイン性を持ったマフ
ラーの開発と製造

東和銀行

1143 2811110506 埼玉県 株式会社有村紙工 1030001056269
ツーピースステッチャー導入による人のやりたがらない仕
事への挑戦と高付加価値の追求

東和銀行

1144 2811110508 埼玉県 フィグラ株式会社 3010001107006
新規化粧品開発におけるユーザビリティ・品質・生産性向
上の確立

関誠

1145 2811110509 埼玉県 株式会社清野電子 4030001054625
外観検査機の導入による大型プリント基板検査のコスト削
減の構築

埼玉りそな銀行

1146 2811110510 埼玉県 日本シーム株式会社 7030001076534
ビン、缶、樹脂ボトル等からＰＥＴボトルを１００％の精度で
分離する装置の開発

埼玉りそな銀行
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1147 2811110512 埼玉県 榎本銘木店  木質無垢材を使用した製品の品質と生産性向上事業 駒田総合会計事務所

1148 2811110515 埼玉県 株式会社ＳｉｎａｓＳＰ 8030001095764 自動車メーカー向け完成検査用特殊測定器具の開発 三郷市商工会

1149 2811110517 埼玉県 株式会社秀飯舎 1030001004319
高精細印刷技術とＷｅｂ事業『ツカエールＰＲＩＮＴ』を活用し
た新規顧客の獲得

公益財団法人さいたま市産業
創造財団

1150 2811110518 埼玉県 有限会社サイバープリント 7030002051759
高品質車体ラッピングの一貫作業体制の確立で工期半
減・超短納期の実現

亀有信用金庫

1151 2811110519 埼玉県 株式会社アクトメント 7030001050869
細線ワイヤーカット導入によるペースメーカー部品の量産
に向けた超弾性の加工技術

武蔵野銀行

1152 2811110522 埼玉県 有限会社湯澤塗装工業所 2030002075507
今後増大が見込める屋外仕様の塗装需要を取り込む為の
塗装前処理設備の改善

東和銀行

1153 2811110525 埼玉県 株式会社富士サンクリーンサービス 7030001108312
コットという新たな寝具に対する超音波とオゾンの新たな洗
浄サービスの展開

株式会社エフアンドエム

1154 2811110526 埼玉県 関口産業株式会社 1030001070880
高精度塑性加工方法によるリヤサスペンションダンパーボ
ディのアルミ一体成形技術の開発

武蔵野銀行

1155 2811110529 埼玉県 株式会社ミクロ精工 9030001056468 医療機器向け独自大型金型製造技術の高精度化 牛腸真司税理士事務所

1156 2811110530 埼玉県 深沢工業株式会社 3030001036962 半導体産業向けバルブ部品の一体化に向けた試作開発 亀有信用金庫

1157 2811110531 埼玉県 有限会社アカギ精密 1030002072067
原発内作業用ロボット部品等の迅速提供のための生産体
制の構築

武蔵野銀行

1158 2811110533 埼玉県
株式会社アイ・エヌ・ジーグラフィッ
クアーツ

1010001112981
素材の幅を拡げた大型パネル・ディスプレイ印刷作成サー
ビス

りそな銀行

1159 2811110536 埼玉県 株式会社ステンレス技研 9030001036123 製造工程高度化のための新型電解水生成装置市場投入 埼玉りそな銀行

1160 2811110541 埼玉県 有限会社川田技研 2030002035048
自動車部品用特殊金型品の商圏拡大と付加価値向上を
狙う機械加工最新技術の網羅化

武蔵野銀行

1161 2811110542 埼玉県 株式会社アビリタ 5011401000392
精密機器部品加工の設備導入と自社技術開発による生産
性向上事業

巣鴨信用金庫

1162 2811110546 埼玉県 錦明印刷株式会社 4010001014589
企画から効果測定まで！ラベル印刷導入によるワンストッ
プ販促支援サービス

三菱東京ＵＦＪ銀行

1163 2811110549 埼玉県 有限会社塩谷製作所 7030002078372
ＡＩを活用した自動制御可能な飛行機型ドローンの開発事
業

埼玉りそな銀行

1164 2811110550 埼玉県 東都発条株式会社 4030001055210
３次元スプリング加工機の多台持ちの推進と仕損品管理
の同時追求

足利銀行

1165 2811110552 埼玉県 株式会社アーム 8030001035778 旧車向け部品の品種拡大による革新的な生産方法の導入 城北信用金庫

1166 2811110555 埼玉県 飯島製本株式会社 7180001007846
新接着剤を用いた製本設備の導入及びＩｏＴによる自動停
止システムの開発

花木栄治税理士事務所

1167 2811110556 埼玉県 有限会社川本製作所 1030002085647
自動車内装製品大型化ニーズに応える大型３Ｄ形状部品
製造技術・プロセスの確立

埼玉縣信用金庫

1168 2811110557 埼玉県 かなもり歯科医院  
患者様及び歯科医院のための治療内容・工程の見える化
サービス

大光銀行

1169 2811110566 埼玉県 株式会社中山製作所 3030001066349
同時５軸加工機の導入による多工程品の工程集約と、ＩｏＴ
活用による稼働率の高効率化

亀有信用金庫

1170 2811110567 埼玉県 有限会社永信光機 2030002064014
同時多面一体加工による超高精度化実現と自社丸物加工
事業の再興

和光市商工会

1171 2811110568 埼玉県 株式会社新吉 6030001086369
歩留り向上を目的とした最新設備導入と廃棄ロス削減の
仕組み構築による競争力強化

足利銀行

1172 2811110569 埼玉県 株式会社増田刺繍工芸 9030001019243 刺繍単頭機導入による「オーダーメード刺繍」体制の確立 東和銀行

1173 2811110570 埼玉県 ＯＰＩ株式会社 9030001090285 セラミックス穴あけ用次世代型レーザ加工機の試作開発 飯能信用金庫

1174 2811110572 埼玉県 有限会社森精機 5030002122132
高度化・複雑化する歯科医療機器用の難加工を実現する
生産プロセス改革

埼玉りそな銀行

1175 2811110574 埼玉県 株式会社フカガワエーシーエス 6030001060373
多品種ダクト継手における高生産性と高品質を実現する板
取工程の革新

東和銀行

1176 2811110580 埼玉県 有限会社中村ダイカスト 6030002074471
マシニングセンタとロボットを組み合わせた高効率生産シ
ステムの構築

埼玉縣信用金庫

1177 2811110583 埼玉県 株式会社サクサン 2030001054957
跳ね上げ機構式サングラス付建設業向け保護メガネの開
発

飯能信用金庫
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1178 2811110584 埼玉県 株式会社アクア・テクノス 7030001037338
生産効率の抜本的改善で「納期短縮」「雇用創出」「技術承
継」

三郷市商工会

1179 2811110585 埼玉県 増田歯科医院  
ＣＴ・３Ｄプリンター活用によるインフォームドコンセントの向
上と安全で確実な医療の提供

東和銀行

1180 2811110587 埼玉県 秩父回収資源株式会社 6030001091179
電線リサイクル工程の処理能力増強による効率向上と収
益力強化

皆野町商工会

1181 2811110590 埼玉県 光和衣料株式会社 4030001031104
縫製工程のＩｏＴ化による生産性向上とＡＩを活用した顧客
サービスの革新

足利銀行

1182 2811110597 埼玉県 島村ハウス工業株式会社 9030001054926
痒いところに手が届く！ミックス重量による画期的なプレハ
ブ建築

会計事務所オネスティア

1183 2811110598 埼玉県 株式会社折茂製作所 6030001080181 多数個取り化ニーズに対応する金型製作生産方法の確立 税理士法人第一経理

1184 2811110601 埼玉県 吉本キャビネット株式会社 3030001021254
当社独自の製品づくり技術を高度化した川下ニーズに応じ
た製品開発

蕨商工会議所

1185 2811110602 埼玉県 日本電鍍工業株式会社 2030001009952
品質管理体制の強化と競争力向上・推進のための最新型
スクラバーの導入

公益財団法人さいたま市産業
創造財団

1186 2811110604 埼玉県 埼玉精機株式会社 3030001003319
難削材の切削諸条件の高度化によるエンジン部品の加工
時間短縮

埼玉りそな銀行

1187 2811110607 埼玉県 有限会社晃洋製作所 1030002102550
次世代自動車向け高性能高効率タイヤ製造用装置部品の
精密加工技術開発事業

川口商工会議所

1188 2811110621 埼玉県 東昭興産株式会社 1011801010350
水性塗装対応を実現する温度制御給排気による大型バス
塗装の生産性向上

東京信用金庫

1189 2811110623 埼玉県 株式会社スギヤマ 4030001090307
カット野菜における野菜の育成状況に左右されづらい安定
かつ高生産性加工体制の実現

株式会社マイルストーン・コン
サルティング・グループ

1190 2811110635 埼玉県 株式会社小林ナーセリー 3030001074863
ＩＯＴ挿し木ロボット導入による花きの生産性及び品質の向
上事業

堀内章典税理士事務所

1191 2811110637 埼玉県 株式会社分散材料研究所 9030001101430
公設試との連携による微分散性、導電特性を付与する添
加剤の開発と事業化

野沢澄也税理士事務所

1192 2811110640 埼玉県 株式会社ホンドウ 6030001036332
新固定治具とＩｏＴを活用した製造工程改革による生産プロ
セスの改善

埼玉縣信用金庫

1193 2811110641 埼玉県 有限会社光沢 1030002073214 医療現場ニーズに直結した医療部品新型クリップの開発 飯能信用金庫

1194 2811110643 埼玉県 株式会社ＡＭＵ冷熱 9030001068100
業界最高性能のジャケットタンク用温調チラーを開発し医
薬品、食品業界へ参入

栃木銀行

1195 2811110644 埼玉県 株式会社協新製作所 2030001058504
高効率５軸制御マシンとＩｏＴの相乗効果による医療機部品
の生産性向上計画

埼玉縣信用金庫

1196 2811110649 埼玉県 プネウム株式会社 3030001064716
レーザー顕微鏡用マルチ波長高出力レーザーエンジンの
開発と販売

栃木銀行

1197 2811110652 埼玉県 株式会社ユニシス 1011501009197
ガラスと樹脂の複合注射筒（抵抗消失法向け注射筒）の試
作開発

川手佳子税理士事務所

1198 2811110661 埼玉県 株式会社テクニカルフィット 3030001030370
通信端末による予約・管理が可能な駐輪ボックスとＷｅｂシ
ステムの開発

埼玉縣信用金庫

1199 2812110002 千葉県 株式会社日本クロス圧延 7040001059389
軽量と高強度の特性から電子、航空宇宙、医療分野への
活用が期待される高抗張力鋼板の薄板の生産方法の開
発

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1200 2812110003 千葉県 有限会社ワイピーシー 8040002019746
屋外で使える子ども向けブロックの安全性強化と量産体制
構築

京葉銀行

1201 2812110004 千葉県 有限会社ジャスト販売 1040002076843
最新型ＮＣフライス導入による既存事業の生産性向上及び
革新的インテリア事業の設計開発

千葉銀行

1202 2812110005 千葉県 株式会社ニッチュー 2010501009917
次世代軽量化部材対応・精密亜鉛球粒製造システムの開
発

千葉銀行

1203 2812110007 千葉県 株式会社糸川製作所 1040001063454
世界的な慢性疾患を改善するための血液分析装置部品の
生産性向上

株式会社エフアンドエム

1204 2812110010 千葉県 株式会社サヤ 8040001023914
加速度計一体型インフラサウンドセンサーの面的多点配置
による津波観測システムの構築

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1205 2812110012 千葉県 Ｆ・ヒロタキ株式会社 8010001145232
建築ラッシュに対応する２次加工済み厚鋼板建材の増産
及び短納期体制の確立

株式会社エフアンドエム

1206 2812110013 千葉県 ニホンハンダ株式会社 8010601014712 メカニカル分散製法によるはんだペーストの高性能化 三菱東京ＵＦＪ銀行

1207 2812110014 千葉県 株式会社シーティージャパン 1040001056400 農業用ポリエチレンフィルムリサイクル事業の生産性向上 千葉銀行

1208 2812110015 千葉県 スピック株式会社 5011701004309
溶接ロボットの導入および特殊冶具開発による鉄骨等の
革新的生産方法の確立

東栄信用金庫
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1209 2812110016 千葉県 山本歯科医院  
頭頸部がん治療病院との地域医療連携によるがん治療早
期化の取組み

坂林公認会計士事務所

1210 2812110020 千葉県 三水鐵工株式会社 5040001058145
地域のインフラ整備に資するロボット・ＩｏＴ技術活用による
次世代鉄骨生産体制の構築

千葉銀行

1211 2812110025 千葉県 株式会社テクノプローブ 2040001032128
ダイアモンドニッケル接点のＰＣＢを使った次世代光通信機
用測定治具の開発と事業化

京葉銀行

1212 2812110026 千葉県 株式会社協同住宅 5040001029427
洗剤レス＆ＩｏＴ利活用！最新コインランドリーモデル店舗
の開発

千葉銀行

1213 2812110029 千葉県 有限会社オサダ 2040002099265
最新式畳製作機械の導入により生産性の向上・品質の安
定化・省力化と新型畳開発による事業の拡大

千葉銀行

1214 2812110032 千葉県 株式会社ア・ファン 8040001057037
メーカー保証が切れたＡＩＢＯ及びビンテージ機器の修理部
品の内製化

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1215 2812110033 千葉県 株式会社アガツマ 1040001052754
地域密着で超短納期、当日納品枠の拡大を実現するＩｏＴ
導入と運用

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1216 2812110035 千葉県 有限会社朝山工業 1040002072066
開先角度２５°溶接の導入による短納期、低コスト、低環
境負荷の実現

千葉銀行

1217 2812110036 千葉県 株式会社ケーヨーハード 3040001043818
ロール製品製作に対応する研磨技術の高精度化への取り
組み

常陽銀行

1218 2812110037 千葉県 有限会社宇田川鈑金工業 6040002032750
「裏方の下請工場」から「速さと技を見せる工場」へ。　業界
とエンドユーザーに訴求するサービス工程の開発

京葉銀行

1219 2812110038 千葉県 有限会社朋友 7040002052285 正確な時間管理の導入による生産性と内製化率の向上 亀有信用金庫

1220 2812110039 千葉県 株式会社小川屋味噌店 7040001057153
最新式全自動殺菌冷却機の導入による麹菌由来の「あま
酒・もろみ」製品の生産性向上と事業拡大

千葉銀行

1221 2812110040 千葉県 株式会社トーテック 2013201004072 車載用基板の膜厚均一化Ｎｉめっき技術の開発
東京都北区中小企業経営診
断協会

1222 2812110041 千葉県 鍋店株式会社 2040001043075
輸出市場拡大に対応した日本酒生産ライン見直しによる生
産性向上

千葉銀行

1223 2812110043 千葉県 有限会社チバテック 5040002007613
最新型レーザー加工機等とＩｏＴを活用した、生産プロセス
革新による、再生医療アイソレーター事業確立

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1224 2812110044 千葉県 株式会社カネコ 4040001029386
複雑形状ネジ製造における生産プロセスの革新による高
精度化、短納期化計画

株式会社エフアンドエム

1225 2812110045 千葉県 泉ベーカリー  
地元産米を用いた「ぶどうパン」のハラル認証取得と海外
展開

千葉銀行

1226 2812110046 千葉県 有限会社中村材木店 1040002102673 在来工法用３ＤＣＡＤによる新たなサービスの展開 大多喜町商工会

1227 2812110047 千葉県 有限会社フカサク 4040002085932
銚子港に水揚げされる鮫の皮を活用した「本鮫おろし板」
の生産・輸出事業

銚子商工信用組合

1228 2812110048 千葉県 有限会社西村製作所 6040002077639
コンパクトでプライバシーに配慮した介護専用おむつ交換
車の試作品開発

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1229 2812110049 千葉県 有限会社コスモス環境サービス 1040002096957 産業廃棄物処理施設の新設による野田市内の処理施設 千葉県中小企業診断士協会

1230 2812110050 千葉県 株式会社仁風 2040001003203 ハイパー空師オリジナルブランド促進計画 千葉信用金庫

1231 2812110053 千葉県 有限会社文明軒 8040002067646
生麺製造における恒常的衛生課題を解決し高品質・少量
多品種生産の実現

公益財団法人千葉県産業振
興センタ－

1232 2812110054 千葉県 株式会社バースヴィジョン 7040001039028
再生プラスチック材の高品質化・多様化に対する乾燥工程
改善による製造コスト削減と省ＣＯ２の実現

株式会社エフアンドエム

1233 2812110055 千葉県 ミックスコア  
ファッション動画上で洋服の“着まわし”を体験できるサービ
スの実現

常陽銀行

1234 2812110056 千葉県 ビットジュール合同会社 4040003006953
中小施設園芸向けオールインワン環境制御ＩｏＴ機器の試
作開発と商品化

館山信用金庫

1235 2812110057 千葉県 株式会社ユーデント 5040001010667
歯科材料をルアーロック式注射筒へ充填するシステムの
技術開発

千葉銀行

1236 2812110059 千葉県 有限会社陽だまり 6040002098305 病気の後遺症からの回復を助ける新たな複合介護 野田商工会議所

1237 2812110060 千葉県 シフトアップ株式会社 2010601025640
展示会ブースの３Ｄシミュレーターの導入による新規出展
者向けサービスの展開

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1238 2812110061 千葉県 株式会社中村総業 7040001005640
ＰＥＴボトルリサイクルシステム装置に破袋・除袋機導入に
よる生産性の向上

千葉興業銀行

1239 2812110062 千葉県 高圧化工株式会社 4010901003856
紫外線プロテクト樹脂ボトルを開発し、容器内製品劣化か
ら守り、鮮度維持・廃棄を減少させ、環境改善に寄与する

千葉銀行
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1240 2812110064 千葉県 古川オール株式会社 9011701007002
複雑な断面形状加工かつ短納期対応が可能なサッシ製造
の実現

朝日信用金庫

1241 2812110065 千葉県 マック株式会社 4040001027588
建設工事生産性向上のための山岳トンネルモニタリングシ
ステムの開発

商工組合中央金庫

1242 2812110077 千葉県 株式会社デクシス 9040001018104
ＩｏＴ・ＡＩ・ロボットを用いたバイアル粉末異物検査装置の開
発

千葉銀行

1243 2812110088 千葉県 株式会社Ｐ．Ｒ．Ａ． 3040001038900
当社開発の半導体製造用周辺機器の量産体制構築と生
産管理

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1244 2812110089 千葉県 株式会社Ｅプラン 3040001020214 飲食店向けの食の安心安全を支援するサービスの開発
公益財団法人千葉県産業振
興センター

1245 2812110092 千葉県 株式会社平田精機 7040001027395 超音波凝固切開装置を構成する部品の開発及び輸出 千葉銀行

1246 2812110094 千葉県 株式会社ｗａｓｈ－ｐｌｕｓ 1040001081596
全国展開に向けたセントラルランドリー／機器システム開
発

千葉銀行

1247 2812110097 千葉県 株式会社ＢＡＮ－ＺＩ（バンジ） 2010401085851
油性塗料並みの対候性・防錆性を実現する水性サビ止め
塗料の開発

米澤経営事務所

1248 2812110098 千葉県 髙橋金属株式会社 1040001036071
長尺鋼板における延ばし・切断・曲げの付加価値加工技術
の開発

商工組合中央金庫

1249 2812110104 千葉県 しのはらプレスサービス株式会社 1040001017625
溶射工法を確立して高付加価値なプレスメンテナンスを提
供する

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1250 2812110105 千葉県 株式会社アミンファーマ研究所 8040001011803
ＡＩ解析導入による脳梗塞リスク評価事業の効率化および
海外市場進出

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1251 2812110107 千葉県 開発化学工業株式会社 6040001035102
コスト削減・ＣＯ２排出削減に貢献する画期的なＶＯＣ焚き
キット

松戸商工会議所

1252 2812110110 千葉県 株式会社ケイズアンドフーシャン 3040001079647 産業用鉛蓄電池の延命化を可能にする噴霧器の開発 常陽銀行

1253 2812110111 千葉県 株式会社関口ゴム製造所 2011501007175
ロボット及びＩｏＴを活かした監視システムの導入によるロス
のない生産体制・監視体制の確立

東京東信用金庫

1254 2812110114 千葉県 株式会社ナノテック 9040001039521 ナノレベル超鏡面仕上げ研磨機導入による商業生産実施 京葉銀行

1255 2812110117 千葉県 株式会社塚本ゴム 7040001062327
長尺複雑形状のゴム製品製造のための金型分割式真空
プレス成形工法の開発

筑波銀行

1256 2812110118 千葉県 株式会社フテロシステム 2040001028563
スマホとＩｏＴ技術を活用したゴルファーの利便性を高めるク
ラウドサービスの構築

千葉銀行

1257 2812110123 千葉県 株式会社須藤本家 8040001051931
１００％蕎麦焼酎“花白 ｋａｊｉｒｏ”の量産化による販売ルート
拡大と海外展開

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1258 2812110124 千葉県 株式会社實埜邑 1040001032161
６次産業化ネットワークを活用した「大豆茶・大豆コーヒー」
の 製造・販路開拓

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1259 2812110127 千葉県 株式会社光製作所 6040001006359
地盤改良工事用無溶接継手溶接加工プロセスの抜本改善
への取組み

千葉興業銀行

1260 2812110130 千葉県 株式会社アクトラインイーエフ 9040001089921
スマート端末を活用した人材派遣事業の高生産性業務
サービス実現

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1261 2812110134 千葉県 執行工業株式会社 1040001072587
ブランク・曲げ・溶接・切削の全工程のＩｏＴ化対応による生
産性革新

千葉興業銀行

1262 2812110136 千葉県 有限会社大塚機械 9040002019365
大径長尺金属製品加工のＱＣＤ革新化と技術伝承を図る
大型ＣＮＣ正面旋盤の導入

京葉銀行

1263 2812110137 千葉県 株式会社ろくや 1040001074567
旅館自慢の新鮮な南房総の魚料理を、鮮度そのままに贈
り物にする事業

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1264 2812110139 千葉県 株式会社エスコアール 9040001051625
言語聴覚士との連携による言語障害者支援ネットワーク
サービスの立上

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1265 2812110140 千葉県 エクセレント株式会社 5040001023891
最新型印刷物用逆ピロー包装機の革新的活用による売上
高５０％アップ計画

千葉銀行

1266 2812110141 千葉県 株式会社井浦製作所 1040001057919
飛行機整備機具等の大型の特注品ニーズに応える生産工
場への革新

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1267 2812110142 千葉県 株式会社タイセー 1040001028184 「ドローン自律飛行用衝突防止レーダ」アンテナの開発 鎌ヶ谷市商工会

1268 2812110143 千葉県 株式会社真田製作所 8040001002793
医療機器分野への新規進出に向けたエンプラ材の高精度
加工の確立

前原事務所

1269 2812110144 千葉県 株式会社パール技研 2040001018416
同時５軸加工の活用による複雑形状特殊ネジ加工のコスト
削減と高精度化

東京東信用金庫

1270 2812110145 千葉県 亀田酒造株式会社 8040001074164
自社独自開発による高品質低価格な日本酒を海外展開す
るための増産体制の強化

公認会計士坂倉事務所
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1271 2812110146 千葉県 有限会社岩井製作所 5040002037602
多軸ジョイント構造を活用した多機能外科手術器具の試作
開発

鎌ヶ谷市商工会

1272 2812110147 千葉県 飯島・東洋株式会社 8040001048102
新構造油圧プレスでの生産方式の開発による生産性の向
上

商工組合中央金庫

1273 2812110155 千葉県 ガラスリソーシング株式会社 2040001062083
使用済み飲料用容器を資源物ととらえ、徹底したコスト削
減を実現し、資源物化するサービス

千葉銀行

1274 2812110159 千葉県 株式会社さかえ屋 5040001033461 ＯＥＭカステラ製品の積極的な展開による新規顧客の開拓 松戸商工会議所

1275 2812110160 千葉県 株式会社ナルビー 6040001028675
経営力向上に資する熱処理工程の連続運転を可能とする
生産体制の革新

東京東信用金庫

1276 2812110163 千葉県 株式会社タチバナ製作所 4040001026846
当社独自ＥＶ・ＰＨＥＶ向け充電ボックスの製造と販売及びＩ
Ｔ化

千葉銀行

1277 2812110164 千葉県 株式会社商和 5040001047841
国内産原材料を使用した餃子の新製品開発による新規販
路開拓

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1278 2812110167 千葉県 Ｇｒｅｅｎ Ｅａｒｔｈ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ株式会社 4010001142142 木質バイオマス由来の化粧品用エタノールの試作開発
公益財団法人千葉県産業振
興センター

1279 2812110169 千葉県 株式会社リオ 7040001088396 燻製調味料の香気操作の確立と革新的流用法 千葉銀行

1280 2812110170 千葉県 有限会社エムエスイー 8040002002025 太陽光発電で自動充電と定期駆動制御を行うドローン
公益財団法人千葉市産業振
興財団

1281 2812110183 千葉県 おもて歯科医院  
手術用顕微鏡を活用した歯科治療の高精度化と見える化
による新サービスの構築

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1282 2812110184 千葉県 株式会社エーアンドエム 4040001025708
観光施設・ホテル向け立体造形デザイン高品質量産化シ
ステム確立

株式会社シャイン総研

1283 2812110185 千葉県 京英株式会社 7040001053813
グラスウールを使用した耐熱保温ジャケット／シートの新
規製造体制の構築

商工組合中央金庫

1284 2812110186 千葉県 東葛テクノ株式会社 7040001021695
配管用「伸縮継手」の寿命診断技術と耐震・長寿命製品の
開発

千葉銀行

1285 2812110188 千葉県 株式会社ネクストファーム 5040001084281
栄町の地域資源「どらまめ」（黒大豆）の枝豆選別代行の革
新的サービス展開

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1286 2812110189 千葉県 株式会社三共合金鋳造所 7120001166474
革新的鋳造・切削技術による特殊鋼圧延機大型精密部品
の量産体制の確立

池田泉州銀行

1287 2812110192 千葉県 アクティブ販売株式会社 6040001008702
深紫外ＬＥＤによる菌被害粒除去機能搭載品質管理選別
装置の新規開発

千葉商工会議所

1288 2812110193 千葉県 株式会社キャッチ 2010601049846 オールインワンタイプの新たなコンテナハウスの提案 経営コンサルタント竹内淳朗

1289 2812110195 千葉県 株式会社セリッシュエフディー 2040001023003
マイクロフロー系を利用した世界初の病理組織切片多色蛍
光染色装置の試作開発

千葉銀行

1290 2812110200 千葉県 島村工業株式会社 3010601002829
顧客ニーズの高いサービスパーツの即時納品に対応する
生産体制の構築

株式会社コムラッドファーム
ジャパン

1291 2812110201 千葉県 株式会社ミノダ 6010001030188
自分のデザインが刺繍になる！街角デザイナーが集う、自
由デザイン刺繍Ｗｅｂサービス

朝日信用金庫

1292 2812110202 千葉県 大和田オフィス株式会社 7040001065049
熟練講師の指導を自動化し、手厚いケアを可能にする学
習塾システム

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1293 2812110210 千葉県 なかよし歯科医院  
二割の人が違和感を持つ顎関節障害に３Ｄプリンタでマウ
スピース治療

千葉銀行

1294 2812110211 千葉県 株式会社いっぷく堂 7040001091235
ベタつかずに、一口サイズでどこでも簡単、食べきれる、個
別包装干し芋の提案

佐原信用金庫

1295 2812110217 千葉県 小澤産業株式会社 7040001001251
リフティングマグネットの利活用による生産プロセス改善に
よる生産性向上事業

京葉銀行

1296 2812110219 千葉県 アドユニバース株式会社 2040001000373 ＩｏＴ、ＡＩによる子供向け写真館の自動画像選定・編集 税理士法人オフィス９２１

1297 2812110224 千葉県 株式会社信英精工 1040001016081
ＣＮＣ旋盤装置の導入によるニードルベアリング部品の多
品種小ロット製造工程の開発

京葉銀行

1298 2812110226 千葉県 株式会社太陽堂印刷所 6040001004180
定形外封筒に対応したＩｏＴ搭載フレキシブルフルフィルメン
トシステムの開発

野々上総合研究所

1299 2812110227 千葉県 東原産業株式会社 4040001011864
即切り対応の生産プロセス改革による超短納期・競争力強
化の実現

千葉銀行

1300 2812110231 千葉県 株式会社アイエスエイ 7040001000071 Ｅ－Ｌｅａｒｎｉｎｇシステムの拡充による新しいＩＴ教育の確立 千葉銀行

1301 2812110232 千葉県 株式会社アクティブブレインズ 8040001009723
教育の情報化によるＩＣＴ支援員不足を改善するサポート
サービスの開発

京葉銀行

42



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

1302 2812110233 千葉県 株式会社フレックス・エス・ピー 3010001085581
最新設備ランニングソーの導入による生産プロセスの改善
と競争力の強化

商工組合中央金庫

1303 2812110235 千葉県 株式会社ディッジ 8040001040629
３ＤＣＧの技術を用いたオーダーメイド玩具の創作サービス
の構築

米澤経営事務所

1304 2812110236 千葉県 株式会社コモンズ 9011801022917
天然の香りと消臭・抗菌効果で上質なトイレ空間を作る衛
生サービスの商品化

千葉銀行

1305 2812110241 千葉県 高橋製粉株式会社 6040001036075
食品安全管理の国際基準を満たし、海外出荷に向けて増
産体制を構築する

京葉銀行

1306 2812110244 千葉県 株式会社ビスト 3040001061522
弊社初の大型部品の精密加工技術開発とケーシングの改
良開発　（ケーシングとは、油圧ポンプの重要な構成部品
を収納し、稼働させるための容器のこと）

常陽銀行

1307 2812110246 千葉県 株式会社ダイニッセイ 6040001054176
閉鎖圧着技術の導入によるレディメイド方式の革新的工法
の確立

若杉公認会計士事務所

1308 2812110248 千葉県 株式会社川越屋 4011201001245
ネットワークを活用した給袋自動包装ラインの導入と生産
システム変革の基礎作り

西武信用金庫

1309 2812110250 千葉県 株式会社イスズフーズ 1011501005460
横芝光町発・解体～加工まで一貫生産の牛モツの鮮度
アップと即納化

駒田総合会計事務所

1310 2812110253 千葉県 株式会社飯田本家 4040001063897 清酒蔵が作る健康を意識したディアベティカ・ワインの生産 京葉銀行

1311 2812110255 千葉県 湘南機工株式会社 1040001058157
設備導入による内製化率向上と高精度加工ノウハウの他
業界への転用

古川正道税理士事務所

1312 2812110256 千葉県 張替鉄筋工業株式会社 7011801003984
超高強度コンクリートに対応する鉄筋加工機導入と 生産
性向上計画

ＦＭＢコンサルタンツ

1313 2812110264 千葉県 インターメディック株式会社 3010601023833
新規試薬開発に資する自動化測定器の開発導入と新規試
薬の開発

朝日信用金庫

1314 2812110269 千葉県 株式会社ファソテック 3040001006477
胸腔鏡手術トレーニングのための国内外普及版胸郭シミュ
レータの開発

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1315 2812110270 千葉県
フェノバンス・リサーチ・アンド・テクノ
ロジー合同会社

5020003010725 『チック症』の人工知能型診断支援システムの開発 会計事務所オネスティア

1316 2812110277 千葉県 小野莫大小工業有限会社 3011702002560
抗菌性・消臭性の高い高機能生地の開発及び新生地専用
設備の導入

東京中央経営株式会社

1317 2812110279 千葉県 株式会社国際情報ネット 1040001043530
病院と患者の負担を低減する院内ロボット・サービスの構
築

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1318 2812110287 千葉県 有限会社デフィ 8040002084559
高精度ＮＣ旋盤導入による絶縁ハイブリッドプーリーの開
発・製造

銚子信用金庫

1319 2812110290 千葉県 サトー熱処理工業株式会社 7040001035563
浸炭焼入で薄物ワークが面接触しない自動投入装置の技
術開発

りそな銀行

1320 2812110291 千葉県 株式会社農 7040001077390
千葉県産食材を使った機内食「ムスリムミール」の製造体
制構築

千葉銀行

1321 2812110295 千葉県 アシザワ・ファインテック株式会社 7040001014988
確実な結果をタイムリーに提供する粒子評価サービスの構
築

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1322 2812110296 千葉県 株式会社村上製作所 3040001047109
金属加工のＩｏＴ化によるコスト削減と自動化、新規加工分
野進出

千葉銀行

1323 2812110300 千葉県 株式会社エムズファクトリー 2040001059773
「水引」を利活用した手芸用素材の開発と少量多品種加工
体制の構築

千葉興業銀行

1324 2812110307 千葉県 株式会社グリーンアース 9040001028755
最新型破砕機導入によるＮＥＴＩＳ新工法の施工体制の確
立

株式会社シャイン総研

1325 2812110310 千葉県 木村プログレス工業株式会社 6040001062088
集合住宅・店舗用出隅の需要に対応できる製造ラインへの
革新

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1326 2812110311 千葉県 サンキ植物工場株式会社 7040001091581
独自開発した水耕栽培システムによる発芽にんにくの高品
質かつ大量生産の実現化

上月和彦税理士事務所

1327 2812110317 千葉県 日本クロイド工業株式会社 2040001014976
エリクロイドポンプのギア精度向上による効率向上技術開
発

千葉銀行

1328 2812110318 千葉県 有限会社ミカタ 7040002053481
言語機能向上と介護職員不足を解決するマルチプログラ
ム動画教材の開発

公益財団法人千葉県産業振
興センター

1329 2812110323 千葉県 株式会社光機械製作所 7190001000882
ガラス基板を高精度・高効率に切断するレーザ加工技術の
開発

百五銀行

1330 2812110324 千葉県
株式会社プランツファクトリー・イン
ザイ

2040001045286
生分解性ネットを活用した培土培地とロックウールプラグの
生産

京葉銀行

1331 2812110325 千葉県 太平洋印刷株式会社 4010001021791
特殊インクを用い複製・偽造不能なバーコードなどを生成
する

株式会社ＧＩＭＳ

1332 2812110332 千葉県 株式会社北販食品 9040001020159
ふっくら・やわらか・臭みがない骨取り切身漬魚の製造体
制の確立、ＥＣ市場への参入

若杉公認会計士事務所
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1333 2812110333 千葉県 吉野酒造株式会社 8040001075096
品温管理システムの確立による食用米を使った純米吟醸
酒の安定生産

千葉興業銀行

1334 2812110334 千葉県 有限会社桐栄製作所 5040002045373
多種多様な顧客ニーズに応えるためのセラミックス加工に
よる生産性向上

すばる会計事務所

1335 2812110341 千葉県 株式会社ヤマナカゴーキン 8122001007839 高硬度材の高効率直彫り加工技術による生産性の向上 千葉銀行

1336 2812110343 千葉県 ユリシーズ株式会社 8040001098188 低価格な食品温度管理システムの試作 千葉興業銀行

1337 2812110346 千葉県
インテリジェント・サーフェス株式会
社

6040001095253 生体親和性材料の産業応用に向けた大量合成法の確立 千葉銀行

1338 2812110350 千葉県 関東タイヤ株式会社 5040001047230
タイヤ整備機器のリニューアルにより次世代型店舗への成
長と展開

京葉銀行

1339 2813110003 東京都 東将精工株式会社 1010601013621
建設現場におけるハイテン材に対応したパイプ溶接部内
面ビード切削装置の開発

株式会社エフアンドエム

1340 2813110009 東京都 株式会社ニッシン 6012801003034
最新モデルの複合加工機を導入して新たな生産プロセス
を開発する

多摩信用金庫

1341 2813110012 東京都 株式会社金井畳店 4010501002655
「薄いんだけど柔らかい」金井式縫着畳で、 笑顔のリビン
グ・お茶の間を

興産信用金庫

1342 2813110013 東京都 有限会社丸秀 5010602005556
革の加工技術向上による高品質な日本製ハンドバッグの
短納期化計画

株式会社エフアンドエム

1343 2813110014 東京都 櫻井精密工業株式会社 9010801004545
首都圏超短納期アルミ加工・高付加価値サービス提供体
制の確立とブランド強化

さわやか信用金庫

1344 2813110016 東京都 有限会社ホトダ技研 1011702010458 新型ＭＣ導入で金型Ｒ部の新加工法を完成させる 朝日信用金庫

1345 2813110027 東京都 株式会社日伸鉃工建設 6011801003779
高耐震性を備えた鉄骨加工（ノンスカラップ加工）の短納期
化・高精度化の実現

株式会社エフアンドエム

1346 2813110030 東京都 株式会社平田精機 1012801003063
高精度・溝加工に対応する高精度平面加工システムの構
築

青梅信用金庫

1347 2813110031 東京都 コージ歯科  
デジタル歯科技工と治療技術の融合で美しい歯を低価格
で実現するサービスを開発

東信用組合

1348 2813110032 東京都 ランドマーク歯科クリニック  
高精度ＣＴ導入による最先端インプラント治療の開発と提
供

大槻税務会計事務所

1349 2813110034 東京都 太田鍍金工業株式会社 6011801000776
電装部品軽量化のための微細部品用電気亜鉛めっきの生
産性向上

東京東信用金庫

1350 2813110035 東京都 株式会社ＧＦＳ 7010402028796
革新的リハビリ支援のための検査・トレーニング装置の試
作開発

千葉銀行

1351 2813110036 東京都 株式会社三鷹金属化工所 2012401013040 有機ＥＬ装置用特殊硬質アルマイト処理プロセス開発 Ａ－ＭＥＣ株式会社

1352 2813110038 東京都 株式会社オーケイエス 8011801006508
自動車・航空機業界の発展に寄与するマシニングセンタ専
用治具の生産性向上

株式会社エフアンドエム

1353 2813110039 東京都 株式会社ＴＥＲＡＤＡ．ＬＥＮＯＮ 8012301007822
学校教室の学生机をＩｏＴ化することによる講義支援システ
ムの革新

城南信用金庫

1354 2813110040 東京都 有限会社中井光機製作所 8011302011635
ＮＣローレット旋盤導入による、高精度加工部品の試作開
発

みずほ銀行

1355 2813110043 東京都 有限会社平野オートボディー 2010102008426 女性にやさしいおもてなし自動車整備サービスの構築 藤井尊則

1356 2813110046 東京都 株式会社ドクターツール 8011701005741
販促ツールやノベルティ製作における小ロット対応と高付
加価値化

株式会社エフアンドエム

1357 2813110047 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、ＡＩ人口知能技術の導入による
異常検知機能を向上させてのサービス力強化

商工組合中央金庫

1358 2813110048 東京都 株式会社スリープシステム研究所 9010001132989 客観的データとＡＩ技術を利用した介護システムの開発 朝日信用金庫

1359 2813110049 東京都 協栄エンヂニヤリング株式会社 3010801002892
既存設備の機能を最大に引き出すＣＡＤ／ＣＡＭ高度化とＩ
ＯＴの連携

八千代銀行

1360 2813110051 東京都 峯田自動車工業株式会社 8010601006429
クルマが彩る街へ。複雑塗色の再現率向上と工程短縮化
の両立による高付加価値サービスの確立

東京東信用金庫

1361 2813110052 東京都 有限会社東栄工業 8010802009998
一貫生産による顧客ニーズへの対応と高付加価値新規事
業への参入

さわやか信用金庫

1362 2813110053 東京都 株式会社麻布タマヤ 7010401074255
内装工事バーチャル内覧システムと瞬時見積システムのコ
ラボ開発

東京都民銀行

1363 2813110055 東京都
株式会社メディカルゲートウェイジャ
パン

4011301012786
異なるベンダー間の仕様に依存しない、放射線画像の共
用活用システムの開発

巣鴨信用金庫
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1364 2813110056 東京都 株式会社ユイクリエイツ 8010901031077 オンリーワンデザインのジュエリー試作開発
一般社団法人せたがや中小
企業経営支援センター

1365 2813110057 東京都 有限会社織田 5010802003161
より高精度を必要とする新規小型部品加工のための新ワ
イヤ放電加工機の導入

川崎信用金庫

1366 2813110060 東京都 藤井ハガネ株式会社 5011501003972
難削材・大型サイズ・高精度加工を目的としたＮＣ両頭フラ
イス盤の導入

朝日信用金庫

1367 2813110061 東京都 三和有限会社 2012402006191
ポリエチレン樹脂の新加工法による高肌触感化粧品穂先
の開発

国立市商工会

1368 2813110062 東京都 有限会社和協製作所 9013102007003
自動バリ取り器の導入および独自の冶具開発による小型
部品生産能力向上

西武信用金庫

1369 2813110063 東京都 有限会社斎藤鍍金工場 8010502004622
品質・生産性に優れた独自色のアルミめっき技術導入によ
る需要開拓

東京東信用金庫

1370 2813110065 東京都 株式会社青木屋 5012401000011
無人化粒餡製造装置と職人技融合による粒餡製造工程の
革新

商工組合中央金庫

1371 2813110066 東京都 株式会社ジーン 9010401098129
光るバランスボールを用いたシニア層向け運動教室の展
開

岩崎・長野会計事務所

1372 2813110067 東京都 株式会社モーデック 7010101004512 超小型ミリ波エクステンダの試作品開発と事業化 多摩信用金庫

1373 2813110068 東京都 株式会社日本カラープロセス 4010601014658
生産性向上、営業力の強化を図る高機能プリンターの導
入

東京東信用金庫

1374 2813110069 東京都 市川歯科技工研究所  
インナーブリッジ製法による咬合力を高めたアタッチメント・
オーバーデンチャーの開発

さわやか信用金庫

1375 2813110071 東京都 株式会社ＨＩＣインターナショナル 4010001115271
訪日外国人旅行者に対し、彼らの母国へのお土産とし て
日本の果物を滞在中に自由に選び、お持ち帰り戴く 新事
業

諌山敦税理士事務所

1376 2813110072 東京都 有限会社藤原製作所 1011402018421
完成品のサンプル製作等に高精度・多品種に対応するた
めのサービス開発

巣鴨信用金庫

1377 2813110074 東京都 株式会社ミナモト 6010101003820 炭火式小型コーヒー豆焙煎機製造販売 多摩信用金庫

1378 2813110075 東京都 株式会社シンカ 5010001158006
外出先でのＣＴＩサービス利用を便利にするＣＴＩアプリの開
発

税理士法人ＨＯＰ

1379 2813110076 東京都 金子鋼材株式会社 8011701002177 ＮＣバンドソー導入による高精度鋼材加工ラインの構築 朝日信用金庫

1380 2813110078 東京都 田村工業株式会社 1020001017973
変速機の多段化と増産要請に対応するための生産体制の
構築

藤井尊則

1381 2813110079 東京都 丸和精光株式会社 4013401002122 医療分野での試作開発における微細部品への高精度検査 落合和雄税理士事務所

1382 2813110080 東京都 小金井ファーストデンタルクリニック  
プロセスの抜本的改善により歯周病を根治させる歯科医
療サービスの提供

八十二銀行

1383 2813110082 東京都 有限会社鈴木商店 9011602005360
伝統９０年のこだわりのところてんを日本全国へお届け！
生産性の向上と安定供給

株式会社エイチ・エーエル

1384 2813110083 東京都 株式会社金子機械製作所 4011801013838
塗装工程高度化による、高品質学校用スポーツ器具の試
作開発

城北信用金庫

1385 2813110084 東京都 エイコム株式会社 5011101060712
国内初！顔認識技術を用いて広告内容を効果検証し自動
最適化できるデジタルサイネージシステムの開発

服部中小企業診断士事務所

1386 2813110085 東京都 バキュームプロダクツ株式会社 3012701004457 圧電素子型隔膜真空計（ＱＤＧ）の試作 多摩信用金庫

1387 2813110088 東京都 株式会社ミリメーター 2010701031448
高品質な３Ｄデータをワンタッチで安価かつ迅速に提供す
るサービス

杉田公認会計士事務所

1388 2813110089 東京都 市松鋼材株式会社 9011701000618
バンドソーの導入および特殊冶具開発によるテーパープ
レートの革新的生産方法の確立

合同会社東都経営力向上セ
ンター

1389 2813110091 東京都 株式会社サンキョウエポック 8010001117099
製品モデル試作開発の内製化のための高性能３Ｄプリン
ターの導入

株式会社ヒューマンネット・コ
ンサルティング

1390 2813110092 東京都 有限会社木下精密製作所 3012802002979
ＮＣ旋盤導入による工程集約と自社製刃物による高品質
化の実現

菅野正一税理士事務所

1391 2813110095 東京都 株式会社友成工芸 2010901023542
イメージそのままの形状で！オーダーメードトロフィーの付
加価値向上

昭和信用金庫

1392 2813110096 東京都 株式会社セイコー 5011801008993
摩擦圧接技術の深耕拡大による「ビジネスに強い」コア技
術の確立

商工組合中央金庫

1393 2813110097 東京都 有限会社加藤紙器製作所 9012702000540
クロス紙仕様の貼り箱製作を短納期で対応する為の工程
集約加工の技術の確立

三井住友銀行

1394 2813110098 東京都 株式会社真精工 8010101007101 内視鏡のスコープ部の構成部品の高度化 西武信用金庫
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1395 2813110101 東京都 株式会社テイ製作所 1011401019635
サンプル品及び小ロット品製作用の高速カッターの導入に
よる下請け構造からの脱却

巣鴨信用金庫

1396 2813110106 東京都 東京都鍍金工業組合 8010005002140 めっき製品機能試験の測定技術の高度化 朝日信用金庫

1397 2813110115 東京都 有限会社伊藤彫刻所 5030002043287
食品ロスを削減するための高度で精密な刃物を製造内製
化する

東日本銀行

1398 2813110119 東京都 株式会社鈴木製作所 2011401003349
設備間連携可能な曲げ加工機導入による、若手人材育成
に向けた生産体制の構築

巣鴨信用金庫

1399 2813110127 東京都 渡邊プレス工業株式会社 9012801004260
ロボット・Ａｉ搭載全自動曲げ加工機導入による 生産性向
上・技術高度化事業

多摩信用金庫

1400 2813110129 東京都 株式会社大橋製作所 4010801002165
食品加工向け精密板金加工の開発 《サブタイトル》 ネック
工程を潰した生産余力増と、カスタマーニーズを満足する
精密板金加工の開発で新規ビジネス獲得

税理士法人税制経営研究所

1401 2813110130 東京都 恵雅堂出版株式会社 4011101006088
生産フロー改善による自社ブランドならび製品の競争力の
強化・向上

巣鴨信用金庫

1402 2813110131 東京都 株式会社クライム・ワークス 6010801003351
マスカスタマイズ切削加工を実現する ＩｏＴ・ロボットシステ
ムの実現

りそな銀行

1403 2813110133 東京都 株式会社高砂 7011701006039
金属検出器対応清掃用ねじりブラシの量産化による顧客
ニーズへの対応

商工組合中央金庫

1404 2813110134 東京都 平一プレス工業株式会社 3010801010103
自動車ヘッドライト用金属プレス部品の高精度・高品質・短
納期を図り収益力向上！

さわやか信用金庫

1405 2813110135 東京都 有限会社浅原皮漉所 7010502000028
最新皮革ベタ漉き機導入による皮漉き加工の生産性向上
と新規顧客の獲得事業

栃木銀行

1406 2813110136 東京都 株式会社ＫＯＹＡＭＡ 6011501006470
ＵＶプリンター導入による内製化と短納期の実現で労働生
産性改善

朝日信用金庫

1407 2813110139 東京都 アップサイド株式会社 5010001141275
計測機器の無線化及びＩｏＴ化による情報評価 （分液・解
析）の効率性向上

朝日税理士法人

1408 2813110140 東京都 株式会社インフォネクスト 4010401056479 「ご自宅子ども向けプログミング教室」の展開 行政書士工藤事務所

1409 2813110143 東京都 松丸製氷有限会社 4011702010819
純度の高い氷造りと、花氷や彫刻氷など新事業展開の為
の新型製氷機導入

東京東信用金庫

1410 2813110144 東京都 株式会社蜂谷製作所 5010601014905
独自ノウハウとＣＮＣ精密旋盤機、検査機導入による試作
品受注から量産品受注化への展開

朝日信用金庫

1411 2813110145 東京都 ＯＷＴＥＣ株式会社 5010601043615 製作体制の高速化及び低コスト化と、小ロット生産の実現 東京都民銀行

1412 2813110146 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の製造設備
の導入

多摩信用金庫

1413 2813110147 東京都 株式会社益基樹脂 8030001038384
「ＡｔｏＤ」事業の個別加工対応力の強化による経営革新の
実現

フォーライフコンサルティング
事務所

1414 2813110148 東京都 エンデバーネットワークス株式会社 4013201014565 楽ラク多言語ホームページ ｆｏｒ 観光地 みずほ銀行

1415 2813110149 東京都 有限会社高野製作所 7011802015343 金型の高性能化と効率的製造を実現する事業 東京東信用金庫

1416 2813110150 東京都 有限会社平井金属 1011702009616
ＮＣマシニングセンターの導入による難加工部品の内製化
と生産性向上

東京東信用金庫

1417 2813110157 東京都 株式会社アヅマ 6011801017382 プロセスの細分化による課題解決アプローチ 興産信用金庫

1418 2813110158 東京都 アイセイ株式会社 5013301022863
橋梁等にドローンと３次元測定器を活用した点検を実施、
保守における生産性向上を目的とする新事業推進計画

巣鴨信用金庫

1419 2813110160 東京都 株式会社汀線科学研究所 9010101009030 呼気ブレスバイブレス測定亜硝酸モニターの開発 多摩信用金庫

1420 2813110161 東京都 日本回線システム株式会社 4011701006009
革新的３Ｄ文字やＬＥＤ内部構造技術を駆使したＬＥＤ発行
文字制作工程の刷新

若杉公認会計士事務所

1421 2813110162 東京都 日進工業株式会社 2010801009352
先端医療ロボット手術の普及拡大に貢献する完全抗菌樹
脂製鉗子開発事業

株式会社エクステンド

1422 2813110167 東京都 株式会社綜合プラスチック 8011501007236 自社商品の事業化に向けた製造原価１／２への取組み 東京東信用金庫

1423 2813110168 東京都 アンペックス株式会社 7012401019058
デジタルファブリケーション機器を活用した試作・ 設計・開
発業務の高度化と効率化

多摩信用金庫

1424 2813110169 東京都 株式会社スニーズ 4013301036352
顧客情報管理・予約管理のＩＴシステム化による脱毛サービ
ス強化事業

税理士法人Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ

1425 2813110171 東京都 ワンダーシステムズ合同会社 1030003008037
特許技術の転用によるダブルチップ構造型両面ＩＣカードの
実用化

若杉公認会計士事務所
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1426 2813110173 東京都 巧株式会社 6120001099155
素人でも簡単に扱える！クラウド型のフロン管理システム
の開発

上田公認会計士事務所

1427 2813110174 東京都 株式会社東洋 3012701007947
３Ｄレーザー計測技術と当社独自技術の組合せによる橋
梁点検方法の開発

多摩信用金庫

1428 2813110176 東京都 株式会社サトー印刷 3011701003428
最新デジタル製版機を駆使した地産地消のデザイン性の
高い印刷サービスの提供

大橋中小企業診断士事務所

1429 2813110185 東京都 株式会社中井精密 5010801008657
小径ベアリング高精度加工と低コスト化対応を実現する生
産体制の確立

城南信用金庫

1430 2813110187 東京都 株式会社宮本卯之助商店 6010501013725 太鼓胴の切削作業自動化による生産性向上事業 三菱東京ＵＦＪ銀行

1431 2813110188 東京都 株式会社ミクボ技研 3012801003128
「最新鋭ワイヤー放電加工機導入による 技術力高度化・
生産性向上」計画

多摩信用金庫

1432 2813110194 東京都 ときわ台村中眼科  
術者の手術環境を改善し患者が満足する緑内障手術を提
供する取組

光山弘章税理士事務所

1433 2813110195 東京都 有限会社前田工機研究所 6012402004241
ＣＮＣ旋盤導入＆作業標準化で高効率生産実現、新製品
生産能力確保

坂本経営事務所

1434 2813110199 東京都 山喜機工株式会社 1010801004445
画像寸法測定器導入による金属製機械部品の検査工程
の生産性向上

ＫＦＳコンサルティング

1435 2813110200 東京都 株式会社アウトナンバー 7011001053186
ガーメントプリンター導入による付加価値と生産性の革新
的改善

中村哲税理士事務所

1436 2813110202 東京都 株式会社エス・アイ・ジェイ 8011001055669
野球選手データベースによる情報端末を活用したマルチス
クリーン視聴サービスの提供

東京シティ信用金庫

1437 2813110205 東京都 朝日梱包運輸株式会社 7012401023191
独自仕様の精密機械運送専用車両による顧客の荷役作
業の大幅削減

西武信用金庫

1438 2813110206 東京都 株式会社マチダ印刷 9010001081575
２４時間無人対応可能なクラウドパブリッシング技術の開
発

若杉公認会計士事務所

1439 2813110207 東京都 株式会社銀座・トマト 1010001104401 プリンス・ドゥ・モナコ由来植物プラセンタの開発 島津会計税理士法人

1440 2813110208 東京都 水谷歯科医院  
ＱＯＬ向上に根差した睡眠時無呼吸症候群の治療プロセス
の革新

みずほ銀行

1441 2813110210 東京都 株式会社インテグリティ・ヘルスケア 3010001128547
慢性心不全患者に対するオンライン問診・遠隔診療サービ
ス

株式会社ＡＧＳコンサルティン
グ

1442 2813110214 東京都 株式会社スリーピーシーズ 2010701027818
カフェの非稼働時間を利用した“働き方の多様化”を支援す
るカフェラウンジクラブサービスの開発

竹本和将

1443 2813110215 東京都 アクティブ・ギア株式会社 6010001138907
ワンストップ生産加工によるスポーツクラブ向け低糖質食
料品の開発販売

東日本銀行

1444 2813110217 東京都 株式会社ショウエイ 3010001003667
高度な繊細印刷技術を活用した欧州印刷需要対応生産プ
ロセスの構築

商工組合中央金庫

1445 2813110220 東京都 レントリー多摩株式会社 4012301002728
業界初の建物の解体に必要不可欠な大型アタッチメント修
理サービスの展開

株式会社エフアンドエム

1446 2813110221 東京都 映画ランド株式会社 5011001105344
映画鑑賞券のネット予約・電子化 及びビックデータを活用
した集客サービスの開発

税理士法人上原会計事務所

1447 2813110222 東京都 株式会社辰美製作所 8010801017597
新ＮＣ導入を軸に人材育成、業務改革、ＩＴで労働生産性向
上

共立信用組合

1448 2813110226 東京都 うちだ歯科・小児歯科医院  
外国人患者へのワンデートリートメントサービスの提供とリ
スクマネジメントの強化

澤田税理士事務所

1449 2813110227 東京都 有限会社丸幸レジン 7011502005644
金属混練樹脂対応射出成形機の導入による「ＳＵＳ混練樹
脂」を用いた高耐久性Ｐコンの開発

朝日信用金庫

1450 2813110228 東京都 有限会社宮崎精機製作所 2011702011364
新切削技術導入による難削材加工の高度化・品質安定及
び生産性向上

東京信用金庫

1451 2813110229 東京都 岩城フィルム化工株式会社 4011801000456
ゴルフシャフトの新技術を用いた塗装方法の開発及び増産
体制への移行

東京信用金庫

1452 2813110233 東京都 株式会社Ｔｈｅ ＭＯＴ Ｃｏｍｐａｎｙ 8010901033503
自動車軽量化のためのＣＦＲＰ複合材製リーフ・スプリング
の開発

西武信用金庫

1453 2813110234 東京都 株式会社飛鳥食品 2011801019564 手作り焼売等の工程改善による増産及びコスト削減 東京東信用金庫

1454 2813110235 東京都 株式会社システムプラス 4012801006947
最新ロボドリル機を用いて超精密加工技術の構築及びコ
スト低減の実現。

多摩信用金庫

1455 2813110236 東京都 港プラスチック工業有限会社 5010402012728
マシニングセンタ導入による高品質アクリルディスプレイ一
貫生産体制の推進

さわやか信用金庫

1456 2813110237 東京都 有限会社日健建具製販所 9010002004576
最新デジタルレーザー加工機導入よるゼネコン向け 木工
装飾品の開発

巣鴨信用金庫
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1457 2813110239 東京都 島田基礎工業株式会社 8011701015947
低騒音・低振動の掘削機の導入による都市型大規模基礎
工事の施工

青色申告会計

1458 2813110240 東京都 有限会社協栄化成 7011802002267
新型ロボット導入とプロセス改善による生産能力向上と受
注好循環の実現

城北信用金庫

1459 2813110243 東京都 株式会社旭電化研究所 7011601000034
これまでにない新素材への直接めっき技術による回路基
板の開発

多摩信用金庫

1460 2813110244 東京都 株式会社松村製作所 2012801004275
鉄道関連精密板金部品の高精度フレキシブルべディング
システムの構築

多摩信用金庫

1461 2813110248 東京都 トーワデンコウ株式会社 3011601004815
あらゆる産業用途に不可欠な高品質鋼管等を製造するた
めの高性能ダイス開発事業

巣鴨信用金庫

1462 2813110261 東京都 協友印刷株式会社 7011101055099 オンデマンド印刷機を活用した同人誌事業の拡大 中ノ郷信用組合

1463 2813110262 東京都 株式会社小林紙工所 4010601002662
マンション改修工事需要の増大に対応するための生産性
向上事業

小松川信用金庫

1464 2813110263 東京都 株式会社クラウディア 7010401008535
在日中国人バイヤーに 日本の名品を販売する番組のアプ
リの開発

さわやか信用金庫

1465 2813110266 東京都 株式会社河内屋 5010401007365
伝統的な箔押し技術を継承し、業務拡大を目指す四方金
付け加工の事業化

大東京信用組合

1466 2813110270 東京都
アンザスインターナショナル株式会
社

7011101064620
２１世紀型教育システム『まなびシート』開発・提供による経
営基盤の強化

西武信用金庫

1467 2813110273 東京都 株式会社島田電機製作所 4010901005571
新方式“ダイヤグラム式”生産管理方式を確立し、飛躍的
生産性向上を実現し、多品種生産方式に一石を投じる

商工組合中央金庫

1468 2813110298 東京都 株式会社村山製作所 6011401006281
電子部品製造装置用治具に応用可能な微細加工の生産
効率向上

巣鴨信用金庫

1469 2813110315 東京都 ＭＣデータ株式会社 8011401017517
ＩＴと光学技術を活用し細胞の状態を常に観察できる培養
器を開発する

巣鴨信用金庫

1470 2813110320 東京都 シーフォース株式会社 5010501019582 低価格レーザー溶接機の開発 城北信用金庫

1471 2813110322 東京都 有限会社アイエヌビー 5010802000101
同時５軸制御加工の内製化による自動車用加工部品の受
注拡大と収益改善

共立信用組合

1472 2813110326 東京都 日東螺子工業株式会社 2011801011026
ネジ／横穴一貫加工と２４時間体制による高精度・量産対
応力の強化

朝日信用金庫

1473 2813110327 東京都 有限会社ダイナミック歯科研究所 8011502009504
欠損歯の両側の歯の切削量を最小限に留める混合ブリッ
ジの開発

城北信用金庫

1474 2813110328 東京都 日本記録紙株式会社 7011401007139
高精密な海外用運行記録用紙の量産化を可能とする最適
装置の開発と導入

城北信用金庫

1475 2813110333 東京都 株式会社相互 9010601003978
和紙を用いた冊子の試作開発及びポストプレス工程の生
産性向上

エキスパート・リンク株式会社

1476 2813110335 東京都 有限会社小林商店 1011802012759 生産機械設備の更新・改造による工程改善、競争力強化 東京東信用金庫

1477 2813110336 東京都 株式会社ベアーメディック 6040001026051
乳癌術後の患者負担を軽減する乳房再建用医療機器の
開発

北川和善税理士事務所

1478 2813110338 東京都 株式会社メディアリンク・アイ 5010401041546 車両の下回り撮影装置の試作開発 フロンティア法律事務所

1479 2813110339 東京都 株式会社三光製作所 8010601036186 建設機械用特殊フランジの完全内製化と生産性向上事業 東京東信用金庫

1480 2813110341 東京都 株式会社上田興業 9013101000875
ＩｏＴ、ＡＩを活用した高効率ネットワーク＆平板・パイ プ・形
鋼レーザマシンの導入による生産革新

西武信用金庫

1481 2813110342 東京都 株式会社佐藤工業所 6011801008159
シロッコファン組立にレーザー溶接法を採用しＱＣＤの向上
を図る

城北信用金庫

1482 2813110343 東京都 株式会社アサヒメックス 7011701001345 水素脆化の発生を防止する電気亜鉛めっき技術の開発
特定非営利活動法人東京都
北区中小企業経営診断協会

1483 2813110346 東京都 株式会社ＦＲＯＭ ＪＡＰＡＮ 2010601030038
大型異形製品対応物流設備の整備による サービス力の
向上

永峰・三島会計事務所

1484 2813110353 東京都 株式会社フラット 9020001051478
アンティークマーケットにおける卸売市場プラットフォームの
創設

公認会計士古川事務所

1485 2813110355 東京都 セカンドアクト株式会社 4010401096582 自然言語処理を利用したテキスト分析システムの開発 三神仁美税理士事務所

1486 2813110358 東京都 株式会社精工ドリル 3011701004351
極細ロングドリルの生産プロセスの改善による 新規受注・
新分野への参入

東京東信用金庫

1487 2813110359 東京都 株式会社安城製作所 1011801005697
ＣＮＣ旋盤とＭＣの導入による半導体製造用の電極形成装
置用部品の開発

足立成和信用金庫
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1488 2813110361 東京都 株式会社光精機製作所 5012801002499
卓上型三次元測定機で現場の工程内検査の短縮を図り生
産性向上による競争力強化

西武信用金庫

1489 2813110368 東京都 株式会社セフティデンキ 5011201002861
ＵＶインクジェットプリンターの導入による ＰＬ警告ラベル製
作の内製化

商工組合中央金庫

1490 2813110371 東京都 有限会社アクト企画 2011202000215
職人手間いらず、顧客自身の手で簡単に貼ってキレイに剥
がせる壁紙サービス

北陸銀行

1491 2813110374 東京都 株式会社イリモトメディカル 6012401015231
がん検診診断の診断医不足解消と精度向上を図る効率的
ＩＴシステム開発

朝日信用金庫

1492 2813110389 東京都 コトブキシーティング株式会社 8010001133781
最新海外規格対応スタジアムチェア等の生産・開発体制の
高度化

埼玉りそな銀行

1493 2813110392 東京都 ユウソリューションズ株式会社 8013301032991
新たに顧客管理システムを導入し店舗運営の効率化及び
顧客満足度をあげる新サービス展開事業

税理士法人九段会計事務所

1494 2813110394 東京都 株式会社ノヴィータ 1011101047390
妊娠から出産、その後の職場復帰までの子育てママへの
就業支援サービスの提供

株式会社シャイン総研

1495 2813110399 東京都 株式会社オレンジスピリッツ 3040001031888
小規模事業者の生産性向上支援のための『決済ＡＳＰサー
ビス』構築

尾谷恒行

1496 2813110407 東京都 株式会社ＴＳＰ 1013301025878
監視カメラで来客者情報を自動分析する革新的クラウドシ
ステムの開発

浅沼聡

1497 2813110408 東京都 スペクトプラス株式会社 3010101011140 完全左右分離型ワイヤレスイヤホンの開発と事業展開 西武信用金庫

1498 2813110409 東京都 データトレード株式会社 9011501017333
店舗管理システム導入による自社ＡＳＰサービスの生産性
向上

朝日信用金庫

1499 2813110410 東京都 株式会社土筆鋼業 3011701005135 溶接技術の形式知化で生産効率向上と技能承継を行う 江東信用組合

1500 2813110411 東京都 株式会社ライフマネジメント 9010001135810
海外展開を視野に入れたオゾン水温水洗浄式便座および
携帯型ビデの試作・開発

朝日信用金庫

1501 2813110412 東京都 株式会社タウンアート 5010001109479
テキスタイルデザインプロセスの改善と 公共椅子企画開
発の高度化

埼玉りそな銀行

1502 2813110416 東京都 アークメタル株式会社 2010601020245 非鉄金属に関わる最適素材の「超即配」を実現する 朝日信用金庫

1503 2813110418 東京都 株式会社Ａｍｏａ　Ｊａｐａｎ 5010401100558
高デザインと低価格を両立した製品を新たな販売方法で提
供する

城南信用金庫

1504 2813110419 東京都 有限会社セレスト 7011802027090
結果の精度向上を目指す製品に不可欠である新規複合化
部品への対応

知久美英税理士事務所

1505 2813110424 東京都 株式会社スリーエス 1011501002375 非防爆構造仕様スマートポジショナの開発 阿波銀行

1506 2813110427 東京都 株式会社コーテッグ 4010001158213
顧客・店舗の双方にとって便利・快適なセルフ注文システ
ムの構築

東京都民銀行

1507 2813110428 東京都 株式会社ＮＮＧ 9011701015681
ディープラーニングによる歯科診療用レントゲン画像解析
システムの開発

阿波銀行

1508 2813110429 東京都 株式会社アオイ製本 2013401005564
特殊折りで需要を開拓！顧客に貢献する紙媒体の付加価
値向上事業

株式会社ＧＩＭＳ

1509 2813110430 東京都 株式会社協和設計事務所 9010001014650
インフラ設備関連事業でのＩＣＴ展開及び防災、災害対策の
実施

会計事務所オネスティア

1510 2813110433 東京都 株式会社中村鋼材 8010701007277
超短納期を実現する切削技術の導入による医療機器部品
の開発

フィルアーツコンサルティング

1511 2813110434 東京都 シャイニーデンタルラボラトリー  
口腔内癌手術をした患者専用の新しいコーヌスデンチャー
の開発

東京東信用金庫

1512 2813110435 東京都 株式会社ＭＡＹＡ ＳＹＳＴＥＭ 4040001042158 海外Ｗｉ－Ｆｉルータの法人向け機能の開発 森公認会計士事務所

1513 2813110436 東京都 飯沼精研株式会社 8013101001255
超精密ロータリー平面研削盤を導入し客先ニーズの超高
精度、短納期要求に応える

西武信用金庫

1514 2813110437 東京都 株式会社猩々テクノ 4011801008680
プラスチック精密金型の設計・製造から修理まで一貫生産
体制の構築

足立成和信用金庫

1515 2813110438 東京都 アトリエブルーボトル  
アウトドア業界に革新をもたらす 「オーダーメイドの量産
化」計画

東京商工会議所

1516 2813110440 東京都 株式会社フロアエージェント 5011801018794
レーザーを使うコンクリート床均し機導入による「床精度」
の品質向上事業

足立成和信用金庫

1517 2813110441 東京都 ヤマト科学株式会社 7010001059565
世界初、磁化率による粒子分析方式を用いた検査装置の
導入による当社製品の競争力強化プロジェクト

池田泉州銀行

1518 2813110442 東京都 株式会社レガーロ 4010901029249
屋外広告物安全確保基準構築及び解析システム導入のた
めの設備投資

一般社団法人経営革新協会
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1519 2813110445 東京都 こばやし歯科クリニック  身体負荷を軽減できる超低侵襲ＩＯＤシステムの開発 千葉興業銀行

1520 2813110448 東京都 株式会社ＳＹ総合研究所 3030002107036
人の顔・表情・声・文字等をＡＩ分析によって適性判断する
最適化システムの開発と提供

城北信用金庫

1521 2813110450 東京都 株式会社東京乳母車 7012401008267
ステアリングキャスタ等の開発による双子用ベビーカー市
場への販路拡大

多摩信用金庫

1522 2813110452 東京都 有限会社ＬＴシステム 2011502015895 イベント事業における予実管理サービスの構築 巣鴨信用金庫

1523 2813110453 東京都
ウエスト・クラウド・ジャパン株式会
社

6010001173284
クラウドを活用した廃棄物の排出重量を簡易的に一元管理
するタブレットアプリによる新サービスの開発

有限会社チェレステ

1524 2813110454 東京都 株式会社早川研磨工業 2010601040020
特殊レンズの超高精度バレル研磨技術開発による競争力
強化

税理士法人ＳＩＰ

1525 2813110455 東京都 吉田科学器械株式会社 5011401006695
石油測定機器の精密加工による内製化、効率化を推進し
雇用促進、競争力の強化を図る

巣鴨信用金庫

1526 2813110458 東京都 株式会社エー・ディー・ピー 8011001057236
綿生地で作る総柄Ｔシャツの生産力強化による受注の拡
大

東京東信用金庫

1527 2813110459 東京都 東京計測株式会社 4012801001106
養殖場のための水流発生・蓄電ハイブリッドシステムの開
発

西武信用金庫

1528 2813110460 東京都 神保町タワー歯科  
歯科診療所が行う安全で短期間な革新的なスマートオペ
の開発

群馬銀行

1529 2813110462 東京都 つばさトラック事業協同組合 8012405002835
組合員企業の安全運行と経費削減を実現するタイヤ出張
交換サービスの提供

青木宏二郎税理士事務所

1530 2813110463 東京都 株式会社パペラトレーダス 1011201009621
アフリカ諸国の医療機関で使用する救急車用車両の車内
ユニットの開発

税理士法人富士中央綜合事
務所

1531 2813110465 東京都 株式会社ふたこ麦麦公社 3010901035603
地域に特化したクラフトビールを自社内で 製造・販売し地
域の消費者に提供していく

安達隆久

1532 2813110473 東京都 株式会社キヨシ・ネットワーク 9013102005956
印刷機の主要部品であるアニロックスロールをレーザー光
で洗浄するサービス

青梅商工会議所

1533 2813110474 東京都 株式会社コトラ 3010001080384
財務トランザクションシステム開発による組織再編ニーズ
への対応

若杉公認会計士事務所

1534 2813110477 東京都 株式会社サンシン 1013101004396 プレス加工によるＤリング尾錠組立自動化技術開発 日の出町商工会

1535 2813110480 東京都 株式会社ＯＳＫプランニング 6120001127667
立体紙製ディスプレイ製作の短納期化と高精度サンプル
提供による競争力強化事業

永和信用金庫

1536 2813110482 東京都 株式会社計測技術サービス 2010001145213
構造体の圧縮強度を検知する特殊試作機の量産と検証
データの取得

朝日信用金庫

1537 2813110486 東京都 株式会社ウェイクアップ 6011401015126
全国のペットショップをウェブ上で繋ぎ動画を陳列する
ショーウインドーを提供し、ペットと飼い主の確かな出会い
を創出

税理士法人スパイラル

1538 2813110488 東京都 ＢｌｕｅＩｎｄｕｓｔｒｉｅｓ株式会社 7010601048380 発展途上国・救命救急医療に特化した革新的血液分析 常陽銀行

1539 2813110503 東京都 株式会社赤堀パッキング 5010601000442
建設機械等搭載用緩衝材の生産プロセス革新による低コ
スト化計画

株式会社エフアンドエム

1540 2813110506 東京都 株式会社教育同人社 4013301003336
教育図書業界初の学習者用デジタル教材の開発と海外市
場への進出

税理士法人ＣＷＭ総研

1541 2813110509 東京都 長田螺子製作所  新たなるＮＣ複合旋盤の導入による品質と生産性の向上 東京信用金庫

1542 2813110510 東京都 株式会社ＳｔｕｄｉｏＧＯＯＮＥＹＳ 8011001073150
３ＤＣＧ制作会社による月額課金映像配信プラットフォーム
「ＳＥＶＥＮ」

公認会計士遠藤洋介事務所

1543 2813110518 東京都 株式会社日野エンジニアリング 5010101003342
ＩｏＴネットワーク技術を内蔵した 安否確認（見守り）サービ
スの開発試作

西武信用金庫

1544 2813110526 東京都 有限会社藤﨑鋲螺 8011802017792
自動車産業業界への製品定着化に向けた生産体制の構
築

東京東信用金庫

1545 2813110527 東京都 有限会社シィーアールディー 3011302004313 メッキ代替三次元加工可能なアルミ蒸着シートの開発
特定非営利活動法人東京都
港区中小企業経営支援協会

1546 2813110529 東京都 有限会社中村鋳工所 1011502010220 高性能旋盤導入による生産性向上と新分野拡大
一般社団法人板橋中小企業
診断士協会

1547 2813110533 東京都 株式会社大王製作所 6010501011308
多品種少量梱包体制構築とＷＥＢサイト多言語化で越境Ｅ
Ｃ事業収益化

東京東信用金庫

1548 2813110535 東京都 株式会社司工業所 6011701009892
丸パイプ継手加工時間１／８、加工コスト１／１０、生産
量２倍を実現するロータリープレス機の導入

東京東信用金庫

1549 2813110539 東京都 ミライス株式会社 9012401024155 複合的な素材構成の人体臓器模型の低コスト製作 多摩信用金庫
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1550 2813110540 東京都 株式会社陽幸社 2010001031735 共用品市場拡大を見据えた点字販促品の短納期サービス 東日本銀行

1551 2813110541 東京都 ＩＴＥＡ株式会社 3010001108920
環境ダニアレルゲン測定サービス事業化のための安価で
迅速な新規測定法の開発

株式会社エフピー・ワン・コン
サルティング

1552 2813110543 東京都 株式会社オプトアート 7010601009531
大型で解像度が高いハイスペックな監視用レンズ試作開
発の為の最新鋭測定装置の導入

朝日信用金庫

1553 2813110544 東京都 株式会社パワーデザイン 4011501012652 自社商品の高付加価値開発に伴う設備投資計画 巣鴨信用金庫

1554 2813110545 東京都 株式会社善達 7010801022912
車両系建設機械運転者登録教習所を開設し 法定の技能
講習を行っていく

安達隆久

1555 2813110546 東京都 株式会社ヨシズミプレス 1010601016657
サーボプレス機による小物冷間鍛造プレス部品の 隆起形
状測定

中ノ郷信用組合

1556 2813110547 東京都 株式会社Ｃｒｅａｔｏｒ’ｓ　ＮＥＸＴ 9021001018186
Ｗｅｂ解析レポート／改善提案レポート自動生成サービス
の英語・中国語版開発

森公認会計士事務所

1557 2813110548 東京都 野田矯正歯科  
歯を残す矯正治療法のさらなる高度化による健康医療へ
の貢献

西武信用金庫

1558 2813110549 東京都 株式会社ＭＡＮＧＯＳ 4011101045045
世界初「オオカミの口型」スコーン製造の機械化による増産
体制構築

税理士法人上原会計事務所

1559 2813110551 東京都 株式会社システムプランニング 6013101004581
高精度検査装置導入による検査工程の業務効率化、製品
品質の向上、及び医療関連顧客との取引拡大の実現

西武信用金庫

1560 2813110552 東京都 東京金属工業株式会社 2010801007752 大型フレーム精密プレス金型の高精度化と短納期の実現 商工組合中央金庫

1561 2813110553 東京都 有限会社寿製作所 5013402003473 ＣＮＣパンチプレス導入による高生産性の向上 仁科忠二郎税理士事務所

1562 2813110554 東京都 株式会社王子化学研究所 1011401001097
新機能を有した新規有機化学薬品の自社開発、受託開発
及び製造における分析プロセス拡充の為の分析機器

巣鴨信用金庫

1563 2813110559 東京都 オーエス工業株式会社 8011501005776
永遠の課題である樹脂劣化を抑えた革新的樹脂の 開発で
他社と差別化を図る

東京東信用金庫

1564 2813110562 東京都 株式会社Ｆｏｒ ｙｏｕ 1010401120072
テレビ・ネット同時配信を見据えた最新撮影機材の設備導
入

中村公認会計士事務所

1565 2813110563 東京都 有限会社香坂スプリング製作所 1010602010114 研磨加工の高速化・精度向上による競争力強化 東京東信用金庫

1566 2813110564 東京都 株式会社アイエスサクライ 2011501010253
オンデマンド印刷業務の再構築による多品種・高品質化及
びオリジナルフォトアルバム「フォトコレ」事業強化による経
営革新

吉川公認会計士事務所

1567 2813110566 東京都 株式会社ケイワールド 3011801025058
通信販売を行う法人をターゲットに、３６０°の人物撮影を
提供する

東京東信用金庫

1568 2813110567 東京都 有限会社藤野金属挽物 7011702009783
産業機械分野への事業領域拡大を実現する旋盤加工の
精度向上と段取短縮

東京東信用金庫

1569 2813110570 東京都 マツムラ加工有限会社 8010102006457
航空機部品受注拡大に伴い 複合自動旋盤導入で１．５倍
の生産向上へ

多摩信用金庫

1570 2813110575 東京都 有限会社清水製作所 4012802005733
切削加工時の温度管理を可能し、熱変異に対する加工 精
度の向上

多摩信用金庫

1571 2813110576 東京都 株式会社ジオベック 2120001120980
全ての美容サロンの業務効率化を達成する新型クラウドＰ
ＯＳシステムの開発

株式会社シャイン総研

1572 2813110580 東京都 株式会社ブイシンク 5010001130393 ＩｏＴ決済システムの開発 商工組合中央金庫

1573 2813110583 東京都 株式会社マツキ 5011701007336
プラモデルの金型製造に関する 生産性を高める立体造形
技術の確立

税理士法人上原会計事務所

1574 2813110584 東京都
モバイル・コマース・ソリューション
株式会社

5011101040144 電子マネーにも対応した一体型マルチ決済端末機の開発 東京都民銀行

1575 2813110588 東京都 株式会社Ｐ２Ｐ ＢＡＮＫ 2010401090281
最先端立体視技術を使った認知症対策脳トレーニングプロ
グラム開発

東日本銀行

1576 2813110595 東京都 有限会社マツハシ 9010602005255
新型万能ハイスピードゴム繋ぎ機による生産性向上と企画
力向上計画

朝日信用金庫

1577 2813110598 東京都 帝国インキ製造株式会社 3010401018372
印刷・評価機械導入によるＩｏＴ関連製品に対応する新規導
電性インキの開発・事業化

商工組合中央金庫

1578 2813110602 東京都 株式会社ヨシザワ 5010801012444
営業車搭載型軌道検測装置部品の小型軽量化に向けた
難削材の採用

東日本銀行

1579 2813110604 東京都 株式会社ＡＫＩＲＡ・ＮＡＫＡ 6190001019593
日本発ファッションブランドの世界展開のためのインフラ構
築

西武信用金庫

1580 2813110605 東京都 株式会社Ｒａｍｂｌｅ 2011101070029 仮想通貨の採掘事業及び採掘支援のサービス化 西武信用金庫

51



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

1581 2813110608 東京都 浅野電機産業株式会社 7011801005675
世界に類を見ない白金族元素を用いない燃料電池用電極
の量産試作品開発

大橋会計事務所

1582 2813110609 東京都 アマリ歯科クリニック  
マイクロスコープの導入によるＩＴ化した高度で安全な 早期
再生治療事業

東京信用金庫

1583 2813110610 東京都 株式会社メディカルスイッチ 3010801026917
自宅での服薬をサポート！ロボットによる服薬支援サービ
スの創出

さわやか信用金庫

1584 2813110613 東京都
株式会社ジャパンネットワークサー
ビス

6010501006506
色管理ソフトウェアと独自開発インクによる 広色域印刷
サービス

商工組合中央金庫

1585 2813110616 東京都 株式会社サムライソード 3011001111633
外国人向け国内観光プランの自動作成と一括予約・決済
のサービス化

税理士法人Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ

1586 2813110617 東京都 システム印刷株式会社 2013401000326
保育士の負担軽減を図るドキュメントソリューションサービ
スの提供

株式会社ＧＩＭＳ

1587 2813110623 東京都 株式会社永大工業 3012801003978
ハイブリッドベンディングマシン導入による生産性および収
益の向上

西武信用金庫

1588 2813110624 東京都 株式会社Ｍｅａｌｔｈｙ 4010401115219
ＩｏＴデバイスとの連携による低カロリー健康食提案システ
ムの革新

第一勧業信用組合

1589 2813110625 東京都 アート萩原有限会社 9011802008915
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

朝日信用金庫

1590 2813110626 東京都 株式会社ロビット 2010001161342
ＣＮＣをＩｏＴとＡＩでスマートにするクラウド連携システムの開
発

巣鴨信用金庫

1591 2813110631 東京都 株式会社メイキップ 5011201018040
アパレルＥＣサイト向けサイズフィッティングサービス「ｕｎｉｓｉ
ｚｅ（ユニサイズ）」の靴分野への展開

税理士法人樋口税務事務所

1592 2813110636 東京都 いばた歯科  
高齢化社会に対応する、最先端機材を導入した訪問歯科
診療サービスの開発

山田稔幸税理士事務所

1593 2813110638 東京都 太陽物産株式会社 4010801006455 大田ブランドを推進する図面レス生産システムの開発 Ａ－ＭＥＣ株式会社

1594 2813110640 東京都 株式会社小沢製作所 4013101003503
微細試作加工の高精度化と生産期間短縮を実現する生産
工程の革新

西武信用金庫

1595 2813110641 東京都 株式会社ハウスレスポンス 5011001113520
設計業界に革新をもたらすＡＩを用いた設計プランニング
サービスの開発

千葉銀行

1596 2813110643 東京都 株式会社オプテック 7010001094926
歯科医療機関向けＡＩによる病名・治療計画導出支援サー
ビスの提供

東京東信用金庫

1597 2813110644 東京都 株式会社ＴｗｉｎＳｔａｒｓ 7010501032105
アニメやコスプレを窓口とした「オートフォトスタジオ」事業の
展開

株式会社シャイン総研

1598 2813110654 東京都 イーゲート株式会社 1011001100200 労働者向けの勤怠データ共有と与立替払いサービス みらいコンサルティング会社

1599 2813110656 東京都 多摩川エアロシステムズ株式会社 1020001093908
国内初、ＢＥ Ａｅｒｏｓｐａｃｅ Ｅｃｏｓｙｓｔｅｍ社製トイレの修理
サービス体制の構築

横浜銀行

1600 2813110658 東京都 株式会社エレクトリック・マテリアル 2011001040296
患者の副作用症状を記録し、医療機関が共有するシステ
ム

西武信用金庫

1601 2813110660 東京都 株式会社ヒューマンシステム 3010401025303
テレワーク人材の成果管理・キャリア支援を行うコーチング
ＢＯＴ

合同会社エドエックス・ラボ

1602 2813110661 東京都 銅版印刷株式会社 9010001052667
業界初！Ｗｅｂ受注サービスによる高級盛り上げ印刷物提
供の実現

株式会社ＧＩＭＳ

1603 2813110664 東京都 株式会社プロモ 2010402020790 高付加価値で効率的な印刷・ポッティング加工工程の開発 芝信用金庫

1604 2813110666 東京都 近江精機株式会社 5012401002024
高精度なネジ用締付け工具の製法の確立による当社の強
みの強化

多摩信用金庫

1605 2813110667 東京都 株式会社ミヨシ 7011801004776
セルロースナノファイバー配合樹脂を活用した高機能成形
品製作

群馬銀行

1606 2813110668 東京都 有限会社エヌエスデザイン 1010802018816
コンパクトなナノ乳化試料製造装置の製品化による安定事
業の確立

有限会社アダチマネジメントコ
ンサルティング

1607 2813110669 東京都 株式会社指田製作所 8013101003648
ＣＮＣ普通旋盤導入による旋盤工程全体の一層の効率化
と熟練技術の伝承

商工組合中央金庫

1608 2813110671 東京都 松本徽章工業株式会社 1010501012888
高精度ワイヤ放電加工機導入による金型技術の継承と革
新

朝日信用金庫

1609 2813110672 東京都 株式会社帆風 1011101019654
最新型ニス・箔押しデジタル加工機導入で高付加価値印
刷事業進出

商工組合中央金庫

1610 2813110673 東京都 ＮＥＷ ＧＡＴＥ  
審美性を有し、高精度・低価格・短納期の歯科技工物の製
造を目指したＣＡＤ／ＣＡＭシステムの導入

若杉公認会計士事務所

1611 2813110676 東京都 シナジーメディア株式会社 2011001070211
各種カ－ドリ－ダ、モニター、タブレット端末を組み合わせ
たサービスアプリの開発

株式会社マネジメントタクティ
クス
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1612 2813110682 東京都 株式会社Ｕｃａ 3011001054618
「花びらに思いを乗せて伝える“メッセージローズ”」サービ
スの構築

西武信用金庫

1613 2813110683 東京都 株式会社サウマネジメント 8011102020266
ＩｏＴ向け新規セキュリティ技術を搭載した 大容量データ暗
号化認識システム

東和銀行

1614 2813110685 東京都 加藤農園株式会社 6011601001470
氷点貯蔵装置の建設と種々の農産物（都市野菜） の貯蔵
品質の実証

西武信用金庫

1615 2813110686 東京都 株式会社ハピネスクリエイト 8012401020238 次世代歯科医治療として、３Ｄプリンターを生かす！ 多摩信用金庫

1616 2813110695 東京都 鈴与工業株式会社 7011401003377 納豆生産における発酵工程の自動制御装置開発 巣鴨信用金庫

1617 2813110698 東京都 有限会社青梅精工 2013102005780
背面フライス加工を駆使した 非対称ブッシングの量産技術
の確立

西武信用金庫

1618 2813110701 東京都 ゴールデンバーグ株式会社 8010001096327
インバウンド対策情報機器の生産性向上と市場競争力強
化

商工組合中央金庫

1619 2813110702 東京都 ダイヤモンド樹脂工業株式会社 7011801002771
外国人観光客に大人気「おもしろ消しゴム」の原料ＴＲコン
パウンドの高品質化と短納期化計画

株式会社エフアンドエム

1620 2813110705 東京都 株式会社品川測器製作所 3010801005409
計測器表示部のデザイン変更によるユーザビリティ向上と
競争力の強化

共立信用組合

1621 2813110706 東京都 株式会社洋文社 4010001080334
製本ラインの改善による高品質・短納期サービスに係 る事
業

巣鴨信用金庫

1622 2813110708 東京都 株式会社麦酒企画 2011301016500
クラフトビール品質安定化によるブランド力向上及び多店
舗化事業

西武信用金庫

1623 2813110709 東京都 美創印刷株式会社 7012401008473 和紙を利用したオリジナル便箋の提供サービス 株式会社ＧＩＭＳ

1624 2813110711 東京都 岡本歯科  
手術用顕微鏡と歯科用ＣＴの連携による患者参加型 オー
ダーメイド診断・治療システムの構築

城南信用金庫

1625 2813110712 東京都 株式会社ルーティングシステムズ 6013301026129
日本初、社員の英語力向上が実現する法人向け英文校正
ＩＴサービスの展開

巣鴨信用金庫

1626 2813110713 東京都 株式会社エイエヌオフセット 5011401000806
業界初のオンデマンド印刷機による『鮮やかな白色』パッ
ケージ等印刷サービスの展開

株式会社エフアンドエム

1627 2813110716 東京都 有限会社フジミ 9010802012613
空圧機器用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

1628 2813110717 東京都 株式会社太陽堂 2011601019624
介護保険事業開設・連携と既存事業のバックオフィス業務
のＩＴ化と効率化

巣鴨信用金庫

1629 2813110718 東京都 ＷＡＬＴＥＣＨ合同会社 8012403002903 アルバイトのシフト調整マッチングサービスの開発 西武信用金庫

1630 2813110719 東京都 株式会社アスカプランニング 8010001112265 自治体向けＷｅｂ型ＧＩＳ（地理情報システム）の開発 城南信用金庫

1631 2813110720 東京都 株式会社ＡＴＴＲＡＣＴＩＯＮ 1010901035209
ショッピングマッチＡＰＰプラットフォームサービスのシステ
ム導入

株式会社ヒューマンネット・コ
ンサルティング

1632 2813110721 東京都 有限会社ＳＰ　ＭＯＤＥＬ 6010802018092 ギア加工工程集約による短納期・高精度化 川崎信用金庫

1633 2813110722 東京都 都南工業給食協同組合 5010805000511
ランチ難民向けヘルシー弁当を増産するための炊飯自動
盛付機の導入

城南信用金庫

1634 2813110723 東京都 株式会社丸井製作所 6010601025959 金属雑貨の試作品製作を短納期化するための設備導入 大東京信用組合

1635 2813110725 東京都 株式会社小島機械製作所 1011801001531
橋梁の長寿命化を実現するゴムパッキン用金型の短納期
化と高精度化計画

株式会社エフアンドエム

1636 2813110726 東京都 株式会社アシストメイト 9011401015577
日本マンガ海外展開事業のためのアプリとソフトウェアの
導入

株式会社ヒューマンネット・コ
ンサルティング

1637 2813110728 東京都 株式会社ＣＳＣ 2010401056241
自販機をＰＯＳ化し収益性を改善させるための画期的な通
信端末の開発

芝信用金庫

1638 2813110729 東京都 渋木スチール株式会社 6011501012089
ＮＣ機能付ガス溶断機を導入して生産性を倍増して売上拡
大を図る

一般社団法人板橋中小企業
診断士協会

1639 2813110730 東京都 とりすデンタルクリニック  
内視鏡、ＣＴを用いた安心・安全な歯周病治療サービスの
開発

城北信用金庫

1640 2813110731 東京都 株式会社Ｚｅｒｏ２Ｏｎｅ 5011601019786 人工知能を活用した草花検索アプリケーション 竝木宏壽税理士事務所

1641 2813110732 東京都 有限会社横張製作所 5011702013762
新事業に対応するため設備投資を行い加工精度と生産力
の高度化を図る

小松川信用金庫

1642 2813110734 東京都 エムズグレィシー株式会社 2011001004409 ３ＤとＷｅｂを活用したアパレル企画生産の先端革新技術 三井住友銀行
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1643 2813110737 東京都 有限会社山方金型工業 7011802019773
塗装ローラー耐久化ニーズに対応した部品製造工程自動
化による生産性向上事業

足立成和信用金庫

1644 2813110739 東京都 株式会社ＣＯＬＡＢＯ 5011001107522
建築物鉄骨工事にイノベーションをもたらす ～日本が世界
に誇る技術をより高次元へ～

坂林公認会計士事務所

1645 2813110740 東京都 山本精機株式会社 1012801001694
航空機コア部品の生産性向上のための加工プログラム研
究用、加工機械の導入

税理士法人第一経理

1646 2813110742 東京都 有限会社研数会教育研究所 4012402015554
集中力測定器の開発・導入で、温かく・楽しく・高い勉強成
果を実現する学習支援サービスの展開

多摩信用金庫

1647 2813110746 東京都 株式会社川西 4012401011001
真空機能を活用した汎用性の高い、食品攪拌製造装置
（乳化・攪拌・混合）の開発

多摩信用金庫

1648 2813110749 東京都 西脇製函株式会社 2011801010911
新設備「動力箔押機」の導入による生産性２倍、高品質化
の実現

東京東信用金庫

1649 2813110750 東京都 ピエゾパーツ株式会社 7010101003299 フルーツ完熟度の可搬性診断デバイス開発 多摩信用金庫

1650 2813110753 東京都 有限会社ピコフードサービス 4010602029011
最新焙煎機の導入による生産性向上と焙煎技術支援の新
規事業立上

株式会社コムラッドファーム
ジャパン

1651 2813110754 東京都 タマパック株式会社 5012801002326
ＣＡＭカッターの刷新による製品開発力増強と小ロット生産
力強化

一般社団法人首都圏産業活
性化協会

1652 2813110755 東京都 有限会社情熱ものづくりカンパニー 3010602033781 低コスト高回転高性能ＳＲモータシステムの事業化
一般社団法人首都圏産業活
性化協会

1653 2813110757 東京都 株式会社太陽油化 2011401007738 高品質な再生重油の開発
株式会社グランツ・コンサル
ティング

1654 2813110758 東京都 株式会社千葉印刷 6011001014073 ロボットを活用し高付加価値印刷を更に伸ばす事業 城南信用金庫

1655 2813110759 東京都 株式会社クリアワークス 6012301006090 ＡＩによるクラウド型画像検索サービス 八千代銀行

1656 2813110761 東京都 株式会社しまや出版 7011801025896
小規模ものづくり企業向けブランディング書籍の 制作支援
～製造～販売支援

城北信用金庫

1657 2813110762 東京都 柳澤歯科医院  
義歯などの修復物の作成期間短縮と精度向上による高精
度・高品質歯科医療のワンストップ提供サービスの構築

東京信用金庫

1658 2813110763 東京都 株式会社ネットシーズ 9010001075734 ＡＩによる業種特化型多言語自動応答システムの開発 三浦英晶

1659 2813110764 東京都 北斗パートナーズ株式会社 5010601043581
通所介護事業の法定帳票のクラウド化における業務効率
化及び経費削減

東京東信用金庫

1660 2813110770 東京都 ロゴヴィスタ株式会社 2013401005325
ウィルスを無力化する機能を持ったメールソフトの試作開
発

神奈川銀行

1661 2813110774 東京都 三鷹ハートフル矯正歯科医院  自費による歯科予防メインテナンス事業 多摩信用金庫

1662 2813110776 東京都 ＭＡＭＯＲＩＯ株式会社 6010501034218
「なくすをなくす！」交通インフラカバーによる 遺失物半減
への挑戦

村井孝行公認会計士事務所

1663 2813110781 東京都 株式会社コネル 7011001071015
誰でも容易にＩｏＴデバイスを試作できる海外協業型教育プ
ログラムの開発

小林奈緒税理士事務所

1664 2813110782 東京都 株式会社エフシー 9010601035138
ファッション関係のＲＦＩＤ（ＩＣタグ）を細部に供給し、アパレ
ル物流の高度化

東京東信用金庫

1665 2813110784 東京都 株式会社関東テクニカルイールド 3011501005970 消防設備点検支援システムの開発 第一勧業信用組合

1666 2813110785 東京都 株式会社赤ん坊カンパニー 6011401007643
開発センターを強化しターゲット分野で利便性の高い新製
品開発

城北信用金庫

1667 2813110791 東京都 有限会社スリーシープランニング 2010702015004
フロンガス回収体制の確立による空調設備更新・廃棄のワ
ンストップ化

芝信用金庫

1668 2813110794 東京都 杉沢歯科医院  
精度向上、かつ、患者にやさしい革新的な歯科治療サービ
スの提供

東京三協信用金庫

1669 2813110795 東京都 ＯＹＣ株式会社 5010001128025
デザイン機能を備えたオリジナル商品のクラウド型ＥＣプ
ラットフォームの開発

西川智哉

1670 2813110798 東京都
株式会社オペレーティング・パート
ナーズ

3030001082866 無人店舗向けゲーム機カウンターデータ自動収集システム 小谷野公認会計士事務所

1671 2813110799 東京都 株式会社緑陽社 2012401014798
新方式製本技術と最新式製版機導入による、革新的高品
質同人誌印刷サービスの開発

柿﨑経営法務事務所

1672 2813110801 東京都 有限会社岸本工業 2010802004146
生産プロセス革新と多能工化によるリードタイム短縮と利
益率向上

さわやか信用金庫

1673 2813110802 東京都 株式会社グローバ 8011001102165
ＡＩを活用し施主に最適なリフォーム会社を紹介するサービ
ス

西武信用金庫
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1674 2813110804 東京都 株式会社協進歯研 1010001041280 高度な歯科技工技術の承継と業務のデジタル化 さわやか信用金庫

1675 2813110805 東京都 東栄紙工有限会社 1011102008714
独自性が高く付加価値の高い小ロット紙加工サービスの提
供

東京シティ信用金庫

1676 2813110806 東京都 株式会社ヒタチスプリング 4010801010044
高付加価値スプリングの短納期化および生産性向上の取
り組み

さわやか信用金庫

1677 2813110808 東京都
ＯＲＡＬＤＥＳＩＧＮＣＥＮＴＥＲ株式会
社

9013201015294 立体造形技術で光学印象への対応力を高める計画 時田コンサルティング事務所

1678 2813110809 東京都 エスエージーバルーンズ株式会社 7010601010828 ３Ｄシュミレーターの導入によるバルーン製造の技術革新 東京東信用金庫

1679 2813110813 東京都 株式会社土屋鞄製造所 9011801026298 皮革製品用コバ染めインキの自社開発計画 株式会社エフアンドエム

1680 2813110815 東京都 ペキュリア株式会社 1010401108043
植物性由来のバストクリームと老廃物排出用バストジェル
の開発

東京商工会議所

1681 2813110832 東京都 株式会社ＳＭＬ－Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 2030001081811
特殊セラミックと樹脂材をナノファイバー化した複合新素材
の量産の為の商品開発と量産体制の構築事業

青木信用金庫

1682 2813110833 東京都 有限会社天野製作所 6011802000395
加工対象業種を金型部品加工に拡大するためのワイヤー
カット放電加工機の導入

東京信用金庫

1683 2813110841 東京都 東京美術紙工協業組合 7011405001393
生産状況の見える化、ネットワーク化と着脱可能な セン
サーの改良

朝日信用金庫

1684 2813110851 東京都 株式会社フクムラ 1011801018518
高性能プレス機の導入と当社技術の一体化によるＱＣＤ向
上と収益力強化

城北信用金庫

1685 2813110854 東京都 株式会社サラ秋田白神 2410001002927
いつでもこだわりのパンの味と風味を！天然酵母無添加パ
ンの冷凍技術の確立

多摩信用金庫

1686 2813110855 東京都 イマテック株式会社 6010001023332
小型ガス分析装置による食品アレルギー原因物資の微量
分析 システムの開発

東京東信用金庫

1687 2813110858 東京都 株式会社Ｍ’ｓマネジメント 9010401103920
検眼装置を活用した「老眼見える化シート」による老眼診断
サービスの開発

株式会社シャイン総研

1688 2813110860 東京都 株式会社風工学研究所 6010001013960
環境アセスメント等における風環境課題解決のための新
サービスの開発

北川和善税理士事務所

1689 2813110863 東京都 ＰＩＡ株式会社 3010701025275 カラーコンタクトレンズのインターネット通販事業 商工組合中央金庫

1690 2813110864 東京都 荏原印刷株式会社 5010801001744
多言語・小サイズ化に対応した取扱い説明書提供サービ
ス

株式会社ＧＩＭＳ

1691 2813110871 東京都 株式会社ウィズクリエーション 1013301038665
防犯カメラの利便性を高める映像収集・検索システムの試
作開発

西武信用金庫

1692 2813110878 東京都 株式会社ミック 5011101020550
独自印刷技術と最新型製本機器導入による認知症抑制
サービス向上を支援

株式会社ＧＩＭＳ

1693 2813110879 東京都 璃湖生株式会社 9010901027289 無断水継手の開発 巣鴨信用金庫

1694 2813110880 東京都 ダブルフロンティア株式会社 6011501018549
リアルタイム位置情報共有を活用したクラウド運搬ソーシン
グ事業

一般社団法人城西コンサルタ
ントグループ

1695 2813110882 東京都 銀座アベニュー矯正歯科  
正確で効率の良い、「見えない」歯科矯正治療サービ スの
提供

群馬銀行

1696 2813110884 東京都 株式会社エステク・サービス 4010801001588 切削加工技術の高付加価値化 東日本銀行

1697 2813110890 東京都 株式会社トムコ 9013101001766 最新鋭ＣＮＣ旋盤導入による変種変量生産システムの確立
一般社団法人首都圏産業活
性化協会

1698 2813110892 東京都 市村金属株式会社 2010801001061
独自のレーザー溶接機導入に伴う生産プロセス改善によ
る生産性の向上

宮内真志事務所

1699 2813110895 東京都 株式会社アイホールディングス 2010501031904
自動車運転代行業界の発展に寄与するスマートフォン用
の料金メーターアプリ（見える化）の開発

東和銀行

1700 2813110896 東京都 株式会社フツラ 4011701006966
要介護者が温泉施設を利用可能にする入浴補助機器の
開発と実証

東京東信用金庫

1701 2813110898 東京都 株式会社リプス・ワークス 2010801019392 ポリゴンスキャナを使った超高速微細レーザ加工 宮崎銀行

1702 2813110899 東京都 キッズメディカル株式会社 2010001167430 日本初「可動式小型耳鼻咽喉用治療ユニット」の試作開発 みずほ銀行

1703 2813110900 東京都 株式会社小松崎 1010501004183
メードインジャパンの製品を全世界に供給する為の設備投
資計画

城北信用金庫

1704 2813110904 東京都 ＦＳＸ株式会社 2012401003990
冷却能力・デザイン性に優れた省エネ型おしぼり冷温庫の
開発

商工組合中央金庫
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1705 2813110905 東京都 日本彫研工業株式会社 4011401007182
環境に配慮したリサイクル可能な化粧品容器用の金型製
作・高精密化事業への取り組み

巣鴨信用金庫

1706 2813110909 東京都 株式会社フジタ医科器械 9010001006763
生体情報モニター接続型無線通信式酸素飽和モニター の
試作開発

みずほ銀行

1707 2813110915 東京都 株式会社サンエイ 8010601020883
自動計測器導入で検査表の添付率向上、信頼性向上で受
注増加を図る

東京東信用金庫

1708 2813110918 東京都 株式会社塩入製作所 1010601010874
刻印を現物や設計図から迅速にＣＡＤ化し２４時間生産体
制にて短納期提供する体制の構築

中ノ郷信用組合

1709 2813110920 東京都 株式会社土方電機 6013101005704
省スペース・多チャンネル型 音声検知型防災システムの
試作開発

西武信用金庫

1710 2813110922 東京都 株式会社ソールテック 6011801023463
独自プロトコルにより直接印刷データをレーザー加工機等
に伝送するモジュールの開発

税理士法人Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ

1711 2813110923 東京都 電化皮膜工業株式会社 3010801007578
工程進捗の見える化による航空機用部品のめっき処理の
短納期化と品質管理の徹底

城南信用金庫

1712 2813110924 東京都 新星冷蔵工業株式会社 9010701004348
「プロパンガス冷蔵庫」の実用化に向けた 可燃性ガスの安
全対策の確立

東京中央経営株式会社

1713 2813110926 東京都 高周波工業株式会社 7013101000571
最新鋭の発振器導入による高周波焼入れ加工の品質・納
期対応力の強化

西武信用金庫

1714 2813110927 東京都 名月製菓株式会社 3011501009006
高度な水分活性値管理によるメイドインジャパン洋菓子の
海外展開

みずほ銀行

1715 2813110928 東京都 株式会社カスケード東京 1010401085745 介護フィールドにおける非監視エリア改善システムの開発 千葉銀行

1716 2813110929 東京都 株式会社育信金型 1013401000062
設計力と物作り力を活かし納期短縮と精度向上で受注の
幅を拡げる

多摩信用金庫

1717 2813110932 東京都 株式会社優流 9010101006993
できあがりの見える化と環境負荷低減に配慮した自動車
板 金・塗装サービスの構築

藤井尊則

1718 2813110933 東京都 株式会社田澤製作所 6010001004737
ＩＴを駆使・連携した製造設備を導入した障碍者向け特殊靴
用インソールの製造プロセス構築による競争力強化

朝日信用金庫

1719 2813110935 東京都 北川電機株式会社 3012401007529 高圧電源装置向け高圧高周波トランスの生産性向上 調布市商工会

1720 2813110936 東京都 有限会社羽下製作所 8010802020666 ヘビーシンプル架線用コネクタ金具の製造技術の革新 商工組合中央金庫

1721 2813110937 東京都 株式会社品川鍛造所 6020001073252
精密加工工程の内製化による顧客ニーズへの対応と新 規
顧客獲得の取組み

横浜銀行

1722 2813110938 東京都 株式会社塚田水産 9012401019683
店頭揚げに拘り、新食感のさつま揚げ提供を 実現する事
業

西武信用金庫

1723 2813110939 東京都 篠塚歯科医院  
予防から治療・再発防止までの一貫した歯科治療を最新
機器の導入により高度化して提供するサービス

みずほ銀行

1724 2813110940 東京都 株式会社アペックス 7010101000239
５軸マシニングセンタとＡＩ機能での生産性向上による 事業
再構築計画

りそな銀行

1725 2813110943 東京都 株式会社一十八日 9011101069460
里山資源を活用した精油製造の品質管理体制の確立と全
国への普及

さわやか信用金庫

1726 2813110945 東京都 有限会社精工パッキング 3011802004275
油圧式コンパクトハーフ機導入による高度打抜き精密 加
工の生産体制を構築

青和信用組合

1727 2813110946 東京都 株式会社杉山一商店 5013201002981
「オンリーワン壁紙」で顧客ニーズに合わせた 壁紙を創造
し、顧客拡大を目指す事業

岩崎会計事務所

1728 2813110947 東京都 大和綜合印刷株式会社 6010001021699
印刷物の高精度検査システム導入による品質保証と競争
力強化

りそな銀行

1729 2813110950 東京都 有限会社北斗技研 2011702015027
高精度中繰り盤の導入により生産性を向上して受注を拡
大する

一般社団法人板橋中小企業
診断士協会

1730 2813110951 東京都 大東印刷工業株式会社 9010601011460
印刷機のＩｏＴ活用及びロボット化による市場適応力向上と
競争力強化

三菱東京ＵＦＪ銀行

1731 2813110954 東京都 桑メリヤス株式会社 8150001012666
当社だけでなく顧客の作業負荷軽減も実現する独自の商
品仕分けシステムの開発

株式会社ダイワマネジメント

1732 2813110955 東京都 株式会社アズマ 1011401007417
新設備導入による受注機会拡大と高精度・短納期・低コス
ト生産体制の確立

巣鴨信用金庫

1733 2813110956 東京都 池田自動機器株式会社 8011701000461
超小型コンデンサ用整列機に使用する冶具の高精度化及
び輸出事業

朝日信用金庫

1734 2813110957 東京都 有限会社セントラル製版 2010602003959 広色域印刷に対応する高精細製版の製造生産性の向上 朝日信用金庫

1735 2813110958 東京都 株式会社ＥＶＴＤ研究所 5012801009602 リチウムイオン蓄電池電源事業拡大に伴うＩｏＴの開発 多摩信用金庫
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1736 2813110963 東京都 神野製作所  
新型プレス加工機導入による金属プレス加工技術の高度
化と受注の拡大

中ノ郷信用組合

1737 2813110966 東京都 東都紙器工業株式会社 1010601013786
ＩＴ活用及び新設備導入による高付加価値紙器の 生産プロ
セス高度化

朝日信用金庫

1738 2813110967 東京都 株式会社飯尾製作所 7010701000803
マシニングセンターならびに３次元寸法測定器導入による
生産プロセス革新と一貫加工ラインの実現

東京シティ信用金庫

1739 2813110971 東京都 株式会社古川精機 2010801021778 医療用検査ゲージの加工技術開発及び製品化事業 川崎信用金庫

1740 2813110972 東京都 エラブジャパン株式会社 7010501027501
高精度データロガー＆センサーの校正サービスを国内化
し、アジア圏にも拡大する事業

ＨＫパートナーズ

1741 2813110977 東京都
株式会社ソーシャルインパクト・リ
サーチ

1011101057753 ＡＩ（人工知能）を用いた企業の信用力評価システムの開発 坂本公認会計士事務所

1742 2813110983 東京都 株式会社田島製作所 5011701004936
高精度を満たす高速アルミニウム陽極酸化処理による生
産性向上

中村行雄公認会計士事務所

1743 2813110984 東京都 株式会社松尾工業 5013101004665 高精度ベンダー導入による、一体化ダクト生産体制の確立 青梅信用金庫

1744 2813110986 東京都 株式会社大多摩ハム小林商会 2013101000056
伝統製法国産豚肉ハム・ソーセージの生産性・品質向上に
よる国内外販路拡大

西武信用金庫

1745 2813110987 東京都 はちやデンタルクリニック  マウスピース矯正治療の高度化による競争力強化 Ｇｅｍｓｔｏｎｅ税理士法人

1746 2813110989 東京都 有限会社新和紙工 5011402004772
安全でロス減少・低コストを実現する新たな中綴じ製本設
備の開発

東京中央経営株式会社

1747 2813110998 東京都 株式会社サクラベッツ 3011701011174
動物医療用シミュレーション教材の開発製造と海外販売展
開

東京東信用金庫

1748 2813110999 東京都 株式会社荻野美光社 6010001074318 杖に装備する夜間視認性の高い点灯装置の開発事業 東京東信用金庫

1749 2813111003 東京都 プロメテック・ソフトウェア株式会社 9010001092969
最新ＧＰＵを使用したモーター冷却シミュレーション技術の
開発

駒田総合会計事務所

1750 2813111013 東京都 株式会社エクセルシア 8010901015823
高機能な排泄処理剤を用いた革新的な人口肛門脱臭潤滑
剤の生産体制の確立

西武信用金庫

1751 2813111025 東京都 株式会社あしたのチーム 8010001122702
蓄積したビッグデータを活用した新たな人事評価システム
の構築

フィルアーツコンサルティング

1752 2813111026 東京都 有限会社シミズオート 2011702005639
高機能塗装ブース導入による環境に配慮した効率的な塗
装工程の確立

東京東信用金庫

1753 2813111029 東京都 株式会社伊藤製作所 1010001037320
不純物の混入を低減し高品質な試料粉砕を実現する三次
元運動加振式ボールミルの開発

商工組合中央金庫

1754 2813111030 東京都 株式会社極東精機製作所 2010801003165
三次元測定機を使った加工方法の最適化による生産性向
上

商工組合中央金庫

1755 2813111032 東京都 株式会社西居製作所 9010801009197
金型コスト削減による省エネ対応リフレクタをはじめとした
鏡面材の用途開発

芝信用金庫

1756 2813111035 東京都 株式会社ライティング・タッチ 8011601007458
若手照明技師育成のための機械装置導入及び育成マニュ
アル化事業

巣鴨信用金庫

1757 2813111041 東京都 株式会社ときわコピー 7040001066105
人手不足の建設業界に貢献する革新的な図面制作提供プ
ロセス構築

京葉銀行

1758 2813111043 東京都 株式会社カセダ 6010801021155 高精度キャリパーゲージの製品開発による競争力強化
株式会社ブレイブコンサル
ティング

1759 2813111044 東京都 株式会社利根川産業 1011801010516
発泡スチロールリサイクル工程の改革による再生ペレット
の高品質化と生産力向上事業

巣鴨信用金庫

1760 2813111046 東京都 有限会社トヨダ電鍍 2011802016569
小規模めっき工場における老朽化ろ過圧搾機入替の必要
性と効果

東京東信用金庫

1761 2813111048 東京都 アイキ産業株式会社 3011601000120 歩行弱者向け着脱容易な踏み込み式靴の試作開発 西武信用金庫

1762 2813111049 東京都 株式会社東輝建設 1010901008255
解体工事工程の改革で生産性４割アップ、ＣＯ２の４割削
減の実現

城南信用金庫

1763 2813111050 東京都 ｐｌｕｓ８１有限会社 7010502022848
最新スタッズ装着設備の導入による衣装製作の効率化と
品質の均一化

株式会社コムラッドファーム
ジャパン

1764 2813111051 東京都
株式会社デジタル・コミュニケーショ
ンズ

1010501019999
建設業の労働生産性を改善させる建設業向け業務管理シ
ステムの開発

株式会社シャイン総研

1765 2813111052 東京都 株式会社ダンドリワークス 2200001029396 施主と元請業者を繋ぐ情報共有アプリの開発と事業展開 株式会社シャイン総研

1766 2813111056 東京都 株式会社物井工機 8010101009667
高精度マシニングセンターの導入と Ｉｏｔ技術による生産性
向上

多摩信用金庫
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1767 2813111057 東京都 株式会社増田抜型製作所 4010601030812 高精度高耐久化した革新的ビク型の製造 東京東信用金庫

1768 2813111058 東京都 日本タウンマネジメント株式会社 2011001106741 専用ＩＴシステムを導入した駐輪場のシェアリング事業 おさだ税理士事務所

1769 2813111059 東京都 株式会社金杉工芸 1011801006968 プレミアム立体アクリルグッズによる高付加価値の実現 りそな銀行

1770 2813111071 東京都 株式会社ゴールドアイピー 1010401120469
海外特許出願専用の日本初コンシェルジュ付き ビジネス
チャットシステムの開発事業

戸越税理士法人

1771 2813111075 東京都 株式会社オクタル・ジャポン 4013201007957
車載カメラ実験システムに向けたリアルタイム輝度補正シ
ステムの開発

利根川会計事務所

1772 2813111080 東京都 株式会社追客力 4011101073293
「チャット形式・プッシュ通知型の営業管理システム」の提
供事業

東京東信用金庫

1773 2813111082 東京都 株式会社レゾネスト 6010601047862
教育事業への参入を目標とした、ＩｏＴ技術による創発型教
具の試作開発

東京東信用金庫

1774 2813111083 東京都 電子磁気工業株式会社 1011501003010 ＡＩを用いた磁粉探傷試験用画像処理システムの開発 瀧野川信用金庫

1775 2813111086 東京都
セブン・ドリーマーズ・ランドロイド株
式会社

6010401124291
ＩｏＴとＡＩによる、衣類情報と使用者の紐付けた新規ビッグ
データの蓄積

滋賀銀行

1776 2813111090 東京都 マスオカ東京株式会社 7010501013187
数千種の商品を２４時間即出荷可能にする自動システム
の試作開発

朝日信用金庫

1777 2813111092 東京都 株式会社新生工業 7010901005362 医療機器・ロボット向け高トルク超音波モータの開発 昭和信用金庫

1778 2813111095 東京都 株式会社ポリゴン・ピクチュアズ 4010401066486
ＣＧ映像制作のノウハウとリアルタイム技術を融合した新た
な映像制作手法の開発

税理士法人イーグル

1779 2813111096 東京都
株式会社テトラ・コミュニケーション
ズ

5011101051026
訪問歯科診療システムのモバイルでの診療報告入力とセ
キュリティ強化

東京信用金庫

1780 2813111102 東京都 大手町企画株式会社 1010501026426 多頁冊子ジャストインタイムサービスの事業化 株式会社ＧＩＭＳ

1781 2813111107 東京都 株式会社ガーデン動物病院 3013201001341
動物病院における疾病傷害部位の複製模型を活用した 高
度医療サービスの実現

税理士法人横須賀・久保田

1782 2813111108 東京都 有限会社三巧堂 1011402003737
生徒減少で苦しむ公立学校・専門学校の案内物等をデジ
タル印刷機で一新

株式会社ＧＩＭＳ

1783 2813111113 東京都 新井金属商事株式会社 9010901000782
切断加工の加工精度向上による不良材料低減のためのコ
イル切断機導入

東京都民銀行

1784 2813111114 東京都 株式会社タクミ精機製作所 9012801001002
ワイヤー放電加工の精度および生産性向上による試作対
応力強化

角田光則

1785 2813111116 東京都 有限会社品川製作所 1012402011333
難削材加工技術の確立による医療機器精密部品加工 基
盤の構築

さわやか信用金庫

1786 2813111117 東京都 株式会社王子ペットクリニック 1011501014412 体を切らないレーザー結石破砕による高度獣医療の展開
税理士法人総合経営サービ
ス

1787 2813111127 東京都 株式会社Ｎ ｓｋｅｔｃｈ 6030001092532
ニット製品の自社生産による事業拡大とセミオーダ事業化
及び福祉衣料への参入

ＳｅｖｅｎＲｉｃｈ会計事務所

1788 2813111128 東京都 アーティサン株式会社 5012401025677
省電力ＩｏＴ機器と位置情報を活用した地域情報配信システ
ム

昭和信用金庫

1789 2813111129 東京都 有限会社ウーリー 9010102008097
本格的な海外展開に向けたウサギ専用フードの生産工程
の変革

株式会社コムラッドファーム
ジャパン

1790 2813111131 東京都 はやしだ歯科  
３ステップで職人芸から確実性のある科学的治療サービス
の提供

巣鴨信用金庫

1791 2813111135 東京都 ハンドメイド・カンパニー株式会社 2011501017810
服作り初心者向けの要尺計算アプリ開発とソーイングサ
ポートサービス

朝日信用金庫

1792 2813111136 東京都 有限会社ケーテック 7011802022620
設備導入による短納期体制構築と研究開発ノウハウの新
市場への転用

水嶋淳会計事務所

1793 2813111142 東京都 株式会社東都工業 5010601020829
高付加価値製品受注拡大のための２ライン化による生産
プロセス改善

東日本銀行

1794 2813111146 東京都 真田機械株式会社 8010701025386 高度・高効率金属加工技術の開発 東日本銀行

1795 2813111148 東京都 株式会社アウローラ 4011101055960 ＡＩを活用した次世代型求人広告システム りそな銀行

1796 2813111150 東京都
五の橋レディスクリニック                
株式会社ナミキ・メディカルインス
トゥルメンツ

 
安心できる診察器具と観察システムによる患者満足度の
向上

大西会計事務所

1797 2813111151 東京都 有限会社伸雅堂 5011102005955
新発想で簡単・便利に証憑整理ができるシートの開発・製
造

巣鴨信用金庫
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1798 2813111155 東京都 荻原昌平商店  高級塔婆の革新的製造技術を開発する事業 日の出町商工会

1799 2813111156 東京都 矢野歯科医院  
歯周病難民を救う最先端機器とＩＴを活用した革新的な歯
周病治療事業の展開

中村太郎税理士事務所

1800 2813111157 東京都 芦沢製疊有限会社 2013402000077
革新的な地元密着ネットワーク型住環境リフォーム ワンス
トップサービス

青木宏二郎税理士事務所

1801 2813111159 東京都 株式会社櫂プランニング 5010501021811
スポーツ医療の医師との関係性構築のための、 スタディグ
ループシステムの構築

セカンドアカデミー株式会社

1802 2813111161 東京都 株式会社そると 9011001106000
中小企業の中途採用の雇用促進を目的とした、中小企業
と中小規模人材紹介会社をマッチングするサイト開発と運
営

西武信用金庫

1803 2813111163 東京都 国際自動車株式会社 6010401076302
タクシー利用の需要と供給を効率よくマッチングさせる革新
的なタクシー配車アプリの開発

株式会社エープランナー

1804 2813111164 東京都 株式会社ニュートンデザイン 4020001102070
犬・猫の保護活動を推進するインターネットサービスの開
発

目黒信用金庫

1805 2813111165 東京都 株式会社クレアンスメアード 7013101003905
マーケティングオートメーション化に向けたビッグデータ分
析

一般社団法人首都圏産業活
性化協会

1806 2813111166 東京都 白金しらゆり歯科  
マイクロスコープ導入で実現する高精度高品質の歯科医
療サービスの提供

さわやか信用金庫

1807 2813111167 東京都 株式会社明友社 2010001030646
再版印刷物のオンライン発注＆自社完結オンデマンド生産
体制確立

城南信用金庫

1808 2813111168 東京都 株式会社メイ・ウエル 6010001030691
最先端ＶＲ製品の革新的な開発・販売方法の確立および
拠点構築

フィルアーツコンサルティング

1809 2813111170 東京都 ベーカリーピッコロ  
昭島のパン工場化に向けたボトルネック工程の解消及び
安定品質提供体制の構築

西武信用金庫

1810 2813111173 東京都 内野畳商店  
本格的薄畳・新素材畳のニーズに応える畳製造設備の導
入

青梅信用金庫

1811 2813111176 東京都 ながぬま歯科医院  
ＣＡＭ／ＣＡＤの弱点を技術で補う、短納期・低価格の審美
性治療サービス

城北信用金庫

1812 2813111179 東京都 株式会社システムツー・ワン 7011101041611
高齢者個別の状態を学習する 「ＩｏＴ見守り支援システム」 
試作機の構築

巣鴨信用金庫

1813 2813111181 東京都
株式会社デンタルアートオブパシ
フィック

4010501011078
熟練の歯科技工技術のデジタル化による、歯科技工士教
育及び海外受注拡大事業

みずほ銀行

1814 2813111182 東京都 株式会社サノックス 4013101005210
建設機械と仮設資材（敷鉄板）を一体で供給する新サービ
スの開発

西武信用金庫

1815 2813111183 東京都 株式会社グッドクロス 1010701015542
サービス事業者等の経営力向上を支援する１：１チャット
サービスの実現

株式会社ＧＩＭＳ

1816 2813111184 東京都 株式会社セオコーポレーション 6010001093169 新営業方式導入計画２０１７ 朝日信用金庫

1817 2813111185 東京都 石川金網株式会社 2011501005451 長尺高品質ＩＫスクリーンに対応するスリッター機の開発 東京東信用金庫

1818 2813111190 東京都 株式会社ＤＧ ＴＡＫＡＮＯ 1122001024048
ガス消費量削減と省エネを実現する革新的ガスコンロの試
作開発

若杉公認会計士事務所

1819 2813111193 東京都 Ｃｌｏｖｅｒ  
予約システムによる新規顧客開拓と特殊洗髪台導入によ
る高齢者のための美容施術強化

駒田総合会計事務所

1820 2813111195 東京都 小山酒造株式会社 6011501001620
２０２０年東京五輪に向けた１００年以上続く東京２３区唯一
の地酒の生産体制における搾り工程の最新モデル高度化

特定非営利活動法人東京都
北区中小企業経営診断協会

1821 2813111200 東京都 株式会社マル・ビ 4011101033421
高精細レンチキュラー印刷の品質検査強化と 高品質製品
の提供

株式会社ＧＩＭＳ

1822 2813111202 東京都 石川商店  
床柱用銘木を活用した高級組み立て机および 調度品・器
類の新商品・新サービスの開発

東栄信用金庫

1823 2813111203 東京都 エイシーティ株式会社 7011001061957
ＳＰＨ粒子法による高精度で欠陥予測ができる鋳造 解析ソ
フトの開発

一般社団法人首都圏産業活
性化協会

1824 2813111207 東京都 株式会社扶桑 8011801004263
独自印刷技術の高度化による小ロット・高品質な特殊シー
ルの開発

城北信用金庫

1825 2813111208 東京都 株式会社糺の森 5010001144311 太陽光発電所向け維持管理システムの構築とクラウド 西武信用金庫

1826 2813111211 東京都 有限会社加藤金版所 9010602013019
新型印刷機導入によるフルカラー印刷等供給体制強化事
業

東京東信用金庫

1827 2813111212 東京都 株式会社要 1011101056961
外国人観光客とシニアガイドのＡＲとＡＩを利用したマッチン
グサイト開発

生沼寛隆税理士事務所

1828 2813111213 東京都
株式会社国際デンタルマネージメン
ト

6011002027909
アバットメントの内製化によるインプラント治療期間の大幅
短縮と精度アップ

静岡銀行
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1829 2813111215 東京都 株式会社マイクロウェーブ 3011001046689
人工知能を活用したシステム自動開発ソフトウェアの開発・
導入

株式会社シャイン総研

1830 2813111218 東京都 株式会社コマック 1011801019219
ＡＩ並びに３Ｄ設計支援システム構築と営業・設計・製造工
程でＩｏＴを活用して生産性向上を図る

一般社団法人板橋中小企業
診断士協会

1831 2813111221 東京都 有限会社岩沢プレス工業 3010102000869
自動バリ取り機の導入による検査装置部品の生産体制の
革新

多摩信用金庫

1832 2813111223 東京都 東京プラスチックス株式会社 3013101004411
同時５軸マシニングセンタと平滑化切削技術開発による医
療機器部品の量産化

西武信用金庫

1833 2813111224 東京都 技研精機株式会社 2011401001542
超高精度有機ＥＬ露光装置の大型基幹部品の製造技術開
発と設備投資

商工組合中央金庫

1834 2813111229 東京都 三共化成株式会社 5010801004516 独立パターン電子部品パッケージ用回路基板の実用化 三嶋弘幸

1835 2813111231 東京都 株式会社エス・ジー 1010401004572
動体の距離と位置を同時に計測する、測距＆測位セン
サーの開発

生沼寛隆税理士事務所

1836 2813111234 東京都 株式会社Ｓｏｃｉａｌ Ａｒｅａ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ 3020001108143
地域住民で作るネットワークを利用した位置情報サービス
を構築する機器の開発

ジーク総合会計事務所

1837 2813111236 東京都 株式会社澤村商店 1010501023885
顧客のブランド力を強化する高速オリジナル封筒サービス
の提供

東京東信用金庫

1838 2813111238 東京都 ジーテム・ソリューションズ株式会社 5011601018128 人気新商品の量産体制構築のための設備導入 巣鴨信用金庫

1839 2813111239 東京都 株式会社城戸鍍金工業所 1011501020071
「亜鉛めっき半自動バレル装置」導入による生産効率化と
品質向上の両立

城北信用金庫

1840 2813111242 東京都 株式会社シーエスイー 2180001097909 ライフライン維持管理システムの高度化 税理士法人オフィス９２１

1841 2813111245 東京都
株式会社トータル・インフォメーショ
ン・サービス

9011101047846
中小鉄道事業者向け保線管理システムの基幹機能を飛躍
的に高度化するための試作化

三井住友銀行

1842 2813111246 東京都 株式会社浜野製作所 4010601014146
板金製造プロセスの高度化による設計開発製品の受注拡
大

東京東信用金庫

1843 2813111249 東京都 第一合成株式会社 2010101009631 ダンプラ熱罫線加工機の導入による機能・品質向上 八千代銀行

1844 2813111250 東京都 ＦＴＩ ＪＡＰＡＮ株式会社 3020001086769
受注管理システムを利活用し、高品質な天然マグロを適正
価格で安定供給

城南信用金庫

1845 2813111251 東京都 ジャパンドリームツアー株式会社 3010401109196 インバウンド業界初の海外の旅行代理店向け新サービス さわやか信用金庫

1846 2813111252 東京都 ミスターデンジャー錦糸町店  
新メニューの開発及びオペレーション向上のための機械設
備の導入

合同会社エドエックス・ラボ

1847 2813111254 東京都 株式会社フジタランドリー 7011401007535
クリーニングの乾燥機とトンネルフィニッシャーで生産能力
を２倍にする

巣鴨信用金庫

1848 2813111255 東京都 古賀オール株式会社 3010001043993
小サイズ品対応のスケアーシャーリングを開発導入し 生
産性と品質の向上

商工組合中央金庫

1849 2813111256 東京都 エーエムアール株式会社 9013201000791 細胞イメージング用試薬キットの開発生産体制の構築 ラッセル税理士法人

1850 2813111257 東京都 有限会社和紙工房栞 9013302010855
染め和紙の超微妙染色加工むけ設備と原料の試作開発
による品質安定化への挑戦、新市場むけ製品開発

巣鴨信用金庫

1851 2813111262 東京都 株式会社ディプラス 1010001146294
ＩｏＴ技術を使ったインバウンド対応型タクシー専用デジタル
サイネージ端末・配信サービス事業

東京商工会議所

1852 2813111263 東京都 株式会社ＭＴＭシステムズ 5012401025710
研究機関の知財事務の高付加価値化を支援する ＡＩ支援
クラウドシステム「ＩＰＮａｖｉ」の開発

調布市商工会

1853 2813111265 東京都 鎌倉橋歯科医院  
歯科を中心とした口臭に悩む人々を救う耳鼻咽喉科、内
科、 心療内科との連携医療サービス構築

三井住友銀行

1854 2813111266 東京都 株式会社シンシアージュ 8010901039384
社員食堂のない企業でも社食の恩恵を受けられる 「社食
プラットフォームアプリ」の提供

税理士法人イーグル

1855 2813111267 東京都 株式会社ゴーズ 9010001098727 最先端のＡＩ技術を活用したプロジェクトマネジメントの確立 税理士法人第一経理

1856 2813111268 東京都 株式会社グラフ 4010401120961
人工知能によるデータベース横断活用プラットフォームの
構築

税理士法人イーグル

1857 2813111269 東京都 株式会社墨田キール 4010601012637
皮革用プライマと保護クリア塗装の自動コーティング装置
の開発

合同会社エドエックス・ラボ

1858 2813111270 東京都 株式会社林製作所 7011001018965
ＬＦＶ（低周波震動切削技術）を導入し銅等難切削材への
革新的加工技術の確立

さわやか信用金庫

1859 2813111271 東京都 株式会社アイピー・フロント 1010001094072
系統連携インバータ型蓄電装置を組み入れたＨＥＭＳ、 Ｂ
ＥＭＳの開発

東京シティ信用金庫

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

1860 2813111273 東京都 プレミアムトレジャース株式会社 8011101075559 江戸野菜を使用した発泡酒の開発 巣鴨信用金庫

1861 2813111277 東京都
有限会社ノザキサービスコーポレー
ション

9011302007137
ネットを活用したウェットクリーニングの洗濯代行サービス
事業の新規展開

西武信用金庫

1862 2813111279 東京都 株式会社プロジェクト・オン 9012401014759
各種スポーツ競技に必要なひねり動作を再現できる内外
旋筋強化用トレーニング器具の試作開発

浅田益宏税理士事務所

1863 2813111280 東京都
株式会社バイテック・グローバル・
ジャパン

2010001086481 ３Ｄスキャナーを用いた義歯軟質リライン加工方法の革新 新銀行東京

1864 2813111286 東京都 株式会社テトテ 5011201017918
クラウド化による、業界初のプロ仕様の招待状作成・ 発注
サービスの確立

西武信用金庫

1865 2813111294 東京都 株式会社テレパワー 5013301022839 ＬＰＷＡネットワーク対応の評価、性能試験機器の試作 巣鴨信用金庫

1866 2813111297 東京都 サイトセンシング株式会社 9050001034455
フォークリフト等車輪付移動体の測位を可能にする 小型装
着モジュールの開発

常陽銀行

1867 2813111305 東京都 株式会社メイク 5012401001703 微細部品の高密度実装を可能にして競争力を強化する 多摩信用金庫

1868 2813111306 東京都 ｐａｍｚ．株式会社 1010801027207
トラベルアプリプラットフォーム「ｐａｍ」で訪日外国人旅行
者にリーチ！

第一勧業信用組合

1869 2813111311 東京都 株式会社研電社 4280001003144 特殊成分を組合せた機能性固化剤の応用技術 山陰合同銀行

1870 2813111313 東京都 株式会社加藤鍍金工場 4011401001400 蛍光Ｘ線膜厚計導入によるめっき品質管理レベルの向上 巣鴨信用金庫

1871 2813111314 東京都 株式会社テクアルファ 8012401020329 凍結保護剤フリーの細胞瞬間凍結保存システムの開発 多摩信用金庫

1872 2813111315 東京都 株式会社ユニオン電機 8010101004049 水冷製品向け汎用銅丸管コイルの特殊加工と製品展開 商工組合中央金庫

1873 2813111316 東京都 前場電機株式会社 3010801011019
新型複合加工機導入による高精度加工実現と生産性及び
利益率向上計画

芝信用金庫

1874 2813111318 東京都 カフェバー　オリンパス  
調理作業などの能率化を図る「流動性材料移動用の容器」
の製造販売

特定非営利活動法人杉並中
小企業診断士会

1875 2813111319 東京都 合同会社パッチドコニックス 3010003023267 小型人工衛星向けの姿勢軌道制御推進機関の製造・販売 みずほ銀行

1876 2813111320 東京都 セーラー万年筆株式会社 9010601024727
無駄なものを徹底的に排除し最高の品質を実現するため
の生産管理システム

多摩信用金庫

1877 2813111322 東京都 リブト株式会社 6010001138782
女性医師をメインターゲットとした手のひらサイズ内視鏡カ
メラの開発

多摩信用金庫

1878 2813111326 東京都 株式会社ブイセン 4012301009855
電波センサを活用した呼吸計測が可能な介護見守りシス
テムの開発

多摩信用金庫

1879 2813111330 東京都 東京ロボティクス株式会社 2011101072297
人と協働する安全かつ小型・軽量な産業用人型ロボットの
開発

巣鴨信用金庫

1880 2813111333 東京都 株式会社ほたる 2010001163792
予測技術の高度化により耐用期間を長期化した大規模災
害用水循環型シャワーの実現

西武信用金庫

1881 2813111334 東京都 株式会社ナウケミカル 4011801003525 ナノ銀の低温焼成によるコーティング技術の開発 朝日信用金庫

1882 2813111335 東京都 株式会社Ｔ＆Ｌ 1010701026928 画像認識方式を用いた錠剤計数装置の開発 目黒信用金庫

1883 2813111336 東京都 ＳＤバイオシステム株式会社 5011101078465
人や設備機器に対して安全で効果的な過酢酸による微生
物除染装置の開発

鈴木公認会計士・税理士事務
所

1884 2813111337 東京都 タマチ工業株式会社 9010701005932
要介護予備軍を元気にする生活自立支援起立・歩行補助
椅子の開発

商工組合中央金庫

1885 2813111338 東京都 株式会社テクノメイト 7010101006707 手の筋力回復可視化ツールの開発 西武信用金庫

1886 2813111339 東京都 英弘精機株式会社 1011001003287 分光放射計の抜本的改良による国際市場競争力の強化 三菱東京ＵＦＪ銀行

1887 2813111344 東京都 ケイ素材料開発株式会社 7010001156486
低屈折率透明ケイ素系レジンの組成、および評価技術開
発

多摩信用金庫

1888 2813111349 東京都 株式会社ｆｌｉｘｙ 6010601050338 スマートフォンを用いた、手軽な遠隔眼科健診
税理士法人小山・ミカタパート
ナーズ

1889 2813111353 東京都 株式会社オリタニ 7011801000882 システム化による成果の出る高効率製造ラインの開発 青和信用組合

1890 2813111354 東京都 合同会社東京粉末 2012803001485 安全性の高い滑り止めチョークの開発 山越伸二税理士事務所
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1891 2813111355 東京都 デ・ファクト・スタンダード合同会社 2130003003786
産官学連携スキームによる移動通信５Ｇへの応用発振器
の設計試作開発

隅田会計事務所

1892 2813111356 東京都 株式会社ＣＡＭＩ＆Ｃｏ． 2011501017950 自己連鎖型家庭用発電機のプロトタイプ開発 商工組合中央金庫

1893 2813111357 東京都 有限会社イデ 1010802001276
精密板金曲げ加工のデジタルベンダー機による暗黙知の
見える化

加藤茂公認会計士事務所

1894 2813111360 東京都 泰興物産株式会社 4012801000925 無給電Ｉｏｔデバイスによるスマート工場システムの構築 西武信用金庫

1895 2813111362 東京都 株式会社エヌテック 8120101001340
水上用太陽光発電フロート架台の簡易組立製品の試作開
発

田村公認会計士事務所

1896 2813111366 東京都 三共工機株式会社 5011701010422
新市場獲得のためのＩｏＴを用いた複数同時加工技術開発
による生産プロセスの改善

朝日信用金庫

1897 2813111367 東京都 有限会社フェニックスデンタル・ラボ 4010802012403
「ゼロＧＡＰ射出製法」の確立による新しい人工歯の開発事
業

松永智子税理士事務所

1898 2813111368 東京都 飯田電子設計株式会社 1011601000519
地中熱を活用したＡＥＤ収納ボックスおよび温度監視アラー
トシステム

東日本銀行

1899 2813111377 東京都 株式会社ダイニチ 2010801006746
新型プロッターマシンの導入による新規市場開拓及び生産
性向上計画

みなと綜合会計事務所

1900 2813111378 東京都 株式会社ポルテ 4010001070491
精密加工技術による専用金網を使用した猫用爪とぎ器の
試作開発等

下﨑寛税理士事務所

1901 2813111380 東京都 株式会社三田土木 3011801012345 低温乾燥機向けの透湿断熱素材の開発 瀧野川信用金庫

1902 2813111385 東京都 株式会社ブラン 7010401104458 花弁へのメッセージ等の転写技術のプラットフォーム化 さわやか信用金庫

1903 2813111394 東京都 株式会社タック印刷 2010601012894
多様な顧客ニーズへ対応するため、　プロセスの改善を行
い設備導入し生産性を向上する

みずほ銀行

1904 2813111396 東京都 株式会社ハッピーリス 5010801016486 飲み込み状態の見える化クラウド・サービスの提供事業 さわやか信用金庫

1905 2813111397 東京都 株式会社デジタリーフ 1011701009922 画像解析技術を利用した盗難自動検知システムの開発 税理士法人福島会計

1906 2813111398 東京都 株式会社Ｋｏｍｐａｔｈ 7011001107909 途上国向けコンピュータ支援診断サービスの開発 みすの会計事務所

1907 2813111400 東京都 児玉幸子スタジオ株式会社 7012401025345
インテリジェント・デジタルボール商品化とＡＰＩ：Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏ
ｎ　Ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ構築

調布市商工会

1908 2813111403 東京都 株式会社星人空中盆栽園 4010901038225
空中盆栽の海外販売に向けた量産モデル開発と受注管理
システムの導入プロジェクト

東京商工会議所

1909 2813111408 東京都 株式会社Ｋｉｄｓ　Ｐｕｂｌｉｃ 6011501021222 小児に特化した遠隔医療相談サービスのシステム開発 財津会計事務所

1910 2813111412 東京都 株式会社ディライトフル 8010001071049 個別決済機能付きチームオーダー通販サイトの開発 渕井会計事務所

1911 2813111414 東京都 キスリー株式会社 8010001153805
ＩｏＴを活用したウォーターサーバーによる高齢者の見守り
サービス

野口五丈公認会計士事務所

1912 2813111415 東京都 株式会社データドリブン 2010401116103 ヘルスケアビッグデータ高速解析システムの開発 加藤公認会計士事務所

1913 2813111417 東京都 ネイチャーダイン株式会社 2010001174427
自動野菜栽培システムのＩＴによる顧客満足度向上および
市場拡大のための機能拡張版試作品の開発

城北信用金庫

1914 2813111419 東京都 株式会社でむこやん 2011801030620
５Ｗ１Ｈ検索機能の次世代のデジタル音楽配信の事業化を
目指す

ナレッジバンク

1915 2813111420 東京都 株式会社スマートボックス 7011001070520 コンシューマー向け「多言語遠隔通訳サービス」の開発 三浦英晶

1916 2813111429 東京都 株式会社Ｊ－ＷＡＶＥ　ｉ 2010401062181 インターネットを活用した地域情報の完全通達 三井住友銀行

1917 2813111432 東京都 株式会社トリプルワン 4010001096017
特殊な通信技術を用いたクラウド集中監視災害検知システ
ムの構築

朝日信用金庫

1918 2813111445 東京都 有限会社秋元商店 7012402012929
地酒専門店が美味しさと楽しさを追求した革新的レストラン
事業

狛江市商工会

1919 2813111447 東京都 データセクション株式会社 7010401083082
ネットワークカメラ映像解析による危険検知ソリューション
サービス

朝日税理士法人

1920 2813111448 東京都 株式会社ミドリ 4011401014897 インターネット・リハビリテーション（ｉリハ）の開発
一般社団法人板橋中小企業
診断士協会

1921 2813111463 東京都 ムーバクラウド株式会社 2010601047420
ＡＩ（人工知能）と中古スマホ活用によるスマートホームサー
ビス

東京東信用金庫
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1922 2813111464 東京都 日本スキルズ株式会社 4010001077710
不動産業をターゲットとしたマッチングシステム提供による
新顧客層開拓

井上大輔税理士事務所

1923 2813111472 東京都 株式会社知財コーポレーション 8011101012867
医療機器用語検索Ｗｅｂシステムの運営による少数企業へ
の依存体質からの脱却

三井住友銀行

1924 2813111479 東京都 株式会社ビューティフルワンズ 7010001160835
劇場向け字幕表示機材の貸し出し事業の省力化と　大規
模化、及び大規模化に伴う広告媒体　としての価値創出

西武信用金庫

1925 2813111486 東京都 株式会社アングラーズ 8020001097704
誰でも活用できるスポーツフィッシングの情報閲覧システ
ムの構築

株式会社町田新産業創造セ
ンター

1926 2813111489 東京都 ＫＥＩ株式会社 3010401111185
着用するだけで採寸が可能：自動採寸ウェアの技術開発
計画

藤井尊則

1927 2813111491 東京都 株式会社ハイピース 2011001102476
アパレル向け拡散型インフルエンサーマーケティングのた
めの販売システムの開発

特定非営利活動法人東京都
北区中小企業経営診断協会

1928 2813111492 東京都 株式会社平岡 2010501011162
板紙外注委託先の工程を一元管理し業務プロセスを改善
するサービス提供

三菱東京ＵＦＪ銀行

1929 2813111494 東京都 株式会社ボーンレックス 9010601045161 事業立ち上げ支援ＡＩサービスの開発 西武信用金庫

1930 2813111496 東京都 ＲｅＶｉｓｉｏｎ株式会社 4010001171991
ＡＩ搭載の解析ソフトと専用ＵＡＶを用いたインフラ点検業務
効率化システム

行政書士法人ＧＯＡＬ

1931 2813111497 東京都 株式会社メディステップ 7011001106274
気軽に利用可能な訪問看護サービスを実現するためのシ
ステムの導入

税理士法人矢﨑会計事務所

1932 2813111499 東京都 株式会社フラッグシップオーケストラ 1020001105373 格安動画制作サービス“ムビラボ”の技術開発計画 南青山税理士法人

1933 2813111500 東京都 株式会社Ｈｕｂ　Ｔｏｋｙｏ 3010001146631
ＩｏＴ及びＡＩスマートオフィスを実現するサービス・パッケージ
の開発

北川知明

1934 2813111501 東京都 Ｖｉｔａｌ　Ｌａｂ株式会社 5010601047913
うつ病にならない、させないためのストレス管理システムの
開発と事業化

東京東信用金庫

1935 2814110001 神奈川県 サンエイジグ有限会社 3010802005721
事業成長に向けた生産能力・生産性の向上と人材育成の
ための新規設備の導入

静岡中央銀行

1936 2814110004 神奈川県 有限会社松本製作所 8020002003396
電力需給均衡に寄与する超高精度部品生産体制構築へ
の挑戦

横浜信用金庫

1937 2814110005 神奈川県 有限会社山内エンジニアリング 8021002025760
ＡＴ車変速機部品用に高張力鋼板厚板をプレス精密成形
する技術開発

公益財団法人相模原市産業
振興財団

1938 2814110011 神奈川県 株式会社ギデオン 2020001019903
Ｃｙｂｅｒ Ｃｌｅａｎｅｒのログ情報を自動で分析・解析・可視化 す
るクラウドサービス提供

三井住友銀行

1939 2814110012 神奈川県 アルファ工業株式会社 8020001022298 コンクリート電柱の重機を用いない補強工法の開発
株式会社マイルストーン・コン
サルティング・グループ

1940 2814110014 神奈川県 株式会社津田製作所 2020001020951
ＩｏＴをフル活用した高効率ファイバーレーザ 自動化システ
ムの構築

横浜信用金庫

1941 2814110015 神奈川県 株式会社阿部機械製作所 2020001067324 高精度加工と品質保証の強化
公益財団法人川崎市産業振
興財団

1942 2814110017 神奈川県 ヨコキ株式会社 9020001010731
非接触光学式デジタイザーの導入による不具合のない検
査治具設計・製作の実現

株式会社エフアンドエム

1943 2814110018 神奈川県 Ｓｕｚｕｋｉ  
試作金型への製造番号識別マーキングによる品質保証体
制の確立

公益財団法人神奈川産業振
興センター

1944 2814110020 神奈川県 茅ケ崎工業株式会社 1021001027483
高比剛性セラミックス部品の量産化に向けた生産体制構
築と生産性向上の実現

株式会社エフアンドエム

1945 2814110026 神奈川県 有限会社早川製作所 3020002089936 付着の少ない打錠機用金型の製作
公益財団法人神奈川産業振
興センター

1946 2814110027 神奈川県 株式会社林技研 2021001028852
ＩｏＴを活用した新素材対応金型製作および プレス製品納
品までの一貫体制の確立

りそな銀行

1947 2814110028 神奈川県 有限会社小椋製作所 5020002094067
射出成形金型用・革新的楕円ピンゲートブッシュの 開発及
び生産プロセスの改善

川崎信用金庫

1948 2814110029 神奈川県
エヌ・デイ・ケー加工センター株式会
社

2021001011453
電子ビーム溶接による、『新たな異種金属の 接合（方法）』
の開発・実用化

商工組合中央金庫

1949 2814110030 神奈川県 日本アクセサリー株式会社 9020001021241 革新的なデザインの純金製細物チェーンの試作開発 横浜信用金庫

1950 2814110032 神奈川県 有限会社高峰精機 2021002034189
複合旋盤とタッチセンサによる鋳物フランジのワンチャック
工法の確立

相愛信用組合

1951 2814110033 神奈川県
有限会社サクラダイヤモンドツール
研究所

4010802018549
超高精度な半導体ウエハー用研削ホイールの生産体制構
築計画

株式会社エフアンドエム

1952 2814110034 神奈川県 光輝化成株式会社 3020001020109
熟練工不足・効率化の課題を 最新型成形機のＩＴ化により
解決、さらなる成長へ

川崎信用金庫
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1953 2814110036 神奈川県 有限会社イージーデータジャパン 4021002048360 板金の曲げ角度計の開発
公益財団法人神奈川産業振
興センター

1954 2814110038 神奈川県 クールフライヤー株式会社 3020001106881
油ハネ、油煙、オイルミストを激減させる卓上型フライヤー
の開発

榊原志づか税理士事務所

1955 2814110042 神奈川県 株式会社三和精工 6021001012431 ＮＣ自動盤における精度加工の開発 八千代銀行

1956 2814110043 神奈川県 有限会社三栄金型製作所 4021002046315
顧客の生産性を高める金型を製造するためのマシニン グ
センターの導入

横浜信用金庫

1957 2814110044 神奈川県 株式会社コーケン 3020001086331 スマート排水処理等によるサービス型めっき工場への変革 横浜信用金庫

1958 2814110045 神奈川県 山岸株式会社 6021001056767
輸出品出荷対応型の高品質な木製４方差しパレットの組立
自動化による効率的生産の実現

静岡銀行

1959 2814110046 神奈川県 株式会社エコプレイティング 9021001027823 パーティクル・ファイバーゼロのめっき加工技術の開発 城南信用金庫

1960 2814110047 神奈川県 株式会社サイトウ製作所 8020001009931
ＡＩ・ＩｏＴネットワーク構築とフライングオプティクスレー ザ導
入による生産革命

横浜信用金庫

1961 2814110048 神奈川県 丸井工業株式会社 9020001018816
航空 ・ 宇宙向け製品の低コスト化を実現する板金曲げ工
程の革新

有限会社アダチマンジメントコ
ンサルティング

1962 2814110049 神奈川県 有限会社志村プラスチック 1020002034200
複数の厚みを同時に成形しているバルブの安定的な供給 
を可能にする為の最新型設備の導入

横浜信用金庫

1963 2814110052 神奈川県 イーラムダネット株式会社 5021001015880 光給電機能付き低消費電力光ファイバ通話装置
公益財団法人相模原市産業
振興財団

1964 2814110053 神奈川県 株式会社三益 6021001021102
革新的な走行切断機で造管工程をＩｏＴ化し生産性向上を
図る

特定非営利活動法人ＮＰＯ 
厚木診断士の会・あつぎ活性
化プロジェクト

1965 2814110054 神奈川県 有限会社辻製作所 4021002028981
特殊製造方法で生産する医療用コードの量産化のための
生産プロセスの改善

八千代銀行

1966 2814110055 神奈川県 永興電機工業株式会社 8010401003956
多品種少量生産に対応する生産体制を確立して 高効率で
付加価値の高いものづくり

商工組合中央金庫

1967 2814110056 神奈川県 株式会社不二ＷＰＣ 3021001019124
食品用粉体搬送のための、テフロン加工代替え技術の開
発と生産設備の増強

公益財団法人相模原市産業
振興財団

1968 2814110057 神奈川県 株式会社サンコウ 7020001002061
ＩＴ先端技術の導入により、切削加工の高度化達成と 飛躍
的な生産性向上の実現

公益財団法人神奈川産業振
興センター

1969 2814110060 神奈川県 株式会社エフ・テクノ製作所 1020001118466 カキ脱殻設備開発のための高圧処理評価試験機の購入
公益財団法人神奈川産業振
興センター

1970 2814110062 神奈川県 株式会社フラットフィールド 3021001024140
電気バスの航続距離延伸とＣＯ２削減を図る車載用発電
機と制御ソフトウェアの開発

厚木商工会議所

1971 2814110064 神奈川県 千曲産業株式会社 9021001013113 ＩｏＴ対応による鉄道業界で要求される高品質の実現 商工組合中央金庫

1972 2814110067 神奈川県 株式会社アスター電機 5020001043669
胸部インピーダンス測定による心房細動の心機能 測定解
析装置の開発

横浜信用金庫

1973 2814110071 神奈川県 株式会社大塚鉄工所 2021001011528
最新鋭ＣＮＣ旋盤導入による社会インフラ分野の試作開発
案件への取組み

八千代銀行

1974 2814110073 神奈川県 株式会社二幸技研 2020002090151 大型厚肉樹脂製品の注型を可能とするシステム開発 商工組合中央金庫

1975 2814110074 神奈川県 山口自動車株式会社 1021001014226
高効率給排気設備による 大型トラック・バス向け機能塗装
の生産性向上

西武信用金庫

1976 2814110076 神奈川県 株式会社医研工業 2021001016097 アイレス針の自動穴加工機の開発による生産能力向上 津久井商工会

1977 2814110079 神奈川県 有限会社白子精機 9020002104730
変電所の省スペース化に伴う開閉装置部品の生産性向上
計画

株式会社エフアンドエム

1978 2814110080 神奈川県 株式会社ガステック 3021001027283
ＩｏＴ型フィールドキャリブレーションキット（現場校正装置）の
開発

横浜銀行

1979 2814110081 神奈川県 横松工業株式会社 7020001005741
次世代新型伸縮装置向けハイウェイジョイントモールド技
術の高度化

八千代銀行

1980 2814110086 神奈川県 有限会社福羅製作所 5021002023775 建機及び船舶部品製造における旋削加工技術の高度化 株式会社エフアンドエム

1981 2814110088 神奈川県 株式会社エム．ディ．コム 8020001008339
直列配置エキシマランプを使用した有効長３Ｍの紫外線照
射装置の開発

川崎信用金庫

1982 2814110089 神奈川県 吉晴商工株式会社 4020001021931
特殊塗装市場開拓と生産性向上のための 新ＮＣＬフレッ
シュシステム導入事業

渡辺正樹税理士事務所

1983 2814110090 神奈川県 有限会社近代アイデア 4020002048230
塗装工程改善によるトラック用大型部品塗装の短納期化
の実現

横浜信用金庫
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1984 2814110092 神奈川県 株式会社鈴木油脂 6021001021143
食品用シーズニングオイル製造の短納期化・高品質化を
実現する生産体制の構築

静岡銀行

1985 2814110095 神奈川県 株式会社ハルツ 1020001029993
燃料電池用セパレータ金型向け超精密研削加工技術の確
立と生産性向上の実現

公益財団法人神奈川産業振
興センター

1986 2814110096 神奈川県 株式会社エリントシステム 2020001081242
映像解析技術を用いた非接触式高精度離床センサーの開
発

公益財団法人川崎市産業振
興財団

1987 2814110099 神奈川県 有限会社アルファー工業 1021002047662
大型デザインモデルの一体加工で付加価値向上と短納期
を実現する工程革新

横浜銀行

1988 2814110101 神奈川県 株式会社テイ．エス．エス 8020001080255
ＩＯＴ社内産業革命で 航空宇宙防衛産業の受注拡大を目
指す

多摩信用金庫

1989 2814110102 神奈川県 二幸製作所  
樹脂製品押出し成形金型の製造における難削材加工効率
の向上

平塚信用金庫

1990 2814110106 神奈川県 有限会社茂田製作所 5021002058177 医療器具の素材開発における試験部材の安定供給拡大 中南信用金庫

1991 2814110107 神奈川県 武蔵精機株式会社 7020001021879
高精度加工機導入による新型キャップ加工装置開発と新
分野への挑戦

横浜銀行

1992 2814110109 神奈川県 プリンタＴＥＣ株式会社 7021001054092 インクジェットＣＴＰ海外展開 かながわ信用金庫

1993 2814110112 神奈川県 株式会社寺田製作所 7021001013222
食品プラスチック容器成形の加工高度化及び飛躍的な生
産効率化の実現

横浜銀行

1994 2814110113 神奈川県 株式会社協友製作所 2021001000571
摩擦攪拌による異種金属接合を利用した蒸着装置用冷却
部材の開発

かながわ信用金庫

1995 2814110117 神奈川県 株式会社創英 2010701005369 製本折り機セット作業の自動化による生産性向上 渡辺税務会計事務所

1996 2814110122 神奈川県 株式会社テクノプラスト 1180001010624 樹脂加工の超短納期対応の実現 商工組合中央金庫

1997 2814110124 神奈川県 株式会社フェリーチェ 6020001095610
嚥下（えんげ）障害を改善し、患者のＱＯＬを向上させる機
能的義歯の製作

神奈川銀行

1998 2814110128 神奈川県 株式会社光陽 9010801003836
新型ラミネーター導入による建築用ガラスフィルム貼り施
工の機械制御化及び生産性の飛躍的向上

りそな銀行

1999 2814110129 神奈川県 株式会社静科 4021001039716
住宅及び多様な環境向けの軽量で低価格な静音材の開
発

公益財団法人神奈川産業振
興センター

2000 2814110130 神奈川県 有限会社トワダ 6020002089735 生産性向上で短納期を実現する機械ネットワークＩＴ計画
公益財団法人神奈川産業振
興センター

2001 2814110134 神奈川県 株式会社バイオメッドコア 2020001054999 改良型高品質リポソームサプリメント大量連続製造
公益財団法人神奈川産業振
興センター

2002 2814110135 神奈川県 富士オフセット株式会社 3021001022796
生産プロセスの革新によるＰＵＲ製本の低価格化かつ高生
産性の実現

横浜銀行

2003 2814110138 神奈川県 株式会社港北精工 3020001008566
ワイヤー放電加工機の新発想で多機能活用、未来への挑
戦！

商工組合中央金庫

2004 2814110139 神奈川県 株式会社三陽製作所 7020001006293
画像認識機能を活用した、多工程に展開可能なＩｏＴ対応型
自動化システムの構築

公益財団法人横浜企業経営
支援財団

2005 2814110141 神奈川県 株式会社ミヤギ 3021001033265
自動車用ダウンサイジングターボの高性能化・低コスト化
を実現する旋盤加工技術・プロセスの確立

公益財団法人神奈川産業振
興センター

2006 2814110147 神奈川県 伸光写真サービス株式会社 8020001008735
業界初！大気圧プラズマによるフッ素樹脂基板の表面処
理技術の確立

横浜信用金庫

2007 2814110151 神奈川県
株式会社末吉ネームプレート製作
所

5010401014790
印刷プロセスの革新による生産性の飛躍的な向上及び競
争力の強化

公益財団法人川崎市産業振
興財団

2008 2814110152 神奈川県 エムテックスマート株式会社 6020001061348
高性能 燃料電池の心臓部・ＭＥＡ全自動製造装置 （白金
触媒量瞬時計測付き）の開発

公益財団法人川崎市産業振
興財団

2009 2814110154 神奈川県 泉橋酒造株式会社 7021001026678
洗米工程における製造環境の高度化・制御による純米吟
醸酒の高品質化

城南信用金庫

2010 2814110157 神奈川県 日の本工業株式会社 4021001013712
「測定の一元化で顧客満足度を画期的に向上させる もの
づくり工法」の開発

公益財団法人相模原市産業
振興財団

2011 2814110159 神奈川県 有限会社星工業 2020002035759
ヘアライン仕上げによるステンレス製 高級オフィス玄関ド
ア建材の試作開発

さわやか信用金庫

2012 2814110162 神奈川県 東京特殊印刷工業株式会社 3010901008022
航空機用配管識別テープ製造方法の革新による新たな客
先開拓

公益財団法人相模原市産業
振興財団

2013 2814110163 神奈川県 有限会社武蔵工業 5020002036151
ＩｏＴネットワークによる監視・分析とファイバ―レーザ 溶接
ロボット導入による生産革新

川崎信用金庫

2014 2814110164 神奈川県 株式会社萩原製作所 6021001013628
ＩｏＴ・ＡＩ導入による生産体制刷新と曲げ加工技術の高度化
による事業拡大

商工組合中央金庫
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2015 2814110166 神奈川県 株式会社新海製作所 5012301009961 超精密モリブデン小径部品の試作開発による競争力強化 川崎信用金庫

2016 2814110168 神奈川県
株式会社リキッド・デザイン・システ
ムズ

8020001081674 いびき軽減Ｓｍａｒｔ枕の試作開発 川崎信用金庫

2017 2814110169 神奈川県 株式会社コイズミツール 5020001039287
最新レーザー加工機導入によるＰＣＤ※切削工具の品質
向上および競争力強化（※後述）

商工組合中央金庫

2018 2814110170 神奈川県 株式会社カトウ 8020001069083
社内設備のＩｏＴ化及びロボット化による生産ラインの自動
化

横浜信用金庫

2019 2814110171 神奈川県 株式会社新倉技研 4021001044014
建築用木材に液体ガラス施工することで耐候性を高め、長
期に わたり木材本来の美しさを保存する技術の確立と展
開

株式会社マイルストーン・コン
サルティング・グループ

2020 2814110172 神奈川県 株式会社新鋭産業 8020001029979 ヒートパイプ式ヒートシンク事業
公益財団法人横浜企業経営
支援財団

2021 2814110174 神奈川県 ミツワ工業株式会社 9021001026577
最新式複合研削盤導入による高品質製品の開発と技術力
の向上

座間市商工会

2022 2814110175 神奈川県 有限会社光製作所 7020002012662
切断面仕上げによる３次元形状製品への新工法に取り組
む事業

綾瀬市商工会

2023 2814110176 神奈川県 株式会社クロコアートファクトリー 2021001016130
緊急時もストレスフリー・ 審美性快適性に優れたどこでもト
イレ＆入浴設備の開発

株式会社さがみはら産業創
造センター

2024 2814110180 神奈川県 日本エイブル株式会社 2010901008907 金型メンテナンス事業への新たな挑戦と売上拡大計画 静岡銀行

2025 2814110186 神奈川県 株式会社マルイチ 6021001045737
環境に配慮した安心、安全な冷凍冷蔵車の車内間仕切り
の開発

平塚信用金庫

2026 2814110187 神奈川県 フレアーナガオ株式会社 4021001021797
熱交換器製造工程の自動化・可視化による最先端高効率
工場の実現

商工組合中央金庫

2027 2814110188 神奈川県 昌栄印刷株式会社 4120001017705
ＩＣＴでかつてない高度なセキュリティを備える有価証券の
開発

大阪信用金庫

2028 2814110190 神奈川県 進和製鑵株式会社 1021001019943 気密不良ゼロ＋生産性向上を目指す製缶プロセスの構築 八千代銀行

2029 2814110195 神奈川県 有限会社藤守精機 1021002023853
安全・防犯用センサー部品製造の生産合理化システムを
構築する

多摩信用金庫

2030 2814110196 神奈川県 石山ネジ株式会社 9013201000560
真空搬送ロボットにおける加工技術開発と生産体制の確
立

西武信用金庫

2031 2814110197 神奈川県 有限会社ケイファクトリー 1021002026204
新規設備導入による試作メーカーから小ロット量産メー
カーへの転身計画

平塚信用金庫

2032 2814110200 神奈川県 株式会社ミツル 2020001009375
交通事故減少につながる自動車用スマートルームミラーの
品質安定化及び生産性向上の実現

静岡銀行

2033 2814110201 神奈川県 日興産業株式会社 2010001110992
最新評価装置導入による新型難削材加工油と最適加工油
の提供

商工組合中央金庫

2034 2814110203 神奈川県 ユージーハイテックス株式会社 7020001024725
半導体技術の進歩に伴う高精密大型ＩＣソケットの量産化
計画

株式会社エフアンドエム

2035 2814110206 神奈川県 株式会社林歯車工場 8020001021390
ＡＴＣ装置等のスプライン製造における全長削り出し工程の
自動化による生産性向上計画

株式会社エフアンドエム

2036 2814110216 神奈川県 有限会社湘南オートカット工業 4021002002185
長尺ワーク位置決めピッチ精度の向上に資する難削材加
工技術の開発

横浜信用金庫

2037 2814110218 神奈川県 フェイス株式会社 3021001013762
高精度・多機能印刷機導入によるＳＭＴ部品の高精度実装
と品質向上による競争力強化

公益財団法人相模原市産業
振興財団

2038 2814110219 神奈川県 株式会社大野製作所 6020001019718 スロットルボディー製造における一体加工技術の高度化 川崎信用金庫

2039 2814110221 神奈川県 株式会社トーキンオール 9020001073976 最新ＮＣ旋盤導入によるＩｏＴ化と生産性向上
公益財団法人川崎市産業振
興財団

2040 2814110223 神奈川県 株式会社東部産業 6021001020186
湘南地区製缶工場向け中小ロット用フレキシブル生産の実
現

横浜銀行

2041 2814110224 神奈川県 株式会社アルファー工業 9021001031759
日本のサッシ制作技術を支える新型サッシ金具の量産体
制構築計画

横浜信用金庫

2042 2814110226 神奈川県 有限会社志和機械工業 3021002058328
耐震補強デバイス用クレビスピン製造における 高効率化
の実現

公益財団法人神奈川産業振
興センター

2043 2814110227 神奈川県 共栄産業株式会社 5020001069160
部品加工全般での大幅コストダウンを目的とした 精密板金
化提案事業

税理士法人誠和コンサルティ
ング

2044 2814110228 神奈川県 大和テクニカル株式会社 4021001028958
自動車製造ライン設備生産におけるＱＣＤの全体最適化・
レベル向上

大和商工会議所

2045 2814110229 神奈川県 芦穂崎工業株式会社 3021001011139
大型の産業機械製造における当社の競争力強化に向けた
一貫生産体制構築

株式会社エフアンドエム
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2046 2814110230 神奈川県 松尾工業株式会社 6021001002102 チタン電極の合理化生産 横浜信用金庫

2047 2814110236 神奈川県 株式会社サンエス 1020001046931
切削・ＮＣ加工一体型機の導入による工程の自動化と女性
雇用促進事業

川崎信用金庫

2048 2814110238 神奈川県 株式会社伊那精工 9020001070544
生産能力の革新的向上による国際競争力強化と 新規分
野（３Ｄ加工）への挑戦

川崎信用金庫

2049 2814110239 神奈川県 株式会社シナデック 9021001029910
立形マシニングセンタ導入による品質検査装置の生産プロ
セス改善

はちおうじ総務相談所

2050 2814110247 神奈川県 丸栄工業株式会社 3010801011241
当社の強みをさらに強化する超大型部品加工技術の研究
開発

相模原商工会議所

2051 2814110250 神奈川県 株式会社昭和 6010801005645
最新鋭自動画像検査機導入による部品生産の高速化及
び高品質化の実現

さわやか信用金庫

2052 2814110253 神奈川県 株式会社神静民報社 4021001032695
地域活性化と超高齢化に向けた効果的な紙面を神奈川県
西地域の新聞として提供する。

さがみ信用金庫

2053 2814110258 神奈川県 モテキ工業株式会社 2021001029462
最新鋭レーザー加工機導入による製パン機械の板金部品
の試作開発

横浜銀行

2054 2814110259 神奈川県 株式会社海津工業所 7021001022446
超高張力鋼板を用いた自動車試作部品のプレス加工生産
プロセス改善による競争力の強化

横浜銀行

2055 2814110260 神奈川県 株式会社トモエレクトロ 1021001015595
ジャンパー対応回路再生による 精密基板の新量産化プロ
セスの確立

西武信用金庫

2056 2814110261 神奈川県 有限会社相模螺子横山工場 8021002020357
自社製品の海外輸出拡大と海外市場における競争力の飛
躍的な向上

西武信用金庫

2057 2814110262 神奈川県 有限会社秦永ダンボール 9021002038068
病原菌微生物調整ダンボールバイオフィルターによる植物
工場の最適化

平塚信用金庫

2058 2814110263 神奈川県 株式会社ハギワラ 5020001092328
ＣＮＣ自動旋盤導入による大物長尺加工技術開発および
労働生産性向上

湘南信用金庫

2059 2814110265 神奈川県 株式会社浩伸技研 3020001076150 表面加工の高度化による精密部品の高付加価値化 静岡中央銀行

2060 2814110266 神奈川県 株式会社検査技術研究所 2020001075302
傾斜機能材と先端的評価手法で管理された高機能超音波
探触子の開発

一般社団法人首都圏産業活
性化協会

2061 2814110267 神奈川県 株式会社山星製作所 2020001008641
変種変量・高精度曲げ要求に対応するフレキシブルベン
ディングシステムの構築

静岡中央銀行

2062 2814110272 神奈川県 株式会社城ヶ島水産 2021001043587
海外展開に向けた城ケ島発水産加工物の製造体制の確
立

商工組合中央金庫

2063 2814110278 神奈川県 日本計測機株式会社 4020001044453 効率９０％バッテリー充電器の自動検査システム導入
村上純二公認会計士・税理士
事務所

2064 2814110279 神奈川県 有限会社樹脂リードモデル 9021002047226 画期的『医薬品運搬ケース』の量産化による 静岡中央銀行

2065 2814110281 神奈川県 株式会社ディムコ 2020001023772
高機能フィルム成形・ラミネート用小型ダブルベルト連続プ
レス

公益財団法人神奈川産業振
興センター

2066 2814110283 神奈川県 株式会社ＴＭＫ 7020002072888
３ｍ超大型部品加工技術開発と生産プロセス革新による
新型鉄道車両の受注拡大

横浜銀行

2067 2814110286 神奈川県 株式会社ショウエイ 5020001069433 無線式水位制御装置及び温度制御装置の開発
公益財団法人川崎市産業振
興財団

2068 2814110287 神奈川県 吾妻化成株式会社 8010001009081
新素材ナノセルロースを活用した革新的な高性能 スピー
カー振動板の開発

東和銀行

2069 2814110289 神奈川県 三和クリエーション株式会社 4020001066225
次世代型洗浄システムの構築と超精密微細加工技術の融
合による医療器分野進出

公益財団法人川崎市産業振
興財団

2070 2814110293 神奈川県 株式会社クライムエヌシーデー 5021001011905
自動車プレス部品の材料置換による金型構造の変革への
対応策

公益財団法人相模原市産業
振興財団

2071 2814110294 神奈川県 株式会社子の日 7021001035324 特注研削機購入による作業の効率化及び標準化 足柄上商工会

2072 2814110297 神奈川県 株式会社猿渡電機製作所 8020001023180 最新測定器の導入によるニッチ市場での競争力強化
公益財団法人神奈川産業振
興センター

2073 2814110301 神奈川県 有限会社大利根精機 9010802002837
発展途上国向けインフラ設備用部品供給増加対応及び試
作自動車業界へ製品の販売拡大

公益財団法人神奈川産業振
興センター

2074 2814110302 神奈川県 株式会社ムサシノ精機 9021001021306
金型の高精度化による、切削加工からプレス加工への転
用技術の開発

商工組合中央金庫

2075 2814110309 神奈川県 三協パイオテク株式会社 7011001068952
新型衝撃式粉粒体流量計の開発および自動流量値校正
機構の開発

横浜信用金庫

2076 2814110316 神奈川県 株式会社梶田製作所 6021001000436
マシニングセンタのＩｏＴ化とデータの独自活用による究極
の高精度加工の実現

横浜信用金庫
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2077 2814110317 神奈川県 株式会社マエダ 1021001025917 難削材加工技術の確立とＩｏＴを活用した生産の最適化 大和商工会議所

2078 2814110318 神奈川県 株式会社ミズキ 8021001027626 ２４時間稼働可能な自動ネジ洗浄装置の開発・導入
一般社団法人首都圏産業活
性化協会

2079 2814110319 神奈川県 株式会社ＡＣＲ 9021001028532
通電式ワイヤメッシュハニカムを用いた昇温システムの開
発

朝日税理士法人

2080 2814110323 神奈川県 株式会社武居商店 2020001030331 液体調味料市場における少量多品種製造体制の確立 横浜信用金庫

2081 2814110324 神奈川県 株式会社市川工業 1020001008262 ＡＣサーボ曲げシステム構築による 曲げ加工技術の改善 川崎信用金庫

2082 2814110328 神奈川県 株式会社三不二超硬 5021001025970
ＥＶ／ＨＶ等自動車用ワイヤーハーネス向け超精密順送金
型の試作開発

横浜銀行

2083 2814110335 神奈川県 有限会社ファクトリーゼロ 1021002045542
新型ジェットランチャーの製造工程確立による 海外展開の
実現

静岡中央銀行

2084 2814110336 神奈川県 有限会社湘南義肢研究所 9021002064865
３Ｄスキャナを利用し義肢装具の生産プロセス改善による
短納期化

かながわ信用金庫

2085 2814110342 神奈川県 株式会社双葉工業 5021001013835
他社が模倣できない技術と品質を確立して、競争力を飛躍
的に強化する

横浜銀行

2086 2814110344 神奈川県 尾崎ギヤー工業株式会社 6021001016044 歯車加工技術の高度化及び生産管理体制再構築 商工組合中央金庫

2087 2814110350 神奈川県 相模ピーシーアイ株式会社 1021001012221
ＩｏＴとＡＩを活用したプリント基板の 超高精度穴あけ加工技
術の確立

公益財団法人相模原市産業
振興財団

2088 2814110353 神奈川県 重本電気工芸株式会社 7021001035010
抜群の省エネ効果をもつ高強度低熱伝導率断熱材の製造
工程革新

株式会社浜銀総合研究所

2089 2814110354 神奈川県 株式会社オキサイド 9090001011376 高輝度レーザー励起蛍光デバイスの試作開発
公益財団法人川崎市産業振
興財団

2090 2814110356 神奈川県 有限会社ルーブデンタルラボ 3020002085530
これまでにない精度と強度を高めた患者の歯を守る部分
冠の開発事業

松永智子税理士事務所

2091 2814110357 神奈川県 オイデＤＥＮＴＡＬＣＥＲＡＭＩＣ  
幼児向け乳歯欠損症例に対する新しいバンドループの開
発事業

横浜銀行

2092 2814110359 神奈川県 株式会社エスエムケイ 9021001016108
ｌｏＴ対応を実現する新型ナット溶接不良検出システムの試
作開発

八千代銀行

2093 2814110363 神奈川県 有限会社細川樹脂 6020002084868
プラスチック精密切削加工による医療用部品：人工骨生産
技術の高度化

川崎信用金庫

2094 2814110364 神奈川県 株式会社トーカイ 4021001001485 新印刷方式の冊子化を可能にし用途開拓を図る事業 商工組合中央金庫

2095 2814110365 神奈川県 武藤工業株式会社 2021001028464
金型の熱処理の前に残留応力を加えることによる熱処理
品反りの制御

大和商工会議所

2096 2814110366 神奈川県 秋元精機工業株式会社 2020001030091 軽量化が進む次世代自動車への進化 城南信用金庫

2097 2814110367 神奈川県 メディサイエンス・エスポア株式会社 3020001076530 超高濃度酸素リキッド製造システムの開発 飯島経営コンサルティング

2098 2814110372 神奈川県 株式会社湘南貿易 4020001045336
国内メーカーのニーズに対応した高機能フィルム製造装置
の試作開発

朝日ビジネスサービス株式会
社

2099 2814110374 神奈川県 株式会社マルチコート 9020001064736 生産プロセス高度化による光学用高機能コーティング
公益財団法人川崎市産業振
興財団

2100 2814110376 神奈川県 アップコン株式会社 4020001076372 コンクリートの耐力を上げるウレタン材料の開発
公益財団法人川崎市産業振
興財団

2101 2814110380 神奈川県 株式会社スマートパワーシステム 6021001045571 革新的技術による高付加価値型電源の開発体制構築
公益財団法人相模原市産業
振興財団

2102 2814110382 神奈川県 有限会社イ－ビ－ア－ル 5020002078920 大型高周波加熱装置導入による生産プロセスの改善 川崎信用金庫

2103 2814110383 神奈川県 有限会社アオイ産業 9021002039248
高齢化社会ニーズに対応する「医薬品分包機」 部品の高
精度要求を満たす溶接技術の確立

静岡中央銀行

2104 2814110384 神奈川県 株式会社向洋技研 8021001012009 ＡＩを搭載した高速溶接条件作成支援システムの構築
公益財団法人相模原市産業
振興財団

2105 2814110386 神奈川県 株式会社サンエイ電機 8021001017932
制御盤等の中板に特化した自動穴あけ加工システムの開
発

公益財団法人相模原市産業
振興財団

2106 2814110387 神奈川県 株式会社美幸工業 7020001056743
ＩｏＴ×ＡＩ化による精密板金加工の 変種変量生産の即応化
と新価値創造

横浜信用金庫

2107 2814110388 神奈川県 株式会社成光工業 3020001073429
フィルタ交換完全不要のサイクロン式集塵装置の試作開
発

株式会社浜銀総合研究所
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2108 2814110396 神奈川県 八木木工株式会社 7021001017644 生産性の向上及び技術承継のためのＮＣ加工機の導入
公益財団法人相模原市産業
振興財団

2109 2814110399 神奈川県 株式会社佐藤製作所 5020001059624
業務効率化・生産性向上・技能承継を目的としたＮＣ旋盤
の導入

横浜信用金庫

2110 2814110401 神奈川県 株式会社長津製作所 7010701007237 鏡筒用金型の加工技術高度化、測定効率向上
公益財団法人川崎市産業振
興財団

2111 2814110404 神奈川県 株式会社ＬＩＮＫ－ＵＳ 3020001107277 超音波複合振動溶接技術の開発・改善 三宅綜合会計事務所

2112 2814110407 神奈川県 株式会社コイワイ 6021001022513
３Ｄプリンタ金属粉末積層造形品ものづくり、品質保証体系
の構築

静岡銀行

2113 2814110408 神奈川県 株式会社松本製作所 8020001070215
独占権を活かした自社製品開発による経営力と競争力の
強化

公益財団法人川崎市産業振
興財団

2114 2814110411 神奈川県 吉川醸造株式会社 3021001021030
モロミの温度管理及び分析の自動化による、機械化できな
い日本酒づくりの「麹蓋法」の高度化

若杉公認会計士事務所

2115 2814110413 神奈川県 株式会社共栄精機 4021001029799 難削材加工開発とＩＯＴ化の実現 横浜信用金庫

2116 2814110419 神奈川県 三田工機株式会社 1020001067110
精密検査機器の導入に依る徹底した品質保証 から新規
顧客獲得へ

公益財団法人川崎市産業振
興財団

2117 2814110420 神奈川県 株式会社ファルネックス 1010801024724 局所を投与経路とした液晶ナノ微粒子化製剤の開発 八千代銀行

2118 2814110421 神奈川県 藤沢機器株式会社 2021001001990
精密機器用部品加工のＩｏＴとロボット導入による生産性向
上事業

みずほ銀行

2119 2814110428 神奈川県 有限会社ほさか工業 2021002004522
難削材アルミナセラミックスにおける深溝加工及び薄肉化
に対応する加工技術の開発

城南信用金庫

2120 2814110434 神奈川県 株式会社オンダ精機 7020001052949
真空炉を導入し機械加工と一貫した技術開発による低歪
熱処理技術の確立

横浜信用金庫

2121 2814110435 神奈川県 株式会社ヤマリア 5021001043881
魚釣り用ルアー制作における一貫生産体制の構築と生産
性の向上による国内生産への回帰

りそな銀行

2122 2814110437 神奈川県 有限会社ふじの 7021002029936
病院患者・要介護専用（低咀嚼・低嚥下・低菌機能）の藤 
野柚子使用加工品の生産技術開発事業

藤野商工会

2123 2814110438 神奈川県 有限会社光伸製作所 6020002088968
独自の製造工程一貫温度制御システム構築による超高精
度金型製造の生産性向上

横浜信用金庫

2124 2814110445 神奈川県 株式会社モリセ精工 2020001051831
次世代ＣＴスキャナーのＸ線検出器用セラミックス加工技術
の完成

横浜信用金庫

2125 2814110447 神奈川県 東雄技研株式会社 4021001033883
ＦＲＰハンドレイアップ成形と日本の伝統文化の融合による
新素材の商品化

横浜銀行

2126 2814110448 神奈川県 株式会社シェリーズ 7021001023634
外国産一次原料を使用したテーブルオリーブの国内製造
プロセスの開発

商工組合中央金庫

2127 2814110450 神奈川県 株式会社山内技研工業 2020001021958
温度管理とＩｏＴを活用した加工精度向上による量産加工技
術開発

三菱東京ＵＦＪ銀行

2128 2814110452 神奈川県 日本パッケージ・システム株式会社 1021001013491
画像処理システム導入による品質安定化の実現と加工精
度の向上

公益財団法人相模原市産業
振興財団

2129 2814110456 神奈川県 株式会社エナ・ストーン 5020001118660 次世代型ＨＥＭＳゲートウェイのコスト削減
公益財団法人横浜企業経営
支援財団

2130 2814110461 神奈川県 日本理化学工業株式会社 2010801009113
ダストレスチョーク生産性向上のための機械装置導入と改
良

平沢智税理士事務所

2131 2814110464 神奈川県 シリコンライブラリ株式会社 6020001077047 超高速ミリ波無線通信用小型アンテナモジュール開発 古川会計事務所

2132 2814110465 神奈川県 ジェネクスト株式会社 8010001126439 ドライブレコーダー映像による交通安全定義の革新
日本橋公認会計士・税理士事
務所

2133 2814110466 神奈川県 株式会社ＫＹＯＥＩ 4021001027324
自動車用検査冶具製作におけるＩｏＴを用いた生産プロセス
の改善

牛腸真司税理士事務所

2134 2814110467 神奈川県 有限会社エム・エス・クリエイト 5020002091741
新素材と新結合技術による「治療可能」なハイブリットデン
チャー開発

川崎信用金庫

2135 2814110470 神奈川県 株式会社ファインテック 7020001036514
ＩｏＴとＡＩを活用した植物由来プラスチック成型品生産システ
ムの構築

協同組合さいたま総合研究所

2136 2814112002 神奈川県 株式会社栄文舎印刷所 5021001016078
最新設備導入によるくるみ製本冊子の小ロット短納期対応
事業

相愛信用組合

2137 2814112006 神奈川県 有限会社アークマリンサービス 5020002073310
新システムの導入による受注率の向上と管理業務の効率
化の実現

商工組合中央金庫

2138 2814112007 神奈川県 株式会社コジマ 7021001035134
レーザー加工機を用いた自社一貫生産の構築による、新
市場の創造と経営革新

さがみ信用金庫
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2139 2814112011 神奈川県 株式会社バイオクロマト 8021001001787
「デザイン」と「サイエンス」で価値創出 ～人の感性に訴え
かける受託分析事業～

商工組合中央金庫

2140 2814112012 神奈川県
コーポレート・デザイニング・パート
ナーズ株式会社

8020001061338
中小企業を救う！コーポレートコミュニケーション業務一括
遠隔サポートシステムの開発

横浜信用金庫

2141 2814112016 神奈川県 株式会社しあわせな家 3020001057803
中古住宅売買とリフォーム工事を組み合わせた新たな
サービス展開

川崎信用金庫

2142 2814112019 神奈川県 株式会社マークシティー 9021001033458
顧客がマーク付スポーツ用品が注文できる ビジネスモデ
ルの構築

さがみ信用金庫

2143 2814112024 神奈川県 株式会社ソーゴー 5021001035136
バリアブル・オンデマンド印刷による小ロット・短納期の紙
加工商材の開発

さがみ信用金庫

2144 2814112025 神奈川県 熊沢酒造株式会社 8021001006753 長期保存を可能にした『生原酒』製造工程の確立 静岡中央銀行

2145 2814112028 神奈川県 株式会社紅輪 5020001076108
業界初！着物のインターネット（ＩｏＴ）とオムニチャネル化に
よる付加価値及び効率の向上

飯島眞一

2146 2814112029 神奈川県 有限会社ブレーメン 4020002008738 川上からの具材調達でつくる、ご当地パンで、商圏の拡大 横浜信用金庫

2147 2814112030 神奈川県 高久製パン株式会社 7021001036900
最新包装機導入により、カレーパン包装時の品質低下を防
止する事業

平塚信用金庫

2148 2814112033 神奈川県 クールチエール株式会社 8430001043055
ＩｏＴのＡＲ技術を活用したＨＰの検索・誘導・集客ソフトの開
発

横浜商工会議所

2149 2814112036 神奈川県 湘南矯正歯科クリニック  
歯並びと顎関節の同時改善を目的とした新型マウスピース
矯正・顎関節へのマウスピース矯正適用基準の新規開発

横浜銀行

2150 2814112037 神奈川県 株式会社高部製作所 2021001001355
ＨＡＣＣＰ義務化を見据えた食品・飲料工場向けワンストッ
プサービスの展開

かながわ信用金庫

2151 2814112038 神奈川県 株式会社エム・ティー工機 6021001018098
ＮＣ工作機械等の導入による、プラスチック製品内製化と
短納期出荷体制の確立による顧客満足度の向上

みずほ銀行

2152 2814112040 神奈川県 パールデンタルラボラトリー  
患者さんが白い歯見せて笑顔になれる高精度な歯冠修復
物の提供

湘南信用金庫

2153 2814112045 神奈川県 株式会社アポロジャパン 4020001084400
語学教材のＣＤを不要にするスマートフォンアプリケーショ
ンの開発

公益財団法人横浜企業経営
支援財団

2154 2814112046 神奈川県 株式会社オーク 8020001043542
駐車場利用者の駐車位置を自動特定するシステムの開発
と実証

公益財団法人横浜企業経営
支援財団

2155 2814112047 神奈川県 有限会社国際宇宙サービス 4021002017167 民間の宇宙飛行及び宇宙関連サービス事業の新展開 株式会社翼コンサルティング

2156 2814112049 神奈川県 株式会社アイン 6020001038809
特注の看板取付アンカーボルト強度測定器の導入による
点 検データの信頼性と作業効率の向上

一般社団法人日本経営士会

2157 2814112051 神奈川県 株式会社シラド化学 3020001006306 短納期型 品質検査サービスの提供計画 商工組合中央金庫

2158 2814112053 神奈川県 協立電機工業株式会社 6021001006739
モータ修理時の動バランス測定内製化による品質向上と
超短納期化を実現するサービス

公益財団法人神奈川産業振
興センター

2159 2814112055 神奈川県 株式会社第一コンピュータサービス 4010401017530 ウェアラブル機器を用いた見守り支援システムの改良 商工組合中央金庫

2160 2814112058 神奈川県 藤が丘デンタルクリニック  
高齢者型需要に向けたマイクロスコープ導入と高精度根管
治療の提供

群馬銀行

2161 2814112062 神奈川県 三和技研株式会社 3021001025287
塩ビ製ホースの中折れ改善による生産性効率の向上を目
的とした新しい補助器具の製作

平塚信用金庫

2162 2814112065 神奈川県 うおん株式会社 3010401095619 多品種少量の鮮魚輸出におけるコールドチェーンの構築 川崎信用金庫

2163 2814112069 神奈川県 株式会社野口製作所 7021001027560
板金作業の工数をクラウド管理し見積り原価と実績を 把握
できる双方向ネットワークサービスの構築

横浜信用金庫

2164 2814112072 神奈川県 株式会社プロトンコーポレーション 5021001017836 海外の水事情に適した新しい電解水生成器の開発
公益財団法人相模原市産業
振興財団

2165 2814112080 神奈川県 株式会社三崎恵水産 6021001043542
冷凍鮪の海外輸出推進を目的とした受発注システム の構
築

横浜銀行

2166 2814112087 神奈川県 株式会社ブレスビット 1020001037261
在宅療養支援病院と地域医療・介護施設を結んだ 地域医
療包括連携の実現

公益財団法人横浜企業経営
支援財団

2167 2814112088 神奈川県 株式会社ＳｈａｒｅＡｒｔ 2020001113020 ＡＲアプリケーション（拡張現実）を利用した絵画販売
公益財団法人横浜企業経営
支援財団

2168 2814112092 神奈川県 株式会社緑建設 6021001016374 自社製造（内製）の家具を造り付けた注文住宅の販売 城山商工会

2169 2814112098 神奈川県
スタイル・ジャパン・アソシエイツ合
同会社

5020003011847
都会の消費者と生産者をつなぐアーバンワイナリー開設事
業

公益財団法人神奈川産業振
興センター
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2170 2814112104 神奈川県 株式会社鈴木農園 9021001033870
次世代農業スタイルであるＩｏＴ技術を活用したマキシマイ
ザーの 導入による高糖度トマトの試作開発

株式会社浜銀総合研究所

2171 2814112106 神奈川県 有限会社シンエイ 5020002074119
フレーム修正機を使った正確・迅速な作業による新サービ
スの提供

かながわ信用金庫

2172 2814112108 神奈川県 ＬＹＥＥ株式会社 2021001054527
コーディング不要でかつウィルス無力化機能を内包するプ
ログラム自動生成ツールの試作開発

神奈川銀行

2173 2814112112 神奈川県 株式会社六郷クラフト 2010801023320
リフォーム需要取り込み拡大を目指した 木工製品製作プ
ロセスの改善

川崎信用金庫

2174 2814112119 神奈川県 合同会社げんき農場 5021003006102
再生エネルギーを活用した「キクラゲ高度化生産支援シス
テム」構築による高収益の実現

湘南信用金庫

2175 2814112124 神奈川県 株式会社コスモプリント 4021001016855 ＩＴシステム導入による印刷業界のコンビニ能力向上事業 商工組合中央金庫

2176 2814112125 神奈川県
株式会社ＮＩＳメディカルコーポレー
ション

3021001035699
エキゾチックアニマル臨床における人と同レベルの医療の
実現

公認会計士古川事務所

2177 2814112129 神奈川県 株式会社音力発電 3021001004951
「発電床®」とスマートフォンを用いた情報提供システム ～
スポーツ大会等での観客向け双方向情報システムの機能
向上～

公益財団法人湘南産業振興
財団

2178 2814112130 神奈川県 ガラパゴスタディー有限会社 4011002036440
受講者の相互支援が特徴の、新形式の通信教育講座の
開発と実施

城南信用金庫

2179 2814112132 神奈川県
有限会社あいシステムアンドソ
リューションズ

5021002028155
気泡緩衝材の包装自動化により出荷代行業の生産性を向
上

商工組合中央金庫

2180 2814112133 神奈川県 有限会社サンクラウド 7021002026487
廃棄物運搬業者による大型車タイヤの移動販売・交換
サービス事業への参入

西武信用金庫

2181 2814112134 神奈川県 株式会社秋森鉄筋 5021001011104 小ロットオーダーメイド鉄筋加工受注事業の展開 静岡銀行

2182 2814112135 神奈川県 都市環境サービス株式会社 1021001013351
２段階分別システムによる大量高品質再生原料生産体制
構築と展開

株式会社ディセンター

2183 2814112139 神奈川県 株式会社足柄製作所 5021001033783
世界初！ アナログフイルムに対する劣化予防センター開
局と ドック検診・定期検診・処方調剤サービスの提供

静岡銀行

2184 2814112140 神奈川県 株式会社オサダコーポレーション 7021001011589
異物検査サービスによる潜在顧客開拓と既存顧客の満足
度向上

公益財団法人相模原市産業
振興財団

2185 2814112141 神奈川県 株式会社エムズリビング 8020001018908
商店街の空き店舗を減らす！店舗後継者マッチングシステ
ムの開発

川崎信用金庫

2186 2814112145 神奈川県 株式会社環境地質 2020001072423
地盤の見える化調査－対策工を併用した安全な土地の提
供サービス

川崎信用金庫

2187 2814112150 神奈川県 ＩｄｅａＳｔｙｌｅ株式会社 1020001098007
ＩｏＴ技術を使ったタクシー呼出システム・端末による高齢
者・交通弱者サポートサービス事業

公益財団法人神奈川産業振
興センター

2188 2814112153 神奈川県 有限会社佐藤測量設計 1021002029834
他に追随を許さない低価格・短納期・高精度の測量サービ
スの開発 事業

藤野商工会

2189 2814112157 神奈川県 アルファドック株式会社 9021001057143
『仮想空間からの経営支援システム事業』創出の為の試作
開発

大磯町商工会

2190 2814112158 神奈川県 株式会社冲セキ 2020001073669 お墓マイル （ワンストップでお墓すべてのデータ管理を） 商工組合中央金庫

2191 2815110001 新潟県 株式会社ニシデン 2110001017518 カメラセンサー向け超極小部品実装基板の試作開発 第四銀行

2192 2815110005 新潟県 平畳店  
最新畳縫着機導入による生産性の向上と新製品開発で受
注拡大

山北商工会

2193 2815110008 新潟県 有限会社樋口鉄工所 3110002033224
ステンレス切断機の設備導入とステンレス溶接技術の高度
化

第四銀行

2194 2815110013 新潟県 株式会社ホンマ製作所 9110001007586
組立・溶接ロボットによる生産技術の向上とＩｏＴを活用した
生産管理の高度化

第四銀行

2195 2815110014 新潟県 株式会社シーモス 8110001015887 生産プロセスのＩＯＴ化による画期的な生産体制の確立 第四銀行

2196 2815110016 新潟県 有限会社木原製作所 8110002017908
パレットチェンジャー式機械導入による高効率品質技術の
確立

三条信用金庫

2197 2815110017 新潟県 有限会社源屋 8110002030274
胡麻とうふ製造ラインにおける包装技術向上にむけた設備
導入計画

北越銀行

2198 2815110020 新潟県 有限会社小林製作所 7110002011110
高生産性５軸加工機とＩｏＴの融合による航空機部品の第
四次産業革命への挑戦

第四銀行

2199 2815110025 新潟県 株式会社山縣製作所 8110001016150
プレス成形シミュレーションソフト導入による金型の高精度
成形解析と短納期化の実現

第四銀行

2200 2815110026 新潟県 アルマイト理研株式会社 8110001012447 ビールサーバー用ディスペンスヘッドの生産技術の確立
株式会社オオサワ・ビジネス
コンサルティング
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2201 2815110027 新潟県 小林金型彫刻  
半導体検査装置部品向けリレースイッチ部品の放電加工
技術開発及び生産の効率化

協栄信用組合

2202 2815110031 新潟県 わたべシート株式会社 4110001013003
最新式ウェルダーの導入による生産性向上と高付加価値
製品の提案

新発田信用金庫

2203 2815110032 新潟県 株式会社アセック 1013101000841
最新の主軸台移動型ＣＮＣ自動旋盤導入による航空機エ
ンジン部品製作の国際競争力強化

第四銀行

2204 2815110040 新潟県 平仁工業株式会社 8110001024442
最新洗浄機導入による環境負荷低減洗浄の確立と効率的
生産ラインの構築

第四銀行

2205 2815110041 新潟県 株式会社ツボエ 8110001016092
「研磨バリ取り機」導入による「おろし金」の品質向上と日本
食文化の下支え

つばさ税理士法人

2206 2815110044 新潟県 一菱金属株式会社 6110001015550
オイルポット生産の省工程化と小型商品投入によるシェア
拡大計画

第四銀行

2207 2815110046 新潟県 木村綿業株式会社 1110001001662 新潟のお米（篩下米）を使った純日本製ご当地寝具の開発 第四銀行

2208 2815110048 新潟県 株式会社吉崎製作所 3110001005744
三次元形状測定器導入による焼結金属製自動車歯車部
品製造技術の革新

株式会社マイルストーン・コン
サルティング・グループ

2209 2815110053 新潟県 テラノ精工株式会社 5110001022911
最先端複合加工機導入による丸型部品加工の工程削減と
高精度化の実現

長岡信用金庫

2210 2815110056 新潟県 株式会社滝口製作所 2110001014390
「高効率誘導加熱装置」導入による、トルネード膨張アン
カーの鍛造加工の変革

つばさ税理士法人

2211 2815110063 新潟県 株式会社新潟涌井 3110001004176
第２世代Ｘ線異物検査装置と半自動薄膜・皮スキンナー導
入による高品質製品の高生産体制の実現

第四銀行

2212 2815110065 新潟県 桜本工業株式会社 5110001015849
生産プロセス管理のＩＴ化による多品種少量プレス製品の
生産性向上

第四銀行

2213 2815110069 新潟県 株式会社北雪酒造 8110001027684
最新鋭のステンレス製洗ビン機の導入により鉄のリスク排
除から高品質な清酒製造を実現する

赤泊商工会

2214 2815110073 新潟県 シゲル工業株式会社 8110001020739
加温機能付クランプ装置の導入による裏貼工程の改善と
生産性向上

第四銀行

2215 2815110074 新潟県 株式会社富田刃物 1110001016116 角形波刃加工機の開発導入 落合孝夫税理士事務所

2216 2815110075 新潟県 株式会社永島工機 1110001023178
最新平面研削盤導入による生産プロセス改善と競争力強
化

大光銀行

2217 2815110076 新潟県 株式会社ヤマテック 6110001017737
複合旋盤導入による新加工方法確立・品質向上・納期対
応

柏崎信用金庫

2218 2815110079 新潟県 皆川農器製造株式会社 4110001014744
ターボチャージャー用ステンレス製精密遮熱板の応力軽減
プレス加工技術の開発

三条信用金庫

2219 2815110081 新潟県 トップ工業株式会社 5110001014446
高効率誘導加熱装置導入により熟練工の技術を数値化
し、商品製造・開発の強化を実施する

つばさ税理士法人

2220 2815110083 新潟県 石川製作所  刃物用自動研削機の更新及び生産数増加計画 第四銀行

2221 2815110086 新潟県 山﨑醸造株式会社 4110001025510 小麦・大豆を使わない、米を主原料とした醤油の開発 第四銀行

2222 2815110087 新潟県 株式会社橋本金属 4110001030733 短納期量産体制の強化に伴うプレス工程の革新 燕商工会議所

2223 2815110088 新潟県 有限会社エンドー 5110002033692
光学機械向け金属部品の超精密な試作と量産体制の確
立

第四銀行

2224 2815110089 新潟県 山田精工株式会社 6110001026861
高速取出ロボットを導入したクリーン環境対応高効率・省エ
ネ新生産システムの構築

第四銀行

2225 2815110090 新潟県 有限会社上村製作所 5110002019114
競技スポーツ用部品の高精度・高効率加工で生産性向上
の実現

三条信用金庫

2226 2815110091 新潟県 帆苅ブロック工業株式会社 7110001007274
最新型ブロック製造設備導入による生産性の向上と競争
力の強化

大光銀行

2227 2815110094 新潟県 株式会社青海製作所 2110001007411
最新鋭のハイグレードマシンにロボットとＡＩとＩｏＴを連携さ
せ、高効率な生産体制で航空機部品の新規受注を目指す

第四銀行

2228 2815110102 新潟県 株式会社アサヒプレート 3110001022054
大判平面および円筒面彫刻部門の拡充とデータ構造の標
準化による生産効率の向上

北越銀行

2229 2815110103 新潟県 株式会社ＵｎｉＢｉｏ 8110003000912
植物より製造する化粧品原料ＥＧＦの工程改善による生産
性向上

大口会計事務所

2230 2815110105 新潟県
株式会社佐野鉄工スプリング製作
所

8110001002258
生産プロセス改善と試作体制強化による顧客対応力の向
上と新規顧客開拓

大光銀行

2231 2815110108 新潟県 株式会社カサイ 1110001007115
溶接を必要としない最新フレア加工装置の導入による短納
期、品質改善、及び生産性向上の実現

第四銀行
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2232 2815110110 新潟県 佐渡精密株式会社 3110001027532
最新ＮＣ自動旋盤と高圧クーラント導入によるエネファーム
関連部品の生産力強化

北越銀行

2233 2815110113 新潟県 株式会社中越加工 8110001025003
家具を対象とした木口材貼り工程の機械化による生産性
向上と製品の高機能化

北越銀行

2234 2815110114 新潟県 株式会社トーエイ 3110001022913
ファイバーレーザ溶接機ロボット導入によるＩｏＴ生産プロセ
スの革新

大光銀行

2235 2815110116 新潟県 株式会社アサヒプレシジョン 6110001023941
ターニングセンターを導入し、電子顕微鏡の真空装置部品
の受注拡大を図る

商工組合中央金庫

2236 2815110120 新潟県 株式会社滝田 4110001019215
ウイルス感染対策を行った異物検査装置用ＡＶＣ筐体の開
発

商工組合中央金庫

2237 2815110121 新潟県 有限会社阿部精工 9110002020183 医療機器等で使用する極小バネ加工体制の構築
株式会社マイルストーン・コン
サルティング・グループ

2238 2815110123 新潟県 株式会社カエリヤマ 9110001014855
５軸複合切削機を中核としたロボット付きＮＣ加工機群の
ネットワーク構築

三条信用金庫

2239 2815110124 新潟県 株式会社マックスニット 1110001025067
最新型縫製機械によるアパレル製品の高効率生産と多能
工員の育成

北越銀行

2240 2815110126 新潟県 ナカヤマ紙工株式会社 2110001016148 高周波接着機導入により木箱の量産体制を強化する事業 第四銀行

2241 2815110127 新潟県 株式会社柳製作所 2110001023598
精密小型部品に対する旋盤加工技術の開発により一貫生
産体制を構築する

長岡信用金庫

2242 2815110129 新潟県 有限会社島村木工 4110002027935
デザイン性が高い複雑形状の店舗什器製造にかかるリー
ドタイム削減事業

長岡信用金庫

2243 2815110132 新潟県 恵比寿屋興業株式会社 3110001023804
木材縁貼りシステム導入による家具製造の生産性・効率
化の向上

大光銀行

2244 2815110134 新潟県 有限会社須戸精工 1110002028028
最新モデルの５軸制御複合加工機導入を通じた高精度・短
納期化の実現事業

長岡信用金庫

2245 2815110137 新潟県 有限会社丸山鉄工所 4110002024627
ゴムキャタピラ式クローラーローダーの大型化と生産性向
上を実現する溶接技術の確立

株式会社エフアンドエム

2246 2815110139 新潟県 株式会社外山刃物 2110001014457 園芸刃物の大規模市場への対応と高精度化体制の開発 大光銀行

2247 2815110144 新潟県 株式会社丸尚 8110001020292 簡易型茶碗蒸しの生産ライン導入による生産性の向上 第四銀行

2248 2815110148 新潟県 有限会社日承テクニカル 6110002018016
加工素材の抜本的改革に対応する複合加工機導入により
収益性向上

関根朝秋税理士事務所

2249 2815110151 新潟県 弥彦酒造株式会社 6110001016268 Ａｌｃ１１°低アルコール無殺菌生酒通年販売への挑戦 第四銀行

2250 2815110152 新潟県 有限会社山田製作所 7110002025969
最新マシニングセンタ導入による加工の高精度化と生産性
の向上

第四銀行

2251 2815110153 新潟県 株式会社笠原成形所 9110001027007
プラスチック射出成形業におけるＩｏＴ技術を用いたスマート
ファクトリーモデルラインの構築

第四銀行

2252 2815110155 新潟県 株式会社松田鍛工所 9110001013386
足踏みペダル自動制御装置の導入による安定した成型及
び生産向上

第四銀行

2253 2815110157 新潟県 ミズホ株式会社 1010001007612
動物用成形外科インプラント向けチタン等の難削材料の超
微細加工技術開発事業

公益財団法人にいがた産業
創造機構

2254 2815110162 新潟県 株式会社オーヒラ 9110001026223 レーザー光凝固法を用いた眼科治療機器ユニットの製造 第四銀行

2255 2815110164 新潟県 株式会社田辺製作所 9110001007636 世界初・超薄板水晶ウエハの生産体制の構築 第四銀行

2256 2815110165 新潟県 株式会社長谷川 4110001014587 新分野加工事業への進出と高精度無人加工の構築 三条信用金庫

2257 2815110169 新潟県 有限会社風間鉄工所 6110002022488 革新的な特殊治具製作技術の確立による競争力の強化 上越信用金庫

2258 2815110170 新潟県 阪新鍛造株式会社 2110001016016
新型サーボプレス機導入による生産性向上と多品種小
ロット化の展開

第四銀行

2259 2815110171 新潟県 株式会社サイタメ 3110001006412
高強度パイプの曲げ加工とパイプ間隔最適化による革新
的かつ自社オリジナルの農業用ハウスの開発、販売

北越銀行

2260 2815110172 新潟県 株式会社ナカシマ 5110001021780 製造能力と生産効率向上による事業活性化 能生商工会

2261 2815110174 新潟県 有限会社白倉製作所 6110002019253
マシニング導入による納期短縮と２次元加工から３次元加
工への挑戦

新潟大栄信用組合

2262 2815110175 新潟県 株式会社葵製作所 7110001022001
門型５面加工機の導入による高生産性工場の構築と高精
度加工の高効率化

長岡信用金庫
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2263 2815110177 新潟県 ダイトゴム株式会社 6030001042149
独自の金具表面処理技術の構築による新たな製品分野へ
の挑戦

東和銀行

2264 2815110179 新潟県 藤次郎株式会社 7110001016275
レーザー加工機導入による小ロット・短納期ニーズの受注
拡大と新分野への挑戦

第四銀行

2265 2815110180 新潟県 株式会社北越時報社 1110001023153
オフセット印刷工程の刷新による短納期化と高品質化の実
現事業

長岡信用金庫

2266 2815110182 新潟県 藤木鉄工株式会社 8110001013718
一次加工の内製化による顧客満足度向上のためのファイ
バーレーザー切断機の導入

第四銀行

2267 2815110184 新潟県 共栄エンジニアリング株式会社 1110001012362
マイクロ流体デバイス金型生産における超高精度・高効率
微細加工システムの構築

第四銀行

2268 2815110185 新潟県 株式会社栄工舎 7010801001370
工作機械工具の世界一の高精度を更に向上させる生産体
制の構築

商工組合中央金庫

2269 2815110186 新潟県 株式会社ルック 9110001011786
極細素材を使用した新しいニット分野への進出と生産性向
上

商工組合中央金庫

2270 2815110189 新潟県 有限会社フナックス 6110002019889
卓上型三次元測定器導入による金型の生涯における精度
管理体制の構築

第四銀行

2271 2815110191 新潟県 株式会社ピーコック 3110001023317
新規原材料処理技術開発による品質力強化・生産能力増
強と新規受注の拡大

第四銀行

2272 2815110195 新潟県 サトウ産業株式会社 7110001026720
味の数値化技術活用による惣菜の商品開発高度化（高品
質化・低コスト化）

北越銀行

2273 2815110196 新潟県 関川鋼販株式会社 3110001015933
ハイブリッド式竪型射出成形機の導入による自社製品のさ
らなる付加価値向上

第四銀行

2274 2815110197 新潟県 有限会社若月鉄工所 9110002029596
最新型マシニングセンタ導入による長尺部品の生産能力・
競争力の強化

長岡信用金庫

2275 2815110199 新潟県 有限会社大誠工機 9110002028169
深孔中繰り加工の内製化と受注増大に対応可能な付加価
値機能付ＮＣ旋盤の導入

北越銀行

2276 2815110200 新潟県 株式会社マツウラセイキ 4110001018381
トップランナー変圧器用部品の革新的高効率加工及び納
期短縮化の実現

第四銀行

2277 2815110201 新潟県 有限会社中澤鉄工所 2110002031749 ３軸機能付ＮＣ旋盤導入による生産性向上計画 長岡信用金庫

2278 2815110203 新潟県 有限会社一印かまぼこ屋 9110002026560
３Ｄフリーザー導入による顧客ニーズへの対応とビジネス
チャンスの拡大

第四銀行

2279 2815110205 新潟県 有限会社シンエー木型工業 8110002027808
ＩＯＴを活用し最適切削加工技術の確立と生産システム向
上の実現

長岡信用金庫

2280 2815110207 新潟県 有限会社共栄化工 3110002001899
角形金属素材の寸法精度確保および製品の高品質化を
志向した最新プラズマ切断機の導入

北越銀行

2281 2815110212 新潟県 山本ねじ工販株式会社 2020001035909 発電機タービン用ケーシングスタッド事業への参入 商工組合中央金庫

2282 2815110215 新潟県 フジイコーポレーション株式会社 8110001016274
加速度センサを利用した新型傾斜センサの開発で業績の
向上と安定

北越銀行

2283 2815110220 新潟県 株式会社若月鋳工所 2110001023689
コンピューターシミュレーションによる鋳造工程の最適化と
製品品質の向上

北越銀行

2284 2815110221 新潟県 株式会社ワンロード 4110001014843
ＩｏＴを活用した高精度試作品金型の短納期対応及び利益
確保に向けた企業体質強化

三条信用金庫

2285 2815110223 新潟県 佐藤技研株式会社 9110001014954
固定治具市場への課題解決型ビジネスへの挑戦と雇用の
創出

三条信用金庫

2286 2815110229 新潟県 共栄電工株式会社 6100001019445 医療用微細管内面の超精密洗浄システムの確立 第四銀行

2287 2815110230 新潟県 株式会社サヴァ製麺所 6110001018719
新ラインの導入による麺製造能力３倍を実現する生産体制
の構築

Ｌ＆Ｂヨシダ税理士法人

2288 2815110231 新潟県 有限会社キタザワ製作所 1110002018516
金属プレス加工自動化による生産効率の向上と新規雇用
の獲得

第四銀行

2289 2815110233 新潟県 株式会社シンテック 2110001002528
最先端精密平面研削盤導入による高精度化と価格競争力
の向上

大光銀行

2290 2815110239 新潟県 株式会社石高精工 8110001024236
空気圧制御機器部品を対象とした寸法・幾何公差の厳格
管理体制の確立による受注拡大

北越銀行

2291 2815110240 新潟県 大洋酒造株式会社 4110001018150
日本酒製造の搾り、貯蔵・ビン詰プロセスの高度化による
商品力の国内外での強化

第四銀行

2292 2815110246 新潟県 株式会社バイオテックジャパン 8110001011507
新除たんぱく技術による早期腎疾患患者向けの低タンパク
ごはんの開発

第四銀行

2293 2815110253 新潟県 有限会社ユーティエス 3110002019974
フラットパネルディスプレイ製造装置用部品の生産性の向
上

Ｌ＆Ｂヨシダ税理士法人
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2294 2815110254 新潟県 株式会社三松製作所 4110001005462
次世代ミッション部品の複数工程統合による高品質量産化
ラインの確立

第四銀行

2295 2815110255 新潟県 株式会社柳器物 2110001016429
金型からの一貫生産を活かした高精度、小ロット短納期金
属部品加工

第四銀行

2296 2815110256 新潟県 中一工業  
最先端マシニングセンターの導入による自動車部品の高
付加価値プレス金型製造プロセスの構築

協栄信用組合

2297 2815110262 新潟県 有限会社鉄工目﨑 3110002032267
受注対応力を増強するためのＣＮＣ旋盤の新規導入と雇用
創出

北越銀行

2298 2815110263 新潟県 五十嵐バレル金型  
高精度マシニングセンターを導入による、ブロー金型の新
たな製造プロセスの構築

協栄信用組合

2299 2815110264 新潟県 有限会社コバヤシ製作所 7110002019252
精密平面研削盤の導入による自動車部品の高付加価値
金型製造技術の構築

協栄信用組合

2300 2815110266 新潟県 日本ベアリング株式会社 9110001025448
ＩｏＴ＋ＡＩによるハウジング製造事業の強化及び成長市場
への挑戦

第四銀行

2301 2815110268 新潟県 有限会社新潟システム制御 2110002019851 専用機械用部品加工の高精度化と加工時間短縮の実現 第四銀行

2302 2815110271 新潟県 有限会社一成モールド 1110002018912 手作業によらない高精度小物装飾造形加工技術の確立 三条信用金庫

2303 2815110272 新潟県 株式会社アンドウ製作所 8080401013676
ファインブランキングプレス技術による超高精度ブレーキ
ディスクの開発

遠州信用金庫

2304 2815110273 新潟県 株式会社片岡製作所 4110001015610 目通し工程の効率化による生産プロセスの革新 北越銀行

2305 2815110274 新潟県 木原精機株式会社 5110001014917 新しい生産体制の確立と人材育成による競争力強化 三条信用金庫

2306 2815110276 新潟県 有限会社万九渡辺食品 5110002023545
米粉製粉機導入による米粉入り生揚げ製品の生産プロセ
スの革新～規格外豆腐の有効活用から米粉入り生揚げ製
品へ～

上越信用金庫

2307 2815110284 新潟県 有限会社伊藤製作所 7110002019681
射出成型の加工管理のデジタル化と段取り効率化による
生産性向上

パートナーズプロジェクト税理
士法人

2308 2815110285 新潟県 シマト工業株式会社 5110001014272 ロボット導入による塗装工程の生産性向上 三条信用金庫

2309 2815110289 新潟県 日本通信株式会社 3110001004275 無線式書類等検索機の開発 北越銀行

2310 2815110291 新潟県 株式会社北陸製作所 4110001023431
革新的な吊下げ式溶接ロボットと新技術導入による溶接工
程の製造能力と自動化率の向上

北越銀行

2311 2815110294 新潟県 株式会社ＷＥＬＣＯＮ 8110001009195
拡散接合における加工方法の組み合わせによる低コスト
化

商工組合中央金庫

2312 2815110305 新潟県 株式会社エステーリンク 6110001016301
立型ＣＮＣ旋盤による生産性向上と原価管理システムの構
築

第四銀行

2313 2815110310 新潟県 株式会社加藤精工 7110001026704
自動車部品の精密加工に貢献する切削工具の高精度化と
短納期化

株式会社エフアンドエム

2314 2815110315 新潟県 シーサイド・ファクトリー株式会社 4110001027845
「魚の生ハム」および魚肉を用いた新商品の生産設備の導
入による量産体制の構築

斉藤会計事務所

2315 2815110319 新潟県 株式会社シンワ歯研 8110001002687 女性歯科技工士の活躍による短納期、高付加価値の提供 株式会社エフアンドエム

2316 2815110321 新潟県 株式会社アサヒテック 1110001001084
可変情報印刷が可能なラベル印刷機導入によるラベル総
合メーカーとしての地位の確立

第四銀行

2317 2815110324 新潟県 株式会社トップライズ 5110001007375
三次元データ処理ソフト導入による業務フローの連携強化
及び生産性の向上

新潟縣信用組合

2318 2815110326 新潟県
ＨｏｎｄａＶｉｎｅｙａｒｄｓａｎｄＷｉｎｅｒｙ株式
会社

8110001008271
振動式除梗機の導入による新潟産ナチュラルワインの商
品化

第四銀行

2319 2815110328 新潟県 株式会社大谷商会 1110001000879 『食品製造工場向け』生産性向上支援サービスの開発 第四銀行

2320 2815110333 新潟県 株式会社朝日木材 9110901017098
音響・防音機能を強化した木製パネルを利用した新商品開
発と新たな販路開拓

第四銀行

2321 2815110336 新潟県 株式会社ミューズ・コーポレーション 4110001006849
子供の大切な思い出を一冊の本へ！地域で連携しギフト
市場を開拓

第四銀行

2322 2815110342 新潟県 株式会社シーキューブ 9110001002380
ＩｏＴによる遠隔設備の監視・保守・性能分析型複合サービ
ス事業の創造

第四銀行

2323 2815110344 新潟県 有限会社藤田企画 9110002024523 特殊浴槽の設置とＩＴ化による生産性の向上 大光銀行

2324 2815110347 新潟県 株式会社小田 7110001017182
色調管理をデジタル化し、速乾印刷に連動するＱＣＤサー
ビスの実現

第四銀行
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2325 2815110348 新潟県 株式会社榮技術 7110001017728
３次元点群データを活用した測量の効率化と保全マネジメ
ント向けの民間需要拡大

大光銀行

2326 2815110349 新潟県 株式会社桑原測量社 7110001018981 Ｗｅｂサイトを活用した受注システムの構築 第四銀行

2327 2815110350 新潟県 株式会社スターベッツ 4110001016823
内視鏡システム等導入による、治療の見える化と高精度
チーム医療の確立

第四銀行

2328 2815110351 新潟県 有限会社浦佐・せきでん 3110002034156 音の『見える化』を実現する次世代音響サービスの提供 大和商工会

2329 2815110352 新潟県 株式会社アイウィル 4110001030130 ドローンを活用した３次元計測及び動画撮影サービス 三条信用金庫

2330 2815110354 新潟県 ＳｋｙＰｈｏｔｏＦａｃｔｏｒｙ  
新型マルチコプター（ドローン）を用いた空撮業務の新たな
る市場開拓

三条信用金庫

2331 2815110355 新潟県 株式会社丸山自動車 4110001016501
近赤外線式高性能乾燥機導入による自動車鈑金・塗装業
務の革新

北越銀行

2332 2815110357 新潟県 有限会社室橋重機工事 5110002024584
解体建築物から出る廃棄瓦を原料とした瓦チップ製造販売
への取り組み

名立商工会

2333 2815110358 新潟県 北斗測量調査株式会社 6110001018371
超小型ＬｉＤＡＲセンサー導入による「高密度地形データ提
供サービス」の大幅拡充

第四銀行

2334 2815110359 新潟県 株式会社港製菓 6110001005452
ハラル市場向け包あん商品新規販売と拡販対応の製造ラ
イン構築

北越銀行

2335 2815110360 新潟県 株式会社ファーストイノベーション 4110001029585
マラソン計測におけるパッシブＲＦＩＤタグと世界基準新型記
録計測機材の導入

相川町商工会

2336 2815110361 新潟県 株式会社白旺舎 8110001026488
多様化する日本の伝統、寝巻浴衣独自の発想で、他社と
の差別化

第四銀行

2337 2815110365 新潟県 株式会社サンニード 4110001007649
内製率の向上と技術承継による中古醸造設備の高度復元
化事業の強化

株式会社江口経営センター

2338 2815110369 新潟県 有限会社マミードライ 1110002006198 最新設備導入による革製品クリーニングの生産性向上 第四銀行

2339 2816110001 富山県 センダン電子株式会社 9230001008647
小型・省スペースで環境に対応したカスタム電源の量産工
程の高度化事業

富山銀行

2340 2816110003 富山県 株式会社マスオカ 9230001011295 多関節ロボットを用いたプレス穴あけ加工ラインの確立 高岡商工会議所

2341 2816110006 富山県 株式会社ミズノマシナリー 9230001003160
３次元測定及び同時自動化ミゾ加工技術の確立による経
営力強化事業

北國銀行

2342 2816110009 富山県 株式会社富山県義肢製作所 2230001005782
採型・切削工程の高度化によるインソール（足底板）製作
工程の再構築

富山第一銀行

2343 2816110010 富山県 株式会社インターテック富山 6230001008947
複数部品同時加工技術の確立と工程別処理能力の均質
化による生産ラインの効率化

北國銀行

2344 2816110011 富山県
アイティ経営コンサルタント株式会
社

5230001005689
ＡＩ機能を有した標的型攻撃メール訓練・防御システムの開
発

北陸銀行

2345 2816110014 富山県 金谷工業株式会社 5230001009863
樹脂成形用金型の特殊メンテナンス工程の高効率化によ
る売上及び販路拡大

税理士法人Ｓ・Ｋパートナーズ

2346 2816110020 富山県 熊谷株式会社 8230001009951
最新ロボットパレタイザ導入による新たな生産ライン立ち上
げを通じた競争力強化

株式会社ジェック経営コンサ
ルタント

2347 2816110023 富山県 株式会社本堂精工 8230001009134
競争力強化を実現する、複合加工の高精度化及び生産性
向上事業

株式会社ジェック経営コンサ
ルタント

2348 2816110025 富山県 株式会社エイト 7230001009746 医療向け廃液凝固剤の製造の自動化に向けた技術開発 富山第一銀行

2349 2816110028 富山県 ケーズメタル株式会社 2230002013438
高品質・高生産性を実現する接合技術開発と生産工程の
改善によるフレキシブル生産体制の構築

富山信用金庫

2350 2816110029 富山県 株式会社サン計装 6230001000994
高精度・高信頼性と効率化を実現する火力発電用タービン
における軸受け回転振動計測器の新たな検査・校正手法
の確立

富山信用金庫

2351 2816110031 富山県 東洋ゼンマイ株式会社 6230001007387 引戸クローザー用中型Ｓ字ゼンマイの生産技術開発 北陸銀行

2352 2816110033 富山県 エムエスパッケージ株式会社 6230001008848
業界初「ＱＲコード」でのダンボール製造を可能にするプロ
グラム構築

北陸銀行

2353 2816110036 富山県 上坂建設株式会社 3230001009270
測量技術の改善に向けた無人航空機（ドローン）活用によ
る革新的サービスの展開

富山第一銀行

2354 2816110037 富山県 有限会社トナミメタル 9230002009355
超高精度加工技術の活用による高精度化と加工時間短縮
による短納期化の実現

富山県信用組合

2355 2816110041 富山県 株式会社魚津清掃公社 8230001007014
色彩選別機導入によりペットボトル再生原料の高品質化と
生産量増加を図る事業

北陸銀行
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2356 2816110042 富山県 泉製作所  
軸受け部品計測技術の高度化によるリードタイム削減を通
じた短納期化の実現

富山銀行

2357 2816110043 富山県 有限会社鍋田自動車 8230002009372
自動車板金塗装における水性塗料の利用と北陸初の専用
乾燥設備の創設

高岡信用金庫

2358 2816110050 富山県 株式会社北陸ヨシナカ 4122001021224 圧延加工技術の高度化開発
株式会社ウィレコンサルティン
グ

2359 2816110051 富山県 有限会社大山技研 3230002006556
内外事業環境に左右されない強固なＱＣＤＦ獲得のための
複合一体化加工技術検証体制の構築

富山信用金庫

2360 2816110055 富山県 いおざき印刷株式会社 8230001000191
高信頼性を付加した複写伝票印刷工程の自動化による短
納期対応

富山信用金庫

2361 2816110056 富山県 有限会社能島工機 5230002008138
航空機部品切削工具製造における高精度・高生産性を実
現する同時切削加工プログラムの開発

富山商工会議所

2362 2816110060 富山県 有限会社シマタニ昇龍工房 9230002011278
自社ブランド商品「すずがみ」の高品質均等化と生産供給
能力向上事業

高岡商工会議所

2363 2816110063 富山県 株式会社フェイス 9230001012830
高ポータビリティ・ノンアレルギー・高機能性米粉パンの製
造技術共同開発による食高度化ニーズの開拓

富山信用金庫

2364 2816110064 富山県 有限会社金森鉄工所 2230002010864
ダイカスト金型製造分野進出のための生産工程改善と加
工データ分析体制の構築

富山信用金庫

2365 2816110065 富山県 有限会社石黒種麹店 3230002009708
味噌の冷却能力と充填能力の向上による当社独自の保管
基準条件の構築

富山銀行

2366 2816110066 富山県 株式会社石金精機 4230001000220
民間航空機ＭＲＪ翼部部品生産に係る、ロボットを用いた
無人自動化への挑戦

株式会社ジェック経営コンサ
ルタント

2367 2816110071 富山県 株式会社柿里 7230001008228
大門素麺の伝統的製法の水平的応用による新製品開発と
砺波地域ブランドの確立

富山信用金庫

2368 2816110072 富山県 立山縫製工業  
電子ミシンとＣＡＤ導入による縫製工程の自動化及び立体
縫製パターン技術の確立

富山信用金庫

2369 2816110073 富山県 有限会社テー・シー・富山 1230002007242
生産工程の改善による新素材セルロースナノファイバー量
産化に向けた研究開発体制の構築

富山信用金庫

2370 2816110074 富山県 有限会社ワークスサトウ 6230002010506
自動車ラジエータの軽量・小型・多機能化に向けた試作
リードタイム短縮化のための生産工程の改善

富山信用金庫

2371 2816110079 富山県 株式会社エフズ・クローバー 7230001014309
審美性・生産性を向上するための縫製技術の向上と生産
体制の強化

富山商工会議所

2372 2816110080 富山県 株式会社和光 7230001011173
非対面販売チャネルにおけるサービス提供プロセス改善
のためのＩｏｔオープンネットワーク構築事業

商工組合中央金庫

2373 2816110083 富山県 株式会社興和 8230001000902
眼鏡型ウェアラブル端末と動画マニュアルによる若手の促
成化と多能工化、技術継承の実現

富山銀行

2374 2816110086 富山県 有限会社長澤製作所 9230002013010
自動車の低燃費を実現するアルミ製自動車部品の生産体
制確立

富山銀行

2375 2816110089 富山県 富山スガキ株式会社 4230001002010
工程削減を実現するインライン検査技術の確立による医薬
品パッケージの高品質・低コスト・短納期生産体制構築

富山信用金庫

2376 2816110090 富山県 宇田種苗店  
ハイブリッド苗の大量かつ安定供給に向けた生産方式の
改革

朝日町商工会

2377 2816110091 富山県 株式会社北山物産 2230001015914 水に拘る珈琲製品つくりを「水の大国富山」の地に構築 富山商工会議所

2378 2816110095 富山県 株式会社能作 3230001011375
錫製小型製品・医療器具製品製造における歩留率改善お
よび品質向上

公益財団法人富山県新世紀
産業機構

2379 2816110097 富山県 株式会社クリエイトダイス 6230001009953
バス用シート向けハイテン（高張力鋼）のプレス技術の向上
で観光者増加による受注増に対応

高岡商工会議所

2380 2816110100 富山県 竹林堂分家  
甘酒饅頭屋が製造するプリンの品質並びに審美性を追求
し販路開拓を実現する為の真空包装技術の確立

富山商工会議所

2381 2816110101 富山県 立山化成株式会社 6230001012734
生成品質強化と品質データ保証プロセスの確立を実現す
る全工程品質可視化ＤＢの構築

富山信用金庫

2382 2816110104 富山県 株式会社インディオ富山 5230001000244
自動車整備の労働生産性を向上させる整備・車検システ
ム構築事業

北國銀行

2383 2816110105 富山県 立山堂餅店  
富山市発祥「あやめ団子」のブランド化を推進するための
生産力向上と販路開拓

富山商工会議所

2384 2816110106 富山県 株式会社ケイアンドエム 1230001008968
６軸多関節ロボットベンダーを柱とした生産工程最適化に
よるコンパクトライン編成ＶＥ提案の実行

富山信用金庫

2385 2816110107 富山県 旭鉄筋株式会社 3230001000080
自動鉄筋加工機とＩＴタグ導入による自動切断加工の実現
と生産性向上

富山信用金庫

2386 2816110108 富山県 有限会社魚津鈑金 8230002007475
自動車フレーム修正機の独自使用法を標準化し、グルー
プ展開し、新たな事業の柱を構築する

富山銀行
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2387 2816110110 富山県 明興工業株式会社 2120001050781
大型フッ素樹脂高精度射出成形を可能とする専用射出成
形機・専用成形金型共同開発事業

商工組合中央金庫

2388 2816110116 富山県 有限会社泰栄農研 4230002010391
高度ＩＴを活用したトウモロコシ収穫量と注文のマッチングシ
ステムの構築

北陸銀行

2389 2816110118 富山県 有限会社古瀬鉄工所 7230002010133
中尺対応のマシニングセンタ導入による、川下企業の競争
力強化のための製品精度の向上・短納期の実現

北國銀行

2390 2816110124 富山県 アイ・ディック株式会社 7230001006974
穴加工技術の高度化による短納期の実現と加工ノウハウ
承継の確立

富山銀行

2391 2816110125 富山県 株式会社ウエノ 9230001009736
現場ニーズを実現したクラウド型カメラ監視システムの構
築事業

北陸銀行

2392 2816110130 富山県 三啓ニット株式会社 6230001008864
資材分野参入に向けた製品欠陥自動検知システムの開発
と導入

北陸銀行

2393 2816110131 富山県 サクラパックス株式会社 2230001001030 極小ロットに対応した包装資材小分け配送体制の確立 富山銀行

2394 2816110134 富山県 株式会社ナカバン 7010101002821
レーザー切断機導入と工程全体のＣＡＤ連携による多能工
体制の強化と短納期対応の実現

富山銀行

2395 2816110135 富山県 株式会社ハナガタ 9230001002526
板金加工工程のＩｏＴ化と革新的包装方法の商品化による
新分野での圧倒的シェア獲得

富山銀行

2396 2816110137 富山県 西田工業株式会社 6230001002454
配管部品の「高性能・高信頼性」実現による溶接精度保証
の確立

富山銀行

2397 2816110138 富山県 明太化成株式会社 8230001003194
ＩｏＴ成形可視化システムの構築による超薄肉食品用硬質
プラスチック容器低不良ハイサイクル生産体制の確立

富山信用金庫

2398 2816110144 富山県 有限会社山勝 5230002006521
ワイヤ放電加工機導入～一貫生産体制構築による高精度
加工の効率化

富山銀行

2399 2816110145 富山県 株式会社パティスリーサクライ 8230001015636
焼き菓子製造工程における衛生管理・作業効率改善への
革新的取り組み

射水市商工会

2400 2816110150 富山県 有限会社雲根 5230002008633
小型カニクレーン導入による狭隘な立地での墓石設置　効
率化事業

アシステム税理士法人

2401 2816110151 富山県 中林畳商会  
高精度の框／返し縫機導入により需要が高まる薄畳・縁無
し畳の短納期対応

にいかわ信用金庫

2402 2816110152 富山県 株式会社アヴァス 5230001005466
日本唯一の測位衛星「みちびき」活用の地図道路情報に
依存しない運行ナビの開発

富山商工会議所

2403 2816110153 富山県 株式会社高山鉄工所 1230002008083
材料切り出し加工技術の高度化によるリードタイム削減と
最適加工条件の導出

富山銀行

2404 2816110160 富山県 有限会社惣万精機 9230002008076
高機能マシニングセンタを導入し、産業機械・機器関連の
精密加工部品分野に進出

富山銀行

2405 2816110161 富山県 株式会社青木鉄工所 6230001013807
修繕市場の拡大が見込まれる水力発電用特殊部品の加
工技術の開発事業

富山第一銀行

2406 2816110163 富山県 株式会社中尾清月堂 1230001010585 地域の特産品を生かした焼菓子商品化のための包装検査 富山銀行

2407 2816110164 富山県 株式会社テック・ダイ 5230001005326
難削金属を用いた電子部品用金型の仕上げ研削技術によ
る精度向上

富山銀行

2408 2816110166 富山県 有限会社正美創作 4230002008618
木材加工の高度化技術の構築による受注量増加対策と短
納期化の実現

富山銀行

2409 2816110170 富山県
株式会社立山科学センサーテクノロ
ジー

5230001013816 サーミスタ素子生産能力の倍増システムの構築 富山第一銀行

2410 2816110179 富山県 北陸アルミニウム株式会社 4230001010896
ＪＩＳアルミニウム合金鋳物ＡＣ７Ａの傾斜金型鋳造による鉄
道車両部品製造の新規参入事業

高岡商工会議所

2411 2816110180 富山県 銀盤酒造株式会社 3230001007308
県内流通シェア５０％以上の富山県地酒の、最新出荷設備
導入による飛躍的な生産性向上

若杉公認会計士事務所

2412 2816110190 富山県 有限会社坂井精機 8230002011106
革新的技術導入による生産プロセスの改善とそれに伴う事
業領域の拡大化

高岡信用金庫

2413 2816110191 富山県 大幸商事株式会社 1230001009025
新しく開発した石材パネル技術を利用した石材事業の構造
改革事業の再構築

北國銀行

2414 2816110192 富山県 株式会社イーシステム 7230001006421
全天球に自社の映像・３Ｄ－ＣＧ技術を融合させた「３Ｄ－
ＣＧ全天球」の実現と新たな画像技術を活かした新事業へ
の取り組み

富山商工会議所

2415 2816110193 富山県 株式会社三恵メタル 1230001015452
同率ライン、金型改良による多品種・小ロット品への対応力
強化及び販路拡大事業

北陸銀行

2416 2816110194 富山県 日伸精螺株式会社 7230001002370
日本の自動車産業の競争力を支える革新的な高品質ねじ
加工工程の確立

富山銀行

2417 2816110197 富山県 日伸精機株式会社 9230001002369
高性能・高品質スピンドルの一貫生産体制における精度保
証の実現

富山銀行
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2418 2816110198 富山県 有限会社月世界本舗 8230002002179
月世界ブランドの強化のための真空包装技術の確立と作
業工程の効率化

富山商工会議所

2419 2816110199 富山県 鷹栖建工株式会社 6230001008294
ＩＴを活用した顧客満足度業界Ｎｏ．１の実現に向けた生産
性向上と顧客サポート体制の基盤づくり

富山銀行

2420 2816110201 富山県 Ｓ・ＣＡＳＴＥＭ株式会社 9230003000263
樹脂製ディスポーザブル鉗子の普及と医療現場の感染防
止に寄与する。

富山銀行

2421 2816110204 富山県 有限会社いちばん 8230002012649 壁紙プリント技術による顧客満足度向上と競争力強化 高岡信用金庫

2422 2816110207 富山県 有限会社吉川鉄筋 3230002012273
大口径・高強度鉄筋加工の生産性向上と技術力向上によ
る競争力強化

富山銀行

2423 2816110214 富山県 株式会社桐谷 8230001005439 最新マシニングセンタを活用した高収益化、技術承継計画 北陸銀行

2424 2816110216 富山県 泉洋化工株式会社 8230001009092
インクジェットプリンタシステム導入による完成品直販家具
製造及び競争力の向上

富山銀行

2425 2816110219 富山県 株式会社マーカーワークス 3230001013727
「効率的な受発注管理」＋「贈り物＆動画の新サービス」＋
「新たな雇用創出」を実現する新ＥＣシステムの構築

富山商工会議所

2426 2816110224 富山県 日本エレテックス株式会社 6230001006067
特殊繊維とそのメッシュ材の新素材製造による経営革新事
業

富山商工会議所

2427 2816110225 富山県 南部白雲木彫刻工房  
伝統木彫技術と神社との連携による新サービス事業モデ
ルの創出

南砺市商工会

2428 2816110226 富山県 株式会社ケィ・ディック 6230001006760
「高齢者に特化したＩｏＴ製品の体感型施設」による付加価
値サービスの向上！

富山商工会議所

2429 2817110002 石川県 ホクショー株式会社 7220001006059
クリーン環境の物流設備市場拡販に向けた高性能製品製
造基盤の構築

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2430 2817110003 石川県 有限会社タナカ精工 1220002012565
多様な長尺・異形パイプ部品の自動旋盤加工システムの
開発

株式会社ジェック経営コンサ
ルタント

2431 2817110005 石川県 加賀電化工業株式会社 9220001001982 蓄電池セパレートフィルム生産機用ローラー高機能化
公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2432 2817110006 石川県 株式会社ザクシスヤズ 2220001002962
非接触式３次元測定機導入によるリバースエンジニアリン
グ技術の確立

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2433 2817110007 石川県 株式会社エル・シー 3220001001518
少量多品種大型部品に対応した機械加工工程のロボット
化・ＩＯＴ化による新生産システムの開発

商工組合中央金庫

2434 2817110008 石川県 永野技研株式会社 6220001004781
金型製作の生産性を３０％向上しバリ取り不要な金型の開
発を実現する

富山第一銀行

2435 2817110009 石川県 ワールドエコロジー株式会社 3220001016615
海洋深層水の微量ミネラルを活用した機能性飲料用水の
開発

のと共栄信用金庫

2436 2817110010 石川県 株式会社大和 4220001012539
介護食における生産管理システム導入による生産プロセ
スの改善

福井銀行

2437 2817110011 石川県 株式会社羽田合金 5220001009336
揚水ポンプ用羽根車の小判型軸穴ブローチ加工の自動化
プロセスの開発

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2438 2817110012 石川県 株式会社明石合銅 5220001008932
着脱ロボットによる建設機械向け油圧ポンプ用シリンダー
ブロック精密加工工程の自動化

北國銀行

2439 2817110013 石川県 株式会社笠間製本印刷 4220001000270
早い！安い！綺麗！ツインカメラ検査による高品質クリア
パッケージの少量多品種受注体制の実現

金沢信用金庫

2440 2817110014 石川県 双葉ステンレス工業株式会社 1220001005677
ステンレスフレームと軽量アルミボディの納期５０％短縮計
画

株式会社エフアンドエム

2441 2817110015 石川県 株式会社北研精機 1220001012418 加工ノウハウをＩＴで共有し、生産性４０％アップを実現する 北國銀行

2442 2817110017 石川県 株式会社エコシステム 6220001001382
提供場所問わず！地産地消型の車載式瓦舗装材プラント
の開発

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2443 2817110018 石川県 株式会社鈴木鉄工 1220001012673
門型プレス機の競争力強化に向けた生産リードタイム大幅
短縮の実現

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2444 2817110019 石川県 石川樹脂工業株式会社 3220001013050
成長分野に多品種・高品質樹脂加工品を安定供給する生
産システム開発

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2445 2817110020 石川県 マイクロプロセス株式会社 2220001009454
ＳｉＣシャワープレート用高アスペクト比貫通加工の技術検
証

北國銀行

2446 2817110021 石川県 株式会社ティーズ・モービレ 5220002009269
高品質家具製造プロセス革新により顧客満足度向上を実
現する事業

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2447 2817110023 石川県 株式会社ＭＢＫ 2220001010131
自動車産業界のニーズを充足する高精度切削加工技術の
開発事業

北國銀行

2448 2817110024 石川県 株式会社北都鉄工 8220001006082
天井クレーンの基幹部品加工の精度・生産性向上のため
の工程開発

公益財団法人石川県産業創
出支援機構
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2449 2817110025 石川県 丸三サイジング株式会社 8220001015637
色識別カメラ付きリージングマシンを活用した縞入り織物
生産の効率化

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2450 2817110026 石川県 伊藤工業株式会社 2220001013035
小型プレス機用軸部品の高精度化と短納期・低コスト生産
体制の構築

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2451 2817110027 石川県 株式会社ナカシマ鉄工所 7220001013864
大型免震ダンパ用製品の量産化に向けた高精度加工技術
の確立

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2452 2817110029 石川県 有限会社カナジ鉄工所 9220002016848
不均一かつ固定しにくい形状の鋳物を安定的に曲面加工
する加工システムの構築

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2453 2817110030 石川県 株式会社ピースリー 6220001008353
自動搬送式ペット納骨壇開発による無人納骨堂サービス
事業の展開

株式会社ジェック経営コンサ
ルタント

2454 2817110033 石川県 たにてる工芸  
木製品に対するデザイン表現力の向上により高付加価値
を図る設備投資事業

指江宏

2455 2817110034 石川県 株式会社山岸製作所 2220001007193
生活スタイル変化に対応した視覚とデータによる住空間提
案

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2456 2817110035 石川県 土本精密工業株式会社 7220001004343
走行車両重量測定装置部品を３倍の効率で製造するため
の門型５面加工機の導入

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2457 2817110037 石川県 松矢精工株式会社 6220001009442
高精度金型及び最新鋭成形システムによる樹脂ローラー
の単一加工化計画

北國銀行

2458 2817110039 石川県 株式会社板尾鉄工所 6220001011729
海外向け小型建機足回り部品の生産性向上と市場開拓に
向けた技術開発

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2459 2817110040 石川県 株式会社旭ウエルテック 5220001008965
多機能ロボット用アーム部品の高精度・低コスト加工システ
ムの開発

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2460 2817110041 石川県 株式会社メタルエンジニアプラス 6220002001860
ＩｏＴを活用し、不良品絶無の製造プロセス及び高精度・短
納期一貫生産体制の構築

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2461 2817110042 石川県 菊姫合資会社 8220003000125
色彩選別機による精米後の白米への異物除去体制の確
立と酒造りの高付加価値化

北國銀行

2462 2817110043 石川県 株式会社芝寿し 7220001003329
笹寿しのＡＩ自動巻き機の導入によるライン生産化と量産に
よる収益増

北國銀行

2463 2817110044 石川県 株式会社タガミ・イーエクス 1220001012681 ＩｏＴ生産システムとＡＩ技術の融合による生産体制の構築 北國銀行

2464 2817110048 石川県
株式会社金沢エンジニアリングシス
テムズ

8220001002008
中小工場向けスマートＩｏＴを活用した在庫管理システムの
試作開発

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2465 2817110049 石川県 東酒造株式会社 2220001017234
清酒製造における充填ラインと冷却設備の導入による品
質と生産性の向上

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2466 2817110050 石川県 ライオンパワー株式会社 6220001012578 ＩｏＴを活用した「従量課金制」全自動電線加工機の開発
公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2467 2817110051 石川県 株式会社西鐵工所 3220001009321
高精度加工技術を用いた医療向け円弧移動型免震装置
の開発事業

株式会社ジェック経営コンサ
ルタント

2468 2817110052 石川県 株式会社ヤマト 1220001016781
地元の朝獲れ魚介類を使用した独自の本格燻製商品（お
つまみ）の開発

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2469 2817110056 石川県 株式会社ヨシダセイコー 9220001007410
自社切削加工技術の高度化による「環境・医療」分野への
参入及び更なる市場開拓

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2470 2817110057 石川県 有限会社中部ワークス 2220002009247
高機能壁紙カンタンフリースの施工現場での作業性向上
実現

北陸銀行

2471 2817110060 石川県 株式会社多川製作所 2220001017622
生産設備自動メンテナンスシステム構築による生産性向上
の実現

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2472 2817110061 石川県 株式会社金沢ドアー 6220001000277
切断・穴あけ同時加工技術の確立により新たな事業領域
への参入・拡大事業

株式会社ジェック経営コンサ
ルタント

2473 2817110062 石川県 浅野繊維工業株式会社 1220001017342
超弾性複合糸の量産化により下請から複合加工糸メー
カーへ転換する計画

石川県商工会連合会

2474 2817110063 石川県 株式会社原田鉄工所 1220001012814
骨折手術の手技の簡素化や信頼性向上に貢献する新製
品開発

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2475 2817110068 石川県 株式会社クラスコ 3220001004108
顧客対応をＡＩで自動化！不動産事業者向けクラウドサー
ビスの開発

北陸銀行

2476 2817110072 石川県 株式会社東振精機 4220001012695
渦流探傷機を用いた、球面ころ端面研削焼け自動検査機
の実用化

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2477 2817110074 石川県 丸井織物株式会社 4220001015673
試織用整経工程の高度化による新商品開発スピードの向
上

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2478 2817110078 石川県 羽二重豆腐株式会社 6220001005375 急速凍結製法による高品質な冷凍食品の製造と開発
公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2479 2817110080 石川県
有限会社わくわく手づくりファーム川
北

9220002008671
海外向けプレミアムクラフトビール製造に向けた濾過シス
テムの開発

石川県商工会連合会
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2480 2817110086 石川県 株式会社石野製作所 3220001001105
分解・組立容易なユニット式皿選別機製造におけるタップ
折れ防止と生産性の向上

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2481 2817110089 石川県 株式会社スミタ 9220001013243 組立熟練作業のＡＩロボット化とクラウド管理
公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2482 2817110095 石川県 株式会社フェニックスソリューション 5220001019665 特殊金属タグ向け自動検査装置導入による生産性向上
公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2483 2817110096 石川県 北陸フォーム株式会社 1220001009414
機械部品用保護材における抜き工程の生産効率１５％向
上

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2484 2817110105 石川県 株式会社エイ・エム・シィ 4220001015863
冷間鍛造金型向け型彫放電加工用電極を高効率に加工
するシステムの開発

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2485 2817110106 石川県 長﨑産業株式会社 5220001004733
顧客ニーズに対応した安全、安心、健康志向の食材提供
方法の開発

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2486 2817110116 石川県
ＴＯＷＡＫＯメディカルコスメティック
株式会社

1220001017193
アンチエイジング志向を先取りした充填工程の安定化と効
率化

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2487 2817110119 石川県 浅下鍍金株式会社 2220001008919
革新的ロボット設備導入を契機としたＩｏＴシステムの構築
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

2488 2817110120 石川県 有限会社ミナト鉄工所 3220002005690
再生医療機器部品の高精度化および変種変量生産体制
の構築

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2489 2817110126 石川県 有限会社ユーエス・アイテック 9220002013011
小型電気自動車車体産業への参入に向けたアルミ加工技
術の高度化

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2490 2817110128 石川県 株式会社有川製作所 8220001000878 内歯ヘリカル歯車冷間鍛造用金型加工システムの構築
公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2491 2817110143 石川県 株式会社塗装館エス・エス 5220001002927
インフラ設備の長寿命化を可能とする光硬化型樹脂補修
剤の新開発

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2492 2817110144 石川県 株式会社石川プレート 9220001001009
超高分子ポリエチレン大型部品の一体型高精度切削技術
の開発

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2493 2817110146 石川県 株式会社オーティ・マットー 6220001009046
溶接用多関節型ロボットを用いたオイルタンク自動溶接シ
ステムの構築

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2494 2817110153 石川県 小松電気化学工業株式会社 3220001011954 バレルめっき処理における高効率多品種少量生産の実現
公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2495 2817110154 石川県 大崎漆器店  
輪島塗りと手漉き和紙を用いた質の高い紙製「鼓」の製造
方法の開発

北陸銀行

2496 2817110159 石川県 株式会社Ｋ＆Ｆ鉱業 1220001021419
汚泥の有機分解に有効な嫌気性微生物を使った新型「環
境浄化剤」の試作開発事業

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2497 2817110161 石川県 有限会社メルヘン日進堂 6220002016207
地元ワイナリーとコラボレートした新型バウムクーヘンの試
作開発

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2498 2817110162 石川県 南熔工業株式会社 3220001012250 現代の名工の技術を活かしたロボット溶接加工事業 北國銀行

2499 2817110165 石川県 杉俣コンクリート工業株式会社 9220001003558
超高強度繊維補強コンクリートを使った独自工法による建
築部材の試作開発事業

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2500 2817110176 石川県

北日本自動車株式会社　　　　　　　　
有限会社おうぎオ－ト　　　　　　　　　
株式会社エ－ス自動車　　　　　　　　
株式会社カーライフ中野　　　　　　　
有限会社釜井自動車商会

6220001016793
連携体による２４時間３６５日営業の総合的カーライフサー
ビス拠点の新規開業

公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2501 2817110178 石川県 太陽キャスト株式会社 7220001018302 小ロットに対応したＭｇダイカスト金型製作工程改善
公益財団法人石川県産業創
出支援機構

2502 2817110181 石川県 合同会社菜夢来 5220003001415
ころ柿の食味向上と流通期間拡大に寄与する製造環境構
築による販路拡大事業

北國銀行

2503 2818110001 福井県 株式会社ファインモード 1210001013433
縫製工程及びボタン付け加工を改善し、機能性アンダー
ウェア商品を開発する

武生商工会議所

2504 2818110008 福井県 有限会社ウチダプラスチック 5210002012785
熱可塑炭素繊維シート成型システムによるスポーツサング
ラス開発

福井銀行

2505 2818110010 福井県 有限会社田島プラスチック 3210002002202
３Ｄ加工機を導入し、複雑多様なプラスチック眼鏡部品など
を短納期で提供する

福井東商工会

2506 2818110016 福井県 大丸機工株式会社 7210001011712
高強度・太物対応の新型鉄筋自動曲げ機導入による生産
プロセス改善

福井銀行

2507 2818110017 福井県 株式会社エツミ光学 3210001012706
高精細グリーンレーザー導入による高級サングラスの真贋
識別加工体制の構築

福井銀行

2508 2818110018 福井県 有限会社かつみソーイング 7210002014061
高付加価値衣料に対応した柄合せ（パターンデザイン）裁
断の画像処理を用いた自動化による自社内一貫生産体制
の確立

福邦銀行

2509 2818110024 福井県 森永機械工業株式会社 8210001009937
短納期・小ロット生産体制確立及び生産性向上のための
最先端複合機導入

越前信用金庫

2510 2818110025 福井県 株式会社川鋳 7210001000847
自硬性砂型製造プロセスの改善による高品質・低コスト化
と最先端医療機器鋳物の生産体制の構築

福邦銀行
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2511 2818110030 福井県 パン工房セタロウ  
通夜調理設備の導入による高付加価値パンの開発と製造
事業

福井商工会議所

2512 2818110034 福井県 小島メテック株式会社 3210001001246
マシニングセンタの導入による高付加価値部品の内製化
事業

福井信用金庫

2513 2818110037 福井県 有限会社三成工業 2210002001452
小規模鉄骨製品受注獲得促進と生産性向上のための自
社一貫生産体制構築事業

福井東商工会

2514 2818110038 福井県 株式会社西村金属 9210001013129
医療関連製品の品質保証体制強化による革新的な検査技
術開発事業

福井商工会議所

2515 2818110043 福井県 有限会社ザ・デリケン 8210002001496
品質及び生産性の向上を両立させた食品製造工程の構築
と競争力強化

福井東商工会

2516 2818110046 福井県 株式会社秀峰 7210001001606
デジタルインクジェット方式による版無し高精度フルカラー
曲面印刷機の開発

福邦銀行

2517 2818110050 福井県 株式会社ナカニシビジョン 7210001002587
５軸加工機導入による金型の内製化がもたらす、納期短
縮、ファッション性の高い商品作りへの展開

公益財団法人ふくい産業支援
センター

2518 2818110052 福井県 山金工業株式会社 3210001004364
スマート工場実現に向けたＩｏＴ対応生産管理システム導入
による製造プロセス革新

福井商工会議所

2519 2818110054 福井県 株式会社新珠食品 4210001011450
包装機用自動供給装置及び高速横ピロー自動包装機導
入による生産性向上及び海外販売拡大。

福井銀行

2520 2818110055 福井県 中央電機株式会社 6210001011795
高性能スポット溶接機導入によるオーダー型電力制御装
置の一貫生産強化

福邦銀行

2521 2818110057 福井県 永平寺サイジング株式会社 9210001000399
超軽量・低コスト新規織物クッション材の開発と増産及び拡
販の促進

福井銀行

2522 2818110058 福井県 有限会社匠金型 9210002013152
自動車部品用制御ユニット組立機の高精度複雑形態の部
品製造技術

福井信用金庫

2523 2818110059 福井県 有限会社伊藤製作所 3210002012779 建設機械向け鋼板材の高精度切断加工技術開発事業
税理士法人武生中央会計高
嶋浩之

2524 2818110060 福井県 株式会社シー・シー・ユー 3210001001733
業界最短のパッケージシステム向け「汎用：新ＯＳ自動対
応ツール」の開発

坂井市商工会

2525 2818110061 福井県 武田製畳所  
薄畳市場への参入及び生産ラインのオートメーション化に
よる生産性の向上

坂井市商工会

2526 2818110062 福井県 有限会社井上徳木工 7210002012775
微細加工でデザイン性の高い製品を生産するレーザー加
工機の導入

福井信用金庫

2527 2818110063 福井県 ゼブラ運転代行アルファ  
運転代行を手軽に配車できるスマートフォンアプリ「Ｒａｋｕｄ
ａ」の開発と提供

武生商工会議所

2528 2818110064 福井県 株式会社ニシオ設備工業 1210001002799
超高精度地上型レーザースキャナーの導入による革新的
設備管理体制の確立

福井信用金庫

2529 2818110065 福井県 株式会社丸井工業 1210001007674
自社開発の立体ケガキ定規の品質向上による商品化と生
産ラインの構築

坂井市商工会

2530 2818110067 福井県 株式会社ダナックス 1210001002048
革新的自動カメラ導入による検査工程の高精度化と生産
性の向上及びＩｏＴの提供

福井商工会議所

2531 2818110070 福井県 株式会社エコファームみかた 7210001011019
地域資源「福井梅」を用いたスパークリングリキュールの完
全自社生産ラインの構築

福邦銀行

2532 2818110071 福井県 株式会社マエケン 1210001012220 超高密度な織布の開発
株式会社ジェック経営コンサ
ルタント山瀬孝

2533 2818110072 福井県 有限会社中村精機 4210002002606 「最新鋭 ターニングセンタ」導入によるＱＣＤ改善事業 福井商工会議所

2534 2818110074 福井県 真名川株式会社 2210001009918 仮撚り糸の加工技術の高度化事業 北陸銀行

2535 2818110075 福井県 クラシス株式会社 4210001011599
多品種少量生産に対応するプレカット木材加工ラインの複
線化事業

北陸銀行

2536 2818110076 福井県 横井チョコレート株式会社 8210001016207
含浸技術の活用による新食感「チョコレート含浸菓子」開発
事業

福井商工会議所

2537 2818110078 福井県 スマートプラスホーム福井  
多彩な部屋の演出を可能にする木の板「デザインウッド
ウォール」の開発

坂井市商工会

2538 2818110079 福井県 有限会社坪田鉄工 4210002007340
大型ＮＣ旋盤を導入し、生産性向上と航空宇宙分野の加工
を取り込む

あわら市商工会

2539 2818110080 福井県 有限会社エムティエム 4210002009205
多品種単品生産の生産性向上を目指すマシニングセンタ
の導入

福井銀行

2540 2818110081 福井県 有限会社平田木材店 6210002014120
１次加工だけでなく、複雑で精密な２次加工をおこない、オ
ンリーワン製材の商品開発事業

高浜町商工会

2541 2818110084 福井県 株式会社ミヤゲン 1210001010793
カップコーヒーやドーナツなど複数の物を入れて持ち運ぶ
「帯支持式容器運搬袋」の開発製造

福邦銀行
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2542 2818110087 福井県 三好興業株式会社 6210001013313
熱可塑性偏光フィニッシュトレンズの製造技術の確立及び
製造・販売

福井信用金庫

2543 2818110094 福井県 株式会社加藤製缶 6210001009757
鋼材表面加工処理の均一度向上技術と熟練工の技術を
融合させ販路拡大を見出す事業

大野商工会議所

2544 2818110096 福井県 株式会社横山工藝 1210001004424
感熱方式フィルム出力システム導入による短納期大判製
版体制の構築

福井銀行

2545 2818110097 福井県 有限会社スターフーズ 6210002005029
国内及び海外市場に対応した「元祖 焼き鯖寿司」の自動
生産ラインの構築

福井商工会議所

2546 2818110106 福井県 有限会社牧田金型製作所 9210002011932
自社設計製作を活かした押出成形金型を製作する為の最
新設備導入

福邦銀行

2547 2818110107 福井県 北陸精染株式会社 7210001003453
国内最大幅の広幅染色加工に対応する新型解反機の開
発と短納期生産体制の構築

福井信用金庫

2548 2818110111 福井県 株式会社オーカワパン 3210001007508
販売データを基にしたフレキシブル生産体制構築に資する
ＩｏＴ対応成型ロボットの導入

福井銀行

2549 2818110114 福井県 若越印刷株式会社 3210001010593
高精度カッティングプロッターライン導入による訴求力の高
い店内ＰＯＰの企画開発

福邦銀行

2550 2818110117 福井県 丸幸せんい株式会社 3210001011996
カーテン縫製加工の「見える化」と「標準化」を実現させる
生産体制の確立

福井銀行

2551 2818110118 福井県 福井環境事業株式会社 1210001003649
廃プラ再資源化原料の塩素濃度低減、安定化の為のシス
テムの導入

福井商工会議所

2552 2818110122 福井県 株式会社無限大 7210001011258
寡日照時にトマト生産を安定させるＬＥＤ補光と環境制御技
術の開発

わかさ東商工会

2553 2818110124 福井県 株式会社中村加工所 9210001002404
ガラス特殊加工機導入による生産性の飛躍的向上及び付
加価値商品の販路拡大

福井銀行

2554 2818110129 福井県 吉田酒造有限会社 9210002004143
製造設備の温湿度制御による魅せる四季醸造蔵の『真夏
のしぼりたて』

永平寺町商工会

2555 2818110132 福井県 株式会社千鳥苑 5210001010906
スライサーの導入開発による食材へしこの高付加価値商
品開発と新市場創造

公益財団法人ふくい産業支援
センター

2556 2818110134 福井県 武生特殊鋼材株式会社 7210001011786
熱処理工程改善による革新的刃物用新素材開発及び製
造加工の高品質高効率化

武生商工会議所

2557 2818110137 福井県 株式会社北山建設 2210001010891
タブレットを利用したＩＴによる空き家調査管理データベース
システムの機能拡張

わかさ東商工会

2558 2818110138 福井県 株式会社エムケーエム 7210001000566
クリーンルーム生産による納品即生産（即充填）を活かせ
る「耐熱ポリプロピレン（ＰＰ）容器」製造事業

福井商工会議所

2559 2818110140 福井県 株式会社サカエ広告 2210001015404
アクリル板成形システムの導入による社内一貫加工体制
の構築

福井銀行

2560 2818110142 福井県 山田技研株式会社 2210001004159
水田の気象／水管理／電気柵を監視制御するＩＯＴシステ
ムの開発

公益財団法人ふくい産業支援
センター

2561 2818110144 福井県 伊藤酒造合資会社 4210003000039
福井県を代表する「夏の限定生酒」の開発と製造環境の改
善事業

福井信用金庫

2562 2818110147 福井県 株式会社下村漆器店 4210001012952
ＡＩ活用型個別クッキングプレート・ネットワーク・システムの
開発

公益財団法人ふくい産業支援
センター

2563 2818110148 福井県 株式会社アルマック 7210001000112
生産と連動した通販サイト対応「注文即納出荷システム」
構築事業

福井商工会議所

2564 2818110150 福井県 アイテック株式会社 5210001012646
スプレー塗装工程の自動化による、ナイロン製眼鏡フレー
ムの表面処理加工技術の確立（市場の開拓）

福井銀行

2565 2818110151 福井県 株式会社林田 3210001007623
紡績糸・細繊度糸の一本糊付け加工技術開発のための糊
付け機の導入

福邦銀行

2566 2818110155 福井県 株式会社北陸サーマル 4210001010766
配管専用三次元ＣＡＤと自動見積システム導入による加工
精度と生産効率向上体制の構築

福井銀行

2567 2818110158 福井県 島田整骨院  
動的ストレッチ機具と生活習慣カードの導入による健康プ
ログラムの提供事業

福井商工会議所

2568 2818110165 福井県 小杉織物株式会社 6210001007538
超音波振動を用いた天然繊維の高速製織技術の研究開
発事業

福井県商工会連合会

2569 2818110166 福井県 新珠製菓株式会社 3210001011451
地元農産物を使った羽二重餅の、製造安定化に向けた機
械装置の導入

武生商工会議所

2570 2819110004 山梨県 株式会社六測 7090001012343
３Ｄレーザー測量技術による新技術サービスの提供と生産
性の向上

山梨信用金庫

2571 2819110005 山梨県 株式会社萱沼鉄工所 7090001008325
新大型ピロボール部品加工の生産性を約２倍に上げる 高
度生産性向上

都留信用組合

2572 2819110007 山梨県 堀田畳製作所  
自動化・省力化・高機能化による畳製造工程の抜本的な改
革と国産畳の需要開拓

山梨中央銀行
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2573 2819110008 山梨県 有限会社グローバルエンジニア 6090002015230
ドローンを利用した革新的な測量方法による高付加価値化
の実現

山梨中央銀行

2574 2819110009 山梨県 株式会社田口機工 1090001001319
ＩｏＴと人工知脳を活用した多品種異形物の高精度加工と稼
働率のアップ

山梨中央銀行

2575 2819110012 山梨県 株式会社ハーモテック 1090001005006 吸着・把持困難な食品搬送技術の開発
公益財団法人やまなし産業
支援機構

2576 2819110013 山梨県 三栄工業株式会社 1090001007927
空調機器用部品の製造工程改善による利益を生むコスト
ダウンの実現

都留信用組合

2577 2819110016 山梨県 中央葡萄酒株式会社 9090001009239
甲州ワインの溶存酸素量の制御による香味の向上と長期
安定化

山梨県県民信用組合

2578 2819110018 山梨県 有限会社宝永金型製作 8090002010477
複雑な形状にも即応できる高品質で革新的な金型製造技
術の確立

山梨中央銀行

2579 2819110019 山梨県 株式会社平山ファインテクノ 5020001070011
高多層・高密度化するプリント基板への極微細シンボルマ 
ーク形成（印字）工法の確立

公益財団法人やまなし産業
支援機構

2580 2819110020 山梨県 大和葡萄酒株式会社 1090001009254
甲州種葡萄の系統別特徴を活かした高品質な甲州ワイン
生産のための試験醸造

公益財団法人やまなし産業
支援機構

2581 2819110021 山梨県 白百合醸造株式会社 5090001009226
山梨県産ぶどうから国内初の樽熟成グラッパの試作開発
を行う

山梨県民信用組合

2582 2819110022 山梨県 有限会社山口製作所 8090002010543 小型切削加工機とＩｏＴ監視導入による生産力改善強化 山梨県民信用組合

2583 2819110026 山梨県 有限会社渡辺技研 2090002012925
真空機器部品におけるワイヤ放電加工を用いた加工技術
の確立

都留信用組合

2584 2819110031 山梨県 湯澤工業株式会社 2090001005095
３次元測量技術と建設機械を組み合わせた新たな手法に
よる事業展開

南アルプス市商工会

2585 2819110032 山梨県 有限会社トライアル 3090002009722 超微細加工に対応した生産体制構築への挑戦 山梨中央銀行

2586 2819110034 山梨県 有限会社松浦木工 1090002013115
木のぬくもりを活かす、こだわりオーダー家具のニーズに
応える技術力向上と働き方の改革

若杉公認会計士事務所

2587 2819110037 山梨県 ｊ’ｓ株式会社 5010401121785
次世代漆器材料（天然材料のみ）を用いた成形体製品製
造工程の改善

北杜市商工会

2588 2819110042 山梨県 株式会社ミヨシ 4010901032038 本格的な海外展開に向けた種製品の袋詰め工程の変革
株式会社コムラッドファーム
ジャパン

2589 2819110044 山梨県 Ａ－ＭＥＣ株式会社 8090001007078 犬の熱中症対策商品の開発とブランド化 中央市商工会

2590 2819110046 山梨県 本坊酒造株式会社 6340001003887
果汁圧搾工程の改善を通じた、甲州種による高付加価値
ワインの試作開発

公益財団法人やまなし産業
支援機構

2591 2819110047 山梨県 勝沼醸造株式会社 3090001009211
甲州ワインが世界に挑戦するための新たな搾汁技術の確
立

山梨中央銀行

2592 2819110054 山梨県 株式会社ＳＰＣ 1090001006037
インバウンド向け多言語対応販促物の多品種少量生産体
制構築

山梨中央銀行

2593 2819110056 山梨県 若杉歯科医院  地域密着型高精度口腔外科治療の推進事業 山梨中央銀行

2594 2819110058 山梨県 山梨銘醸株式会社 1090001011219
マーケット需要に応えた製品鮮度を高めるための オンデマ
ンド出荷ライン・システムの構築事業

北杜市商工会

2595 2819110065 山梨県 株式会社渡兼 9090001010527
設備導入とＩｏＴを活用した航空機部品の高品質・短納期・
不良レスでの効率的量産の確立

西桂町商工会

2596 2819110066 山梨県 株式会社エスピーダ 9090001007184
職人芸の勘や経験に頼らない、工場生産による立体造形
用のコンクリート型枠の創造

商工組合中央金庫

2597 2819110069 山梨県 株式会社加藤電器製作所 5090001008327
ＩｏＴ技術とロボット技術によるインテリジェント半導体組立ラ
インの構築

特定非営利活動法人ものづく
り支援機構

2598 2819110072 山梨県 株式会社アメス 3090001000987
複雑なデザインのプラチナ・ジュエリーを製造するための設
備導入

森公認会計士事務所

2599 2819110076 山梨県 株式会社富士種菌 4090001005028 シイタケ植菌済み原木販売事業 山梨中央銀行

2600 2819110077 山梨県 株式会社甲進化成 9090002011202
亜鉛ダイカストからプラスチックへの材料代替による プラス
チック市場の拡大

商工組合中央金庫

2601 2819110078 山梨県 株式会社塩山製作所 1090001009064
タンク内二次発酵法による甲州種スパークリング ワインの
技術開発

公益財団法人やまなし産業
支援機構

2602 2819110080 山梨県 ユージーエム株式会社 5020001029841
スマートフォン用部品金型の高精度化・短納期化のための
生産体制改善計画

株式会社エフアンドエム東京
本社

2603 2819110082 山梨県 大東製薬工業株式会社 8013301006896
稀少な市販薬の効能・安全性を担保する品質確保・品質保
証の強化による差別化

巣鴨信用金庫
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2604 2819110084 山梨県 株式会社シンゲン家具工業 5090001001026
生産工程の改善を図り社会的弱者に安全と高品質家具の
提供を実現する

山梨県民信用組合

2605 2819110088 山梨県 株式会社スプリング 5090001008822
設備投資によって上から鮮明に見える特許製品の水槽を
日本から世界へはばたかせる

杉本会計事務所

2606 2819110090 山梨県 まるいわぶどう園  
カフェレストランの開業と複合機能の提供による 顧客満足
度の向上

大森・中込税理士事務所

2607 2820110003 長野県 株式会社ドリーム 5100001007979 カチオン電着塗装（鉛・錫フリー）ラインの構築 群馬銀行

2608 2820110006 長野県 株式会社オージンダクト 2100001018236
最新の多目的形鋼加工機の導入による、生産性の向上と
生産プロセスの革新による競争力強化と市場拡大

松木会計事務所

2609 2820110008 長野県 アスク工業株式会社 8100001000106
樹脂加工に関する自社一貫生産体制の確立による事業複
合化の取組み

八十二銀行

2610 2820110011 長野県 デイリーフーズ株式会社 2010001131824
圧力技術を活用した生食感で風味保持可能な果実・野菜
食品の開発

八十二銀行

2611 2820110015 長野県 小県精密株式会社 7100001011062
チタン・ＳＵＳ材の加工技術高度化による超高精度放電加
工及び生産性向上の実現

上田信用金庫

2612 2820110016 長野県 株式会社西軽精機 9100001007562
ＩｏＴによる難削材加工フレキシブル小ロット生産体制の確
立

佐久商工会議所

2613 2820110018 長野県 有限会社丸山精工 5100002031813
全自動洗浄機を導入活用し、環境改善・高品質化・受注拡
大の実現

長野銀行

2614 2820110019 長野県 株式会社エーアイテック 6100001012788 ＩｏＴによる故障予知と部品内製化による稼働信頼性強化 商工組合中央金庫

2615 2820110022 長野県 株式会社ちさと東 9100001024228
賞味期限を２倍にし生産量を１．５倍にする煮卵生産システ
ムの開発

阿智村商工会

2616 2820110023 長野県 ヤマカ精工株式会社 9100001014311
こだわりの生産方法による信州伝統野菜の今までにない
新商品開発

松本商工会議所

2617 2820110024 長野県 ナパック株式会社 8100001021341
環境車輛用部品の粉末冶金工法によるＩｏＴとロボット活用
システム構築と確立

商工組合中央金庫

2618 2820110026 長野県 信越明星株式会社 1100001009847
冷水装置（エコキュート）の導入とＩｏＴによる、品質の安定と
省エネ対策

一般財団法人浅間リサーチエ
クステンションセンター

2619 2820110027 長野県 株式会社ミナミサワ 5100001003433
水栓機器補修用製品のオーダーメイド・短納期供給サービ
スの事業開発

八十二銀行

2620 2820110028 長野県 北村機電株式会社 3100001018986 多品種・少量生産変圧器の高効率生産システムの構築 八十二銀行

2621 2820110033 長野県 シェルハメディカル株式会社 9100001027404 医療用インプラントの表面処理技術の確立 諏訪信用金庫

2622 2820110034 長野県 株式会社ミクロ発條 9100001018683 当社独自ばね成形工程への搬出装置導入による自動化 八十二銀行

2623 2820110035 長野県 大永工業株式会社 2100001011505
ＡＩをフル活用したＩｏＴネットワークとファイバーレーザパンチ
自動化システムの構築

八十二銀行

2624 2820110037 長野県 山本食品株式会社 8100001003645
世界初「十割乾そば」専用工場によるグルテンフリー市場
の開拓

八十二銀行

2625 2820110038 長野県 株式会社仙醸 4100001020768
上槽工程の高度化による、世界に通用する高品質スパー
クリング日本酒の開発

アルプス中央信用金庫

2626 2820110040 長野県 株式会社日東ボタン 1010001053565
美麗かつ繊細な模様が内層に一体形成される新たな服飾
ボタンの開発及び実用化

株式会社マイルストーン・コン
サルティング・グループ

2627 2820110041 長野県 楯木工製作所  
日本遺産「木曽路」の伝統技術を未来に繋げ世界に発信
する

八十二銀行

2628 2820110042 長野県 多摩川精機株式会社 6100001022548 ＩｏＴを活用した民間航空機用装備品の検査工程の自動化 八十二銀行

2629 2820110046 長野県 有限会社中山技研 7100002011037
三次元測定機導入によるトータル品質向上と加工ノウハウ
蓄積体制の確立

八十二銀行

2630 2820110047 長野県 よしだ精工  
新型マシニングセンター導入による高精度加工および深穴
加工技術の確立

上田信用金庫

2631 2820110049 長野県 株式会社エスケー・シナノ 3100001026411
自動運転技術搭載車の操作性高度化に資する部品の革
新的量産加工技術の開発

松本信用金庫

2632 2820110050 長野県 コトヒラ工業株式会社 4100001010760
産業用大型機械装置の設計製造手法革新による品質向
上と製作期間短縮

商工組合中央金庫

2633 2820110055 長野県 サカイ技研  
円筒研磨加工の繰り返し加工精度向上による篏合部品の
品質安定化の取組

八十二銀行

2634 2820110056 長野県 アスリートＦＡ株式会社 5100001018167 世界初φ３０μｍはんだボール搭載技術の開発 八十二銀行
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2635 2820110057 長野県
株式会社サイベックコーポレーショ
ン

4100001015611
高機能画像処理システムによる多品種対応型外観検査装
置の開発

公益財団法人長野県テクノ財
団

2636 2820110058 長野県 株式会社小林コンサルタント 6100001023265
無人航空機搭載型３Ｄレーザー導入による高度３次元計測
技術の構築

飯田信用金庫

2637 2820110060 長野県 株式会社坂井化工 7100001006302
耐摩耗性・耐クリープ特性に優れた摺動部材の量産体制
構築

戸倉上山田商工会

2638 2820110061 長野県 株式会社ミクロン精工 1100001019243
成長産業向け段付き形状研削加工シャフトの量産体制構
築

長野銀行

2639 2820110062 長野県 株式会社山岸製作所 5100001003598 防災車両に搭載される特殊エンジン部品の生産体制構築 長野信用金庫

2640 2820110063 長野県 市村工業株式会社 7012701002052 板金加工の品質向上用窒素ガス発生装置の導入 三菱東京ＵＦＪ銀行

2641 2820110064 長野県 株式会社ヨシカズ 1100001022890
航空機及びロボット向け切削部品の空間測定計測システ
ムの構築

飯田信用金庫

2642 2820110065 長野県 株式会社遠藤酒造場 3100001005472
香り高いフルーティな純米吟醸酒を開発して海外市場に
チャレンジ

八十二銀行

2643 2820110066 長野県 有限会社睦坪製作所 3100002011346
医療機器部品に参入する加工・測定精度の向上と生産効
率の最大化

八十二銀行

2644 2820110067 長野県 有限会社Ｒ＆ＫＪＡＰＡＮ 8100002017669 データセンタ等におけるＨＶＤＣ給電用接続器の開発 樋口一男税理士事務所

2645 2820110069 長野県 有限会社末岡製本所 6100002002532
長野県初の最新型Ｖカットマシン導入による革新的製造プ
ロセス開発と事業拡大

八十二銀行

2646 2820110071 長野県 株式会社セルコ 6100001008522
「丸線による圧縮成型高密度コイル」の製品化とＨＶ用モー
ターへの応用

上田信用金庫

2647 2820110077 長野県 有限会社田中工業 5100002016814
ＩＴ等を活用したダクト製作効率化による新規提案型清掃
サービス

坂城町商工会

2648 2820110082 長野県 株式会社小林製作所 7100001009651
ロボットによる自動化とＩＯＴの活用による生産プロセスの革
新

上田商工会議所

2649 2820110088 長野県 豊田化工株式会社 8100001018511
厚肉高精度非球面プラスチックレンズの成形条件確立と高
歩留り全自動量産ラインの構築

諏訪信用金庫

2650 2820110089 長野県 ゴコー電工株式会社 3100001018838
特殊モーター製造における立体造形技術による大幅な開
発期間の短縮

八十二銀行

2651 2820110090 長野県 有限会社トップギヤー 9100002016315
専用加工機要らず！マシニングセンタによる特殊形状歯車
の多品種少量生産体制の確立

八十二銀行

2652 2820110091 長野県 高島産業株式会社 1100001018476 精密加工技術の革新による医療機器の製品化 八十二銀行

2653 2820110092 長野県 有限会社上野製作所 1100002035108
長尺製品の高品質化と生産性向上による差別化と競争優
位の実現

八十二銀行

2654 2820110095 長野県 株式会社中野屋ステンレス 8100001020814
革新的な酸化皮膜除去手法の確立と生産性向上による差
別化の実現

八十二銀行

2655 2820110096 長野県 有限会社カワテ 7100002031126
海外市場向け大型製品の自動加工・生産革新による参入
障壁の構築

株式会社ジェノベーション

2656 2820110098 長野県 昭和樹脂工業株式会社 1100001011489
ワンステップストレッチブローによるＰＰ樹脂製透明容器の
製造

一般財団法人浅間リサーチエ
クステンションセンター

2657 2820110100 長野県 有限会社ソリッド工業 3100002016246 高品質大型部品の加工体制構築のための設備導入事業 長野県信用組合

2658 2820110101 長野県 株式会社アルカディア 8100001011771
高精度溶接技術の開発と生産体制の刷新による新規医療
用機器受注獲得

一般財団法人浅間リサーチエ
クステンションセンター

2659 2820110102 長野県 五一精工株式会社 6100001003886
アルミ材部品の高能率・高精度加工開発と生産能力１５％
向上

八十二銀行

2660 2820110104 長野県 株式会社エスコ 3100001000408 ＡＩを利用した農産物安全性試験圃場の高度化事業 大橋中小企業診断士事務所

2661 2820110109 長野県 有限会社山﨑塗装工業 5100002016905
自動塗装システム導入による高品質塗装品の量産体制構
築

長野銀行

2662 2820110110 長野県 有限会社ボディーオート桜井 4100002012715
最先端スポット溶接機導入による「数字で見える溶接技
術」のサービス提供

八十二銀行

2663 2820110117 長野県 株式会社プロダクト 6100001008027
木目にこだわった高級キッチン部材で、国内外のキッチン
を華やかに演出する

八十二銀行

2664 2820110124 長野県 株式会社伸和精工 7100001021532
リチウムイオン二次電池用部品の複合一体化を可能にす
る超精密板鍛造プレス金型の製作

八十二銀行

2665 2820110127 長野県 信州吉野電機株式会社 2100001016818
射出成形ユニットの複合機能化による炭素繊維強化プラス
チックの多色成形低コスト化

八十二銀行
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2666 2820110129 長野県 株式会社みすずコーポレーション 6100001003390
味覚センサーを活用した味の数値化技術による商品開発
期間短縮

八十二銀行

2667 2820110134 長野県 エイチ・シーテクニカル  信州発、多用途ウェアラブル発汗センサモジュールの開発 長野県信用組合

2668 2820110136 長野県 株式会社サンジュニア 4100001005892
自然調和型無廃熱太陽エネルギー高効率利用システムの
開発

八十二銀行

2669 2820110137 長野県 有限会社山本精機 8100002026950
自動運転技術に不可欠な車載カメラ用フィルムの特殊テー
パー加工の確立

松本信用金庫

2670 2820110138 長野県 藤屋わさび農園有限会社 4100002023935 業界初、安曇野わさびの鮮度保持凍結を実現する事業 横浜中小企業診断士会

2671 2820110139 長野県 ファーマックメディカル株式会社 6100001025179
特殊ネジ加工技術の確立による日本人向け膝関節治療用
医療機器の開発

諏訪信用金庫

2672 2820110140 長野県 吉田工業株式会社 9100001007901
電気自動車向け複雑立体形状鋳造部品高度品質評価体
制確立

佐久商工会議所

2673 2820110142 長野県 杉本印刷株式会社 2100001022527
新たな市場参入による販路開拓のための革新的生産プロ
セスの改善

飯田信用金庫

2674 2820110149 長野県 クリーニング工房木下  不可能と言われていたウールの背広の水洗いを可能に 飯田信用金庫

2675 2820110152 長野県 村山人形店  オーダーメイドお雛様受注システムの開発と導入 松本信用金庫

2676 2820110153 長野県 藤澤醸造株式会社 3100001015463 伝統発酵食品の製造高度化事業 生坂村商工会

2677 2820110155 長野県 株式会社ケイテック 4100001009101
ステアリング部品の高精度化・短納期化に対応した金型設
計・製作工程の一部自動化による大幅改善

八十二銀行

2678 2820110156 長野県 有限会社酢屋亀本店 8100002002613
有望商品の業務用パックの試作開発及び販路拡大のため
の工程機械化

一般社団法人長野県経営支
援機構

2679 2820110158 長野県 株式会社タカノ 4100001014638 金属３Ｄプリンター導入による血液滴下針の加工技術革新 松本信用金庫

2680 2820110160 長野県 株式会社ケンシン工作 1100001007132 建設機械部品の精密加工技術の拡充と事業拡大 八十二銀行

2681 2820110161 長野県 株式会社ウッドテック秋富 5100001009554
良質の木製内装品を効率生産、子育て教育施設に販路を
広げ少子化に歯止め

八十二銀行

2682 2820110162 長野県 株式会社小林製作所 7100001000916
最新生産管理パッケージ導入と業務プロセス改善による生
産性向上と受注拡大

長野信用金庫

2683 2820110165 長野県 株式会社新井製作所 9100001005450
次世代自動車向け高機能性発泡スチロール対応金型製造
技術の確立

長野県信用組合

2684 2820110166 長野県 マルコメ株式会社 9100001003297
味噌製造におけるＩｏＴ監視・制御とＡＩエキスパートシステム
の構築

八十二銀行

2685 2820110167 長野県 株式会社ハルディン 7040001045091
長野農場での接木ロボットの導入によるリレー生産体制の
構築

京葉銀行

2686 2820110168 長野県 株式会社マルダイフーズ 1100001022775
新製法「シート状ドライフルーツ」の製造プロセスの確立に
よる販路拡大

飯田信用金庫

2687 2820110171 長野県 株式会社シリコンテクノロジー 3010001020051 既存工程を生かした高品位ゲルマニウムの開発
株式会社マイルストーン・コン
サルティング・グループ

2688 2820110174 長野県 株式会社北澤電機製作所 7100001021185
手仕上げ加工削減への挑戦と要求を上回る品質確保で競
争力とブランド力向上を図る

八十二銀行

2689 2820110175 長野県 株式会社キザキ 1100001008403
新規性の高い新製品の開発及び生産性・品質向上のため
の機械化

上田信用金庫

2690 2820110179 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）の導入とアルカ
リ電解水適用による品質向上・コスト削減の実現

八十二銀行

2691 2820110182 長野県 株式会社インターリンク 4100001029586
輸入車に特化した生涯顧客獲得のための新サービスの提
供と修理技術の高度化

長野県信用組合

2692 2820110183 長野県 有限会社小笠原商店 7100002029467
異常気象に備えた新鋭寒天生産設備の導入による品質歩
留り向上と商品の多品種化

八十二銀行

2693 2820110184 長野県 コスモス工業株式会社 1100001019004
多品種・少ロット・高機能段ボール箱の高効率生産体制の
構築

商工組合中央金庫

2694 2820110185 長野県 太陽工業株式会社 9100001018460
高精度・恒温環境の高度化による鍛造金型加工プロセス
の構築

八十二銀行

2695 2820110186 長野県 株式会社創エンジニアリング 7100001011450
成形条件と成形品測定データの傾向分析に基づく試作回
数削減コンサルティングサービス

八十二銀行

2696 2820110188 長野県 上田プラスチック株式会社 7100001009593
自動車部品の先駆的新素材による製品開発と革新的な量
産工程の構築

八十二銀行
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2697 2820110189 長野県 有限会社元島塗装所 7100002037511 自動塗装機導入によるエアバック塗装の量産体制確立 飯田信用金庫

2698 2820110190 長野県 有限会社はなのみ 6100002004108
新規性があり高付加価値な新商品の試作開発及び設備導
入

一般社団法人長野県経営支
援機構

2699 2820110191 長野県 株式会社木曽アルテック社 8100001015896
高周波接着機導入による曲げわっぱ生産体制の高効率・
低コスト化の確立

松本信用金庫

2700 2820110195 長野県 有限会社プライムシステムズ 1100002030447 高感度・汎用微小信号検出装置の試作 八十二銀行

2701 2820110196 長野県 株式会社コソブ精機工業舎 2100001016594
治具加工技術を活用した生産向上のためのネジ製品製造
方式の開発

松本信用金庫

2702 2820110197 長野県 有限会社堀内精機 8100002004626 歯科治療用インプラントの新規開発及び生産提供 長野銀行

2703 2820110198 長野県 有限会社永井精機 2100002022328
小型ギヤ加工の高度化による部品加工·組み立て一貫体
制の確立

八十二銀行

2704 2820110199 長野県 中信特殊鋼株式会社 3100001014531
複雑加工の内製化と納期管理システム改善による新営業
体制の構築

八十二銀行

2705 2820110200 長野県 小布施ワイナリー株式会社 1100001005788
逆転の発想！フェノール系化合物を制御した新ワイン商品
の開発と品質の安定化

八十二銀行

2706 2820110202 長野県 ＮｉＫＫｉＦｒｏｎ株式会社 2100001002660
高精度画像処理、加工技術の最適化による自動車用摺動
部品の工法確立

八十二銀行

2707 2820110207 長野県 株式会社ミヤコー 5100001022805
レーザー加工の内製化による生産性向上とＩｏＴ化による差
別化の実現

飯田信用金庫

2708 2820110214 長野県 株式会社デジタル・スパイス 5100001018761 耐水性を有するウエアラブルな小型尿流量率計の開発 八十二銀行

2709 2820110221 長野県 株式会社タンケンシールセーコウ 3010801006885
次世代要求に対応する非接触把持技術によるガラス浮上
精度の高度化

辰野町商工会

2710 2820110222 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
るプラットフォーム事業への対応

若杉公認会計士事務所

2711 2820110224 長野県 イミー株式会社 6100002016697
特許技術「発芽コーヒー」量産体制構築による大手チェー
ンへの展開

八十二銀行

2712 2820110228 長野県 株式会社宮崎製本工業 8100001003455 紙折りの総合対応サービス開発事業 長野信用金庫

2713 2820110229 長野県 白ほたる豆腐店  
「白ほたる豆腐」の加工商品を製造するための加工技術の
導入

長野県信用組合

2714 2820110232 長野県 有限会社ＮＡＺＣＡ 7100002029343 世界初の電磁波３次元可視化ロボット装置の開発 諏訪信用金庫

2715 2820110236 長野県 株式会社松葉屋本店 3100001005852
生酒によるアジア新展開における衛生向上生産ライン構築
事業

八十二銀行

2716 2820110237 長野県 有限会社吉田建材 6100002029625
ドローンを活用した生産プロセスの革新とＩｏＴ化による生産
性向上と差別化の実現

八十二銀行

2717 2820110239 長野県 有限会社工房大倉 4100002038776 ＩＯＴトレーサビリティ性向上の為の計測システム開発 飯田信用金庫

2718 2820110243 長野県 株式会社カミジョウパック 3100001015109
生産管理システムの再構築による材料廃棄ロス削減と業
務効率化

安曇野市商工会

2719 2820110247 長野県 株式会社矢崎製作所 5100002037554
航空機部品製造におけるＩｏＴとロボットを活用した生産性
向上及び品質管理強化事業

八十二銀行

2720 2820110248 長野県 岡谷熱処理工業株式会社 5100001019405
イノベイティブ（革新的）コーティング技術開発による新たな
高硬度・長寿命金属被覆膜の実用化

公益財団法人長野県中小企
業振興センター

2721 2820110249 長野県 長野オートメーション株式会社 4100001011081
ＣＮＣターニングセンタ導入による自動化装置用部品の生
産方式の改革

一般財団法人浅間リサーチエ
クステンションセンター

2722 2820110253 長野県 株式会社エイム 9100001022082 精研削研磨装置導入による受注機会の拡大 八十二銀行

2723 2820110260 長野県 株式会社クエストコーポレーション 8100001005807
自社製可変ピッチプロペラ機構付無人航空機の量産プロ
セスの構築

八十二銀行

2724 2820110269 長野県 株式会社フジテック 8100001002985
橋梁長寿命化修繕計画に伴う効率的な計測技術導入と専
門技術者の育成

八十二銀行

2725 2820110273 長野県 有限会社アオキビルド 2100002017724
大型鉄骨柱の製造において、溶接ロボットの導入によりコ
ストダウンを実現する

長野信用金庫

2726 2820110278 長野県 株式会社大原建設 9100001016893
未熟練者でも低コスト・短期間で施工可能な橋梁ジョイント
工法

東京中央経営株式会社

2727 2820110279 長野県 ベストプラ株式会社 5100001023720
新素材に対応した破砕性能向上による自動車部品リサイ
クルへ進出

上田信用金庫
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2728 2820110280 長野県 株式会社ＮＥＸＡＳ 4100001022269
航空宇宙関連金属部品加工の更なる進化、サーマルデバ
リング加工機の導入によるバリ取り自動化の実現

下平伸次税理士事務所

2729 2820110284 長野県 マテリス株式会社 4100001027755
３Ⅾプリンター及び複合材料向け樹脂粉末量産技術の開
発事業計画

松本信用金庫

2730 2820110286 長野県 株式会社山崎屋木工製作所 6100001006699
高付加価値な木製防火ドアの新生産体制の確立と生産性
３０％向上

長野信用金庫

2731 2820110289 長野県 山京インテック株式会社 9100001022636
方位ガラスレンズに代わる金属レンズの日本初量産化事
業

飯田信用金庫

2732 2820110290 長野県 有限会社ティーズギター 7100002025078
３次元削り出し加工によるバイオリン構造の精密エレキギ
ター（ホロウボディエレキギター）の試作開発

株式会社オオサワ・ビジネス・
コンサルティング

2733 2820110296 長野県 株式会社寿精工 9100002031231 パワーＬＥＤ向け超小型・複雑形状放熱板の開発 八十二銀行

2734 2820110298 長野県 肥後製作所  
金属切削航空部品をプラスチック成形部品に置換する成
形加工技術の開発

阿智村商工会

2735 2820110301 長野県 株式会社オーシャンズ 7100001020402
世界最細線バネ加工とこれに対応した検査プロセスの革
新的改善

株式会社ＩＳＴコンサルティン
グ

2736 2820110302 長野県 株式会社タイヨーエンジニヤ 5100001010693
３Ｄ測量技術の活用による生産性向上と新規顧客獲得を
実現し受注拡大を図る

八十二銀行

2737 2820110307 長野県 小口精工株式会社 2100001017163
超高精度曲面加工の実現による極小部品パーツフィーダ
の高度生産体制構築

松川村商工会

2738 2820110309 長野県 伊那食品工業株式会社 7100001020600
業界初の寒天ゲルのシート剥がし自動化による生産性向
上と寒天の高品質化

八十二銀行

2739 2820110312 長野県 有限会社プロス 6100002033552 未普及の籾殻ペレット量産開発計画 アルプス中央信用金庫

2740 2820110313 長野県 株式会社ナカヤマ 9100001011052
医用機器高精度ユニット品製造に必要な高難度加工の実
現に向けた加工条件の最適化

上田信用金庫

2741 2820110316 長野県 株式会社やまへい 4100001008631
高機能りんご寒天ジュレの開発と最新設備導入、新商品供
給体制確立

八十二銀行

2742 2820110318 長野県 佐久産業株式会社 1100001008436 高剛性タイプの綿棒太紙軸を製造する加工機の試作開発 美斉津晃

2743 2820110322 長野県 株式会社サトウシューズスタジオ 1100001008824
足の悩みを解決。オーダーシューズ・インソール事業とギャ
ラリー導入

八十二銀行

2744 2820110327 長野県 浅間エンジニアリング株式会社 3100001008335
横形マシニングセンタ・ＩｏＴ稼働監視装置導入による生産
性と加工能力向上

八十二銀行

2745 2820110328 長野県 堀金工業株式会社 5100001015313
溶接ロボット導入による建造物鉄骨製品の信頼性と技術
高度化による生産効率の革新的向上

八十二銀行

2746 2820110330 長野県 有限会社エス・アイ工機 5100001011262
切削加工リスクを制御！ロボット用高精度マグネシウム合
金部品の量産体制確立

長野県信用組合

2747 2820110332 長野県 株式会社日商印刷 5100001005256
短納期・高品質・環境負荷低減を実現する新印刷機の開
発・導入

東京中央経営株式会社

2748 2820110342 長野県 有限会社三井製作所 4100002029032 複雑形状の３Ｄ加工技術の開発及び設備導入 美斉津晃

2749 2820110343 長野県 有限会社宮島製本所 8100002005137 金属に代わり紙こよりを利用した製本製品の提供 長野信用金庫

2750 2820110344 長野県 有限会社アクシス 4100002015305 高精度対応による特殊プラモデル金型製造への進出 中村秀雄税理士事務所

2751 2820110347 長野県 三和ロボティクス株式会社 7100001022456 IoT活用による「多品種変量」部品加工の生産性革新事業 八十二銀行

2752 2820110349 長野県 有限会社前角製作所 3100002004663
高性能複合加工機と職人的技術の融合による航空機等新
分野進出強化

長野市商工会

2753 2820110351 長野県 小池建設株式会社 5100001022409
３次元測量設計及び施工を主力とした自社内一貫ＩＣＴ工事
の提供

飯田信用金庫

2754 2820110357 長野県 有限会社中松井製作所 1100002012635
リール巻きリード線材加工の品質安定化を実現する生産
体制の構築

上田信用金庫

2755 2820110359 長野県 掛川木工  木製の福祉歩行器の試作開発 美斉津晃

2756 2820110360 長野県 不二越機械工業株式会社 1100001002967 超難加工材料の新規研磨プロセス（スマート研磨）の開発 八十二銀行

2757 2820110362 長野県 ヤハタ精工株式会社 5100001019256
ＰＰＳ樹脂材料へのＬＤＳ工法を確立させるためのレーザ加
工量産体制構築

茅野商工会議所

2758 2820110365 長野県 有限会社マルイ産業 9100002030497 「熱圧着式畳製造技術」導入による新サービス提供 八十二銀行
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2759 2820110370 長野県 株式会社エスケー精工 2100001011199
５軸制御マシニングセンター導入による超精密高効率加工
プロセスの確立

上田信用金庫

2760 2820110373 長野県 セラテックジャパン株式会社 6100001001675
高精度研磨装置の導入による薄厚基板の研磨プロセス改
善

八十二銀行

2761 2820110376 長野県 株式会社信生 3100001015645
旬の保存と商品化率向上による地場農産物の付加価値向
上計画

商工組合中央金庫

2762 2820110377 長野県 多摩川モータトロニックス株式会社 3100001023318
エンコーダ用ガラスディスク加工におけるＩｏＴ化と自動化に
よる加工技術の革新事業

伊坪税務会計事務所

2763 2820110390 長野県 株式会社Ａｉｚａｋｉ 9100001005459
超音波振動援用による難削材研削加工技術及び無人運
転技術の確立

長野県信用組合

2764 2820110392 長野県 有限会社原製作所 4100002014579
航空宇宙産業参入へ向けた大型構造物高精度計測技術
の開発

上田信用金庫

2765 2820110398 長野県 株式会社サンリエ 3100001022468
エコカー向け大径角度センサーコアの積層金型とロボット・Ｉ
ｏＴ連動による生産性の向上

八十二銀行

2766 2820110399 長野県 株式会社アキュレイトシステムズ 7010001139268 コンパクトフォースセンサの生産ライン構築 朝日税理士法人

2767 2820110405 長野県 株式会社ぷらんつ 3100001028572 オリジナル青汁・スムージーの通信販売システムの構築
税理士・公認会計士松崎堅太
朗事務所

2768 2821110006 岐阜県 株式会社アキタ製作所 4200001013142
次世代ＥＶ用バッテリー部品向け精密金型の切削加工技
術の開発

佐原啓泰

2769 2821110008 岐阜県 美山鋳造株式会社 2200001028704
自動バリ取り機導入による市場競争力の強化と鋳造技術
の継承、発展

十六銀行

2770 2821110010 岐阜県 有限会社ライトウェーヴ 3200002010107 防炎認定に対応した展示用パネルの制作と普及啓蒙活動 株式会社サカイｉＴ経営

2771 2821110012 岐阜県 有限会社大野木型 7200002016884
自動車部品用検査治具の生産性向上を実現する手修正レ
ス製造工程の確立

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2772 2821110013 岐阜県 若園精機株式会社 2200001014456
高性能マシニングセンタと革新的穴加工技術を使った『１
台で全加工』技術の構築

大垣西濃信用金庫

2773 2821110014 岐阜県 フルタ自動車鈑金  
調色システムを導入した調色技術の高度化とリードタイム
短縮による新しい塗装修理施工サービスの開発

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2774 2821110015 岐阜県 有限会社マグリーフ 5200002008322
減圧平衡発熱乾燥設備等導入による生産技術の革新と生
産能力の多様化

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2775 2821110016 岐阜県 有限会社協立 3200002023273
ＣＮＣ３次元測定機導入による加工部品の測定スピード及
び精度向上の両立

中津川商工会議所

2776 2821110019 岐阜県 大幸精工株式会社 4200001007292
市場シェア拡大を目指すための高性能研削機導入による
精密加工部品の生産プロセスの革新

各務原商工会議所

2777 2821110021 岐阜県 家田紙工株式会社 6200001000304
提灯用和紙「絵付け工程」のＩＴ化、自動化による品質、コス
ト、納期の向上事業

十六銀行

2778 2821110022 岐阜県 むすぶ農園  
ＩＣＴ農業技術を用いた生育環境制御の高度化による味や
色を最適化した革新的加熱調理用トマトの開発

安八町商工会

2779 2821110023 岐阜県 株式会社ナベヤ 6200001008553
マシンバイスの焼入れ品質安定及びリードタイム短縮のた
めのレーザー焼入れ技術導入による焼入れプロセスの改
善

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2780 2821110024 岐阜県 大東亜窯業株式会社 3200001021377
複雑形状陶磁器への画像処理式印刷機開発による製法
革新

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2781 2821110025 岐阜県 山内時計店  
特殊レンズ加工技術の獲得による度付きスポーツグラスの
オーダーメイド販売サービスの開発

大垣市赤坂商工会

2782 2821110026 岐阜県 太陽紙工株式会社 7200001015020 高度な依頼内容に対応する新しい厚紙の加工方法の開発
公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2783 2821110028 岐阜県 有限会社エドランド工業 3200002018488 一品一様、多品種少量機械刃物のリードタイム半減
公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2784 2821110029 岐阜県 有限会社アド・ループ 7200002023682
自動切削機でのＱ・Ｃ・Ｄと生産性向上による競争力の強
化

恵那商工会議所

2785 2821110030 岐阜県 有限会社ホウコク木工 4200002026630
短納期とデザイン提案を実現するＮＣ旋盤による丸棒の３
次元加工技術開発事業

高山北商工会

2786 2821110033 岐阜県 株式会社渡辺製作所 7200001028451
成形機大型部品（スクリュー）の研磨工程を内製化に よる
リードタイムの短縮及び精度・品質の向上

各務原商工会議所

2787 2821110035 岐阜県 有限会社平井製作所 2200002017994
航空宇宙産業技術の生産・品質検査プロセス革新による
成長分野新市場の獲得

御嵩町商工会

2788 2821110038 岐阜県 株式会社イーエスピー企画 1200001010753
鉄道架線の給電遮断状態を正確に測定可能なＩｏＴ対応型
検電器の開発

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2789 2821110039 岐阜県 株式会社レプトン 5120901034377
次世代半導体製造装置の露光装置用大型・低反射セラ
ミック支持台の開発

石田経営サポートオフィス
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2790 2821110041 岐阜県 カネマタ食品工業株式会社 2200001015941
高速汎用性袋充填ラインの導入による、デザート事業の再
構築

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2791 2821110042 岐阜県 有限会社ケイ・エイ商事 9200002001604 増産と新商品開発のための生産ライン強化計画 岐阜信用金庫

2792 2821110043 岐阜県 栄伸木工  
自動ラジアルソー導入による、人員不足の解消と、高精度
の組手切削技術による販路拡大事業

白川町商工会

2793 2821110044 岐阜県 サンワーク株式会社 1200001028259
革新的な次世代ファッションに応える高付加価値縫製の改
革

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2794 2821110045 岐阜県 株式会社榎本木工 5200001000651
ＮＣルーターとボデープレス導入による製作キャパと製造
効率を両立させる生産プロセスの構築

大垣共立銀行

2795 2821110047 岐阜県 名北ワード株式会社 2200001007641 会議録作成簡単見積もり発注ＷＥＢシステム構築事業
公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2796 2821110048 岐阜県 有限会社デ・ドール 5200002009634
積層型自動裁断機の導入により、高品質で低コストを実現
する生産プロセスの革新

十六銀行

2797 2821110050 岐阜県 織司株式会社 1200001006891
日本独自の伝統的『織物壁紙』の国内外普及を目指した自
社オリジナル技術・サービスの確立

岐阜信用金庫

2798 2821110052 岐阜県 有限会社ライン工業 4200002020897
ロータリーキルンの製造工程・品質の課題を解決する３Ｄ
位置出し機の試作開発

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2799 2821110053 岐阜県 株式会社恵那三洋製作所 1200001023656 試作工程導入による金型製作期間短縮と品質向上 恵那商工会議所

2800 2821110054 岐阜県 株式会社加藤製作所 7180001047727 ＩｏＴを活用した次世代自動車部品の生産技術の確立 十六銀行

2801 2821110055 岐阜県 丸章工業株式会社 3200001019586 ロボットシステム導入による鋏製造プロセスの革新 関信用金庫

2802 2821110060 岐阜県 中野ハガネ株式会社 4180001020372
高剛性帯鋸盤の導入による航空機用難削材料の切断加
工技術の確立

名古屋銀行

2803 2821110069 岐阜県 ジブンハウスマテリアル株式会社 3200001032622
建築打合せの出来る双方向ＩＣＴシステム開発による木材・
建築資材流通業の流通革命

大垣共立銀行

2804 2821110070 岐阜県 花の木歯科クリニック  可視化技術活用による歯科医療現場の高度化計画 岐阜信用金庫

2805 2821110073 岐阜県 早川繊維工業株式会社 2200001004250
印刷技術の高度化と縫製技術により市場ニーズに対応す
る生産体制を構築

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2806 2821110075 岐阜県 アーボ株式会社 8200001015911
国内最高強度の台付管（下水管）を開発し、収益性向上と
新規需要の開拓をする

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2807 2821110076 岐阜県 株式会社ファインタック 5200001023537
金型の生産性向上、高精度・高速加工へ繋げるマシニング
センターの導入

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2808 2821110078 岐阜県 株式会社寅嬉屋 7200001026455
Ｘ線検査装置の導入と加工技術の融合によるＱＣＤ向上及
び新商品開発事業

郡上市商工会

2809 2821110081 岐阜県 有限会社エイチ・エス 6200002008998
世界一の鍋に見合った世界一のテーブルクロスの生産体
制の構築

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2810 2821110082 岐阜県 有限会社らくよう工芸 5200002027066
業界の常識を超えた、革新的な造形接合デザイン製品の
開発による、木製家具の高付加価値化

高山信用金庫

2811 2821110084 岐阜県 揖斐川工業株式会社 5200001013224 トマト用全自動接木ロボットの試作開発
公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2812 2821110089 岐阜県 株式会社ギフトセンターかさい 7200001001648
世界にたった１つ！顧客とともに創造するオンデマンドギフ
ト計画

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2813 2821110092 岐阜県 坂口産業  
国産材家具への拘りに飛騨木工技術で寄り添う新組木工
法の開発

高山信用金庫

2814 2821110096 岐阜県 株式会社アサノ化成 3180001098229
今まで不可能とされていたブロー成型後の新しい加工及び
検査システムの開発

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2815 2821110101 岐阜県 徳田工業株式会社 3200001007343 航空機長尺構造部品の高効率生産 大垣共立銀行

2816 2821110102 岐阜県 三栄舎ローラ製造所  
流通業界のフィルムの需要増に伴う、工業用ローラーの長
尺化計画

株式会社エフアンドエム

2817 2821110104 岐阜県 株式会社中部合成 7200001006614
自動車内装プラスチック部品の多色対応のための外観不
良低減

岐阜信用金庫

2818 2821110108 岐阜県 弥栄工業株式会社 1200001007592
より高品位な外観品質が求められる鉄道車両部品の生産
プロセス高度化

岐阜信用金庫

2819 2821110110 岐阜県 まこと工業株式会社 6200001017595 材料投入ロボットシステム開発による生産プロセス改善
公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2820 2821110111 岐阜県 株式会社サンアイ岡本 9200001000846
営業提案から設計・製造・施工現場への情報一元化システ
ムの構築

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター
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2821 2821110112 岐阜県 株式会社恵那合板 4200001023901
自然塗装を用いた新たな「床の間」需要開拓のための技術
革新

岐阜信用金庫

2822 2821110114 岐阜県 有限会社インテックス・ケイ 1200002019950
ＡＧＶ（無人搬送車）をハブにした部材管理とＩｏＴシステムの
構築

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2823 2821110115 岐阜県 株式会社スズキ 2200001008788
パイプ曲げ専門企業の加工プロセス高度化による競争力
強化

大垣共立銀行

2824 2821110116 岐阜県 有限会社藤岡木工所 7200002006563
家具部材の三次元形状加工の確立により消費者ニーズの
機能＋αに応える

山県市商工会

2825 2821110117 岐阜県 株式会社ミヤナガ 4200001007581
複雑形状化へ対応が求められる長尺加工部品の生産プロ
セスの革新

各務原商工会議所

2826 2821110118 岐阜県 日研株式会社 4200001020898 無機顔料のマイクロカプセル化技術 商工組合中央金庫

2827 2821110119 岐阜県 恵北建設工業株式会社 7200001023337 高品質の「木曽砂」を用いた急速濾過砂の製造計画 岐阜信用金庫

2828 2821110120 岐阜県 柏木工株式会社 9200001024762
内装建材事業の業務全般を統合するＩｏＴ一貫システム導
入事業

古川町商工会

2829 2821110121 岐阜県 杉原酒造株式会社 1200001016098
『小さな酒蔵』の先駆けとなる製造・販売モデル構築の確立
事業

大野町商工会

2830 2821110122 岐阜県 株式会社ネオプライムヒグチ 2200001017681
Ｘ線異物検出装置を導入し、食肉業者として県内最高水準
の検査体制の実現

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2831 2821110123 岐阜県 マーサナカ歯科  顧客への「高品質な白い歯」の即日提供体制の構築 岐阜信用金庫

2832 2821110124 岐阜県 鈴木刃物工業株式会社 6200001019237 複合加工機の導入による省人化と短納期化の両立 関信用金庫

2833 2821110125 岐阜県 丹羽鋳造株式会社 3200001004101
非接触光学式自動３Ｄスキャナを導入しＩｏＴを活用しての
金型管理の革新

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2834 2821110126 岐阜県 株式会社プレシジョンワタナベ 3200001018704 高硬度素材の金属加工高度化への挑戦 東濃信用金庫

2835 2821110127 岐阜県 安藤鉄工株式会社 7200001013172
産業用ロボット減速機部品製造に係るバリ取り作業の自働
化・標準化

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2836 2821110130 岐阜県 有限会社日曻 9200002027913
難印刷素材へのコロナ放電処理による多機能印刷加工技
術の革新

郡上市商工会

2837 2821110131 岐阜県 株式会社セントラルファインツール 2200001023721
ＩｏＴによる監視・制御、検査システムの構築により金型の生
産性向上を図る

岐阜信用金庫

2838 2821110132 岐阜県 有限会社飛騨螺子製作所 9200002027327
シミュレーションソフト導入による試作用ボルト製造におけ
る工程設計革新事業

下呂商工会

2839 2821110133 岐阜県 エンヤ繊維株式会社 3200001000694
「釦穴かがり」及び「釦付け」の自動化による生産の効率化
及び縫製製品の品質向上・安定化

岐阜信用金庫

2840 2821110135 岐阜県 近東化学株式会社 4200001010940
ポリメチルペンテン等の難成型ポリマー射出成型品のクリ
アな表面品質の安定化

大垣共立銀行

2841 2821110141 岐阜県 有限会社テックアダチ 3200002007862
超精密ワイヤ放電加工機による、薄・深フィンを有する金
型の製作向上と受注拡大を目指す

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2842 2821110142 岐阜県 野村精機株式会社 8200001015548
６軸制御の主軸台移動形ＣＮＣ自動旋盤導入による生産体
制の高度化

大垣西濃信用金庫

2843 2821110146 岐阜県 有限会社エムテックス 6200002003025
顧客要望である生産能力向上に対応するための生産プロ
セスの改革

岐阜信用金庫

2844 2821110147 岐阜県 株式会社浜中製作 8200001014632
次世代自動車用複合インサート成形部品の為のプレス生
産技術の向上

大垣共立銀行

2845 2821110148 岐阜県 株式会社ナベヤ製作所 3200001007120
客先の計測検査需要の多様化に対応するための測定技
術高度化による受注拡大

各務原商工会議所

2846 2821110149 岐阜県 株式会社奥田又右衛門膏本舗 7200001025746
地元の特産物を活かした小ロットの化粧品製造のための
機械設備

十六銀行

2847 2821110150 岐阜県 株式会社日東製陶所 7200001020904
紫外線硬化ユニット加工機導入による自社オリジナル「裏
連結タイル ＳＴＵｎｉｔ」の生産性向上、高品質化への取組

東濃信用金庫

2848 2821110156 岐阜県 株式会社小坂鉄工所 8180001048922
新型ロケット「Ｈ３」部品製作のための、製造能力強化及び
品質向上

名古屋銀行

2849 2821110159 岐阜県 株式会社富信 1200001017443
次世代自動車の締結部品高度化要求に対応する品質管
理プロセス・イノベーション

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2850 2821110165 岐阜県 有限会社北原工業所 2200002024149
オリジナルアシストグリップ量産体制の構築による低コスト
及び不良品低減の実現

岐阜信用金庫

2851 2821110168 岐阜県 有限会社関工業 3200002018835
ダブルモールド真空成形機導入によるゴム製品の生産プ
ロセス革新

関信用金庫
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2852 2821110171 岐阜県 株式会社ユーゼック 6200001019757
薄板切断工程の自動化とＩоＴによるロボット市場での受注
拡大

大垣共立銀行

2853 2821110176 岐阜県 株式会社丸通工芸 1200001026527
店舗魅力度アップの取組支援に連携する超特大木板加工
の技術革新

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2854 2821110177 岐阜県 株式会社鵜舞屋 7200001000534 世界農業遺産清流岐阜の鮎の輸出促進事業 酒井正勝

2855 2821110180 岐阜県 株式会社岐阜多田精機 5200001001402
ＩｏＴによる高精度金型部品加工を実現するスマート工場確
立に向けたシステム構築

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2856 2821110181 岐阜県 株式会社ツルタ製作所 6180301014246
溶接ロボットを導入し、材料物質の飛散低減による生産プ
ロセスの改善

西尾信用金庫

2857 2821110182 岐阜県 高橋製瓦株式会社 4200001003168
運転免許返納後の高齢者が安全かつスタイリッシュに乗
れる小型モビリティの試作開発

十六銀行

2858 2821110183 岐阜県 有限会社指幸 2200002016369
ラジアルソーの導入で建具製作のＱＣＤ向上により新たな
販路拡大を図る

東濃信用金庫

2859 2821110184 岐阜県 株式会社花井金型製作所 8200001017255
５軸加工機の導入による本格的な異分野参入に向けた生
産体制の構築

株式会社ジェック経営コンサ
ルタント

2860 2821110186 岐阜県 有限会社桜井ダイカスト工業 1200002018705
部品の大型化・一体化に対応可能な歪み抑制ショット法の
確立

岐阜信用金庫

2861 2821110187 岐阜県 有限会社カイモトプロス 4200002019691
最新浸漬形ワイヤ放電加工機の導入による精密加工技術
の高度化

株式会社シーピーエーコンサ
ル

2862 2821110188 岐阜県 篠田陽子税理士事務所  
ＩＴを活用した経営分析システム導入による顧客満足度向
上事業

岐阜信用金庫

2863 2821110190 岐阜県 関戸機鋼株式会社 4180001010423
ロボットを使った内径研削工程自動化による品質向上・安
定化、並びに生産性向上・低コスト化

十六銀行

2864 2821110193 岐阜県 桑原木材株式会社 7180001080785
新しい機能性をもつ木材による市場拡大に向けた生産設
備計画

名古屋銀行

2865 2821110194 岐阜県 有限会社カワダ精工 9200002015380
エンプラ等の樹脂成形に関する技術力の高度化による高
付加価値化

大野町商工会

2866 2821110196 岐阜県 有限会社佐藤鉄工所 9200002018714
テーパ形状の内面研削加工による高精度化と生産プロセ
ス改善による低コスト化

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2867 2821110197 岐阜県 株式会社星野工芸 5200001031721
無垢材家具を芸術領域まで極める木工女子のネスティン
グ技術革新

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2868 2821110201 岐阜県 株式会社ＯＫＩＴＡ 4200001031425
プレス金型用先行押さえピンの生産プロセスの革新的改
善

八幡信用金庫

2869 2821110205 岐阜県 株式会社佐藤製作所 5200001007119
遮音性・堅牢性・耐久性に優れた道路遮音パネルの生産
プロセス革新

大垣共立銀行

2870 2821110206 岐阜県 ＤＡＩＳＥＮ株式会社 2200001023408
ＩＯＴを活用した高度生産システムの構築による発泡樹脂成
形品の高機能化の実現

十六銀行

2871 2821110207 岐阜県 有限会社角野製作所 7200002023765
医療機器（骨手術用器械）の革新的な製造プロセス及びト
レサビリティの確立

恵那商工会議所

2872 2821110211 岐阜県 株式会社太田工業所 7200001010822
高面粗度加工精度の向上と納期短縮及び受注拡大の為
のＣＮＣ自動旋盤の導入

大垣共立銀行

2873 2821110213 岐阜県 岐阜技研ポリマー株式会社 9200001001241
フィルムを貼付する工程自動化技術導入による学校用教
材の価値の向上

岐阜信用金庫

2874 2821110216 岐阜県 株式会社八幡ねじ 5180001101915
手作業工程の自動化開発により原価低減をし、ＤＩＹ市場の
売上拡大をする

各務原商工会議所

2875 2821110224 岐阜県 中島産業株式会社 1180001079115
オゾン発生無声放電管における金属素管生産の実施によ
る品質安定化・生産性向上の実現

商工組合中央金庫

2876 2821110229 岐阜県
カーボンファイバーリサイクル工業
株式会社

8200001018674
誘導加熱法の採用とＡＩ利用ＩｏＴ制御による炭素繊維再生
技術の革新

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2877 2821110230 岐阜県 旭ゴム化工株式会社 3180001003304
ＩｏＴとロボットの活用でアクセルペダル無人混流生産システ
ムの確立

大垣共立銀行

2878 2821110232 岐阜県 日新蜂蜜株式会社 9200001014532
蜂蜜製造における検査技術の革新による生産性及び品質
の向上

株式会社シーピーエーコンサ
ル

2879 2821110234 岐阜県 株式会社エヌビーシー 9200001013286
自動車向け電子部品のプリント基板膜厚測定の高精度化
とリードタイム短縮

十六銀行

2880 2821110258 岐阜県 養老精器工業株式会社 8200001015110
ハイテン材加工用超高精度プレス金型の安定生産と低コ
スト生産技術の開発

花木栄治税理士事務所

2881 2821110266 岐阜県 株式会社水谷鉄工所 9180001013561
多品種小ロットニーズの高い補修用自動車精密部品の加
工能力及び生産性の向上

名古屋商工会議所

2882 2821110268 岐阜県 丸嘉工業株式会社 5200001007531
ロボットアーム・モニタリングセンサーによる工程の全体最
適化

岐阜信用金庫
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2883 2821110279 岐阜県 株式会社パーチ 9200001014631
革新的養生シートのエンボス独自加工工法の織込みと自
動化による生産効率の向上

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2884 2821110280 岐阜県 飛騨産業株式会社 6200001025144
木材を無駄なく最大限有効に活用するため、業界初となる
木材用Ｘ線検査装置の新たな開発・導入

高山信用金庫

2885 2821110295 岐阜県 株式会社ナガセインテグレックス 8200001019417
高精度・超精密加工におけるインプロセス砥石表面性状計
測と数値化技術開発

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

2886 2822110001 静岡県 株式会社湖北 7080401010377
レッカーサービスの高効率化による顧客満足度の向上と渋
滞解消計画

静岡銀行

2887 2822110009 静岡県 株式会社佐野光義鉄工所 4080101008625
高精度なＣＶＴ部品生産用金型部品等の新品加工からリシ
ンク加工までの一貫生産体制の構築

静岡銀行

2888 2822110010 静岡県 林電工株式会社 5010001006486
急成長する海外市場におけるシェア拡大のための、 薄膜
測温抵抗素子の生産能力・生産性向上計画

公益財団法人静岡県産業振
興財団

2889 2822110016 静岡県 株式会社名倉ルーフ 4080401013671
転倒防止のための防滑塗布材の経済性に優れた塗布技
術の確立

磐田信用金庫

2890 2822110017 静岡県 千本電機株式会社 6080101000927
ＩｏＴを活用したＧＩＳに資するローコスト水深測量装置の開
発

静岡中央銀行

2891 2822110023 静岡県 ケーアイ工業株式会社 9080101008455 新素材ステンレスの高品質溶接と短納期化の同時実現 静岡銀行

2892 2822110024 静岡県 第一印刷株式会社 4080001003032
ギフト市場に多彩な構成をもたらす「省力化アッセンブリー
機械」の導入

静岡銀行

2893 2822110027 静岡県 株式会社守屋工機 7080001015306
次世代船舶用高品質エンジン部品の低コスト供給体制の
確立

静岡銀行

2894 2822110029 静岡県 株式会社佐野金型製作所 8080101011427
自動車の軽量化・低燃費化を実現するスーパーハイテン材
対応の金型開発・短納期化計画

静岡銀行

2895 2822110032 静岡県 有限会社パパラボ 2080402010240
官能検査の定量化へのＡＩ方式による高精度化方式の提
案 数値化装置の開発

浜松信用金庫

2896 2822110034 静岡県 丸幸製茶株式会社 9080401014847
量販店の数量でも均質対応できる地域色のあるお茶「茶域
創生」の開発と販売

島田信用金庫

2897 2822110037 静岡県 株式会社福島製材所 8080001009034 高性能ランニングソー導入による生産性向上 静岡銀行

2898 2822110038 静岡県 中根製茶株式会社 2080401014432
海外販路拡大を狙った異物除去システム導入による食品
用粉末茶の製造体制構築

掛川信用金庫

2899 2822110039 静岡県 株式会社プラポート 8080001009075 自社製品（樹脂材・６面加工品）の市場開拓と社内活用 静清信用金庫

2900 2822110040 静岡県 株式会社宮村鐵工所 4080001013452
工業用粉末茶（下級碾茶を含む）の競争力強化に貢献す
るための超大型・高速回転仕様グリーンアップの製造販売
事業

島田信用金庫

2901 2822110043 静岡県 河口精機株式会社 4080401001346
切削条件の最適化を目的とした、刃具寿命の定量的評価
技術の開発

浜松信用金庫

2902 2822110046 静岡県 富士テクノ株式会社 3080101002109
高品質・軽量化が必要なハイブリッド車用新型オイルクー
ラ部品の増産体制の確立

静岡銀行

2903 2822110047 静岡県 有限会社スズキ工業 5080002015166
電子部品性能試験事業への新規進出による売上・地元女
性雇用の拡大

島田信用金庫

2904 2822110051 静岡県 株式会社鈴木農園 8080401018634
イチゴの高収益栽培モデルの構築と 香港市場への自社ブ
ランドでの進出

遠州信用金庫

2905 2822110052 静岡県 株式会社日幸製作所 8080101006030
最新設備の導入とＩｏＴ＋ＡＩ機能での生産管理による新規
受注獲得

静岡銀行

2906 2822110057 静岡県 古山精機株式会社 2080401016255
次世代自動車向け機能部品のコンパクト化に対応する生
産技術開発

浜松信用金庫

2907 2822110058 静岡県 みたか工業株式会社 2080401017419 大型プレス製品における高速ロボット搬送プロセスの構築 浜松信用金庫

2908 2822110064 静岡県 山田産業株式会社 8080001005438
圧倒的新商品点数と更なる内製化により多様なニーズに
対応する生産体制の確立

静岡銀行

2909 2822110067 静岡県 テック大洋工業株式会社 4010801007627 水性防錆塗料の試作開発 三島信用金庫

2910 2822110070 静岡県 株式会社扶桑工業 6080001016718
ＩｏＴ活用による自社ブランドボーリングマシンの生産性向 
上及び更なる品質・精度向上を図りシェア拡大に取組む

焼津信用金庫

2911 2822110077 静岡県 河野歯科医院  
Ｄｉｇｉｔａｌ Ｄｅｎｔｉｓｔｒｙの構築により、治療期間短縮や高精度
で障害者の方にも優しい安心・安全な歯科医療の提供

島田信用金庫

2912 2822110079 静岡県 株式会社テクニカルサポート 2080401010605 温度設定が可能な極低速モータ開発支援ベンチシステム 浜松信用金庫

2913 2822110082 静岡県 サカイ産業株式会社 8080001013036
切創防護プロテクター用アラミド織物の開発および生産体
制の確立

焼津信用金庫
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2914 2822110084 静岡県 株式会社キャップ 5080401017449
ＩｏＴとロボットによる金型製作を７日間連続無人加工と磨き
レス化の実現

浜松信用金庫

2915 2822110086 静岡県 株式会社島田鋼板 9080001013076 加工設備能力と設備活用度向上による価格競争力の強化 島田信用金庫

2916 2822110088 静岡県 有限会社丸伊松井製茶 4080402017721 全自動送帯蒸機による品質および付加価値向上 島田信用金庫

2917 2822110089 静岡県 静岡県産醤油株式会社 4080001016100
海外市場を標的としたグルテンフリーしょうゆの生産体制
構築

島田信用金庫

2918 2822110091 静岡県 伊藤テクニカルフーズ株式会社 3080001014674
高級食材であるスモークフレーバーを付与した鰹エキス等
の生産効率向上と海外販路の開拓

清水銀行

2919 2822110092 静岡県 株式会社橋本動物病院 9080401019755
炭酸ガスレーザーシステム導入による治療の高度化と病
院経営の強化

浜松信用金庫

2920 2822110095 静岡県 有限会社是井工業 2080402003054 凹凸工法を用いた新たな省資源型ダクトの開発 遠州信用金庫

2921 2822110096 静岡県 有限会社松葉屋 3080102007478
パンの生産効率と安全性を向上させ、地域の健康を推進
する革新計画

沼津信用金庫

2922 2822110098 静岡県 共和成産株式会社 2080001016374
日本の伝統美【和モダン】を意識した うづくり加工機での高
品質で多品種生産構築

商工組合中央金庫

2923 2822110103 静岡県 株式会社玉吉製作所 2080101011572
脱脂洗浄自動機の導入による、手作業の“精密部品 製
造”から、“清潔部品製造”への変革

富士宮信用金庫

2924 2822110104 静岡県 有限会社稲森鉄工所 7080002015577
生産体制の高度化による難加工素材を用いた金属製品の
量産技術確立

静清信用金庫

2925 2822110110 静岡県 株式会社サンアクト 4080101003709
外来種を水際で食い止める「バラスト水処理装置」の量産
化計画

静岡銀行

2926 2822110112 静岡県 株式会社飛鳥エンタープライズ 2080001016242
最新型ロボット導入による大型溶接物の自動生産体制の
確立

焼津信用金庫

2927 2822110122 静岡県 株式会社スギヤマ 1080401010300
薄刃鉄工用メタルチップソーの台金を製造する為の熱処理
方法の開発

静岡銀行

2928 2822110123 静岡県 株式会社ホンダ 8080101009660
プラスチックダンボールの印刷工程のプロセス改善による
新商品開発事業

静岡銀行

2929 2822110124 静岡県 東京ベロー精機株式会社 3011801010159
これまでにない少・中量多品種向け金属ベローズ成形にお
ける新製法の確立

静岡銀行

2930 2822110127 静岡県 ＢＥＹＯＮ　ＣＨＥＭＩＣＡ有限会社 4080402006121 新技術による振動対策 浜松信用金庫

2931 2822110129 静岡県 株式会社ベルスター・スズキ 4080001013270
ＩｏＴ技術を活用し業務データ管理やロボットの ネットワーク
化を統合した高効率生産の実現

静岡銀行

2932 2822110132 静岡県 山内工業有限会社 7080402020706
職人技術と機械制御の融合による短納期生産体制の確立
と大型化

浜松信用金庫

2933 2822110136 静岡県 有限会社木内製作所 7080102000990 新型ラジエーター部品等の全自動生産体制の確立 株式会社エフアンドエム

2934 2822110137 静岡県 株式会社大井川友成 9080001016112
ＩｏＴ機能を活用し、新工法のレーザー溶着加工に対応した
超精密成形加工技術の開発

静岡銀行

2935 2822110140 静岡県 株式会社藤本組 2080401014457 『建設３Ｄ総合サービス』の展開 磐田信用金庫

2936 2822110146 静岡県 株式会社中部日本プラスチック 4080401009711 バイオマスプラスチック屑の再資源化用途開発 磐田信用金庫

2937 2822110152 静岡県 株式会社スズゲン 7080401002531
三次元ＣＡＤ／ＣＡＭ技術を導入したバイクマフラーのＩｏＴ
型一貫生産体制の構築

清水銀行

2938 2822110155 静岡県 株式会社ハイタック 2080101007356
国際標準化を目指す小径深孔加工品の 従来にない光測
定技術の確立に必要な技術開発

静岡銀行

2939 2822110156 静岡県 株式会社ナカダ工業 5080001014301
最新型板金加工機導入による医薬品・食品製造用機械部
品向け高精度加工システム構築事業

焼津信用金庫

2940 2822110158 静岡県 マスターエレクトロニクス株式会社 7080101001775
電子部品の入出庫を劇的に速める、部品ラックシステムの
試作開発

税理士法人イワサキ

2941 2822110163 静岡県 株式会社湧玉製薬 1080101011986
需要が拡大するサプリメント製造需要に対応する生産体制
の確立

静岡銀行

2942 2822110168 静岡県 南部鉄工所  
ＥＶ生産用小型精密モーター向け精密切削加工技術の開
発

豊橋信用金庫

2943 2822110169 静岡県 有限会社東洋商事 3080402017012
橋梁の長寿化対策に寄与する亜臨界水を活用した洗浄工
法の開発導入

株式会社ケレス

2944 2822110170 静岡県 小出エンヂニアリング株式会社 5080401018265 高精度・精密品の高効率生産体制の確立 磐田信用金庫
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2945 2822110171 静岡県 有限会社石橋製作所 6080102009430
高精度の金属部品を通常のサーボプレス機で製作できる
金型の開発

三島信用金庫

2946 2822110174 静岡県 株式会社メディカルプロジェクト 5080001005242 新生児用見守りセンサの試作開発 静岡銀行

2947 2822110175 静岡県 阿形工業株式会社 3080401014778
自動車部品の品質の見える化と地域企業の品質保全に資
する検査体制の確立

アイクス税理士法人

2948 2822110181 静岡県 株式会社古山鋼材 3080401016452
ＣＮＣ旋盤導入による金型部品の革新的加工方法の確立
とコスト競争力の強化

静岡銀行

2949 2822110185 静岡県 有限会社丸安秋山板金 2080002011242
特殊なため製造業者が少ない自動車ライト塗装用治具製
造の生産性向上

静岡銀行

2950 2822110191 静岡県 株式会社サンプラ 1080401011224 高比重複合樹脂の射出成形加工技術の開発と事業化 浜松信用金庫

2951 2822110192 静岡県 都商事株式会社 4080001009252 ＩＯＴ活用による新たな自動選別への取組み 清水銀行

2952 2822110194 静岡県 株式会社伊熊鉄工所 9080401000418
ショットレス化により難削化した部材の加工技術開発と生
産体制確立

浜松信用金庫

2953 2822110200 静岡県 有限会社河西新聞店 7080002013275
新聞配達網を活用した焼きたてパンのモーニング宅配
サービスの展開

由比町商工会

2954 2822110201 静岡県 株式会社中遠熱処理技研 6080401014395
金属熱処理における国際航空機規格に対応する温度計測
技術の新サービス

商工組合中央金庫

2955 2822110207 静岡県 山本機工株式会社 2080001016944
建設車両用大型部品の穴明け加工集約と生産、保全情報
の一元管理

静岡信用金庫

2956 2822110212 静岡県 株式会社モールド技研 9080401010474
ＩｏＴ・ＡＩ・ロボット活用による試作品納期の大幅 短縮への
取組み

磐田信用金庫

2957 2822110213 静岡県 株式会社吉村 2010701010162 どこからでも手で切れる個包装用複合フィルムの開発 三菱東京ＵＦＪ銀行

2958 2822110214 静岡県 株式会社ドリブルジャパン 3080101005978
フットサル競技専門の新機能性素材（全方向伸縮）を使用
した、ユニフォームの開発

三島信用金庫

2959 2822110216 静岡県 プラスチック加工興和株式会社 5080001001456
軽量化に向け金属代替えが進む医療用高機能樹脂部品
等の開発

静清信用金庫

2960 2822110225 静岡県 株式会社西島土木 2080401015075
最新設備導入による「特殊除草・伐採工」作業の工期短
縮・低コスト化の実現

御前崎市商工会

2961 2822110230 静岡県 株式会社セイショー 7080401015863 ＮＣ旋盤加工ライン確立による曲線面取り技術の開発 掛川信用金庫

2962 2822110231 静岡県 有限会社前田自動車塗装所 8080002011278
代車への不満・トラブルを解消する輸入車の短納期修理
サービスの開発

静清信用金庫

2963 2822110233 静岡県 有限会社富士産業 9080402019886
地場産業や伝統工芸と連携した高付加価値な建具や家具
の開発・販売

磐田信用金庫

2964 2822110237 静岡県 株式会社ＳＩＭＰＬＥ ＣＯＭＰＡＮＹ 4010001118530 国内焙煎工場の設立によるコナコーヒーの流通革命 朝日信用金庫

2965 2822110239 静岡県 有限会社曽根田工業 5080402021276
高機能超硬ドリル、エンドミルの 技術の高度化と生産性向
上

磐田信用金庫

2966 2822110240 静岡県 有限会社大石金型 1080402001570
厚板プレスせん断における、フィッティング工法の確立と工
程短縮を実現する金型の試作開発

遠州信用金庫

2967 2822110241 静岡県 株式会社サンパックス 8080401002010
プリンタスロッタ導入による段ボール箱のロボット製函及び
防虫対策への対応

静岡銀行

2968 2822110242 静岡県 有限会社伊藤工作 4080002013435 高精度！超短納期！金型修正サービス展開 島田信用金庫

2969 2822110247 静岡県 金子歯車工業株式会社 4080101008360
次世代航空機向け精密歯車のＩｏｔ技術を用いた高生産性
システムの確立。

静岡銀行

2970 2822110248 静岡県 株式会社栄和産業 8021001027254
ワイヤー放電加工機導入による検査治具精密検査ゲージ
の技術開発

八千代銀行

2971 2822110249 静岡県 タカタ工業株式会社 5080001019713
複雑形状を有する透明プラスチック成形品の品質保証工
程の確立

静清信用金庫

2972 2822110253 静岡県 望月歯科医院  
患者の健康維持増進に向けた、天然歯牙保存歯科治療体
制の確立

清水銀行

2973 2822110254 静岡県 有限会社菅沼製作所 8080402009657
我が国輸出競争力を高める低価格ワンウェイパレット製造
への取組み

遠州信用金庫

2974 2822110257 静岡県 株式会社サンコー三島 5080101005605
銅線スクラップの選別精度向上による再生資源の有効利
用

静岡銀行

2975 2822110259 静岡県 株式会社上野鉄工場 7080401000626
世界初！ピアノ精密部品の「製造工程」の自動化による 国
際競争力強化と新規事業展開

浜松信用金庫
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2976 2822110261 静岡県 有限会社高橋デンタルラボルーム 1080102007158
歯科技工物の制作による患者の不満を払拭し、３Ｄデータ
のアーカイブによる市場ニーズへの対応

沼津信用金庫

2977 2822110262 静岡県 ふくろう歯科  
次世代歯科治療や訪問診療の提供により地域診療への要
請に応える

静清信用金庫

2978 2822110263 静岡県 有限会社タカミツ看板 4080402004819 １点ものオーダーメイドグッズ事業の生産性の向上 遠州信用金庫

2979 2822110264 静岡県 株式会社さの萬 3080101011431 清酒酵母の発酵技術を活用した、やわらか牛肉の開発 芝川商工会

2980 2822110265 静岡県 株式会社ア・ジャストポリマー 2080101003941 放射線治療用補助具の開発による医療分野への進出 御殿場市商工会

2981 2822110269 静岡県 有限会社静岡フスマ商会 1080402020158
独自のレーザー測距装置データを活用する建付け調整不
要な戸の開発

磐田信用金庫

2982 2822110271 静岡県 株式会社山崎工業 9080101001947
小型多量製品の洗浄作業に於ける 環境対応型半自動化
洗浄システム技術の開発

静岡銀行

2983 2822110273 静岡県 マルタカゴム工業株式会社 4080401016014
ＩｏＴ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ ｏｆ Ｔｈｉｎｇｓ）導入設備による製造原価改善と
設備 稼働状況の集中把握によるノウハウの数値化データ
の集成

浜松信用金庫

2984 2822110275 静岡県 株式会社ダイワ・エム・ティ 8080101008968
自動車内装の素材変化に対応した量産用生産機 製造工
程の革新

静岡中央銀行

2985 2822110280 静岡県 有限会社河村工作所 3080002001572
難削材切削加工の高精度化に対応する多品種小量生産
体制の構築

静清信用金庫

2986 2822110285 静岡県 ハマニ化成株式会社 5080401004406
加飾技術の深化と高度化による新世代加飾技術 の確立と
開発効率の向上

浜松信用金庫

2987 2822110290 静岡県 サンヨーエンジニアリング株式会社 8080401002027
ＩｏＴ・ＡＩを活かした生産体制構築による金型製作の短納期
実現計画

株式会社エフアンドエム

2988 2822110293 静岡県 株式会社宮地興業所 3080401016205
サイドピニオンの短納期化・高精度化による自動車開発の
サイクル短期化への貢献

静岡銀行

2989 2822110295 静岡県 株式会社石川園 9080401017651
独自の焙煎技術で開発した、青苦さを抑えた「焙煎抹茶」
のアメリカ等への輸出計画

静岡銀行

2990 2822110296 静岡県 株式会社ティーエス 6080401012812
リチウムイオン２次電池漏れ検査装置の一貫生産による 
短納期化と精度向上計画

磐田信用金庫

2991 2822110298 静岡県 太田工作株式会社 6080001016338
独自開発生産管理システム連動レーザー加工による 精度
向上とリードタイムの短縮化

島田信用金庫

2992 2822110299 静岡県 ミヤハラ工機株式会社 9080001009264
高精度木型治具の３Ｄ加工を可能にする効率的な 生産方
法の確立

静岡信用金庫

2993 2822110301 静岡県 静岡給食協同組合 1080005000929
地元食材を活かした今までにない オリジナル冷凍食品の
提供体制の構築

静岡信用金庫

2994 2822110303 静岡県 株式会社髙橋製作所 3080101005887
自動車用ミッション部品の研削工程強化による部品調達グ
ローバル化への対応

静岡銀行

2995 2822110304 静岡県 株式会社親和製作所 3080401005991
ＩｏＴ活用板金加工装置の導入によるアルミ・ステンレス板
のブランク加工の自動化・高精度化

豊橋信用金庫

2996 2822110305 静岡県 英君酒造株式会社 3080001011861
新型自動圧搾機導入及び圧搾工程冷蔵化による環境調
整技術及び品質・生産性向上事業

税理士法人アークネット

2997 2822110306 静岡県 株式会社小楠金属工業所 8080401001061
エンジン用部品事業への進出を達成するための 研削作業
高度化計画

磐田信用金庫

2998 2822110310 静岡県 有限会社太田工業 6080002014828 二輪車部品の生産性向上と高品質化・短納期化の実現 静岡銀行

2999 2822110319 静岡県 有限会社松本製作所 2080102011621 新設備による大型ワークの精密加工受注増加計画 沼津信用金庫

3000 2822110320 静岡県 ＹＳＫ工業株式会社 2080401012080 ５倍の寿命を達成するダイヤモンドソーの開発 遠州信用金庫

3001 2822110324 静岡県 ユニクラフトナグラ株式会社 6080401006095
ＩｏＴを活用したライン監視システム構築による生産体制の
高度化と最新生産ライン敷設

商工組合中央金庫

3002 2822110326 静岡県 株式会社スギエピプロ 2080001012051
医薬品の開発・生産現場のバーチャルデータ化による リス
ク管理及び保守管理サポートの提供体制の構築

静岡信用金庫

3003 2822110327 静岡県 遠州熱研有限会社 8080402019425 金属熱処理における真空技術と雰囲気炉の融合 静岡銀行

3004 2822110336 静岡県 株式会社スカイプランニング 8080401010715
天窓を利用した「室内照度と省エネ効果シミュレーション
サービス」の事業化

浜松商工会議所

3005 2822110342 静岡県 静岡市水産物商業協同組合 2080005001141
「しずまえ鮮魚」であるマグロの未利用部位等を活用した安
心安全な真空・冷凍調理による商品の開発及び提供

公益財団法人静岡県産業振
興財団

3006 2822110343 静岡県 有限会社山本紙工 3080102003725 新開発した水溶性補強紙の活用によるＢｔｏＣへの進出 三島信用金庫
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3007 2822110347 静岡県 株式会社鉄建設計 8080001010982
詳細設計の内製化による大規模物件の生産性向上システ
ムの構築

静岡商工会議所

3008 2822110348 静岡県 梅沢鋳工株式会社 4080101008204
高熱伝導と高強度が要求されるＦＣＶ鋳鉄製品の安定的生
産体制の確立

ＲＳ経営コンサルティング

3009 2822110349 静岡県 有限会社アドワーク 8080402020052
切文字製作における加工精度及び生産性向上と社内一貫
体制の確立

磐田信用金庫

3010 2822110350 静岡県 株式会社勝亦電機製作所 6010701002370
銅ブスバーを活用した大容量・高品位配電盤の開発と短納
期対応

城南信用金庫

3011 2822110351 静岡県 株式会社大井製作所 8080001012946
最適製材条件と異常を自己検出するＩｏＴ機能搭載型製材
機械開発

静岡銀行

3012 2822110352 静岡県 駿河重機建設株式会社 1080001010221
土木工事へＩＣＴ搭載建機の最適投入と大規模工事の効率
化の実現

静岡銀行

3013 2822110353 静岡県 株式会社インテック 7080401006581
次世代自動車用ボールジョイント製造用高性能加工機等
の部品の高精度複合旋削加工技術開発事業

遠州信用金庫

3014 2822110358 静岡県 株式会社杉山製作所 2080401006215
切削水による熱可塑性樹脂成形品及び難作材による切削
工具寿命の向上技術及び生産性効率化

浜名商工会

3015 2822110360 静岡県 株式会社タニコー 6080401015889
複雑３次元形状を順送加工するための金型技術の高度
化、材料歩留りの向上、高機能化

磐田信用金庫

3016 2822110362 静岡県 杉本製茶株式会社 9080001013415
米国・ＥＵ輸出用有機抹茶の品質向上による中国産抹茶 
との差別化

島田信用金庫

3017 2822110363 静岡県 蓮海工業株式会社 3080101018682
鉄骨加工における胴縁工程の内製化による一貫加工体制
の確立

静岡銀行

3018 2822110364 静岡県 グロープ工業株式会社 7080401001533 複雑な物流機器製造にかかる曲げ加工の改善・強化 磐田信用金庫

3019 2822110365 静岡県 くさなぎ歯科クリニック  
最先端歯科治療機器を活用した高度院内感染予防プロセ
スの構築と実践

ＲＳ経営コンサルティング

3020 2822110366 静岡県 株式会社静岡資源 7080001002758
新飲料容器選別ライン導入による選別精度向上と高付加
価値化

焼津信用金庫

3021 2822110367 静岡県 有限会社山繁小林商店 4080002015299
従来比１割増しの蒸し加工によるオンリーワン製品 「極蒸
し茶」の生産体制構築

島田信用金庫

3022 2822110368 静岡県 芝原工業株式会社 2080401015835
ＩｏＴを活用した加工工程の多品種少量・短納期対応力強化
事業

浜松信用金庫

3023 2822110370 静岡県 三和製紙株式会社 4080101008641
パルプ製品並みの品質をもつ再生紙トイレットペーパー芯
なし６５ｍの開発

清水銀行

3024 2822110371 静岡県 有限会社ジャスト 6080402003843 ベアリング部品製造に伴うレース加工プロセスの分業化 浜松信用金庫

3025 2822110373 静岡県 株式会社正久工業 8080401010822
微細気泡水活用による橋梁及びコンクリート構造物の維持
修繕技術開発と提供

磐田信用金庫

3026 2822110374 静岡県 小早川工業  
医療機器用内部部品等の塑性変形を軽減する画期的な加
工技術の開発

ＲＳ経営コンサルティング

3027 2822110375 静岡県 にしたな株式会社 3080401017509
生葉切断装置、梱包機を活用した品質向上及びアメリカ市
場への販路拡大

磐田信用金庫

3028 2822110376 静岡県 株式会社コスモ 2080001001483
オリジナル・ブライダルグッズの企画デザインから試作・製
作、アフタケアまでワンストップで提供する ブライダルサ
ポートの実施体制の構築

静岡信用金庫

3029 2822110377 静岡県 有限会社鈴昭技研 6080402022117
新たな設備導入による特殊形状チップソーの開発と量産体
制の構築

静岡銀行

3030 2822110379 静岡県 笠間発條株式会社 3010001095829
照明器具部品製造における金型製造から部品出荷までの
一貫体制とＱＣＤ最適化の実現

島田信用金庫

3031 2822110380 静岡県 有限会社斎藤技研 7080002014083 環境負荷物質検査機械導入による競争力強化 島田信用金庫

3032 2822110383 静岡県 ミツワ株式会社 4080401016195 自動車部品の軽量化に伴う加工技術の開発 磐田信用金庫

3033 2822110384 静岡県 東亜工業株式会社 5080401003473
従来機の１．５倍の製造能力と重量可変機能を持った、 世
界戦略機となる新型餃子全自動製造機の開発

静岡銀行

3034 2822110385 静岡県 大宮精機株式会社 2080101011300 「ＩｏＴとＡＩ」を活用したスマートファクトリーの導入 静岡銀行

3035 2822110387 静岡県 株式会社エヌエー 3080401010174
磁気センサ用検出体製造の部品支給、完成品取り出し自
動化

磐田信用金庫

3036 2822110388 静岡県 栗田工業株式会社 9080001001320
複雑形状鋳物部品における高精度な加工取り代を安定的
に確保する鋳造技術の確立

静岡信用金庫

3037 2822110389 静岡県 株式会社丸一工業 1080401010787
炭素繊維強化樹脂（ＣＦＲＰ／ＣＦＲＴＰ）のプレス加工成形
品の企画製造販売事業展開

遠州信用金庫
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3038 2822110392 静岡県 有限会社京和工業 7080102001064
在宅老々介護での転倒・腰痛事故を無くす抱き上げない移
乗機開発

三島信用金庫

3039 2822110393 静岡県 佐藤精工株式会社 7080001001743 大型ガンドリル導入による新加工技術確立と人財育成 静岡銀行

3040 2822110395 静岡県 井上機工株式会社 8080101011253
自然冷媒を利用した「ゼロエネルギー型」小型冷却ユニット
の研究開発

清水銀行

3041 2822110396 静岡県 株式会社コーヨー化成 7080101015387
消費者ニーズに対応した最新型ウェットティシュ詰替用自
動化・量産型製造システムの構築

商工組合中央金庫

3042 2822110399 静岡県 新日本特機株式会社 9080401002265
デジタル通信制御の基礎技術獲得による試験装置の高度
化

浜松信用金庫

3043 2822110403 静岡県 飛鳥製作株式会社 7080401020228
大型キャリアカー（車両運搬車）トレーラー部品の生産体制
構築

遠州信用金庫

3044 2822110405 静岡県 株式会社粂田商店 5080001013798
ポリエチレン製品製造加工の効率化および地域女性雇用
による活性化

島田信用金庫

3045 2822110406 静岡県 株式会社オフィスＡ＆Ａ 5080401020997
医療先進国で普及している歯科クリニック補綴物製作シス
テムの確立

清水銀行

3046 2822110413 静岡県 静和貿易株式会社 1080001002516
自社開発添加剤を使った地球環境に優しいプラスチック樹
脂の開発

静清信用金庫

3047 2822110414 静岡県 有限会社山本製作所 3080002014178
長尺物により速く、精密に穴加工を行うことによる短納期化
の実現

島田信用金庫

3048 2822110423 静岡県 カワサキ機工株式会社 8080001013374
抹茶需要拡大による碾茶の大量生産と品質要求に対応し
た業界初の碾茶蒸機の開発

ＲＳ経営コンサルティング

3049 2822110424 静岡県 株式会社アールアンドケー 5080101008038
国家プロジェクトとしてのウイルス解析に活用する放射光
線加速器に用いる電力増幅器の量産体制確立

清水銀行

3050 2822110425 静岡県 富士護謨産業株式会社 7080001009002
医療機器等の梱包用緩衝資材を加工する大粒気泡製袋
機の開発による新市場創造

ＲＳ経営コンサルティング

3051 2822110426 静岡県 西光エンジニアリング株式会社 6080001016536
マイクロ波減圧乾燥機用乾燥トレイ自動搬入出装置の開
発と販路拡大

静岡県商工会連合会

3052 2822110430 静岡県 株式会社ケルン 1080101005534
夏ショコラの開発およびショコラの通年製造・販売体制の構
築

長泉町商工会

3053 2822110433 静岡県 ＴＳＫ株式会社 8080401017545
電磁誘導加熱装置および軽合金ホイール製造方法開発・
販売

磐田信用金庫

3054 2822110434 静岡県 株式会社メナック 3080001015581
イメージ図を形にする３Ｄ立体造形加工で取組む大型ＥＰＳ
製品の試作開発

静岡信用金庫

3055 2822110437 静岡県 東洋レヂン株式会社 7080101009158 新素材ＣＮＦを用いた３Ｄプリンター用フィラメントの開発 静岡銀行

3056 2822110438 静岡県 松菱製紙株式会社 2080101009716
汎用ホルダーで使用できる超長尺かつ再生紙１００％のト
イレットペーパーの製造方法の確立

富士信用金庫

3057 2822110440 静岡県 有限会社ファイバー浜松 9080402006835
多種類の複雑形状の荷物を安定搬送できる固定式荷物搬
送材の開発及び販売

遠州信用金庫

3058 2822110444 静岡県 株式会社フクダサインボード 4080401004670
３Ｄカラープリンターを活用したＬＥＤ内蔵の立体造形看板
の提供

浜松信用金庫

3059 2822110445 静岡県 株式会社袴田精機 6080401006608
冷間鍛造工法を導入した自動車エンジンバルブ部品の新
量産方式の開発

豊橋信用金庫

3060 2822110449 静岡県 株式会社Ｓ．Ｇ．Ｍ 3080401011809
切れ味の良さを追求した重切削用チップソーの開発と海外
市場の獲得

静岡銀行

3061 2822110450 静岡県 サンワイズ株式会社 8080001001825
ドア用パネルの生産効率向上による製造時間短縮と増産
体制の確立

商工組合中央金庫

3062 2822110451 静岡県 日本ニューノーズル株式会社 8080001008861
設備稼働状態のモニタリングによるプロセスイノベーション
の実現

静岡信用金庫

3063 2822110453 静岡県 三丸機械工業株式会社 7080101005644
ＩｏＴ＋ＡＩ系加工機を導入し競争力強化・経営効率向上を実
施

清水銀行

3064 2822110457 静岡県 有限会社魚兼商店 4080402016137
瞬間冷凍技術を活用し、地元の食材を使用した 安心安全
なコロッケ等の開発

遠州信用金庫

3065 2822110459 静岡県 有限会社共同製作所 9080102017793
大型加工機械導入による生産プロセスの改善及び生産性
の向上

静岡銀行

3066 2822110461 静岡県 株式会社ファミール 8080001004530
最新ＮＣボーリング導入による高精度なオーダーメイド大型
什器の短納期生産の実現

株式会社ダイワマネジメント

3067 2822110463 静岡県 株式会社平垣製作所 7080001008986 高付加価値受注のためのＮＣ研削加工による短納期化
公益財団法人静岡県産業振
興財団

3068 2822110464 静岡県 アイワマネージメント株式会社 4080001000112 不動産管理におけるＩＴ情報共有化システムの構築 静岡銀行
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3069 2822110465 静岡県 株式会社マルヨシ 5080001015233
微生物発酵による医薬品向け、生活習慣病予防の為の活
性酸素の活動を抑制する「抗酸化機能性素材」の革 新的
製造と販売

清水銀行

3070 2822110467 静岡県 有限会社山津精機 3080102001464
ＬＥＤ反射板用金型の鏡面加工における 磨きレス化による
画期的生産体制の構築

ＲＳ経営コンサルティング

3071 2822110469 静岡県 株式会社サイダ・ＵＭＳ 2080001014857
新規マシニング導入による自社ブランド旋盤 「ＶＥＲＳＥＣ」
の生産台数増加の取組

焼津信用金庫

3072 2822110470 静岡県 株式会社鈴木商店 4080001015985
耐食性・耐電食性・コストに優れた大型ボルトの生産体制
の確立

焼津信用金庫

3073 2822110472 静岡県 有限会社三晃製作所 8080402009269
デザイン性の高い微細加工、色彩豊かなオリジナルオー
ダー二輪パーツの開発事業

遠州信用金庫

3074 2822110476 静岡県 有限会社渋谷木工所 8080102007003
密閉された室内空間に利用される木質系練付合板の開
発・販売

小山町商工会

3075 2822110477 静岡県 三豊工業株式会社 7080401002003 プレス外装部品金型の磨き工程自動化 浜松信用金庫

3076 2822110479 静岡県 井上玩具煙火株式会社 6080001012907
自動包装機の導入により、世界に発信する国産花火の製
造プロセスの構築

島田信用金庫

3077 2822110482 静岡県 株式会社山崎製作所 4080001012355
ＩＯＴ生産機械導入で、医療器具試作開発の高度生産性向
上の実現

公益財団法人静岡県産業振
興財団

3078 2822110485 静岡県 Ｆｕｎｎｙ　ｆａｒｍ・フードバーＳＡＬ  新たな観光資源としての掛川初地ビールの開発・販売 島田信用金庫

3079 2822110486 静岡県 羽立工業株式会社 5080401006047
熱可塑性樹脂２色成形の高度化による国内外競合に負け
ない価格競争力のあるグラウンドゴルフ製品事業の展開

浜松商工会議所

3080 2822110497 静岡県 株式会社サンエス 5080001016917
９８０Ｎ・１，１８０Ｎ／ｍｍ２級薄板高張力鋼板部品の生産
対応

静岡銀行

3081 2822110498 静岡県 株式会社松岡カッター製作所 8080001004836
難削材アルミ部品を加工する多結晶ダイヤモンドエンドミル
の開発

静清信用金庫

3082 2822110501 静岡県 株式会社下土狩どうぶつ病院 4080101019011
超音波検査の充実による、人と動物に優しい獣医療サービ
スの提供

長泉町商工会

3083 2822110502 静岡県 株式会社富士アールアンドディー 7080101011733
医療分野への参入及び、製造工程の迅速化による 競争力
強化を図る為の工作機械導入

富士宮信用金庫

3084 2822110503 静岡県 マーブ工業株式会社 3080001009154
革新的ロボット立体物検査システム構築による生産性向上
革新計画

清水銀行

3085 2822110504 静岡県 株式会社ムラックス 6080401005386
独自カスタマイズを施したレーザー加工機を活用した 短納
期建築板金サービスの事業化

浜松信用金庫

3086 2822110505 静岡県 株式会社アース・テクノ・サポート 6080401011855
情報技術を駆使し適用幅を広げた「小型バイナリー発電 Ａ
Ｉ システム」の試作開発

浜松信用金庫

3087 2822110511 静岡県 不二工機製造株式会社 1080401004590
高精密金型の型台における、高精度・高精密切削加工技
術の確立

浜松信用金庫

3088 2822110514 静岡県 有限会社イナバモデル 8080002009264
より高い安全性を確保するための自動車用安全部品に対
する高精度加工技術の確立

ＲＳ経営コンサルティング

3089 2822110515 静岡県 株式会社ユニオン・マエダ 3080101006365
高精度な長尺部品切削加工の実現による高付加価値化の
実現

静岡銀行

3090 2822110516 静岡県 崇和株式会社 9080401006217
ＩＯＴを活用した進捗管理と生産性の可視化により多品種少
量と中量生産を効率的に行う生産体制の確立

浜松商工会議所

3091 2822110519 静岡県 株式会社三陽プレシジョン 2010701011227
産業用ロボット等の高精度プラスチック部品の多品種小
ロット生産を実現する高精度成形技術の確立

城南信用金庫

3092 2822110520 静岡県 株式会社アイティエス 2080101005236
訪問先で遠隔からのロボット制御を実演可能とするデモ環
境の導入

静岡中央銀行

3093 2822110521 静岡県 株式会社アルプスエンジニアリング 6080401000362 低コスト高安定レーザーピーニング装置の試作機製作 浜松信用金庫

3094 2822110524 静岡県 株式会社渡辺製作所 7080101002014
ＩｏＴを活用した生産性向上と多品種難加工技術のさらなる
強化

静岡中央銀行

3095 2822110526 静岡県 株式会社エステック 6080101005389
耐熱超合金製次期基幹宇宙ロケット用エンジン部品の量
産加工技術に伴うＩｏＴ化の確立

静岡銀行

3096 2822110527 静岡県 株式会社サイエンス 4080001001580
無人航空機（ドローン）を活用した自然環境調査サービス
の経営革新

株式会社静岡銀行

3097 2822110528 静岡県 メガロ化工株式会社 8080001015296
金型製造工程の効率化を実現する配光ソフト導入による
解析技術力の強化

静清信用金庫

3098 2822110529 静岡県 株式会社芹澤工業 6080101005810
業務改善を支援する情報システムの導入（ものと情報の流
れの見える化）による自動車試験機生産プロセスの改革

静岡銀行

3099 2822110534 静岡県 有限会社磐田板金工業 1080402019373
高張力鋼板に対する小型ナットプロジェクション溶接の品
質向上

磐田信用金庫
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3100 2822110536 静岡県 株式会社コーリツ 1080401001704
高性能マシニングセンター導入による新たな生産プロセス
の構築

静岡銀行

3101 2822110538 静岡県 有限会社奥田工業 4080002001217
樹脂の歪みを限りなく低減させた高品質な厚肉透明樹脂
成形の効率的な生産体制の構築

焼津信用金庫

3102 2822110540 静岡県 有限会社金井鉄工所 6080402014857
入力データの共有化で各加工部門を短縮化する緊急要請
に応える短納期生産体制の実現

遠州信用金庫

3103 2822110544 静岡県 株式会社トーキン 9080401003486 新素材アーク溶接用コンタクトチップの加工性向上 浜松信用金庫

3104 2822110545 静岡県 長泉パーカライジング株式会社 2080101006003
塗装自動装置の導入によりフレキシブル生産体制の確立
をする事業

商工組合中央金庫

3105 2822110555 静岡県 修善寺醤油株式会社 2080101004782
生産工程の改善による生産性向上及び新製品開発に取り
組む事業

静岡中央銀行

3106 2822110557 静岡県 株式会社内田建設 2080401017121
高効率・高品質な測定計測を実現する土木測量技術の確
立

磐田信用金庫

3107 2822110560 静岡県 合同会社静岡縫製 5080403003257
地産地消型ビジネスモデルにより商品開発し地域活性化
を目指す

浜北商工会

3108 2822110565 静岡県 オグス精機株式会社 6080401001063
長尺シャフト部品加工技術の導入による精密切削加工高
度化計画

浜松信用金庫

3109 2822110568 静岡県 清水港木材産業協同組合 2080005003039
多彩な注文住宅ニーズに合致させる特殊加工と加工精度
の均一化

商工組合中央金庫

3110 2822110569 静岡県 美光産業株式会社 6080001016949
他社製造不能な自動車用ＢＩ－ＬＥＤヘッドランプのリフレク
タ製造への挑戦と実現

静清信用金庫

3111 2822110573 静岡県 株式会社スグロ鉄工 4080101003287
コアピン製造メーカーから金型製造メーカーへの新たな事
業展開の実現

静岡銀行

3112 2822110574 静岡県 株式会社フードランド 2080401010712
酵素分解技術を用いた廃棄農産物のペースト化製品に係
る生産体制確立と普及

静岡銀行

3113 2822110576 静岡県 株式会社冨士ネーム 8080401014996
革新的な深絞りフィルム・インサート加飾部品の製造技術
開発

掛川信用金庫

3114 2822110578 静岡県 ニッポーシール株式会社 2080001015095 食品業界向けオンデマンド印刷による生産体制の確立 焼津信用金庫

3115 2822110580 静岡県 株式会社エンゼル産業 6080001014688
発泡スチロール製ペット用棺の商品化に向けた成形加工
技術の確立

静清信用金庫

3116 2822110582 静岡県 株式会社プラエンジ 1080101001673
液晶ガラス基板の洗浄装置に用いられる搬送用ロール部
品の完全国内生産の実現

静岡銀行

3117 2822110583 静岡県 株式会社セキサン 5180001012492
新素材に対応した歯科技工技術の開発と、ＩＴ活用による
提供プロセスの改善

豊橋信用金庫

3118 2822110586 静岡県 株式会社ユーエス 4080401005636
精密板金技術を駆使する「ねじなし組立工法」の確立によ
る新市場の開拓

遠州信用金庫

3119 2822110588 静岡県 株式会社ＡＮＣＨＯＲ　ＢＩＲＤＳ 8080001021088
使用済あと施工アンカー商品における再生技術及び生産
体制の確立

焼津信用金庫

3120 2822110589 静岡県 株式会社エイピースミヨシ 4080401000752
ニッチ戦略を生かした板形状のプラスチック加工の高度化
計画

磐田信用金庫

3121 2822110591 静岡県 株式会社エヌテック 9080001000719 ＣＡＤシステム強化による金型製作工数削減への取組み 商工組合中央金庫

3122 2822110592 静岡県 株式会社メイコー 3080001009897
業界初の銘板開発及び量産化により顧客ニーズへ対応す
る

静清信用金庫

3123 2822110593 静岡県 まるたか農園  絵入りトマトを市場価格で提供するためのＩＴシステム開発 浜松信用金庫

3124 2822110594 静岡県 有限会社ヤマト製作所 1080402008541
難加工材の加工技術の高度化によるメンテナンスフリーの
金型製作技術の確立

浜名商工会

3125 2822110595 静岡県 株式会社ケーイーコーポレーション 7080001007955
圧力容器・熱交換器の生産リードタイム短縮で業界に革命
をもたらす

静岡銀行

3126 2822110599 静岡県 スポーツショップナイン  
マーキングシステム導入により、オンリーワンのロゴ 制作
事業の展開

島田信用金庫

3127 2822110603 静岡県 株式会社髙田 3080401003021 グラビア印刷における欠陥０％を実現する検査体制の確立 磐田信用金庫

3128 2822110607 静岡県 株式会社稲垣金型製作所 7080001000472
自動車部品の軽量化に向けた超高硬度なプラスチック製
品用金型の試作開発

静岡信用金庫

3129 2822110608 静岡県 ヤザキ工業株式会社 6080101009869
自動変速機のバルブボディ用金型埋子の品質保証及び短
納期化を実現する生産体制の確立

静岡銀行

3130 2822110610 静岡県 手塚産業株式会社 4080001003610
新規メンテナンス事業の生産効率化による利益構造革新
計画

おばら行政書士事務所
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3131 2822110613 静岡県 ジャペット株式会社 5080101011578
システムトイレ用（猫用尿処理器）猫砂の開発及び製造販
売

静岡銀行

3132 2822110617 静岡県 株式会社ミズノテック 6080001009242
ＩｏＴ運用によるリードタイム短縮及び製品実現力向上によ
る受注の拡大

焼津信用金庫

3133 2822110624 静岡県 有限会社井川金型製作所 9080102008009
放電加工のシボ転用による、金型の長寿命化および鋳造
性向上

三島信用金庫

3134 2822110625 静岡県 コアデンタルアート  歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ装置による歯冠補綴物の製造 静清信用金庫

3135 2822110629 静岡県 有限会社菅造型工業 6080002017657 ３次元金型曲面ホログラム加工技術の試作開発 静岡銀行

3136 2822110630 静岡県 トルク工業株式会社 1021001033977
高精度画像識別検査装置導入による多品種少量生産効
率の劇的改善

株式会社経営ソフトリサーチ

3137 2822110631 静岡県 カネマツ食品工業株式会社 3080101000434
３ＣＣＤカメラ方式色彩選別機導入に伴う異物混入率の 改
善と安全な食品を供給するシステムの構築

清水銀行

3138 2822110633 静岡県 水谷電機工業株式会社 1010001030390
ヒートシンクカシメ製法による応力分散の展開と製品の品
質向上の実現事業

東京シティ信用金庫

3139 2822110634 静岡県 株式会社タイセン工業 1080001015534
『特許取得済』災害時早期復旧を可能とする低勾配構台の
試作開発

清水銀行

3140 2822110636 静岡県 企業組合針谷建築事務所 4080005000851
新たな設計プロセスによる建築図面作成の合理化と付加
価値の向上

商工組合中央金庫

3141 2822110637 静岡県 株式会社イトウ技電 8080401011003
次世代技術ヘッドアップディスプレイ用導光板の試作開発・
生産体制の構築

静岡銀行

3142 2822110639 静岡県 茗広茶業株式会社 1080001005213
日本初食品用緑茶原料の多品種少量ライン新設による旺
盛な海外需要の取込み

静清信用金庫

3143 2822110640 静岡県 株式会社サンパック 1080001010213
３次元システム導入と生産管理システム構築による梱包包
装緩衝材の開発

清水銀行

3144 2822110643 静岡県 株式会社おさだ製茶 3080401017442 仕上茶工程における人的・機械的な異物除去への取組み 磐田信用金庫

3145 2822110644 静岡県 株式会社高部鉄工所 9080401015886
４軸同時制御機能を有する設備導入による人手工数の削
減と設備多台持ち化の推進

商工組合中央金庫

3146 2822110645 静岡県 ソフトプレン株式会社 3080401002790
使用目的に合わせた防音性能を有した高性能耳栓の製造
技術の開発

浜松信用金庫

3147 2822110646 静岡県 株式会社ユーエスフーズ 1080401005639
次期型リサイクル機構付き全自動製麺機を開発し、触感が
変わらない全く新しい餃子皮の開発

静岡銀行

3148 2822110648 静岡県 株式会社セイユウ機工 4080001002496
使い捨ての金属切断刃物「コールドソー」の再研磨 による
リユース市場の創出

静岡銀行

3149 2822110649 静岡県 サスゴ松永三太郎商店  
由比港特産のサクラエビ加工品のブランド強化と６次産業
化

清水銀行

3150 2822110651 静岡県 佐々木製茶株式会社 2080401014309
機能性成分を組み合わせた新たな地域ブランド商品の展
開

浜松信用金庫

3151 2822110655 静岡県 有限会社門谷工業 3080002013543
鋼材穴開け自動化設備の導入・技能者の溶接時間３割増
しによる新規案件受注

島田信用金庫

3152 2822110657 静岡県 富士山グリーンファーム株式会社 2010001178163
ＩｏＴを活用した植物工場グローバルＧＡＰ認証 取得支援
サービス創出

静岡銀行

3153 2822110659 静岡県 株式会社ブローチ研削工業所 8080401004733
航空機エンジン部品の放電加工工程一貫受注を実現する
高精度細穴加工技術の確立

浜松信用金庫

3154 2822110671 静岡県 杉井酒造杉井均之介  肉料理に合う白ワインのような日本酒づくり しずおか信用金庫

3155 2822110672 静岡県 株式会社サンパーツ 9080001017011
加工精度・加工スピードの向上・コスト削減を実現した生産
体 制の確立

焼津信用金庫

3156 2822110674 静岡県 川島米穀店  
機能性発芽玄米の消費者ニーズに対応したパッケージ化
事業

磐田信用金庫

3157 2822110677 静岡県 株式会社マルトシ青木 9080001016814
ＩｏＴを活用したロボットを導入することによる廃車ガラの新
たな資源化の実現

焼津信用金庫

3158 2822110679 静岡県 株式会社かしはる 6080001014762
洋菓子製造工程が見学可能な店舗の展開と、出来たて情
報の提供サービスの開始による集客力向上

焼津信用金庫

3159 2822110682 静岡県 合同会社氏原モールド設計 9080403003006
リバースエンジニアリング低価格化とプレス金型生産性向
上の実現

浜松信用金庫

3160 2822110685 静岡県 株式会社サリナスコーポレーション 1080401018194
使用済み自動車からのリユース部品取出しとリサイクル部
分の資源化を迅速に行う為に作業効率化できる装置を一
貫システムして導入する

税理士小笠原淳雄

3161 2822110686 静岡県 株式会社高柳製茶 4080001013832
日本初牧之原市ブランド茶「望」を使用したターゲット（ニー
ズ）別ボトリングティーの国内外展開

島田信用金庫
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3162 2822110687 静岡県 オーエムプランニング株式会社 8080401000963
次世代ＰＥＴ装置の量産化移行における生産設備体制の
構築

浜松信用金庫

3163 2822110688 静岡県 日本教育楽器株式会社 7010401022602
人口内耳や耳掛型補聴器の脱落・紛失防止対策商品の開
発

商工組合中央金庫

3164 2822110690 静岡県 山下農園  
低カリウムメロンの非侵襲的なカリウム濃度に関する検査
技術の確立

小笠原淳雄税理士事務所

3165 2822110691 静岡県 焼津冷蔵株式会社 1080001015402
微酸性電解水を利用し、殺菌と塩素の低減を両立させた塩
鯖製造工程の構築

焼津信用金庫

3166 2822110694 静岡県 ワシロック工業株式会社 3080001005624
新たな安全安心なコンクリートブロック接合面を持つ製品
の開発

静清信用金庫

3167 2822110695 静岡県 株式会社甲石製餡所 8080101005536 生産プロセスの改善による生あん製造ラインのスリム化 三島信用金庫

3168 2822110704 静岡県 宮川工業株式会社 1080001005147 高精度材料供給装置による生産性向上 商工組合中央金庫

3169 2822110712 静岡県 株式会社テクノサイエンス 7080101001156 最新型恒温槽導入による生産効率向上と検査の高精度化 静岡銀行

3170 2822110716 静岡県 株式会社祭すみたや 6080401005023
オーダーメイド祭衣装の自社一貫生産による納期短縮化と
小ロット受注対応

井上大輔税理士事務所

3171 2823110002 愛知県 株式会社米のキムラ 9180001057278
老人要介護者の食の問題を解決する、新しい玄米食品の
生産体制の構築

岐阜信用金庫

3172 2823110004 愛知県 明豊精機株式会社 7180001093077
新型ワイヤ放電加工機導入による、高精度航空機モデル
製作の実現

株式会社くおんコンサルティ
ング・ネットワーク

3173 2823110006 愛知県 三嶺工業有限会社 4180002015990
ギヤ部品等を高精度ハードターニング加工する生産体制
の構築

瀬戸信用金庫

3174 2823110007 愛知県 日比野工業株式会社 7180301014872
先進自動車部品市場獲得のための異物測定装置等による
高精度技術品の開発

西垣経営会計事務所

3175 2823110008 愛知県 トーカイモールド株式会社 4180301001444
ＩＴシステムを導入し、金型製造の短納期化と業務プロセス
明確化を実現し、売上増を図る

岡崎商工会議所

3176 2823110009 愛知県 株式会社明工舎製作所 6180001041318 ロット品の高精度加工に対応する生産体制の確立 名古屋商工会議所

3177 2823110010 愛知県 株式会社平松食品 7180301006894
つくだ煮業界初の革新的包装デザインによる販路開拓事
業

豊橋商工会議所

3178 2823110012 愛知県 株式会社みなもと工業 6180001075051
工作機械部品塗装の高品質・低価格・短納期と大型部品
への対応

株式会社エフアンドエム

3179 2823110017 愛知県 矢作産業株式会社 8180301019482
超ハイテン部品用金型の内製化による質量両面の生産能
力向上計画

株式会社エフアンドエム

3180 2823110018 愛知県 株式会社トラステック愛知 2180001099269 検査工程の無人化による電力監視装置の短納期化 愛知銀行

3181 2823110019 愛知県 光洋スプリング工業株式会社 6180301009849
医療機器向けスパイラルチューブの革命的な製造法の構
築

豊橋信用金庫

3182 2823110022 愛知県 株式会社東海精器 2180001006935
軽量かつ安全なアルミ自動車部品用金型の品質保証と短
納期化計画

株式会社エフアンドエム

3183 2823110028 愛知県 株式会社下川製作所 4180001014639 高速プレス用超硬金型の精密真円加工技術の開発 佐原経営支援パートナー

3184 2823110029 愛知県 あさひ精圧株式会社 3180001078627
高精度ねじ製造ノウハウの活用とボトルネック工程自動化
による生産能力向上

名古屋銀行

3185 2823110031 愛知県 株式会社岩井鉄工所 5180001080696 治具製作で培った技術力を活用した新分野への進出 名古屋銀行

3186 2823110033 愛知県 有限会社オーツーファニチャー 7180002084678 ＡＩ自動機を導入し、ＩＴを活用した革新的な生産工程を開発 名古屋銀行

3187 2823110035 愛知県 名都商事株式会社 6180001015684
フォークリフト用ウレタン緩衝材の増産と低価格化を同時
実現する生産体制の構築

愛知銀行

3188 2823110037 愛知県 丸石醸造株式会社 6180301001979
洗米水用貯蔵設備導入による洗米水温の一定化・米への
吸水量の安定化で酒質向上

岡崎商工会議所

3189 2823110039 愛知県 千田鉄工株式会社 2180301013012
食品工場向けライン搬送部品における部品の大型化に対
応するための金属曲げ加工技術の高度化

碧海信用金庫

3190 2823110040 愛知県 中部化成株式会社 8180301018674
ＣＦＲＴＰを使用した製品開発による、オフィス家具に使用さ
れる金属部品の高強度プラスチック化

豊田信用金庫

3191 2823110044 愛知県 杉浦工業株式会社 8180301005904 自動切削機械を使用した鍛造金型の複合成型技術開発 岡崎信用金庫

3192 2823110045 愛知県 株式会社稲沢機械製作所 2180001085624
医療機器の受注拡大を図るため、５軸制御加工機を導入
し、ＩｏＴ化による複数機械の監視を行い高効率化生産を行
う

尾西信用金庫
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3193 2823110046 愛知県 近藤精密株式会社 8180301018253
高精度複合加工機の導入による、複雑・難削材の短納期
加工技術の開発

豊田商工会議所

3194 2823110053 愛知県 合資会社伊藤木工所 2180003012188
地域密着で高齢者と子供を守るユニバーサルデザイン家
具の増産

三菱東京ＵＦＪ銀行

3195 2823110055 愛知県 株式会社フジワラ産業 5180301020963
次世代自動車内装部品の受注獲得を目指したロボットによ
る発泡シール材自動貼付け技術の開発

豊田商工会議所

3196 2823110057 愛知県 株式会社ハラシン 1180002074998
海外・国内メーカーとの業務提携に伴うデータ管理強化と３
Ｄ－ＣＡＤシステムによる技術交流の最適化

十六銀行

3197 2823110060 愛知県 旭金属株式会社 8180001029245
曲げ加工能力の獲得によるレーザー加工事業の付加価値
向上と受注拡大

十六銀行

3198 2823110067 愛知県 株式会社牧製作所 4180301022606
大型製缶部品製造における国際競争力強化を図るための
生産プロセス改善の取り組み

蒲郡信用金庫

3199 2823110068 愛知県 株式会社神戸企画 5180001086842 日本独自の意匠撚糸技術を活かしたホールガーメント事業 尾西信用金庫

3200 2823110074 愛知県 東名化学工業株式会社 4180001076183
高機能・高精度な食品容器製造かつ環境に貢献する生産
プロセスの構築

名古屋銀行

3201 2823110078 愛知県 株式会社山田製作所 8180301014566
高精度金型製作技術の実現によるバリレス加工技術の確
立

碧海信用金庫

3202 2823110082 愛知県 有限会社ＲＧテック 8180002060579
冷間鍛造機械の進歩に自作刃具で寄り添う特注工具の精
密加工

名古屋銀行

3203 2823110083 愛知県 株式会社Ｊｐキュービック 3180301011683
複雑な形状をした小型樹脂ギア製品の試作開発に向けた
複合加工機の導入

蒲郡信用金庫

3204 2823110084 愛知県 有限会社朝岡パック 8180302026908
最新包装機械導入による海外輸出向け包装サービスの展
開に向けた試作開発

名古屋銀行

3205 2823110087 愛知県 豊大工業株式会社 6180301019245
新規顧客向け自動車用ドアオーナメントの生地裁断高速化
による生産性向上

名古屋銀行

3206 2823110088 愛知県 アルデックス株式会社 8180301004988 世界最高品質獲得と海外展開を含めたＢｔｏＣビジネス参入 豊橋信用金庫

3207 2823110090 愛知県 丸松織布株式会社 9180001083745 業界最薄産業用生地製造技術の確立 愛知銀行

3208 2823110093 愛知県 有限会社トクダ 4180002089399
歯車の転造加工用ダイスをワイヤー放電加工のみで短納
期ロット生産する技術の開発

名古屋銀行

3209 2823110094 愛知県 三洲化学工業株式会社 9180301015266
金属部品を代替化するエンジニアリングプラスチックの欠
陥フリー成形技術の確立

Ａ－ＭＥＣ株式会社

3210 2823110098 愛知県 株式会社ＥｖｅｒＯｎｗａｒｄ 9180001125324 金型ＩｏＴ化の研究開発 十六銀行

3211 2823110099 愛知県 ＵＴＳテクノロジー株式会社 1021001055402 Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈを利用した高齢者等見守り受信機の試作・開発 中日信用金庫

3212 2823110106 愛知県 中伝毛織株式会社 8180001084331
ワインダー装置の革新による、極細繊維織物／高密度ニッ
ト素材の品質及び生産効率の向上

尾西信用金庫

3213 2823110108 愛知県 株式会社ナノウェイヴ 5180001079887
中性で基材劣化を起こさない超活性力光触媒生産プロセ
スの改善

瀬戸信用金庫

3214 2823110109 愛知県 株式会社日紹 5180001074707 インサート成形試作専用ライン構築による事業拡大 春日井商工会議所

3215 2823110113 愛知県 アイプラント株式会社 6180001003490
裏波溶接の採用に向けた手動溶接から自動溶接への工
程移管の取組

いつきビジネスパートナー株
式会社

3216 2823110114 愛知県 アサ倉工業株式会社 9180001018767
最新鋭ＮＣ高速精密自動裁断機の導入による高効率生産
体制と低コスト化の実現

名古屋銀行

3217 2823110118 愛知県 大地株式会社 3180001097536
特別仕様の開先加工機導入による特殊加工多様化及び
加工プロセス革新事業

飛島村商工会

3218 2823110119 愛知県 株式会社倉知製作所 1180301013938
高水圧ＮＣ制御洗浄機を活用した、バリ残り作業の取り忘
れや残りを防止することによる生産プロセスの改善

西尾信用金庫

3219 2823110121 愛知県 株式会社モデルプラネット 3180001013682
大型３次元樹脂製品の試作開発や真空成形型・治具等の
高精度・高効率生産システムの確立

尾西信用金庫

3220 2823110124 愛知県 株式会社伊勢安金網製作所 8180301005086
ＩｏＴを活用した溶接条件管理による錆に強い溶接金網の開
発

蒲郡信用金庫

3221 2823110127 愛知県 合資会社竹内鉄工所 5180003004109
最新型のワイヤ放電加工機による短納期と高精度加工へ
の対応

西尾信用金庫

3222 2823110131 愛知県 株式会社シンコー 9180001077383
自動車補修部品生産設備の製造ラインに対するＩｏＴを活
用した大幅改善開発

名古屋銀行

3223 2823110132 愛知県 共英工業株式会社 3180301018134
高精度複雑形状医療機器部品の単工程完成品加工実現
と生産性向上

豊田信用金庫
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3224 2823110134 愛知県 畳のツノダ有限会社 1180002047046 衝撃緩和効果のある畳の製造と採寸方法の近代化事業 瀬戸信用金庫

3225 2823110135 愛知県 朝日理化株式会社 9180301022270
リアルタイム生産管理システム導入による、次世代型新生
産管理技術の確立

西尾信用金庫

3226 2823110136 愛知県 伸光技研産業株式会社 6180001097161
顧客ニーズに応えた鍛造＋切削加工による製造技術の研
究開発

名古屋銀行

3227 2823110138 愛知県 朝日精密工業株式会社 4180301022960
革新的次世代金型設計システムの構築による大幅な生産
性向上

西尾信用金庫

3228 2823110140 愛知県 共栄樹脂  
航空機分野の樹脂製品製造のため高精密製造工程を開
発

中京銀行

3229 2823110141 愛知県 株式会社鶴ヶ崎鉄工 1180301011553
ヘルス事業拡大のためのマシニングセンタと画像寸法測定
器導入によるカムローラーの生産プロセスの改善

豊川信用金庫

3230 2823110143 愛知県 株式会社竹内ガクブチ 8180001074407
レーザー加工技術の高度化による新製品開発・新市場開
拓事業

大垣共立銀行

3231 2823110144 愛知県 株式会社竹田鉄工場 6180001017268
次世代自動車の軽量化に繋がる先端素材ＣＦＲＴＰ等製品
の製造装置向けコア部品の精密加工技術開発事業

名古屋商工会議所

3232 2823110145 愛知県 株式会社プライオリティ 8180301020795
コンピュータＡＩを活用したターゲットポスティング手法の開
発

名古屋銀行

3233 2823110146 愛知県 株式会社エーピーシィ 9180301012726
ウェザーストリップ３工程自動塗布装置の導入による製品
供給体制の確立

安城商工会議所

3234 2823110149 愛知県 株式会社中部精機製作所 8180001012738 外観目視検査の画像処理技術による自動化研究 三菱東京ＵＦＪ銀行

3235 2823110160 愛知県 有限会社井本精機 7180002021128 放電加工による革新的金型離型性向上に関する開発 豊田信用金庫

3236 2823110162 愛知県 株式会社メタルヒート 2180301016130
ＩｏＴネットワーク構築による熱処理業においての生産性向
上・技能継承に関わる実証実験

碧海信用金庫

3237 2823110164 愛知県 株式会社化研 7180001011823
革新的なエラストマー樹脂の押出成形手法実現による製
品開発

名古屋商工会議所

3238 2823110165 愛知県 合資会社西村製作所 3180003012939
最新のレーザー・パンチング複合加工機の導入による新素
材製品への新規展開事業

岡崎信用金庫

3239 2823110168 愛知県 三貴ホールディングス株式会社 8180001014511
オートクレーブ成形技術の確立による車椅子ユーザーのＱ
ＯＬ向上に資する車椅子の開発

株式会社エフアンドエム

3240 2823110174 愛知県 株式会社ティーエヌ製作所 3180001083148
ナノコンポジットＰＬＡカウンタープレッシャー射出成形技術
の開発

いちい信用金庫

3241 2823110181 愛知県 株式会社フレーバー 7180001104478
ＩＣＴを最大限に活用し、働きやすさや住みやすさを追求し
た安心有料老人ホームの事業展開

半田信用金庫

3242 2823110182 愛知県 株式会社タカイ製作所 2180301027508 次世代自動車向け産業ロボット用バキュームハンドの開発 安城商工会議所

3243 2823110183 愛知県 株式会社カンダ住建 9180001098537 高品位鏡面塗装の製造プロセスの構築 名古屋銀行

3244 2823110194 愛知県 染付窯屋眞窯  
伝統的工芸品・瀬戸染付焼の技術を活かした高付加価値
製品の製造における品質・生産性の向上

瀬戸商工会議所

3245 2823110195 愛知県 かねふく食品有限会社 6180302014732
高齢者福祉施設向け、安心・安全・生食可能なカット野菜
の新開発

蒲郡信用金庫

3246 2823110198 愛知県 有限会社メイオー電子 3180002070104 超小型衛星対応可能なＰＣＵ（電力コントローラー）の開発 東春信用金庫

3247 2823110199 愛知県 株式会社ヤスフクセラミックス 9180301002025
品質管理強化による光センサー用セラミックス絶縁板の不
良率低減と高品質化

名古屋銀行

3248 2823110201 愛知県 米津ブラシ株式会社 4180001036427 最新鋭植毛機の導入による短納期化の実現 商工組合中央金庫

3249 2823110203 愛知県 伊藤機工株式会社 7180001014066
炉内部品と熱処理治具の長寿命化のため高温機能耐熱
鋳鋼の開発

碧海信用金庫

3250 2823110208 愛知県 株式会社大地 6400001008954
耐冷熱環境性及び耐候性に優れたシリコーンゴム放熱基
板の開発

十六銀行

3251 2823110209 愛知県 株式会社三光刃物製作所 1180001019517
ＣＡＤ・ＣＡＭ導入によるＣＦＲＰ用特殊インサート工具の試
作・開発事業

名古屋銀行

3252 2823110217 愛知県 中部産業株式会社 8180301014789
最先端電気自動車等の試作部品開発に向けた超ミニマム
化（納期、重量、原価）への変革

岡崎商工会議所

3253 2823110218 愛知県 有限会社ゼンコー 6180002011765
アルミ合金ボルトの疲労強度を向上させるねじ山形状の新
規開発

税理士法人タスクマネジメント

3254 2823110220 愛知県 新東株式会社 9180301015778
屋根からの雨だれ防止技術の開発による、快適な住まい
作りの実現

岡崎信用金庫
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3255 2823110221 愛知県 ベルエアー株式会社 6180001074904
観光地でのインバウンド向け飲食店予約支援システムの
試作

愛知銀行

3256 2823110222 愛知県 株式会社タキオン 5180301013595
プレス加工における深絞り加工技術の高度化による新工
法提案体制の構築

西尾信用金庫

3257 2823110225 愛知県 株式会社近藤精工 7180001091683
航空機部品の開拓に向けた高剛性マシニングの最大動力
を自動制御するマクロシステムの開発

名古屋銀行

3258 2823110227 愛知県 玉野化成株式会社 3180001014862 ＩＯＴを活用した次世代微細加工プラスチック製品の開発 商工組合中央金庫

3259 2823110228 愛知県 有限会社石原製作所 9180302017906
医療機器向け極細高精度ばねの端面研磨工程の見直し
による研磨加工技術の向上

岡崎信用金庫

3260 2823110229 愛知県 株式会社生田工芸 2180301015058
自動車内装品縫製材製造の革新的な生産．歩留り改善技
術の確率

岡崎信用金庫

3261 2823110230 愛知県 阪部工業株式会社 8180301022478
ＩＯＴ機能およびＡＩを活用した精密加工技術確立による受
注拡大事業

岡崎信用金庫

3262 2823110234 愛知県 株式会社豊工 8180001098439 難素材への微細穴加工技術の確立とプロセス改善 愛知信用金庫

3263 2823110236 愛知県 立石ファイバー株式会社 5180001037853
新たな測定機器を導入し生産性の向上を図り品質重視の
企業体質を目指す

瀬戸信用金庫

3264 2823110240 愛知県 株式会社加藤カム技研 2180301010884
自動車部品業界の市場獲得を目指すための最新の研磨
加工機の導入によるカムシャフトの生産プロセスの改善

豊川信用金庫

3265 2823110242 愛知県 株式会社ＩＴ工房Ｚ 7180001101913
施設園芸の生産性を高める、生育診断・施肥管理システム
の開発

中日信用金庫

3266 2823110243 愛知県 株式会社近藤工作所 8180301012867
素材六面・三次元加工の同時複合化及び深ストローク加
工等の実現による高難度金型分野への参入

安城商工会議所

3267 2823110246 愛知県 有限会社ハヤシ商店 6180302017074
３工程同期化による、ＪＩＴ生産方式向け「高精度ＱＲ対応カ
ンバン差し」の高速加工技術の確立

安城商工会議所

3268 2823110252 愛知県 有限会社三輪グランド印刷 3180002092164
ＵＶ－ＬＥＤプリンタとシルクスクリーン印刷の融合により新
市場へ進出

名古屋銀行

3269 2823110253 愛知県 株式会社タマリ工業 6180301022950
ＩｏＴとＡＩ導入による高効率・高精度生産システムを導入し
た高度化製造ラインの構築

岡崎信用金庫

3270 2823110254 愛知県 伊藤鋳工株式会社 4180001018904
最新型立形旋盤導入による高精度制動輪の製品化に向け
た技術開発と短納期・高付加価値化

商工組合中央金庫

3271 2823110258 愛知県 有限会社横井製作所 5180002089522
成形ドリル・カッターの３軸加工技術開発と新規製品の実
現

津島商工会議所

3272 2823110259 愛知県 有限会社荒木製作所 1180002010672
医薬品包装機向けステンレス長尺軸の精密旋盤加工技術
の開発

名古屋銀行

3273 2823110260 愛知県 株式会社オオタ精密 1180301027558
従来の５軸加工の課題解決への新技術「相対速度一定ア
ルゴリズム」の開発

豊橋信用金庫

3274 2823110261 愛知県 サハシ特殊鋼株式会社 4180001006512 切断加工の高度化で省力化と生産力強化を図る計画 名古屋銀行

3275 2823110262 愛知県 株式会社ランド 2180301013458
ＪＥＴＲＯ共同開発ルート直輸入オーガニック１００％素材化
粧品の製造・オンライントレーサビリティ・販路開拓事業

安城商工会議所

3276 2823110264 愛知県 株式会社ＳＰワークス 3180302008043
デジタルサーボプレスとＤＬＣコーティングによる塑性加工
技術開発

豊橋信用金庫

3277 2823110266 愛知県 真和興業株式会社 8180001082871
溶接品質向上及び生産性向上によるコスト削減を実現可
能とする自動溶接機を用いためっき治具製造

尾西信用金庫

3278 2823110269 愛知県 株式会社フジデンタルテクノ 8180001052924 ３Ｄプリンターによる入れ歯作製工程の革新で生産性向上 百五銀行

3279 2823110271 愛知県 近藤印刷株式会社 6180001019421
アニメ業界への販売拡大に向けたオリジナル商品生産の
為の設備導入

十六銀行

3280 2823110272 愛知県 株式会社テクノシンエイ 4180001076167 半導体製造装置向け部品の表面処理の高度化の実現 東濃信用金庫

3281 2823110273 愛知県 有限会社金村製作所 7180302021777
厚みのある刃材を特殊加工できる自動刃曲げ機導入によ
る圧倒的な競争力向上計画

一般社団法人ヒューリットＭＦ

3282 2823110280 愛知県 衣浦機工株式会社 6180001091651
自動車部品用の金型加工精度の向上及びリードタイム短
縮を目指すため、新たな設計システムを利用した自動車部
品用金型の試作開発を進めます

愛知銀行

3283 2823110281 愛知県 有限会社ノバデンタルラボラトリー 3180002058339 立体造形技術で光学印象への対応力を高める計画 東濃信用金庫

3284 2823110288 愛知県 販売促進部株式会社 2180001046964 ＡＲを用いた内装シミュレーションシステムの開発 アーツルードットコム

3285 2823110289 愛知県 株式会社カネマタ 3180001091621 Ｗｅｂを活用した着物のトータルコーディネート提案事業 半田信用金庫
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3286 2823110290 愛知県 株式会社コンメックス 3180301002328
新興国の市場獲得を目指すためのロボットハンドの短納
期・低コスト化の技術開発

蒲郡信用金庫

3287 2823110291 愛知県 有限会社日比製鞄所 9180002033889
厚革での高いデザイン性縫製技術の確立による本物志向
の厚革製品市場への参入

尾西信用金庫

3288 2823110292 愛知県 株式会社カワセ 8180001025153 黒大豆焙煎加工における革新的選別プロセスの開発 名古屋銀行

3289 2823110294 愛知県 藤田螺子工業株式会社 5180001032490 燃料噴射用重要部品の切削装置の開発 第三銀行

3290 2823110301 愛知県 株式会社シンテック 7180001077872
積層式自動裁断機の導入による生産性向上と新規取引を
中心とした受注増加計画

三菱東京ＵＦＪ銀行

3291 2823110304 愛知県 株式会社東栄超硬 3180001097189
ゲージ市場の売上拡大を目指す為の超硬合金の内面研
削加工技術の高度化

名古屋銀行

3292 2823110306 愛知県 株式会社協越金型 7180001056546
精密金型製作における高精度測定機を用いた品質保証の
標準化・短納期化

桐山幸浩

3293 2823110307 愛知県 株式会社泰平技研 3180001101396 金型製作の生産プロセス改善の取組み 小倉裕樹会計事務所

3294 2823110308 愛知県 有限会社ケイエムエンジニア 4180302024709 「モノコック構造」による産業機械の小型化への取組 十六銀行

3295 2823110311 愛知県 曙工業株式会社 4180301012623
寸法不具合ゼロを実現する薄物形状対応生産ラインの構
築

碧海信用金庫

3296 2823110312 愛知県 榊原建工株式会社 9180301023277
最新鋭設備導入による鉄骨加工の短納期生産体制の確
立

名古屋銀行

3297 2823110315 愛知県 株式会社中島紙工 3180001097957
時短設備導入による超短納期加工の実現と消費者マー
ケットの新規開拓

名古屋銀行

3298 2823110316 愛知県 株式会社中村セラミックス 3180001089970
高性能モータ用磁石を研ぎ上げる『両刀使い新工程』の構
築

名古屋銀行

3299 2823110318 愛知県 有限会社浅田工業 5180002042786 工程の高度化に向けたプレスカット技術の導入計画 中京銀行

3300 2823110319 愛知県 株式会社トレフテクニカ 4180001076233 高速精密切削加工による金型仕上げ作業工程の効率化 瀬戸信用金庫

3301 2823110321 愛知県 株式会社エス・エヌ・ビー 9180301014664 ＣＡＥ解析を導入し超高張力鋼板の生産体制を構築する 岡崎信用金庫

3302 2823110324 愛知県 有限会社石黒製作所 1180002059207
ものづくり競争力強化の為のハンディ型三次元測定機導入
によるＱＣＤ向上

岡崎信用金庫

3303 2823110325 愛知県 安井精工株式会社 7180001045557
ロボットによる全自動加工とＩｏＴを活用したデータ分析によ
る高生産性工場の実現計画

名古屋銀行

3304 2823110331 愛知県 佐藤工業株式会社 4180001030462
自動車用プレス部品の外観検査における精度および効率
向上のための画像認識技術の導入

百五銀行

3305 2823110340 愛知県 藤井鉄工株式会社 9180001015401
立形マシニングセンタと工具管理を共有したＩｏＴ技術の構
築

岡崎信用金庫

3306 2823110341 愛知県 輝創株式会社 5180001104942
新規開発材料の品質向上の為の混合粉体分散率計測装
置の試作開発

大垣共立銀行

3307 2823110343 愛知県 有限会社プロテック 6180002056397
量試一環体制の構築に向けた、エンジン部品用金型の開
発

碧海信用金庫

3308 2823110344 愛知県 株式会社伊藤ハガネ 6180001034271 ＩｏＴとＡＩを活用し、「眠らない工場」を実現する 商工組合中央金庫

3309 2823110348 愛知県 株式会社まみ 8180001013488
サンプル内製化により斬新なデザインのエコレザーバッグ
を製作

尾西信用金庫

3310 2823110350 愛知県 合資会社村松鉄工所 9180003001531
最新型ＮＣ旋盤導入によるカム軸加工の生産性向上と新
工程の構築

名古屋銀行

3311 2823110351 愛知県 旭鉄工株式会社 6180301015005
非接触３次元測定器導入による、複雑形状金型の精密加
工を目指す更なる高品質、更なる低コスト量産技術の実現

碧海信用金庫

3312 2823110352 愛知県 碧海パック株式会社 4180301013308
自動高度位置決めによる高機能ダンボール内装材の高速
フレキシブル生産体制の確立

安城商工会議所

3313 2823110353 愛知県 有限会社イナテック 9180302015100
「工機・保全マーケット」部品を新規獲得するため、短納期
による生産体制の確立

岡崎信用金庫

3314 2823110354 愛知県 有限会社ナカシマ金型 8180302026890
ミクロン精度金型製作に必要な「平面・平行・直角」創成研
削技術の開発事業

税理士法人森田経営

3315 2823110355 愛知県 安田工機株式会社 1180001052195
プリント配線板精密加工装置の量産化に向けた生産プロ
セスの改善

商工組合中央金庫

3316 2823110357 愛知県 宇佐見合板株式会社 1180001098379
ＩｏＴを活用した３次元合板加工ラインの構築による高付加
価値製品の開発と生産性向上

商工組合中央金庫
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3317 2823110358 愛知県 渡辺精密工業株式会社 7180001007706
航空宇宙産業等の一品モノのフライス加工における、ＮＣ
技術と職人技術のシナジー効果を目指した設備投資

名古屋銀行

3318 2823110359 愛知県 暁技研工業株式会社 2180001066616
ウルトラハイテンに適応した高硬度金型部品精密加工技
術の構築

岡崎信用金庫

3319 2823110360 愛知県 株式会社石亀工業 7180301012637
ロボット分野における量産品生産体制の確立と工場の
ショールーム化の推進

愛知県中央信用組合

3320 2823110362 愛知県 長﨑ジャッキ株式会社 1180301015422
自動車追突防止システムに係る、革新的な整備用機械の
開発

三菱東京ＵＦＪ銀行

3321 2823110363 愛知県 株式会社鈴木精機 2180301022533
５軸同時切削加工技術の確立と非接触検査機のインライ
ン化事業

愛知県中央信用組合

3322 2823110367 愛知県 豊光産業株式会社 3180001067225 アルミ合金板材加工の生産プロセス強化 十六銀行

3323 2823110368 愛知県 木下精密工業株式会社 7180001011930
５軸マシニングセンタ－と３ＤＣＡＤ／ＣＡＭ導入による高精
度加工とリードタイム短縮及びコスト対応

名古屋銀行

3324 2823110369 愛知県 税理士法人大平経営会計事務所 5180305008212
国内初の対話式クラウド型経営コンサルタントで経営革新
を促進

株式会社タスクールｐｌｕｓ

3325 2823110377 愛知県 株式会社日の出製作所 2180001076375
生産管理システムとＡＩ搭載曲げ加工機導入による工場間
連携体制構築

名古屋銀行

3326 2823110378 愛知県 株式会社明和 4180301013415
溶接ロボット導入と設備ＩｏＴ化により生産性向上を図り、電
池事業・半導体装置関連事業を拡大する

安城商工会議所

3327 2823110380 愛知県 株式会社ウチダ製作所 6180002088168 ＩｏＴとＡＩを活用した金型共同受注サービスの構築 碧海信用金庫

3328 2823110381 愛知県 株式会社中日技研 4180301013084
医療・航空分野市場獲得のための切断加工能力強化と生
産管理体制の構築

愛知銀行

3329 2823110382 愛知県 泰東工業株式会社 5180301013034
ＩｏＴシステムを活用した樹脂生産ライン全体の「見える化」
による生産性向上への取組み

名古屋銀行

3330 2823110385 愛知県 株式会社オオタカ 9180001027900
超ハイテン材リサイクルにおける革新的なロータリー刃の
開発

名古屋銀行

3331 2823110386 愛知県 株式会社エム・ティ・エス 2180302017532
次世代の自動車部品、航空機部品の加工を支える、短納
期かつ高精度な治具製造体制の確立

名古屋銀行

3332 2823110387 愛知県 株式会社美津濃 2180001098353
ＮＣルーター加工機導入によるリードタイム短縮と内製化
及び受注高拡大

名古屋銀行

3333 2823110388 愛知県 株式会社森鉄工所 8180001015740
最新型レーザ加工機を活用した食品工場向け自社ブランド
配管用キャップの精密穴あけ加工技術の開発

名古屋銀行

3334 2823110393 愛知県 株式会社山田製作所 9180001098495
医療ロボット用減速機に高い動作精度をもたらすことが出
来る偏心シャフトの試作開発

十六銀行

3335 2823110394 愛知県 株式会社ナゴヤ保缶化学工業社 6180001013036
『ＩｏＴ・ＡＩ分析を活用した機械設備の劣化診断・省エネ診断
サービス』の開発

愛知銀行

3336 2823110396 愛知県 株式会社高津製作所 1180001006754
マシニングセンタの導入による、ハイテン材用プレス金型
の高精度化・短納期化

百五銀行

3337 2823110404 愛知県 山加開発有限会社 3180302019734
自動車部品メーカーの安全対策を４８時間以内で対応させ
る精密鈑金立体造形技術の開発事業

税理士法人森田経営

3338 2823110405 愛知県 有限会社英産業 4180302017092
ワイヤ放電加工機による「次世代自動車性能の向上に必
要なアルミ薄型材の高度加工技術開発」

税理士法人森田経営

3339 2823110407 愛知県 石川コンクリート工業株式会社 3180301022276
高品質コンクリートブロック成型システムの開発と商品ライ
ンアップの充実

神谷英明税理士事務所

3340 2823110408 愛知県 有限会社山椒製作所 8180002052956
横型４軸加工機とＩｏＴ技術の活用による５軸加工機を超え
る高速荒取り加工技術の開発事業

税理士法人森田経営

3341 2823110411 愛知県 エーワン株式会社 3180001073776
組込み機器開発の時間短縮とコスト低減を可能にするＭＣ
Ｕ基板の開発

春日井商工会議所

3342 2823110412 愛知県 株式会社鳥越樹脂工業 2180001083280
スーパーエンプラなど高機能樹脂材を用いた射出成形技
術の確立

尾西信用金庫

3343 2823110413 愛知県 有限会社澤田紙工 9180002011548
複雑な形状の紙製品の打抜加工で課題となる段取り替え
短縮と品質向上

名古屋銀行

3344 2823110414 愛知県 株式会社タナカエンジニアリング 8180301023311
スピンドルユニット部品の高硬度材への高精度加工技術の
確立と一貫集約による短納期化

税理士法人森田経営

3345 2823110415 愛知県 有限会社フィレンツェ 7180002019188
高品質なチョコレートの市場獲得を目指すための機械化に
よる生産プロセスの改善

岐阜信用金庫

3346 2823110418 愛知県 株式会社環境科学研究所 8180001011830 環境分析事業の高付加価値化による新商圏の市場獲得 名古屋銀行

3347 2823110423 愛知県 株式会社クオリティライフ・クリエイト 9180001063020
ＩＯＴでの患者動態情報収集とデータ解析による医療事故
防止と診療計画運用支援システム開発と商品化～患者の
安全！医療者の安心！経営の安定！～

中京銀行
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3348 2823110424 愛知県 株式会社エムアイシーグループ 7180301022347
インバウンド強化に向けたレンチキュラー印刷技術の高度
化による多言語製品の開発

西尾信用金庫

3349 2823110434 愛知県 株式会社建和 1180301012857
日本初！金属プレスビッグデータとＣＡＥ差分解析による自
動工程設計システムの開発

岡崎信用金庫

3350 2823110435 愛知県 久野金属工業株式会社 5180001014373
ＩｏＴで繋がるレーザー加工機と研磨機による金型製作の超
短納期化

岡崎信用金庫

3351 2823110439 愛知県 株式会社成田製作所 3180001010795
ナノファイバーを利用した断熱・吸音性能の向上と新規事
業の開発

岡崎信用金庫

3352 2823110441 愛知県 谷脇工業株式会社 5180301013042
難削材荒加工の工数低減による新規強化プラスチック金
型への参入

安城商工会議所

3353 2823110443 愛知県 株式会社オーノギ 6180001024974
自動でホタテ貝殻焼成カルシウム溶液を生成する装置の
開発

名古屋商工会議所

3354 2823110444 愛知県 有限会社畠中工業 3180302017077
溶接ロボットと熟練工技術を融合させた独自加工法によ
り、多様化する建設資材溶接の自動化実現及び高付加価
値化計画

税理士法人森田経営

3355 2823110445 愛知県 旭化学工業株式会社 5180301015006
特殊成形材料に対応した金型の生産プロセス革新による
金型高寿命化の実現

岡崎信用金庫

3356 2823110446 愛知県 株式会社ラピス精器 9180001057864 防止３層ポリスチレンキャリアテープ用シートの開発 愛知銀行

3357 2823110449 愛知県 有限会社濱田プレス工業 6180002019081
プレス金型設計・作製におけるＩＴを活用した短期化への取
り組み

中京銀行

3358 2823110450 愛知県 株式会社オオシマ 8180001029699
生産性向上を目的とした設備導入による成長市場での優
位性確保

商工組合中央金庫

3359 2823110451 愛知県 有限会社内藤スプリング製作所 5180002014356
２種のコイルを溶接する医療機器部品の精密接合技術の
確立

名古屋銀行

3360 2823110455 愛知県 株式会社ニッコーインテック 3180001079154
自作金型と新型不良品撲滅スキームで導くＩｏＴ超量産体制
の確立

名古屋銀行

3361 2823110456 愛知県 株式会社サトウパイプ 1180001074173
顧客の求める配管加工の複雑化・短納期化に応える金型
製造工程の革新

東濃信用金庫

3362 2823110459 愛知県 株式会社タナパックス 6180001031228
ＩＯＴ と自動製函ロボットによるジャストインタイム納品体制
の確立

商工組合中央金庫

3363 2823110460 愛知県 株式会社ブイテック 8180301017528
５軸マシニングセンターを活用した一貫生産体制の構築に
よる顧客ニーズへの対応

小倉裕樹会計事務所

3364 2823110461 愛知県 有限会社ワシノ製作所 3180002025132
真鍮製品の多品種少量生産を可能とする「ＣＮＣ自動旋盤
の導入」による新分野進出事業

愛知信用金庫

3365 2823110462 愛知県 株式会社ジャパンハニカム 9200001029497
搬送ロボットおよび海外市場開拓を目指す超高精度アルミ
ハニカムパネルの開発

岐阜信用金庫

3366 2823110467 愛知県 豊國工業株式会社 7180301007018
最新のＮＣ複合加工機とＩｏＴの導入による高精度の難削材
切削加工技術の実現

商工組合中央金庫

3367 2823110474 愛知県 柴田工業株式会社 2180301022509
最新塑性加工機導入による、新規車載センサー部品の生
産性の高い新工法の確立

西尾信用金庫

3368 2823110477 愛知県 堀江工業株式会社 5180001088161
形鋼の高精密加工技術の確立と生産プロセスの強化を図
り、国土強靭化計画に寄与する

花木栄治税理士事務所

3369 2823110481 愛知県 株式会社ｉＣｏｒＮｅｔ研究所 9180001125828
心不全治療用心臓サポートネットデバイスの設計・製造手
法の改良

かがやき税理士法人

3370 2823110485 愛知県 株式会社ショウホウテック 5180301020377
切削技術の高度化による航空機治具部品のワンストップ
受注事業

豊田商工会議所

3371 2823110487 愛知県 オカウレ株式会社 4180301000314
廃ウレタン再製品化のための微細粉砕加工技術の高度化
事業

岡崎信用金庫

3372 2823110488 愛知県 有限会社アイシステムズ 9180002068506 次世代自動車の生産設備に向けた検査技術の開発 東春信用金庫

3373 2823110490 愛知県 株式会社協和金型製作所 9180301015191
５軸マシニングセンタ導入により樹脂歯車の静音化を可能
とした歯形の創成と新加工法の確立を目指す

西尾信用金庫

3374 2823110491 愛知県 株式会社ヤマノ 7180301015607
新規焙煎装置の導入による、高品質ナッツの加工技術の
高度化及び生産性の向上

西尾信用金庫

3375 2823110494 愛知県 株式会社ハットリマーキング 5180301001773
車をキズから守る高機能プロテクションフィルムの多品種
少量生産体制の確立

西尾信用金庫

3376 2823110498 愛知県 大三鋼機株式会社 8180001037470
高反射材に対する高精度切断加工技術の確立と生産プロ
セスの強化を図る

花木栄治税理士事業所

3377 2823110500 愛知県 株式会社はづ 8180301024144 経営力を向上させるセントラルキッチン構築 豊川信用金庫

3378 2823110501 愛知県 株式会社治具屋 9180001071717 プラズマトーチのノズル面粗度を上げる生産体制の構築 名古屋銀行
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3379 2823110505 愛知県 キムラ制御システム株式会社 2180001066723
完全フルオーダー対応での制御盤製造自動化プロセスの
開発

十六銀行

3380 2823110508 愛知県 山田美術印刷株式会社 8180001013785 市場のニーズを捉えた模倣防止ラベル技術の確立 名古屋銀行

3381 2823110509 愛知県 株式会社神善 8180301012776
低スパッタ溶接と治具スライド式ロボットシステムの高度化
による、新たな溶接プロセスの確立

碧海信用金庫

3382 2823110510 愛知県 藤工業株式会社 7180001007284
新素材ＣＶＤ多結晶ダイヤモンドを用いた革新的耐摩耗治
工具の開発

中京銀行

3383 2823110511 愛知県 株式会社サンケン 9180001100186
ＣＦＲＰリサイクル炭素繊維複合材による軽量防音・電磁波
遮蔽材の事業化

名古屋商工会議所

3384 2823110512 愛知県 グローバルファクトリー株式会社 7180301011861 日本の伝統技術等を機械化して後世に残し国内外に発信 豊橋信用金庫

3385 2823110513 愛知県 有限会社戸谷表技 8180002080874
大幅時短！出図前の「事前提案型独自モデル」の確立に
よる生産性の向上

尾西信用金庫

3386 2823110519 愛知県 有限会社高木工業 2180002023806
高精度バリレス金型製造技術の開発とその生産プロセス
の高度化

花木栄治税理士事務所

3387 2823110520 愛知県 株式会社ボンタイン珈琲本社 3180001040586
多様なコーヒー風味の発達技術および味の数値化による
市場開拓

名古屋商工会議所

3388 2823110521 愛知県 太田工業株式会社 9180301000540
最新五面加工マシニングセンタ導入による工作機械部品
加工の生産性向上

岡崎商工会議所

3389 2823110522 愛知県 長苗印刷株式会社 2180001022437
目の動きをデータ化し、来店客の購買力を高める効果的な
ＰＯＰを制作する新事業

愛知銀行

3390 2823110523 愛知県 有限会社山田製作所 8180002077887
多面同時加工の高度化により、航空機治具部品等の対応
力向上

小倉裕樹会計事務所

3391 2823110525 愛知県 株式会社サンワ金型 9180301012890
ＩｏＴ・ロボット・ＡＩを波及する次世代生産体系「クロスリンク
生産システム」のための型内センシング・型内ロボット搬送
の基礎開発

安城商工会議所

3392 2823110526 愛知県 有限会社三宅ファスナー 4180302016210
リヘッダー機能の高度化による同一パーツフォーマー内で
の割型圧造加工の同時複合化技術の開発

安城商工会議所

3393 2823110527 愛知県 株式会社大井野木製作所 5180301024898
木製ベッドフレームの高精度加工技術活用による新商品
供給体制の確立

岡崎信用金庫

3394 2823110528 愛知県 株式会社ＮＩＭＵＲＡ 8180001097473 複雑形状・高精度・高効率レーザー加工システムの確立 尾西信用金庫

3395 2823110530 愛知県 株式会社犬飼鉄工所 4180001007898
最新鋭ワイヤ放電加工機の導入による金型製造の生産性
向上

税理士法人ユアブレインズ

3396 2823110533 愛知県 安田印刷工業株式会社 5180001027490
自社の強み×ゴールド印刷×特殊加工で今までにない販
促グッズの確立

名古屋銀行

3397 2823110537 愛知県 株式会社ジェイ・ピー・エム 4180001023656
異業種の顧客ニーズに適合した金型の大型化・低コストお
よび短納期生産体制の実現

十六銀行

3398 2823110540 愛知県 株式会社ライフク 6180001068542
新たな機械設備導入による受注生産排水管の生産プロセ
スの確立

岡崎信用金庫

3399 2823110541 愛知県 株式会社国盛化学 1180001010178
二色連続成形技術を応用した多関節型ケーブル案内保護
具の開発

大垣共立銀行

3400 2823110542 愛知県 有限会社三矢工業 6180302017297
横マシニング５軸化と側面ガンドリル加工の実現による、大
型高精度金型部品における無人５軸深穴加工技術の確立

岡崎信用金庫

3401 2823110543 愛知県 トーキンバウト株式会社 1180001115002
ＡＩを活用したインバウンド向け紹介記事自動生成支援シス
テム開発

名古屋銀行

3402 2823110544 愛知県 有限会社マイワークス 9180002077515 超短納期に対応する生産体制の構築 小倉裕樹会計事務所

3403 2823110551 愛知県 株式会社中西製作所 2180001020358
部品加工業から組立てメーカーへの進化に向けた生産ラ
イン構築

名古屋銀行

3404 2823110553 愛知県 菱源株式会社 1180001098180
受験者数増加のための印刷物の、効果の「見える化」と工
程の「見える化」を行う事業

名古屋銀行

3405 2823110554 愛知県 有限会社三光化成 6180302005987
成形部品多種多数取りに対応する精密成形加工技術の高
度化

豊田信用金庫

3406 2823110556 愛知県 有限会社河合精工 6180302014402
自動ＣＮＣ旋盤導入と弊社強みの連携で実現する高品質・
小ロット・短納期

名古屋銀行

3407 2823110560 愛知県 大洋産業株式会社 6180001092567
新型のインサート部品供給機を用いた自動生産システム
の実現

岡崎信用金庫

3408 2823110564 愛知県 株式会社三恵社 2180001012231 「絵本のような自分史」サービスの開発 大垣共立銀行

3409 2823110567 愛知県 株式会社名南ゴム工業所 8180001094826 エレベーター扉用次世代摺動材の開発と量産 碧海信用金庫
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3410 2823110568 愛知県 有限会社小栗化成 4180302021672 エンプラ自動車部品の不良ゼロに向けた取り組み Ａ－ＭＥＣ株式会社

3411 2823110569 愛知県 株式会社志水製作所 5180001082775 検査箱詰ロボット導入による生産プロセスの革新 いちい信用金庫

3412 2823110570 愛知県 株式会社近藤ミシン商会 1180301023012
作業用手袋製造工程の自動化による生産性向上設備の
新規開発

西尾みなみ商工会

3413 2823110571 愛知県 株式会社み乃龜 9180001005518
生地の仕上げ乾燥工程改善による伝統技法あられの品
質・生産性向上と不良削減

愛知銀行

3414 2823110572 愛知県 株式会社旭製作所 5180001063552
建設機械業界向けバルブのアッセンブリー化を目指したス
プール製造技術開発

名古屋銀行

3415 2823110575 愛知県 株式会社エンジニアリング中部 8180001029600
ＩＯＴを意識した企業・工場向けメッセンジャーサービスの試
作開発

名古屋商工会議所

3416 2823110578 愛知県 有限会社間下鉄工所 4180302026960
高級車向けエルボのＣＮＣ平行２軸旋盤による品質向上、
生産性向上

西尾信用金庫

3417 2823110582 愛知県 株式会社ツジオカ 1180001087547
工作機械カバーユニット受注増に対応するファイバーレー
ザー加工機及びＩＯＴ・ＡＩ技術導入による生産性向上

名古屋銀行

3418 2823110583 愛知県 名古屋樹脂工業株式会社 3180001026503
医療機器、輸送機器の市場拡大の為の、熱可塑性ＣＦＲＰ
シートを使用した製品開発

田中会計事務所

3419 2823110585 愛知県 株式会社トーカイ薬局 5180001074558
業界初「調剤業務自動化」による、かかりつけ薬剤師機能
の高度化

大垣共立銀行

3420 2823110586 愛知県 株式会社松栄電子研究所 2180001069775
病院食・介護食のとろみを測定する簡単とろみ測定器の開
発

公益財団法人中部科学技術
センター

3421 2823110587 愛知県 株式会社有加工業 9180301002215
樹脂製クランプ・クリップ用金型の高精度加工と超多数個
取り＆多層金型の開発

岡崎商工会議所

3422 2823110588 愛知県 中日本炉工業株式会社 3180001098443
工業炉市場での課題解決と新ビジネスモデルの構築の
為、ＩｏＴ／ＡＩ技術による新生産プロセスの実証導入

岐阜信用金庫

3423 2823110589 愛知県 株式会社ナテック 5180001099365
超軟質（Ａ硬度０）樹脂成形のハイサイクル化・自動化を図
り、医療・介護分野他、多分野拡大を目指す

尾西信用金庫

3424 2823110596 愛知県 株式会社フタバ 2180003000449
自動車部品用計測治具の高度化及び内製化等による短
納期化の実現

瀬戸信用金庫

3425 2823110598 愛知県 ミクニ機工株式会社 5180301019799
寿命のため捨てられた自社製品に学ぶ！高精度三次元ス
キャナー装置の導入事業

名古屋銀行

3426 2823110601 愛知県 有限会社村上工業所 9180302019712
ＣＮＣ旋盤導入による高精度平歯車の開発及び新規販路
の開拓

知立市商工会

3427 2823110602 愛知県 艶榮工業株式会社 9180301011174
「高品質」「短納期」を可能とした繊維製品の新規防炎加工
技術の確立

岡崎信用金庫

3428 2823110607 愛知県 豊田化工株式会社 6180301019864
乾燥工程の合理化による高性能分離用シリカゲルの量産
体制確立

豊田商工会議所

3429 2823110616 愛知県 株式会社岩本組 8180001006095
鉄骨用３次元ＣＡＤシステム導入による納期短縮及び生産
性向上事業

木村茂徳税理士事務所

3430 2823110617 愛知県 株式会社富窪精機 2180001074602 燃料電池向け超精密シール用金型製造技術の確立 大垣共立銀行

3431 2823110618 愛知県 有限会社ＳＡＴサービス 4180002062950
鍛造金型の動的シミュレーションを含む４Ｄ－ＣＡＤ／ＣＡＭ
／ＣＡＥシステムの構築

澤田直明税理士事務所

3432 2823110620 愛知県 株式会社名南精密製作所 8180001015690
ＶＶＴ部品の切削レス化を目指しＩｏＴ技術を導入した研削加
工技術の開発

大垣共立銀行

3433 2823110621 愛知県 株式会社三晃 8180301019656
板金プレス加工における精密せん断打ち抜き加工の工程
削減による自動量産工程の確立

豊田信用金庫

3434 2823110622 愛知県 千代田合成株式会社 5180001010595
射出成形データ活用により不良率低減を実現する二色成
形生産・品質体制の構築

瀬戸信用金庫

3435 2823110627 愛知県 池田工業株式会社 9180301013690
コンプレッサー部品の薄肉化に対応する切削加工技術の
開発

碧海信用金庫

3436 2823110628 愛知県 サカイ化成  
試作開発環境整備による熱可塑性エラストマーの製品化
実現計画

株式会社ダイワマネジメント

3437 2823110630 愛知県 有限会社ヨネプラ金型 3180302027431
量産金型製作技術と新型成形機の組合せにより高品質樹
脂製品のサンプル製作を実現する

岡崎信用金庫

3438 2823110633 愛知県 株式会社トライアドシステム 3180001031750
警備業向スマートフォンの位置情報を使った上・下番報告
業務の試作開発

名古屋商工会議所

3439 2823110639 愛知県 愛星パック株式会社 3180001086448
ブランド・イメージ強化に資する審美性の高い小型貼箱を
実現する生産体制の構築

名古屋銀行

3440 2823110641 愛知県 株式会社アイキューラボ 5180001061936 介護用おむつセンサーの開発 商工組合中央金庫
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3441 2823110643 愛知県 サン食品株式会社 3180001021909
海外向けコンニャクステーキの製造における、温度管理に
よる品質向上ならびに製造工程の効率化

大垣共立銀行

3442 2823110644 愛知県 株式会社レーザテック 1180001021332
チタン製航空機部品をレーザ加工で量産化対応する革新
的な工法の開発

商工組合中央金庫

3443 2823110645 愛知県 株式会社太田工業所 8180001069282
「世界に日本の鉄道車両の安全を」複雑形状パイプ加工の
一貫生産体制構築事業

十六銀行

3444 2823110649 愛知県 株式会社アイオテック 5180001045773
自動車部品等のＡＳＳＹ（アッシー）工程へのロボット導入検
証事業

名古屋銀行

3445 2823110651 愛知県 株式会社ＨＹＣ 9180001122560
小規模店舗用超小型（バックヤード対応）パン包装機の開
発

瀬戸信用金庫

3446 2823110652 愛知県 株式会社三水商工 3180001086340
研究開発期間短縮化・高度化を目的とした塗工試作ライン
の導入による新たな顧客対応

尾西信用金庫

3447 2823110657 愛知県 有限会社一藤産業 7180302021397
曲げ工程と溶接工程の内製化による専用機械の総合組立
メーカーへの第一歩

豊田信用金庫

3448 2823110660 愛知県 野村工業株式会社 1180301014861
パイプ加工に於ける金型製作費及び製品加工費の２０％
原価低減

岡崎商工会議所

3449 2823110662 愛知県 株式会社近藤鉄工所 3180001081589
ＩｏＴによる生産プロセスの最適化で次世代スマートファクト
リーを実現する

東春信用金庫

3450 2823110663 愛知県 有限会社玉川製作所 6180002026053
航空機・発電設備・燃料電池等の成長分野に活用される難
加工材製品の生産体制構築

名古屋銀行

3451 2823110665 愛知県 株式会社モリタアンドカンパニー 4180001076596
外注工程の内製化によるバネ生産設備の開発能力及び国
際競争力の向上

愛知銀行

3452 2823110666 愛知県 大栄フェルト産業株式会社 5180001050674
海外製品に対抗する為の即納体制確立に向けた工程集約
による生産性向上

岐阜信用金庫

3453 2823110667 愛知県 株式会社メイセイ 5180001108027
工業炉の省エネに欠かせない特殊形状断熱材の品質、耐
久性を大幅に向上させる金属箔溶接設備導入

名古屋銀行

3454 2823110668 愛知県 バリバリー  
感覚的な香り効果の定量化・見える化による付加価値向
上

名古屋銀行

3455 2823110675 愛知県 有限会社上村鉄工 3180002017476
事業承継に向けた、高精度はめ合い加工の生産体制と次
期経営基盤の確立

名古屋銀行

3456 2823110676 愛知県 エヴリ・チューンズ株式会社 1180001070874
１日でページ開設！超簡単ウェブページ制作システムの開
発と活用

名古屋銀行

3457 2823110677 愛知県 有限会社吉田工作所 4180002082271
弊社独自の３次元微細加工技術を用いたウレタン樹脂を
母材とする次世代型治具の開発

名古屋銀行

3458 2823110678 愛知県 株式会社サンワクリエイト 4180001093170
新たな測定機器導入と検査体制確立による樹脂部品精度
の向上

西尾信用金庫

3459 2823110679 愛知県 丸安株式会社 7180301019797
ウイング型コンテナの製造開発による革新的輸送形態の
創造と中古トラックボデーの再利用事業

碧海信用金庫

3460 2823110682 愛知県 株式会社渡辺自動車 6180001009711
世代横断・車両カルテ対応の業務システム導入による顧客
サービス向上

一般社団法人ヒューリットＭＦ

3461 2823110683 愛知県 株式会社ＩＮＢプランニング 4180001095456
ＩｏＴの推進・自動搬送ロボット導入によるゴムコンパウンド
生産プロセスの改善

大垣共立銀行

3462 2823110684 愛知県 明興産業株式会社 3180001092891
物流用木製パレットＮＣ自動製造装置の導入による品質安
定化、生産性・効率化の向上および作業環境の改善の実
現

知多信用金庫

3463 2823110685 愛知県 プロメタル工業株式会社 9180302003138
端末加工機及び最新３次元画像測定機を導入して顧客が
要求するＲ精度の確保を実現する

岡崎商工会議所

3464 2823110686 愛知県 伊藤工業株式会社 2180001024739
蛍光Ｘ線測定装置の導入によるめっき処理プロセス及び品
質保証システムの革新

尾西信用金庫

3465 2823110691 愛知県 株式会社サトウ工業 6180001046416
ハイブリット車向け大口径熱交換器用パイプの高精度な量
産加工

名古屋銀行

3466 2823110693 愛知県 株式会社スタッフス 4180001082917
ヘアサンプル用溶着カット機の導入によるヘアカラーサン
プルの品質安定化・短納期化・低コスト化の実現

十六銀行

3467 2823110698 愛知県 株式会社アルファスポーツ 2180001101447
運動・食事・睡眠メニューの診断システム開発によるスポー
ツジム業界のサービス向上

名古屋銀行

3468 2823110699 愛知県 有限会社モノカム 9180002092943 高付加価値分野強化に向けた金属冠工程の高度化計画 いちい信用金庫

3469 2823110700 愛知県 株式会社瑞穂スプリング製作所 7180001028917
ピッチ可変の長尺コイルばねの精密加工体制の確立によ
る生産性の向上

公益財団法人中部科学技術
センター

3470 2823110704 愛知県 有限会社西川製作所 3180002018945 金属切削加工の精度向上のための検査体制確立 中京銀行

3471 2823110706 愛知県 合資会社勿驚社 4180003012756
デリケートな赤ちゃんの肌守りたい！！日本製高品質ベ
ビー衣料生産力強化プロジェクト

名古屋銀行
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3472 2823110708 愛知県 株式会社ヴイテックプロダクト 9180301000111
スプリングピン自動組付け設備導入による自動車用燃料
系部品の効率的な生産方式の開発

岡崎商工会議所

3473 2823110709 愛知県 有限会社梅金 2180302003623
少人数家族向け市場獲得の為、包装機導入による清浄度
の改善

岡崎商工会議所

3474 2823110712 愛知県 化成工業株式会社 4180001092437
粘弾性流体解析ソフト導入による試作工程の短納期低コ
スト化と熟練技術の可視化

大府商工会議所

3475 2823110717 愛知県 株式会社稲熊製作所 3180001014094
マルチスポット溶接機の導入と新工法の開発による精密板
金加工の生産革命

岡崎信用金庫

3476 2823110721 愛知県 森松産業株式会社 6180001015742
最新の高精度カッティングマシン導入による多品種少量生
産品の拡販と生産性の向上

百五銀行

3477 2823110722 愛知県 有限会社栄工業所 3180002064023
セラミック分野への進出するためにＣＮＣ円筒研削盤を導
入する

西尾信用金庫

3478 2823110723 愛知県 大久保金型工業株式会社 8180301014673 加飾（シボ）と微細形状加工用電極製作技術の開発 中京銀行

3479 2823110725 愛知県 荒川工業株式会社 2180001066624
Ｉｏｔを活用した自動車用ターボ部品の難削材加工費用低減
による価格競争力の強化

名古屋銀行

3480 2823110728 愛知県 株式会社昭栄精機 3180001092529
日本初となる接触式超精密多点外径測定器の開発による
サーボモータ用シャフト専用の検査工程ラインの構築

西尾信用金庫

3481 2823110729 愛知県 昭和金型工業株式会社 7180301022512
焼入れ鋼の精密加工応用による自動車用精密金型におけ
る３次元測定の新工法確立

西尾信用金庫

3482 2823110731 愛知県 犬山精機株式会社 1180001080964
最新ＣＮＣ旋盤導入による特殊金型部品の高精度・短納
期・低コストの確立

大垣共立銀行

3483 2823110737 愛知県 株式会社テラ・ラボ 2180001113450
特性に応じた無人航空機による三次元モデルの生成デー
タ等のオペレーター育成事業

川口士郎税理士事務所

3484 2823110740 愛知県 今泉歯科  
デジタルＣＡＤＣＡＭシステムを導入し過疎化地域の高齢者
に口腔内健康を提供する事業

豊川信用金庫

3485 2823110746 愛知県 共和産業株式会社 1180301018160
省電力化に貢献できる、サンバイザー内臓「高性能照明用
スイッチ」の開発

豊田信用金庫

3486 2823110748 愛知県 株式会社かとう製菓 7180301023626
海外市場の販路拡大に向けた新商品開発及び設備増強
による新製法開発事業

碧海信用金庫

3487 2823110754 愛知県 そだ歯科医院  
画像分析の活用で、不明瞭不明確から安全確実短時間治
療への革新

生沼寛隆税理士事務所

3488 2823110755 愛知県 有限会社石島エンジニア 4180002017376 試験機製作に係る旋盤加工の高度化 小倉裕樹会計事務所

3489 2823110756 愛知県 シバタセスコ株式会社 5120001009957
高精度粘着技術を使用した医療現場で活躍する感染予防
テープの開発

阿波銀行

3490 2823110757 愛知県 株式会社ジェットスタイル 2180001102602
同人サークルに対して小ロットのオリジナルグッズを製造
する事業計画

税理士上島一丈

3491 2823110759 愛知県 株式会社中田精工 7180001103496
端子抜き治具市場獲得の為、放電加工機導入による加工
工程の改善

名古屋銀行

3492 2823110760 愛知県 株式会社衣浦鋳造所 8180301015184
ＣＮＣ大型三次元座標測定機を活用したモノづくり技術の
開発と生産プロセス改善計画

愛知県中央信用組合

3493 2823110761 愛知県 株式会社タチ製作所 9180001045349
３Ｄ設計システムの導入による、５軸マシニング加工機の
最適活用による高度生産性の向上

商工組合中央金庫

3494 2823110764 愛知県 小島メリヤス有限会社 4180002087659 車用シートに使用する合成皮革の裏地素材の新規開発 三菱東京ＵＦＪ銀行

3495 2823110774 愛知県 船橋株式会社 4180001032533
日本一！視認性の高い子供用のオーダーメイドレインコー
トの試作開発

尾西信用金庫

3496 2823110776 愛知県 東海日豊工業株式会社 4180301018851
ガラス入り特定防火設備の認定取得と精密板金業界進出
による受注拡大

豊田信用金庫

3497 2823110780 愛知県 株式会社三琇プレシジョン 7180301015763
液状シリコーン樹脂と熱可塑性樹脂による異種材一体成
形品の生産プロセスの開発と量産化

岡崎信用金庫

3498 2823110781 愛知県 コクネ製作株式会社 3180301015230
半導体産業の市場獲得に向けた５軸加工機導入によるア
ルミ部材の精密加工

西尾信用金庫

3499 2823110782 愛知県 株式会社ウラン 1180301028606
一層構造のデカールの新開発による新分野への販路拡大
事業

豊田信用金庫

3500 2823110783 愛知県 キムラ工業有限会社 7180302016570
フレキシブル三次元曲げ加工技術の高度化による医療・福
祉分野への参入

安城商工会議所

3501 2823110784 愛知県 新生工業株式会社 4180301017028
多工程プレスにより得られる製品を革新的専用機により１
基で完成、製造コストを激減させる

碧海信用金庫

3502 2823110785 愛知県 ｉＳｍａｒｔＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ株式会社 7180301029623
中小製造業のための製造ライン遠隔モニタリングシステム
開発

碧海信用金庫
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3503 2823110786 愛知県 有限会社伸光製作所 5180002066166 最新ＣＮＣ立形複合研削盤による高精度加工技術の確立
株式会社シーピーエーコンサ
ル

3504 2823110787 愛知県 株式会社藤工業所 7180001118718
金属部品の加工品質と安全性を向上するためのバリ取り
機導入による生産プロセスの改善

碧海信用金庫

3505 2823110789 愛知県 株式会社サポート 9230001010116
什器製造における切断・型抜き工程の自動化・無人化によ
る短納期対応の実現

富山銀行

3506 2823110790 愛知県 つばめ自動車株式会社 6180001038339
車載用コミュニケーションロボットを活用した外国人観光客
案内サービス

株式会社タスクールＰｌｕｓ

3507 2823110791 愛知県 立松モールド工業株式会社 2180001026099
自動車大型部品用金型の製作時間短縮による生産能力
の向上計画

株式会社エフアンドエム

3508 2823110796 愛知県 有限会社加藤鉄工所 7180002025509 旋盤加工とマシニング加工のワンストップ化 瀬戸信用金庫

3509 2823110798 愛知県 株式会社エム・オー・シー 9180001011714
高周波大電力送信機を試作開発するための革新的技術の
確立

すずき税理士事務所

3510 2823110799 愛知県 株式会社美和製作所 8180001098471
自動車部品の市場確保を目指す為の信頼性の高い溶接ラ
インシステムの確立

十六銀行

3511 2823110800 愛知県 中日本鋳工株式会社 9180301022576 新しい工法によるターボチャージャー鋳造部品の製造 西尾信用金庫

3512 2823110802 愛知県 株式会社ユーアイテクニカ 2180001067275 画期的な特許技術チップワイパーによる製造工程の集約 名古屋銀行

3513 2823110803 愛知県 株式会社水谷 8180001084422
高級小物ブランド商品に付加価値を提供する、デザイン性
の高い小型貼函提案事業

尾西信用金庫

3514 2823110807 愛知県
ユーアイ・エンジニアリング株式会
社

4180001089409
多様な曲げＲにすべて対応可能なキャタピラー（芋虫）マン
ドレルの製造方法

名古屋銀行

3515 2823110808 愛知県 株式会社古久根 1180301015224
自動車産業の市場獲得に向けた、発行分析機導入による
高品質立体造形の実現

西尾信用金庫

3516 2823110809 愛知県 株式会社エイゼン 2180001092182
容器入り廃納豆の分別機を導入し、納豆残渣を養豚飼料
として供給し、豚肉のブランド化を後押しする

有限会社竹内総合研究所

3517 2823110810 愛知県 株式会社エム・シー・イー 5180001014134
成形品製造工程の高度生産性向上活動による一貫生産
体制の構築事業

名古屋銀行

3518 2823110811 愛知県 株式会社ニシムラ 7180301019062
厚板チタン材の精密プレス加工技術確立による燃料電池
部品の開発

碧海信用金庫

3519 2823110812 愛知県 伊藤鉄工株式会社 4180301015650 自動車用旋盤加工部品の高品質化 岡崎信用金庫

3520 2823110813 愛知県 株式会社東海分析化学研究所 3180301010355 環境分析サービスの見える化・短納期化 蒲郡信用金庫

3521 2823110814 愛知県 株式会社トライテクス 6180001091899
ロボット事業参入のためのＣＮＣ旋盤導入による精密部品
量産への挑戦

名古屋銀行

3522 2823110815 愛知県 株式会社脇田工業所 9180301013468
段差精度２μｍの実現による、同一高硬度材でのメタル金
型部品製造プロセスの構築

安城商工会議所

3523 2823110817 愛知県 株式会社テクノ豊栄 4180001097287
薄型複合ギヤの低コスト化及び短納期化を可能にする技
術開発と生産工法の確立

株式会社シーピーエーコンサ
ル

3524 2823110819 愛知県 株式会社東洋工業所 5180001094399
設備の対応力向上による多様なメッシュベルトの製造・拡
販への取組み

前島和幸

3525 2823110820 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ＩｏＴとＡＩを用いた新たな技術革
新

株式会社シーピーエーコンサ
ル

3526 2823110821 愛知県 株式会社佐藤鉄工所 9180001006499
次世代自動車の性能の向上に貢献する複雑形状マンドレ
ル加工技術開発事業

商工組合中央金庫

3527 2823110822 愛知県 株式会社藤田製作所 3180001015431
新生産方式の導入による生産性・品質の向上と収益向上・
事業拡大

井上新

3528 2823110823 愛知県 株式会社平野工業 9180001069455
ワイヤー放電加工技術を活用した超高精度金属加工技術
の高度化・多能工化と作業安全性の向上

碧海信用金庫

3529 2823110826 愛知県 有限会社鈴木金型 6180302026133
浸漬式ワイヤ放電加工機導入による金型製作の高品質
化、短納期化、低コスト化

株式会社シーピーエーコンサ
ル

3530 2823110827 愛知県 熱田起業株式会社 8180001021458
航空エンジン部品製造５軸ＭＣ旋削付と複合加工機をＩｏＴ
監視・保守・分析システムで精度と稼働率を向上

十六銀行

3531 2823110830 愛知県 丸井鉄工株式会社 1180001083711 ＩＴ活用による１品対応の受注生産品生産の効率化 名古屋銀行

3532 2823110835 愛知県 有限会社三嶋商事 3180002062423
日本初！！技術とノウハウを集積・共有する画期的な『転
造開発センター』の設置

名古屋銀行

3533 2823110840 愛知県 フェーデル株式会社 6180301026753
特殊ＣＮＣベンディングマシンの導入による自動車シート向
けワイヤ端末難加工技術の開発

碧海信用金庫
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3534 2823110841 愛知県 ミヤマ精工株式会社 3180301014926
ＩｏＴによる低燃費・環境負荷低減を実現する自動車直噴エ
ンジン部品の効率的生産体制と検査システムの確立

碧海信用金庫

3535 2823110844 愛知県 有限会社神本樹脂工業所 6180302016539
成型前精密シミュレーション技術の確立による高機能樹脂
製品のフロントローディング技術の高度化

安城商工会議所

3536 2823110848 愛知県 有限会社シーリング石川 2180002051848 ニーズに対応した高付加価値製品の製造及び提供 瀬戸信用金庫

3537 2823110849 愛知県 株式会社稲一鋳造所 8180301022305
サンドクラッシャー導入による鋳肌の良化と不良低減のた
めのフルモールド鋳造の生産効率の改善

西尾信用金庫

3538 2823110851 愛知県 株式会社鈴木化学工業所 5180301001146
高精度部品の低価格化に臨む、次世代ものづくり現場の
工程計画

岡崎信用金庫

3539 2823110862 愛知県 澤歯科  
治療法が限られる難症例や難患者への、安心・安全な口
腔外科手術サービスの提供

若杉公認会計士事務所

3540 2823110867 愛知県 株式会社柴田製畳所 9180001025714
圧着方式による極薄置き畳の製造ラインの確立による全
体最適の実現

株式会社ジェック経営コンサ
ルタント岐阜事務所

3541 2823110876 愛知県 有限会社荒川モータース 3180302027514
最新トータル車検ラインシステムを導入し、地域密着型の
指定自動車整備工場化を通じてのカーライフサービスを提
供

西尾信用金庫

3542 2823110881 愛知県 梶谷商店  贈答品包装用房紐の多機能紐製造機の開発・導入 中京銀行

3543 2823110884 愛知県 株式会社イトキ 4180301000149
無垢造作材の劇的な製造プロセス改善に伴う新サービス
（据付家具製作）の確立

岡崎信用金庫

3544 2823110887 愛知県 株式会社松江鉄工所 5180301015518
走行安全関連製品向け金型の受注拡大に向けた放電加
工の高度化

西尾信用金庫

3545 2823110892 愛知県 株式会社名豊金型製作所 5180301009189
ワイヤー放電加工時に発生する（銅、真鍮）電腐ゼロを達
成する加工方法の開発

豊橋信用金庫

3546 2823110898 愛知県 有限会社武藤設計 4180002019546
軟質系素材切断のための画期的な電動ポータブル工具の
開発

十六銀行

3547 2823110901 愛知県 株式会社さくら 1180001090716
火力・温度のデジタル管理による、コーヒー豆の品質安定
化と生産性向上

瀬戸商工会議所

3548 2823110902 愛知県 株式会社名大ＳＫＹ 9180001080354 ＷＥＢ管理システムによる革新的な検定制度の開発 中日信用金庫

3549 2823110903 愛知県 有限会社壱武工業所 1180302027251
高硬度スクリュー・金型温度安定化の複合活用による高機
能樹脂成型品のフレキシブル生産体制の確立

安城商工会議所

3550 2823110905 愛知県 合資会社愛知紙管製造所 4180003007946
製造工程の改善による、製造原価の大幅な削減及び収益
の改善事業計画

中日信用金庫

3551 2823110906 愛知県 株式会社名光精機 8010001077987
自動車の自動変速機用電磁弁部品スリーブ素材の鋳造プ
ロセス革新

大垣共立銀行

3552 2823110908 愛知県 大栄技研工業株式会社 3180001094054 産業車両部品の生産性向上のための溶接ラインの新設 商工組合中央金庫

3553 2823110911 愛知県 有限会社デンタルワールド 3180302010643
歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による生産効率向上と
新たな歯科技工物提供プロセスの開発

豊橋商工信用組合

3554 2823110912 愛知県 株式会社髙木化学研究所 1180301001546
ファイバーレーザーロボット溶接機を活用した航空機向け
アルミ内装品の製造

商工組合中央金庫

3555 2823110913 愛知県 株式会社ＳＫデザイン 5180001097113
尾州産地に変革を。ニーズをもたらすフィラメント織物サン
プルへの挑戦

名古屋銀行

3556 2823110934 愛知県 ＵＲ中部株式会社 2180001089278 高品質ＰＥＴボトルフレークの製造技術開発 商工組合中央金庫

3557 2823110946 愛知県 岩瀬鉄工株式会社 8180301022321
自動車ＡＴ用部品における革新的な歪みのない薄肉リング
加工技術の確立

岡崎信用金庫

3558 2823110957 愛知県 株式会社ｈａｎｄｓｔｏｈａｎｄｓ 6180001061258
ＩｏＴ技術による高齢者見守りサービスを新聞配達員が行う
新規開発・付加価値サービスの提供

岐阜信用金庫

3559 2823110959 愛知県 加茂精工株式会社 7180301019847 ハードラック盤による高速歯切加工の実現 瀬戸信用金庫

3560 2823110964 愛知県 株式会社光製作所 1200001011421
航空機エンジン部品（燃焼器）における画像測定技術の研
究

十六銀行

3561 2823110965 愛知県 日本エムティ株式会社 7180001074721
小物部品向け高コストパフォーマンスな新表面処理技術の
実現

春日井商工会議所

3562 2823110970 愛知県 有限会社マルミヤ家具 4180302009973
日本全国へ、匠が作るソファーの温もりを届ける為の生産
工程効率化

豊橋信用金庫

3563 2823110971 愛知県 杉松産業株式会社 1180301014119
独自ノウハウを活かした鋳型中子（シェルモールド）製造の
バリ取り手作業工程を自動化

岡崎信用金庫

3564 2823110976 愛知県 三友工機有限会社 2180002046658
超精密かつ効率的な品質管理のための測定顕微鏡及び
画像ユニットの導入

米津晋次税理士事務所
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3565 2823110979 愛知県 株式会社豆福 3180003003946 最新型ひねり包装機導入による、豆菓子の生産性向上 名古屋銀行

3566 2823110990 愛知県 丸千水産株式会社 2180301011354
魚料理の面倒さを解消する高品質なワンアクション商品の
提供と生産性向上による事業拡大

蒲郡信用金庫

3567 2824110001 三重県 伊藤印刷株式会社 2190001000103
中綴じ折製本機導入に伴う、高付加価値・生産性向上・安
全対策向上

公益財団法人三重県産業支
援センター

3568 2824110007 三重県 株式会社ゴーリキ 9190001006614
高強度な溶接技術の継承と生産性向上のための溶接ロ
ボットの増設

百五銀行

3569 2824110012 三重県 おぼろタオル株式会社 4190001000209
極細番８０番手を頂点とする細糸使いの新製品開発と生産
技術確立

百五銀行

3570 2824110013 三重県 株式会社名阪ステンレス工業 2190001009235
ステンレス製品の供給能力向上および生産性改善に取りく
むための溶接工程のリノベーション

北伊勢上野信用金庫

3571 2824110014 三重県 株式会社ＦＥＥＤ 5190001005990
高度な顧客ニーズに応える測定技術の高度化とフレキシ
ブルな生産体制の構築

第三銀行

3572 2824110017 三重県 有限会社ハシモト精機 3130002027323
国際競争力強化に向けた研究開発に伴う自動車用ベアリ
ング高精度化の実現

京都銀行

3573 2824110030 三重県 株式会社大田酒造 4190001008425
特定名称酒の安定供給体制の構築と海外向け高品質製
品の開発計画

北伊勢上野信用金庫

3574 2824110033 三重県 イング株式会社 5190001014257
デジタルプリントの利用と超音波ミシンによる無縫製システ
ムの構築

公益財団法人三重県産業支
援センター

3575 2824110034 三重県 万協製薬株式会社 9190001010896
新型液剤ボトル充填ライン設備の導入による受託製造
サービスの生産性向上計画

百五銀行

3576 2824110035 三重県 有限会社リアルプロダクト 5190002012466
高精密小型部品に対応できる測定計測技術の高度化に
よって川下企業の高品質、短納期、低コストニーズに応え
る

百五銀行

3577 2824110038 三重県 エフテック株式会社 8180001094982
新素材であるハイテン材を加工する大型金型を内製化し、
低価格化・短納期化を実現する事業

株式会社エフアンドエム

3578 2824110040 三重県 有限会社コーナン工業 6122002010182
複合鍛造技術の高度化による精密薄物小型部品の高品
質化・低コスト化

北伊勢上野信用金庫

3579 2824110043 三重県 永光精器株式会社 8190001014411
熱間鍛造から順送プレスへの生産プロセスの移行を可能
にする革新的な順送プレス金型の開発

公益財団法人三重県産業支
援センター

3580 2824110045 三重県 株式会社希望荘 1190001018369
ＣＴＩと連動した予約・会計・顧客管理システムの導入による
コスト削減及び顧客満足度の向上

百五銀行

3581 2824110046 三重県 有限会社まるは茶業 7190002021060
異物除去色彩選別機導入による高い安全性を持つ茶製品
の開発と拡販

商工組合中央金庫

3582 2824110048 三重県 五大産業株式会社 8120001079452 薄物狭幅スリットコイルのオシレート巻き加工技術の確立 みずほ銀行

3583 2824110049 三重県 三重大和工業株式会社 6190001013035
最新型溶接ロボット導入による溶接工程の生産性向上を
図り短納期対応を実現

桑名信用金庫

3584 2824110050 三重県 中勢製氷冷蔵株式会社 2190001000631
生産プロセスの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

菅原由一

3585 2824110051 三重県 有限会社シンワ 1190002018310
独自アプリによる不動産管理及び業務効率化システムの
開発・構築

桑名商工会議所

3586 2824110055 三重県 有限会社麻野館 6190002008158
ＷＥＢシステム開発により海外への販路拡大と付加価値向
上設備による顧客満足度の実現

菅原由一

3587 2824110057 三重県 Ｃｈａｎｔｉ株式会社 1190001023807
小ロット多品種に対応でき競争力のある生産と商品開発力
強化の実現

北伊勢上野信用金庫

3588 2824110058 三重県 糸川建築板金  意匠性建材の内製化と一貫施工でのコストダウンの実現 新宮信用金庫

3589 2824110059 三重県 センシン株式会社 8190001009378
自動加水制御装置の導入によるポーラススプリットンブロッ
ク製品の開発

公益財団法人三重県産業支
援センター

3590 2824110061 三重県 扶桑工機株式会社 7190001012531
ＩｏＴによる金型部品加工の品質保証を図る最適加工システ
ム確立

百五銀行

3591 2824110063 三重県 株式会社松阪鉄工所 3190001000993
お客様の安全と作業効率に寄与する新たな作業工具の開
発と生産基盤の確立

百五銀行

3592 2824110064 三重県 株式会社田中製材所 8190001009254 生産向上の為の８尺パネルソー（切断機）導入計画
公益財団法人三重県産業支
援センター

3593 2824110065 三重県 中山水熱工業株式会社 2190001005267
３Ｄレーザ計測ＣＡＤデータ化システム導入による調査設計
業務の効率化

百五銀行

3594 2824110066 三重県 東海アヅミテクノ株式会社 5190001001346
ＩＴ活用による放電加工工程の短納期化とコスト低減化の
実現

公益財団法人三重県産業支
援センター

3595 2824110067 三重県 オキツモ株式会社 7190001009313
新方式アルミ製放熱材（メタマテリアル放熱材）の製品仕様
と品質管理技術確立

公益財団法人三重県産業支
援センター
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3596 2824110070 三重県 株式会社アサヒダイテック 9190001012868
最新ＣＡＭシステム導入による短納期対応と知識集約型生
産プロセスの構築

桑名信用金庫

3597 2824110073 三重県 株式会社ユニテクノ 6122001007881
成形シミュレーション導入による高張力鋼板の高精度高品
質解析技術開発

公益財団法人三重県産業支
援センター

3598 2824110075 三重県 日本ニューマチック工業株式会社 9120001014103 疎水化セルロースナノファイバーの製造方法 中京銀行

3599 2824110076 三重県 伊賀小野田レミコン株式会社 2190001008352 廃棄物の再資源化と生コン二次製品の新たな製品開発 百五銀行

3600 2824110077 三重県 株式会社アクアイグニス 6010001136316 食品の成分等を保持する菓子製造工程の高度化事業 第三銀行

3601 2824110078 三重県 株式会社ラセック 2190001010696
工程間の待ちロス解消による、生産効率の改善と販売強
化計画

公益財団法人三重県産業支
援センター

3602 2824110079 三重県 株式会社水野鉄工所 1200001005217
難削材自動加工ラインにおける生産性向上と工具個別寿
命管理の実現

商工組合中央金庫

3603 2824110080 三重県 有限会社鈴峰 5190002022787
切削工具の販売と再研磨のパッケージ化による新サービ
スの提供

三重銀行

3604 2824110081 三重県 イノウエ株式会社 5190001016889
高機能・高付加価値鋳造用ストレーナーの製造に適した乾
燥システムの導入

公益財団法人三重県産業支
援センター

3605 2824110084 三重県 株式会社明和製作所 6190001017515 顧客ニーズ変化に対応する生産工程の確立 百五銀行

3606 2824110088 三重県 三重県醤油味噌工業協同組合 2190005000396
Ｔ，Ｎ（全窒素分）測定の高性能（高速測定、正確性、安全
性）測定装置の導入

百五銀行

3607 2824110091 三重県 株式会社テイク 1190001003651
大型プレス加工機を導入し超高張力鋼板の一貫生産体制
を構築する

三重銀行

3608 2824110093 三重県 有限会社ミハタ電子 3190002013169
電子回路基板実装技術の高度化による高品質部品の多
品種少量生産体制の構築

北伊勢上野信用金庫

3609 2824110100 三重県 有限会社葛西鉄工所 9190002019714
新たな設備を導入し特殊加工のメカニカル継手の量産体
制を構築する

百五銀行

3610 2824110103 三重県 伊藤精機株式会社 6190001004835
インフラ整備（リニアトンネル、新幹線）関連の大型部品の
受注拡大

百五銀行

3611 2824110104 三重県 有限会社スギモリ工機 7190002007506
ＣＮＣ自動旋盤を導入し新たな加工工程で医療機器分野に
進出する

第三銀行

3612 2824110108 三重県 有限会社常磐精機 4190002021237
切削加工機の導入による高収益型のワンストップ生産プロ
セスの構築

第三銀行

3613 2824110112 三重県 錦見鋳造株式会社 5180001007113
新素材鋳造技術の確立とＩＯＴを用いた新規設備導入にお
ける金型鋳造への挑戦並びに海外進出

商工組合中央金庫

3614 2824110119 三重県 楠精器株式会社 1190001007355
ロボットベンダーによる曲げ工程の自動化と、ＩｏＴによる工
場間連携体制の構築

百五銀行

3615 2824110124 三重県 鈴木造船株式会社 2190001015233
３次元ＣＡＤを活用した建造工程合理化によるコスト低減と
納期遵守に向けた新展開

百五銀行

3616 2824110127 三重県 有限会社渡邉精機 2190002017658
新型トランスミッション部品の旋盤加工にかかる量産技術
高度化事業

百五銀行

3617 2824110128 三重県 魚歳食品株式会社 2190001000136
サミット開催効果による引合いの増加に呼応した設備力増
強で全国展開実現

津北商工会

3618 2824110130 三重県 ベルウッド株式会社 3190001011421
加工精度向上、耐力壁プレハブ化による納期・工期短縮と
生産性向上

第三銀行

3619 2824110132 三重県 株式会社ニシタニ 2190001011034
画像検査機（カメラ）による検査工程の保証度向上と工数
削減

公益財団法人三重県産業支
援センター

3620 2824110136 三重県 ネイション産業株式会社 5190001006898
積層式自動裁断機の導入による裁断業務の内製化及び
縫製業としての基盤確立

渡会商工会

3621 2824110138 三重県 有限会社三ツ池化学 5190002013324
空間環境整備とロボット作業システム化による空間清浄度
革新事業

名張商工会議所

3622 2824110139 三重県 有限会社タクミスタジオ 6190002017539
和のテイストである木板とＬＥＤ象嵌文字の組合せで新市
場開拓

桑名三川商工会

3623 2824110140 三重県 有限会社スズキプレス工業所 8190002004717
サーボプレス機導入による生産プロセス改善とハイテン素
材への対応

亀山商工会議所

3624 2824110142 三重県 高洋電機株式会社 3190001006636
高精度変位センサー用極薄部品の高精密高能率内径加
工技術の開発

百五銀行

3625 2824110143 三重県 有限会社ナカムラ 3190002004812 深絞りの技術を確立し、次世代自動車への対応を図る 第三銀行

3626 2824110144 三重県 木屋正酒造合資会社 4190003001139
火入れ殺菌設備導入による省力化と高精度化による海外
等販売拡大事業

名張商工会議所
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3627 2824110145 三重県 有限会社浜地屋 1190002005168
宿泊業の朝夕食バイキング需要に対応した「小型天ぷら」
の多品種少量生産で新市場開拓

熊野商工会議所

3628 2824110146 三重県 株式会社アサプリ 2190001013443
全国展開する飲食チェーン向けの印刷物及び販促物等の
全国初のトータルブランディングサービス

百五銀行

3629 2824110147 三重県 ガレージクルー伊勢  環境対応型製品を使用した鈑金指定工場の確立 伊勢商工会議所

3630 2824110148 三重県 株式会社ナベル 6190001008588
ＩｏＴとリバースエンジニアリングを活用した過酷環境下で使
われるロボットカバーの長寿命設計

商工組合中央金庫

3631 2824110149 三重県 有限会社もんいまぁじゅ 7190002005162
地の不利を利に替え、過疎地起点の地域連携新商品で地
産外商を目指す計画

熊野商工会議所

3632 2824110150 三重県 大谷鉄工  
マシニングセンタ及び３次元測定機導入による生産活動の
高度化と価値向上

桑名信用金庫

3633 2824110152 三重県 大矢螺子工業株式会社 8180001029749
ＦＣＶ用リチュウムイオン電池の車体固定ネジの“遅れ破
壊”防止策を提案し、ＦＣＶ搭載固定用ネジの実用化への
寄与

弁護士法人心

3634 2824110154 三重県 丸北研磨株式会社 7190001013307
メーカー独占の高度な加工が必要な最新鋭刃物の再研磨
市場に研磨事業者が参入

桑名三川商工会

3635 2824110155 三重県
有限会社ＨＩＲＡＮＯ ＭＥＴＡＬ ＷＯＲ
ＫＳ

3190002017558
大型工作機械向け部品市場獲得のための長尺一貫加工
プロセスの開発

名古屋銀行

3636 2824110157 三重県 株式会社鈴工 6190001006732
生産プロセス改善によるＣＬＴプラントメーカートップ地位の
確立

百五銀行

3637 2824110159 三重県 有限会社山源縫製 9190002022486
高デザイン性素材の高速精密裁断を武器にした縫製業界
の構造改革

公益財団法人三重県産業支
援センター

3638 2824110160 三重県
グライドデザインラボラトリーズ株式
会社

3190001014911 次世代標準規格４Ｋ映像コンテンツ制作システムの構築 三重銀行

3639 2824110161 三重県 東洋工業株式会社 8190001015681
新型ＣＮＣ自動旋盤導入による品質の安定と短納期化及
び技術力の更なる向上

商工組合中央金庫

3640 2824110165 三重県 株式会社Ｐａｓｔｅｌ 3190001013970
寝たきり高齢者用、着替えがし易いオーガニック介護服の
試作事業

桑名商工会議所

3641 2824110166 三重県 旭金属株式会社 9190001013387
海外向け新車種の低コスト化を実現する革新的製造プロ
セスの開発

百五銀行

3642 2824110169 三重県 有限会社ヨシキ産業 8190002017470
国内回帰需要獲得のための刺繍ミシン導入で一貫生産と
他社刺繍需要の獲得

桑名三川商工会

3643 2824110171 三重県 藤吉プラスチック株式会社 4190001017533 マシニングセンタ機導入による地域貢献にこだわった製作 三重銀行

3644 2824110172 三重県 有限会社松尾工業所 4190002017169
次世代燃料電池車部品の大量生産に応じた業界初の革
新的製造方法の開発

桑名信用金庫

3645 2824110173 三重県 丸盛有限会社 9190002004880
臭いが少なく土壌微生物を活性化させる有機廃棄物リサイ
クル堆肥の開発

菅原由一税理士事務所

3646 2824110175 三重県 株式会社アベテック 1190001012009 切削加工のＩｏＴ自動化による産業機械部品への新展開 大垣共立銀行

3647 2824110178 三重県 株式会社アニバーサリー 4190001010075 自動配列機の導入による生産革新と医療分野との連携 百五銀行

3648 2824110179 三重県 有限会社平治煎餅本店 1190002001381
オリジナルメッセージ煎餅等の展開による商品のサービス
化の推進

公益財団法人三重県産業支
援センター

3649 2824110180 三重県 ダイシン工業株式会社 2120001156059
ブランク工程の全自動化によるオールステンレス製カップ
ボードの拡販

百五銀行

3650 2824110181 三重県 共立印刷株式会社 8190001000279
顧客ニーズに対応した生産性の向上を確立するためＡ２判
最新鋭４色印刷機の導入

商工組合中央金庫

3651 2824110182 三重県 株式会社三城 2190001021669
溶接ロボットの導入による国内ニーズに適応した、ＪＩＴ対応
型生産ラインの構築

株式会社ダイワマネジメント

3652 2824110186 三重県 株式会社オムニツダ 2180001035050
最新スリッターによるウッドテープの新用途開発、品質・生
産性向上

中京銀行

3653 2824110187 三重県 田中紙管株式会社 4122001019235 強度の最適化により、低コストを実現する紙管の試作開発 南都銀行

3654 2824110188 三重県 株式会社大安製作所 9190001013016
情報共有化による難研削部品の高精度加工の確立と生産
性の向上

桑名信用金庫

3655 2824110192 三重県 マルカメリヤス有限会社 7190002018222
自動裁断機及びＣＡＤ導入による短納期・高効率生産の確
立と事業拡大

いなべ市商工会

3656 2824110197 三重県 株式会社南条製作所 6190001005263
切削・切断複合機の導入による鋼構造物製造工程の合理
化

株式会社シーピーエーコンサ
ル

3657 2824110198 三重県 旭電機化成株式会社 8120001011596
需要が高まる家庭用ブレンダーの増産・短納期化対応を実
現する生産体制の構築

株式会社エフアンドエム名古
屋
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3658 2824110205 三重県 株式会社中川製作所 8190001001590
５軸仕様微細加工機の導入により超高精度複雑切削加工
を実現させる事業

公益財団法人三重県産業支
援センター

3659 2824110214 三重県 株式会社タツミ産業 6190001003589
ユーザー好みにアレンジ出来るセミオーダー建具の製造と
中小工務店連携事業

百五銀行

3660 2824110218 三重県 上道キカイ株式会社 4170001012775
大型ドローン導入による業界イメージからの脱却と雇用促
進の展開。

新宮信用金庫

3661 2824110223 三重県 愛知発条株式会社 1180001007752
海外と戦う日本のモノ造り！最先端自動ばね成型機導入
で最高品質メイド・イン・ジャパンばね！

翔陽税理士法人

3662 2825110001 滋賀県 株式会社大橋鉄工 4160001006514
最新型ＮＣ機器の導入による大型空調機部品の開発・量
産体制の構築

長浜信用金庫

3663 2825110003 滋賀県 中川絹糸株式会社 2160001006887 絹糸精練方法の進化による高品質な新製品の製造 滋賀銀行

3664 2825110004 滋賀県 株式会社矢島製作所 4160001001977
品質・生産性両面を劇的に向上させる金型加工の技術開
発と生産体制の構築

竹内淳朗

3665 2825110005 滋賀県 荒木電子工業株式会社 1160001007192
世界的に需要が高まるインフルエンザ検査装置用電子基
板生産性向上の取り組み

滋賀銀行

3666 2825110007 滋賀県 株式会社Ｋａｍｏｇａｗａ 7130001010284
ステップＡＴ生産の高能率化を実現する難削材加工用切削
工具の開発

京都信用金庫

3667 2825110010 滋賀県 株式会社杉岡織布 5160001011942
特徴ある「高島ちぢみ」織機の導入による、高付加価値生
地の創出

滋賀銀行

3668 2825110011 滋賀県 株式会社ユカシカド 7140001090053
ＡＩ技術を活用し、尿検査キットとスマートフォン・ウェアラブ
ル端末より得られたバイタル関連データを分析するヘルス
ケアサービスの開発

日新信用金庫

3669 2825110012 滋賀県 株式会社テクノチュウコウ 2160001018503
プラント・インフラシステムの輸出拡大に向けた１６ｍｍ加
工と短納期化の実現

株式会社エフアンドエム

3670 2825110013 滋賀県 株式会社写真化学 7130001003123
光硬化性樹脂とセラミック粉体の混練材料を使用した３Ｄ
光造形プロセスの開発

京都御池税理士法人

3671 2825110015 滋賀県 株式会社パーツテック 2160001008603
ＣＮＣ複合旋盤の導入によるバルブ部品の製造工程の短
縮および品質の向上

竹内淳朗

3672 2825110017 滋賀県 天ケ瀬製作所  
高性能マシニングセンター導入による多品種極少量生産
の生産性改善

滋賀銀行

3673 2825110019 滋賀県 株式会社竹内工業 7160001007278
ＩｏＴ及びＡＩ技術の活用と溶接ロボット導入による、板金・溶
接工程の革新

長浜信用金庫

3674 2825110020 滋賀県 株式会社昭和バルブ製作所 3160001008370
航空機用バルブ等の品質向上を狙った新型検査機の導入
とプロセスの効率化

大辻税理士法人

3675 2825110022 滋賀県 シガ電子株式会社 5160001006694
地球温暖化防止を目指す燃料電池車の市場拡大実現に
対する貢献

株式会社エフアンドエム

3676 2825110023 滋賀県 有限会社マゴシ精密製作所 3160002010838
素材試作専用押出成形機のスクリュー内製化による生成
品の精度向上と短納期化

株式会社エフアンドエム

3677 2825110029 滋賀県 株式会社アオイ 6160001005745
次世代自動車開発における軽量化に向けた特殊素材部品
の短納期化の実現

株式会社エフアンドエム

3678 2825110031 滋賀県 株式会社滋賀報知新聞社 4160001009938
サーマルプレートセッター導入で審美性改善による紙面充
実・売上増と廃液削減を実現

湖東信用金庫

3679 2825110032 滋賀県 辻プラスチック株式会社 4160001010053
プラスチック成形において検査及び整列工程にロボット導
入で効率化

公益財団法人滋賀県産業支
援プラザ

3680 2825110034 滋賀県 有限会社タケウチ産業 3160002009657
デポジッター設備と商品企画力でＢｔｏＢ事業を熟成し盤石
な経営基盤を創出

湖東信用金庫

3681 2825110043 滋賀県 株式会社アイテス 1160001016292
飛躍的高速なＰＬ手法を用いたシリコンカーバイド結晶の欠
陥測定装置の開発

滋賀銀行

3682 2825110045 滋賀県 株式会社密口精工 2160001012241
高精度製本機等に求められる複雑かつ多面加工の高精
度・短納期化による価格競争力強化計画

株式会社エフアンドエム

3683 2825110046 滋賀県 株式会社メディカルフロント 8160001017350
皮膚に貼り薬を吸収させる制吐剤パッチ型薬剤投与システ
ムの開発

滋賀銀行

3684 2825110047 滋賀県 有限会社ヴァンテック 1160002012588 超高速遠心分離による汚泥減容装置の開発 村井正純税理士事務所

3685 2825110049 滋賀県 株式会社ナンガ 7160001006916 熱圧着縫製技術を使用した高性能ダウンジャケットの開発 滋賀銀行

3686 2825110050 滋賀県 近畿精工株式会社 3160001006556
高精度・低コストを実現する自動車向けスーパーエンプラ
用金型製造技術の開発

税理士法人アクセス

3687 2825110053 滋賀県 株式会社エー・シーケミカル 1160001015988
高性能スポンジ製造及び試作を自社工場で行うための設
備導入事業

滋賀銀行

3688 2825110056 滋賀県 株式会社湖南製作所 6160001004870
ベンディングマシン導入で高防音性の大型発電機外側カ
バーの製造受注と拡販事業

滋賀銀行
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3689 2825110057 滋賀県 有限会社高野製作所 7160002009661
測定精度向上による試作開発及び品質保証体制の確立と
航空機分野への展望

湖東信用金庫

3690 2825110058 滋賀県 株式会社久城写真型 3160001015581
デジタルダイレクト製版機導入による新分野開拓と既存事
業拡充で収益性を改善

関西アーバン銀行

3691 2825110059 滋賀県 小泉製麻株式会社 7140001003329
液体容器製造設備導入による生産体制の増強とＩＯＴ導入
による製品安全性の向上

東近江市商工会

3692 2825110061 滋賀県 山室木材工業株式会社 9160001007128
最新型自動パレット釘打機による工程短縮・効率ＵＰ・低コ
スト化の実現

一般社団法人バイオビジネス
創出研究会

3693 2825110067 滋賀県 川村工務店  木のジャングルジム「くむんだー」の事業化 滋賀銀行

3694 2825110069 滋賀県 畑酒造有限会社 3160002009772
醸造温度の管理設備導入による生酛造り日本酒製造への
挑戦

滋賀銀行

3695 2825110071 滋賀県 株式会社エコジャパン 4160001014599
交流電圧出力巻線を備えたブラシレスＤＣモータシステム
の開発

栗東市商工会

3696 2825110072 滋賀県 株式会社クリスタル光学 3160001000625
次世代光学用微細表面テクスチャーの製造及び評価技術
の開発

京都信用金庫

3697 2825110080 滋賀県 株式会社トシプラ 9160001010073 ＰＣシース市場へ低価格の樹脂製品導入のための開発 関西アーバン銀行

3698 2825110081 滋賀県 株式会社カワサキ 2160001010708
日本の美しい木、柔らかい木を高精度に玉加工する技術
の開発

近江八幡商工会議所

3699 2825110087 滋賀県 草津電機株式会社 5160001012783
磁石補助型シンクロナス・リランクタンスモータと最適化駆
動回路一体型の開発

公益財団法人滋賀県産業支
援プラザ

3700 2825110089 滋賀県 株式会社徳志満 9160001006286
近江牛を使用した本格的肉料理介護食の開発及び量産体
制の構築

滋賀銀行

3701 2825110090 滋賀県 金剛精機株式会社 2160001000741
高難度で高付加価値を有した複合金型の製造技術とシス
テムの開発

瀬田商工会

3702 2825110096 滋賀県 株式会社イワタ 9130001019902
高級羽毛寝具のリフォームに関する新ラインの開発による
需要開拓

鈴木繁伸

3703 2825110098 滋賀県 株式会社センコー 8160001005751
高精度マシニングセンタ導入による、大型部品加工の高度
化及び加工体制の効率化

滋賀銀行

3704 2825110099 滋賀県 宮川印刷株式会社 8160001001908
特殊印刷技術により、強みを持つマーケットにおいて受注
拡大を図る事業

滋賀銀行

3705 2825110100 滋賀県 川島酒造株式会社 5160001011851
蔵元直販ならではの多様な新酒こだわり商品開発の可能
な絞り機導入

高島市商工会

3706 2825110103 滋賀県 みなくちファーム  「まくわスムージー」の開発及び生産プロセスの改善 高島市商工会

3707 2825110104 滋賀県 滋賀フジクリーン株式会社 5160001013402
ウレタン断熱材でリフォーム市場獲得を図る施工プロセス
の改善

栗東市商工会

3708 2825110105 滋賀県 渕田撚糸工場  
新たな生産方式導入による工程削減及び新機能複合撚糸
開発事業

高島市商工会

3709 2825110106 滋賀県 株式会社シンコーメタリコン 2160001004908
新技術高速フレーム溶射法によるＷＣサーメット溶射皮膜
の試作開発

商工組合中央金庫

3710 2825110108 滋賀県 株式会社ユニックス 5160001009383
使用済み業務用タイルカーペットの再生原料を使用した住
宅用カーペットの開発生産

滋賀銀行

3711 2825110109 滋賀県 興亜繊維工業株式会社 8160001011898
スーパー繊維を用いた新たな複合撚糸による光ファイバー
市場へ新規参入

高島市商工会

3712 2825110114 滋賀県 有限会社マキノ製作所 1160002011524
遊具事業で培ったＲ曲げ加工技術の高付加価値化による
新事業進出

高島市商工会

3713 2825110116 滋賀県 関西オートメ機器株式会社 8160001000439
微細気泡を用いた環境負荷低減ができるシャワー洗浄シ
ステムの開発

瀬田商工会

3714 2825110118 滋賀県 株式会中央電波工業 6160001010506
フェライト基板電子回路印刷による高精度マイクロ波制御
装置の開発

滋賀銀行

3715 2825110119 滋賀県 株式会社タケダ 5160001017386
伝統工芸家具の技術を継承し且つ幅広い顧客ニーズに応
える生産革新

長浜信用金庫

3716 2825110121 滋賀県 有限会社大森製作所 8160002005841
ロータリー平面研削盤導入による表面加工精度の上昇及
び加工体制の大幅革新

滋賀銀行

3717 2825110122 滋賀県 保木機料株式会社 5160001012049
電線用編組シールド材の難燃複合糸・超多本合糸の開発
による新規参入

高島市商工会

3718 2825110123 滋賀県 石井電気システム有限会社 1160002011202
デマンドシステムの無線装置の開発とＷＥＢ閲覧機能ソフ
トの開発計画

高島市商工会

3719 2825110124 滋賀県 ユニオンニット有限会社 6160002011585
高性能機織機とデザインシステムの導入による新商品開
発事業

高島市商工会

120



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

3720 2825110129 滋賀県 株式会社ワークス松下 1160001002334 １点からのオリジナル形状スケールの生産体制の確立 竹内淳朗

3721 2825110130 滋賀県 株式会社シナジー 2160001015748
型彫り放電加工機の導入による生産効率向上・競争力強
化事業

竹内淳朗

3722 2825110131 滋賀県 エムズテック株式会社 6160001007568
米飯を潰さず練らずに、高速で重量計量可能な機器の開
発

東京中央経営株式会社

3723 2825110133 滋賀県 お米農家のよこい  
泰山寺にんにくのブランド化に係る高品質黒にんにく製造
事業

高島市商工会

3724 2825110141 滋賀県 スマック株式会社 9120001104102 次世代電動車両用大電流ベクトル制御インバータの開発
一般社団法人滋賀県中小企
業診断士協会

3725 2825110145 滋賀県 株式会社ホクコン 8210001011942
プレキャストＬ型擁壁の切断加工機導入による納期短縮・
品質向上・低コスト製造の確立

北國銀行

3726 2825110147 滋賀県 株式会社不二精機 9160001008712
新ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入に伴うＩｏＴ化の取組みと高度
生産性の実現による生産体制の強化

大辻税理士法人

3727 2825110156 滋賀県 冨田酒造有限会社 7160002007310
自動分析システム導入による迅速で正確な分析値の取得
とそれによる酒質の向上

長浜北商工会

3728 2825110161 滋賀県 近江バラス有限会社 3160002005458 屋根瓦粉砕物のリサイクル商品の開発生産 滋賀銀行

3729 2825110163 滋賀県 有限会社上原製作所 8160002010214
長尺ＮＣ旋盤による焼結前セラミックスの新たな加工方式
の導入

東近江市商工会

3730 2825110166 滋賀県 マスバイオラボ  
先進的リモートセンシング技術を利用した階層型森林デー
タマップの構築

滋賀銀行

3731 2825110167 滋賀県 株式会社はたけのみかた 2160001018387 高級ベビーフード製造工程の作業効率化・品質の高度化 湖南市商工会

3732 2825110173 滋賀県 日光化成株式会社 6120001068523
高温・高湿等の過酷な環境下でも劣化しない安価な高耐
久性パッキン材の開発と製造ラインの構築

商工組合中央金庫

3733 2825110174 滋賀県 株式会社アイゼン 7160001009729
難削材を使用した半導体部品の需要増加に伴う切削工具
製造の短納期化と増産の実現

滋賀銀行

3734 2825110176 滋賀県 株式会社ＡＣＴＹＰｏｗｅｒ 6160001018334
新しい医療用外科手術インプラント脊椎プレートの開発事
業

栗東市商工会

3735 2825110177 滋賀県 株式会社オーミック 8160001013300
ＰＥＥＫ材（熱可塑性樹脂）を用いた炭素繊維複合材料の
形成技術開発

滋賀銀行

3736 2825110183 滋賀県 大阪ウェルディング工業株式会社 2120901000448
加工精度向上及び工程集約による超硬スリーブの生産プ
ロセス改善

ＦＭＢコンサルタンツ株式会社

3737 2825110185 滋賀県 日光精器株式会社 4120001150308
ＡＩ機能と３次元取出機能を持つ画期的な成形システムの
導入

堀三芳事務所

3738 2825110187 滋賀県 市田精工  
複合加工機の導入及び生産プロセス改革による樹脂加工
の生産性の改善

滋賀中央信用金庫

3739 2825110189 滋賀県 石井産業株式会社 6120001074447 １ｍｍピッチポケットの極小エンボスキャリアテープの製造
ＧＰＣ－ＴＡＸ川阪税理士事務
所

3740 2825110191 滋賀県 株式会社シンセイ 2160001008363
ＣＦＲＰ（炭素繊維複合材料）分野への新規事業展開へ向
けた三次元測定機の導入

ＦＭＢコンサルタンツ株式会社

3741 2825110192 滋賀県 株式会社陶器屋 4160001017775
信楽焼産地最大の窯導入による、オーダーメイドの陶器浴
槽の開発

滋賀銀行

3742 2825110193 滋賀県 株式会社金山精機製作所 5130001012506
半導体製造装置パーツ生産プロセスの革新的な改善によ
る顧客要望対応

奥村税務会計事務所

3743 2825110194 滋賀県 株式会社八光技研 4160001011340 ダイレスＮＣフォーミング機導入で、少量多品種への対応 日野町商工会

3744 2825110197 滋賀県 株式会社アズマ 8160001000026
新工法を用いた橋梁伸縮装置設置事業への参入に伴う機
械の導入

大津北商工会

3745 2825110199 滋賀県 竹内酒造株式会社 9160001017515
職人の付きっ切り作業を解消する自動圧搾装置を導入し
生産性を向上させる計画

浅田益弘税理士事務所

3746 2825110207 滋賀県 森田ライト工業株式会社 3120001156818
生産管理・在庫管理システム及びＡＩの活用による抜本的
な生産・業務効率の改善

中田隼人

3747 2825110211 滋賀県 アクアシステム株式会社 9160001008002
作業補助装置（ロボット含む）向け空圧アクチュエータ用制
御機械部品の開発

商工組合中央金庫

3748 2825110220 滋賀県 筒井鋸加工所  
林業関連木材産業のニーズの高度化に対応する鋸目立て
技術の開発

米原市商工会

3749 2826110001 京都府 株式会社吹野金型製作所 9130001011561
高性能放電加工機による微細加工と大幅な効率化への取
組

京都銀行

3750 2826110002 京都府 株式会社精研 8130001010944
半導体市場の成長に対応するための製造ライン部品の増
産と精度向上計画

株式会社エフアンドエム
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3751 2826110005 京都府 株式会社光技術サービス 7130001051031
次世代のキーデバイスである自由曲面レンズの量産製造
技術開発

京都信用金庫

3752 2826110008 京都府 株式会社秋田製作所 6130001033278
タッチパネル用部品金型の一貫製作に業界で初めて挑戦
する計画

株式会社エフアンドエム

3753 2826110010 京都府 株式会社エスジー 5130001034566
樹脂の切削における３次元加工の精度向上と生産性の改
善

京都あおい税理士法人

3754 2826110011 京都府 有限会社アドバンク 5130002006622
インキ計量ロボット導入による特色印刷への対応と印刷稼
動率向上の実現

京都銀行

3755 2826110012 京都府 有限会社協和熔工 6130002025919
鉄道車両の軽量化に貢献するアルミ部品の高精度化と増
産対応

京都銀行

3756 2826110020 京都府 宮本樹脂工業株式会社 4130001019015
工場内ネットワークを利用した集中監視システムによる生
産性の向上

京都銀行

3757 2826110021 京都府 株式会社京都吉祥庵 8130001027708
＂京都から全国の外食産業へ”　京都ブランド・素材を活か
したデザート開発と展開

京都中央信用金庫

3758 2826110022 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の海外生産現地販売に向
けての対応

京都銀行

3759 2826110023 京都府 株式会社ＫＥＤ 8130001036139
世界に誇る国産自動車の開発を支援する測定計測技術の
高度化

京都銀行

3760 2826110031 京都府 ＮＫＥ株式会社 5130001007919
京くみひもを利用した高効率空気圧人工筋肉駆動アシスト
ロボットの開発

公認会計士オフィスＩＴＮ共同

3761 2826110037 京都府 株式会社ファーマフーズ 5130001011549
未利用卵殻薄膜を用いた関節の痛みを緩和させる機能性
食品素材の開発

辻本真也税理士事務所

3762 2826110039 京都府 有限会社グッドウッドＫＹＯＴＯ 1130002029998
革新的成形方法による樹脂ペレット原料での切削試作事
業の確立

京都信用金庫

3763 2826110040 京都府 京都飲料株式会社 8130001012107
コーヒー飲料業界初の窒素ガス混合脱酸素システムの開
発・導入

京都中央信用金庫

3764 2826110043 京都府 プロニクス株式会社 2130001033042
自動車関連部品金型の受注領域拡大の為のマシニングセ
ンタ導入

京都商工会議所

3765 2826110045 京都府 株式会社明成 5120001047882
ＮＣ自動旋盤導入と工程見直しで競争力強化を図り海外進
出の基盤を整備する

北おおさか信用金庫

3766 2826110047 京都府 株式会社シオガイ精機 7130001033459
電気バス向けリチウムイオン充電池製造に用いる「巻き取
り装置」製造工程の改善

京都銀行

3767 2826110048 京都府 菅原精機株式会社 6130001012851
超硬合金のミーリング加工による業界初のミガキレス精密
金型の実現

公益財団法人京都高度技術
研究所

3768 2826110049 京都府 藪下鉄工所  
受注加工分野を選定・特化し新規取引先と新分野の受注
（増）を達成

京丹後市商工会

3769 2826110050 京都府 株式会社山本鉄工 6130001034251
製品のユニット化納品の為の精密機械加工生産体制の構
築

京都信用金庫

3770 2826110051 京都府 株式会社細尾 5130001022505 西陣織広幅ファブリックの新生産システムの開発 京都銀行

3771 2826110052 京都府
株式会社ＯＫファイバーテクノロ
ジー

3050001036564 ハンディレーザー溶接システムの製品開発 池田泉州銀行

3772 2826110058 京都府 株式会社赤尾商店 2130001000091
ｉＰｈｏｎｅ用ＩＣチップ製造装置用アルミ板の高精度化及び短
納期化の実現

滋賀銀行

3773 2826110059 京都府 株式会社フジタイト 8130001033961 ＣＦＲＰ試作部品製造技術の確立 京都中央信用金庫

3774 2826110062 京都府 株式会社旭プレシジョン 7130001002447
金属の熱拡散技術を利用したゴム成形金型への耐硫黄性
付与技術開発による売上拡大

公益財団法人京都産業２１

3775 2826110067 京都府 株式会社アクア 4130001034369 「大気圧プラズマチャンバー装置」の開発及び実用化 京都信用金庫

3776 2826110079 京都府 木下酒造有限会社 1130002033868
長期熟成酒市場創造に向けた製造工程の改善と既存商品
の高品質化

京丹後市商工会

3777 2826110082 京都府 株式会社やまとカーボン社 6130001011936
幼児から児童向けに特化した「楽しく薬を飲むきっかけとな
る薬袋」の提供事業

京都銀行

3778 2826110083 京都府 株式会社宇山金型製作所 5130001013917 生産効率向上に向けた複合加工支援システムの導入 税理士法人京都経営

3779 2826110084 京都府 株式会社オプト・システム 9130001055071 半導体外観検査装置の高速化の為の開発 アドバンスト・エム株式会社

3780 2826110085 京都府 有限会社真和精機 4130002029236
同時５軸仕様マシニングセンタ導入での生産性・品質向上
によるジェネリック医薬品普及への貢献と航空分野参入

京都北都信用金庫

3781 2826110086 京都府 ケイナック  
最新型横型マシニングセンター導入による高精度加工法
による新製品開発事業

京都銀行
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3782 2826110088 京都府 レイトロン株式会社 2130001033819 短距離光データ伝送デバイスの製品化 京都銀行

3783 2826110090 京都府 株式会社シュルード設計 8130001053927 ３Ｄソリューション事業の未来を担う会社への活路 公益財団法人京都産業２１

3784 2826110094 京都府 日本船舶表示株式会社 3010401051563
船舶用安全標識の耐久性向上と工期半減を実現する大判
プリンターとラミネーターの導入

芝信用金庫

3785 2826110097 京都府 株式会社ＣＯＧＮＡＮＯ 2130001054063
アルパカ遺伝子を原料とするタグ抗体シリーズの開発と世
界展開

公益財団法人京都産業２１

3786 2826110098 京都府 株式会社峰山鉄工所 9130001042730
画像寸法測定器導入による生産プロセスの改善と品質管
理体制の確立

京丹後市商工会

3787 2826110102 京都府 株式会社電装工業 1130001037515
防水処理の自動化によるネック工程の解消と品質向上計
画

京都中央信用金庫

3788 2826110105 京都府 株式会社アクトリー 7130001032279
成形加工条件の研究による精密試作成形の業界最速レベ
ルの超短納期対応

京都信用金庫

3789 2826110107 京都府 株式会社川口金属 8130001042764 鋳造欠陥の補修再生技術を確立することによる受注拡大 京都北都信用金庫

3790 2826110110 京都府 有限会社田中ステンレス 8130002026634
難切削材新形状ボルトの高い同軸度確保と高耐久性バイ
トの研究

京都信用金庫

3791 2826110112 京都府 株式会社衣川シャーリング 4130001041035 社内データベース活用による一貫製造技術の高度化事業 京都北都信用金庫

3792 2826110113 京都府 有限会社ナカムラ 5150002002462
新製法による革新的な機能性スポーツウェアの生産体制
確立

株式会社エフアンドエム

3793 2826110114 京都府 株式会社朝陽 2120001156240
職人とロボットをＩＯＴで融合！多品種少量生産での高利益
化に挑戦！

守口門真商工会議所

3794 2826110119 京都府 堀井織物工場  
顧客の求めに応じた、きめ細やかな柄を織り成す新型電子
ジャカード導入

京都北都信用金庫

3795 2826110122 京都府 日本蚕毛染色株式会社 6130001016282 繊維商品リサイクル処理装置の開発 南都銀行

3796 2826110125 京都府 株式会社サンデーキット 8130001014557
切削加工技術の高度化で挑む木製セルフレジカバー生産
体制の確立

京都信用金庫

3797 2826110126 京都府 大竹木材工業株式会社 9130001020125
高精度ＮＣルータ導入による木製建具の高精度加工及び
多様化への対応力強化計画

京都信用金庫

3798 2826110129 京都府 双美金属株式会社 3130001033470
建築物耐震化に対応する大型建築金物の製造と施工工期
の飛躍的な短縮

京都銀行

3799 2826110131 京都府 有限会社クエストセブン 2160002014542 ファイバーセンサ用受光ＩＣの開発 滋賀銀行

3800 2826110133 京都府 株式会社草川精機 8130001010457
医療機器用精密部品の短納期化に向けた生産体制強化
計画

京都銀行

3801 2826110137 京都府 日本フットケアサービス株式会社 5130001026646
足底装具の生産プロセス自動化による生産性向上と、中
国東南アジア市場獲得

京都銀行

3802 2826110138 京都府 河合紙器工業株式会社 5130001020335
差別化の困難な段ボール製造業において、新たな付加価
値を創造し需要を増大させる事業

京都銀行

3803 2826110139 京都府 株式会社ヤマコー 6130001015937
ダイレクト印刷技術導入による新規顧客開拓・利益体質の
改善

公益財団法人京都産業２１

3804 2826110140 京都府 株式会社朝日製作所 8130001033276
自動車部品用の鋳物鋳造製品に係る試作品製作の迅速
化

京都銀行

3805 2826110143 京都府 株式会社丸二 8130001018905 版木作成工程における生産プロセスの改善事業 京都商工会議所

3806 2826110146 京都府 有限会社ソウダ製作所 3130002025871
横形ＮＣフライス盤の導入による高品質ロボット用架台の
製造

京都信用金庫

3807 2826110147 京都府 株式会社京都・一乗寺ブリュワリー 7130003002965 「一乗寺」ブランド強化のための増産体制の確立 税理士法人みらい経営

3808 2826110150 京都府 株式会社波部太陽堂 7130001018311
紙器・パッケージ製作工程の落丁作業を機械化し生産性
の向上と従業員の定着を図る事業

京都中央信用金庫

3809 2826110151 京都府 株式会社ベッセル福知山 2130001041276
単純連続手作業を双腕ロボットに変更し安全性と生産性及
び品質を向上させる

京都北都信用金庫

3810 2826110154 京都府 株式会社あおぞら印刷 3130001004991
データ入稿プラットフォームの構築と高速印刷のための設
備投資による専門領域での競争力強化事業

京都中央信用金庫

3811 2826110156 京都府 進晃堂印刷株式会社 2130001014752 封筒印刷に特化した営業利益率倍化プロジェクト 京都中央信用金庫

3812 2826110157 京都府 株式会社シオノ鋳工 7130001040703
鋳造シミュレーションを導入し、高品質、低コスト、短納期の
鋳造を実現

京都北都信用金庫
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3813 2826110158 京都府 アテック京都株式会社 8130001033697
ＣＮＣ旋盤導入により新たな生産体制の構築と技術の高み
を目指す

京都中央信用金庫

3814 2826110162 京都府 株式会社洛北義肢 1130001005661
リベッティングマシン導入による生産効率・生産品質の向
上と作業環境の改善

公益財団法人京都高度技術
研究所

3815 2826110169 京都府 株式会社扶桑プレシジョン 8130001018665 色と糖分・水分の測定が可能な新型小型分光計の開発 京都中央信用金庫

3816 2826110173 京都府 株式会社キョークロ 4130001012580
めっき工程の生産プロセス革新による省エネ・省資源化の
実現とトレーサビリティの精度及び効率向上

京都中央信用金庫

3817 2826110175 京都府 有限会社新進堂印刷所 4130002026472
個人出版事業の生産性向上を目的としたＩＴの利活用及び
設備投資

京都銀行

3818 2826110178 京都府 川惣電機工業株式会社 9120001042376
高精度小型温度センサの計測品質向上のための自動校
正装置の開発

三菱東京ＵＦＪ銀行

3819 2826110179 京都府 西村陶業株式会社 3130001013142
サーボプレス成形機の導入で革新的パワーモジュール用
放熱部品を開発し新分野進出

公益財団法人京都高度技術
研究所

3820 2826110184 京都府 アトモフ株式会社 9130001053736
施工不要のデジタル窓「アトモフウィンドウ」の普及に向け
た芯金型導入、革新的サービスの向上

ひかり税理士法人

3821 2826110189 京都府 柴田織物  
分業体制からの脱却　自社生産力向上による製造直販を
通じた提案へ

京都北都信用金庫

3822 2826110190 京都府 株式会社渡邉商事 1130001012088 サービスロボット用部品の製作ライン構築 京都商工会議所

3823 2826110191 京都府 京都プラント工業株式会社 1130002034940
パーム油残渣を液状高品質燃料に！バイオパーム燃料製
造装置の開発

京都銀行

3824 2826110192 京都府 山中工業株式会社 3130001002129
航空機や鉄道車両の部品供給を視野に入れた積極的設
備投資の推進

京都中央信用金庫

3825 2826110194 京都府 ビヨーカン  
フォトブックを通して若い世代にも写真の良さを理解しても
らい写真文化を残す

若杉公認会計士事務所

3826 2826110198 京都府
株式会社ベルテックコーポレーショ
ン

8130001051501
計量器業界向け製缶部品のロボットによる自動溶接機の
導入と生産管理システムの構築

アドバンスト・エム株式会社

3827 2826110199 京都府 寺田薬泉工業株式会社 9130001021750
リチウムイオン電池向け正極材材料製造方法の確立と生
産環境改善・量産設備導入

京都銀行

3828 2826110204 京都府 田中鉄筋工業株式会社 8130001037830 鉄筋Ｌ型擁壁段積み施工事業の推進 藤原靖典税理士事務所

3829 2826110205 京都府 株式会社大平電機 5130001041694
高圧（３ＫＶ，６ＫＶ）用１５００ＫＷまでの大型モータ用試験
設備の導入

京都北都信用金庫

3830 2826110207 京都府
株式会社Ｋｙｏｔｏ　Ｎａｔｕｒａｌ　Ｆａｃｔｏｒ
ｙ

4130001020988
リップクリームの製造工程改善に伴う生産キャパシティ向
上計画

谷口純一

3831 2826110211 京都府 株式会社ソーゴーギケン 4130001040540 測量・設計の３Ｄ化と地盤の３Ｄモデルの提供 京都北都信用金庫

3832 2826110212 京都府 Ｆｒｅｓｈ　Ｒｏａｄ  
生産効率を上げ、更に栄養価も上げる水素水を使用したト
マト栽培

京都北都信用金庫

3833 2826110215 京都府 田中精工株式会社 1130001015017
複合加工機導入による、高精度品質、低コスト化と生産性
向上

京都中央信用金庫

3834 2826110223 京都府 朝日レントゲン工業株式会社 4130001009908
超低被ばくかつ超高精細な診断画像を実現する歯科用Ｘ
線ＣＴ装置の開発

京都信用金庫

3835 2826110229 京都府 株式会社竹村製作所 2130001025502
大型半導体・液晶架台フレームの生産プロセスの改善プロ
ジェクト

京都商工会議所

3836 2826110233 京都府 株式会社成和 7130001032741
潜在ニーズに応える低コストかつ遮音性の高い防音ルー
バーの製作

京都中央信用金庫

3837 2826110236 京都府 有限会社ビックバン 8130002026832
ロボットメーカーのコストと軽量化ニーズヘの薄板溶接技術
の高度化

京都銀行

3838 2826110238 京都府 洛陽化成株式会社 8130001034068 量産受注対応における製造体制の確立 税理士法人京都経営

3839 2826110239 京都府 ユーハン工業株式会社 2130001041375
新規熱処理設備導入による生産性および安全性向上と新
規市場開拓

商工組合中央金庫

3840 2826110240 京都府 株式会社船橋商店 8130001022386
アルミ・銅・真鍮材の多面仕上げ加工による高付加価値化
の開発

京都信用金庫

3841 2826110242 京都府 株式会社飯田照明 7130001050693
地球環境に優しく、安価で品質の向上を図れる製品検査用
導光板ＬＥＤ照明の開発

京都信用金庫

3842 2826110246 京都府 中央技建工業株式会社 5130001035960
リチウムイオン電池用の生産設備の大型化とクリーンカット
技術の向上

京都中央信用金庫

3843 2826110248 京都府 有限会社丹後プラスティック 6130002033707
「部品加工から部品組立」一連作業工程による錠剤検査装
置製造分野の事業確立

京都北都信用金庫
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3844 2826110249 京都府 株式会社幹細胞＆デバイス研究所 7130001053275
ヒトｉＰＳ細胞由来 高性能心筋細胞デバイスの生産プロセ
ス改善と生産性向上

オフィス・ワン四条烏丸

3845 2826110250 京都府 株式会社山内製作所 5130001052584
ＣＮＣ横中ぐり盤を導入し高真空チャンバー製作のワンス
トップ企業となる

京都信用金庫

3846 2826110251 京都府 株式会社青木プラス 9130001034240
成長する用途先市場分野の新規開拓に向けた受注力強
化設備の導入

京都信用金庫

3847 2826110252 京都府 株式会社最上インクス 5130001000808
ＩｏＴ・ＡＩを用いた薄板金属フィン製造における革新的な生
産・品質管理システムの構築

京都商工会議所

3848 2826110254 京都府 科研テクノス株式会社 3130001042042
ＩｏＴを用いた植物工場用廉価型制御装置の開発と栽培装
置を用いた実証実験

京都北都信用金庫

3849 2826110257 京都府 阪村精圧株式会社 7130001039051
熱間鍛造による自動車向けの複雑形状・異形部品の製造
開発

ジャスト会計事務所

3850 2826110261 京都府 プレシジョンツール  
ワイヤー放電加工機を用いた生産プロセス改善によるボト
ルネック解消事業

京都銀行

3851 2826110262 京都府 大地社  医学会用「抄録集」に特化したニッチトップ事業の展開 京都中央信用金庫

3852 2826110264 京都府 株式会社ナールスコーポレーション 5130001048839
スキンケア化粧品素材を応用した歯周病の予防・治療剤
の開発試作

小林公認会計士事務所

3853 2826110268 京都府 株式会社エスファクトリー 3130001050210 海外工場向け製品のＲｏＨＳ対応に伴う生産速度向上計画 谷口純一

3854 2826110269 京都府 川村エンジニアリング株式会社 2130001052570
ワイヤー放電加工機による被加工物内部への複雑形状加
工と生産効率改善

京都銀行

3855 2826110270 京都府 有限会社エスユー 1130002010561 高精度な産業用ロボット部品大径化への対応 京都銀行

3856 2826110275 京都府 福井繊維工業有限会社 2130002034849
裁断システムの導入による衣服縫製品の高品質化と、安
心安全のための検針機の導入

京都北都信用金庫

3857 2826110277 京都府 矢野株式会社 3130001042810
ロボットシステム導入による生産効率向上・画像測定具導
入による信頼性向上

京丹後市商工会

3858 2826110278 京都府 ＨＩＬＬＴＯＰ株式会社 6130001034516
試作開発案件における多品種・小ロット対応の無人検査シ
ステム構築

京都銀行

3859 2826110280 京都府 株式会社オルサム 7130001043301 【オルサム最先端技術屋集団化】計画 京都北都信用金庫

3860 2826110288 京都府 株式会社山口製作所 5130001033205
身体にやさしい健康食品添加用竹炭パウダーの量産製
造・販売

京都信用金庫

3861 2826110293 京都府 ながすな繭株式会社 9130001043019 医療用途の絹不織布製造の工業化に向けた開発 京丹後市商工会

3862 2826110294 京都府 パン工房農（みのり）  
天然酵母の価値を生かし切る販路開拓～森の京都で宿泊
型パン工房

南丹市商工会

3863 2826110302 京都府 株式会社きっちんカンパニー 8130001031016 ブラストチラー技術の利活用による生産性向上事業
公認会計士税理士木田事務
所

3864 2826110303 京都府 新生製本株式会社 3130001010899 高価格帯手帳の糸綴じ製本に特化したニッチ戦略の実施 京都中央信用金庫

3865 2826110306 京都府 株式会社日昌製作所 1130001042696
大幅な納期の短縮と製造原価の低減を目的とする新工程
の開発計画

京都銀行

3866 2826110307 京都府 国進印刷株式会社 5130001017265
最新型カッティング機器導入によるＰＯＰＵＰペーパーアイ
テムの新商品開発

京都銀行

3867 2826110309 京都府 たつみ印刷  地域顧客ニーズに対応した小ロット生産体制の確立 京丹後市商工会

3868 2826110311 京都府 株式会社ＳｈｉｎＳｅｉ 6130001039102
ラマン分光技術活用による医療機器の分析装置部品の開
発

京都中央信用金庫

3869 2826110312 京都府 株式会社ウミヒラ 6130001010070
三次元測定機導入による多品種少量生産に特化した品質
保証体制の確立

税理士法人今西総合会計

3870 2826110313 京都府 株式会社東和技研 7120901007653
自立型表示装置等のリチウムイオン電池充放電制御シス
テムの試作開発

アドバンスト・エム株式会社

3871 2826110315 京都府 ヒエン電工株式会社 4120001031516
分散機導入による難燃性と接着性の機能を併せ持つ難燃
性接着剤及び導電性接着剤の生産性向上の実現

紀陽銀行

3872 2826110316 京都府 福島鰹株式会社 4130001022316 大型縦型自動包装機開発導入による製造効率の改善 京都商工会議所

3873 2826110319 京都府 株式会社横井製作所 2130001033232
樹脂部品と金属部品の接合工程自動化による生産性及び
品質の向上

京都中央信用金庫

3874 2826110322 京都府 長崎工業株式会社 4130001043551
ハンディプローブ三次元測定機導入による高精度な品質
管理

京都北都信用金庫
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3875 2826110325 京都府 株式会社今西製作所 6130001040844
高まる工作機械の部材需要への対応と総合的生産力の向
上

与謝野町商工会

3876 2826110329 京都府 中嶋金属株式会社 8130001001489
自動車排ガス・燃費規制変更における新規メッキ技術の開
発と実用化

税理士法人優和

3877 2826110333 京都府 日本紙工株式会社 7130001012231
特殊表面加工パッケージ、罫線に品質保証を付けることに
よる差別化事業

税理士法人優和

3878 2826110334 京都府 株式会社ナカデシール印刷 8130001029786
インキ自動調合システム導入による特殊インキラベル事業
の展開

京都中央信用金庫

3879 2826110337 京都府 日本タブレット株式会社 1130001032540
画期的な打錠成型技術によるオーガニック仕様サプリメン
トの確立

京都銀行

3880 2826110338 京都府 株式会社エージェンシーアシスト 1130001013945
商品検査専門事業の新規展開による既存顧客への対応
力強化と営業圏の拡大

北田喜久税理士事務所

3881 2826110339 京都府 創栄図書印刷株式会社 3130001021327
製造プロセスの改善による収益増加を実現する「マナー漫
画」提供事業の展開

税理士法人優和

3882 2826110341 京都府 株式会社ロジック 6130001033261
産学連携により開発したアトピー改善化粧品用自動充填
機の導入

宇治商工会議所

3883 2826110345 京都府 西岡テント  
ハイブリッド高周波ウェルダーの導入によるテント生地の高
品質化と活用及び増加する需要への対応

松成会計事務所

3884 2826110346 京都府 株式会社スワン 1130001043455 高機能設備（ビッグマスター）導入によるタイヤメンテ 京都北都信用金庫

3885 2826110348 京都府 為国印刷株式会社 3130001021599 ＩｏＴワンストップ印刷サービスの開発と新規事業参入計画 税理士法人優和

3886 2827110001 大阪府 株式会社美作研磨工作所 3122001007232
非磁性材を含む薄物小物加工品の高品質低コストな砥石
研削技術の開発

上田吉昭税理士事務所

3887 2827110003 大阪府 ビューティードア株式会社 2120101022359
ハンドキャッパー機導入による納期短縮と高付加価値美容
液の追求

堺商工会議所

3888 2827110005 大阪府 株式会社阪口製作所 4122001002653
新興国の水道インフラ設備のニーズに応える画期的排水
管の開発計画

南都銀行

3889 2827110007 大阪府 株式会社ヤサカ 3122001007629
ＬＥＤ照明器具の軽量化と増産に対応した高精度ダイカス
ト鋳造技術の構築

株式会社エフアンドエム

3890 2827110008 大阪府 パルインテリア工業株式会社 6120001069125
インフラとしての観光バス用キャビネット加工機械化による
生産倍増計画

株式会社エフアンドエム

3891 2827110009 大阪府 光金属精工株式会社 5120001013389
エンジン用“世界初、高品質・高剛性、ハイブリッドボルト”
を開発し、ネジ業界に新たな歴史を作る

南都銀行

3892 2827110010 大阪府 株式会社谷口製作所 3120001156090
ＬＥＤ照明器具金型の短納期・ユニット減数・大型化を同時
実現する生産体制の構築

株式会社エフアンドエム

3893 2827110013 大阪府 株式会社三協電材製作所 4120901009438
半導体機器等に搭載される合成樹脂加工製品の生産体制
の革新化計画

株式会社エフアンドエム

3894 2827110014 大阪府 ツチヤ精工株式会社 4120001197381 難削金属材の無人運転加工技術の確立 永和信用金庫

3895 2827110017 大阪府 西河スプリング株式会社 8120101037302
自動車のブレーキシリンダー用バネの高精度化と短納期
化

紀陽銀行

3896 2827110018 大阪府 大伸ダイス工業株式会社 8120001020812
次世代自動車の普及拡大を見越したリチウムイオン電池
の金型部品改善・増産計画

株式会社エフアンドエム

3897 2827110019 大阪府 有限会社林鉄工 9129902011818
大型ワイヤー放電加工機導入で金型づくりの進化と新規
分野への参入

紀陽銀行

3898 2827110021 大阪府 株式会社ベッセル工業 2120001013557
絶縁ドライバーの量産に供する『耐電圧テスト自動化ロボッ
ト』の導入

三井住友銀行

3899 2827110022 大阪府 パックプリント株式会社 2120901007971
全自動ボトル検査装置による不良率ゼロを目指した印刷
品質全数検査

北おおさか信用金庫

3900 2827110023 大阪府 株式会社光洋 3122001002472
ＩＯＴ対応高性能ワイヤ放電加工機導入にて金型製作及び
保全プロセス改善による生産性向上

東大阪商工会議所

3901 2827110026 大阪府 株式会社山下製作所 9120001111379
半導体の競争力強化に資する電線生産装置の生産性向
上

株式会社エフアンドエム

3902 2827110028 大阪府 株式会社富士溶工 7120001050612
ゴルフ場コース管理車用部品等製造における生産性向上
及び販路拡大計画

京都銀行

3903 2827110030 大阪府 株式会社中村鈑金工業所 3122001009625
リチウムイオン電池生産装置各種試作部品の短納期化に
よる競争力強化

株式会社エフアンドエム

3904 2827110032 大阪府 株式会社盆木製作所 4120101006327
航空機部品等製造用の高精度な大型コレットチャックの安
定供給体制の確立

株式会社エフアンドエム

3905 2827110034 大阪府 アルファメック株式会社 1120001011636
機能めっき用アルミニウム素材加工ライン構築と量産化の
確立

株式会社エフアンドエム
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3906 2827110037 大阪府 有限会社紀和金属製作所 2120002009380
社内外の安全性を確保した燃料電池配管用部品の短納期
生産体制の構築

株式会社エフアンドエム

3907 2827110038 大阪府 株式会社タイガー製作所 1120101021584
ＮＣ自動穴あけ機の導入による加工精度及び生産性の向
上計画

池田泉州銀行

3908 2827110040 大阪府 株式会社住吉金型製作所 9120001119273
次世代自動車の軽量化、高機能化を支える順送型金型の
増産と高精度化

株式会社エフアンドエム

3909 2827110043 大阪府 株式会社ダイテック 7120001185598
複雑形状に対応した高精度ダブルダイスの開発及び増産
体制の構築

株式会社エフアンドエム

3910 2827110044 大阪府 森脇鉄工株式会社 2120001158294
ジェネリック医薬品の印刷用Ｅｃｏシリンダー高品質化によ
る自社ブランドの確立

株式会社エフアンドエム

3911 2827110046 大阪府 Ｍ＆Ｅテクノロジー株式会社 6120901036711 絶縁材料検査用高速度金属検知器の開発 北おおさか信用金庫

3912 2827110047 大阪府 株式会社タナカカメ 4120001150019
多関節三次元形状測定機の導入による検査工数低減と品
質向上のシステム構築

北大阪商工会議所

3913 2827110048 大阪府 三宅金属株式会社 3120001050756
高性能切断機導入による特殊端板の高精度加工・短納期
化の実現

大阪シティ信用金庫

3914 2827110049 大阪府 株式会社レザック 6122001020645
三次元レーザー測定機導入による加工設備の大型・高精
度化と製造の革新

大阪シティ信用金庫

3915 2827110051 大阪府 アルスコーポレーション株式会社 5120101000493
鋸替刃のパッケージ工程の自動化による環境改善と生産
性向上

堺商工会議所

3916 2827110052 大阪府 福田工業株式会社 2122001019955
１００円ショップ向け商品の国産化と新技術導入による競争
力強化計画

株式会社エフアンドエム

3917 2827110053 大阪府 有限会社百舌鳥鉄工所 3120102004685
建設機械部品の高硬度金属素材の精密加工に対応した
切削加工技術の構築

株式会社エフアンドエム

3918 2827110054 大阪府 新日電熱工業株式会社 5122001018847
高度な品質・量産に向けた高効率な生産設備の改革・革
新

南都銀行

3919 2827110056 大阪府 株式会社中鉄 3120901011650
最新の切断機とＱＲコード読取システム構築による鉄筋棒
鋼の高精度化及び生産性の向上

株式会社エフアンドエム

3920 2827110057 大阪府 株式会社山形鉄工所 2122001024600
卓上型三次元測定器導入による高精度加工及び高度品
質保証の実現

株式会社マイルストーン・コン
サルティング・グループ

3921 2827110059 大阪府 構造物設計株式会社 9120001128373
小型で高性能な複合型変位計にＩＯＴ仕様を付加した計測
システム開発

藤井税理士・中小企業診断士
事務所

3922 2827110061 大阪府 株式会社壽機化 3122001002308 鏡面研削盤導入による新型ロール機開発事業への参画 税理士法人さくら会計

3923 2827110065 大阪府 株式会社松井製作所 2122001021234
ベアリング専用シール金型の高精度化・短納期化・低価格
化の実現

株式会社エフアンドエム

3924 2827110066 大阪府 株式会社関西環境センター 9120101022963
臭気や農薬などの微細な成分分析により食品の安心・安
全を確保する検査サービスの構築

池田泉州銀行

3925 2827110068 大阪府 株式会社エストー 2120001016989
ＥＶの普及に資するリチウムイオン二次電池用パッキン生
産体制強化に伴う金型製作工程の改善

株式会社エフアンドエム

3926 2827110069 大阪府 株式会社ウエキン 8122001000736
高性能プレス装置導入と全員多能工化による付加価値提
案力の最大化

百十四銀行

3927 2827110070 大阪府 松栄工業株式会社 9122001018736
予防歯科意識の向上に伴う極細毛歯ブラシハンドル製造
の高精度化と短納期化

株式会社エフアンドエム

3928 2827110071 大阪府 株式会社ＮＡＳ 6120001186003
独自の検査治具と測定器を組み合わせた高度で高効率な
検査体制の構築

株式会社エフアンドエム

3929 2827110072 大阪府 株式会社吉田工作所 9122001020584
ＣＮＣ複合旋盤導入による効率５０％の向上と新規商品の
事業展開

山本智之税理士事務所

3930 2827110073 大阪府 丸菱スプリング工業株式会社 3120001002591
自動遮蔽引き戸の普及のため新規格の定荷重バネの生
産体制の構築

株式会社エフアンドエム

3931 2827110074 大阪府 共栄ダイカスト株式会社 4122001001952
自動車向け周辺認識技術の開発競争に資するための、試
作品の短納期化

株式会社エフアンドエム

3932 2827110075 大阪府 有限会社洋行ステンレス 4122002015150
溶接条件のレシピ化・標準化による職人の腕に頼らない薄
板溶接技術の確立

紀陽銀行

3933 2827110078 大阪府 株式会社セティ 8120101045404
次世代の電磁機器に使用される磁場形成部品の高精度な
製造

ジャスト会計事務所

3934 2827110080 大阪府 株式会社丸中 2120101040195
日本初の自動ヘム縫製機導入による製造工程の内製化と
多様化するニーズへの即時対応化

南都銀行

3935 2827110082 大阪府 株式会社野中製作所 3122001009352 映像表示装置の大型化に伴う極小部品の開発 税理士法人ａ－ｏｆｆｉｃｅ

3936 2827110084 大阪府 株式会社平川製作所 2120001018597
燃料電池電気自動車用高圧水素供給バルブの部品増産
体制の確立

株式会社エフアンドエム
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3937 2827110085 大阪府 協和金属  
溶接ロボット導入による生産能力の革新的改善と品質の
安定化

豊中商工会議所

3938 2827110087 大阪府 有限会社シバヤマ 8120102006116
電力の安定供給に貢献するステンレス製リングボックスの
量産化

株式会社エフアンドエム

3939 2827110088 大阪府 株式会社大谷精工 8120101033557
自動車向けベアリングの品質を確保する密封梱包の短納
期対応・低価格化の実現

株式会社エフアンドエム

3940 2827110090 大阪府 株式会社藤田工業 1120101031179
リチウムイオン電池の需要拡大に伴う金型温度調節器用
部品の増産体制構築

株式会社エフアンドエム

3941 2827110091 大阪府 株式会社深川鉄工所 2120001069715
東南アジアの生活を支える「日用品」容器の金型開発製造
技術の高度化及び短納期化

株式会社エフアンドエム

3942 2827110093 大阪府 三起工業製作所  高精度計器類部品の短納期対応および増産体制の確立 株式会社エフアンドエム

3943 2827110095 大阪府 株式会社リコウ鉄工建設 3122001020631
地震に強い建物に必要とされる高品質な鉄骨の増産と短
納期化の実現

株式会社エフアンドエム

3944 2827110098 大阪府 株式会社南堺フランヂ製作所 4120101005106
安定した電気供給に貢献する大型フランジの高精度化及
び短納期化

株式会社エフアンドエム

3945 2827110099 大阪府 有限会社野田精工 6122002011453
低侵襲医療器具部品の高精度化および生産プロセス改善
による生産性の向上

株式会社エフアンドエム

3946 2827110101 大阪府 アルゴ株式会社 3120002041135 連続自動蚊取り器の開発と事業化 大阪シティ信用金庫

3947 2827110103 大阪府 株式会社ウシノハマ 3120001053957
製造ライン用プラスティック部品長尺パーツの高精度化及
び増産体制の確立

株式会社エフアンドエム

3948 2827110104 大阪府 有限会社谷合製作所 1122002014139
農業機械・電子機器等の需要増に伴う機構部品の高精度
化及び短納期化計画

株式会社エフアンドエム

3949 2827110105 大阪府 大光精機株式会社 1122001015534
機械・機械部品製造の更なるワンストップ化での競争力増
強計画

京都信用金庫

3950 2827110106 大阪府 株式会社テクノフオルムタニノ 9120101004813
自転車試作部品の高精度化・短納期化等に向けた、加工
工程の完全内製化

株式会社エフアンドエム

3951 2827110110 大阪府 ダイワ光芸株式会社 6120001024245
最新大型設備の導入と当社製版技術の活用による新規市
場へ参入する事業

株式会社ＧＩＭＳ

3952 2827110111 大阪府 エース・エンジニヤリング株式会社 8120001027171
橋梁検査の時間短縮及び信頼性向上と熟練技能データ
ベースの構築

紀陽銀行

3953 2827110115 大阪府 東洋ブリキ印刷株式会社 1122001015666
在宅医療増加に伴う廃棄物処理を解決する注射針用金属
容器の印刷計画

紀陽銀行

3954 2827110116 大阪府 玉龍敷布工場  
地場産業である泉州タオルの耐久性向上による高付加価
値化の実現

池田泉州銀行

3955 2827110117 大阪府 テンセンス株式会社 3120001186253 エスプレッソ専用可食性容器の製造 池田泉州銀行

3956 2827110118 大阪府 株式会社田中止鉄工所 1120001015538
自動車の軽量化に貢献する高張力鋼板等製造用圧延ロー
ル駆動ギヤカップリング加工技術開発事業

永和信用金庫

3957 2827110120 大阪府 毎度製作所  
防塵機能装備のパネルソー導入による環境改善と受入能
力拡大

北おおさか信用金庫

3958 2827110123 大阪府 マツダ株式会社 1120001016230
業界初の“省エネ温間鍛造工法”の開発、確立で冷間鍛造
工法の弱点を克服する

税理士法人テイタス

3959 2827110124 大阪府 株式会社マルヒロ 6120001011086
ムルチパック深絞り包装機導入による業界初の新商品開
発と新販路開拓

植木心一税理士事務所

3960 2827110125 大阪府 要工業株式会社 2122001018115
自動車部品の熱処理加工における長尺対応及び高精度
化、増産計画

株式会社エフアンドエム

3961 2827110127 大阪府 株式会社星光工業 2120001119057 ガス配管の安全性を高める精密加工技術の高度化 株式会社エフアンドエム

3962 2827110128 大阪府 栄鋼機工株式会社 7120901009096
産業ロボット部品の短納期化・高精度化を同時実現する生
産体制の構築

株式会社エフアンドエム

3963 2827110129 大阪府 株式会社エヌテック 2120001041797
需要が増加する自動車用メタルタッチの高精度化・短納期
対応への生産体制の確立

株式会社エフアンドエム

3964 2827110130 大阪府 株式会社永井商店 7122001019471
総合スーパーの改装ニーズに応える店舗用大型設備の短
納期生産体制の構築

株式会社エフアンドエム

3965 2827110132 大阪府 株式会社宮本製作所 3120101032530
最新式プレスブレーキを導入して長尺部品の生産体制を
確立する

大阪信用金庫

3966 2827110135 大阪府 株式会社サカタ 9120001005333
加工工程の機械化実現によるメイドインジャパン革製品の
海外展開

大阪シティ信用金庫

3967 2827110147 大阪府 葵スプリング株式会社 4122001022024
次世代車載向け部品のための最新測定器の導入による品
質保証体制の構築

八尾商工会議所
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3968 2827110148 大阪府 有限会社進和製作所 9120002006883
ワイヤーホースバンドの短納期・高品質・一貫生産体制構
築計画

吉田健吾

3969 2827110152 大阪府 有限会社ちゅるんカンパニー 7120002061237
３６０°カメラを使ったＶＲコンテンツの生配信一貫制作体
制の構築

赤堀直樹税理士事務所

3970 2827110156 大阪府 株式会社ウチダ 2122001015087
ＡＩ制御加工の複数工場同時加工を可能とする金型製造プ
ロセスの改革

南都銀行

3971 2827110157 大阪府 大阪真空化学株式会社 3120001022152
最新式ＩｏＴ等活用の無公害革新的高機能金属薄膜形成工
程の導入

大阪信用金庫

3972 2827110161 大阪府 有限会社板原金属 5122002016494
高性能プレス機の導入による生産効率４０％向上と新規商
品の拡大

近畿大阪銀行

3973 2827110163 大阪府 株式会社川本金型製作所 8120001147606
最新型ワイヤ放電加工機による金型の高精度、短納期、
低コスト体制を構築する事業計画

京都銀行

3974 2827110164 大阪府 九州浪華合成株式会社 4120101051109
トランスファー成形機を使った、高速かつ精密なコイル封止
の実現

商工組合中央金庫

3975 2827110166 大阪府 白田鉄工株式会社 9122001003630
新型ＣＮＣ旋盤導入による不良品低減・生産プロセス改善
事業

尼崎信用金庫

3976 2827110167 大阪府 株式会社グリーンファースト 2120101034726
花束の自動結束・切断及び最適形成商品化による生産性
向上

池田泉州銀行

3977 2827110170 大阪府 株式会社布施ネジ 4122001008428
電子制御のＮＣ旋盤と職人の精密加工技術の融合による
高効率生産システムの構築

石山茂（石山会計事務所）

3978 2827110173 大阪府 株式会社ノボル電機製作所 6120001147161
スマートフォンのブルートゥース無線を利用した船舶上の送
受話補助製品の開発

北大阪商工会議所

3979 2827110175 大阪府 第一プラスチック株式会社 9122001019255
熱成形のＩｏＴ化によるパターン分析・制御方法の確立とＡＩ
の活用

渡邊税理士事務所

3980 2827110177 大阪府 株式会社壽製作所 6120001147797
ＩｏＴ・ＡＩの徹底活用とブランク工程自動化システムによる生
産革新

京都信用金庫

3981 2827110178 大阪府 日動電工株式会社 3120001059673
最新型油圧式成形機導入で独自樹脂商品の生産性大幅
改善と競争力強化

りそな銀行

3982 2827110179 大阪府 加陽印刷株式会社 1120001007205
業界初の「レンチキュラークリアファイル」の生産技術確立
による差別化事業

池田泉州銀行

3983 2827110182 大阪府 株式会社光明製作所 5120001017448 仮設配管レンタル資材安定供給のための洗浄設備の導入 和泉商工会議所

3984 2827110184 大阪府 株式会社大和螺子製作所 5120101004247
低燃費化の為の自動車軽量化対応の樹脂インサート成型
用ねじの開発

りそな銀行

3985 2827110185 大阪府 大阪テック株式会社 1120901023227
多段式スライドカバ－の生産性向上で工作機械業界での
シェア拡大

池田泉州銀行

3986 2827110192 大阪府 株式会社浜口機工 6122001006306
ＣＮＣ旋盤用バイトホルダー加工工程の改善による高精度
化と短納期化

株式会社エフアンドエム

3987 2827110193 大阪府 株式会社荒木製作所 2120001148997
ロボットビジョンシステムを利用した樹脂成形加工人員の
多能工化

池田泉州銀行

3988 2827110194 大阪府 株式会社足立鉄工所 3122001000377
高精度マシニングセンタ導入によるソリッドデザイン及びモ
デル部品製作への異業種参入計画

大阪シティ信用金庫

3989 2827110199 大阪府 大野鋼管株式会社 6120101001292 複雑形状鋼管材の３次元高品質加工技術開発事業 大阪シティ信用金庫

3990 2827110200 大阪府 株式会社ケイエムテック 7120101023419
高性能シャーリングマシン及び焼付塗装用熱風炉の導入
による電気設備・照明器具用金物の高効率大量生産体制
の確立

池田泉州銀行

3991 2827110201 大阪府 株式会社福壽堂秀信 2120001088319
ピロー包装能力向上による衛生安全状態の改善と増産体
制の確立

三菱東京ＵＦＪ銀行

3992 2827110202 大阪府 螢印刷株式会社 7120001028121
印刷物自動検査システム導入による検査工程の効率化を
図る事業

紀陽銀行

3993 2827110203 大阪府 株式会社白形製作所 9122001018793
ＮＣ円テーブルの導入による切削加工の高品質化と生産
効率２５％向上

成協信用組合

3994 2827110204 大阪府 有限会社松岡製作所 4122002004723
受注増加と独自ブランド推進に伴う設備導入及びＩｏＴの推
進による生産性向上

尼崎信用金庫

3995 2827110206 大阪府 株式会社阪倉シャーリング 4120101032091
最新モデルのシャーリング機械導入による生産性の向上と
短納期化の実現

商工組合中央金庫

3996 2827110207 大阪府 山内鉄工株式会社 8120101007453
横形マシニングセンター導入による大型試作部品の高精
度短納期化の取組

堺商工会議所

3997 2827110209 大阪府 株式会社オカノブラスト 5120101022281
電子顕微鏡・微小硬度計導入による砥粒噴射加工面の高
精度評価と競争力強化

池田泉州銀行

3998 2827110212 大阪府 勝山精機株式会社 9120001019829
高精度真空バルブ部品製造における加工精度の向上と量
産・安定供給計画

紀陽銀行
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3999 2827110213 大阪府 ハードロック工業株式会社 1122001005881
極小サイズの高精度緩み止めねじ部品の製作及び精度測
定体制の構築

商工組合中央金庫

4000 2827110214 大阪府 株式会社日光印刷 3122001024698
容器印刷の審美性向上による国内及びインバウンド消費
拡大への貢献

京都銀行

4001 2827110216 大阪府 不二合金株式会社 9120101006396
アルゴンガス注入型溶解炉導入によるニッケル基超合金
鋳物の製造販売

池田泉州銀行

4002 2827110217 大阪府 寛大工業株式会社 8120101052937
レーザー加工機導入による製品品質向上と売上拡大プロ
ジェクト

りそな銀行

4003 2827110222 大阪府 株式会社富士スーパー工作所 2120901009992
整形外科医療機器において機械加工部品製造工程の内
製化による高精度及び短納期の実現

京都銀行

4004 2827110224 大阪府 株式会社ナクロ 3120001000876
ガラス基板表面状態及び銅めっき処理の最適化による高
速光伝送用ガラスインターポーザの高効率製造方法の確
立

池田泉州銀行

4005 2827110225 大阪府 株式会社髙橋鉄工所 3120001050112
自動車の開発サイクル短期化に応じる、射出成形機用スク
リューの高精度化計画

株式会社エフアンドエム

4006 2827110226 大阪府 株式会社中井製作所 6122001021107
住宅の耐震性強化に欠かせない高品質「蝶番」製造の生
産性向上

株式会社エフアンドエム

4007 2827110228 大阪府 株式会社興徳クリーナー 2120101036648
Ａｌ含有廃棄物の組成管理導入による、Ａｌ系廃棄物処理用
薬品製造事業

大阪信用金庫

4008 2827110229 大阪府 睦工業株式会社 1122001020278
ロボット導入による世界でも戦えるコストパフォーマンス実
現

八尾商工会議所

4009 2827110231 大阪府 株式会社ひらた 5120001002482
高性能インクジェットプリンターの導入による新洗濯表示ラ
ベル等の生産体制の確立と高生産性の実現

近畿大阪銀行

4010 2827110233 大阪府 山大興業株式会社 3120101007417
大型Ｈ鋼における構造物の強度に大きく影響を及ぼす開
先加工技術の高度化

株式会社エフアンドエム

4011 2827110234 大阪府 山本製作所  
難加工素材でできるバルブの製造と生産性の向上のため
の設備投資

大阪シティ信用金庫

4012 2827110235 大阪府 浦田鉄工株式会社 7120101033517 大物から小物まで社内一貫加工を実現する計画 大阪府商工会連合会

4013 2827110239 大阪府 雄田工業株式会社 2120101034734 半導体製造装置の量産化を実現する計画 富田林商工会

4014 2827110240 大阪府 株式会社ダイマツ 1120101038703
需要が増大している大型物置の製造における増産体制の
構築

紀陽銀行

4015 2827110241 大阪府 山昌産業株式会社 3122001016051
高性能平板打抜機の導入による生産性の劇的向上並びに
高齢者雇用の拡充を実現する計画

枚方信用金庫

4016 2827110247 大阪府 株式会社ミズモト 8122001020206
航空機部品の不良率低減に資する鍍金用治具の高精度
化と生産性向上

株式会社エフアンドエム

4017 2827110249 大阪府 株式会社トクピ製作所 1122001022654 未来に向けての超高性能プランジャーポンプの実現 京都銀行

4018 2827110250 大阪府 株式会社三和 9120001030819
耐震性能が高まる「機械式鉄筋定着工法」の普及に向け
た、補強鉄筋の増産計画

株式会社エフアンドエム

4019 2827110252 大阪府 株式会社ウイオール 5120101033411
海外展開を見据えた３Ｄ測定技術を活用した特注バイク
パーツの短納期化への対応

京都銀行

4020 2827110255 大阪府 佐々木工業株式会社 6120901023899
金属プレス加工ラインのロボット搬送化による生産性の向
上

りそな銀行

4021 2827110258 大阪府 株式会社八尾金網製作所 3122001020466
極細線金網製造者の多能工化による高分子濾過用フィル
ターの製造

大阪信用金庫

4022 2827110259 大阪府 株式会社美研製作所 3122001012975
フロントゲージ付シャーリング導入による高効率生産シス
テムの構築

近畿大阪銀行

4023 2827110260 大阪府 株式会社中江製作所 4122001019524
事業領域の絞込による標準化と溶接ロボットの導入による
競争力の強化

大阪信用金庫

4024 2827110262 大阪府 株式会社ＳＫＢ 5122001003246
建築金物の高機能・高品質要求に迅速に対応できる体制
構築

株式会社エフアンドエム

4025 2827110263 大阪府 株式会社大日工業 9122001019172
自動車機能部品の高精度試作品製作要求に対応する社
内プレス加工体制の構築

株式会社エフアンドエム

4026 2827110264 大阪府 株式会社山﨑木工所 4122001016050
木工用５軸ＮＣルーター導入による新技術を活かしたデザ
インの木製椅子の生産

京都信用金庫

4027 2827110265 大阪府 株式会社堀内機械 3120101006690 エコ最適！！を実現、高精度一体型水圧式サーボシリンダ 堺商工会議所

4028 2827110267 大阪府 トキワ印刷株式会社 2120001085555
レーザー加工ロボットによるパッケージ生産プロセスの革
新事業

りそな銀行

4029 2827110268 大阪府 有限会社三浦製作所 1120902009217
高性能ＣＮＣ旋盤導入による大口径プラスチック精密加工
の製造力強化

京都銀行
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4030 2827110273 大阪府 株式会社三協製作所 4120901000925
建築金物の製造過程に最新ＩＳＴと高速タレパンの導入で
超高品質・超短納期を実現

京都信用金庫

4031 2827110274 大阪府 株式会社小松工作所 8120101023186
マシニングセンターと３次元ＣＡＤ／ＣＡＭによる曲面金属
加工の高度化

堺商工会議所

4032 2827110276 大阪府 株式会社明和真空 6122001007428
不連続蒸着による機能性メッキの表面処理技術確立及び
生産体制強化計画

大阪シティ信用金庫

4033 2827110277 大阪府 有限会社森口製作所 7122002004893
二次電池検査装置用薄肉部品の加工技術確立及び高効
率生産体制構築計画

大阪シティ信用金庫

4034 2827110278 大阪府 大阪中央ダイカスト株式会社 5122001015167 洗浄工程の自動化による、コンタミレス工程の実現 三井住友銀行

4035 2827110279 大阪府 有限会社プロテクノ堺 6120102012000
高精度マシニングセンター導入によるものづくり領域の拡
大及び納期短縮

堺商工会議所

4036 2827110283 大阪府 有限会社大一創芸 7122002014216
自動機の導入による新たなデザインのふくさの開発と生産
性向上

大阪シティ信用金庫

4037 2827110287 大阪府 株式会社コダマ 7120001104764 車載向けＩｏＴセンサーチップの高度化 徳野文朗

4038 2827110290 大阪府 株式会社一柳金型製作所 9120002026246
研削盤と社内技術を活用したカム式順送金型の短納期制
作体制構築

北おおさか信用金庫

4039 2827110293 大阪府 江見印刷紙工株式会社 5122001017840
業務管理システム導入でＱＣＤを強化し顧客満足度を向上
させる

八尾商工会議所

4040 2827110294 大阪府 株式会社タケヤテック 5120001029245
次世代航空機向けニッケル合金製エンジン部品の精密加
工技術開発事業

京都銀行

4041 2827110295 大阪府 株式会社サムラ 5120101003298
製造データのＱＲコード化による建築用セパレーターの生
産性向上

池田泉州銀行

4042 2827110297 大阪府 株式会社ニチエイ 9120101006223
迅速検査機導入による検査体制の高速、標準、高度化及
び取引先拡大

池田泉州銀行

4043 2827110298 大阪府 宝工業株式会社 6120001015343
高精度レーザ加工機導入による搬送装置の迅速な生産体
制確立

京都銀行

4044 2827110299 大阪府 株式会社宮村鉄工所 2720201370027
新型旋盤の導入による加工精度と納期対応の大幅改善の
取組み

池田泉州銀行

4045 2827110303 大阪府 児玉精密株式会社 9120001017394
設計から製作、繋がる“ものづくり”システムを活用した効
率化工場を目指して

一般社団法人ヒューリットＭＦ

4046 2827110304 大阪府 藤田金属株式会社 3122001024129
カスタマイズフライパンの生産能力向上と海外向けの大型
フライパンの製造

池田泉州銀行

4047 2827110306 大阪府 株式会社奥野精密工業 8120101035090
設備導入および加工技術の高度化による大型アルミ部品
の加工精度の向上

紀陽銀行

4048 2827110308 大阪府 株式会社第一工業製作所 3122001003875
ダイガストマシンと自社技術の融合による鋳造品質の高精
度化と短納期化の探求

一般社団法人ヒューリットＭＦ

4049 2827110309 大阪府 株式会社ＬＨＣ 4120002001245 高精度放電加工機導入によるダイカスト金型の即日メンテ 大阪商工信用金庫

4050 2827110310 大阪府 大和合成株式会社 7120101004229 熱硬化性フェノール樹脂バリレス射出成形技術の開発 税理士法人ＴＡＳ

4051 2827110313 大阪府 有限会社石切精密 7122002000488
産業用ロボット精密減速機の精密部品加工技術開発およ
び安定供給体制の確立

南都銀行

4052 2827110316 大阪府 株式会社ダイワエンジニアリング 9122001014421
高精度複合加工旋盤導入によるハンドルシャフトの短納期
生産体制確立計画

大阪商工信用金庫

4053 2827110317 大阪府 大阪アート株式会社 5122001008344
どんな紙でもオーダーサイズに切断。必要な時に必要な量
だけを即日配達！

尼崎信用金庫

4054 2827110318 大阪府 株式会社棚澤八光社 9122001004843
高精度大型３Ｄカラースキャナ導入よる品質および生産性
向上

東大阪商工会議所

4055 2827110319 大阪府 創栄技研  
半導体製造装置向け精密樹脂部品の試作開発強化及び
高効率生産体制の構築

大阪シティ信用金庫

4056 2827110320 大阪府 コウセイ  
高精度平面研削盤の導入による工作機械部品の加工精
度向上の実現

八尾商工会議所

4057 2827110321 大阪府 京阪紙工株式会社 2122001015293
カラフル印刷による唯一無二デザインで、段ボール商品を
小売市場に拡販する

京都信用金庫

4058 2827110323 大阪府 有限会社みさを精工 2122002014889
難削材（インコネル含有）深溝加工の２４時間無人連続運
転化

永和信用金庫

4059 2827110325 大阪府 ウツエバルブ株式会社 3120001027151
高性能バルブの無人生産体制構築による生産性向上及び
安定供給体制確立

商工組合中央金庫

4060 2827110326 大阪府 有限会社川上テック 9122002010568
高剛性マシニングセンタ導入による大型難削材の高度加
工体制構築

大阪信用金庫
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4061 2827110328 大阪府 株式会社米澤スプリング 2120901037762
履歴機能を持つコイリングマシンによる試作～量産一貫製
造の高度化

北おおさか信用金庫

4062 2827110330 大阪府 有限会社マルサ製作所 6122002004507
同時５軸加工による縫製機精密部品の試作開発力強化及
び短納期体制構築

竹内総合会計事務所

4063 2827110332 大阪府 有限会社アルファ 8122002010957
放電加工による自動車内装パネルの皮シボ金型の加工技
術確立

大阪シティ信用金庫

4064 2827110333 大阪府 株式会社丸大精密 3122001006960
高精密ワイヤ放電加工による航空機断熱材加工用の大型
切断刃の開発及び生産体制の確立

大阪シティ信用金庫

4065 2827110334 大阪府 東邦エンジニアリング株式会社 6120101026645
最新マシニングセンタ導入による加工不良ゼロの実現及び
高効率生産体制構築

商工組合中央金庫

4066 2827110335 大阪府 株式会社笠井塗装 8122001013779 粉体塗装ラインの革新による生産性向上と省エネの実現 大阪シティ信用金庫

4067 2827110338 大阪府 株式会社村上衡器製作所 7120001001210
高精度分銅製造の洗浄工程改善による品質向上と環境対
策

耕泰一郎税理士事務所

4068 2827110339 大阪府 株式会社東洋工作所 5120902008925
ブース型ファクトリー内の作業で高精度配管の生産と生産
性の向上を図る

尼崎信用金庫

4069 2827110342 大阪府 麺屋あわざ  無添加餃子製造の生産性向上と新市場開拓 大川陽子税理士事務所

4070 2827110343 大阪府 有限会社西山菓工 9120002032079
独自の特殊糖衣技術に個別包装工程を付加した高付加価
値製品の創出と新市場開拓

大川陽子税理士事務所

4071 2827110345 大阪府 東大阪ケース株式会社 2122001008719
検査カメラと紙粉除去装置付打抜き機導入による超高品
質パッケージ製造の確立

近畿大阪銀行

4072 2827110346 大阪府 青川工業株式会社 8122001023183
加工現場で測定可能な小型・高性能・簡易操作寸法測定
器導入による機械加工検査体制の高度化

大阪信用金庫

4073 2827110347 大阪府 チトセ工業株式会社 1122001004999
次世代自動車フィルムコンデンサ部品バスバーの生産プロ
セス改善

大阪シティ信用金庫

4074 2827110352 大阪府 近畿工業株式会社 6122001001471 Ｉｏｔ・ＡＩの活用と最新型設備投資による生産性向上 池田泉州銀行

4075 2827110353 大阪府 国際化工株式会社 1150001013860 営業提案ツールの構築によるサービス向上と売上拡大 南都銀行

4076 2827110359 大阪府 大丸鋼材株式会社 1120001045015
プレス機改造による大型鍛造品の高品質化及び作業効率
の改善

池田泉州銀行

4077 2827110360 大阪府 山本電機インスツルメント株式会社 2120901008664
大型の石油備蓄タンク用に高性能・小型・防爆対応の油中
水分計を開発

北おおさか信用金庫

4078 2827110366 大阪府 近畿基礎工事株式会社 6120001042783 現場アルカリ性排水の高速希硫酸排水中和装置の製作 りそな銀行

4079 2827110368 大阪府 株式会社日本メディカル研究所 2120001140541
健康食品の包装加工自動化による通販及び海外向等大
口需要家への対応

商工組合中央金庫

4080 2827110370 大阪府 株式会社オークマ工塗 9122001001196
ロボット塗装装置の導入により、柔軟素材への塗装技術を
完成させて、量産採算化と短納期を実現する

古屋敷博文税理士事務所

4081 2827110373 大阪府 江商螺子株式会社 5120001027422
大型特殊スクリュー用切削用工具の製作に係る技術情報
の形式知化と生産プロセスの改善

大阪信用金庫

4082 2827110377 大阪府 株式会社野村製作所 8120101038696
ＣＮＣ円筒研削盤導入による生産性向上と高精度加工の
半自動化

池田泉州銀行

4083 2827110379 大阪府 東洋スチール株式会社 3122001005145 工具箱専用高速プレス加工ラインの構築 経営コンサルタント竹内淳朗

4084 2827110382 大阪府 株式会社タイショーテクノ 8120101043861 高速精密鋸切断機の導入による生産能力と精度の向上 和泉商工会議所

4085 2827110383 大阪府 枚岡合金工具株式会社 7120001025036 金型製作における競争力強化計画 尾中寿

4086 2827110386 大阪府 株式会社レイトロン 8120001072135 要素技術を組み込んだ商品展開に係る金型開発 尼崎信用金庫

4087 2827110391 大阪府 常磐精工株式会社 7120101004757
人命救助機能を付加した革新的看板の商品化に必要な精
密加工設備の導入

堺商工会議所

4088 2827110392 大阪府 田中精機株式会社 1122001020708
大型樹脂板切削設備の導入による生産体制構築及び新
製品開発拡大化事業

商工組合中央金庫

4089 2827110393 大阪府 株式会社前川製作所 9120001021644
ＣＮＣターニングセンター導入による生産プロセスの高付加
価値化の推進

商工組合中央金庫

4090 2827110399 大阪府 三優ライト工業株式会社 1122001003324
インサート成形工法のロボット化による製品の生産性向上
及び高品質化

中山税理士事務所

4091 2827110400 大阪府 株式会社松本機械製作所 7120101006654
高付加価値医薬品、化成品の回収効率を上げる遠心分離
機の改良

商工組合中央金庫
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4092 2827110402 大阪府 株式会社シルバーロイ販売 8122001016518 ヘリカルギア用鍛造金型及び高精度部品の製造 亀田税理士事務所

4093 2827110403 大阪府 ジョプラックス株式会社 9120001147043
新開発「使用水量通信ジョイント」の金型投資による量産化
および事業化

商工組合中央金庫

4094 2827110406 大阪府 株式会社シーズウェア 1120101043389
厳しい温度環境下で動作する操作表示器の試験装置の導
入

和泉商工会議所

4095 2827110408 大阪府 角野晒染株式会社 9120101002305
小ロットに対応した製造プロセス構築による、生産の一貫
体制実現

池田泉州銀行

4096 2827110410 大阪府 有限会社神谷鉄工所 3120102017951
卓越した熟練旋盤技能のＩＴ化とマルチタスク化によるリチ
ウムイオン電池製造業界への新展開

堀田治税理士事務所

4097 2827110411 大阪府 エヌ’Ｓ機械株式会社 2120101052892
ステンレス薄板製ダクトの製造を可能とする高品質溶接用
ＹＡＧレーザー溶接機の導入

紀陽銀行

4098 2827110413 大阪府 合同会社クッキー動物病院 5120103000905
４Ｋ技術導入による動物により安全な低侵襲・高難度腹腔
鏡手術の提供

永田直樹

4099 2827110414 大阪府 株式会社マエダ 5120001131901
各自動車メーカーのニーズの多様化への対応と生産効率
の向上

枚方信用金庫

4100 2827110415 大阪府 株式会社彩匠堂 1120001143413
オリジナル教材作成サービスの開発による学習塾サポート
事業の全国展開

京都銀行

4101 2827110417 大阪府 株式会社新城製作所 5120001195525
自動車の軽量化に貢献する異材接合部材の自社開発計
画

株式会社エフアンドエム

4102 2827110422 大阪府 有限会社都製作所 2120002039997
最先端の火力発電所用ガスタービンを構成する難加工部
品の量産体制の確立

永和信用金庫

4103 2827110423 大阪府 コーマ株式会社 1120101025172
３Ｄフラット設計ベビー用靴下と画期的な滑り止め機能靴
下の開発

池田泉州銀行

4104 2827110426 大阪府 株式会社くらこん 2120001153097
新たな健康志向の食シーンを提供できる商品の安全安心
を確保する製造方法の確立

京都銀行

4105 2827110427 大阪府 株式会社上野鉄工所 8120101021388
超硬丸鋸切断機と重量選別機導入による冷間鍛造の高付
加価値化

紀陽銀行

4106 2827110428 大阪府 タイヘイ化成株式会社 8120001149981 高周波ウェルダーと新素材による異素材接着と切断 京都信用金庫

4107 2827110429 大阪府 株式会社河内鉄板 7120101021439
高性能シャーリング設備導入による鋼板切断加工の高品
質化と加工能力拡大

大阪信用金庫

4108 2827110430 大阪府 ホシミ工業  
大型高性能ダイクッションプレス加工機の導入によるプレ
ス加工品の高精度化の実現

北おおさか信用金庫

4109 2827110432 大阪府 御菓子司津村屋  
南蛮窯と全自動餅つき機導入による和菓子の６次産業化
と販売展開

吹田商工会議所

4110 2827110435 大阪府 株式会社東和製作所 3120001003937
高度な測定検査工程による加工精度の向上、生産性向上
の実現

長島公認会計士事務所

4111 2827110436 大阪府 有限会社ユーテック 1120002080985
業界で初めて炊飯器の操作部銘鈑に導光板を使用し高付
加価値化する取り組み

株式会社エフアンドエム

4112 2827110437 大阪府 ビッグ精工株式会社 6122001006066
自動車部品「ワッシャー」製造用金型等のＩＴを活用した生
産管理

株式会社エフアンドエム

4113 2827110438 大阪府 日澱化學株式会社 9120001057580
高機能加工でん粉の製造および応用試験用の測定装置
の設備投資

三菱東京ＵＦＪ銀行

4114 2827110447 大阪府 飛鳥ワイン株式会社 5120101031852
自社栽培ブドウを１００％使用した酸化防止剤未使用ワイ
ンの生産体制確立

池田泉州銀行

4115 2827110448 大阪府 ハイテン工業株式会社 1120101031121
熱間鍛造用金型の長寿命化及び高精度化に関する技術
開発

堺商工会議所

4116 2827110449 大阪府 第三舶用工業株式会社 4122001015481
精密加工ＣＮＣ普通旋盤の新設による商品構成の革新と
高付加価値化対応

大阪シティ信用金庫

4117 2827110451 大阪府 テクノロール株式会社 1120101041707 環境性と作業性を向上したウレタン樹脂注型設備の導入 池田泉州銀行

4118 2827110454 大阪府 株式会社コカルド 3120001117547
卓上型塗布ロボットの導入による、品質・生産性向上と高
度技術デザインによる独創性の開発及び競争力強化計画

中山税理士事務所

4119 2827110456 大阪府 平山精機株式会社 9120901025380
半導体、電子部品実装装置用高精度部品の生産体制の
構築

アドバンスト・エム株式会社

4120 2827110465 大阪府 有限会社ジョートウダイヤ 3122002005937
２４時間無人稼動を実現しＥＶ車構成ゴム部品用高精度金
型を短納期・低コストで提供

近畿大阪銀行

4121 2827110474 大阪府 サンワ化工株式会社 7122001003351
最新の油圧裁断機導入による高厚み発泡体裁断への挑
戦

近畿大阪銀行

4122 2827110475 大阪府 テクノグローバル株式会社 2122001022414
複合型自動成形システムを構築し下請けから脱却する事
業

近畿大阪銀行
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4123 2827110476 大阪府 有限会社富士ダイカスト 4120002015030
超高効率モータ部材の製造体制確立及びＷＩ－ＦＩ接続活
用による生産体制の革新

新居合同税理士事務所

4124 2827110478 大阪府 株式会社ヤマト 7120101021835
精密加工用切削工具の特注製造に資する高精度ＮＣフラ
イス盤の導入

紀陽銀行

4125 2827110480 大阪府 株式会社ＡＦＲＥＸ 5120101000469
アルミ熱交換器の市場導入時における腐食試験工程の導
入計画

株式会社エフアンドエム

4126 2827110483 大阪府 有限会社石橋製作所 8120102000449 大型アルミダイカスト部品の加工体制の確立 池田泉州銀行

4127 2827110486 大阪府 有限会社北濵研磨工業所 6120002001012
電気自動車用ネットシェイプ鍛造　金型の高精度研磨と生
産性向上

川端公認会計士事務所

4128 2827110490 大阪府 株式会社西田製作所 5120001107629
バレル式無排水型電気亜鉛めっきライン設備の開発及び
製作

大阪シティ信用金庫

4129 2827110493 大阪府 株式会社渡辺護三堂 5120001096946
ＡＩと工程削減を可能にする装置を導入し生産性を向上さ
せる計画

池田泉州銀行

4130 2827110497 大阪府 株式会社左文字特殊印刷 4120001132462
自動紙さばき機設備でボトルネック工程を解消し生産効率
２０％向上

阿波銀行

4131 2827110498 大阪府 株式会社富士電熱開発社 9120001002512
ＳＤ型スエージングマシン導入による外径公差０．０３ｍｍ
を実現したカートリッジヒーターの生産体制構築

大阪シティ信用金庫

4132 2827110499 大阪府 大正精工株式会社 9120001150055
ロボット用減速機部品製造における品質保証体制確立と
短納期化の実現

京都銀行

4133 2827110508 大阪府 株式会社パックプラス 4120001144532
これまでにない酸化防止機能を有する自己開閉型コネク
ター付きヘアカラー剤容器の開発事業

藤原会計事務所

4134 2827110509 大阪府 株式会社テクノス 6120001151799
生産プロセスの改善により、コスト削減しＣＦＲＰ製品の市
場拡大を目指す

京都信用金庫

4135 2827110513 大阪府 白石封筒工業株式会社 1120001020414
封筒×革新デザインで×極小ロット対応で顧客のブランド
を最大化する取組

税理士新田博之

4136 2827110514 大阪府 株式会社沼田菓子種本舗 5120001018462
最中種の多様ニーズに対応する生産体制の確立と新市場
販路の開拓

髙砂吉孝

4137 2827110515 大阪府 有限会社川見ゴム工業所 6120102001309
真空プレス機の導入によるゴム成型少量多品種製造の革
新

池田泉州銀行

4138 2827110519 大阪府 ろ七タオル株式会社 9120101038539 最新鋭織機の導入による生産性とデザイン性の向上 紀陽銀行

4139 2827110520 大阪府 株式会社宮崎食品 9120001166844
工程の自動化（機械化）による生産性及び競争優位の更な
る向上

尼崎信用金庫

4140 2827110524 大阪府 株式会社ミリオン製作所 9122001007383
介護等の現場で使用されるパワーアシストスーツ部品の製
造開発

ジャスト会計事務所

4141 2827110526 大阪府 金一産業株式会社 4120001032480
溶接工程の改善による製品の短納期化、低価格化、品質
向上

岩﨑勇作

4142 2827110536 大阪府 豊榮印刷株式会社 4120001070282
小ロット～大ロットまで色品質安定！ワークフロー統合によ
る高品質化粧箱の生産体制構築

三菱東京ＵＦＪ銀行

4143 2827110537 大阪府 株式会社奥井鋼業 3120101030757
難溶接材を誰でも容易且つ美麗に加工できるファイバー
レーザー溶接機の導入

商工組合中央金庫

4144 2827110543 大阪府 株式会社ＦＬシステム 3120901015065
子育て支援新制度に対応した革新的登降園システムの開
発計画

京都信用金庫

4145 2827110547 大阪府 大阪技術株式会社 4120001153021
インフラ構造物の計測・調査における３次元化による高精
度・高品質化の実現

枚方信用金庫

4146 2827110552 大阪府 東洋金型工業株式会社 2120901009803
最新の複合加工機を導入し高性能な多面取り金型の生産
体制を確立する

北おおさか信用金庫

4147 2827110553 大阪府 株式会社プロアス 7120001055297
在宅医療専門医師向けの革新的電子カルテ入力支援
サービスの開発計画

りそな銀行

4148 2827110557 大阪府 株式会社巽ブロー工業所 3120001154680
高度な多層ブロー成型技術を駆使した化粧品容器の製造
計画

ジャスト会計事務所

4149 2827110558 大阪府 株式会社金崎工作所 5122001013848
最新設備導入とニッチ分野特化によって実現する複雑形
状金型製作の対応力強化の取組

永和信用金庫

4150 2827110560 大阪府 株式会社ヒューテック 5120001138806
単品多種精密切削加工工場の見える化を実現するＩｏＴシ
ステムの開発

大阪シティ信用金庫

4151 2827110562 大阪府
ホープインターナショナルワークス
株式会社

3120001144624
「布帛＋ニット」リデザインサービスの開発による付加価値
の向上

尼崎信用金庫

4152 2827110566 大阪府 上田製袋株式会社 3120001155316
再生医療・細胞培養に有用な極低温対応バッグの量産化
技術の開発

京都銀行

4153 2827110567 大阪府 株式会社吉村商店 2120001002741
刃物の内製化による特注木製造作材のコストダウンと短納
期化

商工組合中央金庫
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4154 2827110583 大阪府 幸邦化学株式会社 5120101032074 微細、高密度のウレタンフォームの試作開発 商工組合中央金庫

4155 2827110587 大阪府 有限会社出口鉄工 7122002003202
バイオコークス製造を効率化させる反応シリンダーの製造
方法確立

大阪シティ信用金庫

4156 2827110591 大阪府 己波製本所  
ＰＵＲ製本機導入による地域に密着した特殊な製本ニーズ
への対応

大阪シティ信用金庫

4157 2827110593 大阪府 株式会社双和製作所 3120101030963
航空機に使用されるチタン製ゆるみ止め付中空ナットの開
発

商工組合中央金庫

4158 2827110594 大阪府 有限会社種村建具木工所 4120002011509
「職人技」と「高精度機械」の融合で、生産力向上と技術継
承を行う

大阪信用金庫

4159 2827110595 大阪府 株式会社キンダイ 2120001157305
木工専用ＣＡＤ・ＣＡＭソフトの導入による生産性、デザイン
性の向上

尼崎信用金庫

4160 2827110618 大阪府 中央精機株式会社 4120901002459 生産年齢人口の減少を見据えた工場づくり 京都信用金庫

4161 2827110619 大阪府 大宝製袋株式会社 6120001018049
新型スリッター装置を用いたロール状フィルム切断加工の
高効率化、受注拡大

池田泉州銀行

4162 2827110622 大阪府 水谷精工株式会社 6122001007262
最新ワイヤー放電加工機による精密金型部品の高精度・
迅速加工

八尾商工会議所

4163 2827110623 大阪府 洲崎鋳鉄株式会社 1120001178161
成分分析と均質な鋳型による低コスト化と高品質・高精度
鋳鉄の生産計

京都銀行

4164 2827110624 大阪府 有限会社木之本工房 7120002068884
納入先店舗の集客力向上を実現する表現性豊かな内装造
作物の提案型新展開

池田泉州銀行

4165 2827110628 大阪府 株式会社モリタパック 1120101021907
製袋加工の効率化・生産力拡大による増産要求への対応
と顧客サービスの向上

もりぐち中小企業診断士事務
所

4166 2827110629 大阪府 サンコー精機株式会社 6120001001888
５軸加工機導入により、加工精度の向上と工程の圧縮を行
い業務用製品分野へ参入する計画

大阪シティ信用金庫

4167 2827110632 大阪府 日進医療器株式会社 6120001086681
地域の健康拠点となる小規模調剤薬局を支援する健康サ
ポート包括ケア事業

商工組合中央金庫

4168 2827110634 大阪府 吉井服装株式会社 1120001011396
縫製準備工程の自動化による生産性の向上と競争力の強
化

もりぐち中小企業診断士事務
所

4169 2827110635 大阪府 株式会社ダイニン 5120901013323
レーザー加工機とロボット導入によるコンクリート橋梁用型
枠製造の生産性向上

茨木商工会議所

4170 2827110638 大阪府 有限会社岡本精工 5120002081880
最新鋭三次元測定器による複雑形状の数値化・新分野へ
の進出計画

京都信用金庫

4171 2827110639 大阪府 株式会社三星製作所 9120101002643
ワイヤー放電・三次元測定機の導入による金型製作の内
製化

堺商工会議所

4172 2827110642 大阪府 まこと紙器株式会社 7122001015925
画像認識システムによる検査工程の自動化とトレーサビリ
ティ対応

商工組合中央金庫

4173 2827110649 大阪府 安藤製作所  
切削技術を磨き超高性能ヒートシンクを作り高放熱性を実
現させる

大阪商工会議所

4174 2827110651 大阪府 フレスデザイン株式会社 8120901028780
水着製作の裁断作業内製化による大幅な短納期化・国内
回帰計画

池田泉州銀行

4175 2827110654 大阪府 新庄工業株式会社 2120001052043
自動電解研磨装置導入による生産性の向上と顧客ニーズ
への対応

大阪信用金庫

4176 2827110660 大阪府 有限会社ビート 3120002068979
複合旋盤の導入による高付加価値金型の販売先の多様
化計画

商工組合中央金庫

4177 2827110661 大阪府 有限会社大塚製本 5120002078159
新型紙折機の導入による大判横中綴じ印刷物の製本能力
獲得と超短納期対応の実現

大阪シティ信用金庫

4178 2827110662 大阪府 株式会社大塔テック 3120102021895
３次元測定機、溶接ロボット導入により、出荷前工程の大
幅短縮を図る

紀陽銀行

4179 2827110664 大阪府 株式会社西野製作所 9122001019593
電動射出成形機導入による、高精度インサート成形の実
現と生産効率の向上

紀陽銀行

4180 2827110666 大阪府 有限会社常陸製作所 3120002007251
ＣＮＣ旋盤加工機の導入による独自技術を活かした新規顧
客開拓

大阪シティ信用金庫

4181 2827110667 大阪府 株式会社竹田鉄工所 7120001116891
５軸複合加工機とＩｏＴ導入によるロボット用金属部品の量
産体制確立

池田泉州銀行

4182 2827110670 大阪府 恒祐工業株式会社 3122001023155 新規電動射出成形機導入による生産効率向上 大阪シティ信用金庫

4183 2827110671 大阪府 三澤繊維株式会社 1120101044643
精紡技術の革新による多品種小ロット化とジーンズ市場開
拓への挑戦

池田泉州銀行

4184 2827110672 大阪府 小林鉄工株式会社 9120101044099
独自の爪溝研磨機の開発による工作機械用チャックの高
精度化と短納期化

泉南市商工会
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4185 2827110676 大阪府 株式会社榎本金属製作所 4122001017841
ＣＮＣ三次元測定機導入による金属プレス加工品の品質保
証体制の確立

商工組合中央金庫

4186 2827110677 大阪府 電装精機株式会社 5120001156279 同時４軸加工機導入による高度加工方法の確立 京都銀行

4187 2827110678 大阪府 株式会社まるふく商店 6120001033790
３ＤＣＡＤシステム及びＮＣ裁断機導入による自社ブランド
の強化

大阪シティ信用金庫

4188 2827110680 大阪府 アイセル株式会社 8122001017540
ワーク供給ロボット・自動測定機の導入による高精度加工
の２４時間稼働

八尾商工会議所

4189 2827110685 大阪府 株式会社ＩＥＴ 3120001160209
三次元測定機の導入による、他社に真似の出来ないアル
ミ鋳物作り

京都銀行

4190 2827110690 大阪府 株式会社明光製作所 1120001050774
品質管理体制の強化により溶接板金品質向上及びコスト
低減を実現し新規市場に参入

大阪シティ信用金庫

4191 2827110691 大阪府 株式会社ステークホルダーコム 5120001141561
画像マーカー不要！文字だけの紙面でも使える新たなＡＲ
サービスの提供

池田泉州銀行

4192 2827110692 大阪府 中辻商店  
高性能テノーナーの導入による生産性向上と付加価値向
上の取組

尼崎信用金庫

4193 2827110693 大阪府 株式会社モリイ製作所 9122001007342 高精度・高効率生産の実現と売上拡大計画 のぞみ信用組合

4194 2827110695 大阪府 株式会社ノムラ 3120001013317
船舶電気艤装の詳細設計の導入標準モデル作成と操作
方法指導事業

齋藤壽彦税理士事務所

4195 2827110696 大阪府 株式会社土谷金属 3122001019310
生産プロセスを強化するためのガスコックの「自動すり合わ
せ機」の導入

八尾商工会議所

4196 2827110697 大阪府 日本度器株式会社 8120101040685
巻尺用高精度検査装置の開発・導入による生産性向上と
売上増大

泉南市商工会

4197 2827110698 大阪府 タバタ株式会社 1120101004804
介護用途や柔道用途に適したヒーター内蔵畳の大量生産
体制の確立

商工組合中央金庫

4198 2827110702 大阪府 有限会社山冨商店 1120002046573 ＣＲＭシステム開発による顧客サービス向上事業 大川陽子税理士事務所

4199 2827110706 大阪府 株式会社ヨツモト製作所 7122002009736 ＭＲＩに使用される真鍮製部品の微細加工技術の開発 ジャスト会計事務所

4200 2827110707 大阪府 辻本紙器工業株式会社 5120001158580
商圏拡大に挑むための最新技術を導入したグルア生産方
式の構築

京都信用金庫

4201 2827110713 大阪府 有限会社島津 4140002066963
最新加工機導入による真空精密加工の実現と生産体制の
効率化

尼崎信用金庫

4202 2827110718 大阪府 株式会社ダイス 4120001035434
高精度寸法自動測定器導入によるアルミニウム合金製金
型供給体制の先進化

大阪信用金庫

4203 2827110724 大阪府 株式会社青戸金属 9122001017548
ＮＣスピニング加工機導入によるへら絞り加工の競争力強
化

大阪シティ信用金庫

4204 2827110726 大阪府 株式会社ディーラリエ 6120901031357
シニアと子育て女性二世代協業リサイクル和紙雑貨受発
注システムの構築

北おおさか信用金庫

4205 2827110732 大阪府 住吉鋼管株式会社 5120001030954
非破壊検査技術の渦流探傷技術とデジタル制御による高
品質管理体制の構築

紀陽銀行

4206 2827110734 大阪府 有限会社丸髙工業 6120002073142
最新ＣＮＣ旋盤及び３次元測定器導入による超高精度加工
を実現する生産体制の構築

株式会社ダイワマネジメント

4207 2827110751 大阪府 三栄ケース工業株式会社 2120101002484
粘着テープ加工機導入による製品デザインと生産性の向
上

堺商工会議所

4208 2827110756 大阪府 株式会社ナノマテックス 6120901033725
世界最小級電子回路表面実装装置用カーボンナノチュー
ブ配合樹脂ノズルの量産技術開発

池田泉州銀行

4209 2827110760 大阪府 大五ゴム工業株式会社 9120001020803
新型成型設備及び測定器導入による製品の高精密化と生
産性向上を図る

Ｎ総合会計

4210 2827110763 大阪府 三郷金属工業株式会社 9120001155830
マシニングセンタ導入による治工具製造の生産性向上と精
密溶接の高度化

京都信用金庫

4211 2827110768 大阪府 株式会社大成工作所 6120001147079
ＮＣ化による多能工化及び多台持ちへ推進し生産性向上と
技能継承

北大阪商工会議所

4212 2827110769 大阪府 株式会社フジ商設備サービス 8120101028350 顧客ニーズから着想した足踏み式水栓の開発計画 浅田益宏税理士事務所

4213 2827110772 大阪府 株式会社イシダ印刷 6120001134556
ポリウレタン系接着剤（ＰＵＲ）を使用した製本加工技術で
の新事業展開

大阪信用金庫

4214 2827110773 大阪府 株式会社倉角 2122001002192
超硬材使用による高強度な電気自動車用大型バッテリー
ケース金型の製造

北陸銀行

4215 2827110775 大阪府 藤川金属工業株式会社 8120001004237
フロントトランスファー順送加工システムの生産効率改善
事業

西岡税経事務所
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4216 2827110777 大阪府 有限式会社鋼板工業所 7120102016792
最新型シャーリングマシンの導入による生産性向上と短納
期対応事業計画

池田泉州銀行

4217 2827110781 大阪府 株式会社山陽製作所 7120001026380
クリスマスカッタの更なる高精度研磨加工と生産性向上の
実現

税理士法人宮前会計事務所

4218 2827110786 大阪府 株式会社グラセル 3120901002617
化粧品等の新製品開発に伴う容器の小ロット・短納期対応
への生産体制の確立

株式会社エフアンドエム

4219 2827110790 大阪府 コーキ封筒株式会社 1120001020109
業界初、検査カメラ搭載製袋により生産力・品質向上によ
る差別化事業

商工組合中央金庫

4220 2827110791 大阪府 太喜精工株式会社 3120001157774
多様なニーズに対応した高機能・高感性・高精度部品の高
度化計画

京都信用金庫

4221 2827110794 大阪府 株式会社髙木電機製作所 4122001019210
風力発電システム用制御盤の生産能力強化による生産体
制の構築

大阪シティ信用金庫

4222 2827110795 大阪府 株式会社佐々木製作所 5120901023900
次世代自動車の燃費向上に繋がる線材部品の大幅な軽
量化を実現する独自加工技術の開発

池田泉州銀行

4223 2827110797 大阪府 アイワ鋼管株式会社 4120101051141
半自動メタルソー切断機導入による小径鋼管切断サービ
スの効率化

株式会社ゼロプラス

4224 2827110798 大阪府 株式会社東光製作所 9122001019437
長尺曲げ自動加工能力獲得による交通インフラ向け大型
表示板の製造力強化

大阪シティ信用金庫

4225 2827110803 大阪府 株式会社エスオーシー 9120101036261
乾燥・シワ伸ばし・抗菌処理を統合！低コスト高機能リネン
サプライサービス

池田泉州銀行

4226 2827110805 大阪府 金陵電機株式会社 7120001054885
危険作業が伴うクレーンの無線操作を双方向化で安全性
を高める

大阪商工会議所

4227 2827110810 大阪府 日本ファスナー工業株式会社 6120001002829 ＩＯＴとＡＩを活用した高生産性ボルト工場の構築 商工組合中央金庫

4228 2827110816 大阪府 株式会社モールドテックマツムラ 5120901008595 高精度ＣＮＣ旋盤導入による食品容器金型製造の先進化 池田泉州銀行

4229 2827110822 大阪府 株式会社一倉 2120001019538
顧客ニーズを充足する塗装方式へのシフトによる全社最適
化への取組

株式会社エフアンドエム

4230 2827110824 大阪府 共栄化成株式会社 2122001015260
ＩＯＴシステム管理化成形機導入で新規受注獲得により、売
上倍増計画

京都信用金庫

4231 2827110825 大阪府 株式会社大北製作所 4120901010560 航空宇宙向けリチウムイオン電池部品の加工技術開発 池田泉州銀行

4232 2827110826 大阪府 株式会社富田屋 1120101031071 生菓子の展開地域拡大を目指した新設備の導入 池田泉州銀行

4233 2827110827 大阪府 ヒラノクメス株式会社 8120002011918 ＩｏＴ技術を用いた、次世代のねじ生産体制の構築 大阪シティ信用金庫

4234 2827110828 大阪府 永和工芸株式会社 9120001019705
高効率モーターと動作制御センサー搭載のコンベアーを導
入し、生産性向上を図る

近畿大阪銀行

4235 2827110831 大阪府 桂印刷工業所  
現場での本機校正標準化によるラベル印刷の高精度・短
納期・低コストの実現

松本昌晴税理士事務所

4236 2827110832 大阪府 株式会社小松工業 2122001018445
ＦＲＰの市場獲得を目指すための３Ｄプリンターによる成形
型の開発

山本愉章税理士事務所

4237 2827110835 大阪府
小松チューブエンジニアリング株式
会社

2120001149566
パイプベンダーのＡＩ機能と３Ｄ測定データを活用した油圧
パイプの高精度化

北大阪商工会議所

4238 2827110838 大阪府 株式会社東武鐵工所 2122001005071
高性能精密汎用旋盤導入による納期短縮及び市場拡大
計画

大阪シティ信用金庫

4239 2827110841 大阪府 株式会社越智製作所 9120001157182
フライス機導入により加工面の美観を向上し、研磨レス加
工を拡大する

株式会社ゼロプラス

4240 2827110844 大阪府 株式会社大幸製作所 9122001003829
新型レーザー機の導入で高品質・短納期・低コスト化を図
り新市場開拓

Ｎ総合会計

4241 2827110845 大阪府 株式会社ナガサカ 6122001005506
安全な自動車用コネクタ開発のためのＡ／Ｍライン併用体
制の構築

髙砂吉孝

4242 2827110846 大阪府 株式会社公陽製作所 7120001157424 金型製造における大型化対応及び短納期化実現事業 枚方信用金庫

4243 2827110847 大阪府 株式会社タブチ 5120001020749 高付加価値商品の生産性向上のための設備のＩｏＴ化 紀陽銀行

4244 2827110855 大阪府 有限会社光生工作所 3120002023810
ＣＮＣ旋盤を用いた建設機械用大型歯車のギアブランク加
工の高精度化

土本紘美税理士事務所

4245 2827110856 大阪府 有限会社山下製作所 2120902009307
自動車用プラスチック部品製造のための金型部品の量産
体制の確立

北おおさか信用金庫

4246 2827110863 大阪府 株式会社桜井 3140001048922
リサイクルパーツ保管システムの導入による、ロングテー
ル戦略の強化

尼崎信用金庫
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4247 2827110871 大阪府 株式会社島谷技研 6122001018722
電子部品超微細化対応のめっき装置を品質保証するセル
検査機の導入

大阪シティ信用金庫

4248 2827110873 大阪府 浪速鉄工株式会社 3120001029461
ＣＮＣ旋盤の導入によるマルチアイボルトのフレキシブルな
生産体制の確立

経営コンサルタント竹内淳朗

4249 2827110874 大阪府 泉州歯車工業株式会社 2120101003763
ガントリーローダー付きＮＣ旋盤導入による生産プロセスの
改善

商工組合中央金庫

4250 2827110877 大阪府 株式会社サン 1122001018586
微細刃物とタレット型複合加工機による難削材・小型耐圧
容器の開発

八尾商工会議所

4251 2827110880 大阪府 東英化学産業株式会社 3120001013069
リサイクル樹脂の製品化と高度な技術のＮＣデータによる
再現の実現計画

株式会社ダイワマネジメント

4252 2827110881 大阪府 岡本ニット株式会社 5120001171410
最新のＣＡＤシステムと無縫製ニットウェア横編機の新規導
入による天然素材子供服の製品開発による新規事業への
進出

株式会社ダイワマネジメント

4253 2827110888 大阪府 有限会社マサル紙工所 8120002007370
工業用ミシンの導入による、Ａ４リーフレット作成等の完全
内製化

池田泉州銀行

4254 2827110891 大阪府 東福鍛工株式会社 5120001050218
在庫管理・見積受注分析システム導入による付加価値力
の向上

蔵重税理士事務所

4255 2827110894 大阪府 株式会社明和製作所 7120001036628
最新型高性能レーザー溶接機導入による高精度技術の構
築事業計画

池田泉州銀行

4256 2827110896 大阪府 不動技研株式会社 6120101031562
製造設備の集中管理による生産の平準化・標準化・効率
化の実現

岩佐修二

4257 2827110899 大阪府 株式会社丹生堂本舗 2120001017954
賞味期限を印字できる機械を導入し、販路拡大と売上・利
益の拡大を図る

尼崎信用金庫

4258 2827110901 大阪府 株式会社吉田米鉄工所 9120101042838
最新ＮＣマシニング機導入による生産効率アップと技術継
承対応

大阪信用金庫

4259 2827110902 大阪府 株式会社アルカットワン 6122001000341 国内初の有機ＥＬディスプレイ製造用拡散板の製造の実現 髙砂吉孝

4260 2827110904 大阪府 長田電機株式会社 4120901024949 高精度・簡単計測の３次元ＧＮＳＳメジャーの試作開発 尼崎信用金庫

4261 2827110905 大阪府 株式会社箭木木工所 4122001016026
現場で使用する接着剤を減量した環境に優しいオーダー
家具の開発

アドバンスト・エム株式会社

4262 2827110909 大阪府 カシテック株式会社 3122001027057
プラスチック部品射出成形の工程全自動化およびＩｏＴ活用
による競争力確保

商工組合中央金庫

4263 2827110910 大阪府 中野化学株式会社 9120101046665
高性能電動サーボ射出成形機の導入による生産性向上と
付加価値向上の取組

菅原正明公認会計士事務所

4264 2827110913 大阪府 株式会社大西製作所 5120001022836
経営環境の変化に対応するために、強みを活かした事業
体制の構築

岩佐修二

4265 2827110915 大阪府 日本エックス線検査株式会社 9120001093114
フェイズドアレイ超音波深傷器導入による配管劣化調査の
高精度化

株式会社ゼロプラス

4266 2827110916 大阪府 田中歯科医院  
安全確実性を担保し治療時間を短縮する科学的治療サー
ビスの提供

ネクセンチュア林会計事務所

4267 2827110918 大阪府 新居紙器株式会社 1120001074063
加工ラインの改革による複合型パッケージ製品の拡販と加
工サービス提供の実現

りそな銀行

4268 2827110919 大阪府 渡嘉毛織株式会社 7120101042848
最新設備の新規導入による海外生産から自社生産へのシ
フト

池田泉州銀行

4269 2827110921 大阪府 株式会社研美社 4120001023232
カード印刷の検査をデジタル化し検査精度向上と短納期化
による競争力強化

川原正裕税理士事務所

4270 2827110922 大阪府 魚住鉄鋼株式会社 8120901022890
高性能シャーリングマシン導入によるＺＡＭの量産体制確
立と売上拡大

池田泉州銀行

4271 2827110927 大阪府 富士発条株式会社 3122001015895 高精度ばね端面研削機導入による新分野への事業展開 京都信用金庫

4272 2827110930 大阪府 有限会社平沼工作所 9122002010469
大型風力発電用駆動装置部品の高精度且つ効率的生産
体制の確立

永和信用金庫

4273 2827110931 大阪府 株式会社森田製作所 8122001007723
最新レーザー加工機導入と生産管理精緻化で顧客ニーズ
に的確に対応

阿波銀行

4274 2827110932 大阪府 株式会社三栄製作所 3512001131158
ＩＯＴネットワークによる生産プロセスの革新と海外展開に
向けた競争力強化の実現

上田公認会計士事務所

4275 2827110934 大阪府 株式会社大栄製作所 6120001017975
最新ＣＮＣ自動旋盤導入による航空機事業本格参入の為
の一貫生産体制の確立

池田泉州銀行

4276 2827110943 大阪府 三島金型株式会社 9120901010110
射出成形による経口チューブの一体型製品及び精密医療
向け製品の開発

北おおさか信用金庫

4277 2827110944 大阪府 株式会社カシワラテック 2122001024096
油井管カップリング加工の自動化による生産性向上且つ
高品質の実現

大阪シティ信用金庫
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4278 2827110947 大阪府 末広包装工業株式会社 2122001003918
化粧品業界からのニーズに対応するための短納期生産体
制の構築

髙砂吉孝

4279 2827110951 大阪府 株式会社エスケイオー 2122001017868
ファスナー製造における検査工程の画像処理化による生
産プロセスの革新

税理士法人協栄会ＦＡパート
ナーズ

4280 2827110952 大阪府 木田バルブ・ボール株式会社 1122001001798
ＩｏＴとＡＩ機能を活用した石油プラント向け大型バルブボー
ルの高効率生産体制の構築

ＦＭＢコンサルタンツ株式会社

4281 2827110954 大阪府 フジテック株式会社 4120001158086 最新鋭設備で作業改善と品質向上による経営基盤の強化 京都信用金庫

4282 2827110955 大阪府 株式会社井上模型製作所 6120001097472
鏡面加工技術の見える化による医療用部品製造の高精度
化

前孝尚

4283 2827110956 大阪府 株式会社フジオカ 6120001167639
新たな高度試作技術への挑戦とＩｏＴを利用した生産性向
上計画

ＦＭＢコンサルタンツ株式会社

4284 2827110960 大阪府 株式会社フレームワーク 6120001154637
本格的日本料理のレトルト商品開発に向けた生産体制の
構築

尼崎信用金庫

4285 2827110962 大阪府 株式会社清水製作所 2120001003525
溶接ロボット導入による溶接工程の効率化・高品質化への
取り組み

市川欽一税理士事務所

4286 2827110967 大阪府 株式会社西尾技建 5120001145208 地盤改良工事自動施工管理制御システムの導入 池田泉州銀行

4287 2827110968 大阪府 株式会社サンショー 5120901009420
鋳物に代わる高機能樹脂を活用したポンプ用インペラの試
作開発

池田泉州銀行

4288 2827110969 大阪府 有限会社進栄化工 9122002002152 パッキン等を不要とする高精度なキャップ形状の研究開発 ジャスト会計事務所

4289 2827110970 大阪府 株式会社三協製作所 8120901026355
高性能ＮＣフライス盤の導入による生産性向上と付加価値
向上の取組

尼崎信用金庫

4290 2827110973 大阪府 株式会社ビケンバイオミクス 9120901035438 新規心不全リスク検査サービスの創出 池田泉州銀行

4291 2827110977 大阪府 大同化成工業株式会社 6120001050068
自動車用安全パーツの需要増に伴う増産体制の構築及び
省コスト化

りそな銀行

4292 2827110979 大阪府 株式会社ＤＣウエムラ 9122001025187
ハイブリッド型ダイカストマシン導入による高精度化生産体
制の構築

八尾商工会議所

4293 2827110981 大阪府 有限会社永勝工業 8120002006496
知能化旋盤技術の開発による加工プロセスの高度化と生
産性向上

大阪シティ信用金庫

4294 2827110982 大阪府 抱月工業株式会社 9120001147209
開先及び穴あけ加工の高度化並びにＩｏＴを活用した生産
の最適化

商工組合中央金庫

4295 2827110985 大阪府 株式会社大川歯車製作所 9120901023095
最新設備の導入と生産体制改善によって実現する超精密
歯車製作の対応力強化

尼崎信用金庫

4296 2827110988 大阪府 株式会社ドリーム・ジーピー 3120001117828
靴販売小売り店舗におけるオーダー靴の仮合わせシステ
ム

池田泉州銀行

4297 2827110989 大阪府 株式会社ニューフィールド 1120001145178
片側直射発光直管ＬＥＤの欠点を克服した全周拡散発光
直管ＬＥＤの試作開発

大阪商工会議所

4298 2827110990 大阪府 株式会社西尾木材工業所 6122001005613 木の温もり、人の温もりを伝える自社ブランド建材の開発 三井住友銀行

4299 2827110991 大阪府 てらもと歯科  
治療工程の見える化とインプラント治療レベルの向上によ
り再治療ゼロを目指す

大阪シティ信用金庫

4300 2827110993 大阪府 株式会社サンプラテック 1120001064428
再生医療実現に向けた、細胞の様々な形態を維持、活用
するための容器開発

三菱東京ＵＦＪ銀行

4301 2827110994 大阪府 株式会社キコ・ステンレス 5120001152947
自社加工体制確立と高付加価値提供による鋼材卸売業か
らの進化

髙畑慎次税理士事務所

4302 2827110995 大阪府 株式会社藤木農機製作所 8122001006824
長尺材加工に係る工程集約の実現による新生産プロセス
の開発

税理士法人グローバルマネジ
メント

4303 2827110996 大阪府 株式会社福島製作所 3120001142537
独自技術を用いた乾燥装置の開発による生産性の向上及
び職場環境良化計画

京都信用金庫

4304 2827110998 大阪府 株式会社オズ・ワーク 9120901013212
ヒートアイランド現象を緩和させるフラクタル構造を用いた
新しい金属製遮熱部材の開発

池田泉州銀行

4305 2827111000 大阪府 株式会社スタッフ 7120001157622
企画・設計～試作や量産までワンストップで請け負う総合
開発力の構築

守口門真商工会議所

4306 2827111002 大阪府 帝国イオン株式会社 8122001004695
摩擦攪拌接合装置の導入によるスポット溶接用銅製電極
の長寿命化

大阪商工信用金庫

4307 2827111003 大阪府 ＡＳ技研有限会社 1120102011675
ブロック抜取装置と生産プロセス改良によるコンクリートス
ペーサーの高効率生産

大阪信用金庫

4308 2827111009 大阪府 有限会社吉谷製作所 4120102005055 生産工程改革によるロボット用部品事業への本格参入 南都銀行
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4309 2827111014 大阪府 太泉晒染工業株式会社 2120101004035
染料を使った高機能性繊維染色加工の多品種少量生産体
制の構築

大阪信用金庫

4310 2827111016 大阪府 広洋印刷紙器株式会社 1122001002474
革新的デザインパッケージでの極小ロット超短納期対応と
コスト削減両立の実現

近畿大阪銀行

4311 2827111018 大阪府 大和板紙株式会社 1122001021037
再生紙製造の短納期化及び検査体制の強化による販路
拡大事業

大阪シティ信用金庫

4312 2827111020 大阪府 株式会社桜珈琲 8120102006371
多世代が愉しめるチョコレート工房～桜珈琲“究極のおもて
なし”を提供～

池田泉州銀行

4313 2827111021 大阪府 サカモト工業株式会社 9122001018538
水質環境に考慮した次世代型高品質酸化着色プロセスの
開発

アドバンスト・エム株式会社

4314 2827111022 大阪府 株式会社エンカレッジ 9120001178641
働きづらさを抱える若者を職業生活へ移行するＩＣＴシステ
ムの開発と運用

池田泉州銀行

4315 2827111024 大阪府 株式会社丸伊金型製作所 1120001188086
精密金型製造技術を活かすための大型マシニングセンタ
導入計画

尼崎信用金庫

4316 2827111029 大阪府 株式会社大京精研 4120001156131
独自の複合型加工法による試作から量産までの一括加工
システムの開発と構築

北おおさか信用金庫

4317 2827111030 大阪府 株式会社Ｅｉｋｙｕ 5122001028441
全自動シルク印刷技術とクリーンルームの導入による品質
と生産性の向上

井上税理士事務所

4318 2827111033 大阪府 株式会社武菱 6120001107727
さまざまな素材に対し転写加工条件を決めるための開発
体制の構築

税理士法人Ｈ＆Ｐ

4319 2827111034 大阪府 株式会社西村鉄工所 3120901025080
大型精密平面研削盤による長尺大物外観部品用の高機
能金型の製作

阿波銀行

4320 2827111037 大阪府 旭鋼鈑株式会社 5122001000193
高性能ベンディングマシン導入による商材の高付加価値化
の取組

尼崎信用金庫

4321 2827111042 大阪府 株式会社クオルプラス 4120001196549
日本初、顔貌認識システムとＩＴ化された革新的な歯科技工
物提供プロセスの展開事業

中村太郎税理士事務所

4322 2827111045 大阪府 布施精密発條株式会社 1122001008422
ＣＮＣ画像測定システムの導入による大型特殊形状ばねの
製造過程の効率化・高品質化

京都銀行

4323 2827111047 大阪府 ラミネート工業株式会社 7120901002340
大気圧プラズマを応用したラミネート金属板の製造技術開
発と電池分野への事業展開

尼崎信用金庫

4324 2827111048 大阪府 株式会社中鉄工所 1122001019527
ＣＡＤ／ＣＡＭとマシニングセンター導入によるアッセンブ
リー部品の短納期化

北おおさか信用金庫

4325 2827111051 大阪府 株式会社桃林堂 1122001019378
最中（もなか）製造設備の新規導入による生産性及び品質
向上

りそな銀行

4326 2827111052 大阪府 アルプスクラフト株式会社 1120101054824
歯科医院の口腔内スキャナと連動するデータ完結技工物
の試作開発

忠岡町商工会

4327 2827111055 大阪府 株式会社宝文社 5120001070257
ＩｏＴ技術を用いた次世代品質検査装置の導入による高精
細印刷物の品質担保プロジェクト

近畿大阪銀行

4328 2827111058 大阪府 株式会社市兵衛 9120101046483
ＤＩＹ外装塗装サポートシステムの導入による知的集約型事
業の開発・事業化

株式会社シャイン総研

4329 2827111059 大阪府 株式会社マーベックス 3122001012257
独自の生産方式による意匠性に優れた安価かつ高断熱性
ブラインドの開発

ｅ＆ｉ経営研究所

4330 2827111060 大阪府 株式会社境川工業所 5120101036703
ロボット・ノウハウ・データの相乗効果によるめっき品質の
向上

岸和田商工会議所

4331 2827111065 大阪府 アンファン株式会社 3122001014963
新商品投入（セミフレッドプチシュー）に伴うボトルネック 解
消による販路拡大

大阪信用金庫

4332 2827111066 大阪府 オシタニプレス工業所  
金属曲げ加工における職人の加工技術の標準化と生産プ
ロセスの改善による受注増への対応強化

永和信用金庫

4333 2827111069 大阪府 羽衣電機株式会社 9120101005497
リアクトル・誘導加熱コイルの自動焼鈍器導入による生産
効率向上

紀陽銀行

4334 2827111070 大阪府 株式会社パッケージ・リード社 9120901009904
ロンドレーション全長全自動検査機・自動排除機導入によ
る安全性・品質向上

摂津市商工会

4335 2827111071 大阪府 株式会社モデック 6120003005391 国産ロケットに使用される高精度樹脂部品の製造計画 尼崎信用金庫

4336 2827111073 大阪府 作道印刷株式会社 8122001002682
偽造防止パッケージ技術の確立と生産性向上計画で差別
化を図る事業

商工組合中央金庫

4337 2827111075 大阪府 ノースヒルズ溶接工業株式会社 6122001029075 基幹技術技能の完全内製化による製造プロセスの構築 髙砂吉孝

4338 2827111078 大阪府 小林精工株式会社 2122001015319
金属の超精密加工技術を利用した家電製品の新デザイン
技術の提案

ジャスト会計事務所

4339 2827111079 大阪府 株式会社森本金属 2120101025832
重要保安部品の加工プロセス革新およびトレーサビリティ
による品質管理の強化

りそな銀行
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4340 2827111080 大阪府 株式会社スペシャルパーツ武川 6120101030944
５軸マシニングセンタ導入による生産プロセス改善と収益
力の向上

三井住友銀行

4341 2827111082 大阪府 ア・アイム工業株式会社 5120001093919
最新設備導入による油圧シリンダーの生産性向上と新技
術開発

大阪信用金庫

4342 2827111085 大阪府 テンチ機械株式会社 7120101038821
国際競争力の更なる強化実現の為に必要な革新的３Ｄ部
品製造技術開発

永田清文税理士事務所

4343 2827111086 大阪府 株式会社三興 5120001144606 加工機のネットワーク化による「不良ゼロ」への取り組み 横山経営研究所

4344 2827111089 大阪府 有限会社川合鉄工所 2122002001094 生産プロセス改善のためのＮＣ旋盤の更新 大阪シティ信用金庫

4345 2827111091 大阪府 栗林製本所  「荷札」の革新！高付加価値化ニーズへの対応 株式会社ＧＩＭＳ

4346 2827111092 大阪府 株式会社東穂 2120001157866
超低硬度ゲルを用いた特殊材料開発及び特殊シートの生
産技術確立

山田義弘税理士事務所

4347 2827111099 大阪府 株式会社稔産業 7120901013503
デジタル計測器の導入による熟練工技能の可視化・数値
化による生産性の向上と伝承

北おおさか信用金庫

4348 2827111102 大阪府 株式会社ミナミ精工 6122001007691
新型フライス盤を導入し、医療機器の試作品開発をサポー
トする取組

尼崎信用金庫

4349 2827111105 大阪府 株式会社西電通 7120001124894
集中管理センター構築による革新的インターフォンシステ
ムの販売展開

近畿大阪銀行

4350 2827111110 大阪府 株式会社西友フーズ 2120001118570
最新殺菌機導入による韓国食材に特化したレトルト食品製
造体制の構築

池田泉州銀行

4351 2827111112 大阪府 邨田印刷紙器株式会社 3120001036615 「金槌」と「人力」から、ロボット運用への大胆な工程変更 大阪信用金庫

4352 2827111114 大阪府 リグナイト株式会社 8120001168494
全固体リチウム電池※１用ソフト・ハードカーボン複合負極
材料の開発

堺商工会議所

4353 2827111116 大阪府 マテックス株式会社 7122001020090
低バックラッシュかつ省エネを実現するモバイルロボット用
減速機の開発

三菱東京ＵＦＪ銀行

4354 2827111118 大阪府 株式会社三嶋フーズ 9122001013613
介護食の利便性・安全衛生性・生産性向上及び製品展開
強化計画

大阪信用金庫

4355 2827111124 大阪府 株式会社ひまわりぷりんと 7120101005904
特殊印刷物による地域密着型事業の高付加価値化の実
現

堺商工会議所

4356 2827111125 大阪府 有限会社デントレード 2120902002006 歯科往診用新ポータブルユニット試作 三井住友銀行

4357 2827111126 大阪府 丸竹コーポレーション株式会社 5120101044417
高い洗浄力と除菌力を実現できる布団クリーニング手法の
確立

経営コンサルタント竹内淳朗

4358 2827111131 大阪府 有限会社イフ 4120902017150
シリコン・革素材に特殊印刷施工のカーアクセサリーの開
発と販売

北おおさか信用金庫

4359 2827111132 大阪府 株式会社長堀 8120001109382
ノンウェルド金型技術による自動車部品用高精度金型の
量産体制確立

紀陽銀行

4360 2827111133 大阪府 有限会社マスタニテック 2120002046119
水素ステーション用バルブ・管の高精度加工及び測定検査
体制の実現

大阪シティ信用金庫

4361 2827111134 大阪府 株式会社ｈａｎａ 7120101046865
ＣＴ導入による年中無休・夜間救急の 高度医療動物病院
への変革

紀陽銀行

4362 2827111136 大阪府 株式会社エンジニア 5120001013521 製品開発の効率化と高度化 植田卓税理士事務所

4363 2827111139 大阪府 株式会社ディストーション 9120001169632
業界初。３日納期を実現するウェディング写真館のデジタ
ルアルバム内製化

赤堀直樹税理士事務所

4364 2827111146 大阪府 岡本鉄工株式会社 3120101030039
「多目的形鋼加工機」による難加工材の高精度・極小ロッ
ト・短納期・低コスト化計画

中田聡公認会計士・税理士事
務所

4365 2827111153 大阪府 株式会社サンヨー・シーワィピー 4120001080604
立体物用フィルム印刷への新手法導入による効率化と新
市場開拓

安田有一

4366 2827111155 大阪府 新興機械工業株式会社 2120001020462 自動車用ばね製造機の切断ユニットの新機構の試作開発 アドバンスト・エム株式会社

4367 2827111160 大阪府 株式会社三星 4122001007306
偏芯加工の自動化とＩＯＴ活用で、内接型ギヤポンプの生
産性向上

三井住友銀行

4368 2827111163 大阪府 青山印刷紙工株式会社 7120001014138
ＡＲ機能付きＰＯＰ・什器の販売とオリジナルパッケージ販
売による競争力強化事業

高田裕久税理士事務所

4369 2827111166 大阪府 株式会社ビゼン 5122001008815 最新研削機導入による高精度な金型部品製造体制の確立 桝井康弘事務所

4370 2827111169 大阪府 株式会社ダブルニット 5120001084174
基幹システムによるカジュアルウェア事業の業務プロセス
革新の実現

三菱東京ＵＦＪ銀行
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4371 2827111170 大阪府 株式会社オム印刷 4120101021417
最新型高精度シール検査機を導入し徹底した全数検査実
施による市場拡大事業

紀陽銀行

4372 2827111173 大阪府 株式会社大前製作所 1122001001427
大型膜ろ過装置フレーム部の高精度化及び短納期化の実
現

近畿大阪銀行

4373 2827111176 大阪府 株式会社アイズファクトリー 3122001012934
販促用什器の多品種・小ロット、高デザイン性、短納期製
造体制構築

大阪シティ信用金庫

4374 2827111178 大阪府 株式会社宮井製作所 5122001022592
高度な絞り加工によるデザイン性の高い家電製品の製造
開発

のぞみ信用組合

4375 2827111182 大阪府 小倉美術印刷株式会社 6122001017971
製造ライン一部自動化による高品質ならびに生産力向上
での安定供給体制の確立

商工組合中央金庫

4376 2827111185 大阪府 有限会社浅野製作所 2120002024462
特殊加工装置付自動刃曲機導入による化粧品の改ざん防
止用特殊抜き型への市場拡大計画

一般社団法人ヒューリットＭＦ

4377 2827111190 大阪府 ユニオンケミカー株式会社 4120001150902
食することが可能なインクジェットプリンタ用インクの新規
開発

商工組合中央金庫

4378 2827111191 大阪府 株式会社丸ヱム製作所 9120001089946
塑性加工技術の高度化による難加工形状の達成とコスト
競争力強化

商工組合中央金庫

4379 2827111192 大阪府 有限会社正和工業所 5120002011375 立体造形技術を用いた試作品、特注品の製造、提案 八尾商工会議所

4380 2827111194 大阪府 株式会社カタ技術 6120001157235
測定技術の導入及びＬＡＮ接続による高精度加工の品質
安定性向上

京都信用金庫

4381 2827111198 大阪府 株式会社イワサキ 6120001030292 革新的パイプ曲げ加工開発事業 税理士法人山下総合会計

4382 2827111199 大阪府 有限会社マサカツ鋼材 4120002075149
ＡＩおよびキッチンリフォーム事業への進出に向けたＡＩ機能
とＩｏＴ活用による競争力強化

京都信用金庫

4383 2827111200 大阪府 ディンク株式会社 2122001019360
製造システム開発・導入による商品の安全性向上及び製
造の効率化

南都銀行

4384 2827111205 大阪府 三洋金属熱錬工業株式会社 3120101021525
作業負荷軽減及び生産性向上を可能とする投入ロボット
の導入

阿波銀行

4385 2827111208 大阪府 森田加工所  
画像検査装置導入による自転車用変速ギア検査工程の生
産性向上

堺商工会議所

4386 2827111211 大阪府 袋谷タオル合資会社 2120103001245
泉州タオル産地におけるデザイン性の高いジャカード織バ
スタオルの企画販売

池田泉州銀行

4387 2827111212 大阪府 有限会社土屋製作所 4122002014301
工程集約による加工時間短縮と品質向上に対する取り組
み

大阪シティ信用金庫

4388 2827111216 大阪府 大同特殊工業株式会社 8120101003741
複合素材ベローズによる耐腐食大型フレキシブル管の開
発

アドバンスト・エム株式会社

4389 2827111217 大阪府 延行機工株式会社 2140001047867 製鉄業、製管業向け既設治具の保全事業への本格参入 播州信用金庫

4390 2827111219 大阪府 株式会社金型工芸社 7120901023345
磨きレス金型技術による自動車用金型の一括受注プロ
ジェクト

北おおさか信用金庫

4391 2827111220 大阪府 野村電子工業株式会社 6122001015793 樹脂成形用精密金型の高精度化及び生産性の向上 京都銀行

4392 2827111221 大阪府 智頭電機株式会社 1120001157792 複雑な形状の製品に対応するロボット研磨システム 三井住友銀行

4393 2827111224 大阪府 株式会社谷金属製作所 9122001004595 Ｉｏｔ社会到来を睨んだ「タレット型複合加工機」導入事業 のぞみ信用組合

4394 2827111227 大阪府 株式会社寿精密 7122001008854
最新設備導入と当社考案の刃物レス工法・磨きレス工法に
よって実現する付加価値向上の取組

尼崎信用金庫

4395 2827111228 大阪府 大和食品株式会社 3120101004240
高度食品安全認証基準に適合するための生産ラインの構
築

りそな銀行

4396 2827111230 大阪府 杉山金属株式会社 7120001157614
新機能搭載ビニール貼付機による品質高度化・作業効率
化技術の確立

京都信用金庫

4397 2827111233 大阪府 オーアイテック株式会社 2120101045079
自動車向け鍛造部品の加工精度向上による、事業の高付
加価値化

大阪信用金庫

4398 2827111235 大阪府 有限会社大東モールド工業 7122002011493 砂型鋳造法に用いる木型の生産性の向上 経営コンサルタント竹内淳朗

4399 2827111236 大阪府 株式会社シーキューブ 7122001018696
バーチャル空間及び数値計測を活用した新たなサービス
による事業拡大計画

株式会社中央ビジネスグルー
プ

4400 2827111237 大阪府 東海化成品株式会社 1122001019436
大型マシニング機と生産管理システム導入で大幅な生産
性向上を実現

八尾商工会議所

4401 2827111239 大阪府 藤塚精密金型株式会社 2122001006251
熱可塑性ＣＦＲＰ成形用金型の生産性向上の為の加工方
法の開発

東大阪商工会議所
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4402 2827111241 大阪府 手しごとうどん工房はちまん  独自開発した圧力釜を用いた弾力あるうどん店の展開
マネーコンシェルジュ税理士
法人

4403 2827111242 大阪府 本州印刷株式会社 2122001006904
多様なシート素材対応カッティング機導入による「売れる
パッケージ」製作の実現

近畿大阪銀行

4404 2827111245 大阪府 株式会社ルック 1120001174375
クロムフリーのステンレスネジ用のバレル電解研磨用電解
液等の開発

池田泉州銀行

4405 2827111248 大阪府 日本ラップ株式会社 6120001095699
超音波溶着の量産技術を獲得し製品製造という新たな事
業分野への参入を実現

阿波銀行

4406 2827111249 大阪府 常国鉄工株式会社 9120101038282
空調・冷熱、医療・バイオ工学関連機器等の成長市場への
挑戦

近畿大阪銀行

4407 2827111250 大阪府 株式会社羽車 1120101025577
「生産者から利用者までが手を傷つけにくい安全封筒」の
提案

堺商工会議所

4408 2827111251 大阪府 有限会社山﨑機工製作所 2122002015053 生産効率アップ実現へ向けた最新型ＮＣ旋盤の導入事業 のぞみ信用組合

4409 2827111256 大阪府 さくら精機株式会社 8122001018522
最新マシニングセンタ導入による、カード切出し機の生産
性革新

八尾商工会議所

4410 2827111258 大阪府 株式会社ヤナギモト 4120101007614 サンドクーラー導入によるコスト削減と品質向上計画 阿波銀行

4411 2827111266 大阪府 大徳工産株式会社 4120901009702
溶接工程のロボット化と工場のＩｏＴ化による多品種少量お
よび量産体制の確立

商工組合中央金庫

4412 2827111276 大阪府 荒木産業株式会社 2120001110065
バリアフリーに対応したインターロッキングブロックの製造・
販売

北摂マーケティング合同会社

4413 2827111282 大阪府 株式会社フリーテック 6120001025111 増産要請に対応した製版ワークフローの改善 大阪シティ信用金庫

4414 2827111284 大阪府 太陽パーツ株式会社 7120101004708 抱えることなく移乗できる介護用リフトの開発 堺商工会議所

4415 2827111285 大阪府 株式会社淀川金属 3120001159614
航空機市場参入に向けた加工技術の高度化とＩｏＴ導入に
よるトレーサビリティ体制の構築

ＦＭＢコンサルタンツ株式会社

4416 2827111286 大阪府 浪速精密株式会社 3120001013234
高性能画像寸法測定器導入によってニッチ戦略（精密金型
設計）の更なる強化を目指す

株式会社日本修身経営

4417 2827111287 大阪府 株式会社五枝精工 8122001002162
ドローン等に使用される軽量かつ高精度なチタン製ねじの
開発

大阪シティ信用金庫

4418 2827111289 大阪府 ダイワ金属株式会社 3122001021398
ＮＣ加工機導入による、アルミ押出加工業の顧客・商品分
野の拡大

椎原秀雄

4419 2827111291 大阪府 株式会社塚田 2120001132860
経営力強化のための次世代型ワイヤーカット放電加工機
の導入事業

永和信用金庫

4420 2827111293 大阪府 株式会社アラセ 5122001017650
レーザー彫刻とカットの複合加工機の導入による短納期
化、低価格化の実現

大阪信用金庫

4421 2827111297 大阪府 西村歯科口腔外科クリニック  
革新的な全身麻酔技術の確立による日帰り高度歯科治療
の展開

上田公認会計士事務所

4422 2827111298 大阪府 マツムラ電子工業株式会社 6120001018841 高機能ロボットを活用した、生産プロセスのイノベーション 南都銀行

4423 2827111300 大阪府 近畿中小企業溶接事業協同組合 3120905002968
ベトナム人技能実習生に理解してもらえる溶接研修と映像
教材の開発

京都信用金庫

4424 2827111308 大阪府 理研化学工業株式会社 9120001151169 多孔質筆ペン先成形工程の全自動化システムの導入 北大阪商工会議所

4425 2827111311 大阪府 第一紙器工業株式会社 6120001020913
特殊企画梱包物の即日配達ニーズへの対応強化及び販
促用什器への新展開

若杉公認会計士事務所

4426 2827111315 大阪府 株式会社京伸 2120001159937
真空チャンバー製造技術を応用した革新的新製品の企画
設計開発

京都信用金庫

4427 2827111318 大阪府 株式会社カワツカ製作所 8122001001528
ハイブリッド車用高精度・高品質の樹脂真空成型部品の製
造

大阪信用金庫

4428 2827111320 大阪府 株式会社テツ 4120001100543
プレス式穴あけ切断複合機を導入し、単工程することで、
納期短縮、製造コスト削減を図る事業

大阪シティ信用金庫

4429 2827111327 大阪府 星和ロジテム株式会社 3120901009554
多温度帯一括配送車の導入による多温度対応物流システ
ムの実現

井上大輔税理士事務所

4430 2827111337 大阪府 株式会社パークフォレスト 4120001165116
水耕栽培された高麗人参の生産能力増大と漢方原料への
応用

大阪信用金庫

4431 2827111338 大阪府 株式会社毛利書店 8120901025919
最新ＩｏＴ技術活用デジタルＰＯＰ配信・行動分析システム試
作開発による同業者との連携及び提供

北おおさか信用金庫

4432 2827111339 大阪府
阪南フーズパッケージング株式会
社

1120101040700
フィルム片混入の心配が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
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4433 2827111340 大阪府 株式会社モリモト医薬 7120901013726 小児用製剤及び医薬品包装の自動化装置の試作開発 リョウ会計事務所

4434 2827111342 大阪府 友信化学株式会社 2120101042027
高性能ビーズミルの導入による機能性塗料の製造工程改
善と分散技術の構築

池田泉州銀行

4435 2827111343 大阪府 久保井インキ株式会社 2120001078410 最新の撹拌設備導入による超微粒子インキの製造 小笠原会計事務所

4436 2827111344 大阪府 有限会社北新工業 2120102013646 高速プレス機械導入による生産能力向上計画 深山会計事務所

4437 2827111351 大阪府 村上精機株式会社 8120101007346
特殊材対応レーザー溶接機による高難度加工品の安定供
給体制構築

尼崎信用金庫

4438 2827111352 大阪府 ペガサスミシン製造株式会社 6120001036356
レーザー顕微鏡の導入によるミシンの高回転化、長寿命化
の向上

三井住友銀行

4439 2827111358 大阪府 株式会社奥ボーリング工業 4120901027019 水平堀知能ロボットによる地中配管施工システム 塩田恵税理士事務所

4440 2827111366 大阪府 タケダ金型株式会社 6122001016247
高精度３Ｄスキャンによる更新金型製造サービスの開始と
金型製造プロセスの高度化事業

三井住友銀行

4441 2827111368 大阪府 セイコーモールド株式会社 3122001003677
立型マシニングセンター導入による化粧品業界向けの一
貫した金型製作の実現

伊藤武展

4442 2827111369 大阪府 株式会社田積製作所 7120001017917
最新型タレットパンチプレス機導入による生産性改善と高
精度化の実現

高津拓也税理士事務所

4443 2827111370 大阪府 株式会社岩本モデル製作所 4120001147411
ＩｏＴ機能による成形品質データの監視、分析及びロボット
による生産性向上取組み

ＫＶＩ税理士法人

4444 2827111372 大阪府 野田金属工業株式会社 4122001005846
中工程の加工能力強化と本加工時間拡大による生産能力
増強計画

山口会計事務所

4445 2827111381 大阪府 湯本電機株式会社 5120001013942
ハイブリッド３Ｄ造形によるロボットパーツの軽量化および
精度の向上

中山寿光税理士事務所

4446 2827111385 大阪府 株式会社松村溶工所 2122001006565
５軸加工機とＩｏＴ導入による革新的工程集約と経営資源の
活性化

近畿大阪銀行

4447 2827111388 大阪府 有限会社プロメイド 7120002080583
金型とメカトロ機構を組み合わせた金型ユニットメーカーへ
の転身事業

三井住友銀行

4448 2827111394 大阪府 株式会社エムジェイテック 8120101026486
精密画像測定技術を用いた測定不可領域の克服と一括測
定による信頼性向上

紀陽銀行

4449 2827111404 大阪府 株式会社丸紀印刷 9120001182973
高性能カメラを利用した検査によるラベル印刷品質安定化
サービス

大阪シティ信用金庫

4450 2827111413 大阪府 株式会社しるし堂 6260003001427 ガルバノ方式Ｃｏ２レーザーによる精密な会社印彫刻 堺商工会議所

4451 2828110001 兵庫県 株式会社前田精密製作所 8140001010885 水素エネルギー社会に向けた金属加工技術の高度化 中小企業診断士山田修身

4452 2828110002 兵庫県 北條製餡株式会社 2140001061505
成人病や肥満を防ぎ、健康に良く美味しい「低糖質餡」の
開発

多田善計税理士事務所

4453 2828110003 兵庫県 有限会社衣笠木工所 5140002032353
化粧木箱専用テノーナ導入による生産効率の改善及び量
産体制の構築

兵庫県信用組合

4454 2828110004 兵庫県 サンテック株式会社 1140001021261
列車内メディア表示器用制御基板の開発および品質・生産
性向上

みなと銀行

4455 2828110005 兵庫県 株式会社クロサキ 2140001055903
地場産業であるカバン産業の発展に資するための縫製補
助器の生産性の向上

株式会社エフアンドエム

4456 2828110006 兵庫県 株式会社ヤブサダイナミックス 9140001051714
新規機械導入による業界初の革新的空調ダクトの普及化
事業

商工組合中央金庫

4457 2828110007 兵庫県 株式会社橋本鐵工 9140001065276
溶接ロボットと設備監視システムの導入による、高効率生
産体制の構築

商工組合中央金庫

4458 2828110008 兵庫県 株式会社テッケンサイトウ 1140001039873
鋼材幅１０００ｍｍ対応のＨ鋼加工ライン構築による、大型
プラント鉄骨供給事業

姫路信用金庫

4459 2828110009 兵庫県 有限会社藤原鉄工所 3140002062451
環境インフラ分野への展開に向けたより効率的な生産体
制構築

イグレック田中洋介

4460 2828110011 兵庫県 増栄工業株式会社 4140001061602
最新バンドソー切断機導入による、風力発電機用軸受鋼
の製造・販売事業

株式会社ゼロプラス

4461 2828110012 兵庫県 株式会社センコー 7140001059619
洗浄設備の導入による洗浄・乾燥工程の内製化に基づくレ
ンタル商品の付加価値向上事業

但陽信用金庫

4462 2828110013 兵庫県 株式会社ニッピ機械 4140001076402
極狭範囲塗付機能のロボット型自動水溶性接着剤スプ
レー糊付機の開発

みなと銀行

4463 2828110014 兵庫県 神東工業株式会社 8140001036336
患者の負担を軽減する歯科治療用ブレードの試作・開発に
よる革新的業績向上

三木商工会議所

144



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

4464 2828110015 兵庫県 株式会社ビークス 6140001056088
パネルゾーンに特化した一次加工需要の開拓及び販売事
業の創設

但馬信用金庫

4465 2828110016 兵庫県 長谷川電機工業株式会社 3140001050779
世界初スマート検電・検相器の開発、およびグローバル展
開

三菱東京ＵＦＪ銀行

4466 2828110018 兵庫県 株式会社細川鉄工所 3140001005337
耐震工事のトップから大型鉄骨の製作可能メーカーへの転
換計画

兵庫県信用組合

4467 2828110019 兵庫県 横田技研  
多様化するスマートフォンの需要増に伴う生産ライン用部
品の大型化及び高精度化

株式会社エフアンドエム

4468 2828110021 兵庫県 株式会社カコテクノス 8140001017377
ロボットと三次元計測器の組合せによる鉄道用部品のバリ
取り等無人化

みなと銀行

4469 2828110022 兵庫県 株式会社キド 7140001084666
ＩＴ活用による見積管理と原価・工程管理の標準化及び生
産性向上

淡路信用金庫

4470 2828110023 兵庫県 株式会社キタコウ 9140001038991
形鋼加工ラインの拡張による、大型鉄骨の生産効率化と
労働環境改善

株式会社ゼロプラス

4471 2828110025 兵庫県 関西鋼業株式会社 3140001048220
高精度平面研削盤と独自の熱処理技術の融合による短納
期、および超高精度の実現

商工組合中央金庫

4472 2828110027 兵庫県 ミツ精機株式会社 5140001085237
破壊靭性特性の高い新素材を用いた最新鋭航空機エンジ
ン部品加工の実現

株式会社クリエイション

4473 2828110028 兵庫県 株式会社三和製作所 8140001085077
ロボット試作開発部品の複合加工（旋盤加工＋ミーリング
加工）化による競争力強化

みなと銀行

4474 2828110029 兵庫県 和田山精機株式会社 1140001046928 Ｘ線回折装置を用いた高信頼性，高機能性金型の開発 但馬信用金庫

4475 2828110030 兵庫県 有限会社春日製作所 8140002013417
排ガス減少に貢献するクリーンディーゼル車エンジンの大
型金型部品の短納期実現

株式会社エフアンドエム

4476 2828110031 兵庫県 三和工作株式会社 5140001004816
多段階工程の集約による特殊装備車両部品の生産性向
上計画

株式会社エフアンドエム

4477 2828110033 兵庫県 マルニ製油株式会社 9120001058554
老化鉄構造物の安価で効率的な改修を実現する新規サビ
転換防蝕剤及び革新的補修方法の開発

みなと銀行

4478 2828110034 兵庫県 株式会社大井発條製作所 3140001038964
新方式ターボチャージャー専用の超精度ばね生産および
量産化計画

株式会社エフアンドエム

4479 2828110037 兵庫県 フルヤ工業株式会社 6140001041833 成形機の多機能化による高付加価値成形の実現 商工組合中央金庫

4480 2828110044 兵庫県 ダイシン工業株式会社 8140001046558
横型マシニングセンター導入による建設機械部品、試作プ
ロセスの効率化

養父市商工会

4481 2828110046 兵庫県 株式会社バイナル 7140001086712 モバイル用カード型バッテリーの開発 兵庫信用金庫

4482 2828110048 兵庫県 山本パッケージ株式会社 8140001062150
液状廃棄物を簡単かつ安全に廃棄できるようにした耐水廃
棄ボックスの開発・製造

兵庫県信用組合

4483 2828110050 兵庫県 株式会社北川製作所 7140001058463
高精密穴あけ・切断技術の獲得とＩｏＴ活用による、新製品
生産体制の構築

姫路信用金庫

4484 2828110051 兵庫県 株式会社大智鍜造所 1140001079201
ＩｏＴ・ＡＩ活用高性能エアースタンプハンマの開発・導入によ
る高難度鍛造品の製造力強化

池田泉州銀行

4485 2828110052 兵庫県 株式会社松本製作所 5140001061667
次世代火力発電システムを構成するガスタービン部品増
産体制の確立

株式会社エフアンドエム

4486 2828110054 兵庫県 昭和精機株式会社 7140001013286
中品種中量生産への変革と成型機メーカー市場への新規
参入

商工組合中央金庫

4487 2828110055 兵庫県 有限会社オハラ工芸 6140002047953
三次元ルーターの導入により加工品の品質と生産性向上
を実現

兵庫県信用組合

4488 2828110057 兵庫県 株式会社医科歯科技研 2140001026160
３Ｄプリントによる入れ歯製作と世界初歯型データの保管
復元サービス

但馬銀行

4489 2828110060 兵庫県 株式会社キクタ 1140001052133
半導体洗浄装置用真空容器の完全一貫生産化による品
質・生産性向上

播州信用金庫

4490 2828110061 兵庫県 株式会社岡常歯車製作所 1140001058155
最新板金加工用工作ロボットと稼働監視システム導入によ
る製品製造の高効率・高機能化

商工組合中央金庫

4491 2828110063 兵庫県 旭光電機株式会社 2140001007193 第四次産業革命導入による自社工場の生産プロセス改善 みずほ銀行

4492 2828110064 兵庫県 株式会社ホームドライ 9140001015396
洗濯機・乾燥機の増設によるワンコインスニーカークリーニ
ングの提供

日新信用金庫

4493 2828110065 兵庫県 ヒロセエンジニアリング株式会社 5140001050942
建築設備設計製作の一元化と市場拡大のための最新プラ
ズマ加工機導入

尼崎商工会議所

4494 2828110068 兵庫県 株式会社モリタ 2140001056133
世界へ販売網を広げる高級バックの持ち手の生産性向上
と一貫生産体制の構築

株式会社エフアンドエム
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4495 2828110070 兵庫県 株式会社カネシカ 9140001036244
食品加工用機械刃物の高精度化と短納期化を実現する一
貫体制の構築

株式会社エフアンドエム

4496 2828110076 兵庫県 株式会社田中鉄工所 3140001016441
精密医療機器部品加工の諸工程を半自動化するフレキシ
ブル生産体制構築

淡路信用金庫

4497 2828110077 兵庫県 株式会社宝角合金製作所 5140001061502
ＡＴＣ型複合加工機導入による大物金属加工の生産性向
上

姫路商工会議所

4498 2828110080 兵庫県 株式会社横山建設工業 2140001075158
溶接ロボットとＩｏＴ機能付機械監視システムによる鉄骨生
産の高度化

みなと銀行

4499 2828110081 兵庫県 株式会社三和 8140001013153
海外化学法規制対応吸湿剤の量産体制構築および品質・
生産性向上

商工組合中央金庫

4500 2828110082 兵庫県 オリエンタル鍍金株式会社 4140001015871
新規めっき工法による量産技術の開発及び自動生産設備
の構築

神戸商工会議所

4501 2828110083 兵庫県 伊福精密株式会社 6140001015738
軽合金素材での金属造形技術確立とリバースエンジニアリ
ング分野への進出

山陰合同銀行

4502 2828110084 兵庫県 株式会社梶原鉄工所 8140001058297
新型ＣＮＣ加工機と生産管理システム導入による高効率な
量産体制構築

姫路信用金庫

4503 2828110086 兵庫県 株式会社森川製作所 6140001076499
北播磨地区屈指のビッグデータを活用した精密板金加工
体制の構築

松下税務会計事務所

4504 2828110089 兵庫県 永井鋼業株式会社 2140001016541
無人化システム開発によるロックボルト需要増対策への事
業計画

みなと銀行

4505 2828110090 兵庫県 株式会社アイム 3140001056636
最新測量機器及び技術の地籍調査への活用と新事業の
開拓

香美町商工会

4506 2828110093 兵庫県 株式会社神戸酒心館 9140001002857
瓶燗火入れによる品質向上で更なる差別化とブランドアッ
プを行う

市川欽一税理士事務所

4507 2828110097 兵庫県 株式会社青山産業研究所 2140001092954
日本伝統工芸品「こはぜ」のアパレル市場などへの進出及
び生産体制の確立計画

兵庫県信用組合

4508 2828110098 兵庫県 大日電子株式会社 5140001049720
冶具脱着ロボット導入により信頼性・生産性を高めた基板
の生産体制の確立

池田泉州銀行

4509 2828110100 兵庫県 明精工業株式会社 8140001035577
板金加工設備の導入による製造体制の効率化と顧客満足
度の向上

播州信用金庫

4510 2828110102 兵庫県 株式会社ナデックス 1140001096080
小型化・軽量化が求められる環境関連機器製造の内製化
と量産体制の構築

日新信用金庫

4511 2828110103 兵庫県 株式会社ジャパックス 5140001007050 ３次元計測技術の複合化による生産性および品質の向上 りそな銀行

4512 2828110105 兵庫県 株式会社ヨーダイ 4140001076518 蓄電池産業に対応した加工精度と金型技術の確立 兵庫県信用組合

4513 2828110106 兵庫県 光洋建設株式会社 5140001085914 ＩＴ技術導入による「ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ」システムの構築 淡路信用金庫

4514 2828110109 兵庫県 株式会社ジェイテック 1140001004828
インダストリー４．０に繋がるマシニングセンターの導入と活
用

商工組合中央金庫

4515 2828110110 兵庫県 株式会社ミナトモデル 3140001047156
樹脂製品の１／１００ｍｍ台の精密加工実現とＮＣによる非
熟練工化

兵庫県信用組合

4516 2828110111 兵庫県 株式会社佐橋動物病院 2140001095734
動物病院における低コストで身体に負担が少ない癌治療
法の提供

猪名川町商工会

4517 2828110113 兵庫県 細見鉄工株式会社 3140001041308
タレットパンチプレス加工による鉄道車両機器部品の競争
力強化

松下税務会計事務所

4518 2828110115 兵庫県 まねき食品株式会社 4140001061676
遠赤自動フライヤー導入による生産量増、品質向上によ
り、商品開発の活発化と新たな販路開拓を狙う

株式会社ビジネスコンサルタ
ンツ

4519 2828110116 兵庫県 株式会社プレミアムグラス 5140001089915 超薄板機械分断プロセスの確立 京都銀行

4520 2828110118 兵庫県 白鷹株式会社 6140001069924
日本酒への負荷を軽減した濾過の技術革新と低温管理に
よる品質向上

西宮商工会議所

4521 2828110119 兵庫県 株式会社シカタ 7140001076267 バーコード連携一貫生産による高度な生産フローの改善 兵庫県信用組合

4522 2828110121 兵庫県 宏栄スプリング工業株式会社 7120001055198 高抗張力鋼（ハイテン材）の高速コイリング技術の確立 東京中央経営株式会社

4523 2828110122 兵庫県 株式会社大山木工 8140001058140
エッジバンダ機導入により生産性向上を図り、多様化する
顧客ニーズの実現に向けた生産体制の構築

兵庫県信用組合

4524 2828110123 兵庫県 株式会社大西製作所 5140001075361
ハイテン材を使った自動車部品を高精度・高品質に作り出
す金型製作

多可町商工会

4525 2828110125 兵庫県 三和鉄工株式会社 3140001043931 ＪＩＳＱ９１００の認証を活かした航空分野の拡大 ナカマネジメントセンター
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4526 2828110129 兵庫県 神沢鉄工株式会社 7140001036147
独自ブランド刃物の本格販売に伴う生産設備の高度化等
の体制構築

日新信用金庫

4527 2828110133 兵庫県 シマブンエンジニアリング株式会社 4140001044367
ＮＣ旋盤の導入による鉄鋼メーカー向け工場保守事業の拡
大

株式会社ゼロプラス

4528 2828110134 兵庫県 株式会社北神戸生コン 1140001019768
骨材水分の自動精密測定機導入により、品質が飛躍的に
向上する生コンの製造

徳島銀行

4529 2828110135 兵庫県 有限会社文高製作所 9140002038743
小物製品の短納期化と生産性の向上を目的とする効率的
な製造工程の開発

但陽信用金庫

4530 2828110136 兵庫県 株式会社きしろ 6140001034762 ワイヤー・型彫放電加工機導入による一貫生産の実現 百十四銀行

4531 2828110141 兵庫県 計測技研株式会社 8140001048620
ひび割れ位置・検出の高精度化を実現する遠隔ひび割れ
検出システムの試作構築

尼崎信用金庫

4532 2828110142 兵庫県 株式会社大豊製作所 5122001004211
ナノバブル技術を活用した洗浄技術向上と潤滑油削減に
よるボルト等の品質向上計画

株式会社エフアンドエム

4533 2828110144 兵庫県 大協工業株式会社 2140001041754
工業用ミシンの増産、高精度化、製造コスト引き下げを同
時実現する生産プロセスの革新

株式会社エフアンドエム

4534 2828110145 兵庫県 シモダフランジ株式会社 4140001039838
現場施工時間を短縮する鋼管杭用機械式継手の製造開
発

みなと銀行

4535 2828110147 兵庫県 加美電機株式会社 1140001075423 短納期要求に応える生産管理システムの構築 兵庫県信用組合

4536 2828110148 兵庫県 ＰＣ淡路  
ＩＣＴを活用した生産者と購買者が双方向の意思疎通が可
能かつ操作が簡易な生産物販売支援システムの開発

淡路市商工会

4537 2828110149 兵庫県 木下製罐株式会社 2140001015964
機械加工能力の整備による業界希な『画期的精密板金部
品の一貫生産体制』の確立

播州信用金庫

4538 2828110150 兵庫県 株式会社大島 4140001036067
精密板金加工の抜き工程完全無人化による超短納期生産
体制の構築

みなと銀行

4539 2828110151 兵庫県 ニチワ電機株式会社 6140001066517 ＨＡＣＣＰ全面義務化に対応する受注体制増強 松下税務会計事務所

4540 2828110152 兵庫県 株式会社高見商会 5140001076351 環境対応型塗料に対応できてない分野への進出 兵庫県信用組合

4541 2828110153 兵庫県 葵鋼業株式会社 4140001057427
複合５軸機を導入し高度な３次元加工による新生産システ
ムを構築する

姫路商工会議所

4542 2828110154 兵庫県 株式会社ソーエイ 4140001035036
ＬＥＤ－ＵＶ即乾印刷によるクレーム削減と顧客要望に応じ
たパッケージ印刷技術の確立・継承

税理士法人森田事務所

4543 2828110155 兵庫県 株式会社ヤスサカ 4140001063664
介護用エアマットレスの完全機械洗浄・消毒サービスの提
供

姫路信用金庫

4544 2828110156 兵庫県 株式会社モーラ 9140001029677
オリジナリティで人気の高い洋菓子の量産体制を確立、他
社と差別化、売上・利益を拡大

兵庫信用金庫

4545 2828110157 兵庫県
株式会社野生鳥獣対策連携セン
ター

3140001093480 野生動物用捕獲装置の電子制御システムの開発 丹波市商工会

4546 2828110158 兵庫県 株式会社共和電子製作所 6140001081425 少量生産の電子機器をより短期間に開発する体制の構築 尼崎信用金庫

4547 2828110159 兵庫県 アサヒ軽金属工業株式会社 5120001073490
ＩｏＴ自動塗布システムによるアルミ鋳造品ホーロー加工技
術向上

アズタックス税理士法人

4548 2828110160 兵庫県 有限会社リッシュ・ヴィー 3140002065529
欧州で企画デザインした自社製ＢＡＧ類を小売するＳＰＡ
（製造小売）事業

池田泉州銀行

4549 2828110163 兵庫県 竹原物産株式会社 1140001085653
自然の美味しさと安全・安心を両立させた画期的な調味食
材の開発

淡陽信用組合

4550 2828110164 兵庫県 株式会社船津鉄工所 1140001104479
最新ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による品質向上とリードタイム短縮
による生産性向上

但陽信用金庫

4551 2828110165 兵庫県 株式会社コンスメタル 8010701024941
溶接ロボットとＩｏＴの活用による、ホテル向け大型鉄骨の製
造・販売

三菱東京ＵＦＪ銀行

4552 2828110167 兵庫県 三友工業株式会社 9120001055626
発電機メンテナンス予約システムの構築による受注機会損
失の解消

三菱東京ＵＦＪ銀行

4553 2828110169 兵庫県 株式会社朝日プリント社 9140001057604 珠算用Ｂ４版問題集の生産プロセスの効率化 株式会社エフアンドエム

4554 2828110172 兵庫県 株式会社ＧＭＪ 8140001045056
タイヤ金型の仕上げ加工と文字彫刻加工を単工程化し、
生産性向上、コスト削減を図る事業

みなと銀行

4555 2828110173 兵庫県 株式会社伊藤拡播社 2140001040822
「ＵＶプリンタ」導入による生産性の向上、ならびに高付加
価値「看板」の製作

宍粟市商工会

4556 2828110175 兵庫県 テックス理研株式会社 2140001069515
ＯＮＥｔｏＯＮＥオーダーメイド非破壊検査装置のさらなる高
精度化と自動生産によるアジア諸国への新展開

税理士法人河田タックスマネ
ジメント
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4557 2828110176 兵庫県 株式会社ナチハマ 3140001044590
ビルメンテナンス業界向けのポリッシャー用パッド・ブラシ
の試作

神戸信用金庫

4558 2828110177 兵庫県 株式会社ウインブルヤマグチ 4140001074892
生産管理システムの導入による生産性向上及び納期の短
縮化

加東市商工会

4559 2828110178 兵庫県 株式会社山尾工作所 4140001035622
ホーミング複雑曲げ加工を蛇腹機構の金型とサーボプレス
機で実現

みなと銀行

4560 2828110179 兵庫県 兵庫県手延素麵協同組合 8140005006517
食物繊維等の栄養素を豊富に含む「手延素麺」の開発、お
よび量産体制の確立

龍野商工会議所

4561 2828110180 兵庫県 内藤機械株式会社 5140001060306
溶接ロボット活用による熟練者の技能伝承と生産能力増
強

伊予銀行

4562 2828110181 兵庫県 川平電機株式会社 2140001064838 生産管理システム導入による制御盤製造の効率向上 姫路信用金庫

4563 2828110182 兵庫県 株式会社インテリア・ノザキ 3140002008181 新たな需要の開拓による売上の維持・向上 北摂マーケティング合同会社

4564 2828110183 兵庫県 香住食研株式会社 3140001056339
日本食文化の世界発信を担う革新的な生産プロセスの確
立

香美町商工会

4565 2828110184 兵庫県 株式会社ＫＤＬ 6140001095755
矯正のための高精度、短納期のマウスピース製造システ
ムの構築

税理士法人ＶＥＲＴＥＸ

4566 2828110189 兵庫県 有限会社相互製作所 4140002049274
最新鋭３次元測定技術を活用したラピッドモールド工法の
確立

但陽信用金庫

4567 2828110190 兵庫県 有限会社敷津工作所 1140002061843
最新型サーボプレス機導入による高難易度・高精度加工
の実現と工程削減の取組み

多可町商工会

4568 2828110191 兵庫県 愛宕山工業株式会社 7140001036023
半製品供給力向上による地場産業の三木金物メーカーサ
ポート計画

兵庫県信用組合

4569 2828110192 兵庫県 株式会社神戸工業試験場 1140001014570
特殊素材の耐衝撃試験のための試験設備導入による生産
性の向上

播磨町商工会

4570 2828110195 兵庫県 株式会社ヴィラージュ 7140001096050
３Ｄ技術の導入による高品質クラシックカー再生の効率化
及び新規製品作製

多可町商工会

4571 2828110196 兵庫県 藤岡糊付所  
新たな擬麻加工の技術開発によるニット素材の生産拡大
の取り組み

多可町商工会

4572 2828110198 兵庫県 株式会社長田製作所 6140001076235
熱処理工程内製化による国産鋸鎌の生産体制確立と技術
伝承

但陽信用金庫

4573 2828110201 兵庫県 株式会社ＭＥＮ ＡＴ ＷＯＲＫ 2140001025047
清潔区域清掃における「銀イオンの殺菌力を活用した清掃
用モップ」の開発

芦屋市商工会

4574 2828110203 兵庫県 株式会社フジイ 8140001039149
今までにないオーダー家具の生産体制の構築と生活を豊
かに彩るブランドの確立

商工組合中央金庫

4575 2828110204 兵庫県 株式会社桜商会 4140001007893
メッセージ入りオリジナルスリーブで実現する、贈答品の付
加価値向上

商工組合中央金庫

4576 2828110206 兵庫県 株式会社豊田放射線研究所 1140001086379
放射線源の３次元の位置・強度を迅速に計測するステレオ
ガンマ線カメラの試作開発

池田泉州銀行

4577 2828110213 兵庫県 アイベステクノ株式会社 3140001057485
制御盤製造工程の自動化拡大及びＩｏＴ導入による生産性
向上

姫路商工会議所

4578 2828110219 兵庫県 阪神硝子工業株式会社 5140001013899
建築用曲面強化合わせガラスの受注寸法拡大のための製
造設備の増強と試作開発

兵庫県信用組合

4579 2828110221 兵庫県 ユウキ産業株式会社 5140001043748
３次元測定機導入による樹脂加工の高精度化と顧客の測
定負担軽減

兵庫県信用組合

4580 2828110224 兵庫県 株式会社中央機械製作所 6120001056858
顧客ニーズの高度化に対応し、競争力を強化するための
設備導入

池田泉州銀行

4581 2828110230 兵庫県 株式会社滝野自動車 7140001074865
安心・快適な観光バスをサポートする車検・点検サービス
の展開

加東市商工会

4582 2828110231 兵庫県 株式会社サンテック 1140001033100 ナノサイズの炭素粒子を用いた光吸収膜の開発 尼崎信用金庫

4583 2828110235 兵庫県 大和建工材株式会社 9140001049774
ステンレス製塔屋タラップの研磨工程へのロボット導入に
よる生産性の向上

商工組合中央金庫

4584 2828110237 兵庫県 株式会社コタニ 1140001076207
ＩｏＴ機能を備えた立体自動倉庫によってモノ・情報の流れ
を最適化する

商工組合中央金庫

4585 2828110238 兵庫県 有限会社ミヤワキ 8140002036723
立形マシニングセンタの導入による加工技術の高度化と競
争力強化の実現

但陽信用金庫

4586 2828110239 兵庫県 株式会社日海プラント機工 6140001009938
油圧門型リフター導入による重量物据付工事の効率化と
工期短縮

株式会社ＮＥＫＯ－ＫＥＮ

4587 2828110240 兵庫県 ビーエイチエヌ株式会社 9010001066691 免疫機能を向上させたアガリクスエキスの開発
東京中小企業投資育成株式
会社
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4588 2828110241 兵庫県 有限会社キタフジ 7140002069204
淡路島の魚を使ったプライベートブランド商品を開発し全国
へ発信！

蘆田総合会計事務所

4589 2828110245 兵庫県 シューラボラトリーコンドル  
新設備を導入し、足の形状をデジタル計測し正確な靴選び
とインソール製作の事業化

尼崎信用金庫

4590 2828110246 兵庫県 株式会社ドリーム 3140001033346
太陽光発電パネル１枚単位の健全性モニタリングシステム
構築に伴う設備投資

兵庫県信用組合

4591 2828110247 兵庫県 東洋ナッツ食品株式会社 1140001019041 ペースト製品の量産化体制の確立及び品質向上・安定化 神戸商工会議所

4592 2828110248 兵庫県 清水木工所  
ＣＡＤと自動裁断を利用した甲皮パーツ生産システムの革
新

谷川正税理士事務所

4593 2828110249 兵庫県 丸福化成株式会社 8140001063297
革製鞄・財布等の縫製における品質向上、および生産体
制の強化

福崎町商工会

4594 2828110251 兵庫県 株式会社新畑鉄工所 6140001080393
４軸マシニングセンター導入による水素ステーション用の水
素蓄圧器製造への対応

正木総合コンサル事務所

4595 2828110252 兵庫県 有限会社藤枝鉄工 4140002009154
次世代５軸加工機導入による高品質・短納期化の実現と
生産工程におけるｌｏＴ化の促進

笹倉会計事務所

4596 2828110253 兵庫県 株式会社コラボ 3140001077062
見守りシステム機能を搭載したコンテナ応急仮設住宅の試
作開発

加東市商工会

4597 2828110254 兵庫県 株式会社幸 8140001077421 生産力向上強化 林浩嗣税理士事務所

4598 2828110255 兵庫県 有限会社光洋工業所 4140002040811
複合旋盤導入による難加工材加工の工程短縮とワンストッ
プ生産体制の確立

中田聡公認会計士・税理士事
務所

4599 2828110256 兵庫県 株式会社辻川鉄工所 3140001060084
小型ＮＣ旋盤を導入し特殊鋼「試験片」の製造プロセスの
改善と生産性の向上を図る

播州信用金庫

4600 2828110259 兵庫県 株式会社田井鉄工野間 9140001075663 複雑形状の電装部品における外観検査自動化 多可町商工会

4601 2828110261 兵庫県 株式会社ヒロコーヒー 5120901008100
熱風式焙煎機導入による苦くない珈琲の実現及び新規顧
客の獲得

藤本敬子税理士事務所

4602 2828110262 兵庫県 品川水産株式会社 9140001085621
手作業が一般的な水産物の加工現場を、単に機械化する
だけでなく、複数の魚介を通年で加工する輪転生産に挑戦
する。氷結保存装置導入で、加工品を海外に輸出する

徳島銀行

4603 2828110265 兵庫県 株式会社福原精機製作所 1140001002393 ファインゲージ丸編機製作用目切盤の製造 中小企業診断士椎原秀雄

4604 2828110268 兵庫県 株式会社ＭＥＴＡＬ ＲＥＶＩＳＩＯＮ 7140001033128
ＡＩ、ロボット、ＩｏＴ技術の活用による薄板板金曲げ工程の
高度化

株式会社ゼロプラス

4605 2828110274 兵庫県 株式会社川善商店 7180001090248
高品質家具用丸革加工にも対応できる皮革塗装設備の導
入による製品提供の実施

商工組合中央金庫

4606 2828110276 兵庫県
ワイエスフィルタージャパン株式会
社

1120001104027 マルチ型スピンフィルターハウジング開発事業 尼崎信用金庫

4607 2828110278 兵庫県 巻幡軽合金株式会社 5140001005351
３Ｄプリンターと３次元ＣＡＤ／ＣＡＭを利用したアルミ製品
鋳造用の鋳型製作の革新的取組

正木総合コンサル事務所

4608 2828110283 兵庫県 株式会社いろは精肉店 2140001001072
精肉店の一頭買い仕入の弱みを克服する商品加工工程
の改善と新商品開発・販売

Ａｊビジネス・プランニング

4609 2828110289 兵庫県 末廣精工株式会社 8140001036369
高剛性・軽量チェンソー用ガイドバーの開発と生産体制の
構築

中国銀行

4610 2828110294 兵庫県 株式会社市川工業所 2140001063328
ロボットベンダー導入とＩｏＴ化による次世代デジタル工場へ
の変革

但陽信用金庫

4611 2828110298 兵庫県 伊東電機株式会社 1140001076058
３次元ＣＡＭと高速マシニングセンターを中核とするグロー
バルなものづくり革新

みなと銀行

4612 2828110299 兵庫県 株式会社オオガキテック 5140001042634
最新式溶接ロボット導入による溶接仕上げの高品質化及
び省力化の達成

但陽信用金庫

4613 2828110302 兵庫県 日東工業株式会社 6140001038623
最新型プレスブレーキによる曲げ加工の内製化と板金加
工工程の革新

株式会社ゼロプラス

4614 2828110305 兵庫県 株式会社カミック 2140001075430
部分結束機導入による水中ポンプ用高効率（省エネ）モー
ターの生産性向上

多可町商工会

4615 2828110308 兵庫県 株式会社オーク 3140001055852
ＭＥＭＳデバイスを用いた革新的な支持力管理システムの
導入による顧客満足の向上

豊岡市商工会

4616 2828110310 兵庫県 株式会社耐熱性酵素研究所 5140001030696
高性能な酵素精製装置を用いた効率的かつ均一な製品品
質を達成する量産体制の確立

ＫＶＩ税理士法人

4617 2828110311 兵庫県 三清ゴム工業株式会社 8140001016107 軽量で装飾性に優れた筋電義手用グローブの量産 淡路信用金庫

4618 2828110314 兵庫県 有限会社旭東精工 3140002001434
超高性能粉末成型機の設計、開発による微小・高精度ガラ
ス絶縁部品製造

株式会社クリエイション
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4619 2828110317 兵庫県 株式会社藤原組 7140001015373 ｉ－ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎによる小規模省力化施工 兵庫県信用組合

4620 2828110320 兵庫県 佐藤精機株式会社 5140001059109
ロケット用の３次元複雑形状の小型部品に対する製造体
制の構築

みなと銀行

4621 2828110322 兵庫県
有限会社アイエヌインターナショナ
ル

2140002012597
小規模ビールの増産体制構築と常温保管実現による販路
拡大事業

兵庫県信用組合

4622 2828110323 兵庫県 有限会社大福屋 7140002061821
和菓子屋による地域の味覚食感に合う新しい洋菓子ワッフ
ルの開発

兵庫県信用組合

4623 2828110328 兵庫県 山田鋼材株式会社 7140001036394 鋼材卸売業では兵庫県下初の生産管理システム導入事業 松下税務会計事務所

4624 2828110329 兵庫県 国際振音計装株式会社 5120001063797
振動シミュレーション摩耗試験装置開発による振動摩耗評
価事業の拡大

尼崎信用金庫

4625 2828110333 兵庫県 ｉＣＯＭ技研株式会社 9140001077172
協働ロボット導入による多品種少量生産工程の効率化、お
よび職人技のデータ化

加東市商工会

4626 2828110335 兵庫県 株式会社信永製作所 9140001079367 配電盤、制御盤の需要増に対応する高生産体制の構築 松下税務会計事務所

4627 2828110338 兵庫県 ユーシステム株式会社 2140001079068
ＩＯＴと全自動曲げロボットで生産能力アップ・短納期・コスト
削減を実現

阿波銀行

4628 2828110341 兵庫県 ヒロデンタルクリニック  「歯の形態バンクサービス」の開発と普及 播州信用金庫

4629 2828110345 兵庫県 株式会社蒼龍刃物製作所 9140001036392 土木用転造盤自動機導入によるセパレーターの生産強化 尼崎信用金庫

4630 2828110359 兵庫県 タケウチ縫工  
３ＤＣＡＤ、ＣＡＭシステムの導入による新たな生産体制の
確立

丹波市商工会

4631 2828110365 兵庫県 株式会社兵庫精密工業所 6140001014707 ＩｏＴ活用による多品種少量生産システム 淡路信用金庫

4632 2828110375 兵庫県 株式会社小西印刷所 1140001068781
検査カメラ付き折機導入による印刷物検査の精度向上と
生産性向上

経営創研株式会社

4633 2828110376 兵庫県 大屋商店（大屋明姫堂）  
老舗モナカ店が生んだ大人気新商品の量産体制構築のた
めの新設備導入

日新信用金庫

4634 2828110379 兵庫県 株式会社協和精機製作所 8140001078262
ＬＥＤヘッドライト用光学系金型のタイコレス高精度加工技
術の確立

中小企業診断士柳辰雄

4635 2828110380 兵庫県 日本鉄盤株式会社 6140001015622
高速鉄道車輌部品のコスト低減による国際競争力向上化
事業

池田泉州銀行

4636 2828110381 兵庫県 株式会社プラ•メイド 6140001081978
５軸マシニングセンターと専用のＣＡＤ／ＣＡＭ導入による
樹脂金型の革新的製造

伊丹商工会議所

4637 2828110382 兵庫県 株式会社協栄 4140001089247
経年損傷を有するＰＣ橋梁点検及び調査分野への事業拡
大

猪名川町商工会

4638 2828110384 兵庫県 株式会社ニック 7140001046864
クラウド活用によるレイアウト・印刷・封入・発送の企業向け
ワンストップサービスの提供

朝来市商工会

4639 2828110386 兵庫県 株式会社サクライ 1140001042968
高機能アタッチメント附加による大型５面加工機の高付加
価値の実現

みなと銀行

4640 2828110387 兵庫県 株式会社日産精機工作所 4140001044598
大形環状部品の分割加工によるリードタイム短縮と生産性
向上の為の事業

みなと銀行

4641 2828110388 兵庫県 株式会社共立ダイカスト加工所 6140001048515
高性能輪郭制御機能付きマシニングセンタ導入による生産
性向上と付加価値向上の取組

北おおさか信用金庫

4642 2828110391 兵庫県 株式会社クシロ 6140001079329
最新設備導入による医薬錠剤分包機のモジュール部品の
一貫製造とその組立事業への参入

川西市商工会

4643 2828110399 兵庫県 木村工業株式会社 5140001034771
高性能破砕機導入による木質チップ（バイオマス燃料）の
生産合理化

長沼税務会計事務所

4644 2828110400 兵庫県 株式会社Ｅ・テック 1140001023992
多様なウイルスや細菌の感染予防の為の、新規手指消毒
剤の試作開発

みなと銀行

4645 2828110402 兵庫県 株式会社コスモ 8140001046806 森林総合整備維持管理の「三次元データサービス」の提供 朝来市商工会

4646 2828110405 兵庫県 株式会社豊稔企販 8140001036575
自動熱処理ロボットシステムの導入による鎌製造ラインの
連続化と納期・コスト・品質の革新的改善

正木総合コンサル事務所

4647 2828110406 兵庫県 三和工業株式会社 8140001055047
高性能ＮＣ旋盤の導入と生産体制の見直しによってニッチ
戦略の更なる強化を目指す

尼崎信用金庫

4648 2828110410 兵庫県 株式会社千代木工 6140001043061
生活インテリア商品のプロセス革新と新商品開発による経
営力強化

兵庫県信用組合

4649 2828110413 兵庫県 株式会社三木歯車製作所 7140001036642
医薬装置向けキーパーツの増産及び高精度実現のための
設備投資

みなと銀行
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4650 2828110421 兵庫県 大日化工株式会社 4140001078555
多品種小ロット生産に対応したＩＯＴ活用生産管理システム
導入

池田泉州銀行

4651 2828110424 兵庫県 株式会社坪田測器 9140001035163
第四次産業革命で増大する基板実装の需要獲得を目指し
た生産体制の強化

株式会社クリエイション

4652 2828110432 兵庫県 株式会社ＳＴＡＲ　ＣＲＡＦＴ 5140001077903
３ＤプリンタとＩｏＴ機能活用による自動車整備業の革新的ビ
ジネスモデルの構築

ＦＭＢコンサルタンツ株式会社

4653 2828110433 兵庫県 有限会社ニットカインドトータル 3140002052576
アナログ作業をデジタル化することで生産効率を向上させ
る

但陽信用金庫

4654 2828110434 兵庫県 日成化学鍍金工業株式会社 9140001050567
廃水処理能力の向上による有害物質等の削減および生産
性・効率性向上

兵庫県信用組合

4655 2828110437 兵庫県 米田工機株式会社 9140001005505
樹脂ベルトを採用したスパイラル型加熱冷却装置の先駆
者を目指すための設備投資

みなと銀行

4656 2828110439 兵庫県 きたみち歯科医院  高精度技工の内製化による世界基準の治療の普及 姫路信用金庫

4657 2828110440 兵庫県 内外機商株式会社 1140001082659
口腔内崩壊錠に対応した錠剤に荷重をかけない錠剤回収
機の開発

りそな銀行

4658 2828110449 兵庫県 有限会社堀越精工 4140002053202
高精度加工機及び多関節ロボットの導入による新分野へ
の挑戦

但陽信用金庫

4659 2828110450 兵庫県 株式会社スマート・ロジ 5120901016350
日本初自動挟み込みラインの導入による生産性向上プロ
ジェクト

三井住友銀行

4660 2828110451 兵庫県 ガウス株式会社 7140001039777
高機能粉末射出成形品の製造での混合・混練工程の改善
に向けた設備導入

みなと銀行

4661 2828110452 兵庫県 田治米合名会社 1140003006450
海外に向けての食中純米酒の更なる品質向上と革新的な
物流改革

但馬銀行

4662 2828110458 兵庫県 株式会社ショウワ 8140001053447
食品及び医薬品物流卸業向け洗浄乾燥機用新型ガス式
加熱装置開発

尼崎商工会議所

4663 2828110465 兵庫県 日本ワヰコ株式会社 3120001019339
非鉄金属部品の二次加工による既存顧客との関係深耕及
び新規顧客開拓

近畿大阪銀行

4664 2828110471 兵庫県 株式会社クメダ精密 8140001036237 「無負荷空中クランプ方式」を用いた当社装置の拡販事業 みなと銀行

4665 2828110472 兵庫県 摂津ダイカスト株式会社 3140001013389
ＩＯＴ対応ダイカスト鋳造機の導入に伴うＡＩソフトの開発によ
る高度生産技術の構築（飛躍的な品質及び生産性向上の
実現）

株式会社ダイワマネジメント

4666 2828110473 兵庫県 株式会社サンアクティス 6120001080024 パイナップル残渣（皮・芯等）の再資源化計画 古屋敷博文税理士事務所

4667 2828110475 兵庫県 有限会社西山鉄工所 8140002061911
高利益率製品の受注拡大を図るための小規模でもキラリ
と光る会社への変革

イグレック田中洋介

4668 2828110479 兵庫県 フジック釣具工業株式会社 9140001075085
顧客と共有できる在庫管理システムの導入による生産能
率の向上事業

加東市商工会

4669 2828110481 兵庫県 藤一織物有限会社 7140002062084
ＩｏＴを活用した高度生産体制の導入及び海外展開向け製
織体制の確立

多可町商工会

4670 2828110483 兵庫県 株式会社コーワ 2120001014860
自動はんだ付け装置開発によるＬＥＤ照明器具の品質向
上・生産性向上

御堂筋税理士法人

4671 2828110486 兵庫県 株式会社まるふじ 3140001075917
画像寸法測定器を導入し製品形状数値化による品質生産
性の向上

三井住友銀行

4672 2828110488 兵庫県 株式会社加古川製作所 2140001042579
最新鋭ターニングセンター導入による航空機部品金型の
品質および生産能力向上

但陽信用金庫

4673 2828110490 兵庫県 株式会社三栄 3140001013067
ＰＵＲ接着による縁貼り加工の実現による低圧メラミン化粧
板の新市場対応

株式会社ダイワマネジメント

4674 2828110491 兵庫県 臼井商店  
スキー板の溝加工設備導入による競技スキー客を中心と
した新規顧客獲得

多可町商工会

4675 2828110493 兵庫県 宮武鉄工株式会社 1140001061852
ＣＮＣフライス盤導入によるプラントメンテナンス納期短縮
及び事業拡大

みなと銀行

4676 2828110494 兵庫県 株式会社中精機 9140001075746
順送金型設計の３Ⅾ化による絞り設計の効率化と高品質
製品の生産計画

多可町商工会

4677 2828110495 兵庫県 株式会社シンテック 3140001036349
加工・組立工程の効率化による生産性向上と新規分野へ
の取組

イグレック田中洋介

4678 2828110496 兵庫県 新日本溶業株式会社 2140001029741
独自のレーザー焼入法による、高性能低価格破砕機用
カッターの開発と量産体制確立

近畿大阪銀行

4679 2828110497 兵庫県 株式会社日東社 3140001060547 ＩｏＴ導入による見えるおしぼり生産システム構築
株式会社Ｍａｓｕｄａビジネスコ
ンサルタンツ

4680 2828110502 兵庫県 株式会社ＹＡＮＥＳＥＫＯ 7140001089517
レッドコードを用いたスポーツ選手が効率的に体幹を鍛え
るトレーニングの開発

但陽信用金庫
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4681 2828110504 兵庫県 有限会社都冷蔵 6140002069064
淡路島産の玉葱を活用した新たな付加価値の創造事業
“Ｂ ｔｏ Ｂ”のその先へ、“Ｂ ｔｏ Ｃ”へ

徳島銀行

4682 2828110505 兵庫県 有限会社Ｍファイン技術サービス 7140002060328
省スペースと低コストを実現できる新たなバイオトイレの開
発

経営コンサルタント竹内淳朗

4683 2828110506 兵庫県 有限会社浜田鉄工所 6140002011967
加工中の「ビビり」を抑制して高面粗度を維持する加工方
法の開発

商工組合中央金庫

4684 2828110508 兵庫県 株式会社新興精機製作所 8140001059254
車載用電装品の生産性向上を目指し、ＩｏＴ技術とロボットを
導入した自動生産技術の開発

伊予銀行

4685 2828110509 兵庫県 株式会社昭和製作所 8140001016263
三次元測定機の導入による自動車用シート等木型の品質
向上

日新信用金庫

4686 2828110511 兵庫県 髙丸工業株式会社 1140001049856 中小企業向けロボットシステム製造体制の確立 尼崎信用金庫

4687 2828110514 兵庫県 神戸電気工業株式会社 4140001068705
スイングチェックシステムと連動させた新規バッティングマ
シンの開発

尼崎信用金庫

4688 2828110516 兵庫県 明昌機工株式会社 4140001041348
超精密位置決め機構の軽量・コンパクト化を実現する為の
直線駆動機構の開発

丹波市商工会

4689 2828110523 兵庫県 石崎プレス工業株式会社 5140001078042
極薄刻印残厚の実現による充電式補聴器用リチウムイオ
ン電池ケースの開発

伊田税理士事務所

4690 2828110526 兵庫県 株式会社糸井樹脂製作所 4140001012506
高精度立形マシニングセンタ導入による次世代産業向け
精密加工技術の開発

神戸信用金庫

4691 2828110529 兵庫県 ハリマ工業株式会社 4140001076410
熟練技術を要する手作業からロボットを活用した革新的生
産方法への工法転換

姫路商工会議所

4692 2828110536 兵庫県 廣田縫工株式会社 8140001075838 ＩＯＴ（単品管理システム）連動型形状記憶安定設備の導入 みなと銀行

4693 2828110539 兵庫県 株式会社大野社 8140001012675 ＷＥＴ系バルブに使用されるダイヤフラムの新製品開発 株式会社クリエイション

4694 2828110542 兵庫県 タキエンジニアリング株式会社 9140001041780
液中の超微小粒子を吸着する革新的原理を用いた吸着材
の開発

兵庫県信用組合

4695 2828110561 兵庫県 藤宏商事  
精密汎用旋盤（カスタム旋盤）を導入し、金属加工や試作
品製造の短納期化、低コスト化を実現させる事業

株式会社Ｍａｓｕｄａビジネスコ
ンサルタンツ

4696 2828110570 兵庫県 有限会社ウチノ 4140002058804
無添加無化調の事業用レトルト惣菜の開発による若年層
への食育の貢献

共同会計事務所

4697 2828110582 兵庫県 株式会社テクノス 5140001053193 自己再生機能付き粉体トラップフィルターの試作開発 尼崎商工会議所

4698 2828110584 兵庫県 富士インキ工業株式会社 3120001058089
アルミ箔用グラビアインキ加工に関する独自工程確立と技
術サービスの向上

南都銀行

4699 2828110586 兵庫県 カルモ鋳工株式会社 2140001004629
ＩｏＴを活用した、鉄道車両用の大型高精度部品の一体加
工工法開発

日新信用金庫

4700 2828110596 兵庫県 福伸電機株式会社 5140001063589 完全無人化を実現！ＩｏＴ活用ロボットセルの自社構築 長谷川・森会計事務所

4701 2828110598 兵庫県 神戸鈑金工業株式会社 9140001004341
先進的な切断加工技術の導入とＩｏＴ技術の活用による生
産性の向上

株式会社ゼロプラス

4702 2828110599 兵庫県 株式会社大成電機工業所 5140001049638
顧客管理システムと加工機械導入による緊急修理能力の
劇的な向上

兵庫県信用組合

4703 2828110602 兵庫県 尾上組有限会社 1140002052982
「伝統構法」における木材整形工程の自動化による生産性
の向上

福崎町商工会

4704 2828110604 兵庫県 共栄テクノス株式会社 1140001045491
精密鋳造品補修工程の大幅短縮及びＩｏＴを活用した顧客
との情報共有

姫路信用金庫

4705 2828110606 兵庫県 株式会社エヌエープロテック 6140001047905
高張力鋼板成形を金型成形からプレス曲げ成形へ革新、
ＱＣＤを大幅に向上させる

野垣浩公認会計士・税理士事
務所

4706 2828110607 兵庫県 株式会社山一金属製作所 6140001083116
ネジ切り工程自動化による薄板精密加工製品の生産体制
の強化

松下税務会計事務所

4707 2828110615 兵庫県 是常精工株式会社 5140001076203
マシニングセンター加工におけるＩｏＴを活用したＦＭＳの構
築

但陽信用金庫

4708 2828110616 兵庫県 竹内鉄工株式会社 6140001038400
柱大組立溶接ロボットと最新ＩｏＴ機器導入による、大型鉄
骨の生産革新

兵庫県信用組合

4709 2828110619 兵庫県 有限会社オノマシナリー 5140002047938
特徴ある高機能ＣＮＣ旋盤の導入・活用により受注の大幅
拡大を図る

姫路商工会議所

4710 2828110626 兵庫県 株式会社岡田シェル製作所 7140001085458
成長市場をとらえた新生産体制構築に向けた革新的な生
産プロセスの改善

イグレック田中洋介

4711 2828110627 兵庫県 株式会社ナカノテック 1140001050418 高効率・高圧クーラントシステムによる生産性の向上 兵庫県信用組合
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4712 2828110628 兵庫県 山陽アルミ工業株式会社 1140001058898
ＮＣ加工機導入により小ロット・短納期での高性能製品及
び新製品製作の実現

兵庫県信用組合

4713 2828110632 兵庫県 フミオ工業株式会社 6140001056096
革鞄等の裁断工程のロボット化による加工制御条件分析・
蓄積を生かした生産性向上計画

株式会社エフアンドエム

4714 2828110634 兵庫県 株式会社善太 4140001086269 自社農産物によるオリジナル商品の生産効率の向上 森優子税理士事務所

4715 2828110636 兵庫県 きみえ歯科  
独自の高齢者向け生活診断システム導入による革新的矯
正治療の実施

但陽信用金庫

4716 2828110642 兵庫県 株式会社ハンシン 9140001013887
有機ＥＬテレビ製造装置部品の寸法高精度化とその生産
性の両立

大野博明税理士事務所

4717 2828110644 兵庫県 株式会社汎建大阪製作所 4140001035820 ロボット活用によるエンジンマフラー生産性向上 山陰合同銀行

4718 2828110652 兵庫県 株式会社ｃｈｒｏｍｏｃｅｎｔｅｒ 8270001004536 ｉＰＳ細胞等への染色体解析事業の処理能力拡張 朝日税理士法人

4719 2828110658 兵庫県 ｋｕｌｉ－ｋｕｌｉ
こどもがデザイナーになり、自分のブランドを販売するサー
ビス

淡路信用金庫

4720 2828110661 兵庫県 大洋物産株式会社 5140001085105
乾燥わかめの革新的な生産プロセス改善とふんわり仕上
げを実現する機械装置の導入

みなと銀行

4721 2828110667 兵庫県 ホルトプラン合同会社 3140003010979 ＩｏＴ対応型環境センサの試作 レクタス会計事務所

4722 2829110001 奈良県 株式会社ＡＳＡＫＵＲＡ 2120001026047
次世代ＬＰガス容器（ＦＲＰ製高圧ガス容器）アウターケース
の量産化

ＮＰＯ法人ＡＴＡＣ・ＭＡＴＥ奈
良

4723 2829110004 奈良県 株式会社ＡＥファステック 4150001006936
新国際規格に対応した新構造の緩み止めナット・ボルトの
開発と事業化

公益財団法人奈良県地域産
業振興センター

4724 2829110005 奈良県 マルニケミックス株式会社 3150001014320 多色ブロー新規成形法に依る新デザイン容器の開発
ＮＰＯ法人ＡＴＡＣ・ＭＡＴＥ奈
良

4725 2829110006 奈良県 株式会社藤井利三郎薬房 9150001016138
難儀な原材料に挑戦！漢方便秘薬開発への新たな取り組
み

吉野町商工会

4726 2829110009 奈良県 三和工機株式会社 8150001005835
回転機械の性能を支えるメカニカルシールの大径化に欠
かせない研削技術の高度化

株式会社エフアンドエム

4727 2829110010 奈良県 フジエダ珈琲株式会社 2150001006070
業務用珈琲事業から消費者向け珈琲事業へ進出する経営
革新事業

公益財団法人奈良県地域産
業振興センター

4728 2829110013 奈良県 株式会社Ｍ．Ｔ．Ｃ 6150001014796
新しい金属接合工法の試作・開発と用途拡大の為の新規
設備導入事業

公益財団法人奈良県地域産
業振興センター

4729 2829110015 奈良県 有限会社上田玄米茶屋 7150002009803
自動冷却焙煎機導入による品質保証・増産・コスト削減の
体制の構築

奈良中央信用金庫

4730 2829110017 奈良県 橋本印刷株式会社 6120001021300
個人情報保護の厳格化に対応する透かし防止両面印刷封
筒の短納期化

株式会社エフアンドエム

4731 2829110021 奈良県 株式会社エフ・エー・テック 4150001015771
高度医療機器・分析器材用に必要な超精密部品製造シス
テムの構築

奈良中央信用金庫

4732 2829110022 奈良県 有限会社日東工作所 5150002004236
アルミ製品の高品質・低コストのベストミックスと短納期対
応で高度化する顧客ニーズに応える

南都銀行

4733 2829110023 奈良県 ネオアグリ・アース株式会社 7150001019893
ヤマブシタケを紙の『バイオマス資源』で栽培する方法を開
発する

南都銀行

4734 2829110024 奈良県 三共電業有限会社 1150002010964
最新ＣＮＣ旋盤の導入で新形状銅管端子製造工程の量産
体制確立

南都銀行

4735 2829110025 奈良県 株式会社宮本金型製作所 8150001007328 次世代火力発電プラントのための量産金型の試作開発 兵庫太和税理士法人

4736 2829110026 奈良県 梅本樹脂工業株式会社 7150001014440
セルロースナノファイバー複合化プラスチックの製品化開
発

商工組合中央金庫

4737 2829110028 奈良県 株式会社針田鉄工所 8150001009489
溶接ロボットの導入による、コンバージョン向け事業の生産
体制構築

南都銀行

4738 2829110030 奈良県 ダイワ産業株式会社 4150001010657
木材に高精度な細密加工・低コスト化を図る高速加工、且
つ３Ｄ加工が出来る高速スピニング小型ＮＣルータの導入

南都銀行

4739 2829110032 奈良県 有限会社東島鉄工 2150002011532
ロボット導入によりエンジニアリングから製造へのシフトを
強化する

大阪シティ信用金庫

4740 2829110033 奈良県 株式会社ならにっか 5150001006002
奈良県内農家との機能分化・連携による奈良県産野菜の
流通量増加

公益財団法人奈良県地域産
業振興センター

4741 2829110034 奈良県 株式会社今西清兵衛商店 6150001000227
生酒製造体制の革新と共に、本物の日本酒で世界を酔わ
せろ！

公益財団法人奈良県地域産
業振興センター

4742 2829110037 奈良県 田村薬品工業株式会社 3120001084226
監視システム構築によりＡＩを活用した生産時の品質管理
レベル強化

公益財団法人奈良県地域産
業振興センター
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4743 2829110038 奈良県 株式会社中谷化学工業所 8150001014902
プラスチック成形における品質向上と生産性向上を同時に
実現する生産拡大計画

南都銀行

4744 2829110039 奈良県 倉本酒造株式会社 5150001005383
日本酒版ドメーヌ蔵が白ワインに挑む、グレープフルーツ
香を醸す醸造技術の確立

公益財団法人奈良県地域産
業振興センター

4745 2829110041 奈良県 貞光歯科医院  
顎機能異常治療のための顎データベース構築による国内
治療レベルの向上

南都銀行

4746 2829110042 奈良県 酒井伸線株式会社 2150001005816
極細線再伸線加工用母材の大型化による大幅な生産性の
改善

公益財団法人奈良県地域産
業振興センター

4747 2829110044 奈良県 株式会社北岡本店 1150001016054
超高温、短時間殺菌、冷却による安心・安全なノン・低アル
コール飲料の商品化

公益財団法人奈良県地域産
業振興センター

4748 2829110046 奈良県 株式会社サカガミ 7150001016222
多面加工実現と内製化整備による納期・コスト・精度・生産
性の改革事業

大淀町商工会

4749 2829110048 奈良県 株式会社たつみや製作所 9150001013011
高層建築物に用いるカーテンウォール用耐火ボードの生
産性向上の実現

南都銀行

4750 2829110055 奈良県 株式会社ニューロータリー 8120001157935
誤飲リスクを最低限に引き下げる錠剤包装用の新素材の
開発

京都銀行

4751 2829110057 奈良県 米田薬品工業株式会社 2120001025742
顆粒剤異物検査装置導入による異物混入対策への取り組
み。

南都銀行

4752 2829110060 奈良県 株式会社東谷製作所 1150001016104 より高度なパイプ加工に対応するための生産体制の確立 南都銀行

4753 2829110062 奈良県 株式会社大倉本家 9150001012509
ご神酒として伝承されてきた水酛仕込み「濁酒」の品質向
上と倍販に向けた製造工程の革新

公益財団法人奈良県地域産
業振興センター

4754 2829110065 奈良県 株式会社新踏社 3150001000989
オリジナルから社会貢献まで－１冊の【ノーモ】から拡がる
顧客ニーズ開拓事業

南都銀行

4755 2829110066 奈良県 奈良豊澤酒造株式会社 9150001001742
奈良県産米に特化した新商品『儀助（ぎすけ）』開発のため
の製造環境の整備

南都銀行

4756 2829110067 奈良県 大和化学工業株式会社 1150001013745
医療・介護用口腔ケア商品を量産化して社会に貢献する
試作、開発

公益財団法人奈良県地域産
業振興センター

4757 2829110072 奈良県 株式会社吉田屋 4150001016076
あたたかい葛ムースの試作開発と小容量・カップ充填機の
新規導入

公益財団法人奈良県地域産
業振興センター

4758 2829110073 奈良県 株式会社岸本製作所 5150001012644 溶接ロボットによる迅速確実なスポット溶接プロセスの構築
公益財団法人奈良県地域産
業振興センター

4759 2829110074 奈良県 智原測量設計株式会社 2150001013059
レーザースキャナー搭載型ドローンによる３次元地形モデ
ル作成事業

税理士事務所ＳＢＬ

4760 2829110079 奈良県 テクノス株式会社 6150001001431
コストダウンを実現した歯科医療向け蛍光輝度測定装置の
試作開発

公益財団法人奈良県地域産
業振興センター

4761 2829110085 奈良県 岩崎工業株式会社 2150001005584
新素材と革新的な３色同時成形技術を用いた高付加価値
容器の実現

商工組合中央金庫

4762 2829110086 奈良県 技研パーツ株式会社 4150001006457
ステンレス球体粉を使用したサクションフィルターの量産化
計画

奈良中央信用金庫

4763 2829110087 奈良県 梅乃宿酒造株式会社 8150001012402 果実酒と清酒を融合させた新規発泡性酒類の開発
公益財団法人奈良県地域産
業振興センター

4764 2829110091 奈良県 三和工業株式会社 2150001010502
試作から量産まで一貫生産を可能にするための小ロット・
高精度加工の実現計画

南都銀行

4765 2829110094 奈良県 株式会社ＭＯＮＡコーポレーション 2130001006023
自動車内装向け高成型３次元加飾フィルムの開発に伴うラ
イン改良

公益財団法人奈良県地域産
業振興センター

4766 2829110097 奈良県 Ｋ　ＣＯＦＦＥＥ  
最新式焙煎機導入によるクラウド型生産プロセスへの革新
事業

大和郡山市商工会

4767 2829110100 奈良県 株式会社東山 4150001006696 新しい筆記具用の芯の開発 奈良県商工会連合会

4768 2829110101 奈良県 治道精密  超高速マシニングによる超高付加価値部品加工 大和郡山市商工会

4769 2829110103 奈良県 株式会社野村工具製作所 8150001001909
高精度加工機と搬送ロボット導入による生産能力増強と新
規市場への進出

南都銀行

4770 2829110110 奈良県
株式会社クッキングサポートサービ
ス

4150001015111 安心、安全で尚且つ地域密着の食品の製造 上牧町商工会

4771 2829110111 奈良県 株式会社飛鳥園 7150001000143
文化財写真のウェブ配信・提供及び一般公開サービスの
構築

公益財団法人奈良県地域産
業振興センター

4772 2829110112 奈良県 美吉野木材株式会社 3150001016003
地域資源　古民家が耐震建物に蘇る木材一貫供給体制の
構築

天川村商工会

4773 2829110114 奈良県 株式会社コスメプロ 6150001016074 新たに開発した美肌用炭酸ガスパック剤の製品化事業 吉野町商工会
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4774 2829110117 奈良県 昭和化成工業株式会社 8150001012872 人の手に触れないダイアライザー用容器の生産方式確立 三井住友銀行

4775 2829110124 奈良県 有限会社大岡製作所 4150002008527
熟練工の技術をベースに特殊素材への超精密加工で量産
化をめざす

田原本町商工会

4776 2829110133 奈良県 株式会社コスメオ 6150001000318 自社メイクアップ製品の開発と一貫した製造ラインの確立 奈良県商工会連合会

4777 2829110136 奈良県 三晃精機株式会社 2150001012746
新しい通信規格を活用した農業機械向けＩｏＴ通信システム
の開発

公益財団法人奈良県地域産
業振興センター

4778 2829110139 奈良県 株式会社井上本店 9150001000216
販路拡大を目指した味噌製造におけるＨＡＣＣＰ導入への
取組

公益財団法人奈良県地域産
業振興センター

4779 2829110149 奈良県 株式会社吉川国工業所 5150001013659 生活者ニーズに答えた使い勝手の良いダストペール開発
公益財団法人奈良県地域産
業振興センター

4780 2829110150 奈良県 今西酒造株式会社 2150001009214
新日本酒文化の創造！“三諸杉速達生”生産・出荷システ
ムの開発

奈良県商工会連合会

4781 2829110152 奈良県 株式会社誠起 9150001007038
環境に負荷をかけない光触媒作用を利用した殺菌・消毒
装置の開発

公益財団法人奈良県地域産
業振興センター

4782 2829110153 奈良県 株式会社ｚｅｒｏｄａｙ． 6150001020927
審美性、機能性、携帯性を兼ね備えたコーヒードリッパー
の試作開発

木下淳税理士事務所

4783 2829110155 奈良県 有限会社サンマスター 5150002008947
特殊編成技術による保温性を兼ね備えた立体デザイン
ニット商品の試作開発

株式会社ダイワマネジメント

4784 2829110156 奈良県 ダイワ精密プレス株式会社 9150001001247
医療・レーザー関連市場における微細加工技術開発と量
産体制の構築

東口会計事務所

4785 2829110160 奈良県 株式会社トーマ 1150001013118
特許技術を用いた高付加価値インテリア製品の生産性向
上と新製品開発体制の強化

南都銀行

4786 2829110162 奈良県 平和工業株式会社 1150001013968
業界初アイデア商品の生産体制確立と設備更新による生
産コスト削減事業

株式会社ダイワマネジメント

4787 2829110163 奈良県 瀬川靴下株式会社 5150001012917
滑り止め効果と素足に近い接地感覚を両立したアスリート
向け機能性靴下の開発

三菱東京ＵＦＪ銀行

4788 2829110164 奈良県 石川化学工業株式会社 4150001014781
自社生産再生原料を用いた製品の見直しと増産体制強化
によるコスト削減・利益向上を目指した取り組み

株式会社ダイワマネジメント

4789 2829110165 奈良県 プロアート株式会社 1150001011518
美しい景観を創造し、環境と安全性に配慮した擬木看板の
販売促進

南都銀行

4790 2829110168 奈良県 堀田晃和株式会社 8150001013400 顧客が要求する短工期化に対応する鉄骨加工技術の確立 南都銀行

4791 2829110172 奈良県 株式会社トーコー 8150001005488
業界初の耐火及び防水性能を有した軒先吸気部材の産学
連携　による新製品開発

南都銀行

4792 2829110178 奈良県 株式会社ディアネットソフトウェア 5150001008816 介護・福祉タクシー事業を支援するクラウドシステム開発 南都銀行

4793 2830110003 和歌山県 有限会社京和機工 1170002001251
３次元ＣＡＤを導入して高性能なドラム缶搬送設備の開発
計画

桐元会計事務所

4794 2830110004 和歌山県 株式会社土井シャーリング 5170001006264
海底構築物事業への参入のための加工システムの構築と
加工設備の導入

紀陽銀行

4795 2830110008 和歌山県 小西化学工業株式会社 5170001001141
受発注管理システム導入による福井工場－本社間接部門 
の業務一体化

紀陽銀行

4796 2830110012 和歌山県 株式会社世紀工業 2170001005665
ＩＣＴ技術を活用した３次元測量による建設工事測量の効率
化のための測量サービス提供

紀陽銀行

4797 2830110013 和歌山県 株式会社則種海産 6170001007146
色彩選別機導入によるしらす選別・異物除去 プロセスの高
度化事業

テントゥーワン税理士法人

4798 2830110017 和歌山県 有限会社マルヨシ 8170002009536
Ｘ線異物検出装置の導入による安心・安全な食品提供 体
制の確立

株式会社あさひＣ＆ＣＯＦＦｉｃ
ｅ

4799 2830110019 和歌山県 株式会社ヤマヨテクスタイル 1170001009353
ハイゲージ丸編機導入による生地の安定供給とニット市場
の拡大

紀陽銀行

4800 2830110020 和歌山県 株式会社オージャス 5170001009878
日本国内には存在しない電動開閉式露天風呂が全室に付
く温泉旅館

白浜町商工会

4801 2830110026 和歌山県 株式会社西川製作所 1170002002869
内視鏡洗浄機部品の製造における曲げ工程の高精度化と
サイクルタイムの短縮

紀陽銀行

4802 2830110027 和歌山県 太陽食品株式会社 8170001002013
ＩｏＴを用いた各種製造プロセス情報の統合的管理による能
動型 ＯＥＭ製品（菓子）の高効率大量生産体制の確立

池田泉州銀行

4803 2830110028 和歌山県 有限会社深見梅店 1170002009625
有機南高梅の商品到着日時指定サービスに係る長期貯蔵
技術開発

田辺商工会議所

4804 2830110033 和歌山県 福原ニードル株式会社 4170001009136
ＹＡＧレーザー溶接加工を付加した高品質ファインゲージメ
リヤス編針の生産体制強化

紀陽銀行
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4805 2830110036 和歌山県 株式会社旭洋冷蔵 1170001008421
最新型選別機の導入による地元産規格外果実の学校 給
食への供給促進

紀陽銀行

4806 2830110038 和歌山県 キセイ株式会社 6120001009535
高周波溶着機導入によるテントシート製品のイベン ト・展
示会向けの事業拡大

大阪シティ信用金庫

4807 2830110039 和歌山県 株式会社たにぐち 6120001010245
「具材の食感と視覚」を楽しめる固形物入り高級チョコレー 
ト製品の生産体制の確立

商工組合中央金庫

4808 2830110041 和歌山県 株式会社マージネット 3170001008849
「見える化」でリアルタイム情報を共有する革新的サービス
の構築

上富田町商工会

4809 2830110045 和歌山県 株式会社インテリックス 7170001000298
オーダーカーテン販売における革新的サービスの導入によ
る販売力強化事業

商工組合中央金庫

4810 2830110046 和歌山県 ヤマサ工業株式会社 1170001005823
自動充填包装機の導入による「ほしものびより」の 低コスト
化及び生産性向上

岸友子

4811 2830110051 和歌山県 島研摩機材株式会社 5170001001505 レアアース磁石製造工程で発生する屑品リサイクル計画 紀陽銀行

4812 2830110054 和歌山県 有限会社レストランフライヤ 7170002000074
創業８４年の伝統をもとに最新設備導入による中食事業の
高度化

紀陽銀行

4813 2830110055 和歌山県 株式会社興和製作所 6170001001256
大型鉄骨溶接の自動化による 熟練工の高付加価値部門
への集中配置

北畑会計事務所

4814 2830110056 和歌山県 株式会社河北食品 8170001000702
革新的なアレルギー対策ライン設置による安心と安全な学
校給食の提供

きのくに信用金庫

4815 2830110058 和歌山県 株式会社第一製版印刷 3170001001886
ＡＩネットワーク参入による機械故障の予防保全と生産性向
上

株式会社あさひＣ＆ＣＯＦＦｉｃ
ｅ

4816 2830110062 和歌山県 ニッティド株式会社 3170001005895 アンドンと自動化による生産管理強化と品質管理の強化 紀陽銀行

4817 2830110063 和歌山県 中野ＢＣ株式会社 4170001005481 脂溶性成分（油分）を含有する丸剤の開発
公益財団法人わかやま産業
振興財団

4818 2830110067 和歌山県 金剛ダイス工業株式会社 7120001020128 小径異形穴金型の非接触測定技術の構築と新事業展開 ひだ税理士事務所

4819 2830110071 和歌山県 大阪精機工作株式会社 3170001000509
高速ワイヤ放電加工機導入による１μｍ単位の 高精度加
工技術の確立

紀陽銀行

4820 2830110072 和歌山県 株式会社小谷製缶工業 2170001001136
生産ライン増強による住宅・ビル向けアルミ建材の増産・高
精度化

紀陽銀行

4821 2830110077 和歌山県 株式会社伊藤農園 1170001007638
有田みかん加工品の販売拡大に伴うキャッパー機及び搾
汁機設備導入

紀陽銀行

4822 2830110078 和歌山県 株式会社サンテック 3170001012743
最新のワイヤー放電加工機の導入による、生産工程の 革
新的改革

株式会社あさひＣ＆ＣＯＦＦｉｃ
ｅ

4823 2830110084 和歌山県 紀陽除虫菊株式会社 1170001005872
大容量除湿剤の溶着加工・容量検査の高精度化 および増
産体制の確立

紀陽銀行

4824 2830110086 和歌山県 日吉染業株式会社 9170001002796
カーテン業界のニーズに対応した多色柄広幅ポリエステル
生地の生産技術の確立

紀陽銀行

4825 2830110087 和歌山県 株式会社和歌山トムソン 4170001003808
新型グルアーを導入し商品価値を高める形状の紙器をデ
ザインする取組

紀陽銀行

4826 2830110089 和歌山県 株式会社丸昌 4170001003114
業務用寝装品検査システム導入による品質及び 顧客サー
ビス向上計画

紀陽銀行

4827 2830110090 和歌山県 林田株式会社 4120001024932
一体編成によるニット製品の高品質化と短納期化および
オーダー事業の展開

南都銀行

4828 2830110092 和歌山県 扶桑精機株式会社 3170001002851
小径精度穴の加工プロセス改善による プリンタ精密部品
の生産力強化

商工組合中央金庫

4829 2830110094 和歌山県 アドバン工業株式会社 3170001000129
自動車の新機軸安全装置に使用される精密部品の製造開
発

紀陽銀行

4830 2830110096 和歌山県 株式会社坂本製作所 1170001001302
平面研削盤の導入による製品の高精度化及び品質の安
定的供給

宮脇合同事務所

4831 2830110098 和歌山県 株式会社大和化学工業所 2170001006630
世界初！ハイブリッドトイレブラシの開発からの自動イン
サート生産体制の確立

紀陽銀行

4832 2830110102 和歌山県 久保田工業株式会社 3170001001052 最新型ＣＮＣ旋盤導入による競争力強化に伴う経営力強化 商工組合中央金庫

4833 2830110103 和歌山県 株式会社赤井工作所 1170001007712
ＣＮＣファイバーレーザ加工機導入によるＩｏＴを活用した 生
産管理及び生産性の向上計画

南都銀行

4834 2830110106 和歌山県 菓匠錦花堂  
菓子製造工程で自動包装機を新規導入することによる 生
産性向上、及び看板商品の拡販

由良町商工会

4835 2830110107 和歌山県 株式会社テクモ 1170001009329
冷間圧造による自動車向け複雑形状部品の製造を可能に
する高精度な金型の製造開発

ジャスト会計事務所
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4836 2830110109 和歌山県 株式会社淺野商会 5170001007709
大型焼付塗装窯導入による納期短縮と顧客ニーズへの対
応

きのくに信用金庫

4837 2830110110 和歌山県 原田織物株式会社 1170001011053
新分野進出の為、革新的な生産プロセスの改善 と品質基
準の高度化計画

南都銀行

4838 2830110114 和歌山県 デュプロ精工株式会社 7170001008077
小型製紙装置の低価格・コンパクト化に向けた部品内製化
事業

紀陽銀行

4839 2830110115 和歌山県 アクロナイネン株式会社 7170001003813 ダイカスト鋳造ピストンの生産設備導入と国内生産の増強 紀陽銀行

4840 2830110116 和歌山県 株式会社貴望工業 3170001008361 中国向け高精度組立自動化ライン開発の体制強化 池田泉州銀行

4841 2830110122 和歌山県 西原精工株式会社 4170001008071
大型マシニングセンタ導入による内製化及び生産性の向
上

南都銀行

4842 2830110123 和歌山県 橘電装工業株式会社 9170001002053
新規サッシ事業の推進に向けた長尺加工用ベンダーの導
入とＩｏＴの強化

株式会社ゼロプラス

4843 2830110124 和歌山県 株式会社進藤建設 7170001001643
３Ｄ設計ソフトとＩＴを利活用した工程管理による 総合建築
サービス

商工組合中央金庫

4844 2830110126 和歌山県 東洋機械加工株式会社 2170001002290
ＩｏＴ、ＡＩ技術を用いた生産プロセスの見える化と労働生産
性向上計画

和歌山商工会議所

4845 2830110128 和歌山県 株式会社阪中緑化資材 2170001007793
独自性の高い独創的な山林苗の育苗トレーの開発・ 市場
投入による新規顧客の開拓

南都銀行

4846 2830110134 和歌山県 アイエムティー株式会社 1170001010195
試料用作成装置における部品の内製化に伴う加工技術の
最適化 及び高度化

紀陽銀行

4847 2830110135 和歌山県 有限会社中筋オートボデー 1170002005392
生産性・審美性・品質向上を実現する高性能シャー リング
機導入によるオリジナルボデーの作成

紀陽銀行

4848 2830110138 和歌山県 株式会社小川製作所 9170001007746
レーザー溶接・切断機導入による生産性及び精度の向上
と人材育成の推進

池田泉州銀行

4849 2830110139 和歌山県 有限会社シーケーテクノ 1170002010789
自動車産業向け部品の製造工程を見直し、高精度・短納
期を実現させる計画

南都銀行

4850 2830110141 和歌山県 株式会社神戸屋 7170001000819
ソーセージの合理化設備導入とＨＡＣＣＰ認証検査設備で 
品質向上

池田泉州銀行

4851 2830110142 和歌山県 有限会社樽の味 3170002010184
発酵技術を駆使した原材料内製化による無添加甘酒の製
造プロセスの変革

きのくに信用金庫

4852 2830110147 和歌山県 桝谷精工株式会社 2170001003033
混合ガス（Ｈｅ＋Ｎ２）充填・回収装置導入による　生産コス
ト削減及び検査品質向上

池田泉州銀行

4853 2830110155 和歌山県 株式会社岡田織物 4170001010928
自動裁断機導入による合理化及び企画提案型企業への
変革

南都銀行

4854 2831110001 鳥取県 株式会社門永水産 9270001003751
海外日本食市場、国内市場での拡販を図るため、カット工
程の革新を行う

株式会社アルマ経営研究所

4855 2831110003 鳥取県 元帥酒造株式会社 6270001005016
清酒の高付加価値化、県産果実を使用したリキュール酒
の商品開発と販路拡大

山陰合同銀行

4856 2831110006 鳥取県 株式会社ヒカリ工業 5270001004456
新生児仮死や手術中の呼吸不全を防ぎ子供の命を救う新
型喉頭鏡の開発と量産化に向けての高精度化計画

株式会社エフアンドエム

4857 2831110008 鳥取県 株式会社アサヒメッキ 5270001000034
精密スプリング等に対応したリード線を使用しないバレル
式亜鉛メッキ処理の実用化開発

商工組合中央金庫

4858 2831110010 鳥取県 株式会社寺方工作所 1270001005359
ロボット化及びＩｏＴ化等による金型のワイヤー放電加工工
程の革新

公益財団法人鳥取県産業振
興機構

4859 2831110012 鳥取県 ダイセン縫製株式会社 4270001003954
ハイビジュアリティー・セーフティーウェア（高視認性安全
服）生産供給プロジェクト

鳥取県商工会連合会

4860 2831110014 鳥取県 株式会社德田商店 3270001000481
新ピッキングシステム導入による商圏拡大と鳥取のとと
（魚）商品の拡販計画

公益財団法人鳥取県産業振
興機構

4861 2831110015 鳥取県 有限会社中口鉄工 5270002010305
大型マシニングの導入による、地域が求める大型部品加
工の実現

公益財団法人鳥取県産業振
興機構

4862 2831110017 鳥取県 株式会社ウメカワ 5270001004019
ギヤポンプの開発と製造体制確立による世界メーカーへの
ステップアップ

中国銀行

4863 2831110020 鳥取県 レッキス工業株式会社 2120001092329
ロボット付新型両頭研削盤導入による部品の自動両面研
削

池田泉州銀行

4864 2831110029 鳥取県 株式会社ビック・ツール 2270001003898
当社独自ドリルの医療分野への本格参入のための一貫生
産化

鳥取県産業振興機構

4865 2831110030 鳥取県 株式会社勝原製作所 7270001000172
エクステリア商品の多品種・短納期化に対応する生産方
式・システムの構築

鳥取県産業振興機構

4866 2831110035 鳥取県 株式会社フロンティアファクトリー 9270001005921 ポケットセッターと刺しゅう機導入で海外単価に挑戦 トマト銀行
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4867 2832110003 島根県 株式会社ナガタ 1280001003295
水稲育苗用床土製造における設備導入による低コスト化
および生産性の向上・販路開拓

出雲商工会議所

4868 2832110005 島根県 有限会社アイコーソーイング 7280002011787
最新アパレル用ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による多品種・小ロット
短納期対応の強化と新事業立上げ

公益財団法人しまね産業振
興財団

4869 2832110007 島根県 明和印刷有限会社 7280002002332 お客さまへのサービスの向上をめざします 山陰合同銀行

4870 2832110008 島根県 企業組合廣和包装 6280005000400
商談機能強化のための試作プロセスの効率化、自社製品
強化のための小ロット対応の内製化

商工組合中央金庫

4871 2832110009 島根県 秦精工株式会社 3280001002444
ＩＴを活用した設備稼働管理システムによる生産効率向上と
リードタイム削減

公益財団法人しまね産業振
興財団

4872 2832110011 島根県 株式会社渡部製鋼所 8280001003355 産業ロボット用鋳物部品の加工精度保証と受注拡大
公益財団法人しまね産業振
興財団

4873 2832110012 島根県 建鉄工業株式会社 3280001005001
建築鉄骨の穴あけ加工の高速化及び高精度化による 納
期短縮

公益財団法人しまね産業振
興財団

4874 2832110017 島根県 李白酒造有限会社 5280002002540
生産工程の温度をコントロールし、輸出向け吟醸酒の品質
向上と拡販を図る

山陰合同銀行

4875 2832110019 島根県 池月酒造株式会社 2280001004796 生産設備の導入による生産性の向上と高品質化 邑南町商工会

4876 2832110020 島根県 株式会社シーライフ 3280001004770 地元で水揚される魚を活かす缶詰産業プロジェクト
公益財団法人しまね産業振
興財団

4877 2832110023 島根県 有限会社野津木工所 9280002011471 新型縁貼り機、新型スライドソーの導入による生産性向上 雲南市商工会

4878 2832110026 島根県 協和地建コンサルタント株式会社 2280001000176
ボアホール式地中熱交換器施工の内製化による付加価値
及び利益向上

松江商工会議所

4879 2832110028 島根県 有限会社内田工務店 3280002006238
島根県初壁紙糊付巻取り装置導入による「保護フィルム付
クロス」販売事業

斐川町商工会

4880 2832110035 島根県 オーエム金属工業株式会社 7280001000907 最新鋭機械導入による工程集約と生産効率の改善 まつえ南商工会

4881 2832110039 島根県 さいとう歯科医院  
歯科用ＣＴ導入による根管治療の高精密化とインプラント
治療時短化の実現

税理士法人キャスダック

4882 2832110043 島根県 株式会社大正屋醤油店 2280001002759
食物アレルギーに対応した「米醤油」の新商品開発と販路
拡大

安来市商工会

4883 2832110044 島根県 亀谷窯業有限会社 7280002008214 壁瓦、敷瓦の収量効率化計画
公益財団法人しまね産業振
興財団

4884 2832110045 島根県 有限会社玉木製麺 2280002006370
出雲そば「玄米つなぎそば」の新商品開発から全国及び海
外展開事業

斐川町商工会

4885 2832110047 島根県 株式会社野原熱錬工作所 1280001000870
県内製造業の生産性向上、品質向上のための新たな熱処
理工程の導入

東出雲町商工会

4886 2832110048 島根県 有限会社辻木工 6280002006375
設備導入による”外枠付オリジナルモデル”の新商品開発
及び全国展開事業

斐川町商工会

4887 2832110049 島根県 株式会社松井島根ファクトリー 5280001004117
アパレル国内回帰に向けたデジタル技術導入による量産
体制構築

山陰合同銀行

4888 2832110054 島根県 有限会社一福 4280002011798
賞味期限の長い、常温タイプのそばだしの商品開発と販路
拡大

飯南町商工会

4889 2832110057 島根県 株式会社クリアプラス 3280001006916
高速インサータ導入による小ロットＤＭワンストップサービ
スの事業化

公益財団法人しまね産業振
興財団

4890 2832110063 島根県 有限会社ジーンズマツダ 1280002011842
下請け受注型から脱却を目指し、独自スポーツウエアブラ
ンドを立ち上げる

飯南町商工会

4891 2832110068 島根県 河野乾魚店  
品質向上による顧客満足度強化のための低温強力乾燥機
導入事業

公益財団法人しまね産業振
興財団

4892 2832110070 島根県 Ａ－テクニカル
コンデンサ製造装置製作の低コスト化、生産性向上を図る
為に工作機械を導入

鳥取銀行

4893 2832110072 島根県 ＰｕＲＥＣ株式会社 2280001007130 臨床グレード超高純度間葉系幹細胞分離システム構築 山陰合同銀行

4894 2832110074 島根県 勝部表装有限会社 8280002010895 自社生産米を活用した商品のラインナップ拡大事業 隠岐の島町商工会

4895 2833110001 岡山県 日本被服株式会社 5260001014316
海外販路確保と生産能力の向上を図る多品種小ロット生
産設備の導入

公益財団法人岡山県産業振
興財団

4896 2833110002 岡山県 株式会社花島建設 7260001005420
造園工事等で発生した廃棄樹木を活用した木質バイオマ
ス発電用チップの製造

中国銀行

4897 2833110004 岡山県 有限会社ニットー工業 1260002013295 高精度、難加工を求められる橋梁補鋼材市場へ参入 中国銀行
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4898 2833110006 岡山県 有限会社備前精機 7260002031473
形状測定技術及び精密溶解技術の獲得による、人工関節
部品の製造開始

トマト銀行

4899 2833110007 岡山県 株式会社古見屋羊羹 5260001022789
コンビニ用高瀬舟羊羹製造の為の生産体制の確立と専用
商品の開発

真庭商工会

4900 2833110011 岡山県 有限会社山陽木工 9260002014889 当社オリジナルブランド「ｃｏｒｒａｂｏ．ｓ」による新展開 伊予銀行

4901 2833110014 岡山県 有限会社西橋工業 2260002020282 コンベヤ事業の拡大を図り、単一事業依存からの脱却 中国銀行

4902 2833110015 岡山県 株式会社ウエキ 8260001000610
大型加工寸法切断（テノーナー）導入により高品質・生産力
強化を図る

おかやま信用金庫

4903 2833110016 岡山県 有限会社ファッションヘアーミナト 8260002029252
理容とカウンセリングを融合した高齢、介護者向け新サー
ビスの提供

公益財団法人岡山県産業振
興財団

4904 2833110017 岡山県 日光計装株式会社 5260001014365 切断工程改善により建築資材関連事業への本格進出 水島信用金庫

4905 2833110025 岡山県 株式会社ウッディヨネダ 1260001000666 木材流通業から、加工及び販売まで一貫して行う取組推進 岡山商工会議所

4906 2833110030 岡山県 ＭＳＦ株式会社 8260001027182 超短納期化と高精度化による一貫型保全サービスの提供 浅口商工会

4907 2833110032 岡山県 株式会社コニック 4122001002331 ＣＮＣ砥石成形装置付研削盤による超耐久型金型の製造 みまさか商工会

4908 2833110040 岡山県 有限会社でいとな 2260002006653
輸入大型車を所有するユーザーに「安心感」を提供する車
検・整備事業

中国銀行

4909 2833110044 岡山県 株式会社琴浦製作所 3260001017394
「社内ネットワーク」、「ＩｏＴ」、「機械」、「ロボット」の組合せ
による、生産性最大効率化

岡山県商工会連合会

4910 2833110049 岡山県 株式会社サンキョウ－エンビックス 7260001002888
改正労働安全衛生法に基づく健康障害防止リスクアセスメ
ントコンサルティング

トマト銀行

4911 2833110050 岡山県 株式会社ビー・ビー・エー 9260001010609
Ｈ形鋼一次・切り板加工技術によるパネルゾーンの製品化
の実現

岡山北商工会

4912 2833110052 岡山県 有限会社森山工業 4260002021741
ケレン研磨工程のスピード・加工精度向上、作業環境改善
を図る

水島信用金庫

4913 2833110054 岡山県 株式会社近藤ファイバー 3120001064038
ＡＲおよびＩＯＴを活用し、ファイバー加工用ロボットに よる
品質・生産性の向上・遠隔保守を実現

北おおさか信用金庫

4914 2833110059 岡山県 株式会社山陽工業所 8260001002598
立形マシニング導入により平物製品の効率化を図り、油田
開発用部品への本格進出

トマト銀行

4915 2833110061 岡山県 Ｃｌｏｖｅｒ ｉｐｓｅ株式会社 8260001009354 画像認識にＡＩを活用した「美容ドックサービス」事業の導入 愛媛銀行

4916 2833110064 岡山県 株式会社あかりカンパニー 9260001007010
採光ブラインドの特殊スラット（羽根）を独自の形状に加工
できる機械の導入

おかやま信用金庫

4917 2833110070 岡山県 株式会社アステア 1260001015796
超高強度鋼板の冷間プレス技術開発による車体骨格部品
の事業拡大

公益財団法人岡山県産業振
興財団

4918 2833110073 岡山県 株式会社ましろ屋 5260001027367
高齢者世帯に特化し、高効率な乾燥機を活用、家庭洗濯
物を専門とした訪問型クリーニング事業の展開

中国銀行

4919 2833110074 岡山県 オカネツ工業株式会社 1260001001581
拡大を続けるユーティティビークル車の機能部品受注に於
ける生産能力アップとモデルラインの構築

公益財団法人岡山県産業振
興財団

4920 2833110085 岡山県 株式会社ドゥ・ワン・ソーイング 2120001013053
社内ネットワークとタブレット端末を活用したオーダーシャツ
生産工程の効率化と顧客サービス向上の為の生産プロセ
スの開発

尼崎信用金庫

4921 2833110088 岡山県 株式会社岸本鉄工所 6260001019693
「木型鋳造法」から「消失模型鋳造法」への転換による生産
性の向上

公益財団法人岡山県産業振
興財団

4922 2833110089 岡山県 株式会社ＮＳ技研 7260001011022
新製品ハイテンローラーの生産工程で「スマート工場」 を
構築・導入による事業化

商工組合中央金庫

4923 2833110090 岡山県 有限会社力食鳥 8260002025912
中国地方トップの親鶏肉の処理能力の整備、整形加工に
よる高付加価値化

井原商工会議所

4924 2833110091 岡山県 山陽クレー工業株式会社 3260001021280
国内唯一の自社湿式・乾式クレー工場のオンライン化 によ
る高品質クレー製造体制の確立

備前東商工会

4925 2833110092 岡山県 島木材株式会社 5260001020776
２×４カットラインの導入による製材品製造の生産性向上と
高付加価値化の実現

みまさか商工会

4926 2833110095 岡山県 新保電機工業株式会社 6260001003318
新型曲げ加工機導入により産業機械の薄板カバー事業へ
の進出

商工組合中央金庫

4927 2833110097 岡山県 有限会社西口ベンダー工業 4260002007419
三本ウレタンロール機導入による特殊な鋼鈑へのＲ形状曲
げ加工高精度化の実現

岡山商工会議所

4928 2833110099 岡山県 晃立工業株式会社 7260001019750 海外市場を視野に入れたＩＴによる新しい製造環境の構築 鳥取銀行
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4929 2833110106 岡山県 サンコー印刷株式会社 9260001015896
顧客との太いパイプを作るオリジナル受注生産管理システ
ムの構築

総社商工会議所

4930 2833110108 岡山県 株式会社勝山鉄工所 1260001022669
溶接ロボットシステム導入によるＩＴ化体制の構築と生産向
上の強化

岡山県商工会連合会

4931 2833110111 岡山県 株式会社ビサン 9260001009270
公共工事で重要となる軽量・採光防音パネルの増産体制
構築

公益財団法人岡山県産業振
興財団

4932 2833110112 岡山県 有限会社頼鉄工所 4260002010612
複合旋盤の導入による、複合素材モーターシャフトの生産
体制構築

岡山商工会議所

4933 2833110115 岡山県 菜の花工房  
３種の油類積載可能なタンクローリー車の導入による配送
効率化と商圏拡大

みまさか商工会

4934 2833110121 岡山県 有限会社片岡製作所 9260002025655
高品質機械装置部品を短納期提供する新たな生産プロセ
スの構築

中国銀行

4935 2833110124 岡山県 株式会社幡中金網 3260001005408
高精度自動曲機導入による高耐震性ユニット鉄筋の加工
精度及び生産性の向上

中国銀行

4936 2833110126 岡山県 正織興業株式会社 6260001013738
「学習型染料自動調液システム」導入による生産性向上計
画

中国銀行

4937 2833110127 岡山県 有限会社ケイ・テクノ 3260002022360
ビッグデータを活用した切粉非付着型新旋削技術の確立
による自動生産ラインの実現とロボット分野への進出

水島信用金庫

4938 2833110128 岡山県 有限会社もとや 8260002021671
おからクッキーの商圏拡大へ向けた製造体制強化と卸先
への販売手法の提案

中国銀行

4939 2833110130 岡山県 ノーテープ工業株式会社 5122001019696
屋上防水シート用接着剤の開発と量産工法確立で事業領
域の拡大を図る

公益財団法人岡山県産業振
興財団

4940 2833110133 岡山県 洋菓子工房ベルジェ  
ケーキ職人がつくるチョコレート“おかやまちょこれーと”の
開発及び量産計画

浅口商工会

4941 2833110135 岡山県 三宝有限会社 3240002040975
業界初となる廃棄鉄粉リサイクルによる脱酸素剤原料の
生産事業

東京中央経営株式会社

4942 2833110138 岡山県 ナカシマプロペラ株式会社 4260001011248
特殊鋳造品に対応する３Ｄ技術の導入とそのビックデータ
活用によるＩｏＴ化の促進

公益財団法人岡山県産業振
興財団

4943 2833110141 岡山県 株式会社小倉商店 7260001001618
生産性向上を狙った設備導入と瀬戸内水産資源の革新的
有効活用

公益財団法人岡山県産業振
興財団

4944 2833110145 岡山県 株式会社平野鉄工所 9260001018115
大型建物、超高層ビル向けの、６０トン級鉄骨の製造施工
能力の整備

備中西商工会

4945 2833110146 岡山県 有限会社石原鉄工所 8260002016481 耐震ゴム等高機能ゴム製品金型への参入事業 玉島信用金庫

4946 2833110147 岡山県 株式会社新見メンテック 7260001019214
植物工場を用いた果樹栽培の安定収量・安定収入の実現
を目指して

公益財団法人岡山県産業振
興財団

4947 2833110148 岡山県 白石建設有限会社 6260002005189
はつり作業の自動化の実現による生コン業者を支える新
展開サービスの提供

中国銀行

4948 2833110149 岡山県 新宏軽鋳造有限会社 2260002015134
大型製品の効率的な生産を実現する砂回収・再生設備の
導入

公益財団法人岡山県産業振
興財団

4949 2833110150 岡山県 日本綿布株式会社 5260001018300
『ピグメントプリントデニム』の製造体制構築による新規商
圏の獲得

中国銀行

4950 2833110152 岡山県 有限会社難波研削所 9260002007315
産業用ロールの研磨能力向上による競争力強化と一貫加
工体制構築

公益財団法人岡山県産業振
興財団

4951 2833110153 岡山県 濵﨑鉄工  
不測の部品破損によるライン停止から製造業を守る「産業
用機械部品ＱＱサービス」展開による競争力強化

岡山商工会議所

4952 2833110155 岡山県 有限会社美作メンテナンス 6260002030732 革新的な生産性向上のためステンレス加工事業への参画 みまさか商工会

4953 2833110156 岡山県 株式会社カンサイ製あん 3260001007890
小豆の持つポリフェノール・食物繊維を失わない機能性こ
しあんによる事業の拡大

岡山商工会議所

4954 2833110158 岡山県 株式会社山本金属製作所 7120001021984
特殊工具開発とロボット導入による複雑翼形状部品の加
工技術革新

商工組合中央金庫

4955 2833110160 岡山県 株式会社協同 1210001007526
高耐水性衣料用ケアラベルへの取り組み強化による製品
品質向上並びに生産能力向上の実現

トマト銀行

4956 2833110162 岡山県 船橋歯科医院  
高精度な矯正治療とスーパーエナメルの短期供給を融合
させた最先端審美治療システムの確立

中国銀行

4957 2833110164 岡山県 株式会社インテックス 5260001000514
短時間・低コストで正確な処理が可能な産業廃棄物分別体
制の確立

東京中央経営株式会社

4958 2833110166 岡山県 有限会社西岡工作所 1260002011134
「ワンストップ加工」実現と取引先との「連携体」で小ロット・
短納期・高品質対応力を強化

中国銀行

4959 2833110167 岡山県 有限会社マツモク 4260002021213
高機能設備導入による生産性向上と自社ブランド製品の
製造体制構築

岡山県商工会連合会
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4960 2833110169 岡山県 コアテック株式会社 2260001015886
屋根材と一体化したアモルファスシリコン太陽電池の自社
生産による事業拡大

公益財団法人岡山県産業振
興財団

4961 2833110170 岡山県 ツチダ電工株式会社 5260001020025
空調機制御装置の増産要請に対応する２４時間完全自動
化生産工程の構築

公益財団法人岡山県産業振
興財団

4962 2833110171 岡山県 株式会社すえ木工 3260001019845 ＩｏＴを活用した大型プラスチック塗装品の生産性革新
公益財団法人岡山県産業振
興財団

4963 2833110172 岡山県 株式会社横山工房 5260001010612
「療育用の学習机・いす」の量産により、発達障害・ダウン
症の子どもに学ぶ環境を提供

トマト銀行

4964 2833110173 岡山県 有限会社ビューティーファクトリー 5260002023027 バリ式エステとスクール事業への参入に向けた設備投資 つくぼ商工会

4965 2833110174 岡山県 有限会社田口工業所 1260002028723
落下防止機能付天井材の革新的開発に係るプレスブレー
キの導入について

津山商工会議所

4966 2833110175 岡山県 株式会社タダカン 3260001019928
業務用冷凍冷蔵庫の大型ステンレス部品増産に対応する
ものづくりの変革

公益財団法人岡山県産業振
興財団

4967 2833110177 岡山県 株式会社本山合金製作所 6260001020288
半導体／ディスプレイ製造装置用スリットノズルの性能・生
産性向上

公益財団法人岡山県産業振
興財団

4968 2833110186 岡山県 株式会社竹田鉄工所 3260001021603
ＩｏＴ活用による、建設機器用大型部材の革新的高効率加
工プロセス構築

岡山県商工会連合会

4969 2833110187 岡山県 株式会社三宅製菓本店 3260001018987
１００年続く看板商品「最中」の更なる進化に向けた品質向
上計画

備北商工会

4970 2833110191 岡山県 京屋  菓子木型製造工程の機械化事業 おかやま信用金庫

4971 2833110196 岡山県 株式会社肉のクマザワ 1260001005070
無添加素材と本場ドイツ製法に特化した新商品開発による
付加価値の向上

岡山県商工会連合会

4972 2833110197 岡山県 リージョン株式会社 6260001017482
中小企業を対象とした包括的採用支援サービスのシステ
ム構築

岡山県商工会連合会

4973 2833110200 岡山県 有限会社山田工作所 1260002021843
環境対応型自動車のためのホースマンドレルの精度向上
および量産化

玉島信用金庫

4974 2833110205 岡山県 有限会社Ｔ２クリエイト 1260002015374 撮影からフォトブックまで当社独自サービスの事業化 岡山商工会議所

4975 2833110206 岡山県 株式会社新生工業 4260001009259 『検査治具』製作の内製化による競争力強化事業 トマト銀行

4976 2833110213 岡山県 有限会社彩ろ里工房 5260002012046
住宅の高度情報化のためのホームインスペクションシステ
ムの開発

笠岡信用組合

4977 2833110218 岡山県 株式会社エイ・クリエイション 2260001016331
玄米の栄養と白米の美味しさを両立させた「胚芽入り白
米」の量産化

中国銀行

4978 2833110221 岡山県 株式会社吉備長食品 6260001002006 市場が広がる調理麺の増産と品質向上による事業の拡大
公益財団法人岡山県産業振
興財団

4979 2833110223 岡山県 株式会社中原製作所 5260001004911
スマートファクトリー化による加工設備の最大化と フィルム
産業への事業拡大

公益財団法人岡山県産業振
興財団

4980 2833110227 岡山県 金田コーポレーション株式会社 6260001022185
老朽化プラント設備メンテナンスの超短納期化を実現する
３次元計測システムの構築

公益財団法人岡山県産業振
興財団

4981 2833110232 岡山県 有限会社モリ製作所 2260002025892
ＣＮＣプレスブレーキと生産管理システム導入による大型、
高機能板金製品の生産体制強化

広島銀行

4982 2833110234 岡山県 山崎研磨メッキ有限会社 9260002010260
溶融亜鉛めっき処理ラインの新規構築で地域のものづくり
力強化

公益財団法人岡山県産業振
興財団

4983 2833110235 岡山県 株式会社エース 2260001012660
高品質な歯車製造の生産能力増強、及び生産プロセスの
構築

山陰合同銀行

4984 2833110239 岡山県 株式会社Ｃｈａｎｎｅｌ 1260001017074 特殊場の内製化による製造プロセス最適化事業 山陰合同銀行

4985 2833110241 岡山県 株式会社ワン・エニー 7260001011336
『ＯＤＭ』生産への取り組み強化による当社競争力強化事
業

中国銀行

4986 2833110244 岡山県 髙橋金属株式会社 3240001031281
３Ｄ化対応可能三次元測定機の導入による売上拡大＆収
益改善＆３Ｄデータによる一貫生産体制の構築

中国銀行

4987 2833110246 岡山県 株式会社武田製玉部 8260001008372
調理場品質の手作り玉子焼きの焼成に関わる補助作業の
機械化

トマト銀行

4988 2833110247 岡山県 株式会社福山鉄工所 2260001011159
バイオ医薬品計測装置の増産に対応する多品種同時生産
方式の確立

公益財団法人岡山県産業振
興財団

4989 2833110249 岡山県 株式会社板坂林業 9260001020962 森林施業の見える化による新施業提案手法の確立 中国銀行

4990 2833110251 岡山県 有限会社中山鉄工所 3260002020141
鋳造金型製作におけるＩｏＴ，ＡＩ，多機能ＮＣ機械を用いた
生産性向上と技術の伝承

広島銀行
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4991 2833110253 岡山県 三乗工業株式会社 4260001016008 ハイブリッドＳＥＡを用いた新商品提案型事業の展開 商工組合中央金庫

4992 2833110254 岡山県 山陽鉄工株式会社 4260001026089
金属加工における生産性改善・受注拡大を図るための管
理システムの導入

岡山県商工会連合会

4993 2833110255 岡山県 有限会社小見山木工 5260002023687 一品ものにも対応できる生産体制の構築と短納期化 商工組合中央金庫

4994 2833110256 岡山県 株式会社ネクサス 1260001025770
受注から裁断までの工程最適化で生産性向上の実現を図
る

トマト銀行

4995 2833110259 岡山県 昭和印刷株式会社 2260001007314
高齢者向け広報誌のコンサルタントビジネス実施のための
受注体制構築

浅口商工会

4996 2833110261 岡山県 ツチダ精工株式会社 6260001020024
飲料・医薬品製造用配管部品の増産を実現するレーザー
加工プロセスの構築

公益財団法人岡山県産業振
興財団

4997 2833110264 岡山県 江洲金属株式会社 5122001002149
油圧シリンダブロックの高精度のものづくりによる試作対応
から量産体制の構築

公益財団法人岡山県産業振
興財団

4998 2833110265 岡山県 株式会社ブラックスミス 9260001015228
ＣＮＣ普通旋盤導入による超特急対応と自社一貫加工体
制の構築

つくぼ商工会

4999 2833110266 岡山県
株式会社フジワラケミカルエンジニ
アリング

4260001014606 半導体洗浄装置の大型化に伴う製造プロセスの改善 玉島信用金庫

5000 2833110267 岡山県 株式会社英田エンジニアリング 8260001020708
コインパーキングの売上利益向上を目的とした売上シミュ
レーションシステムの開発

公益財団法人岡山県産業振
興財団

5001 2833110268 岡山県 マックエンジニアリング株式会社 2260001014764
生産用マイクロリアクター向け無脈流・定量性の革新的ポ
ンプの試作開発

玉島信用金庫

5002 2833110269 岡山県 かなお矯正・小児歯科クリニック  最先端機器を活用した革新的小児歯科診療 中国銀行

5003 2833110271 岡山県 アサゴエ工業株式会社 5260001000233
鋳造工程における主型の搬送・設置の動線自動化と工程
の可視化により、受注変動に対応する品質の一定化と生
産性向上を実現する

公益財団法人岡山県産業振
興財団

5004 2833110275 岡山県
株式会社エースインターナショナル
ジャパン

6010401004048
高機能マスクの純日本産化による輸出拡大とパンデミック
対策事業

堀内章典税理士事務所

5005 2833110276 岡山県 有限会社赤瀬鉄工所 6260002016161
セパレート式汎用冶具の開発による多品種少量生産シス
テムの構築

有限会社エヌティ・クリエイト

5006 2834110001 広島県 有限会社広島ピーエス 7240002028281
自動車部品搬送用台車の溶接工程における自動化及び
短納期対応

広島銀行

5007 2834110007 広島県 株式会社ニチマンラバーテック 2240001034351 天然ゴムタイルの製造工程改革による生産性向上計画 広島銀行

5008 2834110008 広島県 株式会社川口製作所 3240001028699 最新ワイヤ放電加工機導入による生産性向上 廿日市商工会議所

5009 2834110009 広島県 相互工芸株式会社 5240001034290
刃物交換の最適化とプログラム外段取化による業務用木
製天板の量産化

広島銀行

5010 2834110011 広島県 株式会社御菓子所高木 8240001001841
主力商品等の品質向上によるブランド力強化、及び商圏の
拡大を目的とする事業

商工組合中央金庫

5011 2834110012 広島県 サンワチップ有限会社 1240002046090 木材チップの品質の安定化と量産化の体制構築事業 神石高原商工会

5012 2834110014 広島県 株式会社フジカラー広島中央 1240001012845
プロラボの技術を活かした高品質フォトブックの「ファミ
リー」ニーズへの対応

もみじ銀行

5013 2834110015 広島県 有限会社大岡印舗 9240002039723
レーザー加工機と自社開発プログラムを採用したゴム印製
造の自動化

福山商工会議所

5014 2834110017 広島県 福豊精工株式会社 3240001025119
２４時間稼働可能なタレパンシステムとＩｏＴ機器活用による
板金事業の革新

もみじ銀行

5015 2834110021 広島県 有限会社柏原機工 9240002039987
最新型ＣＮＣ旋盤導入による高精度旋削加工の内製化実
現

中国銀行

5016 2834110022 広島県 有限会社金島工作所 7240002040047 スロッター加工の自動化による生産効率の向上 広島銀行

5017 2834110025 広島県 株式会社久保田鐵工所 4240001002868
高効率低価格を実現した３次元ウォーターポンプインペラ
の開発

加藤昌也税理士事務所

5018 2834110026 広島県 三共精工株式会社 5240001030819
単品、短納期、高精度の大型部品の生産体制を構築する
ことでさらなる受注拡大を目指す

株式会社アルマ経営研究所

5019 2834110029 広島県 株式会社マルニ木工 5240001028342
ＮＣ自動裁断機導入によるモダンデザイン家具の高効率な
生産体制の構築

広島県信用組合

5020 2834110031 広島県 株式会社内海機械 7240001034140
旋盤導入による生産性および精度向上により、食品工場
機械部品への本格進出

中国銀行

5021 2834110032 広島県 星野木工株式会社 2240001034418
高周波フラッシュ接着機導入により生産力強化を図り新市
場へ展開する

府中商工会議所
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5022 2834110033 広島県 マルト製菓株式会社 9240001032209
さらなる海外展開のための「１８０日賞味期間」の蒸しケー
キの開発及び生産体制の確立

中国銀行

5023 2834110034 広島県 入江株式会社 8240001033562 スリーブの初工程加工法の改善による生産性の向上
石原広一公認会計士税理士
事務所

5024 2834110035 広島県 マルコ水産有限会社 1240002038526
海苔加工ライン構築による「焼塩海苔オリーブオイル仕上
げ」の開発

沼隈内海商工会

5025 2834110037 広島県 株式会社アパークス・サトー 1240001029781
自動裁断機・新型ＣＡＤ導入による生産体制の強化と高付
加価値衣料品の提供

福山北商工会

5026 2834110038 広島県 広機工株式会社 3240001026414
ＩｏＴ化した超高精度切削加工機の導入による航空機用部
品の革新的増産体制の構築

公益財団法人くれ産業振興セ
ンター

5027 2834110040 広島県 株式会社デルタツーリング 7240001007294
機械加工の革新的システム構築によるプロセスイノベー
ションの実現

広島銀行

5028 2834110044 広島県 木曽精機株式会社 6240001030330
知能化機能活用による航空機部品製造の高精度・高効率
切削加工システムの確立

商工組合中央金庫

5029 2834110046 広島県 株式会社スペースワーク 5240001028243
生産工程の最適化と生産体制の強化を同時に満たし受注
増と競争力強化を図る

広島銀行

5030 2834110047 広島県 わだ歯科クリニック  
離島地域における高齢者・障害者への高品質な訪問歯科
治療の提供

公益財団法人ひろしま産業振
興機構

5031 2834110050 広島県 有限会社ジャムザキッチン 8240002033090
３Ｄ冷凍定量スライサーとダブルチャンバー型真空包装機
の導入により、自社の強みを活かした差別化製品の生産
性向上と販路拡大の実現

商工組合中央金庫

5032 2834110051 広島県 小原石材  
墓石ＣＡＤとゴムカットマシンの導入による短納期と高付加
価値の実現

高陽町商工会

5033 2834110058 広島県 東和工業株式会社 8240001046481
ものづくりの領域拡大に向けた、革新的・先進的な木材加
工機の導入

もみじ銀行

5034 2834110059 広島県 株式会社ノーブルウイング 1240001031655 自社ブランド製品の開発のための設備導入計画 商工組合中央金庫

5035 2834110060 広島県 真辺工業株式会社 9240001034345
超短期間で最低コスト量産ラインを構築する「スマートもの
づくりプロセス」の実現

税理士法人田邉会計事務所

5036 2834110064 広島県 前浜工業株式会社 7240001010901 ３次元レーザー計測装置の導入事業 価値組思考コンサルティング

5037 2834110066 広島県 株式会社タテイシ広美社 4240001034309
板金曲機の導入による内製化の促進と地元企業との協業
体制の確立

広島銀行

5038 2834110068 広島県 上島下島自動車整備協業組合 9240005010482
車検作業工程の効率化により離島地域の顧客サービス向
上を図る

大崎上島町商工会

5039 2834110069 広島県 庄原ステンレス工業株式会社 6240001025108
板金エンジニアリングシステム導入による図面展開作業と
情報共有の体制構築

もみじ銀行

5040 2834110071 広島県 深江特殊鋼株式会社 7240001031864
５軸ＭＣ導入によるプレス金型部品生産におけるプロセス
イノベーションの実現

中国銀行

5041 2834110078 広島県 株式会社ファンドリー 1240001042396
ポータブル光学発光分光器導入による品質精度向上と短
納期対応能力の強化

商工組合中央金庫

5042 2834110079 広島県 森田工業株式会社 3240001026637
航空エンジン部品製造の「製造実行システム」導入による
ものづくり力の強化

公益財団法人くれ産業振興セ
ンター

5043 2834110080 広島県 井上工業有限会社 1240002039367
ＣＮＣロータリー式平面研削機導入による新市場の開拓と
利益率向上への挑戦

両備信用組合

5044 2834110085 広島県 株式会社ボストン 6240001010803
新感覚洋菓子の開発のため、液体・粘体自動充填包装機
を導入・製造工程の確立をし、新規顧客の開拓と海外市場
の拡大をする

商工組合中央金庫

5045 2834110086 広島県 株式会社ファームスズキ 6240001048109 水産養殖事業のＩＴ導入による広大な養殖池作業の効率化 大崎上島町商工会

5046 2834110088 広島県 ＬＩＡＮＡ合同会社 6240003002237
目・耳が不自由でも簡単！動画による高齢者施設検索・案
内システムの導入

広島信用金庫

5047 2834110089 広島県 有限会社髙松製作所 7240002046507
ロボット分野の市場開拓に向けた新たな生産体制の構築
と多能工への挑戦

広島銀行

5048 2834110094 広島県 トラスト株式会社 9240001034502
横形ＮＣフライス盤導入による金型製造工程の効率化及
び、新規受注の拡大

中国銀行

5049 2834110096 広島県 有限会社椿庵博美屋 7240002033414
革新的和菓子包装機の導入による飛躍的な生産性向上と
販売促進

もみじ銀行

5050 2834110097 広島県 株式会社栄光 4240001029928
マンガ同人誌商品の極小ロット生産の実現と商品力の強
化

竹村税理士事務所

5051 2834110098 広島県 大和精機有限会社 7240002009174
医療用途拡大に伴うギヤポンプ部品の高精度化及び増産
体制の構築

もみじ銀行

5052 2834110102 広島県 三輝株式会社 6240001033639
自動裁断システムの導入による特殊縫製製品事業への本
格参入

福山あしな商工会
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5053 2834110103 広島県 有限会社松尾工業 4240002052788
高精度マシニングセンター導入によるＦＣＤ材加工技術強
化と事業拡大

占部圭祐税理士事務所

5054 2834110104 広島県 有限会社エキヤパッケージ 4240002039604
新規打抜加工機の導入による生産性の向上と高機能性段
ボール製品の生産

広島銀行

5055 2834110107 広島県 株式会社木匠 4240001035430
ＮＣルーター導入による特殊形状家具の生産力向上と環
境配慮型家具の生産

広島銀行

5056 2834110109 広島県 土井木工株式会社 4240001034325
３次元ＣＡＤ／ＣＡＭソフト・生産工程管理システム導入によ
る短納期化およびシェル構造チェアの量産

広島銀行

5057 2834110110 広島県 有限会社小田食品 1240002032347
「イカせんべい」の自動判別と集積ラインの構築による生産
性向上

山口銀行

5058 2834110115 広島県 株式会社ヒロテック 4240001010045
自動車用排気系における多品種生産へのモバイルロボッ
トとＩＴ活用による人作業革新

公益財団法人ひろしま産業振
興機構

5059 2834110116 広島県 株式会社一橋 7240001026443
最新鋭電気式射出成形機導入による革新的な樹脂部品生
産プロセスの構築

伊予銀行

5060 2834110117 広島県 都吹株式会社 9240001039047
生産工程改善及びロボット等の設備導入・ＩｏＴ機能活用に
よる低コスト化体制の確立

中国銀行

5061 2834110118 広島県 有限会社武昌 6240002041640
生産効率向上の為のロボット付設備導入とＩｏＴによる生産
システムの構築

公益財団法人ひろしま産業振
興機構

5062 2834110123 広島県 株式会社安芸テクノス 1240001036142
革新的高精度・高生産性切削加工技術の確立による大型
金型加工の受注拡大

公益財団法人くれ産業振興セ
ンター

5063 2834110126 広島県 福山技研工業株式会社 7240001032664 電油装置ユニット導入により作業軽減と生産性向上を実現 広島銀行

5064 2834110128 広島県 有限会社ワーカブル 6240002043819 複合加工機導入による工程集約化と提案型加工の強化 もみじ銀行

5065 2834110129 広島県 イケダ株式会社 9240001000702
ジッパー機能付き最新包装製袋機の生産ライン導入によ
る伸長市場への展開

商工組合中央金庫

5066 2834110130 広島県 ヒロボー株式会社 6240001034372
真空成形のハイサイクル化による生産性の向上及び新規
受注の獲得

中国銀行

5067 2834110135 広島県 佐々木金属工業株式会社 9240001004125
金属屋根用断熱材自動貼付装置を導入し内製化で収益向
上

広島信用金庫

5068 2834110139 広島県 有限会社益田畳店 2240002036925
最新框縫機導入による薄畳製造内製化への取組で、納期
短縮・コスト削減及び販路拡大戦略

廿日市商工会議所

5069 2834110140 広島県 株式会社よこまち 9240001012219
介護畳・インテリア畳製造の内製化と和畳の生産プロセス
改善

高陽町商工会

5070 2834110141 広島県 有限会社Ｊｕｎアースクリーン 4240002046278
太陽光発電設備の点検・洗浄・保守と故障時の復旧サー
ビスの提供

中国銀行

5071 2834110142 広島県 リンクス株式会社 6240001032566
最新ＣＮＣ制御付工作機を導入し、切削の高度化を目的と
した生産体制の強化

商工組合中央金庫

5072 2834110143 広島県 篠原テキスタイル株式会社 4240001030885 世界初の独自デニム生地の開発及び生産体制の構築 福山北商工会

5073 2834110147 広島県 有限会社昭和機械工業 3240002035133
高精度ワイヤーカット機導入による特殊金型の生産量・精
度を向上させ新市場の開拓

もみじ銀行

5074 2834110151 広島県 有限会社竹吉鉄工 2240002035142
大型ＣＮＣ旋盤導入による生産体制強化と事業拡大での一
社依存からの脱却

呉信用金庫

5075 2834110152 広島県 株式会社大晃産業 6240001038225
鋼板円筒加工精度の向上と短納期、安定供給を実現する
為の生産工程の改善

瀬尾税理士事務所

5076 2834110155 広島県 株式会社生田合金鋳造所 4240001025489 鋳物砂再生装置の導入による生産性の向上
公益財団法人くれ産業振興セ
ンター

5077 2834110158 広島県
株式会社計測リサーチコンサルタン
ト

5240001003072
レーザ搭載型ＵＡＶのＩｏＴ化によるリアルタイム空間情報取
得システム

広島銀行

5078 2834110160 広島県 東洋プラント株式会社 4240001031462
大型ＣＮＣプレスブレーキ導入による短納期化の実現と生
産性向上

もみじ銀行

5079 2834110162 広島県 株式会社エヌテック 4240001034028
高剛性５軸同期制御ＮＣ旋盤導入による複雑加工技術の
獲得と生産体制の高度化を図る

商工組合中央金庫

5080 2834110167 広島県 カワソーテクセル株式会社 1120001042359
医療機器等に使用する高機能透過窓に用いる革新的接合
技術の確立

公益財団法人くれ産業振興セ
ンター

5081 2834110169 広島県 株式会社クラハシ 4240001034580
活魚の高鮮度を保つ革新的な備蓄飼育技術及び長距離
配送システムの確立

中国銀行

5082 2834110170 広島県 株式会社山中製作所 6240001048133
次世代デジタル型工作機械導入によりシステム構築、加工
生産性向上を図る

広島銀行

5083 2834110171 広島県 株式会社協和 9240001034196
複合旋盤と３ＤＣＡＤＣＡＭ導入による高精度多品種少量製
品短納期化と低コスト化の実現

中国銀行
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5084 2834110173 広島県 株式会社ヴィレッジホーム光末 6240001035346
米の乾燥・調製ラインの再構築による処理能力の増強と米
のブランド力向上

神石高原商工会

5085 2834110174 広島県 有限会社中島商店 6240002042060
地場もやし企業の新たな経営戦略の構築：鮮度を活かせ
る高品質もやしの製造

福山商工会議所

5086 2834110175 広島県 有限会社藤木工作所 2240002047022
大型ＮＣフライス盤を導入による汎用生産ラインの短納期
化と原価低減の実現

もみじ銀行

5087 2834110179 広島県 株式会社浜本工作所 2240002033740
レーザータレットパンチ（複合機）を導入し、短納期化と低コ
スト化と高品質化を実現した新生産体制を構築する

呉信用金庫

5088 2834110180 広島県 株式会社ミカサ 9240001011682
楽しみながら健康増進・維持が出来るシステムを導入した
革新的トレーニングサービス事業

伊予銀行

5089 2834110182 広島県 株式会社ＨＩＶＥＣ 3240001015763
炭素繊維複合材料３Ｄプリンターを用いた軽量かつ高強度
な製品の開発・製造

東広島商工会議所

5090 2834110183 広島県 今中物産株式会社 7240001037787
新型乾燥機導入による乾燥技術の高度化と生産性向上事
業

中国銀行

5091 2834110185 広島県 株式会社ギケン 8240001028199
化学発泡成形の発泡力向上による自動車樹脂部品の軽
量化及び機能向上事業

広島信用金庫

5092 2834110186 広島県 有限会社石井工業 6240002044949
大型金属部品の加工技術における国内外トップクラスへの
挑戦

福山北商工会

5093 2834110192 広島県 株式会社新興産業 8240001022838
ファイバーレーザ溶接システム導入による溶接工程の最適
化

山口銀行

5094 2834110197 広島県 株式会社ワイザーリンケージ 8240001032622
生産管理ソフト・最新ＣＮＣ制御装置搭載機導入によるＩＯ
Ｔ・知的化技術を活用した生産体制強化

しまなみ信用金庫

5095 2834110200 広島県 岡元工業有限会社 7240002049410
主力製品生産のデジタル化と部品加工受注拡大による売
上拡大計画

もみじ銀行

5096 2834110201 広島県 株式会社トーエイ 6240001025074
ＩＴシステムの導入等による顧客満足度アップと生産性向上
を通じた地域総合スーパーのモデル形成事業

東城町商工会

5097 2834110202 広島県 有限会社日伸精機 7240002051143
マシニングセンタ導入による高精度複雑ダイキャスト金型
の短納期化と低コスト化の実現

中国銀行

5098 2834110203 広島県 有限会社備後金型工業 7240002046044
高性能ワイヤーカット導入による多品種部品加工の原価低
減と短納期化の実現

備後信用組合

5099 2834110204 広島県 有限会社井上鉄工所 9240002039376
３次元測定機導入による生産リードタイム短縮と原価低減
の実現

中国銀行

5100 2834110205 広島県 株式会社寺岡精機製作所 1240001031390
ハイエンドＣＡＭ導入による金型加工の短納期化の実現と
加工支援技術の高度化

中国銀行

5101 2834110206 広島県 有限会社パンダライフ 1240002026002
姿勢測定システム導入による効率化とサービス品質の平
準化・見える化

山陰合同銀行

5102 2834110210 広島県 タイム株式会社 2240001037296
ロボット制御付きＹＡＧレーザー溶接機の導入による新規
事業の開拓

広島銀行

5103 2834110211 広島県 株式会社荒谷商会 1240001029113
高度なプラスチック再資源化を実現するための自動車内装
材の破砕機の導入

公益財団法人くれ産業振興セ
ンター

5104 2834110212 広島県 トラスト神石株式会社 3240001033988
レーザー溶接修繕による金型の長寿命化および製造原価
削減・売上増加の実施

中国銀行

5105 2834110217 広島県 山陽鶴酒造株式会社 8240001022565
次世代型小型醸造設備の導入によるオンリーワン製品製
造事業

山口銀行

5106 2834110218 広島県 廣島織染協同組合 8240005007661
速まる製品ライフサイクルに対応した高品質・低コスト糸染
の短納期生産・安定供給体制の実現

百十四銀行

5107 2834110223 広島県 株式会社ビクトリー 3240001034706
高性能ブロアーマシーンの開発・導入による生産性の改善
と製品コンセプトの確立

唐川浩志税理士事務所

5108 2834110225 広島県 株式会社サンワテクノス 4240001025943
熱交換器パネルの狭小部突合せ溶接の革新的全自動溶
接による飛躍的な効率向上

公益財団法人くれ産業振興セ
ンター

5109 2834110228 広島県 関西金属工業株式会社 3240001036264 漆黒の筆金具生産の自動化・量産化 もみじ銀行

5110 2834110234 広島県 株式会社高橋鉄工所 1240001031267
汎用加工からハイブリッド加工（複合加工）まで挑戦する提
案型企業へのシステムの構築

もみじ銀行

5111 2834110236 広島県 有限会社コーシン 2240002032841
大型プレス加工機の導入による部品加工販売の高付加価
値化

呉信用金庫

5112 2834110238 広島県 株式会社ショーダ 9240001024593
社内ネットワーク・ＩｏＴへの取り組みの拡大とＡＩを搭載した
最新型ＣＮＣ制御装置搭載横型マシニングセンター導入に
よる更なる高精度品への挑戦

広島銀行

5113 2834110243 広島県 株式会社広島メタルワーク 7240001009638
ボトルネックとなっていた曲げ工程を最新の情報技術を用
いて自動化することにより、工程品質の向上と生産性向上
を図る

商工組合中央金庫

5114 2834110244 広島県 有限会社フルカワ 2240002031595
プラスチック粉砕加工商品における前処理工程の自動化と
品質の向上

もみじ銀行
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5115 2834110245 広島県 お多福醸造株式会社 6240001040098
健康機能性を持つ赤酢の独自製法の確立と地産地消型の
試作品開発

三原臨空商工会

5116 2834110251 広島県 クック・アシスト  「スマートクックアシスト」の開発・事業化 もみじ銀行

5117 2834110252 広島県 池田工業有限会社 8240002046613
切削加工機械導入による品質・生産効率の向上を通じた
独自技術の発展

唐川浩志税理士事務所

5118 2834110253 広島県 ホーコス株式会社 6240001032095 三次元測定器の導入と測定データの加工・集計の自動化 広島銀行

5119 2834110254 広島県 丸善工業株式会社 6240001036229
トレーサビリティの改善と生産性向上による長期安定受注
の実現

広島信用金庫

5120 2834110258 広島県 有限会社はと印刷 2240002051222
デジタルラベル印刷機とレーザーカッターによるラベル印
刷の革新

もみじ銀行

5121 2834110260 広島県 株式会社テクノクラーツ 2240001007200
ＣＮＣ３次元測定機導入による自社製品の低コスト化、短納
期化、および高品質化

もみじ銀行

5122 2834110263 広島県 クラタ食品有限会社 9240002040350
世界初「高付加価値半生手打ちうどん」の新規開発および
海外展開

株式会社クリエイション

5123 2834110264 広島県 株式会社奥野工作所 1240001029451
超音波洗浄システムの導入で洗浄品質の向上、生産性の
向上、環境改善を図る

中国銀行

5124 2834110267 広島県 八橋装院株式会社 6240001011891
プロやアマの思い出ボール素材による“リ・ボール”バッグ
の制作革新

広島市信用組合

5125 2834110268 広島県 株式会社前河内工業 5240002015298
マシニングセンタ導入で専用機製造の生産性向上と新規
加工部品の獲得による売上向上計画

広島信用金庫

5126 2834110278 広島県 平野自動車株式会社 4240002033862
「トータルカ－サ－ビス」を目指した革新的来店型店舗の実
現

中国銀行

5127 2834110279 広島県 鳴滝工業有限会社 6240002051094 スパイラルベベルギヤの新工法による競争優位性の獲得 広島銀行

5128 2834110280 広島県 株式会社島谷食品 3240001038145
ロボットシステム・横ピロー包装機導入によるいかフライの
生産性向上

商工組合中央金庫

5129 2834110282 広島県 株式会社ニッテツ 4240001008601
高速搬送ロボット導入でプレス加工ラインの省人化と生産
性の向上

広島信用金庫

5130 2834110284 広島県 株式会社アシスター 5240001029456
昇華転写機導入によるオリジナル着物のオンデマンドシス
テムの構築

福山商工会議所

5131 2834110295 広島県 甲斐畳店  
畳の生産工程の高度化と新商品投入による畳販売エリア
の拡大

福山北商工会

5132 2834110296 広島県 日動化学工業株式会社 6240001029505
洋服カバーの曲線加工における超音波溶着法の導入によ
る生産性向上と競争力強化

竹村税理士事務所

5133 2834110300 広島県 安佐祇園デンタルクリニック  
患者の二次虫歯再発の画期的予防策としての最新の歯科
ＣＡＤ／ＣＡＭシステム活用

税理士法人きずな

5134 2834110301 広島県 株式会社ダイキエンジニアリング 3240001027016
自動車関連向け先進的ＣＡＥ解析開発事業部の立ち上げ
による経営競争力の向上

広島銀行

5135 2834110311 広島県 株式会社テイケン 1010401018325 製品加工条件のデータベース化と生産プロセスのＩＴ化 くれ産業振興センター

5136 2834110318 広島県 楠原壜罐詰工業株式会社 6240001002841
「生産ライン集中管理システム」内の設備強化により、ＩＯＴ
強化と生産プロセスの改善を行い、生産性向上を図る

伊予銀行

5137 2834110323 広島県 弘文株式会社 6240001031832
ユニフォーム事業における自動化による生産性の向上及
びＩＴ化による事業拡大

広島銀行

5138 2835110004 山口県 弘木工業株式会社 1250001009626
ＩｏＴで結合した世界で勝てる鉄道車両用部品の新生産シス
テム構築

山口銀行

5139 2835110005 山口県 有限会社梅乃葉 4250002013640
業界初「ケンサキイカ」の高品質「生ハム」加工商品で新市
場・販路開拓

山口銀行

5140 2835110007 山口県 株式会社サンテック 2250001008841 高性能ＣＮＣ複合旋盤導入による生産プロセスの改善 西京銀行

5141 2835110012 山口県 株式会社村田実商店 8250001006443
ドーナツ製造業界初「自社配合の大量生産によるドーナツ
の冷凍出荷」

山口銀行

5142 2835110016 山口県 長迫鉄工所  
長芯間型旋盤導入による、難削型の「細径長尺品」の加工
効率の向上と販路開拓

山口銀行

5143 2835110020 山口県 長屋工業株式会社 3250001011539 ＣＮＣ複合旋盤導入における高硬度加工
アイ・アカウンティング税理士
法人

5144 2835110021 山口県 御影建設工業株式会社 7250001009298
新システムが最新設備導入効果を最大化する新工程の構
築

山口銀行

5145 2835110022 山口県 長陽コンクリート株式会社 8250001004645
新早強セメントを用いた生コンクリート開発と製造設備増強
による新事業拡大・生産体制の確立

山口銀行
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5146 2835110023 山口県 晃洋産業株式会社 9250001009478
長尺マシニングセンター導入による鉄道車両荷棚増産対
応への生産プロセスの構築

小田隆典税理士事務所

5147 2835110026 山口県 有限会社河三鉄工所 2250002014517
溶接部材製作の短納期、高品質化の実現と省力化、社員
の多能工化の推進による処遇改善

西京銀行

5148 2835110029 山口県 西海工業株式会社 1250001009923
ピュアスチーム洗浄の導入で医療薬品向け部品の製造革
新と新事業展開

東山口信用金庫

5149 2835110032 山口県
イフセンシーエンジニアリング有限
会社

3250002008154
最新の形鋼加工機を導入して、新事業「産業機械の製造
据付」を拡大

西中国信用金庫

5150 2835110034 山口県 株式会社光洋金属防蝕 6250001009480
石油プラント等で使用される複雑形状の鋳物製大型コンプ
レッサ－部品等への表面処理による高品質化

山口銀行

5151 2835110035 山口県 周防デンタル・ラボ  
歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ製作装置で歯科技工物の新商品開発
で受注増加と生産性向上

東山口信用金庫

5152 2835110038 山口県 国益建設株式会社 6250001009464
ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎを実現するドローン等を使った赤外線探
査システムの実用化

山口銀行

5153 2835110039 山口県
有限会社フラップオート・ジャスティ
ス

5250002015917
自動車整備業の強みを活かした「ペットの訪問火葬サービ
ス」の展開

山口銀行

5154 2835110040 山口県 有限会社鹿野ファーム 8250002016020 ハイポーハム工房の真空充填包装ラインの生産性向上 鹿野町商工会

5155 2835110041 山口県 桝尾歯科クリニック  
ＣＡＤスキャナ導入による利益増と歯科衛生士技術プログ
ラムの開発

山口銀行

5156 2835110046 山口県 有限会社ヤマモト工業 9250002016275
ＣＮＣ自動パイプ切断装置導入によるプラント配管事業の
革新

西京銀行

5157 2835110048 山口県 合同会社おさかなフーズ 9250003000831
骨取り塩さばと地域資源を活用し、革新的な加工方法によ
る高付加価値水産加工品の提供

公益財団法人やまぐち産業
振興財団

5158 2835110053 山口県 有限会社猪俣製麺 5250002002849 消費者のニーズに対応した分割冷凍めんの製造 山口銀行

5159 2835110054 山口県 有限会社たお 7250002011674
生産性を高め、さらに販売力強化による惣菜、地域１番店
を目指す

山口銀行

5160 2835110058 山口県 株式会社ピーコック 5250001012320
山口県産小麦で作る安心・安全・高品質なパン製品の量産
体制の構築

株式会社経営情報センター

5161 2835110059 山口県 新英工業株式会社 3250001010978
新鋭機器導入による製造能力、付加価値の向上及び多能
工化と処遇改善計画

西京銀行

5162 2835110060 山口県 長州ながと水産株式会社 2250001015012 養殖設備増強による仙崎産トラフグの海外市場開拓 西京銀行

5163 2835110063 山口県 株式会社友松商店 4250001009755 製販一体企業への業態転換による成長戦略の実現 光商工会議所

5164 2835110064 山口県 有限会社荒田工作所 1250002007983
ＮＣフライス盤導入による製品加工の品質向上と生産性向
上による売上アップ

山口銀行

5165 2835110066 山口県 株式会社ヤマカタプラスチック 4250001010671 最新複合旋盤導入による生産の半自動化と品質の向上 山口銀行

5166 2835110069 山口県 有限会社増田工作所 4250002015950
最新高速型ＮＣ旋盤導入と機械の多台持ちの推進による
生産性の向上と売上向上

山口銀行

5167 2835110070 山口県 株式会社ムラカワ 4250002011215
海外向け自転車部品製造における高性能画像寸法測定
器導入による精度及び生産性の向上

西中国信用金庫

5168 2835110072 山口県 西海食品株式会社 1250001003942 革新的商品の事業化に伴う機械導入 山口銀行

5169 2835110073 山口県 株式会社味村鉄工所 2250001011119
リチウム電池用セパレータフィルム製造装置部品の新たな
生産体制の構築

西京銀行

5170 2835110074 山口県 有限会社木村工業所 4250002016932
最新曲げ加工シミュレーションの導入で競争力を高め、提
案型企業へ脱却

山口銀行

5171 2835110077 山口県 株式会社ミヨシ 1250001009667
高精度・高剛性高所作業台生産における基幹部品の高速
切削化

商工組合中央金庫

5172 2835110079 山口県 株式会社トクアオ 2250001009055
高付加価値印刷製品の生産販売により、新たなビジネス
チャンスを捉える

みずほ銀行

5173 2835110084 山口県 有限会社イシダＴＭＣ 4250002017352
マシニングセンター導入による生産性の向上、生産プロセ
スの強化

山口銀行

5174 2835110085 山口県 株式会社医療福祉工学研究所 8250001004232
出産や子育てをしながら女性医師が活躍できる画像診断
環境の整備事業

山口銀行

5175 2835110088 山口県 株式会社はつもみぢ 3250001009178
瓶燗殺菌法による清酒の瓶詰めと加熱殺菌の自動化によ
る生産性向上と高品質清酒の製造

山口銀行

5176 2835110090 山口県 井岡武道具株式会社 8250001013935
武道用竹刀（しない）、木刀に若き剣士の夢を与えるサービ
ス革新

山口銀行
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5177 2835110091 山口県 やまいもまつり有限会社 5250002014274
ブラストチラー冷却技術を活用した「じねんじょう蒲焼」商品
化ならび量産化

山口銀行

5178 2835110092 山口県 マルチカラー  
製造プロセス見直しによる、職場環境改善及び業績向上。
家庭を持つ女性にも働きやすい環境の構築

西中国信用金庫

5179 2835110094 山口県 株式会社山下工業所 1250001009691
ＩＴ、ＩｏＴを活用した生産管理システム導入、生産性向上に
よる競争力の維持強化

山口銀行

5180 2835110095 山口県 株式会社大津屋 4250001005192
チューブ式加熱装置で殺菌処理した個食タイプの具材入り
調味液の新商品開発

山口銀行

5181 2835110096 山口県 大村印刷株式会社 7250001001899
ＩｏＴを活用した印刷・製本全数検品システムによる出版印
刷事業の売上拡大

西京銀行

5182 2835110102 山口県 原田株式会社 2250001002167
受発注業務及び在庫の見える化システム導入による新商
圏開発事業

山口銀行

5183 2835110104 山口県 株式会社６３Ｄｎｅｔ 1250001015434
ＩＴによる産地情報・評価システム導入型の地域資源フル活
用ベーカリー事業

山口銀行

5184 2835110107 山口県 大邦工業株式会社 3250001011456
条鋼材自動加工システムの導入による高度部材量産体制
の確立

山口銀行

5185 2835110109 山口県 徳山興産株式会社 5250001009069
最新鋭バリ取り機導入による飛躍的品質改善と生産性向
上

商工組合中央金庫

5186 2835110116 山口県 株式会社鹿商 6250001008029
山口県産未利用雑魚を活用し手作業の機械化による商品
化で生産性向上

山口銀行

5187 2835110121 山口県 沖石油株式会社 2250001008726
中山間地域に於けるＳＳを基点にＩＴを利用した食事、燃料
の配達、住宅設備修理サービス

山口銀行

5188 2835110122 山口県 有限会社アオイ 1250002016869 動画コンテンツ制作・投稿スキル養成講座の構築と開講 西京銀行

5189 2835110125 山口県 有限会社堀江酒場 1250002018865 世界の富裕層をターゲットとした商品開発と品質向上 山口銀行

5190 2835110128 山口県 山県自動車株式会社 8250001008101
先進安全自動車（ＡＳＶ）時代に対応した事故車完全復元
体制の確立

山口銀行

5191 2835110129 山口県 西峰テクノス株式会社 4250003001009
最新自動溶接機導入による水素ステーション施工案件の
受注体制確立

もみじ銀行

5192 2835110132 山口県 株式会社いのけん 1250001013215
発注元の求める短納期と工事原価を実現するため、ＩＴを利
用した施工工程を構築する

西中国信用金庫

5193 2835110135 山口県 大嶺酒造株式会社 7250001004282
工場を新設し、最先端の酒造設備を導入することで、新商
品の開発及び増産体制の構築を図る

山口銀行

5194 2835110141 山口県 キハラ建設株式会社 8250001009446
ゲリラ豪雨による浸水被害を抑制する洪水調整設備の開
発

山口銀行

5195 2835110145 山口県 小野田ビニール工業株式会社 6250001003780
高機能アルミラミネート袋の大型半自動製袋装置の導入に
よる事業拡大（生産能力の上昇を目的とする）

山口銀行

5196 2835110150 山口県 株式会社日本フーズ 8250001007219
地域資源を活用して長期保存が可能な無添加レトルト商品
を開発して世界進出する

西中国信用金庫

5197 2835110151 山口県 有限会社岡崎酒造場 1250002013577
高品質な麹を使用した雑味のない高品質な日本酒の製
造・販売

山口銀行

5198 2835110152 山口県 株式会社エムビーエス 9250001004074
建設業務管理を中心とした全社統合システムの導入によ
る競争力強化のための基盤事業

山口銀行

5199 2835110154 山口県 宇部味噌らーめん長州屋  
新商品「宇部辛味噌スープ」商品化のための製造・販売環
境の整備

西中国信用金庫

5200 2835110156 山口県 長門自動車工業有限会社 7250002013976
最新・環境対応型の水性塗装設備の整備による付加価値
向上の取り組み

萩山口信用金庫

5201 2835110158 山口県 中国電化工業株式会社 7250001002096
最先端半導体製造装置部品・航空機部品向けの「新高耐
食性アルミニウム陽極酸化皮膜」の開発及び事業化

西京銀行

5202 2835110159 山口県 産機設計有限会社 1250002016613 構造解析ソフト導入によるロボットのユニット設計技術開発 西京銀行

5203 2835110160 山口県 有限会社日良居タイムス 9250002020376
日本初！ユニバーサルデザイン製本による印刷物の生産
力向上と販路拡大事業

公益財団法人やまぐち産業
振興財団

5204 2835110164 山口県 有限会社藤川技工 2250002018534 薄物精密加工のワンストップ生産体制の構築 山口銀行

5205 2835110165 山口県 株式会社Ｓｍｉｌｅ Ｃａｒｚ 9250001015088
整備・営業マンの目利き・再生力を活かした中古車販売ビ
ジネスの革新

西京銀行

5206 2835110166 山口県 トラストエナジー株式会社 6250001014365
鉛バッテリーの劣化回復技術の確立とその機械の自動化
及び事業拡大

山口銀行

5207 2835110168 山口県 西部工業株式会社 9250001003836
多機能対応型ロボット搬送システム及びワンストップ生産
体制の構築

山口銀行
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5208 2835110172 山口県 株式会社マルニ 9250001000726
業界初ＡＩ化印刷品質検査装置の導入で特定印刷市場の
受注拡大事業

山口銀行

5209 2835110174 山口県 株式会社大野製作所 6250001011247 熟練技能のデジタル化による技能伝承及び生産性の向上 広島銀行

5210 2835110175 山口県 奥西測量コンサルタント株式会社 3250001013270
新機器と熟練技術により、効率向上で多様な測量業務を
実現する

西京銀行

5211 2835110178 山口県 株式会社朝日ミート 8250001003738
食肉加工設備の導入による介護向け食品事業拡大の加
速化

西京銀行

5212 2835110181 山口県 三友鋳造株式会社 6250001009497
国内外プラットホーム安全対策部品増産対応によるリニア
駆動マシニングセンタ導入

山口銀行

5213 2835110183 山口県 株式会社アート電子 6250001008672
Ｘ線検査装置を導入した海外鉄道車両用空調装置制御マ
イコンの高品質・生産性向上

山口銀行

5214 2835110185 山口県 服部天龍株式会社 7250001008135
陶土の品質改良と最新成型機の導入による新たな萩焼の
開発・製造

山口銀行

5215 2835110186 山口県 株式会社オクタニ 4250001004104 洗浄マジックおよびコーティングマジックの全国展開 宇部商工会議所

5216 2835110189 山口県 株式会社ボディークラフト 6250001002221
３次元測定器による自動車修理の見える化・水性塗料によ
るＶＯＣ対策

防府商工会議所

5217 2835110190 山口県 株式会社大伝 9250001006624
板金部門の一部工程全自動化によるボトルネック解消およ
び生産性の飛躍的向上

西中国信用金庫

5218 2835110194 山口県 山口地ビール株式会社 7250001000620
ＩＴによる地ビール樽製品ロット情報の提供と短納期化かつ
鮮度向上の実現

西中国信用金庫

5219 2835110199 山口県 有限会社ふれ愛どうぶつ村 6250002020288
ペット関連サービスに係る設備投資によるサービスの高付
加価値化

西京銀行

5220 2835110202 山口県 大和建工株式会社 6250001003384
建築鉄骨の自動溶接機導入による高品質化と生産能力の
増強による作業環境改善

駒田総合会計事務所

5221 2836110003 徳島県 株式会社ジャパンオートテック 3480002010533 高張力鋼板を用いた高強度かつ軽量の車両運搬車開発 北島町商工会

5222 2836110004 徳島県 株式会社テクシード 6480001003948
長尺曲げ加工能力獲得による大型食品加工機械の製造
対応力の強化

阿波銀行

5223 2836110005 徳島県 船場化成株式会社 4480001001268
バイオポリエチレンを利用した紙おむつ包装用パッケージ
フィルムの開発

阿波銀行

5224 2836110008 徳島県 有限会社あけぼの 4480002008898
日本初、貸衣装店主導によるＳＰＡ（製販統合）モデルの構
築

吉野川商工会議所

5225 2836110010 徳島県 株式会社バンブーケミカル研究所 3480001007241
竹バイオマス燃料用の大量生産型竹チップ作製装置の開
発と実用化

徳島銀行

5226 2836110012 徳島県 株式会社シンテック 3480001003752
自動運転技術等次世代自動車の性能向上に貢献する高
精度コレットチャック開発事業

公益財団法人とくしま産業振
興機構

5227 2836110016 徳島県 株式会社フジタイト 7480001004540
自動車向け自動駐車超音波センサーケースの増産につい
て

徳島銀行

5228 2836110017 徳島県 米原工業株式会社 6480001003527 柱大組立溶接ロボット導入による生産性及び品質の向上 伊予銀行

5229 2836110018 徳島県 株式会社ホテルグランドパレス 8480001003748 徳島の素材・特産品を使った洋菓子製造 商工組合中央金庫

5230 2836110020 徳島県 株式会社ヒラノファステック 3480001001962
顧客要求を満足する新規ボルトの効率的な生産体制の構
築

商工組合中央金庫

5231 2836110022 徳島県 有限会社クールテクノス 7480002012501 ドライアイス洗浄ノズルの幅広化 阿波銀行

5232 2836110023 徳島県 株式会社渡辺鉄工所 2480001007614
鉄骨・鉄鋼材の高性能機械導入による加工速度の改善と
作業簡素化の実現

四国銀行

5233 2836110024 徳島県 株式会社山文 8480001004564 Ｖカット機導入による、Ｖカット貼箱の国内製造の実現 商工組合中央金庫

5234 2836110025 徳島県 有限会社浜口工作所 6480002008021 曲げデータ受信・監視できる機械導入による生産性の向上 阿波銀行

5235 2836110028 徳島県 株式会社メディングＣＰ 6480001005440
新開発したレーザープリンター専用カードの量産体制の構
築

阿波銀行

5236 2836110029 徳島県 有限会社三星堂印刷所 3480002010459
迅速で効果的なＳＰ広告提案の一貫生産システム構築と
広域展開

鳴門商工会議所

5237 2836110033 徳島県 ハイメール化成株式会社 3480001001847
グラビア印刷品質検査装置の導入による印刷技術及び顧
客評価の向上実現

徳島銀行

5238 2836110034 徳島県 冨士ファニチア株式会社 7480001005522
木材断面形状加工の最新設備を利用した品質および生産
性の向上

商工組合中央金庫
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5239 2836110035 徳島県 メグミフーズ株式会社 8480001006692
新冷蔵手法による、栗の低温貯蔵技術の確立と高品質食
品の製造開発事業

徳島銀行

5240 2836110036 徳島県 有限会社平井製材所 6480002014333 『しっかり支柱』の低コスト生産設備導入による新市場開拓 阿波銀行

5241 2836110038 徳島県 四国工業株式会社 3480001005427
１００％内製化による新しいクーラント浄化システムの付加
価値の最大化

阿波銀行

5242 2836110039 徳島県 株式会社小谷義肢 7480001000671
３次元測定器及び製造機器等を活用した義肢装具製造シ
ステム革新事業

税理士法人すばる会計

5243 2836110040 徳島県 徳島県木材センター協同組合 4480005000869
県内市場における県産木材の使用率向上のための組合基
幹システム「市管理システム」の改善

阿波銀行

5244 2836110047 徳島県 株式会社マリンアルゴ 1480001005081
鳴門産わかめのメカブ部位を活用した乾燥メカブの開発事
業

阿波銀行

5245 2836110051 徳島県 東光株式会社 7480001001777
藍染デザインのストッキング量産化　徳島の伝統美を活か
した商品展開の拡大

商工組合中央金庫

5246 2836110054 徳島県 株式会社東洋バルブ製造所 4480001001796
商圏の拡大に伴うＮＣ旋盤機導入によるステムナット増産
体制の構築

阿波銀行

5247 2836110055 徳島県 協業組合徳島印刷センター 3480005000655
１００年印刷（丈夫で長持ち経年劣化に強い印刷製品）で
新しい印刷需要の開拓

百十四銀行

5248 2836110056 徳島県 株式会社國光精機 4480001003735
新形ベアリング製造治具部品の高精度、低価格化および
品質保証の実現

株式会社エフアンドエム

5249 2836110057 徳島県 中道鉄工株式会社 5480001001597
高精度ＮＣ旋盤導入による回転円盤式部品供給装置の生
産性向上と量産化の確立

一般財団法人四国産業・技術
振興センター

5250 2836110063 徳島県 有限会社ダイカテック 3480002012240 絶縁材料中の微小弱磁性金属除去装置の開発 商工組合中央金庫

5251 2836110073 徳島県 株式会社高橋ふとん店 1480001002715
業界初の寝心地計測機「スパインフィッターＮＥＯ（仮称）」
の導入

四国銀行

5252 2836110080 徳島県 株式会社新居工業所 1480001008506
３次元ＣＡＤデータに連動するＮＣベンダー加工機の導入に
よる受注と利益の拡大

上板町商工会

5253 2836110081 徳島県 株式会社栄生薬 2480001007746
複数原材料の同時計量・同一梱包ラインの導入による生
産性の向上

阿波銀行

5254 2836110088 徳島県 有限会社六車エンジニアリング 5480002016090
機械の知能化機能と専用治具開発による、ベルト用金型
の薄型部品の真円加工技術構築

阿波銀行

5255 2836110089 徳島県 マイクロブロット株式会社 4150001020045
ロコモティブ症候群の予防ニーズに向けた低侵襲な軟骨検
査技術のＡＩ活用型開発

原田佑嗣

5256 2836110091 徳島県 株式会社茜庵 8480001003608
地産の農業廃棄物を、高付加価値商品へと転換〜すだち
の果皮ゲル開発と新規市場参入

株式会社井上総合事務所

5257 2836110092 徳島県 イツモスマイル株式会社 9480001004010
在宅利用者をネットワークで結び、自宅・施設老人を常時
見守ることができるシステムの構築

阿波銀行

5258 2836110093 徳島県 株式会社阿波市場 1480001004843
Ｂ級品わかめ粉末及び堆肥化による廃棄処分ゼロシステ
ムの構築

徳島銀行

5259 2836110094 徳島県 有限会社天野鉄工所 3480002000402
ＡＩ門形５面５軸加工機による航空機部品加工とⅠｏＴ化に
よる生産性の向上

公益財団法人とくしま産業振
興機構

5260 2836110095 徳島県 坂東機工株式会社 5480001001878
高難度の塑性加工の効率化と熟練の技術伝承システム構
築による競争力強化

阿波銀行

5261 2836110099 徳島県 有限会社中林木工 1480002005634
ボーリングマシン導入による効率化で実現する、別注家具
を既製化にする全国初の新事業

徳島銀行

5262 2836110101 徳島県 三和繊維株式会社 2120101039725
ＩｏＴ活用によるタテ糸の織分けによりデザイン性（立体感）
を強調したタオルの製造体制の構築

池田泉州銀行

5263 2837110001 香川県 株式会社アバンテック 1470001008218
端曲式ベンディングローラー導入によるロール曲げ加工工
程の革新

観音寺信用金庫

5264 2837110004 香川県 京兼醸造有限会社 7470001008204
ユーザーの作業効率向上を実現する高付加価値のある出
汁パックの製造プロセスの機械化事業

百十四銀行

5265 2837110007 香川県 株式会社サンテック 1470001006857
ベンディングロール導入による海外展開に向けた生産性向
上計画事業

商工組合中央金庫

5266 2837110012 香川県 大陽工機株式会社 9470001009068 大型ターンテーブル製作における生産プロセスの確立 四国銀行

5267 2837110013 香川県 株式会社村上鐵工所 3470001010923
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
生産性向上

百十四銀行

5268 2837110014 香川県 株式会社パパベル 8480001003780
製造効率を向上させ生産性を高めて、コスト競争力のある
健康志向パンの開発製造

香川銀行

5269 2837110019 香川県 坂出機工株式会社 5470001008949
最新型フライス盤導入による粉粒体装置製造工程の高効
率化

百十四銀行
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5270 2837110022 香川県 ウインセス株式会社 7470001011265
新設備導入による生産能力・効率アップと、独自デザイン
作業用手袋の国内量産の確立

百十四銀行

5271 2837110023 香川県 株式会社ザイナス 2470001011369 帽子専用刺繍ラインの効率化による競争力向上 中国銀行

5272 2837110026 香川県 有限会社阿賀歯車製作所 5470002014599
最新型加工設備の導入による、特殊機械部品の生産性向
上と新製品の開発

百十四銀行

5273 2837110027 香川県 丸善織物株式会社 8470001008112
最新技術を集約した保護布縫製自動ミシンの開発導入に
より売上の拡大を図る

公益財団法人かがわ産業支
援財団

5274 2837110028 香川県 株式会社ナガイ 1470001003045 フードスライサー導入による生産プロセス改善を図る 観音寺信用金庫

5275 2837110029 香川県 株式会社オクト 6470001004658 難脱水材の脱水機の開発による新分野進出 百十四銀行

5276 2837110030 香川県 プロテノバ株式会社 3480001005773 大量生産システム構築による生産性向上と競争力強化 百十四銀行

5277 2837110034 香川県 こんぴらや販売株式会社 9470001005100
多層化うどん麺の製造技術を応用した当社独自の三層中
華麺の開発

百十四銀行

5278 2837110038 香川県 有限会社城山ケアセンター 6470002014821
業界初の超高速凍結機と脱塩装置導入による美味しい介
護食及び病院食の製造

伊予銀行

5279 2837110042 香川県 有限会社協和鉄工所 5470002014806
プラント向け加工の納期を二日短縮できる自社システムの
確立

観音寺信用金庫

5280 2837110044 香川県 橋本特殊工業株式会社 8470001003369
自動車業界等で急速に進む軽量化で需要拡大するアルミ
素材切断用大型チップソーの生産性強化による短納期化

公益財団法人かがわ産業支
援財団

5281 2837110049 香川県 株式会社オリノ板金工業所 5470001009823
高性能溶接機を導入して、熟練工に依存しない高効率な
生産方式を実現

観音寺信用金庫

5282 2837110050 香川県 株式会社川上板金工業所 2470001008778
オートステッカー導入による製造から屋根成型までの一貫
体制構築事業

百十四銀行

5283 2837110051 香川県 宮本スケール  高精度特定計量器の開発及び型式承認取得 中国銀行

5284 2837110052 香川県 株式会社大塚鉄工所 2470001009818
最新型ＣＮＣ旋盤導入による製造加工技術の高度化と多
様化

中国銀行

5285 2837110055 香川県 有限会社香川メタルス 6470002001844
ＩＴ，ＩｏＴ，センシング技術を用いた鋳鉄鋳物生産支援システ
ムの開発および生産体制の確立

商工組合中央金庫

5286 2837110061 香川県 有限会社西内花月堂 5470002013568
ロコモ対策機能性食品の開発と新設備導入による障がい
者雇用促進

百十四銀行

5287 2837110062 香川県 旭工業株式会社 6470001014260
建築用鉄筋自動切曲加工機及び鉄筋溶接機の導入によ
る鉄筋の自社加工技術の確立

四国銀行

5288 2837110063 香川県 有限会社アイヴエモーション 4470002018196 オートクレーブを活用した高品位なＣＦＲＰ成形技術の開発 百十四銀行

5289 2837110064 香川県 高松手延素麺工場  
素麺市場の消費者ニーズの高度化へ対応するための生産
性の向上と商品の高品質化

高松信用金庫

5290 2837110066 香川県 三洋魚類株式会社 7120101029151
香川県産真蛸を茹で蛸として、ブランディング販売するため
の生産システム構築

公益財団法人かがわ産業支
援財団

5291 2837110068 香川県 日精機器株式会社 9470001008540
最新ワイヤー放電加工機導入による品質向上と高精度・
複雑形状部品の高効率加工体制の確立

百十四銀行

5292 2837110072 香川県 株式会社弘栄社 9470001008160
絵本等のハードカバー見開き本の劣化を防ぎ長期利用を
可能にする製本技術の開発

百十四銀行

5293 2837110078 香川県 有限会社大倉塗料産業 4470002010814
高精度ＮＣ導入による、無垢で複雑かつ高度なデザインの
住宅用部材の増産体制構築

百十四銀行

5294 2837110079 香川県 マナベ精機  新規大型製品加工機械導入により、新規取引先開拓 観音寺信用金庫

5295 2837110083 香川県 株式会社ダイテック 7470001011406
自動面版機導入による作業工程の自動化および高精度化
の実現

百十四銀行

5296 2837110089 香川県 株式会社マルトク 7470001003873 大型ワイドサンダー導入による新分野進出計画 伊予銀行

5297 2837110096 香川県 有限会社協和 8470002009852
ＩＴ活用による暗黙知の形式知化と生産性向上及び技術・
技能承継

中国銀行

5298 2837110097 香川県 株式会社カンショク 1470001009851
高性能横型逆ピロー包装機導入による商品生産力強化、
および社員活人化

観音寺信用金庫

5299 2837110099 香川県 三木鋼業株式会社 5470001003909
四国初の使用済自動車回収から再資源化までの一貫処理
体制の構築

百十四銀行

5300 2837110103 香川県 株式会社富士印刷 4500001014762
特許取得済「ウエットティッシュ包装袋専用蓋シール」の新
製造ライン開発

観音寺信用金庫
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5301 2837110106 香川県 株式会社中虎 4470001011268
ＣＡＤ Ｓｙｓｔｅｍ 導入による生産性の向上・競争力の強化・
販路の拡大

中国銀行

5302 2837110109 香川県 有限会社さぬき鳥本舗 8470002016452
鶏の肩肉（希少部位）を使った新商品「ええとこ鶏」の生産
性向上を目指した機械設備の導入

三豊市商工会

5303 2837110110 香川県 有限会社共立製作所 2470002014809
技能の見える化と変種変量・短納期対応型生産管理シス
テムの導入

香川銀行

5304 2837110112 香川県 株式会社請川窯業 4470001009808
最新型焼成窯導入による多品種「高付加価値瓦」生産とデ
ザイン性向上

観音寺信用金庫

5305 2837110113 香川県 株式会社八栗 9470001004804
最新型深絞り真空装置導入による生産プロセスの高効率
化

百十四銀行

5306 2837110116 香川県 株式会社あっとん 1470001012038
匠の技と製麺工程の近代的機械化による高品質の「本場
冷凍讃岐うどん」での新規市場開拓

香川銀行

5307 2837110118 香川県 有限会社ポルテ 1470002018612 ステンレス内蔵耐針指カバーの増産体制の構築 百十四銀行

5308 2837110119 香川県 東邦電機工業株式会社 1470001005264
全自動電線加工機導入による生産効率の向上と、顧客
ニーズへの対応力強化

公益財団法人かがわ産業支
援財団

5309 2837110310 香川県 真鍋商事株式会社 1470001008606
香川県ガソリンスタンド業界初「記名式（顧客管理）最新電
子マネープリカシステム」による市場シェア拡大及び地域
事業の活性化

公益財団法人かがわ産業支
援財団

5310 2837110311 香川県 株式会社都村製作所 8470001008178 顧客支援システムの導入による能動的営業力強化事業 百十四銀行

5311 2837110313 香川県 株式会社システムデザイン 3470001005915
新人教育の負担を４０％減させる動画特化型ｅラーニング
サービスの提供

高松信用金庫

5312 2837110315 香川県 三豊市上下水道工事業協同組合 9470005004271
大型給水タンク導入による応急給水体制構築と地域住民
サービス向上

観音寺信用金庫

5313 2837110316 香川県 有限会社中田ボデー工作所 3470002016102
作業効率向上・コスト削減・新分野展開のためのＩＴ技術導
入事業

香川銀行

5314 2837110319 香川県 有限会社ヨシカワ企画 3470002009907 革新的新サービスであるＡＲ広告事業への進出 観音寺信用金庫

5315 2837110321 香川県 株式会社エイデン 4470001010476
香川県経営革新認定事業『お遍路さん』の計画推進と、従
業員の賃金拡充事業

三豊市商工会

5316 2837110322 香川県 四国環境システム株式会社 9470001001859
外国人介護人材向けデジタル教育コンテンツの新規展開
事業

八木弘城税理士事務所

5317 2837110324 香川県 株式会社ラブ・ラボ 1470001004274
スマホ向け通販アプリによるオリジナルＴシャツの加工シス
テム構築

百十四銀行

5318 2837110326 香川県 株式会社松本商店 2470001012020 福祉分野における情報共有システム導入 伊予銀行

5319 2837110327 香川県 株式会社サクセス 5470001009006
四国の特産品に特化した産業振興のための産地直送型Ｅ
Ｃサイト構築

百十四銀行

5320 2837110330 香川県 三和電業株式会社 2470001001782
施工技術標準化と現場管理の情報化による若手、海外技
術者の育成

百十四銀行

5321 2837110331 香川県 株式会社ジョーソンドキュメンツ 3470001005972
製造業の設計データを活用・デザインする！「３次元リアル
イラスト及びバーチャルリアリティ」サービスの開発

一般財団法人四国産業・技術
振興センター

5322 2837110332 香川県 有限会社電マーク 3470002007704 遠隔地との双方向動画配信サービス 愛媛銀行

5323 2837110333 香川県 光洋産業株式会社 3470001008934
移動式切断機の導入による鉄スクラップの流通コスト削減
と新ビジネスモデルの構築

百十四銀行

5324 2837110335 香川県 マナベ自動車相談所  
過疎化が進む農山村部に「クイックカーメンテナンスサービ
ス」を提供する事業

さぬき市商工会

5325 2837110337 香川県 東宝物産株式会社 1470001011114
商業洗濯による洗浄事故の低減と難洗衣料の取扱いによ
る販路拡大事業

百十四銀行

5326 2837110401 香川県 一光電機株式会社 7470001005341
第４次産業革命型技術を活用した、新型分電盤の生産体
制の革新

商工組合中央金庫

5327 2837110405 香川県 ユニードパック株式会社 7470001008609
世界初の軟包装材印刷Ｗｅｂ ｔｏ Ｐｒｉｎｔシステムの開発・導
入

公益財団法人かがわ産業支
援財団

5328 2837110409 香川県 株式会社森川ゲージ製作所 3470001006830
ＩｏＴ及びＡＩ活用による油圧関連製品製造事業の労働生産
性の向上と高付加価値労働環境の構築

公認会計士東圭介事務所

5329 2837110412 香川県 株式会社トーコー 2470001011435
最新ＡＩ機能付５面門形マシニングセンタとＩＯＴ導入による
製造プロセスの改善

百十四銀行

5330 2837110413 香川県 安田技研株式会社 8470001007725
最新自動金型交換ロボット付き鋼板折り曲げ加工機の導
入による溶接レス構造物の工法開発と短納期化

香川銀行

5331 2837110414 香川県 有限会社篠原工業 1470002015980
従来の真空成形よりも自由度の高い造形を可能とする試
作・開発事業

百十四銀行
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5332 2837110415 香川県 株式会社シンキ製作所 5470001001152
四国初の大型ＮＣルーターとロボドリルによる能力強化と
濁水処理分野への新分野進出

香川銀行

5333 2837110421 香川県 株式会社アラクス 7470001009771
最新型ファイバーレーザ導入による高精度加工の高効率
化

観音寺信用金庫

5334 2837110422 香川県 株式会社川田製麺 1470001005405
乾麺製造ラインへのロボット及びトレーサビリティー管理用Ｉ
ｏＴ導入による生産性並びに品質向上

公益財団法人かがわ産業支
援財団

5335 2837110424 香川県 株式会社プロテック 7470001003675 航空機部品加工技術の確立による競争力強化 百十四銀行

5336 2837110425 香川県 株式会社幸洋製作所 3470001001468
３Ｄビッグデータ利活用とＩｏＴ対応ＡＩ機能付加５軸マシニン
グセンタ導入による医薬品製造装置分野への進出

公益財団法人かがわ産業支
援財団

5337 2838110001 愛媛県 共立電気計器株式会社 2013201001615
ＩｏＴ対応の絶縁抵抗計の開発とロボット導入による生産プ
ロセスの革新

伊予銀行

5338 2838110004 愛媛県 有限会社西本精工 4500002010967 受注の変化に対応できる生産体制の構築 伊予銀行

5339 2838110005 愛媛県
ハイスピードコーポレーション株式
会社

1500001008569 施工品質への同時３重チェック導入と付随業務自動化 伊予銀行

5340 2838110011 愛媛県 株式会社長曽鉄工所 9500001009320
油圧機器用精密部品測定検査の効率化とＩＴ化による競争
力強化事業

株式会社西条産業情報支援
センター

5341 2838110016 愛媛県 株式会社宇和島プロジェクト 1500003001051 衛生管理強化ライン導入による海外輸出展開体制構築 伊予銀行

5342 2838110017 愛媛県 三洋倉庫株式会社 4500001008987
手術用キット部品の製造における高効率・高品質化生産体
制の確立

株式会社西条産業情報支援
センター

5343 2838110019 愛媛県 株式会社大西水引 3500001014581
高精度自動紙折り機導入による生産性向上と地域伝統産
業の活性化

川之江信用金庫

5344 2838110021 愛媛県 島田酒造株式会社 7500001007144
硬水から軟水へ移行し新感覚の辛口日本酒生産による新
市場開拓

伊予銀行

5345 2838110022 愛媛県 マリノ技研株式会社 1500001007281
高速かつ高精度な重量式選別機の開発と製造ラインの構
築

愛媛信用金庫

5346 2838110025 愛媛県 有限会社せとうち広告 3500002016585
レーザー加工機導入による生産性向上と、現代の名工技
術継承による収益拡大

伊予銀行

5347 2838110028 愛媛県 株式会社豊和工業 8500001009395
業界初のピンポイント注湯設備で、鋳巣欠陥の撲滅と収益
向上の確立

伊予銀行

5348 2838110030 愛媛県 有限会社今井機械 6500002014784
次世代中大型船舶の省エネ性能に貢献する高精度長尺プ
ロペラシャフト等精密加工技術開発事業

伊予銀行

5349 2838110031 愛媛県 有限会社ＴＭ 3500002020455 自動メロー巻機導入による縫製工程デジタル化への変革 伊予銀行

5350 2838110034 愛媛県 近藤酒造株式会社 8500001009833
タンク冷却機導入による清酒の商品開発と年間を通しての
その商品供給体制の確立

伊予銀行

5351 2838110035 愛媛県 株式会社百姓百品村 9500001008223
青ネギの調整作業における作業性及び生産性向上のため
の機械設備の導入

愛媛銀行

5352 2838110036 愛媛県 古田除塵機株式会社 4500001007832
大型バランシングマシンの導入による、集塵プラント一括
受注体制の強化・拡大

伊予銀行

5353 2838110042 愛媛県 株式会社フジカ 2500001015655 音だけクラッカーの生産自動化によるコスト削減 伊予銀行

5354 2838110043 愛媛県 株式会社マエダ 3500001015530
機能性を有する愛媛県産パン用はだか麦粉のテープ式包
装機と生産ライン管理機器の設備

伊予銀行

5355 2838110044 愛媛県 株式会社藤高 5500001012245 「五彩織り」技術の高度化による新商品開発 愛媛銀行

5356 2838110046 愛媛県 有限会社中塚鉄工所 9500002012018
最新型ＣＮＣバンドソーマシン導入による短納期・低コスト・
高品質の実現

伊予銀行

5357 2838110048 愛媛県 伊予屋タオル株式会社 4500001011157
『美写紋』・『織り姫』特許商品の生産能力拡大による弱点
分野の売上拡大

伊予銀行

5358 2838110051 愛媛県 株式会社コスにじゅういち 8500001009858
航空機部品の製作における品質・生産性向上に係る大型
５軸制御マシニングセンタの導入

株式会社西条産業情報支援
センター

5359 2838110052 愛媛県 渦潮電機株式会社 1500001011226
船内電力喪失時に電力を最適に供給できる「新 船舶版ス
マートグリッド」の開発

伊予銀行

5360 2838110053 愛媛県 有限会社大島海産 4500002023861
業界初の画期的性能を持つ削節原料乾燥機導入による生
産性向上

伊予銀行

5361 2838110054 愛媛県 株式会社高橋木工 5500001011899
５軸ＣＮＣマシニングセンターの導入による差別化商品の
創出及び販路開拓

伊予銀行

5362 2838110057 愛媛県 城東刺繍  
最新鋭ミシンの導入により高付加価値な刺繍デザインの完
成を目指す

伊予銀行
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5363 2838110059 愛媛県 有限会社宮岡製箱所 4500002006668
レーザー加工機導入によるオリジナル高付加価値木製品
創出への取り組み

愛媛銀行

5364 2838110061 愛媛県 株式会社中温 5500001002691 ＦＮＲ野菜専用ケーサーの導入による経営改善 松山商工会議所

5365 2838110062 愛媛県 有限会社大石フーズ 2500002012643
惣菜事業における作業性及び生産性向上のための自機械
設備の導入

伊予銀行

5366 2838110063 愛媛県 有限会社阿部木工 7500002000759
大ロット生産型家具の生産性および品質の向上とオーダー
家具市場への進出

伊予銀行

5367 2838110064 愛媛県 株式会社リバーテック 7500001012557 二液混合吐出装置と自動圧着機の導入事業 伊予銀行

5368 2838110065 愛媛県 株式会社エムディテクノス 8500001010469
高速画像処理対応型高性能リワインダテスト評価機の構
築による検査効率と精度の改善

株式会社西条産業情報支援
センター

5369 2838110068 愛媛県 ツウテック株式会社 9500001007150
スペースデブリ除去システムにおける高精度部品製作体
制の確立

愛媛銀行

5370 2838110069 愛媛県 有限会社石川工作所 5500002020957
ＡＩとレーザ加工機を活用した介護用昇降機等の生産開発
体制の確立

アドバンスト・エム株式会社

5371 2838110070 愛媛県 株式会社カネコ 5500001015363
世界シェアトップを目標とした革新的パーツの開発製造事
業

愛媛銀行

5372 2838110074 愛媛県 株式会社大一合板商事 6500001002443
革新的オリジナル商品の量産体制強化と納期短縮を目的
とする加工機の導入

四国銀行

5373 2838110076 愛媛県 株式会社道後屋ワケスポーツ 6500001007921
オンリーワンのオンデマンドオリジナルマーキング加工の
ワンストップ化

西予市商工会

5374 2838110077 愛媛県 株式会社続木鉄工所 9500001010105
大口径アルミ配管製造設備導入による生産性向上で米国
向け大型酸素装置の受注

公益財団法人えひめ東予産
業創造センター

5375 2838110080 愛媛県 四国クレー株式会社 1500001009278
ＩｏＴ機能を活用した加工プロセスの革新による量産化と生
産性向上

愛媛信用金庫

5376 2838110084 愛媛県 入江工研株式会社 3010001070443
７軸垂直多関節ロボットの導入による高性能異径ベローズ
の実現

商工組合中央金庫

5377 2838110092 愛媛県 株式会社川恭工業 8500001014593
パンチングソリューションマシン導入による電波シールド建
具精度向上と短納期ニーズへの対応

川之江信用金庫

5378 2838110095 愛媛県 株式会社河上工芸所 8500001011426
高効率的に酵素技術の活用を図り、高付加価値オーガ
ニックコットン商品を国内・海外へ展開する

伊予銀行

5379 2838110101 愛媛県 株式会社守谷漬物 9500001009799
包装機械設備導入により当社売り上げ上位「県産ブランド
漬物」の生産性を３０％向上する

公益財団法人えひめ東予産
業創造センター

5380 2838110105 愛媛県 楠橋繊維株式会社 1500001011481
最新型高速レピア織機の導入とホームウェア用途に適した
機能を有するタオル生地の試作開発と市場投入

伊予銀行

5381 2838110106 愛媛県 横田タオル株式会社 2500001012529
３Ｄバーチャルサンプリングシステム導入による次世代型
営業フローの確立

伊予銀行

5382 2838110108 愛媛県 株式会社曽我部鐵工所 5500001010059
最新のＣＮＣアンギュラ円筒研削盤の導入による研削精度
と生産性の向上

伊予銀行

5383 2838110110 愛媛県 義農味噌株式会社 6500001004860
「糀だけで作った甘酒」常温ストレートタイプの生産ラインの
確立

愛媛銀行

5384 2838110113 愛媛県 株式会社フラスコ 7500001009537
ＩоＴによる生産管理システムと連動した３次元座標測定器
による製品測定自動化への取り組み

香川銀行

5385 2838110114 愛媛県 東洋繊維協同組合 2500005004761
タオル生地乾燥用連続オープン幅タンブリング乾燥機の導
入による品質向上・効率改善事業

株式会社西条産業情報支援
センター

5386 2838110116 愛媛県 株式会社母恵夢本舗 1500001012281
ＩｏＴ・ＡＩを用いた箱詰めロボットの複数導入による量産体制
の構築

愛媛銀行

5387 2838110118 愛媛県 株式会社大石工作所 1500001009708
生産方式改革とＩｏＴ駆使による業容拡大で外販比率２９％
へ革新

公益財団法人えひめ東予産
業創造センター

5388 2838110119 愛媛県 株式会社上浮穴産業 7500001001279
高精度でワンマン自動操作を特徴とする「ログスケヤーソ
ウ型ツイン丸鋸」の新規導入による成長市場進出強化と生
産量の拡大

伊予銀行

5389 2838110120 愛媛県 愛媛シェル株式会社 2500001009236
複雑形状鋳物製品に対応するシェルマシン導入による経
営力強化計画

商工組合中央金庫

5390 2838110124 愛媛県 四国熱錬株式会社 2500001009913
小型熱処理炉の導入による小物部品の短納期化・コストダ
ウンで受注拡大

公益財団法人えひめ東予産
業創造センター

5391 2838110130 愛媛県 有限会社東亜染芸 4500002021782
最新型水引製造設備導入による生産性の向上と高品質製
品供給の実現

川之江信用金庫

5392 2838110132 愛媛県 株式会社インプット 2500001016777
選手村への商品供給、ＴＰＰ対応の一助となる究極の栽培
履歴管理サービスの開発

伊予銀行

5393 2838110135 愛媛県 株式会社プランニングオフィス・アイ 5500001019579 独創性のあるブーツ菓子容器を作り事業拡大をする 伊予銀行
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5394 2838110138 愛媛県 株式会社松山機型工業 4500001003724 ＩＯＴによる設備稼働状況の見える化と非稼働時間の削減 愛媛信用金庫

5395 2838110142 愛媛県 仙味エキス株式会社 8500001007705 携帯型保健機能食品の小容量充填生産ラインの設置計画 伊予銀行

5396 2838110146 愛媛県 三共通商株式会社 2500001001770
革新的アスベスト除去装置導入による工期短縮と品質向
上

愛媛銀行

5397 2838110147 愛媛県 有限会社内田パン 3500002001199
新型機械導入による量産体制の確立と高付加価値商品の
提供

愛媛銀行

5398 2838110149 愛媛県 株式会社城川ファクトリー 5500001008012 新型機械導入による自動化と食肉端材の有効活用事業 愛媛銀行

5399 2838110150 愛媛県 矢野縫製有限会社 8500002019311
最新型自動裁断機導入による高付加価値製品の生産強
化事業

伊予銀行

5400 2838110154 愛媛県 平工業株式会社 5500001007096 最新の加工機導入による装置開発効率向上への対応 伊予銀行

5401 2838110156 愛媛県 株式会社世起 9500001004890
製品高付加価値化に伴う新市場開拓・売上向上・収益安
定計画

伊予銀行

5402 2838110159 愛媛県 田中産業株式会社 6500001011923
多色ジャカード織りによるベビー用タオル商品の高付加価
値化・生産能力強化事業

株式会社西条産業情報支援
センター

5403 2838110161 愛媛県 株式会社オカベ 6500001004712
画像式異物除去装置・殺菌機導入による品質向上と販路
拡大

伊予銀行

5404 2838110163 愛媛県 エヒメ紙工株式会社 1500001014567
無線綴じ技術高度化による着色加工紙製品製造プロセス
改善

観音寺信用金庫

5405 2838110166 愛媛県 エム・ジー・エムストーン株式会社 9500001005344
クラウドを用いた「設計図面即時共有サービス」の導入によ
る、顧客満足度向上と受注効率のアップ

愛媛信用金庫

5406 2838110167 愛媛県 川之江造機株式会社 8500001014585
ＩｏＴ技術及び最新技術を搭載した５面加工機導入による競
争力強化

伊予銀行

5407 2838110169 愛媛県 エヌケイシステム有限会社 4500002020611 配線加工品質の安定と女性活躍社会の実現 愛媛信用金庫

5408 2838110170 愛媛県 西原資源株式会社 3500001005259
高安全・高効率なプラスチック燃料生産設備の導入によ
る、プラゴミ二次利用事業への参入

愛媛銀行

5409 2838110173 愛媛県 株式会社テイクワン 7500001011963 四国初、レーザー投影機器を活用したレーザーマッピング 愛媛銀行

5410 2838110175 愛媛県 株式会社世良 7500001002401
顧客満足度向上と業績アップを目指す、ＡＩ技術を活用した
「かゆとどサービス」の導入

愛媛銀行

5411 2838110176 愛媛県 株式会社ジツタ 3500001002090 森林用３次元計測器の導入と新サービスの展開 伊予銀行

5412 2838110177 愛媛県 株式会社八木酒造部 4500001012452
品質の安定化及び技術伝承のための清酒製造データデジ
タル化事業

愛媛信用金庫

5413 2838110180 愛媛県 有限会社アートシール 5500002021468
ダブル抜き加工のワンパス技術導入による、生産性向上
計画

観音寺信用金庫

5414 2838110184 愛媛県 株式会社ジンノ工業 7500002016474
目詰りを排除した大型濾過フィルター製造の効率化及び大
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

5415 2838110186 愛媛県 株式会社エスエム機興 6500001000942
ＣＮＣ旋盤機械の導入による生産性の向上及び短納期ス
ポット受注の対応

伊予銀行

5416 2838110187 愛媛県 株式会社村要本店 2500001004105 洗瓶機導入による多品種製造体制の構築と新商品開発 伊予銀行

5417 2838110188 愛媛県 酒六酒造株式会社 1500001017751
東南アジアへの輸出拡大に向けた自社日本酒の高品質化
と劣化防止の実現

伊予銀行

5418 2838110192 愛媛県 株式会社カーオーナーズ 5500001006544
「顧客と結果を共有する」車両のＩＴ診断による検査結果の
見える化事業

愛媛銀行

5419 2838110193 愛媛県 株式会社愛商 9500002011515
西日本初、最新自動溶接機導入による土木・建築金網加
工の高水準、高効率化計画

愛媛銀行

5420 2838110197 愛媛県 ニッソー技研株式会社 9500001010212
コンクリート建造物外壁補修の見積即応システムとサービ
ス技術の確立

株式会社西条産業情報支援
センター

5421 2838110198 愛媛県 株式会社マルミ 1500001008503
衛生面の向上と製氷コスト削減のための高機能製氷機導
入による製氷の内製化

伊予銀行

5422 2838110213 愛媛県 フードブレイン株式会社 8500001014957
急速冷凍機及び自動計量機、自動給袋包装機導入による
高品質愛媛県産冷凍里芋の生産体制確立

観音寺信用金庫

5423 2838110214 愛媛県 株式会社ＴＴＬ 6500001012459 ハイドロ銀チタンを固着させたタオルの販売 伊予銀行

5424 2838110220 愛媛県 有限会社まる屋 2500002023161
革新的な食感をもつ「うどんかりんとう」の生産性向上で下
請けからの脱却！

愛媛銀行
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5425 2838110223 愛媛県 ハクビ化学株式会社 4500001014977
住宅壁紙用「発泡ゲル粘着剤」の高品質大量生産体制の
確立

観音寺信用金庫

5426 2838110226 愛媛県 株式会社Ｋａｓａｉｋａｎ 5500001015999
既存照明の感性価値を維持する多様な形状のＬＥＤ光源
の試作開発

伊予銀行

5427 2838110227 愛媛県 石鎚酒造株式会社 2500001008873
職人の感覚や勘を一切排除した安定高品質・短納期の日
本酒づくり体制強化

若杉公認会計士事務所

5428 2838110229 愛媛県 株式会社乃万青果 2500001012132
最新式ランダム封函機の導入と改良による生産プロセスの
改善

伊予銀行

5429 2839110001 高知県 有限会社パッケージ高知 2490002011886
大ロット・多品種・短納期に対応するクラウド活用型デザイ
ン（パッケージ）企画提供サービス

高知商工会議所

5430 2839110003 高知県 株式会社カツラ・オプト・システムズ 1020001063943 車載カメラの検査調整用ＬＥＤ光源の開発・試作 横浜銀行

5431 2839110006 高知県 フソー化成株式会社 3490001005649
高性能スリッター機を導入した品質・生産性向上、コストダ
ウンの実現

高知銀行

5432 2839110007 高知県 株式会社四国パイプクリーナー 6490002002337
下水道管路施設の維持管理報告書システムの開発及び
運用

四国銀行

5433 2839110012 高知県 有限会社土佐佐賀産直出荷組合 2490002008882 高知県版ＨＡＣＣＰ社内管理基準実現のための設備導入 黒潮町商工会

5434 2839110013 高知県 四万十コンクリート株式会社 8490001007120
大型コンクリート製品製造設備の導入による受注拡大及び
生産性の向上

川越税理士事務所

5435 2839110014 高知県 第十工業株式会社 4490001006646
昇降式片持ち３軸ポジショナー導入による中型製品溶接加
工ニーズ伸長へ対応

香南市商工会

5436 2839110016 高知県 株式会社トミナガ 4490001001639
光学ＣＭＭ３Ｄスキャナ導入によるロボット産業向け鋳鉄部
品の受注獲得

高知銀行

5437 2839110018 高知県 株式会社澤田機工 8490001000769
地域基幹企業に貢献する！高難易度部品加工プロセスの
改善

高知商工会議所

5438 2839110019 高知県 株式会社野本精工舎 8490001006460
レーザー切断機の導入とＩｏＴ活用による、魚養殖業向け新
製品の生産体制構築

商工組合中央金庫

5439 2839110021 高知県 株式会社加寿翁コーポレーション 1010401039585
土佐料理　司　高知本店　業務平準化による「ケータリング
宅配事業シェアアップ・葬祭市場進出」計画

四国銀行

5440 2839110022 高知県 西山板金工作所  
最新シャーリング加工機の導入による鋼板切断の精度と
生産性の向上

窪田有孝税理士事務所

5441 2839110026 高知県 株式会社精工 9120001082439
デジタル印刷ユニットを搭載した製袋システムによる青果
物包装の革新

四国銀行

5442 2839110031 高知県 株式会社無手無冠 3490001005888
日本酒部門強化（特定名称酒増産・新商品開発）の為の設
備投資

四万十町商工会

5443 2839110033 高知県 高知機型工業株式会社 8490001000612
非接触型３次元測定機導入によるリバースエンジニアリン
グの活用と品質保証の確立

四国銀行

5444 2839110035 高知県 四国スッピル工業有限会社 8490002011749
熟練工技術のデータ化による建機部品試作対応の高効率
化

高知銀行

5445 2839110036 高知県 有限会社大埇製作所 6490002011602
高効率化と短納期対応の為の新ＣＮＣ旋盤導入で事業領
域の拡大及び新分野進出

香南市商工会

5446 2839110038 高知県 株式会社モンプレジール 5490001007908
ＯＮＬＹＯＮＥ商品「ミレーサンド」付加価値の飛躍的向上の
ための自動製造ライン新設

四国銀行

5447 2839110040 高知県 有限会社上田電機 6490002007410
クレーン自動溶接システムと自動保守管理システムのＩｏＴ
技術による融合

四国銀行

5448 2839110042 高知県 株式会社岡林農園 2490001005682
主力柑橘「文旦・柚子」の皮の活用に対する課題解決型設
備投資

越知町商工会

5449 2839110043 高知県 有限会社繁春鉄工所 3490002011720
産業用ロボット向け部品市場獲得へ向けた高精度歯車部
品の量産体制確立

高知銀行

5450 2839110044 高知県 有限会社さえんばニュー山重 1490002001822
ＩＴを活用した自産他商の拡大と品質向上によるブランディ
ング戦略

高知銀行

5451 2839110045 高知県 企業組合ごめんシャモ研究会 1490005006042 ごめんケンカシャモ解体・包装施設の新設 南国市商工会

5452 2839110047 高知県 有限会社仙頭酒造場 5490002012857
高知県の新酵母・新酒米を使用した海外向け吟醸酒の開
発及び増産体制の確立

四国銀行

5453 2839110051 高知県 株式会社メディエス 5490001002140
高知県下における先進的物流管理システム導入による業
務効率化及び競争力強化

四国銀行

5454 2839110054 高知県 株式会社ダイセイ 6490001003204
通信販売事業者向けコールセンター設置と付加サービス
による総合物流サービス拠点の確立

高知商工会議所

5455 2839110063 高知県 有限会社松村鉄工所 5490002011966
知能化制御機能を活用した完全自動加工体制の構築によ
る生産性向上

商工組合中央金庫
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5456 2839110066 高知県 株式会社グラッツェミーレ 6490001004482
地方創生へのチャレンジ～グラッツェミーレを活用した農産
業の未来創造

四国銀行

5457 2839110069 高知県 株式会社エムズデンタルアート 7490001003938
歯科技工用レーザー溶接機導入による、高精度義歯の提
供

高知銀行

5458 2839110070 高知県 株式会社土佐龍 8490001005801 「焼印まな板」の製造販売強化を実現する生産体制の確立 高知商工会議所

5459 2839110073 高知県 株式会社フジ工芸 3490001001994
看板撤去作業効率向上！抜柱機能を兼ね備えたクレーン
装置の開発

高知商工会議所

5460 2839110080 高知県 株式会社土佐電子 6490001005489 エコリフロー導入による省エネ化の実現及び受注拡大 高知銀行

5461 2839110084 高知県 廣瀬製紙株式会社 6490001005464
ＩｏＴ・ＡＩ技術を通じた生産性・製品品質向上による、既存市
場シェアの維持・拡大と新市場展開活動

四国銀行

5462 2839110086 高知県 株式会社みなみ丸 6490001006958 須崎市産養殖魚を活用した加工品開発 高知銀行

5463 2839110089 高知県 高須工業株式会社 2490001006219 ＮＣ旋盤の自動化によるベアリング部品の受注量拡大 四国銀行

5464 2840110001 福岡県 株式会社西日本電機器製作所 2290801005613
ＩｏＴ活用パンチング・レーザー複合機の導入による競争力
の強化

鷹取正義

5465 2840110002 福岡県 株式会社ＤＡＩＫＯ　ＴＯＯＬ 8290801007042
ＩｏＴ活用マシニングセンター導入による難削材新加工方法
の開発

鷹取正義

5466 2840110005 福岡県 有限会社松本鉄工所 2290802010050 機械加工の内製化による短納期・低コスト化の実現 髙栁和浩

5467 2840110007 福岡県 江頭鉄建株式会社 8290001053721
物流施設用鉄骨の溶接工程自動化による増産体制の構
築と溶接精度の向上

株式会社エフアンドエム

5468 2840110008 福岡県 東洋ステンレス研磨工業株式会社 4290001040970
複合研磨技術による意匠性と機能性をデザインした金属
板素材の生産性向上

商工組合中央金庫

5469 2840110009 福岡県 坂本工作所  
デジタル機械を取り入れた別注家具製作の新しい生産方
式の構築

須恵町商工会

5470 2840110010 福岡県 株式会社片山金型工作所 6290001040564
次世代自動車向けプレス金型製造への最新ＩＴ技術を取り
入れた革新的設計技術開発事業

今津勉

5471 2840110011 福岡県 株式会社高陽産機 3290801014852
自動車製造サブライン設備向け超短納期生産プロセスの
構築

北九州銀行

5472 2840110012 福岡県 有限会社ウエキモールド 9290802020737
精密金型の自社内トライ成形能力強化に取組み金型育成
作業の効率化を実現する

福岡銀行

5473 2840110013 福岡県 株式会社西日本工作所 7290801012349
電動機部品製造において材料切断にかかる材料原価削
減、生産向上及び賃金アップ計画

遠賀信用金庫

5474 2840110014 福岡県 株式会社木原ハイテック 6290001048582
ＩｏＴ及びＡＩ技術を活用した建設機械向け大型加工物の加
工技術及び労働生産性向上事業

筑後信用金庫

5475 2840110015 福岡県 株式会社鹿島技研 8290001046188
新規設備を導入して、リードタイムの短縮とコストダウンを
目指す

飯塚信用金庫

5476 2840110017 福岡県 株式会社東洋電機工業所 7290801010336 環境・インフラ設備用水中機械の長寿命化事業計画 福岡銀行

5477 2840110019 福岡県 株式会社四ヶ所 6290001044400 印刷物の不良品撲滅と短納期化並びに新事業の立ち上げ 株式会社エフアンドエム

5478 2840110021 福岡県 有限会社ビーアーツ 3290002036911
高精度切削加工機導入で取り組む表現性豊かな立体造形
分野の新展開

粕屋町商工会

5479 2840110025 福岡県 プレットサンフーズ株式会社 7290001049539
高デザイン性ラベル付き容器による飲料生産販売事業の
規模拡大

筑邦銀行

5480 2840110026 福岡県 岡家具工業株式会社 3290001052703
『美しい収納機能を兼備え天然木の温もりを活かした壁面
収納家具』の開発

大川信用金庫

5481 2840110028 福岡県 有限会社白石製作所 4290802011922
高付加価値対応及び一括受注強化のためのＮＣ旋盤の導
入

髙栁和浩

5482 2840110032 福岡県 丸久鋼材株式会社 3290001049617
自動３軸穴あけ切断機導入による製造ラインの自動化の
取組み

筑邦銀行

5483 2840110033 福岡県 株式会社陽和 8290801003859
顧客要求を満足する燃料電池車用の超高圧水素充填機
用部品の量産体制確立

公益財団法人北九州産業学
術推進機構

5484 2840110034 福岡県 株式会社イガワテック 6240001036765
広範囲加工のマシニングセンタ導入によるより大きな金型
製造の実現

商工組合中央金庫

5485 2840110035 福岡県 有限会社ＩＣＳＳＡＫＡＢＥ 2170002007479
中小企業向けのロボット導入を可能にするＩｏｔ技術を活用し
た機能確認用デモロボットの開発

福岡ひびき信用金庫

5486 2840110038 福岡県 有限会社田島鉄工建設 4290002053591
三次元ＣＡＤデータを活用した、けがき作業ロボット化の構
築と生産性の向上

福岡銀行
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5487 2840110039 福岡県 株式会社平山プレス工業所 8290001038516
次世代自動車向け高性能車載用電装系部品の一貫性体
制構築事業

肥後銀行

5488 2840110041 福岡県 株式会社ユキテツ 2290801020331
精密３次元測定技術と精密加工技術の連携による当社精
密部品の品質保証強化事業

河内洋子

5489 2840110042 福岡県 株式会社大光電機製作所 5290801002293
ネットワーク対応型エコベンディングマシン導入による精密
深曲げ加工のプロセス改善と生産性向上

佐賀銀行

5490 2840110047 福岡県 喜多家具工芸  ユニバーサルデザイン収納棚の開発 大川信用金庫

5491 2840110048 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製造に関わる消費電力削減と生
産能力拡大を目的とした電動サーボ式射出成形機の導入

商工組合中央金庫

5492 2840110050 福岡県 京築印刷株式会社 1290801015209
高機能断裁機・中綴じ機導入における格安オフセット印刷
の短納期の実現

株式会社ＶＩコンサルティング

5493 2840110052 福岡県 トリゼンフーズ株式会社 8290001015052
ＡＩ採用のライン生産方式による量産化と垂直統合経営を
活かした新商品の開発販売

西日本シティ銀行

5494 2840110056 福岡県 水谷鉄工株式会社 8290001054075
熱交換器の管板の加工のスピード化及び高精度化等によ
る生産性向上

髙栁和浩

5495 2840110061 福岡県 株式会社マツオ 1290801015803
５軸マシニングセンタ導入による精度・生産性向上と航空・
宇宙事業への展開

株式会社ＶＩコンサルティング

5496 2840110062 福岡県 有限会社堤建具工業 8290002053638
高齢・障がい者施設向けの規格外サイズ「ゆとりあるドア」
の開発

大川信用金庫

5497 2840110063 福岡県 織田商事株式会社 2290801015554
複雑加工機と販売管理システム導入による生産性向上と
木材加工品の品質向上

株式会社ＶＩコンサルティング

5498 2840110070 福岡県 株式会社タケシタ 7290001053342
ＩｏＴとＡＩを活用した最新横中ぐりフライス盤の導入による生
産プロセス改善事業

福岡銀行

5499 2840110073 福岡県 有限会社竹下建具工芸 6290002053581
建築現場で微調整を必要としない精度の高い建具提供に
関する取組

大川商工会議所

5500 2840110078 福岡県 有限会社川本技研 4290802013753
フライス盤の最新加工機能への更新による製鉄部品加工
の精度と生産性の向上

株式会社ＶＩコンサルティング

5501 2840110083 福岡県 株式会社托生 3290801013648
高性能レーザースキャナー導入による設備修理の測定精
度と生産性の向上

株式会社ＶＩコンサルティング

5502 2840110086 福岡県 株式会社日報 8290801004056
小ロット冊子物を高品質・低価格・短納期で提供するサー
ビスによる販路拡大

公益財団法人北九州産業学
術推進機構

5503 2840110090 福岡県 九州特殊メタル工業株式会社 9290001041667 複雑形状パイプフレームの３次元自動加工技術開発事業 伊予銀行

5504 2840110091 福岡県 ウイルテック株式会社 6290801015914
ステレオカメラを用いた３次元測定システム搭載溶接ロボッ
ト

廣門和久

5505 2840110092 福岡県 エムスタイルジャパン株式会社 1290001039826
事業全体における最重要工程の内製化による売上拡大と
利益率改善

西日本シティ銀行

5506 2840110101 福岡県 建秀ブロック株式会社 4290001033289
コンクリートブロック製造プラントの高性能化、自動化によ
る生産性の向上、新製品開発

米倉博彦

5507 2840110103 福岡県 有限会社飯野鉄工所 4290802020106
外径研削加工における高精度化及び高能率化への取組
み

直方商工会議所

5508 2840110104 福岡県 株式会社中川プレタ 5290001046240
「積層式自動裁断機」導入による生産性向上と競争力強化
事業

嘉麻市商工会

5509 2840110108 福岡県 株式会社フリント 2290801011231 金型用小径丸ピン・丸パンチ製作事業計画 遠賀信用金庫

5510 2840110109 福岡県 株式会社はたなか 8290001002001
統合が進む教育施設のニーズに沿った革新的学校給食シ
ステムの構築

武石誠司

5511 2840110111 福岡県 株式会社イックス 9290001011562 高機能性複合シートの開発及び量産化技術の確立・販売 商工組合中央金庫

5512 2840110113 福岡県 諸藤鉄工所  高付加価値加工の本格事業化 大川信用金庫

5513 2840110115 福岡県 アスカコーポレーション株式会社 8290801014047
車載用ウェハめっき工程における加工点管理システム開
発

直方商工会議所

5514 2840110118 福岡県 株式会社三笠木工 2290001043018
曲りのない特注サイズ・特注デザインの建具を受注製作す
る計画

大野城市商工会

5515 2840110121 福岡県 西日本鍛工株式会社 6290001000031
エアドロップハンマー更新による生産能力の向上及び鍛圧
材受注増への対応

西日本シティ銀行

5516 2840110123 福岡県 トキワスチ－ル株式会社 9290001038416
大スパン高層建築を実現する建築構造用高性能鋼板の高
精度高効率加工技術開発事業

商工組合中央金庫

5517 2840110124 福岡県 かねひろ  急速凍結庫導入による希少種「エツ」料理の全国展開 久留米南部商工会
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5518 2840110125 福岡県 株式会社エフティミズマ 5290001053501 ＣＮＣ細穴加工機導入による生産体制のオートメーション化 大川信用金庫

5519 2840110127 福岡県 マチダカッター工事  
切断工事において九州初となる工法の確立を目指す設備
の導入

あさくら税理士法人

5520 2840110129 福岡県 株式会社クイックス 4290001038222
業務用加工食品における小容量包装の実現による利便性
の向上と販路拡大

株式会社富士経営

5521 2840110130 福岡県 株式会社新生 9290001038325
シュレッダープラント建設工事におけるメタルソーター設置
事業

宇美町商工会

5522 2840110132 福岡県 株式会社モーターサービス久留米 6290001049688
貨物車や特殊車の短納期・高品質・ワンストップ点検修理
サービスの構築

筑後信用金庫

5523 2840110133 福岡県 計測検査株式会社 6290801009932 ドローンによる撮影精度向上及び画像処理技術の確立 田口正章

5524 2840110134 福岡県 井崎珈琲有限会社 1290002032078
焙煎したての高鮮度コーヒーが家庭でも味わえる革新的
「高香度・高味覚コーヒー豆」の開発

新飼賢郎

5525 2840110135 福岡県 株式会社河口家具製作所 9290001052763
４軸サイザーと自動縁貼機の導入による「環境配慮型売れ
る家具」の生産体制の構築

西日本シティ銀行

5526 2840110137 福岡県 株式会社アート 9290001053670
顧客の納期短縮、画質向上の要請に応える為の最新型イ
ンクジェットプリンター導入による業容拡大

大牟田柳川信用金庫

5527 2840110139 福岡県 川北機械株式会社 1290801021693
三次元測定機導入による航空機等部品加工の信頼性強
化、高精度化と生産性向上

福岡ひびき信用金庫

5528 2840110142 福岡県 飯塚銃砲火薬店  農業用ドローンの開発 飯塚商工会議所

5529 2840110143 福岡県 株式会社サンテック 9290801007000
トップランナー変圧器２０１４対応の電磁鋼板用治具の生産
体制強化

西日本シティ銀行

5530 2840110144 福岡県 有限会社ＢＭハイドリック 6290802018172
精密板金における自動バリ取り機導入による加工の精度
と生産性の向上

株式会社ＶＩコンサルティング

5531 2840110145 福岡県 株式会社西本町鉄工所 8290801012125
高機能旋盤加工機導入による製鉄向け部品加工の精度
及び生産性の向上

株式会社ＶＩコンサルティング

5532 2840110146 福岡県 株式会社丸仙工業 2290001053231
手軽にオーダー家具のデザインができ自動的に設計図の
出力が可能

西日本シティ銀行

5533 2840110149 福岡県 株式会社ＴＡＳプロジェクト 4290001024593 非侵襲的酸化ストレスマーカー簡易測定キットの試作開発 福岡中央銀行

5534 2840110152 福岡県 株式会社中島ターレット 8290801011151
ウエハー搬送ロボットのアルミ部品の低コストの実現と稼
働率向上による競争力強化

北九州銀行

5535 2840110153 福岡県 有限会社南水産 6290802021993 袋詰めアサリの鮮度維持による賞味期限延長 福岡ひびき信用金庫

5536 2840110158 福岡県 株式会社マルミツサンヨー 7290001047518 ミカン缶詰製造における原料ミカン実割工程の生産性向上 福岡銀行

5537 2840110160 福岡県 株式会社ヤマサキテクノス 9290801014723
精密加工技術の確立による自動車用金型部品等の高度
化事業

商工組合中央金庫

5538 2840110163 福岡県 レセ・スタッフ株式会社 6290001051462 医療レセプト点検の効率化支援システムの構築 久留米商工会議所

5539 2840110165 福岡県 渡辺自動車鈑金  
本格品質での自動車鈑金塗装２４時間以内納品サービス
の実施

大津留孝明

5540 2840110166 福岡県 株式会社Ｏｔｈｅｌｌｏ 5290001058244
高齢者でも消化しやすい酵素分解鶏肉を開発し、博多水
炊きセットとして介護施設へ提供する

池田清勇

5541 2840110167 福岡県 有限会社ミズカミ工作所 4290802023216
新型マシニングセンタ導入による電力開閉装置部品の品
質・生産性向上と新事業展開

株式会社ＶＩコンサルティング

5542 2840110168 福岡県 未来航路株式会社 4290001033181
ハンドリングロボットを用いた自動化による『技』の継承と品
質・生産性の強化

商工組合中央金庫

5543 2840110170 福岡県 有限会社待鳥工業 5290002053954
効率的な部品加工体制を構築する為に５面加工機を導入
しさらにＩＯＴで進捗を管理する

大木町商工会

5544 2840110171 福岡県 有限会社宮﨑蒲鉾 6290002055834
顧客から好評の「揚げたてホカホカ天ぷら」の機械化によ
る増販と業容拡大

大牟田商工会議所

5545 2840110174 福岡県 スペロ機械工業株式会社 6290801015245
各種プラント設備における長尺部品の製造・加工分野への
新規取組

福岡銀行

5546 2840110175 福岡県 株式会社ファイブテック 3290801011081
最新の自動運転プロファイル機導入による品質・生産効率
の向上

遠賀信用金庫

5547 2840110176 福岡県 株式会社オーレック 9290001047152
新方式切削ラインの導入による海外需要変化への対応と
強力なコスト競争力の実現

武石誠司

5548 2840110177 福岡県 久留米印刷株式会社 5290001047222
分業化された情報印刷現場に、ＩｏＴ技術を活用して販売先
情報を反映した印刷技術の高度化と販売競争力向上

広川町商工会
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5549 2840110178 福岡県 独楽工房隈本木工所  
ＮＣルーター導入による商品開発力の強化と新商品の開
発

八女商工会議所

5550 2840110179 福岡県 青柳醤油  
醤油・ぽん酢製造ライン強化による生産性向上と新製品開
発

米倉博彦

5551 2840110181 福岡県 株式会社野上養鶏場 5290801015031 鶏卵の製造における生産性と測定精度の向上 商工組合中央金庫

5552 2840110183 福岡県 株式会社コンドー・マシナリー 1290001052861
空気、水質、土壌浄化機能を有する竹炭粉粒体を含むコン
クリートブロックの開発

大木町商工会

5553 2840110187 福岡県 有限会社清柳食産 6290002053482
柳川ブランド認定レトルトカレー「柳川黄金博多和牛カ
レー」製造の機械化による増産と業容拡大

大牟田柳川信用金庫

5554 2840110190 福岡県 侍フードサービス株式会社 2290801022765
梅テーマの和風ドレッシングの海外展開に向けた製造ライ
ンの生産性向上

株式会社ＶＩコンサルティング

5555 2840110198 福岡県 株式会社ＳＫＴ 4290001026301
英語専門講師を必要としない幼児施設向け英語教育シス
テム

佐藤修一

5556 2840110200 福岡県 株式会社フジコー 4290801003292
快適な住環境をつくるシンプルで低コストの浄化槽用脱臭
装置の開発

公益財団法人北九州産業学
術推進機構

5557 2840110203 福岡県 プレテック福岡株式会社 7290001060280 自動火打ち加工機導入による省力化と品質向上 南崎信哉

5558 2840110204 福岡県 株式会社ジルクエスト 9290001067968
インプラント用アパットメント（チタン金属支台）の精密加工
技術の確立

永松浩樹

5559 2840110211 福岡県 上村紙業株式会社 2290801000366
グルアー糊貼り機導入による生産効率向上と多能工化推
進

商工組合中央金庫

5560 2840110212 福岡県 有限会社ないとう 1290002050501
額縁製造・販売に額縁デザインと大判プリントを加えた
サービスの提供

大川信用金庫

5561 2840110213 福岡県 株式会社カマンズ 2290001046391
高機能・省エネを備えた射出成形機と付帯装置との融合に
よる生産性向上と経営強化

林田俊一

5562 2840110215 福岡県 株式会社いなだ豆 8290001053696
顧客の増産要請に応えるための新たに開発した豆菓子乾
燥・選別装置の導入

商工組合中央金庫

5563 2840110216 福岡県 田底鉄工所  
キーシーター加工機導入による産業機械部品の加工精度
と生産性の向上

株式会社ＶＩコンサルティング

5564 2840110220 福岡県 株式会社アクタ 1290001011289
最新射出成形機導入による作業効率改善と環境にやさし
い容器開発

商工組合中央金庫

5565 2840110221 福岡県 平塚金型  
新型ＳＵＶ用プレス金型製作工程の生産力強化による納期
短縮

福岡県中央信用組合

5566 2840110225 福岡県 株式会社磐井製茶 4290001047108
茶成分分析機導入による品質評価を用いたブレンド茶の
味の均一化事業

永松浩樹

5567 2840110227 福岡県 株式会社大成 8290801010186
ゴムライニング密着作業のロボット化による労働環境の改
善と工数削減による効率化

福岡銀行

5568 2840110228 福岡県 共栄試錐工業株式会社 6290001038187
新鋭鋸盤導入による切断工程生産能力の大幅向上取組
み

福岡銀行

5569 2840110229 福岡県 硝子工房生  
電気釜による「雪花ガラス」のデザインの向上、量産体制
の構築

福岡ひびき信用金庫

5570 2840110230 福岡県 有限会社ウッディ 8290002053010
『ビルトイン型家具』に使用する高品質かつ高付加価値の
「部材」の開発

大川信用金庫

5571 2840110233 福岡県 山口重工業株式会社 4290802024759
国交省Ｈグレード認定による新市場開拓と生産性向上に
向けた設備増強計画

豊前川崎商工会議所

5572 2840110237 福岡県 田川産業株式会社 4290801016402
多色展開のＤＩＹ専用漆喰を開発・商品化しＤＩＹ市場へ新規
参入

田川商工会議所

5573 2840110239 福岡県 立石紙工株式会社 4290801010256
ＮＣ４軸紙管切断機導入及び新工場移転による生産性、品
質向上

公益財団法人北九州産業学
術推進機構

5574 2840110240 福岡県 株式会社ＪＴＳ 2290801014721
高性能ベンディングマシン導入による高精度かつ高速金属
精密加工

栢達彦

5575 2840110241 福岡県 有限会社三ヶ森製畳 5290802014131
仕上がりの美しい薄畳の生産性向上及び若い世代への普
及拡大

北九州商工会議所

5576 2840110243 福岡県 株式会社ネクサス 5290001028899 多品種、少ロットに対応する革新的な生産プロセスの改善 福岡銀行

5577 2840110245 福岡県 株式会社尾家興産 1290801015076
最新型コンクリート成型機導入による、畜産用コンクリート
製品の事業化

西日本シティ銀行

5578 2840110250 福岡県 あおき歯科  
ライブ画像による「見える化」を実現し、患者と治療情報を
共有する画期的根管治療の実現

池田清勇

5579 2840110254 福岡県 株式会社直方歯車製作所 6290801014271
水処理施設用スプロケット製造工程改革による国内外での
競争力強化

福岡ひびき信用金庫
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5580 2840110255 福岡県 丸栄化工株式会社 6290801003555
高品質、低コスト、短納期対応可能なＦＲＰタンクの自動成
形機の開発

公益財団法人北九州産業学
術推進機構

5581 2840110257 福岡県 有限会社ミグ 5290802020641
医療用ロボット製造装置部品・治具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

5582 2840110260 福岡県 平野製作所  
海外化学プラント用の特殊ポンプ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

5583 2840110261 福岡県 株式会社小野末吉商店 8290001052723
職場環境改善による布団打ち直し事業拡大と地域雇用創
出の取組み

大川信用金庫

5584 2840110266 福岡県 クローバー歯科  
歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭシステムの導入による金属を全く使わ
ない歯科治療サービスの提供

福岡商工会議所

5585 2840110267 福岡県 株式会社サンコウ 3290001053404
自動直線縁貼機導入による木口に丸みを付けた家具の量
産体制の確立

大川信用金庫

5586 2840110269 福岡県 株式会社エヌエフティ 2290001040485
圧縮成形型パーツ向け精密加工機増設による革新的効率
改善

鬼塚活人

5587 2840110273 福岡県 有限会社仲原製作所 2290002036755
ＮＣルーターの導入による生産の高付加価値化・効率化と
地域連携による販売強化

福岡銀行

5588 2840110274 福岡県 せと歯科医院  
ＣＴスキャンとＹＡＧレーザー導入による革新的な地域歯科
医療の展開

福岡銀行

5589 2840110275 福岡県 有限会社シモジョウ 4290002023578
カリウム浸漬技術を活用した減塩明太子の安定供給体制
の確立

ザグ・インスティチュート有限
会社

5590 2840110277 福岡県 山下機工合同会社 7290003006678
土木機械用減速機の生産性向上による歯車量産体制の
構築

大牟田柳川信用金庫

5591 2840110296 福岡県 熊川食料工業株式会社 1290001052812
高菜漬け製造設備導入による製造工程改善と増産体制確
立

みやま市商工会

5592 2840110297 福岡県 株式会社華三楽 8290001045685
真空調理技術と急速冷凍機導入による災害時の弁当供給
システムの構築

ザグ・インスティチュート有限
会社

5593 2840110299 福岡県 有限会社ティース・ワールド 5290002027520
カラーパレット撮影方式と自動調整プログラムによる自然
歯色の再現技術の開発

大松隆

5594 2840110303 福岡県 合同会社ＮＥＸＴ　ＦＬＩＧＨＴ 3290003005287
健康はウォーキングから！ＩＴ活用による歩行指導で医療
費軽減事業

志免町商工会

5595 2840110307 福岡県 株式会社丸昇製作所 2290801018689 大型クレーン導入による品質と生産性の向上 商工組合中央金庫

5596 2840110309 福岡県 ワタリセ自然農場  
ワイン特区を活かした専用品種によるワイナリーの醸造設
備導入

北九州商工会議所

5597 2840110315 福岡県 有限会社田中凸版 6290002016233
高精細印刷と生産性向上を図る生産プロセス構築の事業
化

福岡商工会議所

5598 2840110316 福岡県 株式会社オーニシ 1290001036294
担体流動水処理システム導入によるＨＡＣＣＰ対応型生産
体制の強化

中尾俊彦

5599 2840110323 福岡県 三好食品工業株式会社 3290801016485
急速冷蔵装置導入による厚揚げの賞味期限延長と大量安
定生産体制の構築

株式会社ＶＩコンサルティング

5600 2840110329 福岡県 株式会社ユニゾンシステムズ 3290001010900
ＡＩ搭載ドローンとデータ高速伝送技術による災害現場等の
低コスト空撮サービスの提供

税理士法人ＹＣＡ

5601 2840110330 福岡県 株式会社あらい 9290001036287
最新トンネルフリーザー導入による「はかた一番どり」の高
品質化と短納期化の実現

大松隆

5602 2840110337 福岡県 前田商会株式会社 5290001046777
生産プロセスの改善により、特殊折加工の対応力向上と生
産性向上を実現する事業化

福岡県中央信用組合

5603 2840110338 福岡県 株式会社モリサキ 9290001049693
特殊刃曲げ機導入による熟練工からの依存脱却での生産
性の向上と新分野への市場拡大

一般社団法人ヒューリットＭＦ

5604 2840110339 福岡県 株式会社ジーンネット 9290001025703
ＩＬ－９検査キットの開発とＩＬ－９測定に基づくがん診断法
の検証

筑邦銀行

5605 2840110341 福岡県 株式会社もんどＦ．Ｄカンパニー 4290001054839
高齢者施設、介護事業所向けの宅配・デリバリー事業の開
始に要する新調理システム導入と業容拡大

大牟田柳川信用金庫

5606 2840110343 福岡県 株式会社マンジャ 1290001022749
女性や高齢者でも働きやすく生産性の高い、安心安全な
弁当製造工程の構築

福岡商工会議所

5607 2840110351 福岡県 広松木工株式会社 2290001053173
木材加工の内製化による品質向上、歩留まりアップ、付加
価値向上計画

大川信用金庫

5608 2840110354 福岡県 ミエル  
地場産規格外農産物を使用したスイーツの生産体制の強
化

うきは市商工会

5609 2840110355 福岡県 中島物産株式会社 6290001053970
基幹業務システムの導入による業務の効率化と顧客満足
度向上による業容の拡大

大牟田商工会議所

5610 2840110356 福岡県 有限会社鬼丸雪山窯元 5290002043435
高取焼による世界最高水準の高音質陶器製スピーカーの
開発

東峰村商工会
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5611 2840110358 福岡県 株式会社オークマ 9290001043993
指挟み事故を防止する新しいドア、ドア枠の量産に向けた
設備導入による生産性の向上

あさくら税理士法人

5612 2840110359 福岡県 豊洋エンジニアリング株式会社 7290801011235 変性ＰＰＥ複合樹脂製品に携わる金型加工技術実証事業 福岡ひびき信用金庫

5613 2840110361 福岡県 濱地酒造株式会社 4290001000487
ＩＯＴとＡＩシステムを活用した酒造り技術の伝承と嗜好トレン
ド酒開発への挑戦

税理士法人コスモス

5614 2840110363 福岡県 株式会社福永製作所 6290801003340
多様化する建築金物加工ニーズへの対応と技能承継の実
施

福岡中央銀行

5615 2840110366 福岡県 株式会社大石茶園 3290001047133 不良茶葉の完全除去による茶葉の高付加価値化の実現 株式会社富士経営

5616 2840110367 福岡県 佐野畳屋  無染土表を使用した国産畳の量産化 西日本シティ銀行

5617 2840110369 福岡県 株式会社九州電化 3290001017788
環境対応型高機能黒色めっきの導入と品質安定化による
新規製品の受注獲得

公益財団法人福岡県中小企
業振興センター

5618 2840110372 福岡県 有限会社中村製作所 1290802004648
高気密・高強度ダクト製品の開発・普及による、省エネル
ギー及び耐震性向上の実現

税理士法人総合会計

5619 2840110373 福岡県 桑野新研産業株式会社 5290001051232
ＩｏＴ対応型生産設備の導入による遠隔操作で品種切替と
省人化の実現

筑後信用金庫

5620 2840110374 福岡県 有限会社まる屋 2290002022920
ミネラル豊富な深層水を用いた医療食向け無添加明太子
の量産化事業

ザグ・インスティチュート有限
会社

5621 2840110376 福岡県 株式会社ＮＲＳ 1290801013369
高性能破砕機導入による産業廃棄物処理能力向上とリサ
イクル率の改善

商工組合中央金庫

5622 2840110378 福岡県 株式会社ｅ－セレス 7290001037898
ひとり暮らし高齢者などＩＣＴ利活用安否確認システムの試
作

公益財団法人福岡県中小企
業振興センター

5623 2840110379 福岡県 株式会社サヌイ織物 7290001003181 博多織の高付加価値商品の投入と市場販路拡大事業 福岡銀行

5624 2840110380 福岡県 ナガタエンジニアリング株式会社 1290001036633
小規模清酒業向け、一品一様な麹造りに必要な微調整操
作が可能な「ベルト移動式コンパクト型原料処理機」の実
証事業

西日本シティ銀行

5625 2840110381 福岡県 太平印刷株式会社 9290801009277
製版工程更新による製造業向け「安全カレンダー」提案の
実現

福岡ひびき信用金庫

5626 2840110382 福岡県 株式会社円 1290001067876
ＮＣ加工機械の導入による特殊形状の別注家具の製品力
強化及び加工事業確立

大木町商工会

5627 2840110385 福岡県 株式会社アスク 5290001000726
低融点メタルモールドによる新チャッキング・高精度加工法
の開発

内田義行

5628 2840110387 福岡県 株式会社くらしコーポレーション 1320001013307
データ分析からの高精度『賃貸経営シミュレーションソフト』
開発

北九州銀行

5629 2840110388 福岡県 株式会社雪文 1290801013071
小規模アイスクリーム専門店における製造工程革新による
品質と生産性向上

北九州商工会議所

5630 2840110389 福岡県 しげずみ歯科医院  
３Ｄ画像と口臭および歯科東洋医学との革新的ハイブリッ
ド型口腔治療の開発

税理士法人野田税務会計事
務所

5631 2840110390 福岡県 株式会社ＢＪＣ 4290001066603
サロン物販売上を加速する「ビロードシステム」の開発と事
業展開

米倉博彦

5632 2840110391 福岡県 株式会社ＫＩＭ 8290801012728
送電線架け替え時の延線工事用ワイヤロープ再生事業の
展開に向けた体制構築

株式会社ＶＩコンサルティング

5633 2840110392 福岡県 株式会社筑水キャニコム 1290001055179 設計図面データ化による製造支援システムの構築 久留米商工会議所

5634 2840110393 福岡県 株式会社ＳＯＦＴ 7290001030589
リハビリと認知症予防の組み合わせによる効率化事業に
おいてのペッパーの活用

早良商工会

5635 2840110398 福岡県 株式会社Ｉｎｄｕｓｔｇｒａｐｈｙ 1290001075193
機能性と感性価値を持つ、現代に合う伝統工芸品の商品
開発と販売

大串明子

5636 2840110399 福岡県 有限会社津野精工 1290802023103
自動車用プラスチック部品向け大物金型分野への受注拡
大

西日本シティ銀行

5637 2840110401 福岡県 株式会社ロクリア 6010801020842 超薄型ＬＥＤ表示器を利用した動線経路システムの開発 福岡ひびき信用金庫

5638 2840110403 福岡県 株式会社馬場木工 9290001053142
ＮＣ片面ダボ打ち機の導入による作業の効率化と別注家
具分野への本格参入

大川商工会議所

5639 2840110404 福岡県 株式会社石原パッキング工業 3260001008039
ＩｏＴ対応ルータによる、自動車部品台車受け材加工の高度
効率化

株式会社アルマ経営研究所

5640 2840110406 福岡県 株式会社ホスピタブル 1290001030149
動画履歴書を用いた韓国人多言語人材と日本企業との採
用マッチング促進システムの構築

佐藤修一

5641 2840110408 福岡県 株式会社岡部マイカ工業所 6290801011351
次世代型蓄電池の安全性確保と低価格化を実現した延焼
防止用高断熱マイカの生産体制の確立

中間商工会議所

182



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

5642 2840110409 福岡県 株式会社庄分酢 9290001053654 容器形態の多様化に伴う生産性の向上 商工組合中央金庫

5643 2840110411 福岡県 株式会社可川精工 7290001032305 生産再配分とプロセス改善による競争力強化事業 福岡銀行

5644 2840110412 福岡県 溝上酒造株式会社 8290801009443
日本酒の品質をさらに向上させるための瓶詰めラインの強
化事業

公益財団法人北九州産業学
術推進機構

5645 2840110413 福岡県 オンリーワンテック  
海外自動車工場向け装置部品増産対応に向けた大型平
面研削の短納期化

粕屋町商工会

5646 2840110416 福岡県 有限会社コトブキ精密工業 1290802020769
電気自動車用モーターの金型製作における技術力・生産
性向上

福岡銀行

5647 2840110419 福岡県 池尻畳店  
「住宅用畳」市場縮小に伴う、「柔道用畳」の自店製造と当
市場への参入

永松浩樹

5648 2840110420 福岡県 株式会社杉工場 7290001055165
多樹種に対応可能な無垢材学習デスク生産プロセスの改
善

福岡銀行

5649 2840110421 福岡県 株式会社丸信 5290001049615
多様な要望のノベルティシールを作成し、お客様の売上向
上支援を行う

久留米商工会議所

5650 2840110422 福岡県 株式会社ネオバンジー 3290001058691
日本特有の素材である『寿司酢』と『米油』を使用したドレッ
シングキッドの市販化に向けた試作品の開発

佐賀共栄銀行

5651 2840110424 福岡県 まるは油脂化学株式会社 4290001049632
シャボン玉液の開発および小ロット製造に対するコスト削
減

久留米商工会議所

5652 2840110426 福岡県 株式会社ミドリ印刷 3290001016906
高速デジタル印刷機と自動検査装置導入による高付加価
値印刷小ロット対応力強化と品質保証向上の取り組み

福岡銀行

5653 2840110428 福岡県 有限会社建装舎 9290002015174
高級宝飾品を引き立たせる和製インテリア家具の内製化
体制の確立

西日本シティ銀行

5654 2840110429 福岡県 株式会社筑紫工業 7290001008726
特殊オレフィンシートを用いた敷居と上がり框の開発とその
販売

那珂川町商工会

5655 2840110431 福岡県 有限会社九州精密 8290802019953
ＥＶ車搭載蓄電池用超精密金型の多段差円筒研削加工高
度化による競争力強化

商工組合中央金庫

5656 2840110433 福岡県 有限会社ショウエイ環境 2290002047769
一軸細破砕機導入による生産性向上と循環型社会形成に
向けた挑戦

大牟田柳川信用金庫

5657 2840110435 福岡県 株式会社アドウェルズ 7290001042948 超音波炭素繊維強化樹脂シート製造装置の開発 商工組合中央金庫

5658 2840110439 福岡県 株式会社Ｍ＆Ｃ 5290002043039
間欠式凸版輪転印刷機導入による特大・特殊印刷対応で
販路拡大と雇用創出

岡本健一

5659 2840110440 福岡県 有限会社翔希 7290802018171
大径ＮＣ正面旋盤導入による部品加工の短納期化、低コス
ト化の実現

福岡ひびき信用金庫

5660 2840110442 福岡県 ステンレスサービス株式会社 8290801008874
ＩоＴを活用したステンレス切断工程の高度化と高付加価
値製品の販路拡大

一般社団法人福岡県中小企
業診断士協会

5661 2840110447 福岡県 株式会社ＡＩプロジェクト 6120001133608
スマートフォンとＢｅａｃｏｎ（無線標識）を利用した有床病院
向け看護師動線分析システム・動作分析システムの開発

弁護士法人ＢｒｉｄｇｅＲｏｏｔｓ

5662 2840110449 福岡県 合名会社早田材木店 3290003002730
木取り工程の受注率向上を可能にする生産性向上の取組
み

筑邦銀行

5663 2840110451 福岡県 たけだ歯科クリニック  
マイクロスコープと歯科用ＣＴを活用することによる治療
サービスの画期的改革

福地昌能

5664 2840110455 福岡県 東木工株式会社 8290001053151 幻想的な光照射による荘厳でコンパクトな仏壇の開発 大川信用金庫

5665 2840110457 福岡県 大鵬繊維工業株式会社 4290001047314 久留米織用の整経・サイジング工程の確立 広川町商工会

5666 2840110458 福岡県 有限会社原野製茶本舗 6290002047492
海外ニーズに対応した食品用抹茶の生産体制を構築し海
外展開を図る

広川町商工会

5667 2840110466 福岡県 株式会社オンガエンジニアリング 4290801014075
ビニールハウス制御用機器の防水性の強化による商品性
の向上

福智町商工会

5668 2840110470 福岡県 株式会社ワールドプリンティング 4290001045805 バイヤーお奨め告知ＤＭによる開発 福岡銀行

5669 2840110472 福岡県 株式会社オオサカネーム 7290001002745
最新加工機導入による箱文字の生産性向上とリードタイム
短縮

西日本シティ銀行

5670 2840110474 福岡県 株式会社早手製作所 7290001036396 鉄骨溶接ロボットの導入による品質及び生産性の向上 遠賀信用金庫

5671 2840110478 福岡県 テック・スリー  
高精度立型マシニングセンタ導入によるアルミ製治具の品
質改善と生産体制の構築

広川町商工会

5672 2840110497 福岡県 有限会社谷川鉄工 9290802009986
溶接工程の生産性向上と品質改善のための溶接ロボット
システムの導入

福岡中央銀行
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5673 2840110498 福岡県 株式会社苅野 1290801014086 生産システム導入による機械加工ラインの効率化 奥山慎二

5674 2840110504 福岡県 株式会社戸畑ターレット工作所 1290801002652
アルミ鍛造ライン加熱炉工程へのロボット導入による生産
性の向上

公益財団法人北九州産業学
術推進機構

5675 2840110508 福岡県 富士食品株式会社 4290001002186
生産性と安全性が大幅に向上する錦糸卵の自動計量包装
ライン開発

商工組合中央金庫

5676 2840110511 福岡県 株式会社ワークス 9290801011638
細穴放電加工機導入による超硬合金製精密ノズルの生産
拡大

福岡銀行

5677 2840110512 福岡県 株式会社戸畑製作所 7290801002498 マグネシウム合金粉末の品質評価技術の開発 商工組合中央金庫

5678 2840110514 福岡県 有限会社酒井製作所 1290802021024
銅管等熱交換機部品のろう付及びハンダ付の品質アップ・
コストダウン

商工組合中央金庫

5679 2840110515 福岡県 Ｇｍｅｐ株式会社 4290001074812
ヒト細胞用無血清培地の品質・競争力強化に必要な機械
装置導入事業

筑邦銀行

5680 2840110519 福岡県 株式会社川崎鉄工所 4290001045417
粉砕機用カッターの両面加工用ジグ開発と生産プロセス改
善

飯塚信用金庫

5681 2840110521 福岡県 株式会社ショウワ 4020001007492
ハイブリッド用マフラー対応、一体成型による製造工程の
削減

林田俊一

5682 2840110529 福岡県 株式会社Ｚｅｒｏ－Ｔｅｎ 5290001057394
会員制シェアオフィスのＩＴ活用による価値向上と収益性向
上

正木慎也

5683 2840110536 福岡県 株式会社ビハラ 3290001037266 重度要介護者向け栄養強化食の開発 古賀市商工会

5684 2840110539 福岡県 有限会社ジョイックスシステム 7300002004193
最新射出成形機の導入による、製造から物流までの一貫
体制の構築

神埼市商工会

5685 2840110541 福岡県 株式会社安永ギヤ―テック 6290001036538
高精度ＮＣ旋盤の導入とＩоＴの活用による多品種少量生
産体制の構築

一般社団法人福岡県中小企
業診断士協会

5686 2840110547 福岡県 いながき歯科  
手探りから、見える化対策した難治性根管治療で問題の根
絶化

西日本シティ銀行

5687 2840110552 福岡県 なごみ歯科医院  
微細な組織配置の立体構造へ正確な操作を可能にする治
療の革新

西日本シティ銀行

5688 2840110553 福岡県 栄進工業株式会社 9290001040512
現場の働き方改革に向けた、鉄筋加工の高精度化と自動
化のための鉄筋自動曲機の導入

若杉拓弥

5689 2840110555 福岡県 株式会社中央工作所 6290001003505
「夢・情熱・感動」をもたらす子供の思い出に残る大型遊具
等の製造

若杉拓弥

5690 2840110564 福岡県 株式会社髙山プレス製作所 5290001036365
同時多軸加工による自動車用部品プレス順送金型の製造
プロセス改善及び品質向上

福岡銀行

5691 2840110570 福岡県 株式会社幸和 6290001038716
半導体製造装置向けワイヤーハーネス製造ラインの革新
的生産性向上への取り組み

商工組合中央金庫

5692 2840110577 福岡県 有限会社セラモアート佐脇 9290802022915
これからの歯科補綴物材料や工法に対応する生産プロセ
スの改善

西日本シティ銀行

5693 2840110578 福岡県 クルメキッコー株式会社 5290001048708
野菜等の固形物入り高付加価値調味料の量産化体制構
築

筑邦銀行

5694 2840110584 福岡県 日新工業株式会社 2290801015100
新型自動開先加工機の導入による生産性向上とプラント
市場の販路開拓

一般社団法人福岡県中小企
業診断士協会

5695 2840110590 福岡県 株式会社友添鉄工所 1290001053505
油圧バルブ部品自動加工ライン導入による２４時間生産体
制構築

西日本シティ銀行

5696 2841110004 佐賀県 株式会社アンジェココ 6300001009500
職人の手間暇が掛かる工程の機械導入による生産性の向
上計画

筑邦銀行

5697 2841110007 佐賀県 株式会社岩根工芸 1300001009348
レーザー加工機導入による生産工程の技術的課題の解決
による生産性の向上と下請け企業からの脱却

佐賀市南商工会

5698 2841110009 佐賀県 西研グラフィックス株式会社 2290001014092
三次元レーザースキャナによる現地調査の効率化と高度
化

吉野ヶ里町商工会

5699 2841110012 佐賀県 合同会社田島柑橘園＆加工所 3300003000716 日本一の柑橘ジュース製造にかかる作業工程の効率化 佐賀共栄銀行

5700 2841110013 佐賀県 有限会社ロックフーズ 7300002011272
アジのゼイゴ除去装置を導入低温度帯維持生産体制の構
築

唐津商工会議所

5701 2841110015 佐賀県 大和鐵工株式会社 6300001006530
板厚・径違いコラム溶接に対応する２アーク同時溶接ロ
ボットの導入によるＱＣＤのレベルアップ

吉野ヶ里町商工会

5702 2841110022 佐賀県 前田食品工業有限会社 8300002008557 幻の食材「相知高菜漬」を使用した高付加価値惣菜の開発 佐賀銀行

5703 2841110023 佐賀県 鳥巣窯  
伝統技法「かいらぎ」のかつてない発色による世界基準の
唐津焼の開発

唐津東商工会
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5704 2841110024 佐賀県 株式会社岡村建設 3300001003258
未利用バイオマス「もみ殻」を有効活用 したサスティナブ
ル・プロジェクト

神埼市商工会

5705 2841110027 佐賀県 株式会社伊万里鉄工所 4300001005591
最新型ＮＣターニング盤導入による大型石炭火力発電プラ
ント用部品の精密切削加工体制の確立

伊万里商工会議所

5706 2841110028 佐賀県 株式会社上原製作所 7290001024186
ＩＯＴを用いた「生産現場のロスの見える化」等によるカイゼ
ンの実現

髙栁和浩

5707 2841110029 佐賀県 有限会社ＭＥＣＳ 8300002009778
ロボットシミュレーションでの「干渉」検証で競争力強化する
生産体制の構築

大川信用金庫

5708 2841110030 佐賀県 青木木工所  
切削技術の高度化で木工所が提案するハイドア製造施工
事業の新展開

唐津信用金庫

5709 2841110031 佐賀県 シンエイメタルテック株式会社 8300001003237
人とロボットの親和する生産体制、変種変量短納期＋量産
で失注率ゼロへ

佐賀銀行

5710 2841110032 佐賀県 美光九州株式会社 7300001004442
ＬＥＤランプ用高面精度成形品の技術開発と量産管理体制
の確立

商工組合中央金庫

5711 2841110033 佐賀県 株式会社原田鉄工 9300001000670 コア連結溶接ロボットシステム 陣内廣子

5712 2841110039 佐賀県 中尾工業株式会社 5300001006259
洗浄能力強化によるトランスミッション部品の新規受注計
画

株式会社エフアンドエム

5713 2841110040 佐賀県 福岡ダイス株式会社 7290001002101
金型キャビティ・コアの超精密加工技術の確立と生産性向
上

商工組合中央金庫

5714 2841110042 佐賀県 竹下製菓株式会社 7300001000763
ひとくちサイズの羊羹カット装置の導入による商品競争力
向上と地元銘菓「羊羹」普及への貢献

佐賀銀行

5715 2841110045 佐賀県 東亜工機株式会社 5300001004948
舶用エンジン高性能化のためのシリンダライナ開発と疲労
特性評価

佐賀県商工会連合会

5716 2841110048 佐賀県 株式会社中村電機製作所 6300001000566
省人化レーザ加工システム導入による多品種微量生産の
確立及び暗黙知の技術継承

佐賀銀行

5717 2841110052 佐賀県 株式会社アイテク 5300001006597
自動精密角印くり機の導入による歩留まりの改善及び作
業効率と生産性の向上

吉野ヶ里町商工会

5718 2841110053 佐賀県 株式会社キーストン 7300001004789
高精度５軸制御マシニングセンタの導入による生産プロセ
ス革新と人手不足の解消

九州ひぜん信用金庫

5719 2841110054 佐賀県 旅館豊洋荘  かにまぶしにおける資源の安定供給と販路拡大事業 太良町商工会

5720 2841110056 佐賀県 株式会社川原茶業 2300001005008
海外需要に向けた『嬉野茶』販路拡大を支える茶成分分析
計の導入

佐賀銀行

5721 2841110059 佐賀県 有限会社中央印刷 3300002007935
デザイン力を活かした高品質・極小ロット・短納期の生産体
制確立

伊万里信用金庫

5722 2841110061 佐賀県 富士緑化園有限会社 7300002005448
バイオマス発電に対応した山林種苗の安定供給プロジェク
ト

佐賀市北商工会

5723 2841110062 佐賀県 吉田刃物株式会社 5300001003628
レーザーマーカー導入で付加価値の高い包丁のデザイン
力を向上させ販売量ＵＰ

多久市商工会

5724 2841110063 佐賀県 株式会社Ｌｅ Ｐｅｔｉｔ Ｎｉｃｏｉｓ 2290001032508 オリジナル商品づくりに基づく自社工場 福岡銀行

5725 2841110066 佐賀県 株式会社中島製作所 5300001000583
再加熱カートのコストダウンに向けた機械加工部品工程の
生産性向上

フロウシンク

5726 2841110075 佐賀県 ユニバース株式会社 7020001021953
熟練工不足、効率化、高精度化の課題を新型加工機導入
により解決、さらなる成長へ

川崎信用金庫

5727 2841110077 佐賀県 ポアソン洋菓子店  オーダーメイド３Ｄケーキ及び焼き菓子の販売・宅配事業 鳥栖商工会議所

5728 2841110079 佐賀県 株式会社久野電機製作所 3300001005618
最新大型巻線機の新規導入による製造可能範囲の拡大と
生産性向上

伊万里信用金庫

5729 2841110084 佐賀県 株式会社鶴丸鉄工所 7300001003898
汎用性の高いＮＣ旋盤導入による多能工化と技術承継の
推進

一般社団法人福岡県中小企
業診断士協会

5730 2841110088 佐賀県 クロカミスクリーン印刷株式会社 1300001004497
ＵＶデジタル印刷機とパッド自動印刷機を活用した事業領
域拡大と需要創出

佐賀商工会議所

5731 2841110091 佐賀県 株式会社井手口鉄筋 1300001004563
現代の名工の卓越した技術力を基盤とした、希少性の高
い性能評価事業の実施

若杉公認会計士事務所

5732 2841110092 佐賀県 有限会社金善製陶所 5300002008337
ローラーマシン導入による戦略製品の開発と生産性の向
上

谷口茂雅

5733 2842110005 長崎県 株式会社岩佐鉄工 5310001005152 溶接ロボット導入による生産性向上・納期短縮体制の確立 商工組合中央金庫

5734 2842110008 長崎県 有限会社スポーツタチカワ 2310002019096
自社オリジナルマーキングの活用による短納期の実現と
売上高向上

壱岐市商工会
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5735 2842110009 長崎県 岩吉産機工業株式会社 6310001008674
ＡＩ機能付機械導入での精度向上及びＩｏＴによる原価把握
での受注拡大

税理士法人ＡＳＰＩＲＥ

5736 2842110011 長崎県 ボディーショップ浜村  新鋭塗装ブース導入による生産性向上及び新規顧客獲得 西そのぎ商工会

5737 2842110013 長崎県 滲透工業株式会社 9310001000769
次世代自動車向け過給機部品の高耐熱化実現による生
産拡大計画

公認会計士手塚智三郎事務
所

5738 2842110014 長崎県 有限会社心誠 9310002020824
高鮮度食材の保存システム導入で廃棄ロス削減と競争力
を強化する

古瀬靖士

5739 2842110016 長崎県 大阪シンコー株式会社 3120001016625
裁断工程の革新による国内最高級シャツ並びに特殊仕様
制服等への展開

株式会社エイチ・エーエル

5740 2842110017 長崎県 合資会社吉田屋 2310003002084
女性向けフルーティな香りの「花酵母」の生産能力を向上し
競争力を強化する

南島原市商工会

5741 2842110018 長崎県 株式会社ウラノ 7030001060471
航空機部品の検査にロボットを導入し自動化する事で競争
力を強化する

親和銀行

5742 2842110019 長崎県 有限会社尾崎輸送部 6310002016833 二層式荷台の導入で生産性を向上し競争力を強化する 雲仙市商工会

5743 2842110023 長崎県 九州電通株式会社 2310001008728
ＩｏＴデバイスの高速通信に対応する高周波高精度小型水
晶発振器の開発

團野龍一

5744 2842110024 長崎県 株式会社ナカムラ消防化学 6310001008856
ホース多積載型消防ポンプ車の開発と消防車の塗装行程
の改善による他社との差別化

親和銀行

5745 2842110028 長崎県 株式会社日本ベネックス 7310001008112
密閉式塗装ブースの導入による品質向上及び生産性向上
の実現

十八銀行

5746 2842110029 長崎県 株式会社渡辺造船所 4310001002381
船舶設計内製化用設計ソフト及び他金属接合用溶接機・
切断機の導入

近藤正敏税理士事務所

5747 2842110031 長崎県 土地家屋調査士初瀬一夫事務所  
国土交通省が推進する「ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ」での３次元測
量・設計

宮川茂則税理士事務所

5748 2842110037 長崎県 重家酒造株式会社 9310003002177
新型で大型の蒸留機導入による作業時間の短縮と焼酎資
質の向上計画

壱岐市商工会

5749 2842110041 長崎県 株式会社シンプロジェクト 1310001007623 大型特殊車両の誘導車専用の誘導・管理システムの開発 税理士法人ウィズラン

5750 2842110042 長崎県 有限会社法本胡麻豆腐店 5310002011521 胡麻豆腐の製造工程効率化と海外販路拡大 親和銀行

5751 2842110044 長崎県 株式会社エムピーフーズ 7310001014556
愛野赤土馬鈴薯を自社販売し、規格外品を一次加工する
新規事業

十八銀行

5752 2842110046 長崎県 株式会社ａｒａｎビューティー 1310001014207
他社との差別化のための自社仕様最新式業務用脱毛機
の導入

石井税理士事務所

5753 2842110047 長崎県 株式会社プロテック 2310001012093 水中構造物解体設備導入（ワイヤーソーマシン） たちばな信用金庫

5754 2842110048 長崎県 株式会社マルナン 9310001011799
レタスの鮮度維持を可能にする真空冷却装置の導入で販
路拡大を狙う

東邦義税理士事務所

5755 2842110049 長崎県 有限会社小林総合物産 3310002019335
精米作業の効率化と「平戸産棚田米」の量産・ブランド化計
画

十八銀行

5756 2842110050 長崎県 出口工業株式会社 1310001004042
新世代設備導入による段取り時間の縮減と無人化で大幅
な生産性の向上を図る

西そのぎ商工会

5757 2842110054 長崎県 森永材木店  
レーザー加工機導入による全工程内製化でイチョウ木製
品新事業展開

南島原市商工会

5758 2842110055 長崎県 カネイヨシウラ株式会社 5310001013436
新乾燥システムの導入による煮干イリコの品質及び生産
性の向上

佐世保商工会議所

5759 2842110056 長崎県 キタ忍歯科医院  
車椅子の患者・障がい者が介護サポートなしに受診できる
バリアフリー高度歯科治療の実現

池田清勇税理士事務所

5760 2842110057 長崎県 株式会社平和鐵工所 7310001008995
鉄骨専用３次元ＣＡＤの導入により生産性向上と納期短縮
で競争力を強化

上谷税理士事務所

5761 2842110060 長崎県 なりすえ歯科医院  競争力強化に向けて新規診療を開始するための設備導入 池田光利税理士事務所

5762 2842110061 長崎県 平野青果株式会社 7310001013293
ニーズを捉えた人参の品質向上を図り商圏の拡大を目指
す取組み

本田公認会計士税理士事務
所

5763 2842110062 長崎県 株式会社本田海産 4310001010087
養殖ワカメ水揚げ後、短時間で冷凍処理を行い、品質の保
全と生産性の向上を行う

南島原市商工会

5764 2842110068 長崎県 壱岐牧場  壱岐牛加工所の増改築による機械整備 壱岐市商工会

5765 2842110071 長崎県 株式会社エムケーシー 9310001011196 超高精度・微細加工技術獲得による価値源泉の確立 長崎三菱信用組合
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5766 2842110084 長崎県 西善製菓舗  
最新設備導入で生産効率化を図り、増産及び売上拡大を
達成する

有明町商工会

5767 2842110088 長崎県 田中工機株式会社 1310001008794
全自動ブレーキプレス機導入による小規模農家向け少量
収穫機の実現

商工組合中央金庫

5768 2842110089 長崎県 旭栄産業株式会社 1310001000479 先進的、地盤改良機を導入し品質を上げ市場拡大する 十八銀行

5769 2842110090 長崎県 三益製薬株式会社 1290001023854
究極の生薬「サフラン」の力をフルに引き出す健康増進商
品開発事業

十八銀行

5770 2842110091 長崎県 株式会社勝手 7310002017153
生産性向上に加え「ヘリ無し畳、防炎畳の新規販路拡大」
の実現

たちばな信用金庫

5771 2842110092 長崎県 株式会社千鶏カステラ本舗 5310001008535
カステラの３Ｄ急速冷凍機の導入による新たな消費地の開
拓

税理士法人中央総合会計事
務所

5772 2842110095 長崎県 株式会社亀山電機 5310001003206
ビッグデータ・ＡＩの活用によって事業売上を３倍まで向上さ
せる設計プロセスの革新的改善

野崎地平税理士事務所

5773 2842110100 長崎県 株式会社中野エンジニアリング 7310001007386
船舶用大口径プレハブ配管加工への特化・効率化による
売上増

公益財団法人長崎県産業振
興財団

5774 2842110101 長崎県 株式会社西日本工業 4310001005822
最新円筒曲げ機（高精度ベンディングロール）の導入によ
る新分野進出

公益財団法人長崎県産業振
興財団

5775 2842110103 長崎県 丸髙商事株式会社 8310001008152
レジ改善と会員データ活用による、お客様／社員双方の満
足度向上の実現

田中哲税理士事務所

5776 2842110105 長崎県 志げる製菓舗  
生産力増強のための設備導入策と地域資源を活かした新
商品開発

佐世保商工会議所

5777 2842110108 長崎県 イサハヤ電子株式会社 6310001007874
高周波・高圧絶縁対応電源による新規パワーデバイス市
場参入

親和銀行

5778 2842110109 長崎県 木田看板塗装店  
デザイン力を活かし未開市場を開拓するため地域初の
「レーザー加工機」を導入

佐世保市北部商工会

5779 2842110112 長崎県 澤本歯科医院  
マイクロスコープと画像管理システムを用いた革新的歯科
治療（安心と見える化の提供）

十八銀行

5780 2842110119 長崎県 大成工業株式会社 3310001006458
ベンディングロール導入による大型曲げ加工品の自社一
貫製造計画

玉ノ井孝一

5781 2842110121 長崎県 深堀米穀店  
県産玄米を使った食味が良く保存期間が長い新商品開発
のための設備導入計画

十八銀行

5782 2842110122 長崎県 株式会社ききつ青果 5310002016017
青果物の品質向上及び安定供給により自社ブランドを強
化し、売上拡大を図る

多良見町商工会

5783 2842110123 長崎県 長田食品  
全国初、真鯛の未利用資源を原料とした「真鯛だしパック」
の商品化

吉永コンサルティングオフィス

5784 2842110125 長崎県 中野鉄構株式会社 5310001004708 ＩｏＴ・ロボット活用による２４時間生産システムの構築 長崎三菱信用組合

5785 2842110128 長崎県 壱岐の蔵酒造株式会社 6310001010283
桜チップで燻蒸したスモーキーフレーバーの新焼酎の商品
開発

壱岐市商工会

5786 2842110129 長崎県 有限会社立山印刷 9310002010742
顧客が求める価値に応える多様化したパッケージのデザイ
ン並びに制作業務

佐世保商工会議所

5787 2842110136 長崎県 本田商會株式会社 3310001001962
ＩｏＴとパワードスーツを用いて安全かつ生産性を向上し競
争力を強化する

永田吉朗

5788 2842110138 長崎県 株式会社やがため 9310001011246
最新設備（ＲＯ膜、遠心分離機）導入による製塩事業の生
産性向上と売上拡大

新上五島町商工会

5789 2842110140 長崎県 飯田青果有限会社 5310002018327
農作業請け負いサービスと品質向上に寄与する移動式野
菜乾燥室の導入

南島原市商工会

5790 2842110145 長崎県 株式会社ユニバーサルワーカーズ 5310001004765
日本初ＭＲグラスを活用した疑似体験コンテンツによる売
上拡大

一ノ瀬小川税理士事務所

5791 2842110146 長崎県 株式会社ヤマコウ 8310001012690
急速冷凍機及び真空レトルト釜導入による温泉蒸し料理の
商品化と販路拡大事業

雲仙市商工会

5792 2842110147 長崎県 とら屋クリーニング店  
外交サービスにタブレットを活用、生産性の高い新サービ
スの確立

團野龍一

5793 2842110148 長崎県 有限会社原田パイプ工作所 1310002004487
３Ｄ計測機の導入により配管製作への付加価値を提供し
同業他社との差別化を図る

近藤正敏税理士事務所

5794 2842110151 長崎県 株式会社エミネントスラックス 6120001075825
管理システムの導入で情報の視える化と社内共有を図り
競争力を強化する

親和銀行

5795 2842110153 長崎県 御菓子處双葉屋  
老舗和菓子屋伝統の逸品を全国へ、生産性向上で商圏拡
大を図る

石橋文税理士事務所

5796 2842110155 長崎県 中山工業  
最新型シャーリングの導入により、納期短縮化と生産性を
向上し競争力を強化する

九州ひぜん信用金庫
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5797 2842110156 長崎県 有限会社奥田工業所 2310002000989 高精度曲げ加工技術獲得による新たな中核事業の確立 長崎三菱信用組合

5798 2842110157 長崎県 梅ヶ枝酒造株式会社 9310001005165
甘酒の「量・質・生産性」を向上させる設備導入で事業拡大
と競争力を強化する

商工組合中央金庫

5799 2842110158 長崎県 株式会社松永鋳造所 3310001006012
トータル鋳造条件制御により他社を凌駕する軸受製品の
開発で売上拡大

商工組合中央金庫

5800 2842110159 長崎県 有限会社タテイシ 4310002020688
椿オイル生産効率化によるＯＥＭ受注体制の確立と競争
力強化

五島市商工会

5801 2842110160 長崎県 株式会社アーカイブワークス 3310001008958
３Ｄ形状測定機の導入によるタービン形状検査工程のＱＣ
Ｄ向上

株式会社ＶＩコンサルティング

5802 2842110161 長崎県 久保工業株式会社 5310001000491 強みの強化とＩｏＴ／ＡＩ活用による持続的競争優位の獲得 長崎三菱信用組合

5803 2842110163 長崎県
佐世保コーヒーステーション牛島有
限会社

2310002010006 新焙煎機による顧客の細やかな焙煎ニーズへの対応強化 佐世保商工会議所

5804 2842110166 長崎県 白山陶器株式会社 1310001006278
陶磁器用生地の効率的な生産システム構築による売上・
利益拡大

商工組合中央金庫

5805 2842110168 長崎県 株式会社ケンコーホーム 5310001002430
業務統合システムとＶＲ体感システムを活用した施工能力
向上と新規顧客拡大

税理士法人中央総合会計事
務所

5806 2842110170 長崎県 川添酢造有限会社 2310002014163
甘酒製造の生産性向上と開封後の保存性改善及び新甘
酒製品の開発

西海市商工会

5807 2842110172 長崎県 カコイ食品株式会社 4310001000344 食の安全性確保とコストの削減で大都市圏へ販路を拡大 三重商工会

5808 2843110001 熊本県 株式会社城野印刷所 5330001002370
印刷工程における画像測定・画像解析を用いた全数・全面
検査化事業

商工組合中央金庫

5809 2843110002 熊本県 梅本工業株式会社 8330001022399
マシニングセンタによる加工技術の開発と短納期化による
収益向上

髙栁和浩

5810 2843110004 熊本県 株式会社地の塩社 7330001010289
高度なフリーズドライ製法を活用した安心安全な高付加価
値食品製造進出事業

肥後銀行

5811 2843110011 熊本県 横場工業株式会社 5330001013814
高性能レーザー切断機の導入による生産性及び製品精度
の向上

商工組合中央金庫

5812 2843110015 熊本県 株式会社パストラル 9330001010312 自社農産物（栗等）を使った洋菓子等の製造・販売事業 山鹿市商工会

5813 2843110016 熊本県 ネクサス株式会社 2330001011754
マグネシウム成形品の品質特性の向上と二次加工技術の
高精度化

商工組合中央金庫

5814 2843110018 熊本県 有限会社黒田工業 2330002024383
最新モデルのマシニングセンタ導入による攻めの経営への
転換

熊本銀行

5815 2843110019 熊本県 株式会社黒田建設工業 5330001014928
鉄骨建築物増加における耐震性向上のための溶接技術の
高度化

税理士法人未来税務会計事
務所

5816 2843110022 熊本県 株式会社ひごいち 1330001016853
ファイバーレーザー加工機導入による最新素材の加工と生
産性向上

商工組合中央金庫

5817 2843110024 熊本県 株式会社アントルメ菓樹 3330001000194
６次産業企業等との共同開発による商品化とブランディン
グ

熊本銀行

5818 2843110029 熊本県 株式会社島田製作所 7330001002328 旋盤加工部品の加工精度向上計画
税理士法人熊本東会計セン
ター

5819 2843110033 熊本県 株式会社ユウキ精研 8330001010635
多様化する次世代自動車用コネクタ金型部品の生産プロ
セスの改善

公益財団法人くまもと産業支
援財団

5820 2843110038 熊本県 トイメディカル株式会社 7330001019941
パラレルリンクロボットを利用した家庭用鍼治療機器の生
産性の向上

公益財団法人くまもと産業支
援財団

5821 2843110041 熊本県
西日本エレクトロニクス工業株式会
社

8330001003614
クラッド材（ステンレス＋アルミ）陽極酸化被膜処理の量産
技術と生産プロセスの改善

公益財団法人くまもと産業支
援財団

5822 2843110043 熊本県 緑川生コンクリート工業株式会社 7330001010859
高性能脱水機による管理型産業廃棄物の削減及び濾過
水の有効利用

熊本銀行

5823 2843110044 熊本県 株式会社銀シャリ亭 5330001005786 銀シャリ亭が「銀シャリ」を超えるご飯を炊く 熊本市託麻商工会

5824 2843110045 熊本県 株式会社永井製作所 3330001012719
低コストで耐震性を強化する特殊構造の鉄骨の試作開発
体制の確立

株式会社ＶＩコンサルティング

5825 2843110046 熊本県 タカムラ・エンタープライズ株式会社 1330001010286
ソフトクリームコーン用金型生産効率化のための三次元測
定器導入

熊本第一信用金庫

5826 2843110047 熊本県 日精電子株式会社 8330001010916 インライン洗浄機導入による生産性及び品質向上 大垣共立銀行

5827 2843110048 熊本県 有限会社空間アートシール 2330002003024
半導体製造装置用パッキンの高精度・納期短縮のための
生産体制高度化計画

株式会社エフアンドエム
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5828 2843110049 熊本県 株式会社九州マグテックス 7330001009991
海外向け自動二輪車高精度金属部品の短納期製造体制
の確立

株式会社エフアンドエム

5829 2843110052 熊本県 金剛株式会社 5330001001802
地震対策製品汎用化のための生産体制と情報システム基
盤の高度化

商工組合中央金庫

5830 2843110054 熊本県 有限会社藤和林業 1330002027569
新たな乾燥方法とブレーナー加工を組み合わせた小型加
工材の開発

芦北町商工会

5831 2843110056 熊本県 八代鮮魚商協同組合 5330005005849
漁獲量に左右されず、組合員の売上拡大を図る鮮魚販売
体制の確立

八代商工会議所

5832 2843110057 熊本県 株式会社竹岸フレッシュ 3330001020812
八代特産塩トマトの新ブランド・加工商品化による経営革
新と復興支援

八代商工会議所

5833 2843110060 熊本県 株式会社九州ファーム 9330001009841
顧客ニーズに対応した新商品開発と地域にんにく農家活
性計画

菊池市商工会

5834 2843110061 熊本県 株式会社アイエステー 8290001040059
県内初！空中レーザースキャナ搭載ＵＡＶを用いた高精度
測量・設計サービスの開発

肥後銀行

5835 2843110067 熊本県 株式会社ヒサダ 4180301013233
ロボットとＩｏＴを組合せた新モデルラインの構築によるコス
ト削減事業

岡崎信用金庫

5836 2843110075 熊本県 肌美和株式会社 9330001010816
最先端オミックス解析による馬胎盤由来タンパク質・代謝
物の抽出

税理士法人近代経営

5837 2843110082 熊本県 テクノデザイン株式会社 4330001009210
ＩＯＴ社内体制の構築による生産能力の増強及び新規分野
への進出

木永博昭税理士事務所

5838 2843110083 熊本県 有限会社旭野工業 1330002017545
３ＤＣＡＭ・シュミレーションおよび５軸複合加工機導入によ
る受注拡大、生産性の向上事業

菊池市商工会

5839 2843110086 熊本県 株式会社エムイーエス 7330001009125
ＩｏＴ対応の５軸マシンの導入により生産性向上と賃上５％
を実現する

商工組合中央金庫

5840 2843110087 熊本県 有限会社入江商店 8330002022662
高度な耐震性を備えた突板貼を施した集成材製品の生産
性向上技術の開発

和水町商工会

5841 2843110088 熊本県 株式会社米村常次郎商店 7330001014901
味噌・醤油をベースにした加工調味料の製品開発と製造環
境の高度化

肥後銀行

5842 2843110090 熊本県 株式会社ツカサ創研 7330001003029
イベント及び店舗内装の組替え式オリジナルシステムの開
発

熊本銀行

5843 2843110094 熊本県 株式会社日本テレソフト 4010001033449 世界仕様の「点字プリンター」の試作 三井住友銀行

5844 2843110095 熊本県 つちやゴム株式会社 9330001010873
子供靴製造設備の新設及び改善活動による年間４５万足
生産体制の確立

公益財団法人くまもと産業支
援財団

5845 2843110097 熊本県 明和工業株式会社 7330001004646
耐震性、製品精度に優れた鋼構造物加工への挑戦と差別
化の実現

熊本商工会議所

5846 2843110103 熊本県 有限会社明装工業社 4330002010596
Ｒ湾曲・３Ｄファニチャーの開発とトータルプランニングの実
現

肥後銀行

5847 2843110105 熊本県 ワイテク株式会社 5330001009259
高効率ペンディングマシン導入による自社ブランドクリーン
ルーム機器の開発

肥後銀行

5848 2843110107 熊本県 佐東ウェルディング  
業界の要請に応え業容拡大および生産性向上のための自
動溶接加工設備の導入

大牟田商工会議所

5849 2843110109 熊本県 有限会社鹿本金型機工 1330002018403
超精密ＣＮＣ研削盤導入による内製化でのワンストップ化
事業

肥後銀行

5850 2843110110 熊本県 株式会社ティービーエム 6330001013276 ３Ｄ技術を用いたトラックの「軽量ボディ」の開発 熊本信用金庫

5851 2843110114 熊本県 上村鐡構建設有限会社 3330002025075
鉄骨溶接ロボットシステム導入とＩｏＴ活用による生産性向
上と受注拡大

シー・アンド・ピー創造研究所

5852 2843110115 熊本県 株式会社ミヤムラ 4330001004590
水平的事業展開に伴う樹脂加工の生産工程の再構築、及
び技能承継の実施

西岡経営管理事務所

5853 2843110122 熊本県 有限会社本山建設 6330002024198
ＵＡＶ・３Ｄ測量導入を契機とした未来型ＩоＴマネジメント推
進

三里町商工会

5854 2843110124 熊本県 有限会社創作技研 6330002018142
当社の製造機能部署立ち上げによる省力化設備のワンス
トップ提供の実現

肥後銀行

5855 2843110125 熊本県 株式会社ナンシ精機 4330001010548
ニーズ多様化への対応、技能承継と人材育成を軸とした 
当社次世代成長戦略

西岡経営管理事務所

5856 2843110128 熊本県 井手上精機有限会社 3330002015976 ＣＮＣ３次元測定器導入によるトレサビリティ体制の強化 肥後銀行

5857 2843110129 熊本県 有限会社国友精機 8330002018462
高速高精度加工機導入による高付加価値製品の内製化
事業

熊本第一信用金庫

5858 2843110133 熊本県 株式会社サクタン 3330001019978
小ロット生産で熊本から世界へ！オリジナルグッズサービ
スの展開

熊本銀行
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5859 2843110135 熊本県 前田カッター株式会社 8330001011154
地域初の技術を応用した革新的サービスを開発し建設市
場を開拓する事業

益城町商工会

5860 2843110137 熊本県 ＡｎｄＣｏｆｆｅｅＲｏａｓｔｅｒｓ  苦味の少ないクリーンで華やかな香りのコーヒー提供 税理士法人近代経営

5861 2843110140 熊本県 株式会社フレッシュダイレクト 9330001007861
鮮度維持加工機器及びコールドチェーン製造による「根付
サラダほうれん草」の商品開発

肥後銀行

5862 2843110144 熊本県 株式会社山内本店 7330001009249
ニーズの高まる”小容量カップ味噌”の多品種化対応と 生
産効率化

杉税理士事務所

5863 2843110145 熊本県 有限会社菊水堂 2330002020903
独自性の高い地元製品の賞味期限長期化とギフト商品と
しての展開の強化

山口公認会計士事務所

5864 2843110147 熊本県 株式会社宇佐美工業 3330001006984
ＩｏＴを活用した重機自動化による土木工事現場の大幅な
生産性向上と安全な現場作り

熊本銀行

5865 2843110148 熊本県 有限会社総合インテリア丸装 3330002023013
製造工程の見直しによる既存事業の強化拡大と新商品開
発による外販の促進

阿蘇市商工会

5866 2843110149 熊本県 シントワールド株式会社 8330001013605
訪日客増加による需要増対応に向けたホテル用アメニティ
製造の生産性向上

株式会社ＶＩコンサルティング

5867 2843110153 熊本県 株式会社ダイヤモンドブルーイング 9330001023181 料理と合わせるビールの醸造・マイクロブルワリーの挑戦 税理士法人近代経営

5868 2843110154 熊本県 ティーアール株式会社 6330001009919
働く女性を抱える企業向けＢｔｏＥ分野参入のための新商品
開発

熊本第一信用金庫

5869 2843110156 熊本県 株式会社永田パン 6330002007558
製品ロス削減による原価率削減及び品質向上による、顧
客満足度ＵＰ事業

Ｋ・Ｔ・Ｔｗｏ

5870 2843110157 熊本県 株式会社フジバンビ 4330001004079
主力商品の包装工程への設備導入とＩｏＴ化による生産性
向上計画事業

三隅英明

5871 2843110159 熊本県 株式会社熊本菓房 7330001001420
自動検査機を活用した生産力向上と省力化による 売上拡
大と利益率改善

飯田敏晴税理士事務所

5872 2843110163 熊本県 株式会社カジワラ 7330001009604
効率的３Ｄマップ作成と建機自動制御による大規模造成工
事の高効率高精度化

肥後銀行

5873 2843110164 熊本県 株式会社釜屋 7330001009372
付加価値の高い新商品の開発とＯＥＭ生産の見える化シ
ステム構築

商工組合中央金庫

5874 2843110166 熊本県 株式会社ひばり工房 7330001012541
手造りの良さを活かしながら、高効率生産と新規ニーズに
応える設備の導入

阿蘇市商工会

5875 2843110167 熊本県 株式会社協和印刷 4330001016108
特殊プリンター導入による非紙素材への印刷とその受注
サイト構築

公益財団法人くまもと産業支
援財団

5876 2843110168 熊本県 株式会社ＴＭファクトリー 7330001008820
最新設備導入と自動車板金業の見える化実現による新規
顧客獲得

熊本銀行

5877 2843110169 熊本県 株式会社健成園 2330001008107
革新的サービス実現の為のティーバッグ充填機導入による
一貫生産体制構築事業

税理士法人さくら優和パート
ナーズ

5878 2843110171 熊本県 株式会社共同 6330001009308
音声認識システム導入による顧客間との情報連携および
物流の効率化と精度向上

公益財団法人くまもと産業支
援財団

5879 2843110172 熊本県 株式会社エスケーホーム 7330001010363
建設業専用ＶＲシステム導入による利益率の向上と顧客満
足度向上

山鹿商工会議所

5880 2843110175 熊本県 うえの歯科医院  
内部透視技術により、子供の不正咬合を高精度に調整す
る革新的咬合誘導治療

東秀優税理士事務所

5881 2843110176 熊本県 株式会社ワイズ・リーディング 4330001007809 ＩｏＭＴラボ（仮称）の設立・運営
公益財団法人くまもと産業支
援財団

5882 2843110180 熊本県 株式会社岩田コーポレーション 1330001000394
高ニーズ新商品の多品種化と暗黙エラーの見える化を支
えるＩｏＴ型出荷ライン

税理士法人近代経営

5883 2843110182 熊本県 株式会社阿蘇とり宮 4330001012560 製造過程の見直しと製造量アップによる経営基盤の確立 阿蘇市商工会

5884 2843110185 熊本県 協同組合人吉木材工業団地 7330005007653 樹皮・ダストを粉砕ブレンドした畜産用敷料製造事業
公益財団法人くまもと産業支
援財団

5885 2843110186 熊本県 有限会社興漁水産 8330002029559
データ管理と最新設備導入による「需給計画生産」実施プ
ロジェクト

天草信用金庫

5886 2843110188 熊本県 有限会社熊本託麻義肢 9330002003439
最新設備導入と高度な職人技術との融合による小児用イ
ンソール生産システムの開発

熊本銀行

5887 2843110190 熊本県 株式会社ケイ・エフ・ケイ小川 5330001012758 旋盤加工工程のＩｏＴとロボットによる生産性向上の取組 株式会社ＶＩコンサルティング

5888 2843110192 熊本県 八代食糧株式会社 7330005005839
革新的な小型廃水処理設備の導入による無洗米加工サー
ビスの強化

商工組合中央金庫

5889 2843110197 熊本県 あらた歯科  
拡大鏡・マイクロスコープ導入による拡大治療の精度向上
及び治療効率の向上

駒田総合会計事務所
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5890 2843110199 熊本県 有限会社中村木工所 6330002007665
コミュニケーション促進空間を演出する飲食店向け特注家
具製造の新展開

肥後銀行

5891 2843110200 熊本県 株式会社マスケン 3330001019284
加工工程の生産性向上による、新材料ＣＬＴを使った大規
模店舗向け内装への新展開

株式会社シャイン総研

5892 2843110208 熊本県 九州オルガン針株式会社 9330001011533 生産機製造技術の向上による生産性の向上 肥後銀行

5893 2843110214 熊本県 株式会社ミタカ 5330001012790
売れる商品づくりに貢献・革新的オーガニックＯＤＭサービ
ス開発

肥後銀行

5894 2844110001 大分県 由布合成化学株式会社 9010801012382
オリンピック需要に対応するための生産性の向上と競争力
の強化

商工組合中央金庫

5895 2844110002 大分県 株式会社新日本テスコム 1320001004586
車載型地中探査レーダーシステム導入による地域インフラ
への貢献

大分銀行

5896 2844110006 大分県 株式会社みらい蔵 8320001009629
農産物の栄養素や食品添加物、残留農薬検査等の検査
機能の充実

大分銀行

5897 2844110007 大分県 有限会社小野自動車工場 4320002011075 高精度修復による顧客満足度の向上 ＳＯＨビジネスパートナー

5898 2844110008 大分県 株式会社ムクノ 1290801015134
こだわりイチジク加工食品の量産体制・品質管理体制の整
備事業

中津市しもげ商工会

5899 2844110009 大分県 有限会社カネサダ横尾木工所 9320002019097
杉板と異素材による新商品『虹彩杉』の品質向上・製造効
率化事業計画

日田商工会議所

5900 2844110010 大分県 有限会社嶋屋商店 8320002020683 最新鋭の製材機導入による生産倍増計画 西日本シティ銀行

5901 2844110011 大分県 大分電子工業株式会社 1320001008348
ＩｏＴ機能を搭載した革新的な多機能ロボットを使用した半
導体製造装置を開発し製造業を日本に取り戻す

税理士法人大分綜合会計事
務所

5902 2844110013 大分県 株式会社トライテック 8320001004027 溶射用ロボット導入による生産性の向上 大分銀行

5903 2844110018 大分県 株式会社古川製菓 6320001009093 地産食材を使用した、月うさぎブランド向上計画
公益財団法人大分県産業創
造機構

5904 2844110019 大分県 有限会社コスモハイテク 4320002019069 最新式射出成形機の導入で生産性向上を達成する 日田信用金庫

5905 2844110021 大分県 有限会社小野信自動車 7320002007608
真の「ワンストップ事故対応サービス」確立及び顧客満足
度向上計画

由布市商工会

5906 2844110022 大分県 広陵木材株式会社 8320001005611
最新型リップソー機械の導入で自社経営拡大と業界全体
の生産性向上を実現する

公益財団法人大分県産業創
造機構

5907 2844110023 大分県 特殊基礎建設株式会社 3320001001945
県内唯一の大型杭打機所有会社での増車による顧客満足
度の拡大

大分みらい信用金庫

5908 2844110024 大分県 有限会社平山商会 7320002005735
環境に配慮したエコで作業効率のよい、自動車整備システ
ムの構築

公益財団法人大分県産業創
造機構

5909 2844110025 大分県 トーエイ商工有限会社 2320002004700
ＦＲＰの新活用法を提案し、自社の経営発展と社会の進歩
発展に貢献する

豊和銀行

5910 2844110026 大分県 ゆうび運輸有限会社 6320002002089
物流倉庫内ナビゲーションシステムの導入による倉庫サー
ビス提供プロセス改善及び付加価値向上

大分県信用組合

5911 2844110027 大分県 株式会社ブライテック 2320001003117
ベクトル磁気特性可視化装置の磁気センサ小型化による
販路拡大

公益財団法人大分県産業創
造機構

5912 2844110031 大分県 有限会社おかしの羽田 4320002018252
ソフト＆ハード２種類の“ＨＡＤＡバウム”の商品開発および
“シズル感”を高める店舗リニューアルによる付加価値向上

大分県信用組合

5913 2844110032 大分県 大分みそ協業組合 4320205000008
味噌仕込みタンク自動洗浄装置の導入による作業環境の
改善・品質の向上・コスト削減による収益性の向上

大分銀行

5914 2844110037 大分県 株式会社新和産業 7320001010604
海外展開を見据え、顧客ニーズと欧米人の足のサイズに
フィットする「Ｈｉｔａ－Ｆｉｔ－Ｇｅｔａ」用木地等の内製化・販路拡
大の実現

公益財団法人大分県産業創
造機構

5915 2844110038 大分県 有限会社髙倉園茶舗 9320002004272
商標登録商品等ラインナップ拡充による総合ブランド「高倉
ん茶」の確立

大分信用金庫

5916 2844110051 大分県 株式会社北田金属工業所 1150001004810 新規設備導入による受注拡大及び生産性向上
公益財団法人大分県産業創
造機構

5917 2844110052 大分県 有限会社糀屋本店 8320002016632
糀の粉末処理方法を一新し、品質向上、糀マーケットの拡
大を目指す

公益財団法人大分県産業創
造機構

5918 2844110053 大分県 大分醬油協業組合 6320205000006
ハクリボトルに対応したシュリンクラベル自動装着機の導
入による製造能力・製造効率の向上

大分銀行

5919 2844110056 大分県 有限会社かぼす本家 5320002011157
かぼすを使った調味料やジャムの高品質製造及び梱包作
業の効率化

大分みらい信用金庫

5920 2844110060 大分県 三保醬油株式会社 3320001006606
自動充填機導入による生産効率及び生産性向上を図る機
械設備刷新

大分みらい信用金庫
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5921 2844110064 大分県 株式会社九州エアーテック 2320001010253
マルチ多孔サイクロンと省エネノンエアーバグフィルターの
開発と販売

公益財団法人大分県産業創
造機構

5922 2844110067 大分県 株式会社オーケーガス・ウチダ 5320001000680
バルク貯槽２０年更新体制構築のための残ガス回収設備
投資計画

林会計事務所

5923 2844110069 大分県 シェルエレクトロニクス株式会社 8320001001338
生産管理システム導入による生産プロセス強化で、競争力
の強化、受注拡大、収益向上

公益財団法人大分県産業創
造機構

5924 2844110070 大分県 有限会社大光電気 1320002004016 ドローンを用いた３次元計測・情報化施工サービスの提供 大分県信用組合

5925 2844110072 大分県 株式会社システムサポート 5320001009697 目で見せる革新的三次元測量技術による市場拡大事業 豊後大野市商工会

5926 2844110078 大分県 高橋印刷所  
製版プロセスの改善による納期短縮と提案型印刷事業へ
の転換事業

大分みらい信用金庫

5927 2844110082 大分県 ケイシン工業株式会社 3320001010764 バリ取りロボットシステム導入による製造環境向上事業 中津市しもげ商工会

5928 2844110084 大分県 有限会社竜田自動車 4320002010531
「スポット溶接機」導入による板金作業効率化および技能
伝承

豊和銀行

5929 2844110089 大分県 有限会社坂本工芸 2320002018832
木工・布張り技術の高度化で取り組む「木で育むキッズ
コーナー」事業

日田信用金庫

5930 2844110094 大分県 安永醸造有限会社 9320002015518
１３０年伝承された味を守り伝える為の環境設備と新規顧
客の開拓

公益財団法人大分県産業創
造機構

5931 2844110095 大分県 株式会社ホーシン 6120001157598
製品の品質をより向上させるＡＩを活用した生産システムの
構築

商工組合中央金庫

5932 2844110096 大分県
ロイヤルクリーナー株式会社リファ
イン大分

7320001009860
欠品商品をなくす為の設備投資で顧客満足度の向上を図
る！

大分みらい信用金庫

5933 2844110098 大分県 株式会社池永セメント工業所 9320001000495
勘、経験、感覚に左右される杭打ちをＩｏＴ、ＡＩ、ロボットの
活用により信頼性の向上と省力化を目指す

豊和銀行

5934 2844110100 大分県 株式会社藤伸 9320002015971
最新式開先加工機の導入で鉄骨加工工程の生産性向上
を達成する

加藤税理士事務所

5935 2844110102 大分県 株式会社富士昭 8320001002402
鉄筋切断の作業負担を改善し、生産能力を向上する鉄筋
自動切断機の導入

大分銀行

5936 2844110106 大分県 中央発条工業株式会社 5320001010069
高機能コイリングマシン導入による成形精度の向上と生産
体制の確立

大分銀行

5937 2844110108 大分県 明大工業株式会社 4320001006613
３次元計測機入替による技術の効率化とＩＣＴ技術開発等
による競争力強化

公益財団法人大分県産業創
造機構

5938 2844110111 大分県 有限会社イチマルカンツー工業 6320002000984
特殊コンクリート工事対応の切断機器導入による作業効率
改善及び生産性の向上

大分銀行

5939 2844110115 大分県 株式会社水元 9320001009264
寒冷地へ水産物の遠距離輸送を可能とする加温設備を搭
載した活魚輸送車両の導入

大分銀行

5940 2844110116 大分県 株式会社末宗組 8320001007657
ＩＣＴ技術を活用したＭＧ敷均・転圧管理システム導入によ
る生産性の向上

大分銀行

5941 2844110118 大分県 大分共栄興産株式会社 7320001000134
受注システム導入による自社の業務効率化と関係会社の
営業力強化

大分銀行

5942 2844110120 大分県 九州プラコート株式会社 6320001010316 静電粉体塗装設備の導入による生産性及び品質の向上 大分銀行

5943 2844110121 大分県 株式会社石井工作研究所 5320001000499
測定効率向上、複雑形状測定、高精度測定の要求に対応
する三次元測定機の導入

大分銀行

5944 2844110124 大分県 藤栄建設株式会社 5320001009037
サンドブラスト工法とＩＴを活用した道路維持補修システム
の構築による効率化と差別化の実現

佐伯市番匠商工会

5945 2844110128 大分県 株式会社戸高製作所 9320001002863
三次元測定機の有効活用による生産性の向上と新規受注
の拡大

公益財団法人大分県産業創
造機構

5946 2844110131 大分県 株式会社テクノコンサルタント 5320001001844
非破壊検査の現場を安全かつ費用対効果に貢献するド
ローンの導入

公益財団法人大分県産業創
造機構

5947 2844110132 大分県 株式会社東洋メカテック 6320001008112
最新型マシニング導入に伴う新分野からの受注拡大と技
術者の育成

公益財団法人大分県産業創
造機構

5948 2844110133 大分県 やよい整骨院  
スポーツ障害リスクのスクリーニング（選別）的診断技術確
立事業

佐伯市番匠商工会

5949 2844110134 大分県 ソフトウッドジャパン河野株式会社 7320001014852 ＮＣ切断機の導入による生産性・安全性・収益力の向上 佐伯市番匠商工会

5950 2844110137 大分県 ニシジマ精機株式会社 1320001009065
大型立旋盤機（ＣＮＣターニングセンター）の導入による生
産性向上と販路拡大の実現

公益財団法人大分県産業創
造機構

5951 2844110138 大分県 ＬＦＳ株式会社 5320001014516
焼酎用壺の量産用焼成機の導入による生産性の向上と大
量生産体制の構築

大分銀行
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5952 2844110150 大分県 髙瀬水産有限会社 2320002016951
設備導入による陸上養殖環境の改善及び新たなブランド
ふぐの開発

佐伯市あまべ商工会

5953 2844110154 大分県 株式会社小松酒造場 8320001008176
地元の酒米と希少な白麹を使用した新清酒の開発による
ブランドの確立

大分銀行

5954 2844110156 大分県 豊肥建機有限会社 6320002018589 「低コスト高精度特急修理サービス」の展開事業 豊後大野市商工会

5955 2844110157 大分県 有限会社大分サーバー 1320002008124 どこでも誰でもかんたん競技タイム計測セット 大分銀行

5956 2844110160 大分県 株式会社クニナリ 1320001008918
高精度インテリジェント五軸複合マシンと既存工作機械融
合による生産高度化事業

公益財団法人大分県産業創
造機構

5957 2844110161 大分県 有限会社重末デンタルラボラトリー 8320002009594
新型切削加工機導入による生産性向上及び高付加価値
製品の創出

大分ベンチャーキャピタル株
式会社

5958 2844110164 大分県 ダイエーコンサルタント株式会社 2320001007670
ＵＡＶ搭載型レーザー計測システムによる生産性向上と高
品質化測量

税理士法人アップパートナー
ズ

5959 2844110169 大分県 株式会社イマジン 9320001000545
商品企画開発力を最大限に生かす、地方色豊かな食品
メーカー事業への参入

公益財団法人大分県産業創
造機構

5960 2844110170 大分県 ホンダ繊維株式会社 8320001010958
自動車業界向けフルオーダーユニフォーム製造における
九州一の短納期と品質の実現

大分銀行

5961 2844110172 大分県 株式会社サンクローバ 8120001064272
新機能素材ＢＲＥＥＺＥ／ＴＥＸを用いた過酷な環境に対応
し得る新機能ウェア（ボティプロテクトウェア）の開発

株式会社ダイワマネジメント

5962 2844110176 大分県 株式会社アリープ 9030001083594
自然美健康サポート食品「小麦若葉パウダー＆生体水」の
開発・商品化

遠山コンサルオフィス遠山純
夫

5963 2844110181 大分県 株式会社ヤマジン 2320001009147
最新設備増設による製造環境の改善と売上拡大及び雇用
の促進

佐伯市あまべ商工会

5964 2844110182 大分県 有限会社マルサン商店 5320002017278 干物バラエティパック商品の拡大 佐伯市あまべ商工会

5965 2844110185 大分県 有限会社中宮商店 1320002017059 ガス充填パック機導入によるしらすパックの生産向上 佐伯市あまべ商工会

5966 2844110186 大分県 合同会社漁村女性グループめばる 6320003001544
設備導入によるごまだし製造能力向上及び新商品による
ごまだし消費の拡大

佐伯市あまべ商工会

5967 2844110187 大分県 有限会社富城物産 8320002004876
最新設備導入による顧客満足度向上と新規顧客層への販
路開拓事業

佐伯市あまべ商工会

5968 2844110191 大分県 有限会社エイコー印刷 7320002010792
自動調色システム（ＣＣＭ）導入による業務効率向上化計
画

大分銀行

5969 2844110192 大分県 有限会社ツルタ精密 8320002007540 ロボット分野本格参入のための設備導入
公益財団法人大分県産業創
造機構

5970 2844110195 大分県 有限会社山村木工所 4320002007040
切削加工機で挑戦する「木で子供を育む室内遊具」の開
発・製造事業

大分みらい信用金庫

5971 2844110196 大分県 ヤクト株式会社 9120101053471
捕獲～消費までを手掛ける狩猟ビジネス、ペットフードの製
造と販路拡大

公益財団法人大分県産業創
造機構

5972 2845110001 宮崎県 吉玉研磨技研株式会社 5350001007087
最新鋭マシニングセンタ導入による超硬質セラミック製品
複合研削加工の実現化

宮崎銀行

5973 2845110002 宮崎県 有限会社森本テント室内装飾 6350002004974
高周波ウェルダーを活用した大中規模テントの生産プロセ
ス改善による販路拡大事業

宮崎銀行

5974 2845110004 宮崎県 株式会社宮崎南印刷 6350001001923
データ処理装置とリモート校正装置で生産性と顧客サービ
スを向上して受注を拡大する

高鍋信用金庫

5975 2845110013 宮崎県 株式会社巧研 3350001000564
高速形彫り放電加工機を活用した超精密金型仕上げ工程
の省力化

宮崎太陽銀行

5976 2845110015 宮崎県 勝田被服株式会社 4120001014553
企業制服及び「終活」に対応した葬祭最高級装束の生産
体制強化事業

高鍋商工会議所

5977 2845110016 宮崎県 オリンピア工業株式会社 3012801000307
加工工程の内製化によるコスト削減、納期短縮、受注拡大
への取組み

商工組合中央金庫

5978 2845110020 宮崎県 株式会社ＳＵＮＡＯ製薬 6350001010825 宮崎県産野菜を使った『ドライベジ工場』の設立 宮崎商工会議所

5979 2845110023 宮崎県 アートジャパン株式会社 6350001000025
新開発万能型ゴムパッドの生産プロセス革新による海外需
要拡大事業

宮崎太陽銀行

5980 2845110025 宮崎県 株式会社中村商店 8350001006549
高鮮度維持冷凍技術の導入による業界でも珍しい鰻加工
の開発事業

宮崎商工会議所

5981 2845110026 宮崎県 有限会社竹炭の里 7350002007142
化粧品基準に適合する高純度竹酢液の効率的な精製方
法の確立とオリジナル化粧品の製造能力の強化

国富町商工会

5982 2845110029 宮崎県 株式会社長友精巧 4350001004374
高速ワイヤソー導入による大型インゴット加工の内製化と
高硬度難削材加工体制の確立

宮崎信用金庫
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5983 2845110032 宮崎県 有限会社花菱精板工業 4350002012509
生産管理システムの導入を行い生産性の向上と航空機部
品の受注増加計画

富高恭宏税理士事務所

5984 2845110035 宮崎県 株式会社金城精機 5350001009018
高性能ＣＮＣ旋盤導入によるロールシャフト等の変種変量
生産への対応力強化事業

宮崎銀行

5985 2845110038 宮崎県 有明産業株式会社 4130001013777
北海道産ミズナラワイン樽量産化のための側板曲げ加工
の生産性向上

京都銀行

5986 2845110040 宮崎県 百合園機械  
最新鋭高精度大型ＮＣ旋盤導入による、大物金属部品切
削加工の高度化

延岡信用金庫

5987 2845110041 宮崎県 株式会社協和精機 2350001009573
精密鋳造用ロストワックス金型へ新技術を展開するための
加工設備投資事業

南郷町商工会

5988 2845110045 宮崎県 冷化工業株式会社 7350001002185
“特殊混合機能”を用いた大型混合実証試験設備の導入
による販路拡大

宮崎商工会議所

5989 2845110046 宮崎県 株式会社宮防 5350001002063 飛散ゼロを目指す吹付塗装装置の試作・開発 宮崎商工会議所

5990 2845110047 宮崎県 ミクロエース株式会社 9350001001912
自動車外装部品への高耐食・超鏡面研摩表面処理システ
ムの開発

折田武尚税理士事務所

5991 2845110048 宮崎県 有限会社山和木工所 3350002015165
新加工方法の最新式設備導入による家具・建具の生産性
向上と短納期化の実現

宮崎銀行

5992 2845110051 宮崎県 有限会社川辺印刷 8350002013263
デジタル印刷機導入による生産体制の確立と新規需要の
開拓

高千穂町商工会

5993 2845110054 宮崎県 株式会社日向屋 9350001006399
急速に変化しているニーズ（個食、高品質、低価格）に対応
する為の新設備導入

門川町商工会

5994 2845110055 宮崎県 はまや株式会社 7350001014321
宮崎産鯔（ぼら）を活用した宮崎県水産加工の新ブランド
「ひむかのからすみ」の創設実現事業

宮崎銀行

5995 2845110056 宮崎県 太陽工業株式会社 7350001006830
３次元レーザー加工機導入とＩＯＴによる、高付加価値生産
システムの実現

宮崎銀行

5996 2845110059 宮崎県 ゴールド工業株式会社 4122001021934
２軸押出し成形機による生産能力向上とＩｏＴを備えた生産
体制の構築

尼崎信用金庫

5997 2845110063 宮崎県 有限会社一平 4350002000414
新社屋における商品物流の効率化と商品開発販売の実現
事業

公益財団法人宮崎県産業振
興機構

5998 2845110064 宮崎県 原田建設株式会社 6350001001403
廃瓦を活用した瓦リサイクルの高度化処理及び県内廃瓦
循環システムの構築

宮崎商工会議所

5999 2845110065 宮崎県 株式会社豊中ホット研究所 4120901024791
製品仕様と耐圧試験結果のナレッジ化による高圧ホース
多品種迅速開発体制の構築

りそな銀行

6000 2845110070 宮崎県 株式会社シーガル 1120101036822
新調理技術を応用した「宮崎・国内産魚」の病院・老健向け
加工食品の開発

近畿大阪銀行

6001 2845110073 宮崎県 ツカサ電工株式会社 7011201003362 防塵防水タイプの産業用ドローン専用モーターの開発 株式会社ＶＩコンサルティング

6002 2845110075 宮崎県 日向測量設計株式会社 5350001006089 三次元測量・設計による業務の効率化・省力化と精度向上 日向商工会議所

6003 2845110076 宮崎県 株式会社おりなす建材 8350001006045
ビル用サッシ事業の生産性アップで同業他社を顧客に取り
込む

高鍋信用金庫

6004 2845110078 宮崎県 森山工業株式会社 7350001007060 チタン製チューブの高精度裏波溶接加工プロセスの確立 宮崎銀行

6005 2845110081 宮崎県 有限会社末原産業 8350002002373
家畜を飼育する際の木質系敷料のフレキシブル生産技術
の開発と販売

一般社団法人宮崎県中小企
業診断士協会

6006 2845110082 宮崎県 株式会社田村産業 1350001001052 情報化施工による建設現場の生産性向上と経営の改革
公益財団法人宮崎県産業振
興機構

6007 2845110083 宮崎県 有限会社嵐建具製作所 9350002000302
自由に空間が造れる可動式間仕切製作の作業効率改善
による販路拡大事業

宮崎銀行

6008 2845110084 宮崎県 有限会社鈴木組 5350002011385
宮崎県産チョウザメの魚肉有効活用を目的とした新商品量
産のための設備投資事業

椎葉村商工会

6009 2845110087 宮崎県 株式会社清水製作所延岡 2350001007131
最新のマシニング導入による継手穴加工の改善及び生産
の飛躍的効率化

木山会計事務所

6010 2845110092 宮崎県 株式会社桜木組 6350001008712
３Ｄマシンガイダンス等情報化施工投資による生産性・品
質・安全性の革新的向上

宮崎銀行

6011 2845110094 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 「“大型”車
両用簡易消毒ゲート」の開発・製造

小林商工会議所

6012 2845110095 宮崎県 有限会社直ちゃんラーメン 7350002016721
生産性アップによる通販部門の強化と卸売部門の新設プ
ロジェクト

日南商工会議所

6013 2845110096 宮崎県 株式会社水耕舎 4350001010208
「ＦＲＰ（繊維強化プラスチック）材料」を活用した商品開発・
加工販売業への新規参入

小林商工会議所
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6014 2845110098 宮崎県 株式会社熊田原工務店 2350001009433
環境保全に配慮したリサイクル型鶏糞処理事業で生産性
向上をはかる

日南商工会議所

6015 2845110099 宮崎県 株式会社岡﨑組 3350001000291
「高性能測量機器（マルチステーション）」導入による情報
化施工の強化

宮崎銀行

6016 2845110102 宮崎県 ミツワハガネ株式会社 2350001007049 大型複雑曲面加工設備とＩｏｔ・ＡＩの導入による生産性向上 宮崎太陽銀行

6017 2845110104 宮崎県 株式会社松長鐵工 2350001012024 アーク金属溶射機導入による新事業分野進出、販路拡大 延岡信用金庫

6018 2845110105 宮崎県 株式会社大坪計量器店 2350001000276
情報化施工（土工）における測量・３次元データ作成等、異
業種分野への新規参入

鹿児島銀行

6019 2845110107 宮崎県 株式会社お菓子の昭栄堂 3350001012196
高精度充填成形機の導入による生産性向上と県産素材を
使用した土産菓子の販路拡大

鹿児島銀行

6020 2845110109 宮崎県 株式会社昭和 8350001006813
航空機分野の変化への対応におけるＩＯＴ技術革新による
競争力強化事業

税理士法人馬服＆パートナー
ズ

6021 2845110110 宮崎県 株式会社山崎産業 2350001007065
高性能ドローン及び最新レーザースキャナ導入によるＩＣＴ
工事実現

税理士法人馬服＆パートナー
ズ

6022 2845110113 宮崎県 株式会社モリタ 4350001004102
大型樹脂成形機を導入し、顧客ニーズ（一貫生産体制の
構築）に対応した生産体制の確立

田野町商工会

6023 2845110119 宮崎県 株式会社カワノ淡水魚 1350001007909
薬膳料理と言われて来た鯉を「鯉うどん」として日本初の商
品化

宮崎太陽銀行

6024 2845110120 宮崎県 有限会社古澤水産 7350002017141
都市部の最新ニーズに対応した水産加工品の大量生産販
売事業

宮崎銀行

6025 2845110122 宮崎県 株式会社シンコー精機 3350001005786
射出成形工程の自動化による生産性向上と動物向け医療
器具の製造

株式会社ＶＩコンサルティング

6026 2845110123 宮崎県 株式会社修電舎 9350001006812
小型スポット溶接機を導入し板金部品のアセンブリ化対応
へ新事業を展開

宮崎銀行

6027 2845110124 宮崎県 株式会社池上鉄工所 9350001006639
自社製品ブランド化に向けた「曲げ工程」インソーシング強
化事業

税理士法人馬服＆パートナー
ズ

6028 2845110128 宮崎県 ヤマエ食品工業株式会社 1350001008411 多品種に対応した自動包装ラインの導入 宮崎銀行

6029 2845110130 宮崎県 株式会社ＭＭＹ 8350001012695
ＣＡＤ／ＣＡＭ機導入による、難素材製作及び生産性・品質
向上計画

延岡信用金庫

6030 2845110131 宮崎県 有限会社山田工業 1350002012791
高剛性・高精度ターニングセンタを導入し航空・介護分野
の受注拡大

延岡信用金庫

6031 2845110135 宮崎県 株式会社ＴＡＮＩ 2350001007395
高精度複合加工機、ＣＡＤ／ＣＡＭ導入とＩｏＴシステム・ＡＩ
の活用による技術力・競争力強化事業

宮崎太陽銀行

6032 2845110144 宮崎県 株式会社名古屋精密金型 1180001092844 高精度加工による高品質金型の最適製造システム構築 十六銀行

6033 2845110147 宮崎県 ヒラサワプレシジョン株式会社 1350001001449
高機能ＣＡＭ導入による加工プログラム作成工程の付加価
値向上

城寛税理士事務所

6034 2845110153 宮崎県 株式会社花菱塗装技研工業 8350001006961
テスト用ブースと塗装ロボット導入による塗装品質の向上
と自動車部品受注拡大の実現

富高恭宏税理士事務所

6035 2845110156 宮崎県 株式会社教育情報サービス 9350001010442
ＡＩを用いた教育ビッグデータ解析による学習の可視化シス
テムの構築

宮崎商工会議所

6036 2845110158 宮崎県 有限会社末永家具 4350002012203
ＣＮＣ多軸複合ボーリングマシン導入による生産工程の高
効率化と、技能継承体制強化の実現

延岡信用金庫

6037 2845110161 宮崎県 らぁめん風や  
自家製麺による新メニュー開発、付加価値アップ及び他店
との差別化

延岡商工会議所

6038 2845110163 宮崎県 株式会社清水製作所宮崎 5350001008614
最新鋭画像寸法測定器導入によるリードタイムの効率化
の実現及び販路拡大

木山会計事務所

6039 2845110169 宮崎県 有限会社権頭木工所 2350002001752
高周波フラッシュ接着機導入による生産性の向上及び曲
面加工を用いた新製品開発

宮崎銀行

6040 2845110173 宮崎県 株式会社島津商会 2250001003818
食鳥用のフィルムの増産と、多層構造の高品質なフィルム
の製造

山口銀行

6041 2845110174 宮崎県 株式会社ブルーオーシャン 7350001007787 チョコレート成型ライン新設による新商品販売 宮崎太陽銀行

6042 2845110179 宮崎県 株式会社クリエイティブテクノロジー 5010001089639
接合型静電チャックの生産性向上のための非破壊検査機
導入

宮崎商工会議所

6043 2846110002 鹿児島県 株式会社池畑鉄工 3340001013781
Ｈ型鋼ショットブラスト機導入による高品質な高力ボルト摩
擦接合面処理の実現と生産性向上計画

会計法人ＭＳＰＧコンサルティ
ング株式会社

6044 2846110003 鹿児島県
有限会社ショウナンエンジニアリン
グ

1340002028203
高精度な精密切削加工を実現するクーラントろ過装置の安
定製造と効率化

鹿児島県商工会連合会
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6045 2846110006 鹿児島県 株式会社薩摩鉄筋工業 8340001007267
ＱＲコードで管理システムを構築し、加工から出荷までの革
新的生産体制の確立

霧島商工会議所

6046 2846110008 鹿児島県 株式会社エヌチキン 7340005006068
個食化に対応した鶏肉の炭火焼製造工程プロセスの改善
強化事業

鹿児島県商工会連合会

6047 2846110013 鹿児島県 有限会社Ａ・デンタルラボ 9340002001763
歯科医院来院の患者様の高度な要求に応える高品質素
材への新たな取り組みと普及

税理士法人ひまわりＦＣ

6048 2846110014 鹿児島県 北薩材プレカット事業協同組合 5340005003918
６軸モルダー加工機導入による製品品質向上と造作材加
工分野への進出

南崎信哉

6049 2846110015 鹿児島県 有限会社道免家具店 9340002006556
「高周波巾はぎ接着機」導入による巾はぎ集成材の生産効
率化

南崎信哉

6050 2846110018 鹿児島県 元田技研有限会社 5010902018497
ＣＮＣ旋盤導入により部品加工工程の効率化を図り売上増
と付加価値向上を目指す

パートナー経営株式会社

6051 2846110020 鹿児島県 東フロコーポレーション株式会社 8013401000502
新規設備導入による、ＩＤＳ（集積フローコントロールユニッ
ト）の開発加速化で自動車産業への参入

鹿児島銀行

6052 2846110021 鹿児島県 ほたる醸造  
麹製造工程の機械化による高品質米麹の量産化と安定供
給

鹿児島県商工会連合会

6053 2846110022 鹿児島県 ひまわり歯科・こども歯科クリニック  
骨再生医療導入による入れ歯のいらない社会の実現に向
けた挑戦

鹿児島銀行

6054 2846110024 鹿児島県 有限会社野元鉄工建設 1340002019144
高精度ドリルマシン導入による、生産性向上と品質強化事
業

鹿児島県商工会連合会

6055 2846110026 鹿児島県 有限会社パン工房麦穂 8340002022744
「出水市初の公認新商品誕生」における生産基盤整備向
上と効率化

出水商工会議所

6056 2846110027 鹿児島県 株式会社イチノセ 6340001011700
部品加工の内製化と生産プロセスの効率化に向けたワイ
ヤーカット機の導入

パートナー経営株式会社

6057 2846110028 鹿児島県 株式会社キンコー 9340001008776
超精密小径打抜きパンチの先端部微細加工全自動無人
運転システムの確立

鹿児島銀行

6058 2846110029 鹿児島県 株式会社鹿児島北斗製作所 1340001000071
「自動車向けドアラッチ部品のバリレス化」による加工コスト
４０％削減

鹿児島銀行

6059 2846110030 鹿児島県 加治木産業株式会社 5340001007848
複合旋盤導入による工程数削減と品質向上及び当社オリ
ジナル製品の国内及び海外販路拡大事業

鹿児島銀行

6060 2846110032 鹿児島県 有限会社イケハタ 6340002012697
鉄筋加工における機械制御の容易化による人材確保と 生
産体制増大の確立

南日本銀行

6061 2846110036 鹿児島県 有限会社鎌石ステンレス工業 8340002002597
高性能曲げ加工機の導入によるオーダーキッチンの市場
開拓

鹿児島銀行

6062 2846110037 鹿児島県 株式会社いわきり 8340001000494
包装工程の自動化によりきざみ揚げの消費期限２５％向
上と省力化を目指す

パートナー経営株式会社

6063 2846110039 鹿児島県 有限会社中央制作センター 6340002006220
特殊素材への印刷にも対応した高付加価値の商品での売
上増

小迫義仁

6064 2846110043 鹿児島県 有限会社出水食品 4340002022186
安定的な生産体制の構築を図るための全自動豆乳プラン
ト等の導入

出水商工会議所

6065 2846110045 鹿児島県 有限会社ファン・テック 6340002014495
高精細化部品の生産性向上と短納期化の実現による新事
業拡大

霧島商工会議所

6066 2846110047 鹿児島県 株式会社セグ 1340001017149
ドローン（ＵＶＡ：無人航空機）と先進技術による新たなビジ
ネスへの展開

鹿児島銀行

6067 2846110049 鹿児島県 株式会社飯塚製作所 2150001012333
世界市場を見据えた自動車用ターボチャージャー等の一
貫生産体制の強化計画

株式会社エフアンドエム

6068 2846110050 鹿児島県 有限会社谷口商店 9340002018320
安心・安全な小ロットの精米商品開発による大都市・海外
販売と作業効率改善

鹿児島県商工会連合会

6069 2846110051 鹿児島県 有限会社宮畳工場 3340002018417
生産プロセス改善による高品質畳の開発と超短納期の新
サービス提供事業

鹿児島県商工会連合会

6070 2846110052 鹿児島県 株式会社菊永鉄筋工業 2340001012925
鉄筋の端材・廃材を再利用する為、短尺な鉄筋の切断・曲
げ加工機の導入による資材の有効活用及びコスト削減

鹿児島県商工会連合会

6071 2846110053 鹿児島県 有限会社奥建具製作所 3340002002230
複数の精緻を必要とする加工を、ＮＣ機械導入で短時間で
実施し、生産性及び品質の向上

鹿児島興業信用組合

6072 2846110054 鹿児島県 畳のたなべや  
「洋室の一部和室化」簡易に和室空間を生み出せる縫着
加工による薄畳製造

川内商工会議所

6073 2846110057 鹿児島県 有限会社誠工社 5340002005297
高精度高能率加工の複合ＮＣルータ機導入による高品質、
高性能家具の製作及効率化、生産性向上を図る

南日本銀行

6074 2846110058 鹿児島県 吉村醸造株式会社 7340001009033
甘口味噌及び新規の発酵調味料の製造を可能にする機械
装置（製麹・加工）の導入

鹿児島県商工会連合会

6075 2846110061 鹿児島県 日建ラス工業株式会社 4120001068500
水素・燃料電池分野における高品質な給電体及び電極基
材の製造

商工組合中央金庫
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6076 2846110063 鹿児島県 株式会社ラピス 3340001013427 野菜を食べよう「発酵野菜プロジェクト」 鹿児島県商工会連合会

6077 2846110065 鹿児島県 渕上印刷株式会社 9340001003769 封入封緘ロボット導入による印刷物受注体制の強化 小迫義仁

6078 2846110067 鹿児島県 有限会社鹿児島ますや 2340002015670
地元を中心の魚等を原料にした「カルシウム豊富な無添加
ハンバーグ、コロッケ」等の開発・販売

商工組合中央金庫

6079 2846110071 鹿児島県 有限会社池田仏壇本店 2340002026916
環境に優しい塗装技術の開発による納骨堂開発と販路拡
大事業

鹿屋商工会議所

6080 2846110072 鹿児島県 有限会社スカイピーシー 3340002026824 中華加工品を量産するための製造ライン整備 鹿屋商工会議所

6081 2846110074 鹿児島県 有限会社清木場果樹園 7340002023982
画期的な冷凍保存による、特産品の国内外への販路拡大
事業

南さつま商工会議所

6082 2846110076 鹿児島県 有限会社昭和テント 4340002005026
高性能機械導入による災害用仮設テント短納期受注シス
テムの構築

鹿児島県商工会連合会

6083 2846110078 鹿児島県 有限会社久永ボデー 4340002026253
最新高性能水性塗料ブース導入による作業環境改善と塗
装作業効率化への取組

角幸憲

6084 2846110080 鹿児島県 株式会社アルプスエステック 4340001007774
工程改善のための自動アライメント機能付き露光装置の導
入

鹿児島信用金庫

6085 2846110084 鹿児島県 西日本エンジニアリング株式会社 4340001015050
十段パレット炭酸ガスレーザー加工機導入による生産性向
上

株式会社ＶＩコンサルティング

6086 2846110087 鹿児島県 みずぐち歯科クリニック  
革新的な院内衛生環境の改善による治療サービスの圧倒
的高付加価値化の実現

鹿児島県商工会連合会

6087 2846110091 鹿児島県 エス・パックス株式会社 4340001002131 原紙自動搬送ロボット導入による段ボール生産効率向上 税理士法人宇都宮会計

6088 2846110092 鹿児島県 鹿児島ケース株式会社 8340001006161
レーザネットワークを活用した新規設備と既存設備への
レーザ供給ラインシステムの構築

鹿児島銀行

6089 2846110095 鹿児島県 有限会社九面屋 2340002013600
新商品開発（土産用カップケーキ）に係る生産体制構築と
生産の効率化

商工組合中央金庫

6090 2846110100 鹿児島県 鹿児島製茶株式会社 9340001000898
国内外向け緑茶販路拡大のための生産ラインの改善・商
品提案力の強化

小迫義仁

6091 2846110101 鹿児島県 小正醸造株式会社 2340001000062
温風冷却設備導入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

6092 2846110102 鹿児島県 株式会社アルナ 6030001000247
レーザー加工技術の応用による付加価値を高めた製品開
発と新市場開拓

さいたま商工会議所

6093 2846110106 鹿児島県 福山黒酢株式会社 5340001007468
鹿児島伝統の壷づくり黒酢製法による機能性表示食品の
製造

南日本銀行

6094 2846110108 鹿児島県 ヤマグチ株式会社 9340001007621
最新ＩＣＴ技術導入により測量効率を上げ生産性及び収益
力向上を図り、更に事業領域の拡大計画

鹿児島信用金庫

6095 2846110111 鹿児島県 有限会社アリーナ 9340002024780
地元素材を活かした触感に拘った新商品開発と労働環境
改善への取組み

パスウェイコンサルティング株
式会社

6096 2846110116 鹿児島県 株式会社ココ・ファーム 7340001001675
商品の鮮度保持と異物混入防止を高度化し、商品や会社
の信頼性向上を図る

黒木八起

6097 2846110118 鹿児島県 鹿児島土木設計株式会社 6340001000975 ３Ｄ技術導入による測量設計サービスの向上 商工組合中央金庫

6098 2846110125 鹿児島県 有限会社古市製茶 4340002024364
茶製造工程における金属検出機と成分分析計導入による
異物混入減及び付加価値の強化を通じた販路拡大事業

鹿児島県商工会連合会

6099 2846110135 鹿児島県 有限会社上山自動車 5340002016534
最新修正機器導入による車体整備事業の商品質化及び
作業の効率化

鹿児島相互信用金庫

6100 2846110139 鹿児島県 姶良ふれあい歯科医院  
３次元ＣＴを用いた精密な術前診断に基づく安全で経営力
のある歯科医療の実践

中間昭治

6101 2846110143 鹿児島県 株式会社鹿鳥食品 7340001014207
日本一おいしい冷凍とんかつの製造とその販路の拡大・構
築事業

鹿児島相互信用金庫

6102 2846110146 鹿児島県 株式会社秦野精密 5340001009159
高速複合加工機導入による労働生産性の向上と コスト競
争力強化

鹿児島銀行

6103 2846110148 鹿児島県 有限会社内山製作所 4340002018192
マシニングセンタ＋付加１軸回転テーブルの活用によるコ
スダウン実現と生産性向上確立

鹿児島県商工会連合会

6104 2846110151 鹿児島県 濵田酒造株式会社 4340001009011
原料処理技術導入による地元特産品を用いた酒類の効果
的効率的製造

商工組合中央金庫

6105 2846110154 鹿児島県 株式会社丸庄水産 1340001014674
設備導入による鹿児島県産にこだわった水産加工品製造
事業への参入

鹿児島県商工会連合会

6106 2846110161 鹿児島県 有限会社サンワ技研 9340002028360
顧客ニーズに対応した円筒研削盤の導入による新たな売
上の創出

鹿児島県商工会連合会
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6107 2846110169 鹿児島県 アイラメカトロニクス株式会社 6340001007806
炭酸ガスレーザー加工機の導入による切断工程の生産性
向上

株式会社ＶＩコンサルティング

6108 2846110170 鹿児島県 株式会社奄美新興産業 1340001013032
養殖マグロの残渣を適切に処理した土壌改良材の製造と
販売事業

鹿児島県商工会連合会

6109 2846110173 鹿児島県 有限会社時計メガネのササヤマ 2340002015968
眼鏡レンズの特殊加工機導入によるエレガントなジュエ
リー眼鏡の一貫加工体制構築事業

鹿児島県商工会連合会

6110 2846110174 鹿児島県 冨士屋製菓有限会社 8340002027990 麦芽製法の技術を活かし小ロットへの対応 海江田経営会計事務所

6111 2846110177 鹿児島県 株式会社サクラバイオ 1340001017801
新技術乾燥装置の日本初導入で革新的な体に良く美味し
い乾燥食品の開発

宮川公認会計士事務所

6112 2847110001 沖縄県 沖水化成株式会社 2360001007543 大口径硬質ポリ塩化ビニル管の生産 琉球銀行

6113 2847110004 沖縄県 有限会社旭製作所 4360002005049
高速安定加工の実現、高品質加工の安定化及び工程統
合の実現

大嶺中小企業診断士事務所

6114 2847110005 沖縄県 有限会社大和工業 1360002009564
顧客ニーズ等対応を目的とした生産過程改善、シャーリン
グマシン導入事業

琉球銀行

6115 2847110009 沖縄県 株式会社コードグラフ 1290001065104 機械学習によるウェブＵＩ自動設計システムの研究開発
嘉陽田公認会計士・税理士事
務所

6116 2847110010 沖縄県 沖縄非破壊検査株式会社 7360001007258
新たな超音波装置の開発で新市場を開拓し利益向上を図
る

金城弘明税理士事務所

6117 2847110012 沖縄県 株式会社江戸ヴァンス 2010602030160
最先端技術を基盤とした新たな付加価値を生み出す縫製
工場の新設

朝日信用金庫

6118 2847110014 沖縄県 農業生産法人有限会社水耕八重岳 2360002019562
地元農産物スピード加工とコスト削減の為のフードカッター
の導入

ＳＨＩＥＮ株式会社

6119 2847110015 沖縄県 株式会社まえさと 8360001001978
大判蒟蒻連続製造機（ＯＫＭ－８０）の導入による生産性の
向上

商工組合中央金庫

6120 2847110018 沖縄県 有限会社グリーンフィールド 2360002009522
加工場内での作業環境を最新設備導入により改善を図る
事業

琉球銀行

6121 2847110020 沖縄県 株式会社上原ミート 5360001002748
包あんロボット導入による、地域特産品を活用したハン
バーグの製造と販売

沖縄銀行

6122 2847110021 沖縄県 クラフトキッチン・コッペ  
製造設備導入による宮古島産チーズ及び山羊チーズの新
商品創出事業

宮古島商工会議所

6123 2847110023 沖縄県 有限会社珊瑚建材 6360002009097
琉球石灰岩を最大限活用するための設備導入に伴う全国
展開を見据えた生産体制の構築

商工組合中央金庫

6124 2847110024 沖縄県 サングリーンフレッシュ沖縄  
沖縄県産規格外農水産物を原材料としてのせんべい・チッ
プスの製造

糸満市商工会

6125 2847110028 沖縄県 有限会社東亜フーズサービス 3360002002963
高性能グラインダー、４０ミキサーの活用による挽材商品
の抜本的生産体制の見直し

沖縄銀行

6126 2847110029 沖縄県 株式会社フジグローバルワーク 2020001096876
医療用特殊ルーメンチューブ製造用装置及び周辺技術の
新規開発

横浜銀行

6127 2847110031 沖縄県 有限会社旭日工芸 5360002011062
新型切削機導入で挑戦する県外中小工務店への洋欄間
建具の新展開

琉球銀行

6128 2847110036 沖縄県 ムネ木工所  
デザイン・ニーズの多様化に対応する設備導入に伴うＮＯ
と言わない技術力の底上げ

行政書士與儀清和事務所

6129 2847110041 沖縄県 ＮＴＩ株式会社 4360001016600
精密微細加工による超高品位加飾金型の高効率加工シス
テム構築

第四銀行

6130 2847110043 沖縄県 合同会社キンアグー 9360003004945
アグー豚肉の加工作業効率化等を目的とした最新製造加
工設備導入事業

琉球銀行

6131 2847110044 沖縄県 株式会社グラスアート藍 1360001017329 ガラス溶解炉機械設置による生産高向上化事業 名護市商工会

6132 2847110046 沖縄県 有限会社双葉食品 1360002013574 パック豆腐ラインの確立による販売拡大 うるま市商工会

6133 2847110049 沖縄県 有限会社島酒家 6360002000287 沖縄県産食材を活用した高付加価値型加工品製造事業 琉球銀行

6134 2847110050 沖縄県 もとぶバイオマス事業協同組合 9360005004448 トラックスケール計量機の導入による生産体制の強化 琉球銀行

6135 2847110051 沖縄県 株式会社エフエムみやこ 7360001013900
ＦＭ音声多重放送システム導入による新たな放送サービス
提供

沖縄銀行

6136 2847110053 沖縄県 エンゼル歯科  
３ＤのＣＴ画像解析機導入による「歯並び育成チェックサー
ビス」の展開

沖縄海邦銀行

6137 2847110055 沖縄県 有限会社インターリンク沖縄 9360002019911
県産田芋菓子製造の生産性向上と製品ライン拡張を目的
とした設備導入事業

琉球銀行
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6138 2847110057 沖縄県 株式会社カレットワールド 8360001007777
廃ガラスリサイクルのためのガラスカレット生産技術設備
導入事業

沖縄商工会議所

6139 2847110058 沖縄県 有限会社うえざと木工 7360002021737
３次元加工によるイメージの具現化及び技術応用による可
能性の拡大

行政書士與儀清和事務所

6140 2847110060 沖縄県 株式会社オカベメンテ 8360001021200
ドローンを用いた、３Ｄ測量技術を応用したインフラ構造物
への対応技術サービス

琉球銀行

6141 2847110061 沖縄県 株式会社イナワ 3360001009860 伝統木造住宅工法である「軸組み工法」の改良・開発 宜野湾市商工会

6142 2847110062 沖縄県 沖縄特産販売株式会社 5360001005858 パウチタイプのゼリー、流動食の開発及び販売 砂川恵彦税理士事務所

6143 2847110064 沖縄県 伊江島農産物加工株式会社 9360001017180
地域に埋もれた特産品を事業化～「いーじまうむがむち」
商品開発プロジェクト～

伊江村商工会

6144 2847110065 沖縄県 株式会社トップラン 5360001007268 品質向上をともなう氷の増産体制の確立 沖縄商工会議所

6145 2847110071 沖縄県 上間鋼材株式会社 7360001012209
高精度プレス機導入による生産加工プロセスの改善と販
路拡大

琉球銀行

6146 2847110072 沖縄県 合資会社恩納酒造所 6360003004675 品質向上に資する製造環境の整備と量産体制の構築 恩納村商工会

6147 2847110073 沖縄県 株式会社琉球ファクトリー 1360001010085
ＵＶインクジェットプリンター導入による、高付加価値商品の
開発

北谷町商工会

6148 2847110075 沖縄県 有限会社サキハマ 4360002001790
車両整備サービスの見える化による顧客満足度向上と革
新的サービスの向上

琉球銀行

6149 2847110077 沖縄県 株式会社パラダイスプラン 5360001013893 新製塩機械導入による増産確立 琉球銀行

6150 2847110081 沖縄県 株式会社ｏｋｉｃｏｍ 6360001008604
ビーコン機能内蔵のＬＥＤ照明を利用した情報発信サービ
ス（ハニスポ）事業

商工組合中央金庫

6151 2847110086 沖縄県 錦屋旗店株式会社 4360001015098
デジタル出力機を用いたドライウェア製品の開発及び顧客
開拓

那覇商工会議所

6152 2847110090 沖縄県 株式会社沖縄神洋ペイント 8360001004304
鋼製品を錆から守る金属溶射普及のための自動溶射装置
の製作

琉球銀行

6153 2847110101 沖縄県 池田精工株式会社 5260001019538 沖縄の製造技術向上！ 鏡野町商工会

6154 2847110102 沖縄県 株式会社与那国水産加工 6360001013587
離島産業安定に向けたカツオのタタキ大量製造ラインの導
入

与那国町商工会

6155 2847110103 沖縄県
農業生産法人有限会社西表生産農
園

8360002020993
西表島産パイナップル等の真空フライチップス加工事業へ
の新規参入

竹富町商工会

6156 2847110109 沖縄県 プランツラボラトリー株式会社 8010401114976
亜熱帯・熱帯地域の気候に適した省エネ型環境管理環境
維持システムの構築

恵良税理士事務所

6157 2847110113 沖縄県 株式会社國吉商店 3360001005315
ＩｏＴ活用による工程効率化で挑戦するアルミ資源の品質向
上事業

琉球銀行
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