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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

1 2920210003 長野県 シセイ工業株式会社 7100001021879
Ｉ ＯＴ活用による工程管理の電子化で間接工数削減と
品質向上実現

中村剣

2 2920210006 長野県 森川産業株式会社 9100001006259
次世代自動車用の鋳造部品の高効率生産方式の確立に
よる事業拡大

長野信用金庫

3 2920210008 長野県 株式会社光和 5100001011477
高精度計測センサー付き加工機導入による金型の自動
定寸の実現

一般財団法人浅間リサーチエクステンションセ
ンター

4 2920210012 長野県 有限会社原建設工業 2100002038332
五平餅量産化機器と真空包装機導入で宅配を実現し販
路開拓を図る

長野県商工会連合会

5 2920210016 長野県 酒造株式会社長生社 5100001021253 高付加価値醸造のための洗米浸漬設備の導入 株式会社八十二銀行

6 2920210024 長野県 株式会社星野 6100001007706
高対候性・高耐久性と優れた発色性を有する焼付型ウ
レタン塗装技術の確立

佐久商工会議所

7 2920210025 長野県 有限会社淡水魚鯉西 8100002014352
千曲川の伝統漁業、文化、環境の継承に向けたブラッ
クバス料理の商品化

上田信用金庫

8 2920210027 長野県 小県精密株式会社 7100001011062
高い平面度と平行度を実現する加工技術の確立に向け
た生産プロセスの革新

上田信用金庫

9 2920210029 長野県 株式会社サンエイテツク 1100001001052 鋳造～加工一貫生産による生産性と製品信頼性の向上 株式会社八十二銀行

10 2920210032 長野県 大国屋畳店
市場ニーズに対応出来る、畳製造時の縁の縫着作業自
動化

アルプス中央信用金庫

11 2920210033 長野県 有限会社ベジ・ドリーム 3100002007699
低カリウム野菜の栽培方法確立と透析患者への安心野
菜提供サービス

株式会社八十二銀行

12 2920210035 長野県 合資会社間瀬製作所 8100003002926
ＮＣ長尺加工機導入による効率的な試作開発体制の構
築

株式会社八十二銀行

13 2920210039 長野県 株式会社カヤマ 1100001011472
特殊切削工具製作における円筒研削加工技術の高度化
による航空宇宙機関連分野への参入

株式会社長野銀行

14 2920210040 長野県 株式会社オリエント機材 1100001007925
プレート定着型せん断補強鉄筋の最新腐食防止塗装ラ
インの構築

長野県信用組合

15 2920210041 長野県 有限会社都住製作所 5100002008984
５軸マシニングセンタの導入による視力検査器等の精
密製品の生産性向上

長野信用金庫

16 2920210042 長野県 株式会社ケー・アイ・エス 8100001007134
画期的な酸素発生器開発に伴う酸素発生剤の製造体制
確立

長野県信用組合

17 2920210045 長野県 株式会社小林コンサルタント 6100001023265
先端ＩＴ技術を活用したインフラ点検システム構築に
よる新サービスの提供

飯田信用金庫

18 2920210046 長野県 有限会社榑木野 4100002019818
ハイブリッド急速冷凍石臼挽き手打ち生そばで、生産
効率向上と市場の開拓

株式会社八十二銀行

19 2920210047 長野県 株式会社ライト光機製作所 7100001018727 新製品開発における飛躍的な開発設計プロセスの改革 株式会社八十二銀行

20 2920210052 長野県 エーピーエヌ株式会社 5100001018778
新たな顧客ニーズに対応した基板設計と機械設計統合
手法の開発

岡谷商工会議所

21 2920210057 長野県 株式会社櫻井製作所 7100001011483 板成形における材料流動効率を高める研究開発 長野県商工会連合会

22 2920210059 長野県 有限会社小林溶工 9100002013964
機械加工内製化のための新規マシニングセンタ導入に
よる生産性向上

上田商工会議所

23 2920210062 長野県 にこにこデンタルクリニック
最先端ＣＴ技術を用いた不正歯列の発生原因別口腔内
骨格成長のサポート法の確立

株式会社八十二銀行

24 2920210064 長野県 株式会社ケーエムケー 7100001011475
３Ｄモデリングマシンの導入による納期の短縮化と多
品種少量生産能力の構築

株式会社長野銀行

25 2920210066 長野県 小松工業株式会社 9100001020986
アルミ板鍛造プレス加工による、新工法サーボプレス
を活用した自動車部品の開発

株式会社八十二銀行

26 2920210067 長野県 春原歯科クリニック
歯科用ＣＴ導入により、インプラント治療の高度化と
インフォームドコンセント向上で事業拡大

株式会社八十二銀行

27 2920210068 長野県 株式会社リソー技研 7100001020170
難溶接材料への革新的な接合技術である高速溶接技術
の確立

諏訪信用金庫

28 2920210073 長野県 マークレーベル有限会社 1100002004665
ノンホイル紙印刷における光沢感・高級感を表現する
印刷技術の確立

長野県信用組合

29 2920210074 長野県 セラテックジャパン株式会社 6100001001675
硬脆材料の高精度板厚制御加工技術の確立と量産化へ
の道筋

長野信用金庫

30 2920210077 長野県 株式会社ダイワコーポレーション 1100001010540
ハイブリッド型新皮膜処理を実用化するための装置製
造と技術確立

株式会社八十二銀行

31 2920210079 長野県 有限会社北信樹脂工業 5100002018240 スーパーエンプラの加工技術高度化と品質安定化 株式会社長野銀行

32 2920210081 長野県 株式会社アルキャスト 9100001025399 環境に優しい、ストーンペーパー印刷サービスの確立 株式会社八十二銀行

33 2920210083 長野県 株式会社ウイルダイフレックス 4100001010991
筐体へのフレキシブルな組込と小型化の実現に向けた
基盤端面への実装

株式会社八十二銀行

34 2920210084 長野県 株式会社ふくやま 4100001022707
自動包装機とＸ線検査機導入により国際基準の最中皮
包装ラインの生産性向上

飯田信用金庫

35 2920210085 長野県 株式会社相模屋 4100001011486
新体操手具製造における革新的な自動化生産ライン方
式の確立

株式会社八十二銀行

36 2920210086 長野県 吉川工業株式会社 7100001022836 高品質コンクリート骨材生産ラインの構築事業 有限会社エスエムエスコンサルティング

37 2920210089 長野県 株式会社早川製作所 6011401005300
単管パイプ治具の製造による製品リードタイムの効率
化

埼玉縣信用金庫

38 2920210091 長野県 株式会社薄井商店 6100001017143
拡大する高級酒市場に向けた海外に通用する「白馬
錦」の高品質化

株式会社八十二銀行

39 2920210092 長野県 磐栄運送株式会社 4380001013612
ＪＡＬ・ＦＩＦＡにも選ばれた諏訪地酒の競争力強化
と直売モデルの構築

福井大

40 2920210094 長野県 株式会社中島製作所 4100001005661 自動運転車部品の供給体制確立 株式会社八十二銀行

41 2920210096 長野県 株式会社クリエテック 7100001009759 ファイバレーザマーカの導入で付加価値向上を図る 株式会社長野銀行

42 2920210098 長野県 株式会社やまへい 4100001008631
無塩植物性乳酸菌発酵漬物の生産プロセス改善による
商品供給安定化

株式会社八十二銀行

43 2920210099 長野県 株式会社コソブ精機工業舎 2100001016594
製造機械導入により、効率的で画期的な手工具の開
発、及びその実施方法

松本信用金庫

44 2920210101 長野県 三映電子工業株式会社 9100001008420
海外規格の取得を伴う小型ブラシレスＤＣ２０ｗ／５
０ｗモーターの開発

美斉津晃
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45 2920210102 長野県 株式会社ヤマト 9100001018717 切削長尺加工技術集約によるコスト・工期４０％低減 株式会社八十二銀行

46 2920210103 長野県 テクノエクセル株式会社 6100001005651
金型レスによる小ロット製品の大幅な開発コストの低
減化

株式会社八十二銀行

47 2920210105 長野県 太陽工業株式会社 9100001018460
高精度金型の製作技術を活用した新規事業”＠ｔｅｒ
ｕ”ブランドの立ち上げ

株式会社八十二銀行

48 2920210106 長野県 シナノカメラ工業株式会社 3100001013194
ロボットを活用したセル生産に伴う生産システムの技
術開発

株式会社八十二銀行

49 2920210107 長野県 株式会社土屋鞄製造所 9011801026298
国内ミシンメーカー初の頭部回動仕様ＣＮＣミシン導
入による高級ランドセルの生産性向上

松本英伸

50 2920210111 長野県 有限会社クシマ商事 3100002019785
真空調理を活用した長期チルド保存可能なネパールカ
レーの開発

松本信用金庫

51 2920210112 長野県 株式会社柴田合成 5070001011761
金型製作の工程計画自動化・検査システム導入による
納期短縮

株式会社群馬銀行

52 2920210117 長野県 有限会社倉科製粉所 3100002026328
暗黙知の形式知化による当社国産そば粉製品の革新的
な品質改良

松本信用金庫

53 2920210121 長野県 有限会社村田商店 7100002005204
新事業分野へのシフトを確実にするための高付加価値
加工食品の開発

美斉津晃

54 2920210123 長野県 ハートフル歯科医院
養護老人ホーム及び障がい者福祉施設との連携と新型
ユニットの導入によるハートビル歯科サービスの実現

株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

55 2920210125 長野県 有限会社宮城商店 3100002009571
地元農産物加工品の品質及び安全性向上の生産効率化
設備の導入

長野信用金庫

56 2920210127 長野県 有限会社吉田建材 6100002029625
ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎの実現による高品質な
出来形実現と生産性向上

株式会社ジェノベーション

57 2920210132 長野県 株式会社Ａｉｚａｋｉ 9100001005459
多関節ロボットの汎用的援用による多品種対応可能な
自動生産技術の確立

長野県信用組合


