
（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 2720110001 長野県 株式会社荻原製作所 4100001018234
家庭用燃料電池システム向け循環水監
視用 非接触式水流センサの開発と事業
化

八十二銀行

2 2720110002 長野県 信越明星株式会社 1100001009847
連続殺菌装置導入による焼きそばの生産
効率の改善と海外を含む販路拡大

一般財団法人浅間リ
サーチエクステンション
センター

3 2720110015 長野県 日動精工株式会社 5100001019693
医療機器の部品製造における高精度測
定・短納期加工の実現

長野銀行

4 2720110016 長野県 ナパック株式会社 8100001021341
工作機械の高精度化に寄与する粉末冶
金法による制御部品の製造方法の確立

商工組合中央金庫

5 2720110017 長野県 株式会社西軽精機 9100001007562
難削材での医療用複合超精密部品の一
体加工体制の確立

佐久商工会議所

6 2720110019 長野県 サンニクス株式会社 6100001014520
樹脂製により軽量・低コスト・環境配慮を
実現した熱交換器の事業化

八十二銀行

7 2720110025 長野県 株式会社ユタカ 3010801012314
流量計本体の無人加工化による高精度
化と国際コスト競争力強化

松本商工会議所

8 2720110035 長野県 有限会社ハイメック 8100002026694
高輝度高精細な空中光学結像装置の開
発試作と販路拡大。

株式会社佐々木会計事
務所

9 2720110049 長野県
有限会社Ｒ＆Ｋ　ＪＡＰＡ
Ｎ

8100002017669
高電圧直流給電用アーク遮断モジュール
内蔵コネクタの試作開発

樋口一男税理士事務所

10 2720110051 長野県
有限会社穂川樹脂製作
所

9100002011233
検査工程の高度化による樹脂成形部品
の生産性・品質向上、短納期化の実現

八十二銀行

11 2720110052 長野県 マテリス株式会社 4100001027755
低糖質食品の量産化技術向上及び海外
への販売事業拡大計画

八十二銀行

12 2720110054 長野県
株式会社中野屋ステンレ
ス

8100001020814
曲げ・切削工程の生産性向上とブランク・
曲げ工程のＩｏＴ化の実現

八十二銀行

13 2720110055 長野県 株式会社くるまや 5100001007211
惣菜的漬物の漬床回転攪拌法による製
造期間４割短縮の生産性向上

上田信用金庫

14 2720110056 長野県 ＧＡＳＴＪＡＰＡＮ株式会社 2100001021181
紫外線励起蛍光分析方式による土壌可
給態窒素計測の装置開発

長野銀行

15 2720110058 長野県 株式会社ミハマ 6100001019239
ゴム・樹脂ブーツ兼用多機能クランプの開
発及び高トルク精密塑性加工設備の開発

諏訪信用金庫

16 2720110061 長野県 有限会社大西製粉 7100002012316 信州産「粗挽き」そば粉の量産体制構築 八十二銀行

17 2720110062 長野県 有限会社田中紙工 2100002008970
ただの梱包用の段ボールを「魅せる什
器」に。観光・農業・特産品ＰＲ事業への
新展開

長野信用金庫
若杉公認会計士事務所

18 2720110063 長野県 株式会社千曲ライト 1100001009954
低圧射出成形機を用いたインサート成形
における 封止技術 の確立

八十二銀行

19 2720110064 長野県
岡谷熱処理工業株式会
社

5100001019405
最新鋭高性能真空焼戻し炉とＩｏＴ導入に
よる熱処理生産革新の実現

公益財団法人長野県中
小企業振興センター

20 2720110066 長野県 株式会社西山精密板金 6100001020543
板金複合加工機導入による高機能板金
生産体制の構築

諏訪信用金庫
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21 2720110067 長野県 有限会社村田商店 7100002005204
信州産原材料のフリーズドライ納豆を使っ
た新商品の開発

美斉津晃

22 2720110072 長野県 株式会社スカイワークス 9100001023972
低振動・最軽量化を実現する革新的ド
ローン用エンジンの開発

南箕輪村商工会

23 2720110074 長野県 ミクロン精工株式会社 6100001011550
次世代半導体モールド金型製造の革新
的加工プロセスの構築

坂城町商工会

24 2720110075 長野県
株式会社ナガノ建築サー
ビス

3100001002305
屋内熱を損失させない次世代換気システ
ムの開発と事業化

長野信用金庫

25 2720110077 長野県 飯山精器株式会社 1100001012322
医療機器産業に対応した精密洗浄技術
の開発

長野県信用組合

26 2720110078 長野県 株式会社タク技研 1100001007314
最新鋭レーザー微細加工機の導入による
短納期化と超精密部品の開発

佐久商工会議所

27 2720110079 長野県 株式会社イツミ 3100001019290
高効率生産設備の導入による原価低減
を活用したＩｏＴ型ワイシャツプレスの開発

諏訪信用金庫

28 2720110082 長野県 有限会社吉原製作所 3100002026988
真鍮製六角材複雑形状加工の高度化を
実現する革新的量産加工技術の開発

松本信用金庫

29 2720110084 長野県 日邦光學株式会社 8010801020659
高精度画像寸法測定機導入による、高精
度検査体制の確立及び、新たな業界への
新規参入。

りそな銀行

30 2720110088 長野県 株式会社住まい工房 8100001014411
子供が描いた手書きの間取りで家が建つ
「バーチャルモデルハウスサービス」の開
発

松本信用金庫

31 2720110089 長野県 飯田精密株式会社 3100001022352
ＩｏＴを用いた設備投資による、革新的な生
産プロセスの改善

八十二銀行

32 2720110093 長野県 システムクラフト              
クラウドと各種端末を利用した地域密着
サービス事業の開発と展開

公益財団法人長野県中
小企業振興センター

33 2720110105 長野県 株式会社ワカ製作所 7011101025837
日本初、次世代０．８ｍｍ（ＤＣ～１４５ＧＨ
ｚ）ミリ波　コネクターの開発

八十二銀行

34 2720110108 長野県 コトヒラ工業株式会社 4100001010760
風の流れの可視化による業務用集塵装
置の性能向上と開発期間短縮

商工組合中央金庫

35 2720110111 長野県 平和産業株式会社 5010401027009
航空部品用超高速切削加工機の複数台
運用で稼動率向上に資するＩｏＴ 技術導
入

アルプス中央信用金庫

36 2720110113 長野県 伴野酒造株式会社 9100001007471
東南アジアの富裕層向けに輸出する日本
酒の生産効率の改善と日本らしさの追求

佐久商工会議所

37 2720110118 長野県 内堀醸造株式会社 6200001029806
和食普及に貢献する高品質な米酢製造
のための技術開発

八十二銀行

38 2720110119 長野県
株式会社エイワン・シス
テム

8100001020302
業界初、抗菌・抗ウイルス性能を有する
床塗料と施工技術の提供

八十二銀行

39 2720110120 長野県 株式会社スター精機 6100001018851
車載重要保安部品の高品質・高効率生
産システムの構築

八十二銀行

40 2720110121 長野県 みやま工業有限会社 7100002029608
自社独自の鋳造技術を活用した画期的
介護用製品の試作開発

八十二銀行

41 2720110123 長野県 黒澤酒造株式会社 6100001008167
甘酒・甘酒リキュールの歩留・品質向上と
地域農産物を活用した新製品開発

八十二銀行

42 2720110125 長野県 有限会社福田屋商店 8100002017512
フルーツ酵素で健康になるジェラートの開
発・製造・販売

長野銀行



43 2720110126 長野県 成和電子株式会社 3100001008995
高性能搭載機による高密度実装技術の
確立

八十二銀行

44 2720110128 長野県 八ヶ根工業株式会社 7100001019254
超硬製ブロックゲージの開発及び超高精
度加工技術の高度化実現

長野銀行

45 2720110131 長野県 株式会社山岸製作所 5100001003598
複雑形状切削工具の製作と５軸加工機導
入による加工技術の高度化

長野信用金庫

46 2720110132 長野県
株式会社信州セラミック
ス

9100001017784
ウレタンシートにセラミック粒子を強固に
固定する為の試作開発

八十二銀行

47 2720110133 長野県 株式会社光和 5100001011477
最新鋭微細精密加工機導入による金型
の超精密化と磨きレスの実現

一般財団法人浅間リ
サーチエクステンション
センター

48 2720110134 長野県 織処丸重              
最新ＩＴ技術活用によるユーザーが求める
短納期多品種少量生産工程の確立と品
質確保

長野県信用組合

49 2720110139 長野県 三光工業有限会社 8100002011969
複合機導入による工程統合で生産性を向
上させ、コスト競争力を高める

上田信用金庫

50 2720110140 長野県
多摩川マイクロテップ株
式会社

1100001022305
航空機搭載センサ・モータ用ケース加工
技術の確立と生産性向上事業

八十二銀行

51 2720110145 長野県 株式会社サワイ 1100001007264
薄肉中空ローターシャフト切削加工の高
精度化と高生産性体制の確立

佐久商工会議所

52 2720110146 長野県 株式会社ヨシカズ 1100001022890
航空宇宙精密切削加工品の工期短縮に
よる納期遵守及びコスト低減の推進

飯田信用金庫

53 2720110147 長野県 株式会社テーケー 4100001021304
シャフトの外径多段同時加工用最新セン
タレス研削盤ラインの導入

八十二銀行

54 2720110150 長野県 赤田工業株式会社 7100001017101
最新レーザー加工による、真空容器の 溶
接前部品の加工時間の短縮

池田町商工会

55 2720110152 長野県
株式会社バニラ・アウ
ローラ

6100001028693
バニラの品質保持と管理力を提供する新
包装技術による革新的サービス

飯田信用金庫

56 2720110154 長野県 株式会社テムソン 4100001020990
最先端５軸マシニング加工機導入による
難加工及び生産プロセスの改善

八十二銀行

57 2720110155 長野県 株式会社亀山 9100001009716
被災地向けの瓦破砕用４ｔ車移動式リサ
イクルプラントの開発

上田商工会議所

58 2720110156 長野県
有限会社神津電子製作
所

7100002012423
生産性・品質向上を実現する新規設備導
入及び専用治工具開発

八十二銀行

59 2720110161 長野県 株式会社高翔プラニング 8100001016630
狭い敷地での雪害対策用融雪機の開発
と普及

八十二銀行

60 2720110163 長野県 杉本印刷株式会社 2100001022527
優位性ある製品の大量生産体制確立に
よる市場拡大と販路開拓事業

飯田信用金庫

61 2720110165 長野県 有限会社田村製作所 3100002015792
測定困難な精密プレス部品の測定方法
改善による精度保証と競争力の強化

長野県信用組合

62 2720110170 長野県 株式会社ワークスベル 4010901013384
タイムリーな新製品開発と市場投入によ
る国内外市場での売上拡大

芝信用金庫

63 2720110171 長野県
有限会社ヤマイチ小椋ロ
クロ工芸所

4100002027564
真空吸着方式ロクロ導入による付加価値
南木曽ろくろ細工の開発と生産効率の向
上

南木曽商工会

64 2720110172 長野県 株式会社デリカ 3100001013640
トラクタ連結機構主要工程の接合技術革
新で、生産プロセスを改善

八十二銀行



65 2720110176 長野県 株式会社イングスシナノ 4012301002802
次世代ディスプレイを実現する最先端実
装の生産性向上

八十二銀行

66 2720110181 長野県 株式会社ナノ・グレインズ 8100001018296 医療機器評価システムの開発 八十二銀行

67 2720110184 長野県 株式会社ふくやま 4100001022707
国産もち米最中皮の生産性と品質を強化
して氷菓業界へ本格参入

飯田信用金庫

68 2720110185 長野県 株式会社東陽 2100001015712 安価なＣＦＲＰ用面取り工具の開発 塩尻商工会議所

69 2720110188 長野県 株式会社ヒロタカ 1100001014459
革新的デザインにより消費者に新たな体
験をもたらす高品質ジャムの製造

八十二銀行

70 2720110189 長野県 株式会社ちの技研 8100001019146
ＩｏＴ市場向け超微細加工及び低コスト化
プリント配線板の製造

茅野商工会議所

71 2720110190 長野県 有限会社野中製作所 2100002037037
航空宇宙部品製造の最新加工機・測定
機・生産管理システム導入による革新的
な生産性向上

飯田信用金庫

72 2720110191 長野県 有限会社カナメヤ製菓 9100002010433
姫リンゴ（アルプス乙女）を丸ごと１個用い
た大福の試作開発

美斉津晃
上田信用金庫

73 2720110192 長野県 高橋産業株式会社 6100001001873
額縁製作の能率向上、製品の高付加価
値化と新製品の開発

長野信用金庫

74 2720110193 長野県 株式会社エーシーオー 7180001093928
多品種小ロットの基板実装ラインで大幅
な生産性向上に挑戦する

八十二銀行

75 2720110194 長野県 有限会社大原工業 9100002010474
医療用ポンプ製造用部品の設備導入とＩｏ
Ｔ技術による高度生産性向上事業

八十二銀行

76 2720110196 長野県 有限会社いろは堂 9100002006126
安全で美味しい「急速冷凍おやき」製造に
よる工程高度化と販路拡大

朝日長野税理士法人

77 2720110198 長野県 有限会社茅野工業 3100002030180
多品種小ロットプレス部品の高精度化に
よる熟練技能伝承と原価低減

茅野商工会議所

78 2720110199 長野県
株式会社共栄測量設計
社

7100001000767 地下空洞の革新的測量技術の実用化 長野信用金庫

79 2720110200 長野県
コムパックシステム株式
会社

4100001009662
多様化・高度化する顧客ニーズの実現と
生産性向上を両立する生産管理システム
の導入

八十二銀行

80 2720110203 長野県 株式会社ヤマトインテック 5100001015809
ターボチャージャー用ベアリングハウジン
グの高効率生産体制の確立

八十二銀行

81 2720110204 長野県 株式会社西飯田酒造店 7100001002680
花酵母を使用した季節及びブレンド商品
開発と増産のための冷却装置の拡充

八十二銀行

82 2720110207 長野県 株式会社レヂトン 7011701008415
切れ味と耐久性をアップさせる可変密度
型切断砥石の開発

東京中央経営株式会社

83 2720110208 長野県 株式会社理学 7100001014387
ＩＴＯ代替となる「世界最高品質の導電性
ポリマーインク」の開発

長野銀行

84 2720110209 長野県 オリオン機械株式会社 4100001005488
輸出拡大に向けた高性能粉体コーティン
グロボットの設備導入

八十二銀行

85 2720110211 長野県
有限会社小林精螺製作
所

4100002001602
複合加工及び加工径拡大のため旋盤複
合加工機を導入し顧客の要求に応え、事
業拡大を図る

八十二銀行

86 2720110212 長野県 株式会社ダイワ工業 7100001019626
ＬＥＤパッケージ向け一括銅インレイ基板
の開発

八十二銀行



87 2720110216 長野県 小林利製作所              
旋盤加工および内径ホーニング工程の研
磨技術向上による、次世代ブレーキシス
テムへの新展開

若杉公認会計士事務所

88 2720110217 長野県 サンライズＤ・Ｌ              
型取りなし・金属なし・アレルギーなしの吸
着型義歯への挑戦

飯田信用金庫

89 2720110220 長野県 三協工芸株式会社 9100001001103
最新の焼付塗装用局所排気装置（ブー
ス）と熱風発生装置（バーナー）の導入・
実用化

長野信用金庫

90 2720110222 長野県 吉田工業株式会社 9100001007901
電気自動車向けプラネタリシャフト生産の
高精度化事業

佐久商工会議所

91 2720110227 長野県 有限会社大塚精工 2100002026238
超高精度と短納期を両立！最新複合加
工機導入による高生産性プロセスの開発

八十二銀行

92 2720110228 長野県 丸一ゴム工業株式会社 9010001029368
高精度の大型コンプレッション内製化に依
るゴム製造社内一貫生産の確立

若杉公認会計士事務所

93 2720110229 長野県 有限会社セルバ 6100002031416
高精度の膜厚を標準化させる新たな電解
めっき工法の確立

八十二銀行

94 2720110233 長野県
有限会社プライムシステ
ムズ

1100002030447
小型・多チャネル振動測定検出器の試作
開発

八十二銀行

95 2720110234 長野県 有限会社コイデ彫刻 2100002034026
刃物研磨機能付き数値制御加工機によ
る精密彫刻技法の確立

長野県信用組合

96 2720110235 長野県 有限会社オリイ 6100002019576
保育・介護の現場に適した、安全な縁加
工を施した木製家具の製作販売事業

税理士法人望月会計

97 2720110237 長野県 株式会社ビオカ 1010801005121
市場ニーズに合わせた有機小袋タイプド
レッシングの開発

八十二銀行

98 2720110244 長野県 株式会社今井酒造店 7100001000296
高性能ビン詰機導入による甘酒を柱とし
た小ビン製品の生産向上と市場開拓

長野信用金庫

99 2720110246 長野県
有限会社パティスリーヒ
ラノ

4100002017276
北信濃の新ご当地みやげの開発と自動
包餡機導入による洋菓子製造の効率化

八十二銀行

100 2720110249 長野県 株式会社竹村製作所 4100001001883
６２年の殻を破った鋳物部品加工の無人
化・見える化による高度生産体制実現

八十二銀行

101 2720110251 長野県
株式会社フル里農産加
工

5100001027143
高品質なヘーゼルナッツ加工製品の開発
で 自社のブランド力強化

長野信用金庫

102 2720110252 長野県 株式会社三九 1100001018328
即席味噌汁袋詰め工程の自動化ライン
構築

八十二銀行

103 2720110255 長野県
株式会社マスターマイン
ド

5100001015791
高速フードプリンタを用いた新規印刷サー
ビス

商工組合中央金庫

104 2720110256 長野県 有限会社セルコトロン 5100002014198
需要急増の連結コイルの多角化及び量
産化

上田商工会議所

105 2720110258 長野県 株式会社オグラテクニカ 3100001007907
大型金属部品加工への対応力強化と自
社ブランド製品のラインアップ拡充

佐久商工会議所

106 2720110269 長野県 株式会社サンクゼール 4100001004085
真空釜と高速キャッパーを用いた高付加
価値ジャムの製造及び生産性向上

八十二銀行

107 2720110270 長野県 大和電機工業株式会社 9100001018700
最高の実装信頼性を有するピンホールレ
スＮｉ／Ａｕめっきの開発

長野銀行

108 2720110271 長野県
株式会社ダイヤ精機製
作所

7100001019618
燃料電池車の水素バルブ部品の生産合
理化

八十二銀行



109 2720110274 長野県 森川産業株式会社 9100001006259 鋳鉄鋳物製品の機械加工技術の開発 長野信用金庫

110 2720110278 長野県 野村ユニソン株式会社 8100001019204
３次元ツール活用による構想設計プロセ
スの構築

八十二銀行

111 2720110282 長野県 株式会社一柳 5100001017136
高剛性・高速マシニングによる量産金型
三次元一体加工の開発

松本信用金庫

112 2720110283 長野県 株式会社アールエフ 8100001000080
個人開業医向け歯科用Ｘ線室一体型ＣＴ
の試作計画

公認会計士・税理士柄
澤壮重事務所

113 2720110284 長野県 東洋技研株式会社 3100001018508
欧州主流方式端子台と自動組立装置の
開発に向けての設備導入

下諏訪商工会議所

114 2720110285 長野県 有限会社フリースケール 1100002010226
ユーチューブ動画サイトを利用した、３Ｄ
データ計測サービスの新戦略

長野信用金庫

115 2720110287 長野県 株式会社仙醸 4100001020768
米麹を原料とする新しい高濃縮甘味調味
料「甘麹」の製造販売

アルプス中央信用金庫

116 2720110290 長野県 信州ハム株式会社 8100001009849
無添加ハム歩留まりを有添加ハム並み
に！革新的結着技術開発のための設備
投資

八十二銀行

117 2720110295 長野県
株式会社軽井沢ＩＴ経営
センター

1100001026000
高齢者向け地域におけるＩＯＴを活用した
見守りサービス

八十二銀行

118 2720110297 長野県 宮坂醸造株式会社 1100001020143
清酒製品のユニバーサルデザイン化促進
に向けたラベラーの導入

特定非営利活動法人諏
訪圏ものづくり推進機構

119 2720110299 長野県 株式会社日研コンサル 5100001013829
いつでも・どこでも測量できる【土地測り
隊】という新サービスの開発

松本信用金庫

120 2720110300 長野県 宮坂精機              
最新ＮＣ機の導入と技術の改善、高度化
により原価低減８０％と日程を１／１０に
短縮する。

長野県信用組合

121 2720110302 長野県 信越ハーネス株式会社 1100001019549
社内ネットワークシステムを積極活用した
生産プロセスの改善

八十二銀行

122 2720110305 長野県
有限会社米山金型製作
所

4100002038479
医療・燃料電池向け微細金型部品の低コ
スト化と新たな微細ニーズへの挑戦

アルプス中央信用金庫

123 2720110306 長野県 株式会社エフプラス 7100001023017
プラスチック成形工場の生産現場のＩｏＴ
化により生産性向上２０％を達成

飯田信用金庫

124 2720110308 長野県 株式会社マイダス 1100001018765
『高品位・低コスト』を効率的かつコスト低
減を実現する開発工程の確立

諏訪信用金庫

125 2720110309 長野県 株式会社今井商工 2100001024110
インデックス付両頭フライス機導入によ
る、細長形状プレート加工能力の拡大

八十二銀行

126 2720110310 長野県 株式会社高松製作所 1100001011596
４軸マシニングセンター導入による生産プ
ロセスの抜本的改善と新分野進出

長野銀行

127 2720110311 長野県 有限会社黒栄工業 3100002028142
難加工材を微細穴加工する新工法の開
発

美斉津晃

128 2720110312 長野県 大雪渓酒造株式会社 2100001017295
高品質・高付加価値商品の安定した生産
システムの構築

松本信用金庫

129 2720110317 長野県 有限会社北信樹脂工業 5100002018240
射出成形品の計測レベル向上による品質
向上と作業効率化

八十二銀行

130 2720110318 長野県 企業組合山人 4100005011391
バイオマス資源を活用した人工薪の製造
と販売

八十二銀行



131 2720110322 長野県 有限会社円研工業 4100002028991
内径テーパー角度の測定に関する革新
的な計測器の開発

特定非営利活動法人諏
訪圏ものづくり推進機構

132 2720110325 長野県 ハード技研工業株式会社 8100001022678
薄型金属コイル材の縦型水性ナノコーテ
イング装置の開発

八十二銀行

133 2720110326 長野県 株式会社ワイエス 2100001019283
研磨工程合理化による加工プロセスの全
体最適化及び製品高精度化

長野銀行

134 2720110329 長野県
株式会社西澤電機計器
製作所

5100001011535
医療用照明機器事業の製品ラインナップ
拡充と非臨床・現場評価

八十二銀行

135 2720110331 長野県 株式会社井賀屋酒造店 8100001012002
革新的商品「五割麹」の販路拡大と、増産
の為の設備投資計画。

八十二銀行

136 2720110336 長野県 マルコメ株式会社 9100001003297
日本の長寿を伝承する「味噌・糀」の醸造
技術をいかした新規機能性食品の素材
開発

公益財団法人長野県中
小企業振興センター

137 2720110342 長野県 北安醸造株式会社 9100001017405
地下水を使用した「酒母」による高付加価
値清酒の開発と商品化

松本信用金庫

138 2720110345 長野県 株式会社オート 6100001024412
精密測定器を導入して、品質の向上と納
期短縮による受注の拡大

株式会社ＩＳＴコンサル
ティング

139 2720110347 長野県 有限会社肉の鈴木屋 4100002038586
多品種・大量生産ライン構築による遠山
郷ジビエのブランド競争力強化

飯田信用金庫

140 2720110354 長野県 株式会社信越工機 7100001001237
ウェアラブルＰＣとクラウドを利用したＮＥ
Ｗ機械保守サービス開発実証事業

長野信用金庫

141 2720110362 長野県 有限会社岩城工業 3100002018812
簡単組立、作業性抜群の中重量対応の
汎用組立作業棚の開発

美斉津晃
八十二銀行

142 2720110368 長野県
インフィニティソリューショ
ンズ株式会社

5100001011262
ラピッドプロトタイピングのための２台のロ
ボット同時制御技術の開発

八十二銀行

143 2720110411 長野県 化興株式会社 9100001018254
大型めっき治具表面処理装置の導入によ
る絶縁用コーティング生産性向上

下諏訪商工会議所

144 2720110414 長野県 有限会社宮島精工 5100002025328
長尺アルミ部品の高精度加工技術と高効
率生産体制の確立

松本信用金庫

145 2720110422 長野県 有限会社パルテック 2011202011600
移動式ペレット製造器導入による家畜用
高栄養飼料の高付加価値化

八千代銀行

146 2720110427 長野県 有限会社向井工業 6100002018322
高品質・短納期・低コスト化の実現に向け
てハイブリッドカシメ機導入

辻・本郷ビジネスコンサ
ルティング株式会社

147 2720110431 長野県 有限会社カサイツール 6100002029872
難削材加工用総型エンドミル製造の効率
化及び高精度化の実現

諏訪信用金庫

148 2720110432 長野県 株式会社大地の卵 2100001006835
平飼放牧鶏の環境・品質向上と有機ＪＡＳ
認証卵の試作開発

八十二銀行

149 2720110435 長野県 シスマック技研有限会社 6100002029996
大型部品加工内製化による生産設備の
製造体制構築と海外市場拡販

八十二銀行

150 2720110445 長野県 株式会社ハイライト 1100001018591
カーエレクトロニクスを支える貴金属めっ
き処理 技術の導入と開発

八十二銀行

151 2720110446 長野県
イデアライフケア株式会
社

2100001019341
車いすから移乗がしやすい簡易移乗器の
開発

諏訪信用金庫

152 2720110449 長野県 株式会社丸宝計器 1100001022783
医療現場における監視カメラによる画像
解析ソリューションのシステム開発

飯田信用金庫



153 2720110451 長野県 有限会社エイテック 4100002029387
活性ガスと多種類ガスを混合する超小型
ナノバブル発生装置の開発

諏訪信用金庫

154 2720110456 長野県 有限会社福沢製作所 8100002034961
産業用機械部品等の微細加工を実現す
る高精度細穴加工機の導入

八十二銀行

155 2720110458 長野県 株式会社丸眞製作所 4100001019760
高精度な窒素濃度制御装置による革新
的表面改質技術開発と事業拡大

八十二銀行

156 2720110459 長野県 有限会社高木製菓 1100002002883
信州新特産カシスのブランド確立による
優れ た健康機能と美味しさの提供

株式会社ヒューマンネッ
ト・コンサルティング

157 2720110461 長野県 白ほたる豆腐店              
ブランドの普及・拡大を目指すための “豆
腐作りの全体最適化”

長野県信用組合

158 2720110465 長野県
有限会社電算オフィス
オートメーション

6100002020831
スマホで簡単に管理できる革新的な「田
んぼ見守りシステム」の開発

松本商工会議所

159 2720110472 長野県 松澤印刷株式会社 5100001003227
デジタル印刷による「和」の文化を用いた
上製本の開発

長野信用金庫

160 2720110475 長野県
長野オートメーション株式
会社

4100001011081
超精密平面・成形研削盤導入による自動
化装置生産プロセスの構築

一般財団法人浅間リ
サーチエクステンション
センター

161 2720110476 長野県 株式会社ニューマインド 1011801026586
コンベア型ラインヘッドを搭載したプリン
ターヘッド監視システム（生産プロセス改
善）

巣鴨信用金庫

162 2720110479 長野県 有限会社吉沢物産 6100002009610
市場ニーズに合わせた業界初の革新的
なマルチフレキシブル生産体制の確立

長野信用金庫

163 2720110480 長野県 株式会社伊藤測量設計 8100001000246
革新的測量技術ＴＬＳの導入による業務
の拡大と競争力強化

八十二銀行

164 2720110485 長野県
株式会社みすず綜合コン
サルタント

8100001010286
測量図作成の生産性向上のためのドロー
ンを使った測量システムの開発

八十二銀行

165 2720110486 長野県
株式会社サーキットデザ
イン

6100001015163
アンテナ内蔵型動物首輪発信器の試作
開発

柴田公認会計士事務所

166 2720110488 長野県 株式会社協進製版 9100001000781
デジタル比較検査ツールを用いた新たな
校正サービスの開発

八十二銀行

167 2720110493 長野県
多摩川テクノクリエイショ
ン株式会社

8100001023354
最新技術による開発生産性・速度向上と
技術コミュニケーションの確立

飯田信用金庫

168 2720110502 長野県 有限会社宮城商店 3100002009571
老舗漬物メーカーが独自システム確立に
より介護医療現場へ参入

長野信用金庫

169 2720110503 長野県
信州バイオファーム有限
会社

9100002002216
ブランド力強化でＴＰＰ対策と顧客満足獲
得する為の、環境制御装置の設置

長野信用金庫

170 2720110504 長野県
Ａｎｇｌｏ Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｂｒｅｗ
ｉｎｇ Ｃｏｍｐａｎｙ合同会社

8100003003560
地域ブランド 「野沢温泉物語」クラフトビー
ルの国内外への生産・販売力の強化

八十二銀行

171 2720110505 長野県
サンタ軽金属工業株式会
社

1100001009681
海外・国内展開に必須な低コスト高品質
生産プロセスの強化事業

一般財団法人浅間リ
サーチエクステンション
センター

172 2720110506 長野県
株式会社ヒートテクニカ
ル

2100001004970
医療機器部品の高精細プラスチック成型
生産プロセスの改善による技術力向上・
競争力強化

八十二銀行

173 2720110508 長野県 ＮｉＫＫｉ Ｆｒｏｎ株式会社 2100001002660
最新設備のＩｏＴ化による半導体製造装置
ＰＴＦＥ部品の高生産ライン構築

商工組合中央金庫

174 2720110511 長野県 株式会社ナフィアス 9100001028617
ナノファイバー不織布の高機能成膜加工
技術の開発

一般財団法人浅間リ
サーチエクステンション
センター



175 2720110512 長野県 松代金属株式会社 3100001004664
ＩｏＴと曲げ加工ノウハウを融合させたス
マートファクトリーの実現

八十二銀行

176 2720110519 長野県 日本ミクロン株式会社 3100001019687
高耐熱材料を含むプリント配線基板積層
工程の生産システム構築

八十二銀行

177 2720110524 長野県 使えるねっと株式会社 5100001005339
ＩｏＴ活用で価格１／１０を実現するホーム
セキュリティサービスの事業化

株式会社渡辺経営コン
サルティング

178 2720110533 長野県 株式会社ＮＥＸＡＳ 4100001022269
航空宇宙関連顧客のニーズに対応　最新
鋭５軸制御マシニングセンター導入

下平伸次税理士事務所

179 2720110536 長野県
パワフル健康食品株式
会社

1100001002876
販路拡大に伴う乳酸菌発酵物の生産効
率を上げる機械設備の導入

長野県信用組合

180 2720110539 長野県 ＪＣマイクロ株式会社 1100001026198
低コスト・生産性向上を実現する基板検
査治具の新工法の開発

美斉津晃

181 2720110542 長野県 株式会社匠電舎 6100001001493
ＰＬＣ（シーケンサ）ソフト変換機能を有す
る次世代型コントローラの開発

長野信用金庫

182 2720110549 長野県 株式会社信陽 8100001015401
長尺物を自重でたわませ簡単固定！新
発想治具開発と設備投資による生産性向
上

松本信用金庫

183 2720110554 長野県 イシダ事務機株式会社 9100001000229
国内初、自然エネルギーを利用した防災
用ＩｏＴ電源供給システムの開発

長野銀行

184 2720110557 長野県 有限会社紅葉軒 5100002032803
旬」を味わう「内藤とうがらし」と「伝統野
菜」の「旨辛味噌」新商品開発

アルプス中央信用金庫

185 2720110558 長野県 株式会社ヒューブレイン 5120001136818
世界初の空気浮上式の次世代型超微小
部品パーツフィーダーの開発

関西経営コンサルタント
事業協同組合

186 2720110561 長野県 株式会社柴田合成 5070001011761
放電加工機・三次元測定機のＩｏＴ管理シ
ステムによる生産性向上

群馬銀行

187 2720110562 長野県 ベストプラ株式会社 5100001023720
プラパレット再生ペレット化の発泡抑制高
効率製造プロセスの実現

上田信用金庫

188 2720110572 長野県 株式会社カナエ 7100001000651
高速デジタルラベル印刷機及びレーザー
カッターの導入による高度生産性向上

長野信用金庫

189 2720110581 長野県 株式会社マルトシ 1100001021406
「郷土の伝統を活かした機能性食品の商
品開発」による地方の小売業成長モデル
の確立

アルプス中央信用金庫

190 2720110591 長野県 株式会社サンジェム 6100001007276
サブギガヘルツ帯域のチップ部品向けイ
ンダクタンス標準器の試作開発

長野銀行

191 2720110597 長野県 エスティーエル株式会社 8100001027743 高付加価値のリフレックスサイトの開発 八十二銀行

192 2720110602 長野県 日本濾過器株式会社 4010901009143
ナノファイバー製造技術を応用した革新
的オイルフィルターの開発

一般財団法人浅間リ
サーチエクステンション
センター

193 2720110610 長野県 株式会社ぷらんつ 3100001028572
新製法「３０秒で酵素たっぷりスムージー」
の生産体制の構築

税理士・公認会計士松
﨑堅太朗事務所

194 2720110611 長野県 太陽工業株式会社 9100001018460
高精度・低コストで工程内保証を実現する
自動車用金型製作システム

八十二銀行

195 2720110616 長野県 株式会社中善酒造店 6100001017812
海外市場にチャレンジする味と香りが飛
び抜けた個性派純米酒の開発

八十二銀行

196 2720110620 長野県 ガイア・エヌピー株式会社 4011001042794
２種類の特許技術を組合わせた入浴用化
粧品２種とその同時利用による高付加価
値入浴剤

商工組合中央金庫



197 2720110632 長野県 株式会社丸世酒造店 2100001012164
進化系純米酒による日本酒市場の活性
化及び長期的な販路の拡大

長野信用金庫

198 2720110633 長野県
株式会社ダイエー測量設
計

8100001001715
地上型３次元レーザスキャナを用いた高
精度な３次元データの提供

八十二銀行


