
（受付番号順）

受付番号 都道府県 企業名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

1 2701210015 北海道 株式会社堀本工作所 7430001015922 精密研削技術確立による医療用金型の高度化事業 みちのく銀行

2 2701210023 北海道 株式会社北海道ニーズ 7462501000327
雪氷を使用した包装形態と保冷トレーラーを活用した
水産物の鮮度保持技術の確立

商工組合中央金庫

3 2701210051 北海道 株式会社メリット情報内藤 9460101001834
畑の土中にある石を粉砕して「暗渠用砂利」として活用
する新事業の展開

帯広信用金庫

4 2701210071 北海道 株式会社アリス・ファーム 9430001051008
ベリー園の６次産業化の強化と観光教育的要素を加え
た６．５次産業化の試み

北海信用金庫

5 2701210075 北海道 株式会社北彩庵 5430001026830
殺菌・冷却装置の導入による漬物の殺菌・冷却プロセ
スの高度化

ＺＩＯＮ株式会社

6 2701210080 北海道 共和鉄工株式会社 9430001032882
鉄骨階段の加工におけるロボット溶接機等を用いた品
質・生産性・信頼性の強化

北洋銀行

7 2702210153 青森県 北日本産業株式会社 9420001005757
選別工程の改善による雑がみ類リサイクル事業と製紙
原料の高付加価値化

公益財団法人２１あおもり
産業総合支援センター

8 2702210156 青森県 株式会社テクトリー 7420001006154
最新ワイヤーカット放電加工機導入による革新的な加
工能力の獲得

青い森信用金庫

9 2703210199 岩手県 有限会社コンノテック 6400002010100
超短納期を実現する複雑形状加工の生産性向上を目
指したシステムの確立と高付加価値の拡大

北上信用金庫

10 2703210211 岩手県 株式会社小山田工業所 9400001000405
次世代鋼構造物ＣＡＤ導入による多種鋼構造物設計業
務の自動効率化

商工組合中央金庫

11 2704210006 宮城県 株式会社畠茂商店 5370201000575
小規模事業者連携による大手自動車部品製造会社向
け検査装置の開発

ＮＰＯ法人未来産業創造お
おさき

12 2705210222 秋田県
株式会社秋田病理組織細胞診研究
センター

7410001005058
僻地医療遠隔支援システムの確立及び病理標本作製
プロセスの改善

秋田銀行

13 2706210009 山形県 ジャパンクリエイト株式会社 3390001009214
高度分析機器導入に伴う、地域初の新しい水分析
サービスの提供

山形銀行

14 2706210010 山形県 株式会社柏倉設備工業 3390001012143
パイプのツバダシ設備導入による溶接をしない安全な
配管工事の提供と工期短縮

きらやか銀行

15 2707210022 福島県 人気酒造株式会社 1380001009951
東北の地酒「人気一」の木桶仕込みによる圧倒的な品
質向上と醸造技術の確立

若杉公認会計士事務所

16 2707210024 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の新規開発による競争力
強化

公益財団法人福島県産業
振興センター

17 2707210029 福島県 株式会社ＩＴＣテック 9380001014647
リードタイム短縮による生産性向上に向けた設備導入
事業

内郷商工会

18 2707210040 福島県 有限会社高橋工業所 6380002002133
高剛性ＣＮＣ旋盤導入による、金型製造ラインの生産
性向上事業計画

東邦銀行

19 2707210107 福島県 株式会社システムフォワード 2380001014240
飲食店向け！消費者のスマホが電子メニューになるク
ラウドサービスの展開

東邦銀行

20 2707210117 福島県 有限会社カネダイ 4380002034459
農業用小型無人機（ドローン）を活用した水田の農薬
散布サービスの開始

会津坂下町商工会

21 2708210007 茨城県 瑞井精工株式会社 9050001026584 ロボット基幹部品『異形状転動体』の開発
公益財団法人茨城県中小
企業振興公社

22 2708210014 茨城県 株式会社デンタルアート 8050001035487
歯科医院との連携による高品位補綴物の短納期低コ
スト生産体制の確立

常陽銀行

23 2708210015 茨城県 東部歯科診療所           － 歯科用ＣＴを用いた安心、安全な親知らず移植治療 神栖市商工会

24 2708210019 茨城県 株式会社エム・ディ・インスツルメンツ 5010601037724 最高画質・小型軽量なＸ線発生器の開発 阿見町商工会

25 2708210022 茨城県 株式会社モリモト 9050001013995
短納期対応可能なばね成形および端面研削方法の開
発

境町商工会

26 2708210029 茨城県 北村製布株式会社 3050001029378
グリッパー式織機の導入による醤油圧搾用濾過布の
生産性向上と環境負荷低減

常陽銀行

27 2709210457 栃木県 日本リークレス工業株式会社 8010401023343
ウォータージェット剥離工程の改良・自動化による品質
改善および生産能力向上

三菱東京ＵＦＪ銀行

28 2709210489 栃木県 有限会社関東精工 1060002002723 複雑形状非鉄金属部品製造の高効率加工革命 栃木銀行

29 2709210497 栃木県 小林酒造株式会社 6060001014228
新規蒸米冷却システムの導入による革新的通年吟醸
酒製造の実現

足利銀行

30 2709210498 栃木県 株式会社相良酒造 2060001017011
高機能固液分離システム導入による革新的な製造環
境の構築と販路拡大

佐野信用金庫
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受付番号 都道府県 企業名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

31 2710210022 群馬県 大旺工業株式会社 4070001019574
ステンレス部品の一体化を実現するサーボプレスを利
用した深絞り技術の開発

商工組合中央金庫

32 2710210027 群馬県 株式会社錦野金型工業 9070001014265
ソフトウェア組込型ＮＣ装置と従来技術の融合で高精
度加工システムの構築

アイオー信用金庫

33 2710210031 群馬県 富沢鉄工株式会社 9070001002303
プログラム制御型旋盤導入による工程の自動化と生
産性の大幅改善

商工組合中央金庫

34 2711211122 埼玉県 初野建材工業株式会社 9030001055404
バイオ技術を用い、汚染された土をその場で浄化する
サービス提供

埼玉りそな銀行

35 2711211138 埼玉県 礎電線株式会社 4011801000340
新型太径撚り装置導入による超多本リッツ線の製造体
制構築

埼玉りそな銀行

36 2711211145 埼玉県 有限会社新興プラント工業 2030002032342
最新溶接機導入によるサニタリー配管ユニット製作の
生産性向上

飯能信用金庫

37 2711211151 埼玉県 有限会社小島製作所 1030002073271
ロボットの小型化に寄与するシアースプリングの生産
システムの試作開発

埼玉縣信用金庫

38 2711211152 埼玉県 株式会社二光プラスチック工業所 6030001039054
業務用大判デジタル複合機部品における品質の向上
と品質保証体制の強化

城北信用金庫

39 2711211189 埼玉県 光和衣料株式会社 4030001031104
短納期対応を実現する３Ｄ技術の導入と生産工程にお
けるＩｏＴ化の促進

株式会社ジェノベーション

40 2711211195 埼玉県 川島金属株式会社 1011501001071
焼き入れ材加工による高精度モールドベースの生産
体制の確立

埼玉りそな銀行

41 2711211198 埼玉県 株式会社華光 5011501000945
金属製異形細管の内外面・面粗度高品質化加工技術
の確立

東日本銀行

42 2711211205 埼玉県 株式会社金子製作所 4030001017788
医療機器製造販売業からの増産要求対応のための新
設備導入等による生産性向上

公益財団法人さいたま市
産業創造財団

43 2711211212 埼玉県 株式会社岡安商店 1030001063736
粒度調整計量プロセスを用いた桃由来食物繊維製品
の開発

埼玉りそな銀行

44 2712210555 千葉県 株式会社まるい 2040001074525
新鮮で安全安心な鮮魚加工品による新しいリテールサ
ポートの仕組み構築

館山信用金庫

45 2712210573 千葉県 株式会社カナヤ食品 1040001062051
世界初近赤外線分光技術を応用した乾燥食品の選別
方法の開発

公益財団法人千葉県産業
振興センター

46 2712210580 千葉県 めいわ歯科医院           － 
ＣＴスキャン及び手術用顕微鏡を活用した顧客満足度
の高い根管治療サービスの開発

千葉信用金庫

47 2712210585 千葉県 株式会社セイケン 6040001078349
ＣＮＣルーター導入による立体文字看板の内製化およ
び新商品・新サービスの開発

銚子信用金庫

48 2713212315 東京都 アイリックス株式会社 2010601044236
バイオ医療のための高感度、高速顕微ラマン分光装
置の試作開発

税理士法人あおやま

49 2713212316 東京都 株式会社エス・アイ・シー 7010501022584 ＭＥＭＳ加速度＆ジャイロセンサー温度補正検査装置 朝日信用金庫

50 2713212318 東京都 株式会社エーワンテクニカ 9011801000591
医療者の危険と負担を激減する革新的「注射針取外し
容器」の開発

朝日信用金庫

51 2713212321 東京都 ＩＡＰＡＲＴＭＥＮＴ合同会社 4011003005972
３Ｄ店舗シミュレーターを軸とした小売商空間デザイン
事業のプラットホーム化

第一勧業信用組合

52 2713212324 東京都 株式会社川島メリヤス製造所 3010601010113
最新横編み機導入による高度デザイン、短納期の実
現

みずほ銀行

53 2713212329 東京都 大東印刷工業株式会社 9010601011460
超高細線ＣＴＰを活用した高付加価値印刷実現による
市場競争力の強化

三菱東京ＵＦＪ銀行

54 2713212331 東京都 有限会社樋口抜型 9012402019526
パッケージ業界の高クオリティ化要求に対応した抜型
の開発

多摩信用金庫

55 2713212338 東京都 有限会社佐久間製作所 2010602010971
生産プロセスの革新による利益率向上及び受注可能
量増加計画

城北信用金庫

56 2713212339 東京都 ディメンションズ株式会社 6012401025494 多目的ＣＯ２センシングと環境ＳＮＳの実現 多摩信用金庫

57 2713212352 東京都 株式会社水域ネットワーク 8011701009461 海岸域調査の３次元モデル化による生産性向上 東京東信用金庫

58 2713212370 東京都 有限会社深野製作所 9010602014280
設備導入および技術の形式知化による、多様化する
顧客ニーズへの対応

みずほ銀行

59 2713212412 東京都 陣内金型工業株式会社 1011701010335
ＣＡＭ高度化による、２色射出成型金型製作の自動金
型切削加工工程大幅リードタイム削減と金型性能向上

青和信用組合

60 2713212416 東京都 株式会社メカニカルデザイン 9012401008703
自動車用防振ゴムの動特性シミュレーション技術の開
発

多摩信用金庫

61 2713212418 東京都 のぞみ株式会社 5013401006312
通信状況を把握する設備導入による無線通信網の効
果的な構築

多摩信用金庫

62 2713212425 東京都 株式会社上島熱処理工業所 3010801001218 ボーイング７７７Ｘ用部品の熱処理量産体制構築事業 三菱東京ＵＦＪ銀行
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受付番号 都道府県 企業名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

63 2713212427 東京都 株式会社東陽歯研 9010601047232
審美性と強度に優れたオールジルコニアのメリーランド
ブリッジの開発

東京東信用金庫

64 2713212457 東京都 株式会社メトロール 1012801001645
米国市場開拓に向けた、海外自動受注システムの導
入

立川商工会議所

65 2713212493 東京都 こぐち歯科           － 
当院のノウハウと先進医療機器の融合による「早く！
安く！きれいな歯」の実現

西京信用金庫

66 2713212494 東京都 株式会社進徳ラボ 5013301005307
歯科技工物の製造工程の手作業を自動化・ＩＣＴ化して
生産性の向上

巣鴨信用金庫

67 2713212516 東京都 株式会社シアンス・アール 3010001129272 スマートフォン対応動画付トランシーバーの開発計画 いのせ税理士事務所

68 2713212521 東京都 株式会社大久保製壜所 9010601036672
９０度プッシャー更新等による５０ｍｌ以下の小瓶・極小
瓶対応力の強化

東京東信用金庫

69 2713212532 東京都 株式会社セラムジャパン 4011201012481
これからの歯科医療デジタル化に対応する歯科技工
士、歯科衛生士を養成する教育サービスの開発

西京信用金庫

70 2713212546 東京都 京王電化工業株式会社 7012401007624 ＩＯＴを活用した最先端分析技術と匠の技の融合 昭和信用金庫

71 2713212574 東京都 株式会社キッズプレート 8010401086464
独自ＡＲ＋ＶＲプロモーションアプリ「ルクルク」の革新
的サービスシステムの開発

東京シティ信用金庫

72 2713212577 東京都 株式会社東京乳母車 7012401008267 双子用ベビーカーの開発及びサービス展開 多摩信用金庫

73 2714211004 神奈川県 株式会社ハルツ 1020001029993
超精密ワイヤ放電加工機導入による、国内屈指の精
密プレス金型製造販売会社への飛躍

公益財団法人神奈川産業
振興センター

74 2714211008 神奈川県 株式会社田代吉右衛門本店 5021001032901
伝統製法への最新設備導入による、驚きを感じる揚げ
蒲鉾作り

小田原箱根商工会議所

75 2714211016 神奈川県 有限会社早川製作所 3020002089936
高真空内精密部品における測定技術の高度化による
面品位の向上

公益財団法人神奈川産業
振興センター

76 2714211017 神奈川県 有限会社ほさか工業 2021002004522
アルミナセラミックス高精度複雑部品における加工技
術の開発

公益財団法人神奈川産業
振興センター

77 2714211027 神奈川県 伸光写真サービス株式会社 8020001008735
世界初！エッチング法によるセラミックス基板上での２
０µｍ線実現への挑戦

横浜銀行

78 2714211031 神奈川県 株式会社昭和真空 9021001012619 量産用の真空光学膜成膜装置の高度化開発
一般社団法人首都圏産業
活性化協会

79 2714211039 神奈川県 エレックス工業株式会社 2020001065914
小型かつ高精度なマイクロ波放射測定を実現する受
信機の開発

川崎信用金庫

80 2714211063 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モジュール（マッハポート）の応
用開発

みずほ銀行

81 2714211066 神奈川県 エステー産業株式会社 2020001005944
クリーンルーム内の製袋装置へ付加機能機材を導入
し、液晶パネル素材用袋の製造に革新を齎す！

公益財団法人横浜企業経
営支援財団

82 2715210577 新潟県 株式会社ツインズ 1040001019670
着脱簡単、身体にフィットし快適なウェア用「結ばない
紐」の開発と輸出

公益財団法人千葉県産業
振興センター

83 2715210586 新潟県 株式会社布施鉄工所 4110001019371
ＣＡＭ導入による生産リードタイムの短縮と難削材加工
技術の高度化、技術の標準化

八十二銀行

84 2715210591 新潟県 株式会社紅屋重正 8110001023403
米粉凍結により保水性機能を付加した小麦粉不使用
の１００％地場産酒饅頭の試作開発

北越銀行

85 2715210596 新潟県 斎藤工業株式会社 9110001015812
口内清掃の介護用使い捨てスポンジブラシの自社製
品開発、販売

北越銀行

86 2715210600 新潟県 有限会社柄沢ヤスリ 3110002019157 精密平面研磨装置と双手（モロテ）ヤスリ掛け装置 燕商工会議所

87 2715210624 新潟県 株式会社青海製作所 2110001007411
最先端の眼科用治療部品への挑戦とオペレーション機
器の生産性向上

新潟信用金庫

88 2716210415 富山県 株式会社オオサワ 9230001006097
「審美性・新食感・安全安心・焼き立て品質」企業ブラン
ド確立のための新感覚チーズケーキ製造技術、提供
方法の開発

富山商工会議所

89 2716210423 富山県 東洋ゼンマイ株式会社 6230001007387
大量生産・多品種小ロットに対応した接触形ゼンマイ
用リング成形の低コスト・安定供給体制の構築

北陸銀行

90 2716210431 富山県 タケウチゴーセイ株式会社 7230001012758
三次元測定データの信頼性強化による新技術開発
リードタイム短縮化・開発コスト低減化事業

富山信用金庫

91 2717210309 石川県 株式会社明石合銅 5220001008932
鉛フリー銅合金シリンダブロックの量産化接合技術の
開発

北國銀行

92 2717210330 石川県 株式会社東振精機 4220001012695
製造過程で発生する変化点情報の共有化による、社
外クレーム削減への取組み

公益財団法人石川県産業
創出支援機構

93 2718210251 福井県 有限会社サンライズプレス工業 7210002004847
切削工程とタップ工程の複合機導入による短納期・低
コスト生産体制の確立と加工品目の拡大

税理士法人たすき会

94 2718210257 福井県 株式会社セイワ 1210001010050
中東向け繊維製品販売拡大に向けた織物整理一貫製
造ラインの構築

株式会社ジェック経営コン
サルタント
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受付番号 都道府県 企業名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

95 2718210265 福井県 吉岡幸株式会社 8210001004434
「高精度小型形鋼穴あけ切断複合機」導入による新加
工体制の構築

福井商工会議所

96 2719210006 山梨県 株式会社エム・クラフト 8090001006641
立体造形技術と鋳造技術を繋ぐ鋳造法の確立と新商
品開発

山梨信用金庫

97 2720210701 長野県 株式会社サイベックコーポレーション 4100001015611
超精密金型プレート向け高効率研削と超平面研削技
術の確立

公益財団法人長野県テクノ
財団

98 2720210711 長野県 有限会社小池精工 3100002031212
難塑性材深絞り精密プレス加工の面精度面粗度向上
に関する技術開発

岡谷商工会議所

99 2720210721 長野県 株式会社浜島精機 5100001023332
航空宇宙部品対応での設備の最適小型化による、生
産性向上とコストダウン対応

飯田信用金庫

100 2720210724 長野県 株式会社マイクロジェット 7100001016160
研究開発用３Ｄプリンターを活用した特殊材料による３
Ｄ構造物の試作製造

株式会社佐々木会計事務
所

101 2720210738 長野県 多摩川精機株式会社 6100001022548
創薬研究用および診断薬用の機能性ビーズの開発と
量産化

八十二銀行

102 2721210491 岐阜県 有限会社山田製作所 2200002016749
最新型高精度マシニングセンタ導入による生産プロセ
スの革新と事業拡大

関信用金庫

103 2721210497 岐阜県 株式会社ナベヤ 6200001008553
軽量かつ剛性を両立した工作機械向け治具の製造技
術開発

公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

104 2721210517 岐阜県 日電精密工業株式会社 8200001014095 高精度車載用リレー部品への参入と拡販 大垣共立銀行

105 2721210518 岐阜県 中村精工株式会社 6200001029095
射出成形金型ホットランナーの色替え性向上を狙った
新部品の開発

大垣共立銀行

106 2722211131 静岡県 やまさ製茶株式会社 6080001013459
「菊芋」の血糖値を下げる機能性を活用した、糖尿病
患者向け新商品の開発

島田信用金庫

107 2722211146 静岡県 株式会社カネジョウ 4080001010284
より安価・短納期・高品質な水産資源の超微粉末製造
プロセスの構築

静岡銀行

108 2722211162 静岡県 藤壺技研工業株式会社 2020001015919
ファイバーレーザー溶接装置導入による業界初の異材
溶接技術の開発

沼津信用金庫

109 2722211163 静岡県 株式会社トキワシステム 6080401003563
施工性の高い耐震・制震構造部材の開発と測定評価
書の無償提供

浜松商工会議所

110 2722211169 静岡県 杉田工業株式会社 1080401002512
難加工ステンレス材の曲げ加工とバーリング加工の複
合成形を可能にした精密自動プレス金型の開発

浜松信用金庫

111 2722211171 静岡県 株式会社オギ 3080101011324
『大径・薄肉・異形』パイプの高精度安定曲げ技術確立
による高付加価値部品創出

富士宮信用金庫

112 2722211200 静岡県 井上玩具煙火株式会社 6080001012907
軸立て機、塗薬機の導入により、世界に発信する国産
花火の製造ライン構築

島田信用金庫

113 2722211201 静岡県 駿河重機建設株式会社 1080001010221
ＩｏＴ導入による土木工事の効率化と次世代へ向けた工
法の確立

静岡銀行

114 2722211219 静岡県 日本気圧バルク工業株式会社 6080001019654
革新的な気圧制御ルームのユニット連結接合工程の
効率性や品質精度等を高める生産プロセスの改善

静岡信用金庫

115 2722211226 静岡県 株式会社トヨコー 2080101010566
屋根の吹付けカバー工法における専用自動吹付け機
の開発

静岡銀行

116 2722211234 静岡県 株式会社フーズ・ユー 8010501019431
食材の栄養素・風味・食感が最大限に生かす殺菌環
境を追求した無添加レトルト食品の製造

焼津信用金庫

117 2723211525 愛知県 大山工業株式会社 6180001084176
ＬＮＧタンク用補強材の曲げ加工技術を確立し、世界品
質製品の開発、販路の拡大を図る

高橋美貴税理士事務所

118 2723211538 愛知県 株式会社ヤスフクセラミックス 9180301002025
３次元計測の高速化、自動化によるセラミックス製反射
鏡の高精度化と生産性向上

名古屋銀行

119 2723211550 愛知県 株式会社ナガラ 8180001020410
超ハイテン材プレス部品用高精度金型の効率的製造
システム開発

中央朝日コンサルティング
株式会社

120 2723211561 愛知県 株式会社鬼頭 4180001116022
３次元測定・製作設備導入による、アタッチメント需要
への対応

名古屋銀行

121 2723211563 愛知県 カネヨシエンタープライズ株式会社 4180001110470 電解水を用いた農水産物下処理環境の衛生の高度化 伊藤雄司税理士事務所

122 2723211574 愛知県 株式会社カルチベイトジャパン 3180301017103
味覚嗜好収集を軸とした国内外向け日本酒販路拡大
サービスの開発

碧海信用金庫

123 2723211584 愛知県 株式会社ＮＩＭＵＲＡ 8180001097473
航空機用難削材の複雑３次元曲面形状の高精度・高
効率切削加工システムの確立

愛西市商工会

124 2723211597 愛知県 株式会社ニシムラ 7180301019062
燃料電池自動車用部品であるセパレータ用金型の精
密加工技術確立

碧海信用金庫

125 2723211610 愛知県 株式会社イングカワモト 1180001034094
立体３Ｄ印刷を可能にする印刷設備を導入して日本初
の量産型デザインネイルチップの開発事業

大嶋　浩敬

126 2723211612 愛知県 影山精研株式会社 5180301015699
内面研削盤導入による高精度研削技術の確立と生産
プロセスの強化

高浜市商工会
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受付番号 都道府県 企業名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

127 2723211613 愛知県 タクミ歯科医院           － 
再生治療による第２の永久歯で健康長寿社会を支える
歯科治療への挑戦

木村公認会計士事務所

128 2724210345 三重県 株式会社Ｔ’ｓ 5180001113373
次世代型デジタル歯科技工所を目指した生産プロセス
の改革

岐阜信用金庫

129 2724210350 三重県 株式会社丸加商店 4190001016287
生産性向上により自社主導型で取り組む中小工務店
向けユニット木材事業

百五銀行

130 2725210296 滋賀県 龍昇工業株式会社 8160001011493
建築用鉄骨の溶接自動化による生産リードタイム短縮
と増産体制の確立

滋賀銀行

131 2725210305 滋賀県 株式会社杉岡織布 5160001011942
高性能デザインシステム活用による高島ちぢみの付加
価値創出事業

滋賀銀行

132 2725210316 滋賀県 株式会社福井弥平商店 7160001012039
低アルコール酒の製造を目指す、日本酒製造技術の
見える化事業

高島市商工会

133 2726210545 京都府 株式会社旭プレシジョン 7130001002447
表面処理による金型への離型性付与技術の評価測定
機器の導入による売上拡大

公益財団法人京都産業２１

134 2726210558 京都府 株式会社オプト・システム 9130001055071
超高精度コンタクターの開発で車載用電子部品の検査
装置事業への参入拡大

アドバンスト・エム株式会社

135 2726210559 京都府 京都奉製株式会社 9130001007733
最新の日本製電子ジャガード導入による繊細な織模様
と生産リードタイム短縮を実現した御守等の試作開発

京都中央信用金庫

136 2726210564 京都府 岩田精工株式会社 9130001037961
実現不可能と言われた超高精度金型の加工技術と量
産体制の確立

八幡市商工会

137 2726210569 京都府 株式会社ＣＡＰＡＢＬＥ 2130001049617
高速ミーリング加工機による新しい金型加工プロセス
の確立と量産体制の構築

公益財団法人京都産業２１

138 2726210600 京都府 株式会社積進 6130001042675
非接触測定機導入による複雑形状部品の測定技術の
開発

京都北都信用金庫

139 2726210613 京都府 株式会社京都製作所 5130001012150
高い加工精度のワンストップ工程による、金型の複雑
化・高度化・量産化への対応

京都信用金庫

140 2726210615 京都府 三景印刷株式会社 5130001040812
小ロット伝票にパーソナライズ印刷を応用するための
カラーオンデマンド印刷機の導入

与謝野町商工会

141 2727212141 大阪府 吉井服装株式会社 1120001011396
外注工程の内製化と機械化による生産能力の増強と
納期対応力の強化

もりぐち中小企業診断士事
務所

142 2727212153 大阪府 大阪中央ダイカスト株式会社 5122001015167 超難易度製品の早期立上げと試作品製作費用の削減 三井住友銀行

143 2727212167 大阪府 国栄シールシステム株式会社 8120001017379
レーザー直接描画機導入による製版～シール印刷の
即納一貫生産体制のシステムの維持・構築

大阪信用金庫

144 2727212170 大阪府 第一商事株式会社 5120001033164
世界初、天然成分を用いた防虫剤の量産体制構築の
ための設備投資

大阪シティ信用金庫

145 2727212180 大阪府 株式会社レイトロン 8120001072135 要素技術のＬＳＩ化に係る設備機器の導入 尼崎信用金庫

146 2727212192 大阪府 株式会社大同工業所 3120001083558
医薬品輸送用蓄冷材の充填包装機導入による生産工
程の効率化

大阪商工会議所

147 2727212208 大阪府 三星ダイヤモンド工業株式会社 3120901009447
３Ｄレーザ超精密微細加工によるパワーデバイス用
新カッターホイールの開発

三菱東京ＵＦＪ銀行

148 2727212217 大阪府 有限会社三田紡績 5120102023072
海外で需要が拡大する高級衣料品用毛糸の増産・安
定供給体制の構築

株式会社エフアンドエム

149 2727212226 大阪府 株式会社天久 6120001187389 樹脂太陽電池モジュールの革新的応用展開 中田哲也税理士事務所

150 2727212254 大阪府 株式会社三栄金属製作所 4120001115987
大型精密ワイヤーカット放電機と寸法測定器の導入に
よるものづくりの領域の拡大

大阪商工会議所

151 2727212257 大阪府 株式会社エンジニア 5120001013521 製品受発注・在庫管理高度化システムの構築 植田卓税理士事務所

152 2727212280 大阪府 株式会社光明製作所 5120001017448
本邦初の『縦型リユーズシステム』事業化に向けた最
新設備の導入

和泉商工会議所

153 2727212301 大阪府 株式会社壽製作所 6120001147797
コスト競争力のあるデジタル板金業の高効率生産ネッ
トワークシステムの構築

京都信用金庫

154 2727212303 大阪府 株式会社斎藤研磨 3120901027705
インフラ産業におけるガス管敷設用部品の問題解決の
ための試作研究開発

中尾元信税理士事務所

155 2727212304 大阪府 有限会社エム・アイ企画 3120902017325
高速ＮＣルータの導入と生産体制の見直しによって実
現する新価値創造の取組

尼崎信用金庫

156 2727212315 大阪府 西村鐵工所           － 
３Ｄ－ＣＡＤ／ＣＡＭによる、生産性向上とマシニングを
用いたべベルギヤ加工への挑戦

北おおさか信用金庫

157 2727212331 大阪府 常国鉄工株式会社 9120101038282
加工データを３Ｄ化し、部品生産から高付加価値を狙
える組立品生産にシフトし利益を拡大する

近畿大阪銀行

158 2728211125 兵庫県 株式会社大豊製作所 5122001004211
橋梁用補修ボルト開発評価に解析ソフトを導入し大幅
な合理化を目指す

三菱東京ＵＦＪ銀行
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159 2728211143 兵庫県 株式会社コタニ 1140001076207
熱間鍛造における金型の温度変化を監視するシステ
ムを構築する

商工組合中央金庫

160 2728211152 兵庫県 但馬ティエスケイ株式会社 5140001056411
冷間鍛造×平行二軸ＮＣ旋盤導入による生産性の向
上

豊岡市商工会

161 2728211155 兵庫県 大河内金属株式会社 9120001061541
最新型両頭フライス盤の導入により、航空部品のワン
ストップサービスを実現させる画期的な事業

商工組合中央金庫

162 2728211186 兵庫県 株式会社田井鉄工野間 9140001075663
三次元測定機導入による生産性向上とＨＥＶカー用部
品製造への参入

多可町商工会

163 2728211187 兵庫県
株式会社センサーズ・アンド・ワーク
ス

5130001047080
人感センサデバイスの増産に伴うリードタイム短縮、歩
留まり向上

和田貴美子税理士事務所

164 2728211190 兵庫県 未輝建設工業株式会社 2140001065035
コンクリート補修工事と付随する土木工事との一括受
注体制の拡大で業容変革

姫路商工会議所

165 2728211193 兵庫県 有限会社中谷製作所 6140002062473
最新鋭設備導入による生産性向上と海外との競争力
強化に向けた取組み

但陽信用金庫

166 2728211194 兵庫県 神崎通商株式会社 4140001048260
データ検査及び、紙面検査装置導入によるパッケージ
印刷トレーサビリティサービスの実現

佐茂省治税理士事務所

167 2728211199 兵庫県 三木工業材料株式会社 4140001036249
プラント業界の小ロット受注に対応する設備導入・人材
育成・営業強化事業

みなと銀行

168 2728211201 兵庫県 株式会社タグチ 5140001093743
ランニングシューズを核とした、顧客がリピートするビジ
ネスモデルの構築

丹波市商工会

169 2728211203 兵庫県 株式会社オカバヤシ 5140001040968
顧客管理システムとＳＮＳを活用した新たなサービスの
実現

丹波市商工会

170 2729210280 奈良県 ネオアグリ・アース株式会社 7150001019893
マッシュルーム栽培を「難しい」から「容易に」へ。イノ
ベーティブな栽培法の開発

南都銀行

171 2729210287 奈良県 永興化成株式会社 6150001018095
植物工場用の真空成型向け複層構造合成樹脂プレー
トの開発

公益財団法人奈良県地域
産業振興センター

172 2730210266 和歌山県 株式会社インテリックス 7170001000298
縫製プロセス見直しによる生産効率・歩留及び品質向
上計画

商工組合中央金庫

173 2730210268 和歌山県 株式会社ＯＤＥＣ 1170001007563
プレス成型機用精密金型の内製化と金属・ゴム一体化
製品の開発

株式会社あさひＣ＆ＣＯｆｆｉｃ
ｅ

174 2731210004 鳥取県 株式会社鳥取スター電機 4270001000919
高機能化するドライブレコーダーの顧客ニーズ対応と
増産体制の構築

公益財団法人鳥取県産業
振興機構

175 2732210124 島根県 株式会社ウッドスタイル 4280001002765
高周波加熱装置による竹平板化のリードタイム短縮と
デザイン性の向上

山陰合同銀行

176 2733210435 岡山県 有限会社河崎歯科技工所 4260002028076 世界初！純チタン圧印義歯床製造及び生産能力向上 津山商工会議所

177 2733210454 岡山県 株式会社細羽機料店 1260001018353 高密度生地を使用した地元オリジナル製品の開発 中国銀行

178 2733210464 岡山県 レッドライスカンパニー株式会社 2260001024680
『赤米』製品の販路拡大に向けた製造プロセス改善に
よる生産力強化事業

総社商工会議所

179 2734210602 広島県 株式会社備後ムラカミ 7240001032978
「抗菌薄型畳」の量産化と新オンラインシステムでの販
売

中国銀行

180 2734210612 広島県
株式会社コーポレーションパールス
ター

2240001023288
血栓・転倒対策機能を有すサージカルストッキングの
開発・量産化

呉信用金庫

181 2734210620 広島県 株式会社エビス販売 2240001046446
広島県産牡蠣を海外へ！販路拡大に向けた商品検査
体制強化事業

広島信用金庫

182 2734210628 広島県 篠原テキスタイル株式会社 4240001030885 テンセルデニム生地の生産性世界一への挑戦 広島銀行

183 2735210007 山口県 株式会社山口 1250001006516
商品加工ラインの生産性向上で供給力を高め、山口
県産「真穴子」を世界に販売

十八銀行

184 2735210011 山口県 やまぐち県酪乳業株式会社 4250001006975
「かける」ヨーグルト連続生産ラインを確立して、新商品
の生産拡大

山口銀行

185 2735210023 山口県 株式会社ミヤハラ 8250001009735
最新高速高精度小型マシニングセンター導入による、
車載カメラ部品加工の生産プロセスの構築

商工組合中央金庫

186 2736210006 徳島県 あさん農園株式会社 8480001007971 真夏に真っ赤で美味しいミニトマトを作るプロジェクト
松井浩一公認会計士税理
士事務所

187 2736210023 徳島県 株式会社ビッグウィル 9480001007698
天然木極薄連続シートへのＵＶ硬化型塗装技術の確
立

東みよし町商工会

188 2737210408 香川県 アヤウタ工芸有限会社 7470002014309
東日本市場への進出のための入院病棟用システム家
具の生産能力増強

中国銀行

189 2738210352 愛媛県 有限会社せとうち広告 3500002016585
「ＵＶインクジェットプリンタ」の導入で和の心筆文字オリ
ジナルグッズを創出する

伊予銀行

190 2738210369 愛媛県 西田電気株式会社 9500001003133 自動機導入による製造工程の改良と短納期化事業 愛媛銀行
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191 2739210146 高知県 合同会社シーベジタブル 3490003001051
世界初、地下海水を活用したアオノリ陸上養殖量産モ
デルの確立

高知銀行

192 2740210864 福岡県 株式会社新栄精工 8290001040769
高速切削対応機能を備えたマシニングセンター導入に
よる新規開発製品の生産能力増強

篠原・植田税理士法人

193 2740210872 福岡県 大久保設備工業株式会社 1290801000615
直管ダクト自動カッティングマシンを活用したプレカット
型直管ダクトの開発

西日本シティ銀行

194 2740210879 福岡県 株式会社光一工業 3290001045145
特殊乾燥炉を導入しリードタイムの短縮と新規部品の
受注を目指す

西日本シティ銀行

195 2740210888 福岡県 有限会社鶴得介商店 2290002047356
日本の新しい靴文化の創造を目指した中敷きの即時
個別加工サービス

八女商工会議所

196 2740210920 福岡県 株式会社リョーワ 9290801015481
部品製造業者向けリモートメンテナンス可能なロボット
検査システム

福岡銀行

197 2740210921 福岡県 株式会社マルジョウ 3290001055210
熟練工の技術を再現し誰でも高生産性化可能な新シ
ステムの導入

うきは市商工会

198 2740210934 福岡県 有限会社光延織物 1290002048000
若者のニーズをとらえた織物によるカジュアルファッ
ション商品開発

筑後商工会議所

199 2740210941 福岡県 株式会社エム・アイ・エス 2290001029652
プラズマ切断機とロボットの活用によるはん用機械ボ
イラの低コスト化・短納期化の実現

西日本シティ銀行

200 2740210943 福岡県 東福食品有限会社 1290002005389
福岡県産小麦「ラー麦」「ミナミノカオリ」で作る真空製
麺による博多ラーメン製造

西岡隆

201 2740210952 福岡県 株式会社ピュアテック 2290801021610
最新高機能研削加工機導入による金型部品加工の精
度及び生産性向上

株式会社ＶＩコンサルティン
グ

202 2741210175 佐賀県 有限会社玉喜 5300002000814
日本初の「葉酸たっぷり味付海苔」開発に伴う、海苔挟
み焼き機の導入及び乾燥釜改良による新たな生産方
式の確立並びにブランドの確立

佐賀商工会議所

203 2742210208 長崎県 西部環境調査株式会社 8310001005587
新技術３次元超音波ドップラ－流向流速プロファイラ－
導入による市場競争力強化

親和銀行

204 2742210215 長崎県 長崎タカラ食品株式会社 5310001004848
スルメイカ皮剥き機導入による効率化・コスト競争力強
化で収益力向上を図る

商工組合中央金庫

205 2743210004 熊本県 有限会社永田冷菓 8330002028825
機能性食品（カルシウムアイス）の販路拡大と地元産
品を使用した新商品開発事業

天草市商工会

206 2743210013 熊本県 株式会社フレッシュダイレクト 9330001007861
設備導入による品質・生産性向上に伴う熊本県産規格
外農産物の商品開発及び全国販売

肥後銀行

207 2743210024 熊本県 株式会社若新 5330001012642
乾海苔加工の設備導入による生産性アップと多種化
の展開

商工組合中央金庫

208 2743210049 熊本県 株式会社ＲＰＶ 2330001000591
最新のⅩ線ＣＴ用３Ｄ解析ソフトウェアを活用した３Ｄ見
える化測定サービスの提供

熊本銀行

209 2743210053 熊本県 有限会社平田商店 4330002021156
最新もやし生産設備『ＵＤライン』の導入による生産性
および品質の向上

玉名商工会議所

210 2744210002 大分県 株式会社得丸デザイン印刷 8320001001957
メモ帳製本能力向上を軸としたノベルティ業界への進
出を図る設備の導入

大分銀行

211 2744210012 大分県 有限会社東和水産 3320002017024
テッサスライサー機等の設備導入によりトラフグ刺身の
機械化を実現

伊予銀行

212 2744210017 大分県 株式会社インパクト 7320001011775
高輝度蓄光材を使用した屋外用階段ステップの開発と
販売

公益財団法人大分県産業
創造機構

213 2745210323 宮崎県 株式会社山洋製作所 6350002007481
全自動両端シール挿入両端圧着機導入による生産効
率 および品質向上

高鍋信用金庫

214 2745210324 宮崎県 早川しょうゆみそ株式会社 7350001008216
受託生産に対応可能な少量多品種対応の充填ライン
の導入計画

山元経営診断事務所

215 2746210003 鹿児島県 中園機工株式会社 1340001008627
高精密ワイヤー放電加工機の導入による精密部品加
工事業の強化・新規分野への参入

税理士法人ＨＩＴＯＴＯパー
トナーズ

216 2746210036 鹿児島県 株式会社サンライズ精工 9340001008371
背面主軸付きＣＮＣ複合旋盤および高精度画像測定機
の導入による生産プロセス改善

税理士柴田良孝事務所

217 2746210040 鹿児島県 株式会社シーンプランニング２１ 6011101044904
奄美長寿食材と地域資源を活用した 機能性冷凍フ
ルーツ青汁の開発

あまみ商工会

218 2747210001 沖縄県 合資会社具志堅木工所 1360003002741
高齢者・障害者が豊かに過ごす生活の場づくりに向け
た最新設備投資

山城大貴

219 2747210006 沖縄県 有限会社うえざと木工 7360002021737
沖縄初の耐水ボンドおよびＣＮＣ縁貼機導入による資
材共通化の技術開発

與儀清和
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