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2520210611 長野県 株式会社フジ技研
３Ｄレーザースキャナの導入による点検・診断技術の
開発

八十二銀行

2520210614 長野県 株式会社タキワ
収益向上と納期短縮を目指した金型製造工法改善と
市場獲得

八十二銀行

2520210621 長野県 有限会社ＥＳアドバイザー 水処理用粒状活性炭の再生技術の開発と事業化
公益財団法人長野県中小企
業振興センター

2520210624 長野県 セラテックジャパン株式会社
高精度表面形状測定機の導入によるパワーデバイ
ス用基板の研磨技術開発

八十二銀行

2520210630 長野県 株式会社ナイトー
次世代自動車用電装モジュールのコストダウンと高
精度化を実現するプレス金型の実用化

松本商工会議所

2520210636 長野県 株式会社スター精機 新工法開発によるコストダウンの実現 八十二銀行

2520210638 長野県 株式会社竹村製作所
不凍水抜栓の構造変更による生産工程の効率化と
製品の高品質化

八十二銀行

2520210640 長野県 株式会社アメック
高機能シートの高透明度、薄型化、厚さの均一性等
を実現する金型加工技術の確立

長野銀行

2520210642 長野県 株式会社ナンシン
機能性マイクロチューブの試作開発およびその製造
技術の開発

アルプス中央信用金庫

2520210643 長野県 有限会社ウインテック
高精度測定器導入による全行程・全数保証のための
効率的検査システムの確立

長野銀行

2520210646 長野県 株式会社メイクワン
ＵＶインクをガラスに凹凸を付けて印刷し、立体的に
見せる新しい印刷技術の開発

八十二銀行

2520210648 長野県 大共化成工業有限会社
発泡ビーズを使用した寒冷地・軟地盤の土地造成時
の下地材の試作品開発

塩尻商工会議所

2520210652 長野県 株式会社エグロ
高速主軸を開発するための回転試験装置と測定装
置の設備と運用

八十二銀行

2520210656 長野県 株式会社サンリエ
バルブ開閉機能を付加した医療・産業用　超小型マ
イクロポンプの試作・開発

八十二銀行

2520210659 長野県 マリモ電子工業株式会社
ＡＤＳを使用した高速基板設計技術確立による高周
波計測装置の開発

八十二銀行

2520210670 長野県 伊東産業株式会社
太陽光パネルを電源とした圧縮空気動力による防潮
堤の自動開閉装置の開発

長野信用金庫

2520210671 長野県 株式会社協和
Ｘ線検査装置導入による高信頼性評価技術と１２層
基板新実装量産体制確立

八十二銀行

2520210673 長野県 株式会社南信精機製作所
業界初。振動モーター向け整流子のセグメント抜け
防止対策としての円筒カシメ工法

八十二銀行

2520210675 長野県 有限会社西澤研磨 次世代に必要とされる樹脂部品の研磨技術開発 諏訪信用金庫

2520210684 長野県 有限会社堀川工業
多種多様な機械部品加工における短納期対応、製
造技術の革新

諏訪信用金庫

2520210685 長野県 湖北工業株式会社
熟練技術と複合旋盤の融合による旋盤精密加工の
新たな生産プロセスの確立

八十二銀行

2520210693 長野県 株式会社マイクロネット
生活空間の静音要望に応える能動騒音制御装置の
試作開発

横浜銀行

平成２５年度補正　中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業
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2520210695 長野県 株式会社ヤマザキアクティブ
航空宇宙産業参入のための「特殊金属製ゆるみ止
めボルト加工技術」の試作開発

公益財団法人長野県中小企
業振興センター

2520210699 長野県 有限会社小池精工
次世代自動車関連部品の高精度化に寄与するプレ
ス型の技術開発

岡谷商工会議所

2520210700 長野県 株式会社バイタル 超小型軽量の瞬間式温水自動水栓の試作開発
美斉津晃
八十二銀行

2520210702 長野県 信越ハーネス株式会社
次世代自動車向けワイヤーハーネスに関する技術
開発

中村会計事務所

2520210706 長野県 株式会社ＫＥＣ
小型部品供給機と小型ロボットを組合わせた生産装
置製造の事業化

商工組合中央金庫

2520210709 長野県 株式会社広田製作所
大容量磁気ディスクの高速／高品質データーコピー
技術の開発

八十二銀行

2520210711 長野県 有限会社中信紙工
精細な立体段ボール製品実現のためのレーザー加
工機と３Ｄ―ＣＡＤの設備導入

塩尻商工会議所

2520210713 長野県 株式会社エスシープラスチック
機能性透明樹脂を用いた複雑形状部品の成形技術
の高度化

阿南町商工会

2520210714 長野県 ＧＡＳＴＪＡＰＡＮ株式会社 高硬度金属材料を使った医療医薬関連部品の開発 長野銀行

2520210715 長野県 株式会社永田製作所
品質と作業効率向上に寄与する、光学レンズ用洗浄
治具の試作開発

八十二銀行

2520210716 長野県 シナノカメラ工業株式会社 次世代自動車ＥＣＵ向け部品実装に関する技術開発 八十二銀行

2520210720 長野県 有限会社アムス
難削自動車部品の工程及び冶具改善等の高度化に
より４０％コストダウンの達成

長野銀行

2520210721 長野県 有限会社芳川紙器
医療検査機器の海外輸送に対する梱包設計の精度
の向上とサンプル製作の短期化

税理士法人成迫会計事務所

2520210722 長野県 株式会社トーキン
ＱＲコード対応型高速システム切断機導入による高
精度切断と生産管理の合理化

一般財団法人浅間リサーチ
エクステンションセンター

2520210724 長野県 レゾネッツ株式会社
無線及び移動体通信網を使った高品位音声伝送装
置の開発と試作

公益財団法人長野県中小企
業振興センター

2520210725 長野県 株式会社アグリスタくましろ
『　市田柿　』をお客様へ早く・美味しく届ける為の生
産工程の改善

八十二銀行

2520210727 長野県 エムケーカシヤマ株式会社
プレス金型用部品のメンテナンス作業の効率化と汎
用化の推進事業

八十二銀行

2520210728 長野県 有限会社川手製作所
超高精度真円度加工技術の開発による加工技術の
高度化と生産性の高い短納期生産体制の実現

八十二銀行

2520210732 長野県 株式会社タカギセイコー
眼科医療機器製造における競争力向上の為の革新
的な生産管理システムの導入

長野県信用組合

2520210733 長野県 株式会社浜島精機
航空宇宙部品受注拡大に向けた加工時間短縮と精
度向上による競争力強化

飯田信用金庫

2520210735 長野県 株式会社大和生物研究所
クマ笹抽出効率の向上と水の再利用による原価低減
および商品安全性のための製造環境整備

茅野商工会議所

2520210737 長野県 有限会社松本電子工業
高密度両面実装の髙品質化・短納期化に対応する
ハンダ印刷治具開発及び実装設備導入

八十二銀行
美斉津晃

2520210738 長野県 株式会社久保田製作所
円筒研削盤導入による短納期・低コスト・超精密・高
精度の金属加工の実現

安曇野市商工会

2520210741 長野県 有限会社古川製作所
ロボットを多角的に利用した、多様な航空機部品生
産システムの構築

諏訪信用金庫
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2520210743 長野県 有限会社センタープロセス
難削材加工の製造プロセス改革による競争力の強
化、構築

諏訪信用金庫

2520210744 長野県 株式会社湯川酒造店
清酒の輸出拡大・品質向上の為、高度な温度制御を
行う加熱殺菌技術の開発

八十二銀行

2520210747 長野県 株式会社ミツギ
航空機次世代エンジン実験用部品の試作開発及び
設備導入

八十二銀行

2520210749 長野県 カネテック株式会社
受注拡大を目的とした、高効率切削加工技術と最新
機械及び治具研究の融合

八十二銀行

2520210750 長野県 有限会社矢城
地域特産品の八ヶ岳西麓産「玄そば」を活用した「ど
うづきそばパスタ」の開発・販売拡大事業

茅野商工会議所

2520210751 長野県 アタゴシステム株式会社
世界初の果汁搾り機「ＣＡＪＹＵＴＴＡ」（カジュッタ）自
動機の試作開発

八十二銀行

2520210752 長野県 株式会社コーヨーテクノス
超高精密の検査治具作製のため、超微細の穴あけ
加工が可能な加工機の導入

長野銀行

2520210753 長野県 有限会社タケイ工機製作所
高精度精密切削加工技術の改善、高度化による油
圧部品の市場獲得

八十二銀行

2520210757 長野県 伸和コントロールズ株式会社
燃料電池車向け水素ステーション用高精度・高効率
冷却装置の開発

八十二銀行

2520210759 長野県 株式会社ロータスプロモーション
炭酸泉生成システム（Ｔ２ｓｙｓ）の新規販売ルートの
開拓

税理士・公認会計士松﨑堅
太朗事務所

2520210760 長野県 株式会社八幡屋礒五郎
七味唐辛子の素材・地産食材を使用した自社ブラン
ド喫茶・飲食施設の開業。

長野信用金庫

2520210762 長野県 有限会社ナツバタ製作所
次世代自動車の部品加工を想定した応力低減切削
加工技術の確立。

八十二銀行

2520210764 長野県 有限会社スワニー
デジタルモールド（射出成形特殊樹脂型）の事業化に
向けた研究開発

八十二銀行

2520210765 長野県 有限会社フジ製作所
工程削減による試作・量産部品のリードタイム短縮・
低コスト体制の構築

長野信用金庫

2520210769 長野県 有限会社マックス
医療機器（内視鏡）生産設備構成部品の高精度「内
Ｒ加工」技術の確立

八十二銀行

2520210770 長野県 武蔵野通工株式会社
医用トランスに於けるフェライトコアの最適エアギャッ
プ形成プロセスの開発

富士見町商工会

2520210776 長野県 株式会社アシエ
両頭側面フライス盤導入と加工プロセスの改善によ
る高精度・短納期の実現とコストの削減

諏訪信用金庫

2520210777 長野県 株式会社丸山製作所
高精度実装機導入による試作から量産への高度化
生産ラインの構築

畔上洋税理士事務所

2520210778 長野県 大信州酒造株式会社
新タイプのリキュールの製造環境改善と生産性アッ
プによる販路拡大

八十二銀行

2520210779 長野県 有限会社測地
最新技術測量機械を使った三次元点群位置データ
の提供

長野信用金庫

2520210780 長野県 ミクロン精工株式会社
多軸加工機による半導体モールドパッケージ装置部
品の生産性向上

坂城町商工会

2520210784 長野県 株式会社フォワード
超硬材微細切削加工の低コスト化に向けての新加工
法開発

八十二銀行

2520210789 長野県 有限会社佐藤製作所
低公害型ローコスト材料（再生砂）を使用した鋳物鋳
造用中子の試作造型

八十二銀行

2520210790 長野県 株式会社ノースウエスト 雪山を走破しきる極限雪上車の開発、試作、事業化 八十二銀行
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2520210791 長野県 有限会社一光精機
設備導入による大型製造装置用部品における研削
加工生産能力向上事業

八十二銀行

2520210792 長野県 多摩川精機株式会社
小型磁気軸受を使用した長寿命リアクションホイール
の試作開発

公益財団法人長野県テクノ
財団

2520210794 長野県 株式会社アップルハイテック
航空宇宙関連顧客要求に対応するための５軸加工
機導入と売り上げ増加・利益向上

八十二銀行

2520210795 長野県 株式会社リニアック
ＣＮＣ旋盤導入による短納期対応と価格競争力強化
並びに新規受注の獲得

飯田信用金庫

2520210797 長野県 浅間化学企業組合
トナーカートリッジの成形と組立を一体化した一貫生
産体制の再構築

八十二銀行

2520210798 長野県 有限会社カワテ
ＮＣ設備導入による生産体制の高度化、高精度化、
短納期化の実現

株式会社ジェノべーション

2520210803 長野県 新増澤工業株式会社
生糸製造工程に於ける革新的省力化機械の試作開
発

ＮＰＯ諏訪圏ものづくり推進
機構

2520210805 長野県 株式会社リソー技研
太陽電池パネル製造用設備の超音波半田付け装
置・開発について

諏訪信用金庫

2520210810 長野県 昭和樹脂工業株式会社
家庭用医療機器（ポータブル電動吸引器）の開発に
よる事業拡大

一般財団法人浅間リサーチ
エクステンションセンター

2520210813 長野県 株式会社長野大崎製作所
樹脂成形品の高機能化、低価格化を実現する異材
質成形技術の開発

八十二銀行

2520210815 長野県 株式会社三葉製作所
ユーザーの次世代製品を支える、革新的構造の押出
成形機ヘッドの実用化

八十二銀行

2520210817 長野県 株式会社ＣＰＭ
リレーコアの高清浄化の為のコンタミ制御と除去装置
の開発と導入

松本商工会議所

2520210818 長野県 株式会社東亜
自動化技術を活用した加工プロセスの確立による医
療機器部品の生産能力向上事業

長野信用金庫

2520210822 長野県 株式会社プリオール
製造（裁断）工程の自動化と管理システムの構築に
よる生産性向上、および新商品開発

戸倉上山田商工会

2520210824 長野県 有限会社愛光電子
航空宇宙用プリント基板組立工場内の適切な環境作
りのための設備導入

長野県信用組合

2520210829 長野県 株式会社中部テクノ
高精度プレス金型および高速プレス加工用金型の加
工技術の確立

八十二銀行

2520210832 長野県 株式会社寿バイオ
高品質バイオディーゼル燃料製造設備導入により再
生エネルギーの地産地消に取り組む

松本信用金庫

2520210833 長野県 株式会社協和精工
医療機器向け安全装置用特殊ブレーキの量産化に
よる海外受注拡大

高森町商工会

2520210834 長野県 有限会社ミサワ金属工業
人工衛星用部品の難加工材加工に伴う高性能化、
複雑形状化対応

長野銀行

2520210841 長野県 株式会社ユニコン
航空宇宙用特殊材使用歯車部品の高速・高能率切
削加工技術の開発

商工組合中央金庫

2520210842 長野県 株式会社ヒーテック
精密加工部品の熱処理変形を無くすための加工プロ
セスの構築

商工組合中央金庫

2520210850 長野県 伊那食品工業株式会社
天然物由来のポリイオンコンプレックスポリマーの開
発及び製造技術の確立

八十二銀行

2520210852 長野県 株式会社インフィニィティ
美容サロン向け「経営・集客支援システム」事業の強
化

八十二銀行

2520210860 長野県 株式会社イシワタグラフィックス
機能性クリアファイルの少量生産即時納品サービス
の構築

八十二銀行
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2520210861 長野県 株式会社乾光精機製作所
航空宇宙分野で使用される難削材・自由曲面加工の
高度化

飯田信用金庫

2520210863 長野県 有限会社多田プレシジョン
５軸マシニングセンタ導入による金型と高精度加工
部品の生産能力強化

八十二銀行

2520210869 長野県 株式会社ヒューテック
下水道マンホール内の自動撮影及び図化作成シス
テムの開発（通称：無事故君）

商工組合中央金庫

2520210870 長野県 大栄産業株式会社
木製看板における新工法の試作開発による環境配
慮型看板市場の開拓

松本商工会議所

2520210871 長野県 株式会社土屋酒造店
生酒の通年輸出を実現する保存技術開発とそのた
めの設備導入

佐久商工会議所

2520210883 長野県 株式会社竹屋
新製麹法による新しい味噌の商品化とその技術を用
いた新食材開発

八十二銀行

2520210888 長野県 株式会社ピーエーイー
最新切削設備導入による「航空・宇宙」部品加工の
事業拡大

税理士原久事務所

2520210892 長野県 パワフル健康食品株式会社
バイオ技術を用いた農産物の機能性植物発酵食品
の製造設備導入

長野県信用組合

2520210898 長野県 北信地域材加工事業協同組合
工務店の住宅建設現場での騒音・ゴミ処理の軽減、
および人材不足等への支援

八十二銀行

2520210901 長野県
アイビーテクノクリエイション株式会
社

複合加工機とＣＡＭ導入による工程短縮及び新分野
への展開

飯田商工会議所

2520210908 長野県 日邦電機株式会社
ダイレクトドライブを可能にする超薄型ハイパワー
モータの開発と専用製造ラインの構築

飯田信用金庫

2520210911 長野県 有限会社諏訪ニチアイ精工
高速回転・高送り切削法による異形状多面体の高精
度・高能率加工技術の確立

諏訪信用金庫

2520210914 長野県 有限会社ユーズテック
航空機部品の市場コスト対応と受注から量産のリー
ドタイム短縮に向けた生産プロセス改善事業

ＴＫＣ楯克司税理士事務所

2520210916 長野県 株式会社アイン 光通信向けモジュール用基板の製造プロセス改革 諏訪信用金庫

2520210919 長野県 株式会社信州セラミックス
ホルムアルデヒドを分解する空気清浄機フィルターの
試作開発と事業化

公益財団法人長野県中小企
業振興センター

2520210920 長野県 株式会社なかひら農場 精密多次元曲面を用いたスクリュープレスの開発 八十二銀行

2520210923 長野県 有限会社タイム社
３Ｄスキャナーと写真測量用ラジコンを活用した３次
元図面作成サービス

佐久商工会議所

2520210925 長野県 株式会社山口電機
水封式真空ポンプ用部品の設備投資による生産性
向上事業

八十二銀行

2520210928 長野県 ユニプリント株式会社
高感度画像検査装置の導入による、製本加工の品
質安定と信頼性の見える化で市場拡大

飯田信用金庫

2520210929 長野県 有限会社シンワ工機
産業用ロボットの小型化に伴う切削加工品の薄肉細
長形状への対応

飯田信用金庫

2520210930 長野県 株式会社シミズテクノ
洗浄工程の自動化を実現する専用インライン洗浄機
の試作開発

美斉津晃
八十二銀行

2520210936 長野県 有限会社ハイツーシステム
タブレット機器を利用した、産業システム向けカスタマ
イズ可能な操作・監視端末の開発

八十二銀行

2520210944 長野県 株式会社仙醸 どぶろく製造における加熱殺菌工程の高度化 八十二銀行

2520210946 長野県 ラブジャパンブランド株式会社
伝統的帯地・着物地を活用したインテリア用品などリ
メイク商品の試作・開発

公益財団法人長野県中小企
業振興センター
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2520210948 長野県 株式会社角口酒造店
「フレッシュローテーション生酒」の開発と製造システ
ムの構築

八十二銀行

2520210949 長野県 株式会社オノウエ印刷
異形印刷物の型抜き加工機導入による新事業展開
と受注拡大

下諏訪商工会議所

2520210954 長野県 株式会社相崎電機製作所
３Ｄ加工情報連動型検査システムの導入によるコスト
ダウンと受注拡大

八十二銀行

2520210962 長野県 株式会社サワイ
大物部品の高速研削化並びに超精密平坦精度技術
開発と量産化

佐久商工会議所

2520210964 長野県
有限会社ケー・アンド・エフコン
ピュータサービス

３Ｄスキャナによる３Ｄプリンタ向けデータのプリプロ
ダクションサービス開発

長野県信用組合

2520210968 長野県 有限会社丸井伊藤商店
高品質な米麹の製造工程の高度化と地域産品を活
用した甘酒ジュレの新商品開発

大沢会計事務所

2520210972 長野県 伊那食品株式会社
消費者により安心・安全な食品を提供するための新
設備の開発・導入

東京中央経営株式会社

2520210973 長野県 株式会社ユタカ
圧力調整器本体加工の工程集約による高精度化と
コスト競争力強化

松本商工会議所

2520210981 長野県 不二越機械工業株式会社 硬質材料等の高荷重・高速による研磨装置の開発 商工組合中央金庫

2520210984 長野県 キヤンテクノロジ株式会社
高速かつバリなし切削によるチタンの低コスト加工技
術の確立

八十二銀行

2520210988 長野県 須坂新聞株式会社
ローカル新聞社が行う新たなメディアによる情報提
供・広告サービス

株式会社渡辺経営コンサル
ティング
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