
（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 3020110001 長野県 信越明星株式会社 1100001009847 茹でうどん生産ラインの導入とＣＩＰ洗浄による生産の効率化
一般財団法人浅間リサーチエクステンションセ
ンター

2 3020110002 長野県 石井化成工業株式会社 2100001007610
熟練作業員の経験・知識の“見える化”と最新設備の融合に
よる技術力・生産力の向上

上田信用金庫

3 3020110004 長野県 株式会社舞姫 2100001027063 肉料理に合う白ワインのような日本酒造りと新市場の開拓 前田和宏

4 3020110005 長野県 有限会社カワテ 7100002031126
研磨工程の自動化による生産性向上と高精度化・不良低減
による収益性向上

株式会社ジェノベーション

5 3020110006 長野県 黒澤酒造株式会社 6100001008167 原料処理工程の革新による伝統製法「生酛造り」の高度化 前田和宏

6 3020110007 長野県 沖田工業株式会社 6100001018240
多種・少量生産に最適の最新鋭成形機導入により３０％のコ
スト低減を図る。

特定非営利活動法人諏訪圏ものづくり推進機
構

7 3020110008 長野県 有限会社堀川工業 8100002031769
産業用ロボット・ＦＡ装置用小型製品の効率化対応と生産性
向上

諏訪信用金庫

8 3020110009 長野県 株式会社エキップ・アイ 6100001012391
最先端のプリンタ導入と生産体制の構築によるオタク市場で
の競争力強化

株式会社ＩＳＴコンサルティング

9 3020110010 長野県 株式会社ＫＩ縫製 9100001027478
自動化設備導入による技術承継と自社完結型ライン構築へ
の挑戦

株式会社八十二銀行

10 3020110011 長野県 有限会社窪田モータース 7100002029491
ガソリンスタンドのファクトリーオートメーション化による生産
性向上

株式会社ジェノベーション

11 3020110012 長野県 株式会社小松精機工作所 7100001018306
超精密部品の三次元形状解析とＡＩに依る高精度判定技術
の構築

諏訪商工会議所

12 3020110013 長野県 株式会社中野屋ステンレス 8100001020814
溶接工程の高度化による職人に依存しない「肉盛り溶接」の
実現

株式会社ジェノベーション

13 3020110015 長野県 有限会社日向精工 6100002034947
遠赤外線カメラ用レンズの新規脆性材料に対応する研磨技
術確立

アルプス中央信用金庫

14 3020110016 長野県 久保田工業株式会社 5100001021501 製品精度要求の高度・複雑化における生産プロセスの改革 株式会社ジェノベーション

15 3020110018 長野県 株式会社オージンダクト 2100001018236
ＣＮＣ旋盤の導入による工程革新で生産性向上と売上の拡
大を図る

松木義文

16 3020110021 長野県 千曲ライス＆ベーカリー株式会社 7100001001947
地域産業資源である長野県産小麦を１００％使用した「信州
のパン」シリーズの開発、販売

株式会社八十二銀行

17 3020110022 長野県 株式会社土屋酒造店 3100001007832
蒸米放冷工程の革新による世界金賞受賞酒の競争力強化
と海外展開

前田和宏

18 3020110023 長野県 株式会社小宮山土木 9100001007166 既設構造物の耐震補強用鉄筋の自動生産ラインの構築 有限会社エスエムエスコンサルティング

19 3020110024 長野県 合同会社たてしなップルワイナリー 8100003004674
無補糖・無補酸・亜硫酸塩無添加のワイン・シードル醸造ラ
インの構築

有限会社エスエムエスコンサルティング

20 3020110026 長野県 株式会社ウィード 5100001026946
２次加工製品の高精度加工と生産性向上による差別化の促
進

長野県信用組合

21 3020110027 長野県 ミカドテクノス株式会社 6100001021599 プレス加工技術向上と協働ロボットによる働き方改革 長野県商工会連合会

22 3020110028 長野県 有限会社丸山精工 5100002031813
ＣＮＣ画像測定システムの導入により、測定効率・生産性向
上プロセスの構築

株式会社長野銀行

23 3020110029 長野県 株式会社韮沢製作所 2100001011538
商圏の拡大と更なる短納期・高精度を実現する多能工化の
取組

長野県信用組合

24 3020110030 長野県 有限会社ヤマウラ 1100002011505 高品質塗装ライン構築 有限会社エスエムエスコンサルティング

25 3020110031 長野県 株式会社タカノ 4100001014638 バリ取りの高性能化による品質の向上 松本信用金庫

26 3020110032 長野県 株式会社ナフィアス 9100001028617
高品質ナノファイバー濾材生産のための品質管理手法の開
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

27 3020110033 長野県 磐栄運送株式会社 4380001013612
低温発酵・低温貯蔵によるフレッシュな最高級酒の量産体制
構築と販路開拓

前田和宏

28 3020120001 長野県 有限会社平林 2100002007642
ジルコニウム化成処理及び電着塗装ラインの自動化による
品質と生産性向上

長野県信用組合

29 3020120002 長野県 松下金属工業株式会社 6100001021392
電子部品の需要増に対応した効率の良い検査体制構築に
よる生産性向上計画

長野県信用組合

30 3020120003 長野県 株式会社エンプラ 6100001007788
生産性向上に資するワイヤ放電加工機導入による事業安
定化と新需要獲得

株式会社八十二銀行

31 3020120004 長野県 落合デンタルラボ
歯科用３Ｄスキャナ導入による補綴物製作の短納期・低コス
ト化

上田商工会議所

32 3020120005 長野県 有限会社コイケ精工 1100002034786
基板現像ラインプロセス革新による生産性向上及び独自手
法レジスト塗布技術高度化

アルプス中央信用金庫

33 3020120007 長野県 七笑酒造株式会社 1100001017809
発酵管理体制のブラックボックス化・属人化の解消による高
級日本酒市場に向けた品質向上

前田和宏

34 3020120008 長野県 武重本家酒造株式会社 3100001007329
放冷工程の刷新による高品質な「御園竹」ブランドの供給力
強化と販路開拓

前田和宏

35 3020120009 長野県 有限会社早沢木型研究所 3100002004135
新型マシニングセンタ導入による短納期での高精度木型製
作

長野信用金庫

36 3020120010 長野県 中村製作所株式会社 7100001019683
ＨＶ・ＰＨＶ・ＥＶ用パワーコントロールユニット冷却用の軽量
コンパクトな高性能熱交換器の設計技術及び製造技術の開
発

長野県信用組合

37 3020120011 長野県 上田エンジニアリング株式会社 8100001011417
大型化が進む自動車・建機部品用金型における生産性向
上計画

長野県信用組合

38 3020120012 長野県 株式会社リール 5100001017994
小型高速精密プレス機および周辺機器の構成部品を内製
化する生産工程の構築

株式会社エフアンドエム

39 3020120013 長野県 株式会社クラフト 2100001022171 航空機部品の受注部品製造における生産体制の構築 松本信用金庫

40 3020120014 長野県 株式会社クレボ 9100001021951
生産管理システムの導入による車載電池製造装置の短納
期化計画

長野県信用組合

41 3020120015 長野県 有限会社マルス建築舎 1100002037905
トレーラーによる木製ミニハウスの輸送作業を自在にする建
築用部材の開発

長野県商工会連合会

42 3020120016 長野県 株式会社ライト光機製作所 7100001018727
正立筒部品の品質安定化を可能とする革新的な最効率自
動化ラインの確立

株式会社八十二銀行

43 3020120017 長野県 株式会社山口電機 2100001008278
『大型』ＮＣ複合旋盤機の導入による『大型』ポンプ部品の内
製化および生産性向上

株式会社八十二銀行

44 3020120018 長野県 株式会社サンヨー 1100001019029
複合技術で培った高精度・低コストのドアヒンジ用部品等の
加工径拡大計画

長野県信用組合

45 3020120019 長野県 松代金属株式会社 3100001004664
熟練ノウハウの標準化により人手不足に打ち勝つ成長企業
を実現！

株式会社八十二銀行

46 3020120020 長野県 有限会社前角製作所 3100002004663
顧客との重複工程廃止のプロセス改善による製品トータル
の生産性向上

長野県商工会連合会

47 3020120021 長野県 信州包装株式会社 1100001001300
製袋工程における独自底部成形方法開発と生産性向上の
実現

長野県信用農業協同組合連合会

48 3020120022 長野県 まめぱん
急速冷凍技術を活用した冷凍パン提供による成長性・生産
性向上策

長野県商工会連合会

平成３０年度補正　ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金　１次公募

長野県採択案件一覧（233者）



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

49 3020120023 長野県 コトヒラ工業株式会社 4100001010760
３Ｄデータ設計管理システム導入による見積回答迅速化と
生産準備工程改善

長野県商工会連合会

50 3020120024 長野県 株式会社相和 8100001010823
中食市場に不可欠な食品包装用「接着性樹脂ペレット」の生
産性向上計画

長野県信用組合

51 3020120025 長野県 株式会社山岸製作所 5100001003598 重要保安であるディスクブレーキ部品の生産体制構築 長野信用金庫

52 3020120026 長野県 内藤工業株式会社 4100001007435 プロパンガス樹脂ボンベ用プリフォーム成形技術の確立 佐久商工会議所

53 3020120027 長野県 株式会社プリンティアナカヤマ 5100001020874
特殊トナー搭載プリンター導入と通販サイト再構築による受
注拡大

長野県商工会連合会

54 3020120028 長野県 株式会社江口技研 6100001028611
超硬合金研削加工において業界トップの精度を実現し競争
力強化する。

飯田信用金庫

55 3020120029 長野県 有限会社かーいんてりあ高橋 9100002001060
熟練工依存からの脱却及び生産性向上による車両架装キッ
ト開発

長野県商工会連合会

56 3020120030 長野県 有限会社松本プラスチック製作所 3100002034462
成型工程のサイクルタイム短縮と良品率向上による高品質
樹脂製品の生産能力強化計画

長野県信用組合

57 3020120031 長野県 株式会社イングスシナノ 4012301002802 ミニＬＥＤ等における熱圧着実装装置の導入 株式会社八十二銀行

58 3020120032 長野県 大丸化学産業株式会社 5010101002220
平均気温の上昇に応じた熱中症予防商品の生産性向上に
資する包装工程強化事業

長野県信用組合

59 3020120033 長野県 株式会社菊池金型 1100001008163
３次元座標測定機導入で自動車関連部品の測定技術・生産
性の向上

株式会社八十二銀行

60 3020120035 長野県 株式会社ナカヤマ 9100001011052
新規マシニング導入による高精度多数個生産実現と人材不
足に打ち勝つ工程の革新

上田信用金庫

61 3020120036 長野県 三島建設株式会社 2100001028747
探査装置導入で鉄筋探査～はつり～補強の橋梁改修工事
全てを受注

長野県商工会連合会

62 3020120037 長野県 有限会社宮坂精工所 5100002031879
振動切削技術に対応した新鋭設備の導入による小径深穴
加工の高度化

株式会社長野銀行

63 3020120038 長野県 株式会社アコーズ 8100001022199
「入院患者様識別用リストバンド」に付属する超小型通信式
活動量計の開発及び販路拡大

飯田信用金庫

64 3020120040 長野県 株式会社メイクワン 9013201005808
生産プロセス改革による飛躍的な生産性向上を図る一貫生
産体制の確立

株式会社八十二銀行

65 3020120041 長野県 清水プラスチック工業株式会社 9100001021522
射出成型部品の低コスト・小ロット対応によるオフィス家具市
場での競争優位性確保

長野県信用組合

66 3020120042 長野県 有限会社吉沢製作所 3100002032045
機械部品の不良率低下と環境配慮型生産に向けた洗浄工
程改善計画

長野県信用組合

67 3020120043 長野県 株式会社与志本プレカットセンター 5160001007750
羽柄材加工の内製化による自社内フルプレカット加工体制
の構築

株式会社エフアンドエム

68 3020120044 長野県 有限会社泰成電機工業 5100002034196
超低床用支持脚製造機械導入による自動化と多能工化に
よる現場力の向上

株式会社長野銀行

69 3020120045 長野県 岡谷熱処理工業株式会社 5100001019405 大型金型の熱処理歪み測定専用装置の開発と実用化 株式会社長野銀行

70 3020120046 長野県 日本化材株式会社 7100001019691
歯科矯正用ワイヤー・ブラケットの着色塗料開発および新規
顧客層の開拓

株式会社八十二銀行

71 3020120047 長野県 恩田金属工業株式会社 5100001010719
燃料電池車水素ステーションに使用されるセンサーユニット
の加工技術開発

株式会社Ｉ ＳＴコンサルティング

72 3020120048 長野県 多摩川マイクロテップ株式会社 1100001022305
複合加工機の自動化による民間航空機用センサ部品加工
の効率向上

飯田信用金庫

73 3020120049 長野県 有限会社田澤巧業 5100002015188
ＥＶ用トルクメーター向け難加工部品の精密切削技術の高
度化事業

株式会社長野銀行

74 3020120050 長野県 有限会社丸源鋸工場 2100002008839
特許技術をもって製造される高品質な剪定用鋸等の生産性
向上計画

長野県信用組合

75 3020120052 長野県 中野プラスチック工業株式会社 2100001012107
高精細成形金型の生産性向上及びインサート成形技術の
高度化

株式会社長野銀行

76 3020120053 長野県 セラテックジャパン株式会社 6100001001675
微細部品の独自保持機構ソーターによる品質安定化と生産
性の向上

長野信用金庫

77 3020120054 長野県 株式会社優屋 8100001024492
社内一貫生産体制の構築と作業工程の刷新による技術力
の高度化

松本信用金庫

78 3020120055 長野県 株式会社今井酒造店 7100001000296
全量「箱麹法」仕込みによる最高品質の日本酒の安心・安
全・迅速な生産体制の確立

長野信用金庫

79 3020120056 長野県 株式会社宮坂ダイカスト 4100001019785
短納期化と少量多品種生産に対応したダイカスト製品生産
体制の再構築

長野県信用組合

80 3020120057 長野県 株式会社炭平製作所 7100001001609
銅合金鋳物の機械加工工程の合理化による生産性向上と
事業拡大

株式会社八十二銀行

81 3020120058 長野県 ナパック株式会社 8100001021341
粉末冶金製品の成形体等の非接触測定法による生産性向
上

株式会社商工組合中央金庫

82 3020120059 長野県 長野テクトロン株式会社 1100001002430
薄型７セグディスプレイにおけるＬＥＤ実装技術の高度化と
生産性向上

長野信用金庫

83 3020120062 長野県 有限会社白鳥製作所 6100002034815
産業用空圧シリンダーの洗浄工程リードタイム短縮による生
産性向上計画

長野県信用組合

84 3020120063 長野県 成和電子株式会社 3100001008995
高精度印刷機の導入による極小部品搭載基板生産体制の
確立

長野県商工会連合会

85 3020120068 長野県 大塚酒造株式会社 4100001008375
地元酒造好適米を原料とした地域ブランド日本酒の生産量
拡大とそれに伴う大幅な拡販体制の構築

長野県信用組合

86 3020120071 長野県 株式会社協和精工 3100001019456
検査体制の強化による生産性向上と加工能力増加による収
益性向上

諏訪信用金庫

87 3020120072 長野県 株式会社キョウユウ技研 9100001021753
オリジナル溶接技術の確立によるリードタイム短縮と高精度
化への対応

株式会社八十二銀行

88 3020120073 長野県 川端工業
溶接前加工と溶接作業の高効率化・高精度化を実現する生
産工程改善

長野県商工会連合会

89 3020120077 長野県 株式会社エイワ機工 9100001018205
最新型ファイバーレーザー導入による最先端精密板金技術
の開発

株式会社八十二銀行

90 3020120079 長野県 アスザック株式会社 9100001005780
半導体製造に欠かせない多孔質セラミックスをゲル化凍結
法で量産化

株式会社エイ・ティ・エフ

91 3020120080 長野県 ＮＣセイコー
医療機器部品の製造における生産能力向上による安定供
給の実現

株式会社八十二銀行

92 3020120081 長野県 長野吉田工業株式会社 7100001007424
異形状厚肉化粧品容器のブロー成型・塗装一貫ラインでの
高品質化

佐久商工会議所

93 3020120082 長野県 赤田工業株式会社 7100001017101
既存５面門型マシニングセンターへの付加軸装置追加によ
る真空容器本体の総加工時間短縮

長野県商工会連合会

94 3020120084 長野県 柴田科学株式会社 9030001040463 ガスチューブ生産工程の自動化による生産性向上 飯田商工会議所

95 3020120085 長野県 有限会社ヤマダプレス 8100002031991
デジタルサーボプレス導入によるロボットプレスラインの生
産プロセス革新

株式会社八十二銀行

96 3020120087 長野県 太陽工業株式会社 9100001018460
プレス部品開発における解析精度向上による試作期間の大
幅短縮化

株式会社八十二銀行

97 3020120089 長野県 有限会社キットウ 9100002028046
難削材ステンレス等のフライス切削加工精度向上と短納期
化計画

長野県信用組合

98 3020120090 長野県 株式会社ニットー 5100001005685
高精度研削加工での「新素材によるヒートシンク基板」の量
産化

株式会社八十二銀行



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

99 3020120095 長野県 有限会社石井製作所 4100002024611 産業用ロボット部品向け加工工程の改善による精度向上 松本信用金庫

100 3020120101 長野県 株式会社松田アポロ工業 7100002004759
極小・集積化する基板実装部品の高度検査体制構築に向
けた設備導入

株式会社八十二銀行

101 3020120102 長野県 株式会社ヤマトインテック 5100001015809
自動車用鋳造部品に関わる高度生産方式の確立による生
産性向上

株式会社八十二銀行

102 3020120106 長野県 株式会社東信公害研究所 4100001010042
多項目同時分析による高精度・高速・低コストな土壌分析
サービスの実施

上田信用金庫

103 3020120108 長野県 株式会社エーシーオー 7180001093928
独自の検査ノウハウを蓄積し生産性と品質を向上する検査
体制の構築

株式会社八十二銀行

104 3020120110 長野県 ＣＯＯＫ株式会社 2100001021314
省力化機械製造における独自ノウハウを活用したフレキシ
ブル生産体制の確立

美斉津晃

105 3020120111 長野県 長野オートメーション株式会社 4100001011081
画像検査判定のＡＩ化と測定機能付加による検査機の高性
能化

一般財団法人浅間リサーチエクステンションセ
ンター

106 3020120112 長野県 古賀オール株式会社 3010001043993
コイルリフター導入による少量多品種短納期対応と安全性・
生産性向上

株式会社商工組合中央金庫

107 3020120114 長野県 株式会社シナノ 4100001007419
新固定方式・レバーロック搭載伸縮式ポール量産化自動プ
ロセスの構築

佐久商工会議所

108 3020120115 長野県 株式会社仙醸 4100001020768
放冷工程の刷新による品質及び供給能力の向上による海
外プレミアム市場への販売展開

アルプス中央信用金庫

109 3020120116 長野県 有限会社池戸製作所 3100002030924
プリンタ部品製造用金型等の切削技術向上による短納期化
実現

長野県信用組合

110 3020120117 長野県 コスモプロダクツ株式会社 5100001009232 独自ピッキング方式に適合した出荷管理システムの開発 株式会社八十二銀行

111 3020120118 長野県 株式会社テムソン 4100001020990
丸物精密金属部品の受注拡大に向けた新工法開発及び設
備導入

アルプス中央信用金庫

112 3020120120 長野県 株式会社テクノシミズ 1100001028376
事業拡大に向けた歩留まり向上・品質の向上等のための焼
結炉の導入事業

小諸商工会議所

113 3020120125 長野県 株式会社ダイワコーポレーション 1100001010540
熟練作業者の技能を簡易にロボットで再現し高生産性を実
現する

株式会社八十二銀行

114 3020120127 長野県 株式会社ダイシン 1100001015688
精密微細部品のパーツフィーダ生産工程におけるＱＣＤの向
上計画

長野県信用組合

115 3020120128 長野県 有限会社塩澤工芸 2100002037912
全自動ＮＣラジアルソー導入による生産性の向上と販路拡
大を目指す

飯田商工会議所

116 3020120130 長野県 有限会社今村精工 9100002035769
５軸ＭＣを導入して産業用ロボットの３Ｄカメラメインフレーム
製作に参入する。

株式会社八十二銀行

117 3020120133 長野県 株式会社あんでーくっく 6100001008349 新規サービス開発による主力事業の強化 株式会社八十二銀行

118 3020120135 長野県 昭和樹脂工業株式会社 1100001011489
全自動シュリンクフィルム包装機による高付加価値加飾容
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

119 3020120137 長野県 株式会社ミールケア 2100001003378
信州産ソルガムを使用した食物アレルギーを予防する機能
性みその開発

株式会社八十二銀行

120 3020120139 長野県 花井メディテック株式会社 7100002037057 医療組織分析装置の解像度向上の為のレンズ大型化事業 飯田信用金庫

121 3020120143 長野県 株式会社コウゼック 6100001007160 有望顧客からの受注拡大に向けた新加工方法の確立 美斉津晃

122 3020120144 長野県 河井工器株式会社 6100001021178
高解像度を求め大型化が進むプロジェクター部品における
高精度化の実現

長野県信用組合

123 3020120148 長野県 有限会社丸高製作所 8100002031810
航空機用精密金属部品の量産に対応するための新工法開
発と設備導入

株式会社八十二銀行

124 3020120150 長野県 株式会社峯岸製作所 8100001011549 難成形素材の生産効率向上と成形品の高度化に挑戦 株式会社八十二銀行

125 3020120151 長野県 有限会社協和精機製作所 4100002034750 クレーム完全撲滅を目的とした新工法の確立 株式会社八十二銀行

126 3020120153 長野県 有限会社古川鉄工所 2100002021370
裁断工程の高度化による厚板の短納期対応とインフラ需要
の獲得

株式会社八十二銀行

127 3020120154 長野県 株式会社浅間農園 6100001008340 普及版の新製品の試作開発及び設備導入 株式会社八十二銀行

128 3020120155 長野県 株式会社丸眞製作所 4100001019760
炉内偏在ガスを高度制御できる真空熱処理技術の開発と事
業拡大

株式会社八十二銀行

129 3020120157 長野県 多摩川精機株式会社 6100001022548
民間航空機装備品（角度センサ）における巻線工程、検査工
程の自動化による競争力強化・差別化の実現

株式会社八十二銀行

130 3020120158 長野県 東北テクトロン株式会社 7380001013411
高性能プレス機の導入と金型設計力で複雑形状端子の生
産向上

株式会社八十二銀行

131 3020120159 長野県 カイシン工業株式会社 4100001000588 微細加工製品製造のためのパンチレーザー複合機導入 公益財団法人長野県中小企業振興センター

132 3020120160 長野県 株式会社コロナ技研 1100001017684
３軸立体加工と内製化拡大の実現による、生産プロセスの
改善化

松本信用金庫

133 3020120165 長野県 株式会社ちの技研 8100001019146
協働ロボットを用いた回路形成自動化装置の導入による生
産性向上

茅野商工会議所

134 3020120166 長野県 株式会社マルヒ 1100001022866
ＥＶ、ＨＥＶ増産に対応する巻線機部品加工の効率化及びコ
ストダウンの実現

飯田信用金庫

135 3020120168 長野県 吉田工業株式会社 9100001007901
アルミ鋳造油圧用リモコン弁の管内精密清浄システムの構
築

佐久商工会議所

136 3020120169 長野県 多摩川パーツマニュファクチャリング株式会社 5100001026905
航空関連部品（ＳＨＡＦＴ）の受注拡大に向けた研磨工程の
自動化

株式会社八十二銀行

137 3020120170 長野県 株式会社マスダ 6100001021401
次世代型内視鏡向け部品の安定供給に向けた精密切削加
工技術の高度化事業

株式会社八十二銀行

138 3020120171 長野県 株式会社ミスズ工業 8100001018684
高精度小型金型の加工技術を活かし大型精密金型に挑戦
し事業拡大

株式会社八十二銀行

139 3020120173 長野県 株式会社長野技研 1100001013700
橋梁等における計画から設計、測量全てにおける社内一括
三次元対応化

株式会社八十二銀行

140 3020120175 長野県 藤屋わさび農園有限会社 4100002023935
最新型ペースト製造機械の導入で、練りわさび製造工程の
生産性向上

景山洋介

141 3020120177 長野県 有限会社東屋商店 3100002032433
足に不具合がある方のオーダーメードシューズ製作工程の
刷新による顧客満足度向上

株式会社八十二銀行

142 3020120178 長野県 北信五岳シードルリー株式会社 4100001030800
廃校になった小学校を利用してのシードル醸造ならび学び
舎

公益財団法人長野県中小企業振興センター

143 3020120179 長野県 ジュコー株式会社 1100001021538
Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０時代に貢献するレンズ製造技術確立と生産性
改善

小原恭子

144 3020120180 長野県 マルコメ株式会社 9100001003297
「米こうじ」のかおりを分析・数値化し、高品質化の寄与と多
種のかおり新商品の開発

株式会社八十二銀行

145 3020120181 長野県 宮下製氷冷蔵株式会社 7100001022794
純氷自動加工ラインの構築による製品の付加価値・経常利
益向上

飯田信用金庫

146 3020120182 長野県 株式会社オーイケ 4100001014415
施工が簡易な環境配慮型・景観配慮型のコンクリート２次製
品の開発

株式会社八十二銀行

147 3020120183 長野県 野村メディカルデバイス株式会社 4100001030486
医療機器開発における3D設計システム及び設計管理プロセ
スの構築

株式会社八十二銀行

148 3020120184 長野県 エコー企画
現場測量のプロ集団が、さらに高度な測量技術を追求！地
域の工事の効率化に貢献！

福井大
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149 3020120185 長野県 有限会社小林製作所 9100002034036
実装における生産性向上および付加価値の高い受注獲得
に向けた取組

アルプス中央信用金庫

150 3020120191 長野県 サンケン工業株式会社 8100001001087 最新５軸ＭＣ導入と社内一貫加工化による生産性向上 株式会社八十二銀行

151 3020120193 長野県 株式会社カミイナ 2100001021173 高精度設備導入による中量生産品製造工程の生産性向上 株式会社八十二銀行

152 3020120194 長野県 株式会社ダイワ工業 7100001019626 ＧａＮデバイス実装に対応した高信頼性基板の開発 株式会社八十二銀行

153 3020120197 長野県 有限会社上野製作所 1100002035108
検査工程の自動化による生産性向上と長尺製品の営業力
強化

株式会社八十二銀行

154 3020120198 長野県 有限会社アグリカルチャー 1100002016074
高度着脱可能リユース型水耕栽培設備の導入による生産
能力の向上

株式会社八十二銀行

155 3020120199 長野県 株式会社寿精工 9100002031231 新製品の共同開発及びそれを具体化する加工方法の確立 美斉津晃

156 3020120201 長野県 株式会社ミヤコー 5100001022805
建設業界の新常識を創るＲ形状オリジナルデザインパネル
の開発

飯田信用金庫

157 3020120205 長野県 株式会社西澤工業 7100001002689
バリ取り工程の自動化による高品質な製品の安定供給と大
型化対応

長野信用金庫

158 3020120206 長野県 有限会社南信熱錬工業 8100002034912
県内唯一である熱処理技術の生産性向上がもたらす処理
能力拡大計画

長野県信用組合

159 3020120208 長野県 笹井鉄工所
ハイパワーな切削加工機を導入し高速加工による量産体制
の強化

株式会社エイチ・エーエル

160 3020120209 長野県 長野技研コンサルタント株式会社 3100001002271 ３Ｄデータを活用した効率的な構造物の点検技術の確立 株式会社八十二銀行

161 3020120210 長野県 有限会社東御システム 1100002015885 工作機械用部品製造の生産プロセス改善と生産性向上 株式会社八十二銀行

162 3020120213 長野県 栄通信工業株式会社 4100001021510
溶接工程高度化による屋外ユニットボックスの量産体制確
立事業

長野県信用組合

163 3020120214 長野県 株式会社川辺製作所 1010801016102
難成形材ギア部品の高精度成形技術の確立と高効率生産
ラインの構築

飯田信用金庫

164 3020120217 長野県 有限会社あるとふぁごす 5100002032324
オリジナルパン酵母を使用した低温長時間発酵パンの製造
体制強化

諏訪信用金庫

165 3020120219 長野県 株式会社橋本商事 2100001021363 食糧米としての米穀「中米（チュウマイ）」の商品化及び販売 氣賀澤正門

166 3020120220 長野県 株式会社スキノス 2100001030232
手のひらの発汗計測技術を用いた運転者の居眠り検出セン
サの開発

株式会社八十二銀行

167 3020120221 長野県 株式会社プラスフォレスト 9100001028831
地域産果物を使うスパークリングワインに特化したワイナ
リーの生産性向上

株式会社八十二銀行

168 3020120222 長野県 有限会社田中シート工業 9100002025035
「人を選ばず加工」による短納期実現と高付加価値商品提
案・製作

松本信用金庫

169 3020120224 長野県 柄木田製粉株式会社 3100001000688
信州産小麦の「石臼挽き」小麦粉・全粒粉の生産性向上によ
る販売拡大

平田由幸

170 3020120228 長野県 株式会社ニチワ工業 1100001019193
最先端ＩＣに求められる超鏡面を実現する化学機械研磨工
程の確立

税理士法人栁澤会計

171 3020120230 長野県 株式会社ネクスパイア 8100001012588
半自動溶接による生産性と品質向上及び疲労寿命の延伸
方法の研究開発

有限会社エスエムエスコンサルティング

172 3020120234 長野県 長岡鉄工株式会社 1100001008898 工場工程への最新設備導入による生産プロセスの効率化 株式会社八十二銀行

173 3020120238 長野県 有限会社マルイ産業 9100002030497
極薄ヘリ付畳製造技術確立による顧客満足度向上および新
市場開拓

茅野商工会議所

174 3020120239 長野県 有限会社小池精工 3100002031212
超小型モーター用部品の量産に向けた金属加工に関する技
術開発

岡谷商工会議所

175 3020120244 長野県 有限会社野中製作所 2100002037037
全商品の複合旋盤化による革新的な生産Ｌ／Ｔ短縮と生産
性向上で競争力強化

飯田信用金庫

176 3020120246 長野県 株式会社エイトピークス 1100001030943
地産原材料の香りを活かしたクラフトビールを製造する為の
事業

諏訪信用金庫

177 3020120248 長野県 ＮｉＫＫｉ Ｆｒｏｎ株式会社 2100001002660
精密加工・計測技術の高度化による高精度ＰＴＦＥ部品の工
法確立

株式会社八十二銀行

178 3020120249 長野県 有限会社イタクラ 8100002027759
人手不足と技術承継の為に最新鋭の機械化により、多種・
短納期生産を可能とする。

株式会社八十二銀行

179 3020120250 長野県 高島産業株式会社 1100001018476
新機能搭載の設備導入による医療機器部品一貫加工の実
現

株式会社八十二銀行

180 3020120251 長野県 株式会社ツカタ 1100001019152
高品質化を実現する加工体制の強化と全体最適化による省
力化・省人化

株式会社ジェノベーション

181 3020120252 長野県 株式会社しんえこ 5100001024479
特定家電４品リサイクル工程の生産性向上および見える化
事業

松本信用金庫

182 3020120253 長野県 株式会社カヤマ 1100001011472
特殊切削工具製造における社内技能承継のための生産シ
ステム革新

株式会社長野銀行

183 3020120254 長野県 株式会社印刷工房ハラダ 9100001025218
工事現場で必要な大型シート及び壁紙を、顧客の要望に応
じて一貫製作出来るサービスの開発

株式会社八十二銀行

184 3020120256 長野県 株式会社大門製作所 9100001011507
新型ショットブラストマシン導入による次世代ニーズへの対
応

長野信用金庫

185 3020120257 長野県 株式会社タケモト 4100001005637
廃棄物・資源リサイクル業務のシステム一元化による業務
効率化

長野県信用組合

186 3020120258 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生産性向上事業 有限会社エスエムエスコンサルティング

187 3020120259 長野県 有限会社アイテック 9100002035075
新制御装置を有するマシニングセンタによる金型仕上がり精
度向上と納期短縮

株式会社八十二銀行

188 3020120260 長野県 株式会社イイヤマ 1100001018187 光学部品の完全内製化による高度専門企業への改革事業 明和マネジメント税理士法人

189 3020120261 長野県 フジゲン株式会社 3100001013962
中古ギターに世界最高水準のセットアップ、リペアを施工提
供する事業

松本信用金庫

190 3020120262 長野県 信菱電機株式会社 9100001022487 既成概念を改善・脱した自動化による工程集約 飯田信用金庫

191 3020120263 長野県 株式会社コーエキ 2100001019473
マイクロウェーブ試料前処理法による分析サービスの強化・
生産性の向上

株式会社八十二銀行

192 3020120265 長野県 株式会社平出精密 5100001019727
変種変量生産を目指したＩＴ高度活用のためのスマートファク
トリー基盤整備

税理士法人瀬戸会計事務所

193 3020120267 長野県 有限会社勝野木工 7100002026282
圧縮チップを用いた革新的な工法によるデザイン建具の開
発

松本信用金庫

194 3020120268 長野県 茅野アスレチックスアカデミー
顧客ニーズに合うセミパーソナルトレーニングの開発で事業
拡大

茅野商工会議所

195 3020120269 長野県 株式会社マルモ青木味噌醤油醸造場 2100001003361
新規海外需要に対応したひよこ豆、レンズ豆を使用したみそ
風調味料の製造

長野信用金庫

196 3020120270 長野県 有限会社サーチャー 4100002038792
最新印刷機と加工機導入によるデザイン力を発揮した新製
品開発と工程短縮

飯田商工会議所

197 3020120274 長野県 株式会社コウリョウ 7100001020708
未体験の材料を使用する製品実現のための新製造技術の
確立

美斉津晃

198 3020120275 長野県 有限会社宮城商店 3100002009571
伝統的漬物佃煮製造で重要な職人的勘を数値化して技術
を次世代に継承

長野信用金庫
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199 3020120280 長野県 株式会社丸山製作所 1100001005730
極小チップ部品実装基板への品質状態の改善及び実装体
制の強化

長野信用金庫

200 3020120282 長野県 松本スプリング株式会社 7100001014544
圧力センサーとロボット、ＡＩを活用した精度作り込み装置の
導入

株式会社八十二銀行

201 3020120283 長野県 株式会社法令ブックバインディング 3100001001117
高精度ＣＣＤカメラ検査装置導入による、新規受注の獲得及
び生産効率の向上

株式会社八十二銀行

202 3020120285 長野県 中村漆器産業株式会社 5100001015908 漆器製品及び木製品の付加価値向上と新規需要開拓 塩尻商工会議所

203 3020120286 長野県 有限会社カネカプレーティング 3100002031088
高機能硬質アルマイト処理の技術確立と自動搬送装置の導
入による自動車部品への本格参入

長野県信用組合

204 3020120287 長野県 有限会社巢山 8100002026488
薬局としての、地域（在宅・介護施設）への「健康指導サービ
ス」本格参入

長野県商工会連合会

205 3020120289 長野県 精密林業計測株式会社 3100001030289
ＳＬＡＭ式レーザセンサによる森林資源と立木品等区分計測
サービスの提供

株式会社八十二銀行

206 3020120290 長野県 ＧＡＳＴ　ＪＡＰＡＮ株式会社 2100001021181
浴室監視カメラの防曇用途向け超親水コーティング膜の開
発

伊那商工会議所

207 3020120292 長野県 株式会社フレアオリジナル 2100001025265
ハードウェア部門自動化と部品供給体制充実により開発を
加速化させる

長野県信用組合

208 3020120293 長野県 久保田製菓有限会社 4100002036227
餅専用の包餡機による画期的な生産性向上を目指したシス
テム構築

飯田信用金庫

209 3020120294 長野県 安曇野食工房合同会社 2100003004589
信州吟醸豚を使用した高付加価値商品製造のための設備
導入及び商品開発

長野県商工会連合会

210 3020120295 長野県 有限会社渡辺製作所 6100002016912 多種少量生産において納期短縮させる生産システムの構築 長野県信用組合

211 3020120297 長野県 株式会社協和精工 1100001023030
高トルクブレーキの組立・検査装置開発による量産技術の
確立

長野県商工会連合会

212 3020120298 長野県 有限会社青木製作所 3100002011890
生産性向上に資するＮＣ旋盤導入による事業安定化とＬＥＤ
部品の売上拡大

株式会社八十二銀行

213 3020120299 長野県 有限会社宮脇工房 2100002038431 電磁ブレーキ用中型コイルの開発及び量産体制の確立 飯田信用金庫

214 3020120300 長野県 伊那食品工業株式会社 7100001020600
糸寒天の梱包工程自動化による生産性向上とＩｏＴ化推進事
業

株式会社八十二銀行

215 3020120301 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

216 3020120302 長野県 株式会社デリカ 3100001013640
長尺部品切削加工工程における技術革新分野で、生産プロ
セスを改善

松本商工会議所

217 3020120303 長野県 株式会社アイカム 1100001008345
電気自動車（ＥＶ）向け車載用コネクター成形における自動
化設備の導入

株式会社八十二銀行

218 3020120304 長野県 株式会社佐久印刷所 2100001007214
多様な用紙に適応する高精細印刷技術確立と安定生産体
制確立

佐久商工会議所

219 3020120305 長野県 三和ロボティクス株式会社 7100001022456 多品種小ロットマシニング加工の生産革新 株式会社八十二銀行

220 3020120306 長野県 シスマック技研有限会社 6100002029996
パレットチェンジを利用した製造プロセスの革新と高効率生
産の実現

茅野商工会議所

221 3020120307 長野県 株式会社ＣＰＭ 2100001013261
第５世代通信向け光コネクターの生産技術の確立と量産化
の実現

株式会社八十二銀行

222 3020120310 長野県 信濃化学工業株式会社 4100001001207
給食用樹脂食器への印刷作業の効率化及び食器デザイン
の高度化

株式会社八十二銀行

223 3020120312 長野県 宮田アルマイト工業株式会社 1100001021397
ＥＶ関連アルマイト加工品の安定供給に向けた残留物除去
技術の高度化事業

株式会社八十二銀行

224 3020120316 長野県 株式会社山添シート内装 4100001014324
シート業者の図面作成による革新的な施工品質向上と生産
性の向上

松本信用金庫

225 3020120319 長野県 有限会社畳流通センター田中商店 9100002003024
需要の高まる「縁なし畳」の生産性向上による顧客対応力の
強化

株式会社八十二銀行

226 3020120320 長野県 有限会社タナカ光学 7100002036694 角型フライアイレンズの研磨方法改良による生産性向上 長野県信用組合

227 3020120326 長野県 中川産業株式会社 4012802001708
廃棄物収集処理業者のワンストップ型再資源化ビジネスへ
の挑戦

青山裕之

228 3020120332 長野県 不二越機械工業株式会社 1100001002967
高性能・低コストの次世代パワーデバイス用酸化ガリウム基
板の開発

株式会社八十二銀行

229 3020120338 長野県 佐藤製作所
生産体制強化による増産対応および新規受注体制構築計
画

株式会社八十二銀行

230 3020120341 長野県 株式会社Ａｉｚａｋｉ 9100001005459
多関節ロボット援用自動生産システムの多能工化技術の確
立

長野県信用組合

231 3020120351 長野県 株式会社フクザワコーポレーション 4100001011882
ソフトウェア開発によるバックホウでのＩＣＴ施工実現および
土木工事業の生産性向上

松村清

232 3020120353 長野県 多摩川テクノクリエイション株式会社 8100001023354
航空機等に用いるＣＦＲＰ製品の設計技術開発のための設
備導入

伊坪眞

233 3020120360 長野県 株式会社共栄測量設計社 7100001000767
地下埋設管と地上位置を確定する最新衛星測位システムを
活用した高精度測量サービス

長野信用金庫


