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受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

1 2501110011 北海道 株式会社白老油脂 ＢＤＦ軽油の精製過程で発生する産業廃棄物のグリセリンの高度化事業 商工組合中央金庫

2 2501110016 北海道 株式会社徳川システム 組込み機器用タッチパネル付高機能カラー液晶モジュールの開発 税理士法人あかり会計

3 2501110022 北海道 株式会社中井英策商店 キンキやマツカワ鰈、ホタテを活用した醸造事業の強化とそれに伴う設備投資の実施 室蘭信用金庫

4 2501110023 北海道 道南伝統食品協同組合 生産力２００％達成のための昆布粉末製造設備における大型乾燥機の設備投資 北洋銀行

5 2501110027 北海道 札幌ボデー工業株式会社 低価格・多機能型運送管理システムの開発 札幌中央会計

6 2501110028 北海道 株式会社北清 水産残渣を活用したウニ畜養事業とウニ用途開発 北海道銀行

7 2501110029 北海道 アベテック株式会社 次世代洗車システム展開に向けたシステム開発・評価用設備の導入 北海道銀行

8 2501110030 北海道 株式会社アミノアップ化学 北海道産タマネギ（さらさらレッド）を用いた機能性食品の開発 北海道銀行

9 2501110034 北海道 川崎建設株式会社 方向制御ノズルを用いた地中埋設管内閉塞の迅速解消システムの開発 北洋銀行

10 2501110037 北海道 株式会社ユニシス
生産拡大を目的とした工場建設に係る新工場の製造環境及び情報処理体制の整備事
業

川手　佳子

11 2501110038 北海道 株式会社江戸屋 十勝の主要作物である甜菜、豆類等を活用した加工品の開発と販売 帯広信用金庫

12 2501110039 北海道 有限会社馬場機械製作所 先端ジェットエンジンの開発に資するマシニングセンタの導入事業 室蘭信用金庫

13 2501110041 北海道 株式会社星野鉄工所 新規ホタテ養殖かご洗浄機の試作開発のための多軸型CNC旋盤の導入 網走信用金庫

14 2501110043 北海道 株式会社ワールド山内 新型塗装設備導入による社内一貫生産体制の充実と品質の向上 商工組合中央金庫

15 2501110046 北海道 株式会社酒井機材製作所 多種多様な顧客ニーズの早期実現と技術革新への追従に向けた技術競争力向上 北海道銀行

16 2501110048 北海道
有限会社横山測量設計事務
所

無人航空機を利用した地形測量及び空撮事業 斜里町商工会

17 2501110052 北海道 株式会社アートリンク 三次元ルーターを応用した立体造形サイン製作による高付加価値化と競争力強化 商工組合中央金庫

18 2501110055 北海道 有限会社鎌田工作所 高精度NC旋盤加工による一体型コンクリート型枠の開発 北洋銀行

19 2501110059 北海道 三協鉄工有限会社 NC旋盤導入により機械加工部品の精度向上と短納期化を目ざす
北海道中小企業総合支
援センター

20 2501110060 北海道 メテック株式会社 車載用ﾘﾚｰ部品に対する高品質めっき被膜の確立 三菱東京ＵＦＪ銀行

21 2501110061 北海道 北海道乳業株式会社 カロリーを抑えたカット果肉入りヨーグルトの新規製造装置の開発・実用化
北海道中小企業支援セ
ンター

22 2501110066 北海道 しまや染色有限会社 道内初の本格的ファブリケーション　ラボ「Makers Lab」（メーカーズ・ラボ）の開設事業 釧路信用金庫

23 2501110069 北海道 株式会社竹原鉄工所 建築鉄骨の新しい建方工法に対応するための先進設備導入による生産力増強対策 佐藤友昭税理士事務所

24 2501110072 北海道 株式会社新興工業 大型塗装加工物受注のためのブラスト設備の導入 北洋銀行

25 2501110073 北海道 株式会社活里 低温乾燥微粉砕機の新技術装置導入と高品質健康増進食品の開発 商工組合中央金庫

26 2501110074 北海道 カワテックス株式会社 腐食環境下の発酵槽の漏洩を防ぐ大型FRP強化断熱パネルタンクの製造技術開発 商工組合中央金庫

27 2501110080 北海道 株式会社ローレル
「健康な素肌に導く」オーガニック化粧品を安定生産するためのトレーサビリティと成分管
理システムの導入

北洋銀行

28 2501110081 北海道 タイセイ飼料株式会社
地域に賦存する副産物の高効率乾燥による乳量生産増大のための｢添加剤｣の製造に
ついて

帯広信用金庫

29 2501110082 北海道 有限会社横山鉄工 バウムクーヘン等菓子製造機械の販路拡大を目指した設備導入事業 網走信用金庫
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30 2501110083 北海道 バイオセンサー株式会社 小型・高感度バイオセンサー素子の製品化 稚内信用金庫

31 2501110089 北海道 深川油脂工業株式会社  搾油から瓶詰までの一貫体制による道産原料１００％こめ油の製造 北空知信用金庫

32 2501110090 北海道 有限会社古谷工機 特殊ネジ対応型ＣＮＣ普通旋盤導入による大型特殊加工部品への対応 北見信用金庫

33 2501110092 北海道 株式会社渋谷鉄工所 ＮＣフライス盤・新型バンドソーによる大幅な加工時間の短縮と高精度化の実現 北見信用金庫

34 2501110094 北海道 和光技研株式会社 精神疾患の予防および回復を目的とした立体造形物の作製･販売 北洋銀行

35 2501110096 北海道 株式会社Dsi デンタル用切削加工機導入によるジルコニア補てつ物の精密切削加工プロセス改革 横浜銀行

36 2501110097 北海道 株式会社アルブロ ＮＣ精密金属加工機導入による鋳造方案の多様化及び製品の高付加価値化 旭川産業創業プラザ

37 2501110098 北海道 株式会社アットマークテクノ 省電力・高性能「組み込みプラットフォーム」向け高速信号解析装置の導入 北洋銀行

38 2501110100 北海道 株式会社表鉄工所 ファイバーレーザー切断技術による製缶加工の高度化事業 北洋銀行

39 2501110106 北海道 中標津地方魚菜株式会社 新技術冷凍設備の導入による北海道産水産品の鮮度保持と販路拡大 大地みらい信用金庫

40 2501110110 北海道 株式会社ふか河
小スペースに於ける加工食品（弁当・おにぎり・パック商品）の仕分システム及び設備開
発

北洋銀行

41 2501110112 北海道
有限会社マーケット・エンジニ
ア

諸団体等における個人情報管理体制強化のための名簿管理システムの開発 北洋銀行

42 2501110113 北海道 株式会社堀本工作所 順送式金属プレス用金型の試作開発 北洋銀行

43 2501110116 北海道 株式会社GSI 携帯型端末時代におけるｅラーニングモール基盤開発 北洋銀行

44 2501110122 北海道 株式会社日本レイシ 霊芝の有効成分抽出技術の確立及び健康補助食品の試作品開発 北海道銀行

45 2501110124 北海道 株式会社プロメック 医療向け注射針用冶工具製作のための小径深穴に特化したマシニングセンターの導入 北洋銀行

46 2501110129 北海道 株式会社福居製餡所 北海道上川地方特産しゅまり小豆を用いた健康志向の餡・しゅまり饅頭の開発事業 旭川信用金庫

47 2501110132 北海道 常盤化学工業株式会社 抗原製造における集菌作業効率化及び品質向上のためのプロセス開発 商工組合中央金庫

48 2501110133 北海道 株式会社メディア・マジック デジタルコンテンツビジネス運営の高効率化に向けた統合管理基盤システムの開発 北洋銀行

49 2501110134 北海道 株式会社ニュートラル 大手製パンメーカー向け食パン用丸刃スライサーの開発 札幌あおい

50 2501110138 北海道 新札幌乳業株式会社 冷却設備増強による製造環境技術の改善 商工組合中央金庫

51 2501110140 北海道 有限会社中田食品 豆腐を食べるシーンを広げる味付き豆腐の開発と事業化 帯広信用金庫

52 2501110142 北海道 株式会社豊水設計
精細画像を用いた道路施設点検・管理システムの導入による効率的で低コストな道路施
設管理体制の確立事業

北洋銀行

53 2501110143 北海道 株式会社アビサル・ジャパン 甜菜糖の洗浄型保湿剤のロングライフ化ーの製品と充填方法の改良と量産化開発
流通プランニング研究
所

54 2501110145 北海道 コスモ食品株式会社 味の数値化技術による複合調味料製品の高度化（高品質化・低コスト化） 芽室町商工会

55 2501110149 北海道 株式会社ホクアイ 省エネ・高機能タイプの給排気筒製品の最新型プレス機導入による量産体制の確立 北洋銀行

56 2501110150 北海道 エコモット株式会社 エコドライブを支援する車載テレマティクスシステムの開発 北洋銀行

57 2501110152 北海道 株式会社フォトフィールド 特許技術ポジションフリーティッシュケースの製造コスト低減による販路拡大
北海度中小企業総合支
援センター

58 2501110155 北海道 株式会社国境 地域ブランド商品のパッケージ地場生産の企画製造 商工組合中央金庫

59 2501110160 北海道 小川水産株式会社 高級食材であるウニの鮮度保持と品質向上のための安心水システムの導入 大地みらい信用金庫
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60 2501110165 北海道
株式会社北海道バイオインダ
ストリー

オロット酸生成株を用いた高機能納豆および新規機能性食品の試作開発 北洋銀行

61 2501110167 北海道 有限会社平井測研 安全・低コスト三次元無人情報収集ロボットの精度向上及びジンバル軸補正機構の開発 北洋銀行

62 2501110171 北海道 株式会社白石ゴム製作所 北海道の冬季に於ける無落雪住宅の雪庇被害を防止する製品化事業 商工組合中央金庫

63 2501110174 北海道 株式会社ニッコー 高速ポーションカッターに組み込む高速パターン投影形状計測装置の開発 釧路信用金庫

64 2501110175 北海道 株式会社北国生活社 100%北海道産(国産)天然成分で構成されたサプリメントの開発事業 北洋銀行

65 2501110177 北海道
株式会社日本システムデザイ
ン

新旧制御システムの並行運転を可能とする総合監視制御システムの開発 室蘭信用金庫

66 2501110178 北海道 株式会社メーベルトーコー
CNCボーリングマシン機械導入による自社ブランド家具の生産性と品質の向上及びコス
ト削減・短納期化

一般財団法人旭川産業
創造プラザ

67 2501110179 北海道 株式会社阿寒グランドホテル 「北の和食」・北海道産食材と食の文化を取り入れたブッフェレストラン
北海道中小企業総合支
援センター

68 2501110181 北海道 株式会社北央機工
太陽光パネル取付用架台の製造設備導入による、再生可能エネルギー普及の基盤整
備事業

北央信用組合

69 2501110182 北海道
株式会社エヌビィー健康研究
所

医薬品開発に使用する機能性抗膜タンパク質抗体製造の高速化 札幌信用金庫

70 2501110185 北海道 北清ヘリシス株式会社 航空機レーザー計測による地理空間情報事業 山崎瑞枝税理士事務所

71 2501110186 北海道 株式会社アイコンズ キャドシステム導入によるオーダーメイドドッグウェアシステムの開発 北洋銀行

72 2501110192 北海道 株式会社北海道ニーズ 大型砕氷機を含む氷排出システムの開発 商工組合中央金庫

73 2501110194 北海道 ヒグマ乾燥機株式会社 高性能バンドソーマシンの導入による短納期・高機能型乾燥機の試作機開発 稚内信用金庫

74 2501110195 北海道
株式会社雪研スノーイーター
ズ

微気圧測定による雪崩などの感知及びデータ提供システムの試作 商工組合中央金庫

75 2501110196 北海道 北海道技建株式会社 道路区画線の塗装幅自動調整装置の試作機作製及び実装 札幌あおい

76 2501110199 北海道 株式会社富岡鉄工所 発電所向け大型発電機部材加工用高度切削設備（大型ＮＣ立旋盤）導入計画 北洋銀行

77 2501110207 北海道 出口製麺株式会社 製麺工程での小型真空ミキサー導入による、小ロット多品種化及び生産性の向上 北洋銀行

78 2501110210 北海道 株式会社リナイス 健康長寿社会に対応した「アンチエイジング健康飲料」向け新規原料の開発 北洋銀行

79 2501110212 北海道 株式会社フジ 業務用バッチ型過熱水蒸気調理機器の開発 北海道銀行

80 2501110213 北海道 株式会社ナカガワ工業 ３Ｄ／ＣＡＤ及び３Ｄプリンター等の活用による小型暖房器具の試作開発
北海道中小企業総合支
援センター

81 2501110214 北海道 シンセメック株式会社 複雑で難易度の高い自動車部品の製作における５軸同時制御加工機の活用 北海道銀行

82 2501110222 北海道
株式会社DAL・DNA解析ラボ
ラトリー

新たな薬物代謝能の発現リスク解析手法の確立による革新的な医療情報提供サービス 釧路信用金庫

83 2501110224 北海道 株式会社ハイデックス和島
最新型レーザースキャナー機導入による耐震診断・工事向け高精度三次元設計図の作
成事業

北洋銀行

84 2501110225 北海道 大商化工株式会社 薬剤容器用キャップ製品製造の高精度化・低コスト化・短納期化計画 エフアンドエム

85 2501110227 北海道 株式会社オノデラ 厚板加工の加工精度と生産効率の向上を図るためのベンディングロールの導入
一般財団法人旭川産業
創造プラザ

86 2502110001 青森県 北日本機械金属株式会社 耐震補強工事用「摩擦ダンパー」生産における部品加工能力の強化 商工組合中央金庫

87 2502110005 青森県 カネショウ株式会社 手軽に摂取できる携帯型“黒りんご酢”スティックタイプ開発事業 商工組合中央金庫

88 2502110010 青森県 北日本産業株式会社 高効率圧縮梱包機の導入による生産能力向上と国内・海外市場の拡大 近田雄一税理士事務所

89 2502110013 青森県 合同会社マルカネ 新たな冷却技術の活用による、中食市場向けの食品の試作開発 八戸商工会議所
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90 2502110016 青森県 有限会社北神エンジニア
3次元CAD/CAM等導入による取引先ニーズに合わせた加工部品の試作開発・量産加工
一貫体制の確立

みちのく銀行

91 2502110017 青森県 五戸水産株式会社 ジェットオーブン導入によるジェット噴射加熱を活用した高品質水産加工品の開発 商工組合中央金庫

92 2502110020 青森県 有限会社大道鐵工所 水産加工業界向け魚類の自動整列供給機の開発
21あおもり産業総合支
援センター

93 2502110024 青森県 株式会社コーア 医療用特殊針における精密・複雑形状部品の切削加工及び表面処理試作開発
21あおもり産業総合支
援センター

94 2502110025 青森県 株式会社ＳＩＮＭＥＩ 鉄骨材受注の短納期対応と切削精度の高度化 商工組合中央金庫

95 2502110029 青森県
青森アップルジュウス株式会
社

食品メーカーの需要拡大に対応するための高温殺菌装置及び充填機の導入 商工組合中央金庫

96 2502110031 青森県 株式会社西田酒造店 純米酒･吟醸酒の商品開発
三上清隆公認会計士事
務所

97 2502110032 青森県 株式会社今井産業 波型木質新素材「ｅ・Ｗｏｏｄ＋」の生産性向上の整備事業
21あおもり産業総合支
援センター

98 2502110036 青森県
三沢エンジニアリング株式会
社

航空・宇宙産業用高分解能角度センサーの製造設備の導入と試作開発
21あおもり産業総合支
援センター

99 2502110041 青森県 有限会社マルイチ水産八戸 ブリ・ワラサ加工の自動化設備導入による生産性向上・高付加価値化の実現 八戸商工会議所

100 2502110047 青森県 カミテック株式会社 内視鏡用処置具部品製造に使用する金属超微粒子の生産性の向上
21あおもり産業総合支
援センター

101 2502110048 青森県 株式会社ノザワ RPFの高性能化及び低コスト化によるリサイクル促進事業
21あおもり産業総合支
援センター

102 2502110049 青森県 偕行産業株式会社 環境に配慮した航空機部品精密加工に対応した設備投資 第十六銀行

103 2502110055 青森県 有限会社八戸十全物産 新たな珍味菓子の製造設備及び技術を導入した地域資源を活用した新製品づくり 八戸商工会議所

104 2502110059 青森県 株式会社テクトリー 新型加工機導入による医療機器部品の複雑形状、高精度、難削材加工の実現 近田雄一税理士事務所

105 2502110060 青森県
エポックインターナショナル株
式会社

省力化設備の導入及びブライダルインナーの開発・海外販路開拓 八戸商工会議所

106 2502110062 青森県 倉橋建設株式会社 内外一体型断熱型枠＜DAN工法＞の開発 青森商工会議所

107 2502110063 青森県 株式会社リーファ 愛犬家のための犬と共生できる住宅の提案と販売
21あおもり産業総合支
援センター

108 2502110065 青森県 有限会社マルゲン水産 販路先ニーズに応える新選別技術の導入及び効率的製造ラインの構築事業 八戸商工会議所

109 2503110004 岩手県 株式会社理工電気 超精密ＮＣ研削盤導入による自動組立機製作の短納期化 岩手銀行

110 2503110006 岩手県 株式会社ダイヤプレス 最新ワイヤー放電加工技術による超高精度深絞り金型開発 商工組合中央金庫

111 2503110007 岩手県 谷村電気精機株式会社
複合加工機を用いた切削加工部品同軸精度のアップによる医療器検体測定分野への
参入

商工組合中央金庫

112 2503110009 岩手県 株式会社ニュートン 革新的大型非球面偏光レンズの生産能力強化事業
いわて産業振興セン
ター

113 2503110014 岩手県 有限会社ジーエフトップ ガンドリル設備導入による多品種・短納期への挑戦 金ヶ崎町商工会

114 2503110015 岩手県 株式会社千田精密工業 高性能三次元測定機導入による自動車設計開発用部品等の受注拡大 前沢商工会

115 2503110021 岩手県 株式会社大武・ルート工業 トレッドミル(ランニングマシン)同期型リハビリ用免荷(体重減免)装置の開発 東北銀行

116 2503110024 岩手県 株式会社小原建設 景観付３ＤモデルとＷｅｂによる建築営業の自働化 北上信用金庫

117 2503110025 岩手県 株式会社伊藤染工場 文化・体験型産業観光による印染技術の新たな用途と需要の発掘
花巻市起業化支援セン
ター

118 2503110026 岩手県 株式会社協和製作所 三次元ＣＡＤ／ＣＡＭ／ＣＡＴによる生産リードタイム短縮と品質保証体制の構築
花巻市起業化支援セン
ター

119 2503110029 岩手県 株式会社共栄テック 工程改善と成形金型の改良で他社との違いが一目で判る傷無製品の実現 岩手銀行
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120 2503110030 岩手県 東北精密株式会社 半導体製造装置の高機能化部品の製造による品質の向上 七十七銀行

121 2503110035 岩手県 株式会社アイカムス・ラボ 再生医療向け高機能マイクロチューブポンプの製品開発
いわて産業振興セン
ター

122 2503110037 岩手県 不二プラント工業株式会社 金属加工工場向け強アルカリイオン水生成装置の開発及び商品化 横浜銀行

123 2503110039 岩手県 株式会社小林精機 医療用装置向け金属部品の高度洗浄機システムの構築
公益財団法人いわて産
業振興センター

124 2503110041 岩手県 吉田テクノワークス株式会社 ハードコート層に機能層も付加したカーナビパネルの開発 商工組合中央金庫

125 2503110042 岩手県 株式会社ケーケーアイ 高速ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ導入による納期短縮・生産ｺｽﾄ低減 岩手銀行

126 2503110044 岩手県 有限会社Q-Lights 有機EL照明の長期安定化を実現する真空蒸着技術の開発 株式会社迅技術経営

127 2504110006 宮城県 合名会社　寒梅酒造 高品質な清酒提供と短納期・小ロット対応を両立する製造体制確立 七十七銀行

128 2504110009 宮城県 株式会社髙橋工業 海面養殖漁業者向けのアルミ小型漁船の実用化開発
公認会計士・税理士田
中吉徳事務所

129 2504110010 宮城県 阿部勘酒造店 新しい充填ラインによる商品の高品質化と製造効率の向上 杜の都の信用金庫

130 2504110012 宮城県 今野梱包株式会社
強化ダンボールの設計・組立・造形技術を活用したフルオーダー型段ボールクラフトキッ
トの製造、組み立て支援事業の設備導入

石巻信用金庫

131 2504110013 宮城県 エーケー株式会社 キャビテーション装置等研究開発用装置製作における内製化・納期短縮の実現
公益財団法人みやぎ産
業振興機構

132 2504110016 宮城県 合資会社内ヶ崎酒造店 吟醸酒・純米酒を使った二年氷点下熟成酒の開発、販売、及び海外輸出計画 七十七銀行

133 2504110020 宮城県 図南商事株式会社 宮城県産農産物を用いた冷菓（アイスクリーム）製造技術の革新事業 名取商工会

134 2504110022 宮城県 セイチョウ工業株式会社 ３Ｄ形状面への縦横溝加工の革新的加工法の開発と自動化・省力化
公益財団法人みやぎ産
業振興機構

135 2504110023 宮城県 墨廼江酒造株式会社 国内外市場獲得拡大を目指し、低温管理技術による高品質・高付加価値商品の開発 商工組合中央金庫

136 2504110025 宮城県 ワールドメタル株式会社 高分離能小型家電破砕設備導入によるレアメタルなどの分離回収事業 七十七銀行

137 2504110028 宮城県 株式会社IFG 高温超伝導体を用いたリハビリテーション用磁気刺激コイルの開発 商工組合中央金庫

138 2504110031 宮城県 株式会社　鈴勇商店 バラ再生原料の物流効率改善による高付加価値化事業 石巻かほく商工会

139 2504110032 宮城県
サイエンス・テクノロジー株式
会社

液中気泡内マイクロ波励起プラズマを用いた低温・高速浄化装置の開発 七十七銀行

140 2504110033 宮城県 マルアラ株式会社及川商店
三陸産帆立貝、たこ、牡蠣などの海産物を活用した栄養価の高い機能性食品の試作開
発

南三陸商工会

141 2504110034 宮城県 株式会社　キノックス キノコ菌床栽培における除染材の開発 七十七銀行

142 2504110037 宮城県 アクト・サイエンス株式会社 携帯型の簡易真空補聴器乾燥機の開発 七十七銀行

143 2504110042 宮城県 株式会社　真壁技研 鋳造アルミ合金用結晶粒微細化剤の事業化に向けた試作開発
税理士法人植松会計事
務所

144 2504110043 宮城県 株式会社明豊 魚食普及へ向けた『食肉に負けないお魚ハンバーグ』を主原材料費「0円」から製造 七十七銀行

145 2504110046 宮城県 株式会社菊地製作所 市場ニーズを捉えた笹かまぼこ用の成形装置 七十七銀行

146 2504110048 宮城県 エコロ・プラント株式会社 高強度大型ＦＲＰタンク及びパイプのＦＷ方式による連続自動化生産システムの開発
税理士法人トゥルーア
イ

147 2504110050 宮城県
株式会社　アークコーポレー
ション

高齢者の輝く容姿と認知症予防/自分史を提供する訪問理美容事業 七十七銀行

148 2504110052 宮城県 株式会社エステー 送電網敷設における大型ウインチの作業能力向上の為の開発 石巻商工信用組合

149 2504110057 宮城県 合同会社　猪又屋 未利用の三陸産茎わかめを使用した一次加工および商品開発事業 日高見税理士法人
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150 2504110059 宮城県 有限会社大沼酒造店 商品開発のための分析システム導入と急冷による酒質の向上 七十七銀行

151 2504110064 宮城県 株式会社　桜精密
内視鏡製造金型の特殊冶具の一貫製作を目的とした体制の構築と精密加工技術の確
立

公益財団法人みやぎ産
業振興機構

152 2504110068 宮城県 有限会社　加藤ステンレス 人工竜巻内蔵型高性能排気装置と局所用排気ノズル開発 杜の都信用金庫

153 2504110071 宮城県 株式会社　　福田商会 被災農地復興に寄与する国産飼料米を利用した６次産業化ビジネス 商工組合中央金庫

154 2504110074 宮城県 株式会社エムジー 次世代自動車向け高精度車載用回転角度センサーの品質強化事業 商工組合中央金庫

155 2504110075 宮城県 空調企業株式会社 省エネ型 空調吹出ノズル『Wind Opt(仮称)』の開発
公益財団法人みやぎ産
業振興機構

156 2504110076 宮城県 東和化成株式会社 ナノファイバー不織布を使用した、小ロット、多品種、高機能マスクの開発 七十七銀行

157 2505110001 秋田県 株式会社秋田マシナリー 次世代半導体の大型ウエハー検査装置開発用試作部品のコスト低減化 北都銀行

158 2505110002 秋田県 大東精機株式会社 複合加工による高精度医療機器部品の製造における価格競争力の強化 北都銀行

159 2505110003 秋田県 株式会社十文字サントップ 最新設備による生産力と社員の年間所得を向上させる事業 北都銀行

160 2505110008 秋田県 睦合成工業株式会社 複雑形状のコネクタ製造のための射出成形金型の生産能力強化事業 秋田銀行

161 2505110011 秋田県 丸大機工株式会社 次世代半導体大型ウエハー検査装置大物部品加工技術の確立 北都銀行

162 2505110015 秋田県 林泉堂株式会社 イスラム市場に提供可能なハラール食品の開発 RINGS

163 2505110016 秋田県 秋田扶桑精工株式会社 ガラスびん金型製造の加工工程集約化による生産性向上及び市場競争力強化 北秋田市商工会

164 2505110017 秋田県 株式会社モリセイ秋田工場 発泡ゴム成形技術の確立および生産体制の構築 秋田銀行

165 2505110019 秋田県 太平化成工業株式会社 自動車向けネジ・ボルトの亜鉛-鉄合金めっきバレル工程の確立 北都銀行

166 2505110026 秋田県 株式会社オンワードエース 高度化・多様化する市場ニーズに対応する新分野進出及び雇用確保事業 秋田銀行

167 2505110027 秋田県 福禄寿酒造株式会社 小規模生産設備等の導入による高品質吟醸酒の新ブランド開発と販売 北都銀行

168 2505110031 秋田県 東北環境消毒有限会社 環境に優しい薬剤を使用しない食品環境改善事業（防災、衛生対策） 秋田銀行

169 2505110032 秋田県 千代田興業株式会社 製品の品質向上、及び環境面改善の為の設備導入 秋田銀行

170 2505110033 秋田県 ニューロング工業株式会社 顧客ニーズに応じた製袋機及び印刷機の生産能力強化事業 秋田銀行

171 2505110036 秋田県 株式会社リミックス 浴室暖房・乾燥機用高効率ＰＴＣヒータの開発 北都銀行

172 2505110037 秋田県 秋田化学工業株式会社 高機能陽極酸化処理技術の確立 秋田銀行

173 2505110042 秋田県 秋田酒類製造株式会社 職人のノウハウを生かした制御システムを持つ大型酒母タンクの開発 秋田銀行

174 2505110044 秋田県 秋田エコプラッシュ株式会社 使用済小型家電由来ミックスプラスチック選別設備定量供給及び比重分離事業 秋田銀行

175 2505110046 秋田県 新政酒造株式会社 クリーン度の高い環境で通年の生酒の無菌充填ができる瓶詰設備の導入 秋田銀行

176 2505110048 秋田県 株式会社柳澤鉄工所 フレキシブル加工を実現する多用途スリットパイプ製造ラインの構築 秋田銀行

177 2505110050 秋田県 株式会社サユウ 荷役効率改善による環境負荷の低減と自動車メーカーの囲い込み事業 秋田銀行

178 2505110052 秋田県

株式会社ホクシンエレクトロニ
クス
株式会社ケーエンジニアリン
グ

注型用　樹脂製　割り型を使用した、歯科教材の成形法の開発と商品化 秋田銀行

179 2505110054 秋田県 ヤマヨ株式会社 加熱殺菌による茹で麺類の日持ち向上及び販路の拡大 北都銀行
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180 2505110055 秋田県
アルファ・エレクトロニクス株式
会社

超精密金属箔抵抗器における表面実装形極小チップ部品の開発 北都銀行

181 2505110062 秋田県 株式会社トーヨー カセット型自動真空包装機械の多品種・少量生産向けシステムの開発と生産 秋田銀行

182 2505110065 秋田県 山本合名会社 香味の劣化を最小限に抑制する新たなる「上槽システムと発酵」技術の構築 秋田銀行

183 2505110066 秋田県 株式会社三井光機製作所 オプティカルコンタクト接合を用いた偏光ビームスプリッターの開発 商工組合中央金庫

184 2505110067 秋田県 有限会社秋田建機サービス 除排雪作業の時間・コストを大幅に削減する移動可能な融雪機の開発 秋田銀行

185 2505110073 秋田県 株式会社アスター モータ性能向上の為の締結技術の研究開発とそれを用いたモータの試作 秋田銀行

186 2506110001 山形県 株式会社飯塚製作所 高付加価値の短納期化とコストダウンを実現する生産管理システムの導入 山形銀行

187 2506110002 山形県 株式会社ヤマコン TVカメラ車による下水道管路施設調査事業 商工組合中央金庫

188 2506110003 山形県 有限会社田島製作所 パンチ・レーザ複合加工機を用いた多品種少量対応高効率加工技術の確立 きらやか銀行

189 2506110007 山形県 クリエス精機株式会社 5軸MCロボットシステムによる低コスト・短納期化、高効率金型生産 きらやか銀行

190 2506110008 山形県 三條物産株式会社 建築資材の新たな生産・流通システムの構築 商工組合中央金庫

191 2506110009 山形県 近賢織物有限会社 日本一のものづくりを実現する為の試作機の設備導入事業 米沢商工会議所

192 2506110011 山形県 株式会社片桐製作所 超硬合金の高精度特殊形状粉末プレス成形品の量産化 きらやか銀行

193 2506110013 山形県 株式会社かねふく佐藤商店 バイオ技術によるイカの未利用部位を原料とする新しい加工食品の開発 商工組合中央金庫

194 2506110014 山形県 株式会社マイスター 医療分野で使用される難削材専用切削工具の開発 山形銀行

195 2506110016 山形県 株式会社丸十大屋 超高温加熱処理殺菌法による品質向上及び生産効率の向上 山形銀行

196 2506110017 山形県 山形螺子工業株式会社 建機油圧コントロールバルブ用部品の高精度・高速評価検査システムの構築 きらやか銀行

197 2506110018 山形県 有限会社山田溶接工業 新型ベンドマシン導入による競合他社との優位性確立と受注拡大 荘内銀行

198 2506110022 山形県
株式会社サガエスイミングクラ
ブ

高齢者向け介護予防事業への進出 株式会社旭ブレインズ

199 2506110023 山形県 株式会社高研 ３Dプリンターを活用したオーダーメイド医療機器の製作 荘内銀行宝田支店

200 2506110031 山形県 有限会社畑田鐵工所 最新鋭「ファイバーレーザ切断機」の導入による競争力と成長力の強化策 鶴岡信用金庫南支店

201 2506110034 山形県 有限会社渡辺鋳造所 異種材料の鋳ぐるみ技術の確立による鋳鉄品の付加価値工場 荘内銀行山形営業部

202 2506110036 山形県 有限会社渡辺製作所 ディーゼルエンジン特許噴射ノズルの高精度加工と生産能力の強化 荘内銀行天童中央店

203 2506110037 山形県 株式会社山口製麺工業 長期常温保存型商品の開発による付加価値創出と新たな販路開拓の取組み 荘内銀行山形営業部

204 2506110042 山形県 佐藤建設株式会社 日本初！土壌汚染を「現場で」土壌改良する革新的サービスへの参入 荘内銀行

205 2506110043 山形県 東北精機工業株式会社 金属ナノ材料製造開発とフレキシブル基板に対応した印刷技術の開発 山形銀行

206 2506110045 山形県 有限会社三羽製作所 新型産業ロボット増産に対応する加工機の増設 山形銀行

207 2506110049 山形県
三木パワーコントロール株式
会社

特殊ＣＮＣ加工機（旋削及び研磨加工）導入による織機向け電磁ブレーキ及び一般産業
機械向け電磁クラッチ・ブレーキの生産性の向上

税理士法人土田船越事
務所

208 2506110050 山形県 株式会社ザオウ製作所 順送プレス金型・精密プレス金型の短納期・低コスト化を目指した生産体制の構築 荘内銀行

209 2506110053 山形県 スズモト精密株式会社 高精度マシニングセンタ導入による車載用樹脂部品の製造工程短縮と新規部品獲得 荘内銀行
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210 2506110057 山形県 有限会社三泰工業所 最先端医療機器製造のための高度な技術蓄積と試作対応への製造力強化 山形信用金庫

211 2506110060 山形県 有限会社広川製作所 樹脂切削加工の新たな加工ツールの試作開発 荘内銀行

212 2506110066 山形県 株式会社メタルプロダクツ 新型複合機導入による太陽光架台用鋼材加工の大量生産、精度向上、コスト削減 荘内銀行

213 2506110067 山形県 株式会社ニッタ エネルギー分散型蛍光X線分析装置導入による合金物質の価値向上への取り組み 山形銀行

214 2506110069 山形県 株式会社水戸部酒造 高精度な温度制御等による海外向け新カテゴリーの日本酒開発 荘内銀行

215 2506110070 山形県 有限会社中條工機 複雑形状の小型製缶物溶接後の切削加工における生産技術と最適な生産体制の確立 米沢信用金庫

216 2506110073 山形県 株式会社ニューテックシンセイ 供給機の開発によるデスクトップファクトリーへの取り組み 荘内銀行

217 2506110074 山形県 有限会社桐島機工 細長・長尺物の難加工材(ステンレス)の切削加工の技術確立と蓄積 米沢信用金庫

218 2506110076 山形県 富士工業株式会社 溶接と機械加工を含む精密構造物の短納期化と低コスト化の実現 荘内銀行

219 2506110078 山形県
エフ・エム・ピー・カンノ株式会
社

籾殻燃料発電・温風・薫炭装置の開発・製品化事業 松田純一税理士事務所

220 2506110079 山形県 株式会社川崎精工 航空宇宙機器用の複雑形状加工が可能なマシニングセンタの導入 きらやか銀行

221 2506110083 山形県 株式会社朝日相扶製作所 木材の高度立体造形加工による新分野進出に向けた試作の取り組み 荘内銀行

222 2506110086 山形県 玉澤精機株式会社 製造ラインの自動化による生産性増強及び対海外競争工場計画 米沢信用金庫

223 2506110093 山形県 有限会社ヤマカワ電機産業 オーダーメイド型配電盤製造の短納期化及び小型化実現に向けた取り組み 米沢信用金庫

224 2506110094 山形県 田村技研工業株式会社 CNC自動研削盤導入による研削加工能力の向上と女性の人材登用 きらやか銀行

225 2506110098 山形県 有限会社シズカ技研 レーザー加工機導入による生産一元化の実現と生産技術・材料歩留の向上 きらやか銀行

226 2506110099 山形県 株式会社アサヒ技研 新型ベンディングマシン導入による工程短縮化及びコスト削減 山形銀行

227 2506110100 山形県 株式会社スガタ商事 塗料の調合作業のデジタル化 旭ブレインズ

228 2506110101 山形県 テクノ・モリオカ株式会社
高精度部分はんだ付け装置導入による医療機器用電子制御基板設計と実装技術の開
発

山形銀行

229 2506110104 山形県 株式会社小嶋総本店 果肉入りリキュールならびに梅酒テイスト飲料の開発と、殺菌設備の導入 山形銀行

230 2506110106 山形県 松岡株式会社 先端生産機械導入による航空機内装用システムの一貫生産体制の構築 荘内銀行

231 2506110110 山形県 伊藤電子工業株式会社 有機薄膜太陽電池製造の量産化に向けた、ダイコート法の確立 荘内銀行

232 2506110111 山形県
株式会社オートセンタースズ
ブン

車検業務の内製化による業務効率化と新工場増設計画 山形銀行

233 2506110116 山形県 山形化成株式会社 プラスチック製医療用検尿プレートの試作開発 商工組合中央金庫

234 2506110118 山形県 株式会社青葉堂印刷 環境に配慮したボール紙による製本（タンザック製本）を拡充・拡大する計画 山形銀行

235 2506110119 山形県 米沢放電工業株式会社 ジェットエンジン部品の高能率加工に向けた自由曲面への微細穴加工技術の開発 商工組合中央金庫

236 2506110120 山形県 株式会社高橋型精 新規採便シートの試作開発と、量産体制の構築 荘内銀行

237 2506110123 山形県 ヤマト特殊鋼株式会社
ガントリーローダ及び機内計測装置付ＣＮＣ旋盤導入による生産性向上及び高精度化の
実現

東京中小企業投資育成
株式会社

238 2506110136 山形県 株式会社太陽機械製作所 プリンタブル実装技術によるフレキシブルセンサの試作 山形銀行

239 2506110138 山形県 株式会社三洋 高速自動裁断機の導入による生産性向上と新規事業展開 山形銀行
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240 2506110139 山形県 株式会社トーカイ 医療器機カメラ部に搭載される高性能フィルター等製品評価用の分光測定器の導入 きらやか銀行

241 2506110143 山形県 株式会社アーバンルック 超小ロット化、複雑立体造形加工等に対応した工程自動化による生産性の向上 荘内銀行

242 2507110006 福島県 株式会社押田製材所 革新的サービスの開拓・新提供と好循環型システムの確立 白河信用金庫

243 2507110007 福島県 合同会社ドゥミール エディブルフラワージェラートの試作品開発・新サービス開発事業 会津商工信用組合

244 2507110008 福島県
株式会社モリヤマフードシステ
ムズ

3つの新サービス機能を有する店舗開発 福島県商工会連合会

245 2507110012 福島県 有限会社ハニー松本 自社ハチミツを活用した新事業参入と新サービスによる売上の拡大 会津信用金庫

246 2507110015 福島県
堀越　正恵(エステティックサロ
ンＨＡＮＡ)

「食・美・癒し」で女性独自の悩みを解消するカフェ付エステ 有限会社インキューブ

247 2507110017 福島県 有限会社岩下商店 いわきの伝統産業「魚肉練製品」を守れ、今までにない食感のさつま揚げ 有限会社インキューブ

248 2507110019 福島県 株式会社エクスファンディア 加入保険を無料で管理出来るサイト「保険帳」の利便性向上と利益化 福島銀行

249 2507110020 福島県
株式会社ファンタスティックス
タジオ

福島初　オーダーメードシューズ工場設立 いわき信用組合

250 2507110021 福島県 有限会社ファッションわらび
高齢者対応型生産効率改善及び難素材対応縫製ライン改変及びそれに伴う設備改善、
導入

福島銀行

251 2507110024 福島県 紋波 幸太郎(Bar Quartet) いわき地元産や県産品野菜・果物を使ったベジタブルカフェ事業 有限会社インキューブ

252 2507110025 福島県 有限会社鎌田企画 乾燥特化型小規模コインランドリー　新パッケージ開発 相双五城信用組合

253 2507110028 福島県 まがら洋菓子研究所有限会社 洋菓子専門店が「端材」で作るエコでオリジナルな【新感覚アイスクリーム】 有限会社インキューブ

254 2507110030 福島県 株式会社三恵クレア 高難易度素材の可縫製化に対応するための設備導入 七十七銀行

255 2507110031 福島県 有限会社相馬ブレード ジェットエンジン用部品研磨作業の精度向上 有限会社インキューブ

256 2507110033 福島県 シオヤ産業株式会社 浅部地中熱利用ヒートポンプ普及の為の事務所開設 商工組合中央金庫

257 2507110035 福島県
株式会社ﾀｲﾍｲﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞｽｸｰ
ﾙ

教習生宿泊施設浴室リニューアルによる新規顧客獲得 商工組合中央金庫

258 2507110036 福島県 株式会社ナプロアース
旧自動車部品用金型のデータ保管及び３Ｄプリンターを用いたオンデマンド部品射出成
型事業

東邦銀行

259 2507110037 福島県
株式会社モリビューティコーポ
レーション

美を通じたライフサポートカンパニー 有限会社インキューブ

260 2507110042 福島県 株式会社北福島タクシー 福島県内タクシー事業者初、先駆的運行管理及び市場シェア拡大システム導入事業 福島信用金庫

261 2507110044 福島県 フクシマ薬品株式会社 医薬品画像検索システムによるジェネリック医薬品の競争力強化と受注拡大
日本パートナー税理士
法人

262 2507110048 福島県 株式会社コスモラボ 患者情報一括管理システム　エンマープロジェクト 有限会社インキューブ

263 2507110049 福島県 高萩自動車工業株式会社 建機等の大型車両の車検検査サービスの開始 商工組合中央金庫

264 2507110052 福島県 酒井 直樹(酒井歯科医院) 高度にIT化したユーザーフレンドリーな歯科医院 有限会社インキューブ

265 2507110057 福島県
株式会社ヘレナ・インターナ
ショナル

雄大な自然の中の貸別荘と初心者でも体験できる乗馬を利用した新規観光客誘致 商工組合中央金庫

266 2507110062 福島県 国権酒造株式会社 大都市圏及び海外市場の販路拡大に向けた清酒製造プロセス強化と新商品開発 南会津町商工会

267 2507110063 福島県 北都オーディオ株式会社 成形機と産業ロボット及び監視システムとの連携による生産性向上 常陽銀行

268 2507110066 福島県 会津酒造株式会社 海外市場等の販路拡大へ向けた高品質化および消費者ニーズの高度化への対応 南会津町商工会

269 2507110067 福島県 株式会社サンコウ 航空機エンジン部品の切削加工における生産プロセスの最適化
神奈川産業振興セン
ター
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270 2507110072 福島県 株式会社東鋼 航空機を主とする炭素繊維樹脂強化複合材（CFRP）専用切削工具の製造 イー会計

271 2507110078 福島県 有限会社藤製作所 高精度の内径加工機と加工工具の研究開発、そして加工条件の探究。
大和田利明税理士事務
所

272 2507110079 福島県 診療化成株式会社 植物由来バイオプラスチック製・胃瘻（いろう）患者介助容器の開発 白河信用金庫

273 2507110081 福島県 有限会社大内豆腐店 微酸性電解水を用いた新商品開発と、製造環境の清潔化・省エネ化の取り組み。 福島県商工信用組合

274 2507110082 福島県 トヨタ工機株式会社 高速高精度ベンディングマシンの導入による生産プロセスの強化 ハートフル会計事務所

275 2507110084 福島県 会津コスモス電機株式会社 回転角度位置検出センサ－の軸受けガタ精度の向上、製品性能のアップの推進 東邦銀行

276 2507110090 福島県 株式会社片山製作所 最新ワイヤ放電加工機を使用した超精密加工技術の確立 商工組合中央金庫

277 2507110096 福島県 株式会社モーションラボ 機器の防振装置性能予測システムの開発と商品化 ひまわり信用金庫

278 2507110097 福島県 株式会社日星製作所 [３０トンクレーン]設備の導入による大型機械加工品の受注 商工組合中央金庫

279 2507110099 福島県 髙橋　庄作(高橋庄作酒造店) 『土産土法』による有機純米酒の長期熟成ヴィンテージ酒の開発 結城　幸次

280 2507110105 福島県 株式会社ミウラ 船舶向け大型鋳物製造設備導入及び品質管理体制の構築 東邦銀行

281 2507110108 福島県 有限会社大橋工業 高機能の機械設備導入により新規受注先の構築を図るもの。 大東銀行

282 2507110109 福島県 有限会社サキダス 食品残渣を利用したバイオマスステーション用攪拌板移動式発酵槽装置の試作開発 東邦銀行

283 2507110111 福島県 有限会社デンテックス会津 【先端歯科用CAD/CAMによる歯科技工物の高度化と効率化】 大東銀行

284 2507110118 福島県 内池醸造株式会社 新規醸造食品を使用した調味料の開発と効率的製造体制の確立 東邦銀行

285 2507110120 福島県 株式会社大和製作所
航空機・内視鏡・ＰＥＴ・注射容器に必要な特殊形状部品加工を高度化させた超精密・少
量多品種生産

東邦銀行

286 2507110122 福島県 関口工業株式会社 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝの排気ガス規制に対応した尿素ﾌﾗﾝｼﾞ製造に係る溶接技術の確立 埼玉りそな銀行

287 2507110124 福島県 株式会社松竹工芸社 高級壁紙製造工程の大幅改善で生産性向上による経営革新計画 西郷村商工会

288 2507110125 福島県 株式会社金門光波 320nm台の発振波長を持つ紫外レーザの試作開発 栗岡税理事務所

289 2507110126 福島県 株式会社互省製作所 「つば付き六角穴プラグ」における新加工方法の確立 三春町商工会

290 2507110130 福島県 福島DI工業株式会社 二酸化炭素ガスの排出回収装置の開発によるドライアイス製造機の販路拡大 福島信用金庫

291 2507110134 福島県 有限会社藤橋歯車鉄工所 歯車加工の工程集約とDDRTによる高精度溝加工の技術確立 東邦銀行

292 2507110135 福島県 株式会社成光工業 自動化による脱脂工程の省エネ・内製化 横浜銀行

293 2507110136 福島県 株式会社スター精機 航空宇宙部品のNC複合旋盤加工及びプログラミング技術の開発 七十七銀行

294 2507110139 福島県 株式会社白井デンタル ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による歯科技工物の試作と新技術の確立 会津商工信用組合

295 2507110140 福島県 株式会社中野製作所 航空宇宙の需要拡で受注を伸ばすべく3次元CAD/CAMを導入 福島信用金庫

296 2507110145 福島県 株式会社安秀会津 フレキシブル生産体制構築による医療機器用部品の高性能化及び価格低減 常陽銀行

297 2507110147 福島県 株式会社福島明工社
3Dプリンター活用による新製品開発設計の後処理工程の短縮等（リードタイム短縮とイ
ニシャルコスト及び製品原価削減）

商工組合中央金庫

298 2507110148 福島県 東日本酒造協業組合 ＣＡＳ技術による海外市場等に向けた「純米大吟醸にごり酒」の開発 商工組合中央金庫

299 2507110149 福島県 株式会社コンド電機 エンジン自動車を電気駆動モーター改造車両開発とマイクロＥＶの研究 東邦銀行
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300 2507110154 福島県 株式会社アリーナ 電子部品信頼性評価装置導入による｢開発効率向上」及び「同サービス事業の取込」 税理士平間廣事務所

301 2507110156 福島県 有限会社紺野機業場 改良織機導入によるリードタイム短縮化・短納期化の実現。 商工組合中央金庫

302 2507110162 福島県 藤寿産業株式会社 木造建築に於ける新しい接合技術の研究・開発及び実用化 商工組合中央金庫

303 2507110163 福島県 有限会社岡崎 バイオ由来の酵素と米粉を用いた高齢者向け餅加工食品の開発及び生産 大東銀行

304 2507110165 福島県 谷電機工業株式会社 小規模発電におけるスマート制御システムの試作開発 棚倉町商工会

305 2507110166 福島県 三進金属工業株式会社 人工光型植物工場実験設備の導入 商工組合中央金庫

306 2507110168 福島県 ウツミ電気株式会社 半田プリフォーム生産に係る方式の新発明による生産力増強計画 三浦正樹税理士事務所

307 2507110169 福島県 株式会社川島製作所 「内視鏡下手術ロボット部品の超短納期生産システムの開発」 横浜銀行

308 2507110171 福島県 林精器製造株式会社 独自の精密金属加工技術による医療分野事業開発を目的とした設備整備
福島県産業振興セン
ター

309 2507110173 福島県 丸隆工業株式会社 CFRP（炭素繊維）航空・宇宙事業用と治具用部材の切削加工技術開発
福島県産業振興セン
ター

310 2508110002 茨城県 株式会社石崎製作所 多品種のタインを短納期・低価格化で提供する製品の試作開発 常陽銀行

311 2508110006 茨城県 株式会社オメガトロン グリッド収束法を利用した低価格オーダーメード型イオンガンの開発
株式会社ひたちなかテ
クノセンター

312 2508110009 茨城県 中島合金株式会社 試作鋳造から加工までの一貫生産における短納期新規受注への対応 三井住友銀行

313 2508110010 茨城県
三和ニードルベアリング株式
会社

植物由来生分解性プラスチック・マイクロインサート射出成形技術の開発 三菱UFJ銀行

314 2508110011 茨城県 有限会社堀江製作所 医療関連機器（分析装置等）向け高精度金属部品における新たな加工方法の開発 常陽銀行

315 2508110013 茨城県 袋田食品株式会社 観光客をターゲットとする奥久慈地域の特産品を活用した手作りピザの販売と提供 鹿嶋市商工会

316 2508110014 茨城県 株式会社ウイット ポリイミド樹脂を炭素繊維に連続的に含浸塗工する装置・方式の開発 常陽銀行

317 2508110016 茨城県 滝之台電機工業株式会社 高性能レーザーマシンによる生産工程強化及び新規受注拡大 筑波銀行

318 2508110017 茨城県 下妻電化工業株式会社 「航空機部品への亜鉛高ニッケル合金めっきプロセスの最適化」 常陽銀行

319 2508110022 茨城県 有限会社参阡年 『多品種小ロット・変種変量に対応できる塗装システムの開発』
茨城県中小企業振興公
社

320 2508110023 茨城県 株式会社木原製作所 環境性能向上対応大型車両用高断熱排気系パイプの生産工程の確立 常陽銀行

321 2508110024 茨城県 スケガワ歯科医院 3D-CAD/CAMシステム導入による革新的なインプラント治療等の提供 東日本銀行

322 2508110025 茨城県 センタック株式会社 意匠性を高めた天井吊り下げ型小型軽量ＬＥＤ装飾照明の試作開発
株式会社経営ソフトリ
サーチ

323 2508110027 茨城県 東洋平成ポリマー株式会社 医療・医薬・電子材料向けハイクリーンフィルムの製造環境・品質の改善 常陽銀行

324 2508110029 茨城県 株式会社昭芝製作所 スパッタレス溶接ロボット導入による生産性の向上 商工組合中央金庫

325 2508110031 茨城県 株式会社SKI 製品１８０°反転機能付きブロック型製造ラインの試作開発 常陽銀行

326 2508110032 茨城県 株式会社芥子屋四郎 連続式脱気技術の活用による練からしの生産工程改善と品質向上 下妻市商工会

327 2508110034 茨城県
株式会社ワールドエンジニア
リング

特許技術を活用した建設用仮設機材のロボット洗浄装置開発 茨城県信用組合

328 2508110038 茨城県 株式会社大江製作所
難形状プラスチック及び金属試作部品の高品質・高精度化・短納期のための高機能ＣＮ
Ｃ旋盤の導入

茨城県信用組合

329 2508110039 茨城県 吉久保酒造株式会社 世界戦略をもった発泡性辛口日本酒の醸造技術開発、製品開発、販路開拓事業 常陽銀行
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330 2508110040 茨城県 株式会社協立製作所 油圧シャベル用過負荷防止バルブ（リリーフバルブ）の検査精度向上 常陽銀行

331 2508110043 茨城県 株式会社幸手スプリング 医療用フレキシブルパイプ（スプリング）の加工技術の確立 常陽銀行

332 2508110044 茨城県 株式会社ロゴス 光通信用フェルール製造ラインに資する精密加工、省力化設備開発 茨城県中小企業振興社

333 2508110045 茨城県 株式会社稲見精密 自動交換式研削盤用砥石アーバーの自社開発 株式会社ディセンター

334 2508110046 茨城県 株式会社サンテクノ 歯科用スケーラチップのワンチャック加工による高品質化 常陽銀行

335 2508110047 茨城県
茨城プレイティング工業株式
会社

電子部品用接触素子の「熱処理→化学研磨→めっき」一貫生産体制の構築
茨城県中小企業振興公
社

336 2508110050 茨城県 京浜金属株式会社 アルミダイカスト品（ドアクローザー部品　等）の仕上研磨工程の自動化
茨城県中小企業振興公
社

337 2508110051 茨城県 有限会社エム・ディー・エス
新素材「二酸化塩素」による衛生環境保持及びウイルス等被害予防用大容量ゲル製品
の量産開発

常陽銀行

338 2508110052 茨城県 瑞井精工株式会社 先端医療機器向け 世界最小径マイクロモーター用　高精度位置決め部品の試作開発
茨城県中小企業振興公
社

339 2508110053 茨城県 黒田印刷株式会社
高精度レーザー加工機・ＵＶ－ＬＥＤプリンター導入による短納期かつ多様な素材への高
精度な印刷の実現

株式会社マイルストー
ン・コンサルティング・グ
ループ

340 2508110059 茨城県 株式会社コーヨー ＣＮＣ研削盤導入による工程集約と多品種変量生産の競争力強化
茨城県中小企業振興公
社

341 2508110063 茨城県 株式会社FEDLIC クライオスタット性能試験用小型ヘリウム再凝縮装置の試作開発
株式会社つくば研究支
援センター

342 2508110064 茨城県 谷口インキ製造株式会社 用紙間の裏移り防止パウダー不要のオフセット印刷用インキの開発 朝日信用金庫

343 2508110066 茨城県 みなと運送株式会社 医薬品等・食品用パレット洗浄業務の事業展開
茨城県中小企業振興公
社

344 2508110068 茨城県 株式会社河村製作所 新開発のＴ６熱処理後鍛造工法を活用した量産技術開発と増産対応
茨城県中小企業振興公
社

345 2508110073 茨城県 有限会社奥山製作所 環境に配慮した生産性3倍を実現するパイプ切断高速生産ラインの確立
株式会社つくば研究支
援センター

346 2508110078 茨城県 株式会社大貫工業所 リチウムイオン電池電極接合用高機能、高精度摩擦撹拌接合機の開発 日立商工会議所

347 2508110079 茨城県 常陽電機工業株式会社 電気制御盤製作の高効率生産を目的とした一元的生産管理システムの開発
茨城県中小企業振興公
社

348 2508110081 茨城県 株式会社安秀工業 医療機器、事務機器用板金製品の複雑形状･高性能加工対応、及び生産性向上 常陽銀行

349 2508110083 茨城県 株式会社堀田電機製作所 鉄道車両用モータコイル製造の競争力強化
茨城県中小企業振興公
社

350 2508110085 茨城県 株式会社三和精機 アルミパイプへ多スリット溝を成形する金型パンチの長寿命、低コスト製作法の開発
株式会社ひたちなかテ
クノセンター

351 2508110086 茨城県 株式会社ヨシダ
代替エネルギー関連高精密部品の短納期・低コスト製造を実現する統合製造システム
の開発

茨城県信用組合

352 2508110087 茨城県
株式会社高萩サービスセン
ター

減速機用ケーシングの精密加工に必須の三次元測定機導入
茨城県中小企業振興公
社

353 2508110092 茨城県 ダイレック株式会社 医療検査における前処理工程などの単純・繰返作業の自動化システムの試作 常陽銀行

354 2508110093 茨城県 有限会社ミトモ 新製法タイルの開発及び国内・外市場導入プロジェクト 筑波銀行

355 2508110099 茨城県 有限会社タツミ理化 理化学・医療用ガラス毛細管の口焼き処理生産工程の確立 茨城県信用組合

356 2508110101 茨城県 株式会社エム・ディー精密 金型プレートの超高精度加工実現による競争力強化と受注拡大 商工組合中央金庫

357 2508110103 茨城県
株式会社東京ハードフェイシ
ング

新型溶射装置の実用化による製鉄所熱延工場用ロール市場への参入
茨城県中小企業振興公
社

358 2508110107 茨城県
株式会社生体分子計測研究
所

細胞アッセイ試験を効率化する細胞培養観察インキュベータユニットの開発
株式会社つくば研究支
援センター

359 2508110109 茨城県 ジントレード株式会社 農業ハウス用機能性フィルムに混錬する新顔料の開発事業 筑波銀行
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360 2508110112 茨城県 太洋工業株式会社 ヒューマンエラーによる流出不良を無くす製品検査システムの構築 常陽銀行

361 2508110116 茨城県 株式会社ダンク 空気浄化装置向けの自動環境測定・分析を行うシステムの試作開発 常陽銀行

362 2508110120 茨城県 株式会社大築窯炉工業 焼成コントロールに優れた低価格改良型ガス窯の試作開発 笠間市商工会

363 2508110121 茨城県 株式会社リーゾ PCR-DGGE法による安価な土壌DNA診断サービスの開発と実用化 常陽銀行

364 2508110125 茨城県 秋山製鋼株式会社 内部応力を抑制した磨棒鋼の開発
茨城県中小企業振興公
社

365 2508110128 茨城県 株式会社樋山精線 医療用チタン合金極細線の高品質・低コスト生産技術の開発 常陽銀行

366 2508110130 茨城県 株式会社カドワキ 高周波誘導加熱装置の試作開発による低コスト化、製造環境改善 常陽銀行

367 2508110131 茨城県 スタイル・デ・スタイル 自社完全製造のプリザーブドフラワーとリペア等による販売展開 高萩市商工会

368 2508110132 茨城県 株式会社ハリガイ工業 既存の精密加工技術を多方面に生かした、工業用ゴム製品の製造・販売 筑波銀行

369 2508110133 茨城県 ヘアーズオノセ 理容店による若年層男女をターゲットとしたフェイシャルエステの提供 鉾田市商工会

370 2508110134 茨城県
ジャパンフィッテイング株式会
社

ＮＣ（数値制御）技術を取り入れた造管機※１の共同開発と大口径フレキシブルチューブ
※１製造の自動化

商工組合中央金庫

371 2508110136 茨城県 有限会社谷川クリーニング 新開発のオリジナル糊を活用した、高付加価値（香り、手触りの良さ）Yシャツの展開 神栖市商工会

372 2508110137 茨城県 株式会社サステナ PVシステムに対する革新的かつ日本初の移動式EL検査メンテナンスサービスの提供 常陽銀行

373 2508110145 茨城県 株式会社アサイン
日系中小製造業向け日本語・英語実行時切替可能なクラウド型生産管理システムの試
作開発

株式会社ひたちなかテ
クノセンター

374 2508110148 茨城県
株式会社ダイイチ・ファブ・テッ
ク

不自由な身体箇所に対応したリハビリ用歩行補助車の試作・供給体制の確立 常陽銀行

375 2508110149 茨城県 ミサワ医科工業株式会社  新技術の植物性樹脂製医療器具の高効率製造技術の開発
茨城県中小企業振興公
社

376 2508110152 茨城県 清峰金属工業株式会社 ニップ方式による厚板材の切断を可能とするスリッターの開発 常陽銀行

377 2508110158 茨城県 アクモス株式会社
消防通信指令向けの低価格で高機能かつ運用コストを抑えた車両動態管理システムの
試作開発

株式会社ひたちなかテ
クノセンター

378 2508110160 茨城県 株式会社旭製作所 火力発電用設備に使用される難加工材の溶接・熱処理技術の確立 常陽銀行

379 2508110162 茨城県 府中誉株式会社
発酵由来の淡く心地よい炭酸を残す技術確立による全く新しいテイストの日本酒試作開
発

商工組合中央金庫

380 2508110167 茨城県 シグマテクノロジー有限会社 ナノバブル活用超急速金属表面酸化装置および金属と樹脂の接合技術開発
茨城県中小企業振興公
社

381 2508110175 茨城県
リビングイメージ株式会社
株式会社光影写

クラウド支援型映像配信システムの開発（CCS/クラウドカメラシステム）
株式会社つくば研究支
援センター

382 2508110180 茨城県 ファステック株式会社 特装車両の荷役装置部品加工の自動化による生産体制の確立 筑波銀行

383 2509110003 栃木県 株式会社晃和 新羽子板ボルト（仮称：木痩追従型羽子板ボルト）の開発および事業化 足利銀行

384 2509110006 栃木県 第一酒造株式会社 小規模酒蔵でも可能な通年醸造による海外向け高品質「しぼりたて新酒」の製造 足利銀行

385 2509110008 栃木県 トーユー・プラス株式会社 　新たな複合成膜技術および一貫生産体制の確立による医療分野進出の足固め 足利小山信用金庫

386 2509110009 栃木県 株式会社サン テクノロジー ボーイング737：機械加工部品の増産対応及び生産性の強化 鹿沼商工会議所

387 2509110010 栃木県 株式会社井上清吉商店
栃木県産米を100％使用した高付加価値清酒の品質向上と国内外ニーズに応える生産
性強化計画

足利銀行

388 2509110014 栃木県
有限会社ケーエスプランニン
グ

コンクリート建造物の劣化状況を、正確・安全に調査する新技術の事業化 栃木信用金庫

389 2509110017 栃木県 冨士電球工業株式会社 放電タイプ集魚灯(メタルハライドランプ)の品質向上と低コスト化への製造ライン改善 伊予銀行
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390 2509110018 栃木県 オークボコーテツ株式会社 自動車部品の精度向上に資する金型部品の製法開発と競争力強化 栃木銀行

391 2509110019 栃木県 エーシーエム栃木株式会社
フェーズドアレイ方式の反射型超音波探傷設備導入による航空機複合材部品の受注確
保

商工組合中央金庫

392 2509110020 栃木県 株式会社石井機械製作所 ＣＡＤＣＡＭ及びシュミレーションシステム導入により航空機部品の新分野開拓 商工組合中央金庫

393 2509110023 栃木県 有限会社黒磯製作所 マシニングセンタによる難削材への極細斜め深穴加工による付加価値向上事業 野崎仁剛税理士事務所

394 2509110027 栃木県 新和興業株式会社 高度プラスチック成型技術の確立による高級車内装部品量産体制の構築 足利銀行

395 2509110028 栃木県
サンヨーエンジニアリング株式
会社

レーザー加工機導入による微細加工対応の生産体制の整備 東京中央経営株式会社

396 2509110029 栃木県 株式会社栗崎歯車製作所 型彫り放電加工機による止まり穴への各種歯車加工技術の確立 足利銀行

397 2509110030 栃木県 ミツワ精機有限会社 医療用特殊注射針高精度カスタムメイド製造装置短納期開発システム 鹿沼相互信用金庫

398 2509110031 栃木県 菊地歯車株式会社 専用多軸ＮＣ歯車面取盤導入による日産自動車系試作開発歯車の獲得 商工組合中央金庫

399 2509110036 栃木県 株式会社東京フード 干し芋の革新的製造と商品化を実現する為の新規設備の構築及び販路拡大事業 足利銀行

400 2509110041 栃木県
株式会社エヌアールエンジニ
アリング

サイクロン方式による光学レンズ用研磨材のリサイクル装置の開発 鹿沼相互信用金庫

401 2509110042 栃木県 有限会社深澤製餡所
小豆サポニンを用いた痛風発症予防サプリメントの製造及び販路拡大の革新的新規事
業

栃木銀行

402 2509110043 栃木県 株式会社オオハシ 樹脂製「敷板」の廃棄樹脂の活用及び使用済み敷板のリサイクルシステム 横浜信用金庫

403 2509110047 栃木県 すがたかたち
新市場を開拓する、量産型で高品位な木製ドアハンドル•手すりの形状デザインとンン取り付
け構造の試作と研究開発。

栃木銀行

404 2509110052 栃木県 三福工業株式会社
【国産初】高い難燃性・省エネルギー性能を有する高断熱配管カバーゴムスポンジの開
発

足利銀行

405 2509110057 栃木県 株式会社湯原製作所 航空・宇宙分野で『パイプ塑性加工製品』品質保証強化で差別化を図る 栃木銀行

406 2509110059 栃木県 株式会社プラモールド
最新の放電加工機導入と固有技術の組合せによる加工技術高度化と生産リードタイム
の短縮

群馬銀行

407 2509110061 栃木県 サワ精機株式会社 ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ導入による内視鏡部品の受注拡大と高収益の実現 足利銀行

408 2509110063 栃木県
株式会社ウエルシーライフラ
ボ

地元農産品などを応用した“永遠に麗しい素肌が保てる”安心、安全、安価な防腐剤、界
面活性剤など一切無添加、敏感肌用化粧品の研究、開発、企画、製造、販売。

栃木銀行

409 2509110068 栃木県 株式会社栃木日化サービス 業界初、省設置スペース『汚物浄化機能付き高性能仮設トイレユニット』の開発 足利銀行

410 2509110070 栃木県 株式会社内山製作所 農業用機械部品の納期対策による新規量産商品の受注確保と競争力強化
税理士法人　澤田会計
事務所

411 2509110071 栃木県 東京フォ－ミング株式会社 レジャー用品の商品開発で自社ブランド確立と事業拡大 足利銀行

412 2509110072 栃木県 日本プラスター株式会社 遮熱効果を有する外壁用高耐久性漆喰に関する研究開発 商工組合中央金庫

413 2509110073 栃木県 惣誉酒造株式会社 高品質「生酛(きもと)仕込純米大吟醸」の増産による輸出力強化と海外市場の拡大 税理士法人　小滝会計

414 2509110074 栃木県 株式会社ホリス 栃木県産ゆずから抽出するオイル等を使った新商品開発及び販売 栃木銀行

415 2509110080 栃木県 中里建設株式会社 安全性と効率性を高度化した水道管内ピグ洗浄システムの研究開発
Ｓ・Ｍ・Ａコンサルティン
グ

416 2509110081 栃木県 アークテック株式会社 高い信頼性を実現する水処理装置筐体の開発による環境機器市場への参入 足利銀行

417 2509110082 栃木県 有限会社島田製作所 チタン合金を用いた医療機器用部品の安定的高効率量産加工体制の確立 足利小山信用金庫

418 2509110087 栃木県 鶴貝捺染工業有限会社
幅広経糸捺染技術確立によって足利銘仙の復活を実現し衣料・インテリアへの市場展開
を行う

足利小山信用金庫

419 2509110092 栃木県 株式会社前田工業 浄化槽の外槽成形のためのＦＲＰ自動吹付け技術の開発による納期短縮と増産 足利銀行
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420 2509110095 栃木県 株式会社環境管理研究所 世界初！オンサイト型石綿完全無害化処理装置の開発 栃木銀行

421 2509110097 栃木県 有限会社小林製作所
ダイヤモンドの次に硬いといわれている超硬合金の新切削加工技術を開発し、市場の開
拓をすることにより受注量アップを目指す

足利銀行

422 2509110100 栃木県 有限会社小林製作所 CNC複合自動盤の導入による低コスト・高精度な製造体制の構築 鹿沼相互信用金庫

423 2509110102 栃木県 株式会社宇井精密製作所 微細難加工製品に対する射出成形加工の生産技術開発 商工組合中央金庫

424 2509110105 栃木県 やまこ産業株式会社 「エキスペラー搾油装置による食品副産物の再生油脂・飼料化事業の高度化」 群馬銀行

425 2509110109 栃木県 有限会社明宏製作所
高精度ワイヤー放電加工機によるエネルギー分野向け部品の試作と、スクラップレス精
密プレス金型の短納期化・低コスト化

栃木銀行

426 2509110113 栃木県 天鷹酒造株式会社 高付加価値酒類・食品用連続式高温殺菌装置の導入による生産性強化と高品質化 足利銀行

427 2509110115 栃木県 荒川木材工業有限会社 建設現場で簡易に施工可能な造作物組み込み型石膏ボードパネルの製品化 鹿沼相互信用金庫

428 2509110116 栃木県 有限会社高橋製作所 常識に挑戦！ロボット溶接機の導入による破壊検査工程削除工法の確立
小野寺浩一公認会計士
税理士事務所

429 2509110117 栃木県 北関酒造株式会社 海外輸出用清酒の高品質化、生産性強化およびコスト削減による市場拡大 栃木信用金庫

430 2509110118 栃木県 株式会社野中工業所 熟練技術を分析し、標準作業確立で、組合せ軸受の生産性向上と一貫生産を獲得。 足利銀行

431 2509110119 栃木県 三上化学製鎖株式会社 試作段階からのプラスチック金型生産による短納期・低コスト実現と事業拡大 足利銀行

432 2509110120 栃木県 株式会社篠原製作所 海底資源発掘への試掘器（ピストン・コアサンプラー）製造の高効率高機能化 鹿沼相互信用金庫

433 2509110122 栃木県 丸信金属工業株式会社 装飾用アルミ製品への多様なニーズに対応する表面処理加工技術の高度化 足利小山信用金庫

434 2509110125 栃木県 株式会社カルックス 低倍率発泡による高機能発泡スチロール製品の開発・製造と歩留向上 鹿沼相互信用金庫

435 2509110127 栃木県 株式会社メックス 非接触移動量計測センサと計測器の開発による危険環境下での計測市場の獲得 足利銀行

436 2509110131 栃木県 協立機興株式会社 航空機部品加工の生産性改善、低コスト化への特別仕様生産設備導入 群馬銀行

437 2509110132 栃木県 株式会社大正光学 ガラス製光学レンズの電気脱塩式純水製造設備を用いた軟硝材洗浄方法の開発 足利銀行

438 2509110133 栃木県 シンテックス株式会社 新型いす式階段昇降機の開発 足利銀行

439 2509110134 栃木県 浩野工業株式会社 ＮＣプレスブレーキの導入による金属板曲げ加工技術の向上と競争力強化 栃木信用金庫

440 2509110135 栃木県 株式会社TANOI
歯科用ハンドピースの新製品開発需要に対する最適な部品製造ライン構築による試作
品受注獲得に伴う全体受注量の拡大

商工組合中央金庫

441 2509110140 栃木県 油伝味噌株式会社 低塩かつ米麹の糖化力を活かした甘みその開発及び田楽等への利用 足利銀行

442 2509110141 栃木県 日瓢礦業株式会社 多品種小ロット短納期に対応した珪砂自動袋詰パレタイジングシステム 鹿沼相互信用金庫

443 2509110142 栃木県 日本電子工学株式会社 作業の安全を目的とした超音波センサを利用した接触防止装置開発事業 栃木信用金庫

444 2509110144 栃木県 二渡レース株式会社
機能性と意匠性に富んだ新しい服飾用レース糸素材の開発と編成技術の確立による新
市場開拓

足利銀行

445 2509110147 栃木県 有限会社武居製作所
オフラインティーチングシステムと溶接ロボット導入による多品種少ロット部品の短納期
一貫生産化

栃木信用金庫

446 2509110156 栃木県 フェリック株式会社 医療用温感・熱シップ用粘着剤、粘着シートの開発及び製造 商工組合中央金庫

447 2509110157 栃木県 宮本工業株式会社 最軽量を目指す新幹線用ケーブルコネクターマグネシウム鍛造品の試作開発 商工組合中央金庫

448 2509110158 栃木県 株式会社島崎酒造
海外市場販路拡大に向けた日本食を引き立てる 高品質オンリーワン純米酒「洞窟酒」
開発

烏山信用金庫

449 2509110159 栃木県
株式会社スズキプレシオン
株式会社白鵬

コバルトクロム合金製のカスタムメイドインプラントの精密加工システムの構築 鹿沼相互信用金庫
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450 2509110160 栃木県 有限会社ツカサ化学 高効率な再生プラスチックリサイクルペレットの製造プロセスの実現 栃木銀行

451 2509110164 栃木県 エスティーキコウ株式会社 コンクリート構造物の修復と劣化抑止に優れた高粘度高圧注入工法の開発試作 鹿沼相互信用金庫

452 2509110165 栃木県 株式会社祐宏舎
PTFE(テフロン樹脂)丸棒材料内製化開発と充填剤入りPTFE製品量産による体質改善事
業

大田原信用金庫

453 2509110171 栃木県 青源味噌株式会社 高品質低コストの業務用減塩味噌の開発 足利銀行

454 2509110174 栃木県 菊の里酒造株式会社 海外市場を視野に入れた「芳醇辛口純米酒」の開発
ＵＩ志援コンサルティン
グ

455 2509110175 栃木県 有限会社真京精機  自動車部品のグローバル市場で勝ち残る低コスト、高品質加工の実現 栃木銀行

456 2509110181 栃木県 株式会社外池酒造店 首都圏・海外市場をターゲットとする新鮮で若々しい清酒の開発 商工組合中央金庫

457 2510110001 群馬県 株式会社古川製作所 『自動車用ロボット生産設備の開発段階での事前シュミレーションシステム』の開発 群馬銀行

458 2510110003 群馬県 株式会社シミズプレス 難加工材チタンのバリ最小化・ドライプレス加工を実現する超精密金型の開発 群馬県産業支援機構

459 2510110004 群馬県 株式会社美原 建築・土木業界における仮設機材の需要増に対応したプレス部品の生産能力増強事業 東和銀行

460 2510110008 群馬県 共栄精機株式会社 研削技術の高度化による市場の拡大 群馬銀行

461 2510110009 群馬県 システム・アルファ株式会社 地域社会における日常生活や緊急災害時などのＩＣＴ支援 東和銀行

462 2510110010 群馬県 朝倉染布株式会社 ナイロンにインクジェットで加工した、多彩で柔かいスポーツインナー素材等の開発 向田会計

463 2510110011 群馬県 株式会社藍原精機 精密加工技術力を活用した医療・介護用機器部品及びユニットの試作、開発 群馬銀行

464 2510110012 群馬県 有限会社桒原製作所 金型設計・製造技術によるＥＶ、ＨＶ車向け高電圧用インサート成形の構築 高崎市新町商工会

465 2510110015 群馬県
株式会社日本アクチュエータ
工業

急増する環境対応サブミクロン部品の不良ゼロ生産体制の確立 群馬伊勢崎商工会

466 2510110016 群馬県 株式会社キンセイ産業 環境プラント集中遠隔監視システムの開発 群馬銀行

467 2510110019 群馬県 大旺工業株式会社 次世代医療機器開発の可能性を拡げる難加工素材部品の試作開発 商工組合中央金庫

468 2510110020 群馬県 株式会社岩崎工業 炭酸ガス冷媒活用製品の販売促進に向けた耐圧試験システムの開発 太田市新田商工会

469 2510110022 群馬県 三和電機株式会社 厳しさを増す顧客からの省エネ要求に適用した高効率ＤＣブラシレスモータの開発 群馬銀行

470 2510110025 群馬県 株式会社小間工業 燃料電池自動車の量産化を加速する高圧水素充填用精密部品の低コスト・高品質化 群馬銀行

471 2510110028 群馬県 株式会社ナカジマ 燃料電池システムの部品（セパレータ）の試作開発 桐生信用金庫

472 2510110029 群馬県 株式会社北原製作所 トラック用トランスミッション部品製造におけるＮＣ旋盤工程の短縮化ラインの開発 東和銀行

473 2510110030 群馬県 株式会社國分 砕砂サイズコントロールと分級精度向上による顧客要求を満たした製品開発
高崎総合コンサルタン
ツ

474 2510110031 群馬県 株式会社大白
各サイズに対応し、端面加工、アルゴンガス吹付を一体化した社会的安全性の高い
チューブ溶接

岡部　雅之

475 2510110033 群馬県 株式会社錦野金型工業 大型高精密金型の短納期対応型加工システムの開発 群馬銀行

476 2510110035 群馬県 長谷川有機株式会社 歩留まりと金型寿命を飛躍的に高めるガス排気によるプラスチック低圧成形技術の開発 足利銀行

477 2510110037 群馬県 株式会社誠和製作所
安全性能をより向上させた高速鉄道車両用ブレーキ部品の試作・開発と風力発電ブレー
キへの技術の横展

館林商工会議所

478 2510110039 群馬県 岡部工業株式会社 溶接熱ひずみと残留応力を事前予測する筐体用解析システムの構築 東和銀行

479 2510110041 群馬県 相沢鉄工株式会社 全自動式極小径パイプ切断・面取り加工ラインの開発 太田市新田商工会
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480 2510110043 群馬県 株式会社ウエノテクニカ
国内カーメーカー量産用設備向け５軸制御マシニングセンタ導入におけるリードタイム短
縮化

東和銀行

481 2510110044 群馬県 株式会社グンエイ 航空機部品受注拡大に向けた難切削材精密加工技術の開発 足利銀行

482 2510110045 群馬県
富士エンヂニアリング株式会
社

多形状認識及び把持の為のロボットハンド装置の開発 東和銀行

483 2510110046 群馬県 株式会社エム・エス・ケー 配管用鋼管継手部のフレア多段一体成形加工用機械設備装置の試作開発 群馬銀行

484 2510110048 群馬県 末広電器株式会社 環境と健康に配慮した新型粉体塗装設備導入による防護柵の安定供給 群馬銀行

485 2510110051 群馬県 株式会社市川工業所 穴開けのせん断面、板厚85％以上確保したプレス部品の開発 群馬銀行

486 2510110052 群馬県 島津工業有限会社 産業機械用エンジン部品マシニング加工進出による付加価値向上事業 東和銀行

487 2510110054 群馬県 有限会社栄精工 連続加工化の実現による金型製作の高効率化 東和銀行

488 2510110056 群馬県 株式会社ジィテックシステム 医療機器用特殊極小ピッチ内歯車のバリ無し、大量生産技術の開発 群馬銀行

489 2510110058 群馬県 株式会社茂木工業所 精密板金のバリ取り技術の高度化によるシェアの拡大と競争力強化 群馬銀行

490 2510110059 群馬県 有限会社大出製作所 次世代自動車向けオイルポンプボディ部品生産能力強化事業 東和銀行

491 2510110060 群馬県 株式会社協栄製作所 難加工材に対応した高精度及び短納期を実現するプレス加工用金型技術開発 群馬銀行

492 2510110062 群馬県 株式会社川上製作所 次世代自動車用試作開発部品製造における工程削減・着脱回数削減による高度化 千代田町商工会

493 2510110063 群馬県 株式会社東京測器研究所 水素用ひずみゲージの開発と製品化 群馬県産業支援機構

494 2510110066 群馬県 株式会社成電工業 植物工場における低カリウム野菜の多品種化とコストダウンを目指した技術開発 東和銀行

495 2510110067 群馬県 共和産業株式会社 高生産型マシニングセンター導入による高効率生産システムの構築 商工組合中央金庫

496 2510110070 群馬県 トネックス株式会社 「次世代エコカー用・空調装置」のドア操作用の低騒音アクチュエータの開発 商工組合中央金庫

497 2510110071 群馬県 株式会社柳田鉄工所 戦略的ロールHEM拡販に向けた、ロボットシミュレーションシステムの導入。 東和銀行

498 2510110072 群馬県 株式会社イトス 廃棄物を使用した教育プログラムの事業化 永田　智彦

499 2510110073 群馬県 株式会社ティー・エス・ケー 電子基板アッセンブリ製品におけるポリイミドテープ除去装置の導入 東和銀行

500 2510110074 群馬県 サンヨー株式会社
半導体製造装置向けの流体コントロールバルブにおける切削加工技術および生産性の
向上

東和銀行

501 2510110075 群馬県 株式会社小池鉄工 建築鉄骨の高品質・低コスト・短納期化による競争力強化の実現 板倉町商工会

502 2510110081 群馬県 金井電器産業株式会社 制御部一体型小型ポインタの開発 東和銀行

503 2510110082 群馬県 株式会社食環境衛生研究所
環境測定、農畜水産物及び加工食品等の重金属多元素同時分析による安価で高精度
な安全性確認検査及び家畜の疾病診断技術の開発

東和銀行

504 2510110083 群馬県 株式会社協和 自動車・住宅設備部品のプラスチックめっき製品における仕上げ加工の機械化開発 群馬銀行

505 2510110086 群馬県 群馬合金株式会社 ダイカスト製品における内部欠陥を抑制する技術開発 群馬銀行

506 2510110100 群馬県 株式会社吉田鉄工所 自動車部品の部品加工機導入による生産の自動化システムの構築 東和銀行

507 2510110102 群馬県 株式会社ダックス 豚カシラ肉製造業界初の異物混入率0％化製造ラインの構築 群馬伊勢崎商工会

508 2510110106 群馬県 株式会社アドテックス バイオ技術を駆使した「医療用酵素洗浄剤」と「洗浄機」の開発 東和銀行

509 2510110108 群馬県 浅間酒造株式会社 地元産酒造好適米による新商品開発 東和銀行
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510 2510110116 群馬県 株式会社アポロ技研
環境・エネルギ－・健康・医療分野機器用チップインダクタ巻線機の国際力向上の為の
開発

群馬銀行

511 2510110120 群馬県 鳥山畜産食品株式会社 多様な消費者ニーズに対応する「うまみ」基準での牛肉新販売方法の開発 株式会社レジリエンス

512 2510110123 群馬県 手島精管株式会社 安定した流量で投薬できるミクロン精度のステンレスチューブ製品の開発 スガイ会計

513 2510110130 群馬県 有限会社豊栄金型製作所 プラスチック製食器具生産用新方式ホットランナー成形金型の開発 群馬銀行

514 2510110135 群馬県 三洞製線株式会社 顧客拡大と技能伝承の両立を達成するための新規設備導入 群馬銀行

515 2510110140 群馬県 株式会社豊田技研 光輝アルミ材を使用したプレス成形による自動車照明用リフレクターの工法開発 東和銀行

516 2510110143 群馬県 ヨシモトポール株式会社 機能性作物の大量栽培システム及び加工技術の確立 群馬銀行

517 2510110144 群馬県 株式会社蛋白精製工業 蛍光タンパク質産生細胞を利用した生体物質の新定量法の開発 東和銀行

518 2510110145 群馬県 株式会社柴田合成 短時間滅菌および無残水を実現する医療用樹脂製滅菌トレイの開発 群馬銀行

519 2510110146 群馬県 マルシン産業株式会社 特殊加工ベルト及びそれを利用した機構・装置の開発力・生産能力の向上 群馬県信用組合

520 2510110147 群馬県 株式会社山岸製作所 デジタル回転機構による薄肉ベアリング保持器の高精度窓抜き加工法の開発 高崎信用金庫

521 2510110148 群馬県 牧野酒造株式会社 カルバミン酸エチルの生成を低減した安心・高品質な次世代清酒の試作開発 群馬銀行

522 2510110150 群馬県 株式会社池田製作所 回生協調ブレーキシステム部品の高品質化 群馬銀行

523 2510110154 群馬県 石坂電器株式会社 冷熱回路用配管継ぎ手端末形状の開発 東和銀行

524 2510110160 群馬県 石関プレシジョン株式会社 微細精密プレス部品の低コスト生産技術の開発 群馬銀行

525 2510110162 群馬県 シロテックス株式会社 無機繊維織物を用いた揮発性有機化合物除去フィルターの開発 群馬銀行

526 2510110166 群馬県 株式会社稲川
高性能搬送ロボット導入による自動車マフラー部品プレス加工の生産性向上とコスト低
減の実現

東和銀行

527 2510110170 群馬県 株式会社タイヨー ロングシャフト（大型航空機用エンジン部品）の加工工程の受注 しののめ信用金庫

528 2510110174 群馬県 株式会社トーエイ ホットチャンバーダイカストマシン導入による高付加価値製造への取組 群馬銀行

529 2510110176 群馬県 株式会社村田工業 自動車部品の素材形状変更による加工時間短縮及び材料削減の実現 横浜銀行

530 2510110178 群馬県 日帝無線株式会社 無指向振動センサの超薄型化とリフローはんだ対応化 群馬銀行

531 2510110180 群馬県 株式会社浅野 破砕プラント無線遠隔制御監視システムの開発 群馬銀行

532 2510110184 群馬県 株式会社ワーテックス 高圧連携用昇圧変圧器付き太陽光用パワーコンディショナーの試作開発 群馬銀行

533 2510110187 群馬県 株式会社タカノ 使い捨て医療器具の低コスト化を図る超微細絞りパンチの試作開発 栃木銀行

534 2510110191 群馬県 株式会社ワカキヤ 地場野菜を使った「やわらかキット食品」の開発と販売システムの構築 大泉町商工会

535 2510110199 群馬県 株式会社ソーイングボックス 介護施設職員向け「オリジナルユニフォーム製作サービス」の提供 東和銀行

536 2510110200 群馬県 エムティーエス株式会社 医療・通信機器の高度化に寄与するナノレベルでの保証体制の確立 東和銀行

537 2510110201 群馬県 石井商事株式会社 革新的オンサイト型地球水再生活性化装置の開発 群馬銀行

538 2511110004 埼玉県 礎電線株式会社 独自の圧延・塗装技術を融合した高精度で広幅な平角銅線の生産 埼玉りそな銀行

539 2511110011 埼玉県 株式会社ペッカー精工 植物由来生分解性樹脂・超臨界発砲成形を用いた高輝度蓄光式誘導標識の開発 埼玉りそな銀行
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540 2511110018 埼玉県 有限会社佐々野製作所 砥石台金の新試作開発及び生産効率・低コスト化による競争力強化 鴻巣市商工会

541 2511110020 埼玉県 株式会社ユーアイ社
高度混練技術を用いた太陽電池向け高機能マスタバッチの開発による太陽電池市場へ
の進出

埼玉りそな銀行

542 2511110029 埼玉県 株式会社トウメイ 金属印刷におけるキズ・黒点の発生解析とウイケット開発事業 群馬銀行

543 2511110034 埼玉県 株式会社フジキン 自動車用ステアリングジョイント部品の生産能力強化事業 福岡しのぶ

544 2511110036 埼玉県 株式会社エーティーエー 治療用途向け高精度の非侵襲血糖計測システムの試作開発 埼玉りそな銀行

545 2511110040 埼玉県 株式会社優良パルプ 多種の廃棄植物材料を原材料とするパルプ製造サービスの事業化 埼玉縣信用金庫

546 2511110042 埼玉県
株式会社先端力学シュミレー
ション研究所

金属材料データベースと仮想プレス成形シミュレータ環境の構築 和光市商工会

547 2511110044 埼玉県 有限会社天ヶ瀬工業 ＮＣ自動旋盤機を導入した高精度モーターブラケット等の安定的供給体制の構築 埼玉りそな銀行

548 2511110051 埼玉県 株式会社デサン ＵＶインクジェット機による生産性向上と高付価値製品の供給
一般社団法人日本経営
士会

549 2511110052 埼玉県 有限会社横矢製作所
大手シャッターメーカーのニーズに応えるベンディングマシン導入による納期の大幅短縮
と製品精度の向上

東和銀行

550 2511110054 埼玉県 株式会社青木科学研究所 ＣＯ２・エネルギー削減を可能とするダイカスト用の固体潤滑剤の開発 商工組合中央金庫

551 2511110058 埼玉県 株式会社トライラルパーク 動力伝達用歯車強度予測のための噛み合い解析専用ソフトウエア開発 埼玉縣信用金庫

552 2511110064 埼玉県 株式会社三勝設備工業所 生産能力増強による空調・排煙ダクトの超短納期サービス 中川憲一郎

553 2511110068 埼玉県 エムエスシー製造株式会社 リチウムイオン電池電極板用切断機の高品質低コスト化の追及 埼玉縣信用金庫

554 2511110070 埼玉県 株式会社上田鉄工所 高精度切削加工技術を活かした自動車用試作部品製造における新工法・新技術の開発 東和銀行

555 2511110071 埼玉県 株式会社秋山
競争力強化を目的とした高精度マシニングセンター導入による製品精度向上および加工
時間効率化

埼玉りそな銀行

556 2511110072 埼玉県 株式会社ビッグベアー ５軸制御型ＮＣルーター導入による特殊木質製品（建材）製造ライン増設事業 税理士法人ＡＣＳ

557 2511110075 埼玉県 株式会社松田木型製作所 鋳造用木型製作の生産能力増強・技術者の育成、雇用への取り組み 足利銀行

558 2511110077 埼玉県 中里歯車工業株式会社 「スカイビング工法による大型歯車」の試作開発 青木信用金庫

559 2511110078 埼玉県 昭和技工有限会社 狭い作業現場でも配管を容易に繋ぎ合せ溶接できる簡易治具の開発 杉中恒彦

560 2511110079 埼玉県 株式会社エムアイ精巧 薄板ステンレスのプレス加工による増肉・減肉品量産技術の確立
税理士法人大久保事務
所

561 2511110083 埼玉県 山田研磨工業所 コンパクトマシニングセンター導入による生産性向上の取組み 庄和商工会

562 2511110084 埼玉県 株式会社よこい 洗えてお洒落な新素材幼稚園制帽の商品開発完結
協同組合さいたま総合
研究所

563 2511110088 埼玉県 株式会社福島紙器製作所 オンデマンドパッケージの低コスト化を実現する２４時間生産体制の確立 足立成和信用金庫

564 2511110091 埼玉県 株式会社上尾技研 金属加工の超薄型加工技術による電池部品等の金型製造 埼玉縣信用金庫

565 2511110092 埼玉県 株式会社芳賀技研工業 大型セグメント継手部に埋設される特殊インサート継手の製造 埼玉りそな銀行

566 2511110093 埼玉県 株式会社エイブル 「自社生産一貫体制の確立」を実現するためのソフト・工作機械の導入 行田商工会議所

567 2511110094 埼玉県 株式会社高純度化学研究所 化合物系太陽電池用　次世代光吸収層材料の量産製造技術の開発
公益財団法人さいたま
市産業創造財団

568 2511110095 埼玉県 株式会社矢口製作所 立型マシングセンタによるハイブリッド建設機械用増速器の生産性改善 商工組合中央金庫

569 2511110096 埼玉県 株式会社山口製作所 ＮＣ旋盤導入による安価で外れにくいピアス用キャッチの開発、量産計画。 東京東信用金庫
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570 2511110097 埼玉県 有限会社ウェック バイオマス燃料を用いた移動式小型ペレットピザ窯の試作開発 武蔵野銀行

571 2511110098 埼玉県 有限会社中澤塗装工業 新塗装機械設備の導入と運用技術蓄積による新たなビジネスへの挑戦
協同組合さいたま総合
研究所

572 2511110105 埼玉県 株式会社東京チタニウム ５軸MC導入による高精度・複雑形状なチタン製医療製品の開発 埼玉りそな銀行

573 2511110110 埼玉県 株式会社スガモ技研 金型用小径ピンの寸法公差１～４マイクロメートルの高精度研削加工 常陽銀行

574 2511110111 埼玉県 東友テクニカ株式会社 ステンレス筺体の高効率交流電動機の開発及び製品化 埼玉りそな銀行

575 2511110118 埼玉県 株式会社興伸工業 在宅医療・介護に最適化した大型吸引機（痰等の分泌物用）の開発 埼玉県信用金庫

576 2511110119 埼玉県 秩父技研工業株式会社 短納期化実現のための切削/研削一体加工による高性能建機部品試作開発 東和銀行

577 2511110120 埼玉県 江東電気株式会社 UV照射技術を用いた、液晶ポリマー（ＬＣＰ）への直接めっき 商工組合中央金庫

578 2511110123 埼玉県 共栄産業株式会社 低圧ホース製品に係る開発技術の高度化と短納期化による受注拡大 商工組合中央金庫

579 2511110127 埼玉県
株式会社ノースコーポレーショ
ン

さいたま産ヨーロッパ野菜を用いた冷凍惣菜開発による小売事業展開
さいたま市産業創造財
団

580 2511110128 埼玉県 株式会社エイ・エス・エイ・ピイ 次世代パワー半導体やLED等の省エネルギーのための新規露光装置の開発 武蔵野銀行

581 2511110129 埼玉県 株式会社鈴や商事 牛乳宅配網との連動による高齢者生活支援＆見守り（安否確認）サービス 黒岩史郎税理士事務所

582 2511110134 埼玉県 株式会社ベルニクス 電動アシスト自転車向けワイヤレス充電システムの開発
さいたま市産業創造財
団

583 2511110139 埼玉県 株式会社東部重機 大型重機に対する修理・メンテナンスのスピード対応サービスの実現。 東和銀行

584 2511110143 埼玉県 有限会社ボルタック 高濃度純銀イオン水製造見える化研究事業 彩の国総合研究所

585 2511110146 埼玉県 株式会社エンルート 閉所空間を飛行可能な直接操作型新型マルチコプタの開発 武蔵野銀行

586 2511110148 埼玉県
三笠産業株式会社　春日部工
場

地盤締固め用建設機械、新型バイブロコンパクターの生産拡大事業 埼玉りそな銀行

587 2511110151 埼玉県 石川鋼材株式会社 熱変位による微細な位置ずれを抑制可能な穴あけ加工技術の開発 東京中央経営株式会社

588 2511110153 埼玉県 カシュー株式会社 バイオマス比率90％以上かつ価格5割安のフェノール樹脂成形材料の開発 むさし税理士法人

589 2511110156 埼玉県 日新精機株式会社 特殊光学系測定器及び砥粒流動研磨機の導入による微細精密冷間鍛造金型の製作 埼玉りそな銀行

590 2511110158 埼玉県 株式会社アールエフデザイン
高齢者や障害者及び防災・介護用途に活用できる無線通信による双方向大音量イン
ターコム装置の開発

深谷商工会議所

591 2511110161 埼玉県 有限会社小金沢製作所 介護ロボット向け精密部品加工用「精密コレットチャック」の試作開発 八十二銀行

592 2511110162 埼玉県 有限会社成起工業所 異型把握治具開発による、高難易度異型鋳物加工事業への応用展開 常陽銀行

593 2511110163 埼玉県 吉野電化工業株式会社 両面黒色めっきを使用した光透過性に優れた透明電磁波シールドの開発 商工組合中央金庫

594 2511110167 埼玉県 株式会社オカモト 生産プロセスの点検による切削加工の能力向上による「全体最適化」 埼玉りそな銀行

595 2511110169 埼玉県 株式会社ＰＥＣ 地中熱利用型冷暖房設備普及のための先進的掘削機導入事業 東和銀行

596 2511110175 埼玉県
インテグレーションテクノロ
ジー株式会社

開発工程におけるＣＡＥリソースの利用状況を‘見える化’するモニタープログラムの開発 和光市商工会

597 2511110180 埼玉県 株式会社Ｇ.Ｗ.ＪＡＰＡＮ 小ロット多品種対応のためのレーザ加工機開発 埼玉りそな銀行

598 2511110181 埼玉県
株式会社ウェルディングアロイ
ズ・ジャパン

発電設備等に用いられる竪型ミル補修用遠隔溶接装置の開発 埼玉りそな銀行

599 2511110182 埼玉県 協育歯車工業株式会社 他部品と一体となった複雑設計の複合体扇形かさ歯車の開発 朝日信用金庫
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600 2511110183 埼玉県 株式会社セイロジャパン プラスチック業界の夢！難形成材料のＣＡＥ解析を可能にする技術開発 千葉銀行

601 2511110184 埼玉県 株式会社オルタライフ ランフラットタイヤ対応低コスト・小型タイヤチェンジャーの開発 埼玉県信用金庫

602 2511110187 埼玉県 株式会社二光製作所 薄肉材の超精密板金生産システムの構築による信頼性向上および短納期化の実現 アップストリーム

603 2511110190 埼玉県 リングアンドリンク株式会社 高精度トルク変換器の開発 埼玉りそな銀行

604 2511110191 埼玉県 小暮ゴム株式会社 製造環境に配慮した高品質なゴム精錬のための新ラインの増設 松本英伸

605 2511110193 埼玉県 たつみ印刷株式会社 オンデマンド印刷による小冊子製本の即納サービスの構築 深谷商工会議所

606 2511110196 埼玉県 カネパッケージ株式会社 紙繊維である段ボールの、ＣＡＤデータを活用した迅速な試作品開発 首都圏産業活性化協会

607 2511110197 埼玉県 株式会社大宮マシナリー 形状測定器導入による複雑形状部品の高精度精査システムの構築。 東和銀行

608 2511110198 埼玉県
日本エレベーター製造株式会
社

中規模ＦＭＳ（３Ｄ－ＣＡＤ連携と溶接ロボットによる板金加工） 商工組合中央金庫

609 2511110199 埼玉県 株式会社豊成産業 印刷デザインを成形品に転写する「浸透印刷」で新たなマーケティング開拓へ 埼玉りそな銀行

610 2511110201 埼玉県 アンテナ技研株式会社 処理能力を４倍に高めた業務用特殊通信デバイスの設計システムの構築
さいたま市産業創造財
団

611 2511110202 埼玉県
シオンダイヤモンド工業株式
会社

電気炉・成型研削盤導入による高性能砥石の製造販売及び難加工材・新素材への対応
強化

東和銀行

612 2511110204 埼玉県 株式会社高速 伝票作成機械の革新的改造による効率化 埼玉りそな銀行

613 2511110206 埼玉県 有限会社テクニカルアーツ 電解砥粒研磨技術を用いた高性能打ち抜き丸刃の開発 藤岡壮志

614 2511110207 埼玉県
ワックデータサービス株式会
社

海外繊維機械市場でのシェア拡大を実現する設備の導入 商工組合中央金庫

615 2511110208 埼玉県 日本特殊光学樹脂株式会社 革新的光学素子の製造を実現する自由曲面レンズ金型の開発 巣鴨信用金庫

616 2511110209 埼玉県 有限会社エートｳゼット 燃料電池を使ったキャンピングカーの開発、販売 群馬銀行

617 2511110211 埼玉県 新田工業株式会社 医療、福祉分野へ進出するための三次元曲面成形品に対する精密加飾技術の確立
的川美砂子税理士事務
所

618 2511110212 埼玉県 株式会社東玉 非接触光学形状計測と３Ｄプリンターを活用した人形造形システムの開発 埼玉りそな銀行

619 2511110217 埼玉県 大野精密工業株式会社 高精度歯車金型製作技術の開発 埼玉県信用金庫

620 2511110218 埼玉県 株式会社大和 携帯エンジン発電機用消音ボックスの開発 川口信用金庫

621 2511110221 埼玉県 埼玉精機株式会社 人工透析ポンプ用ギヤケースの試作開発および難加工材料加工装置の導入 埼玉りそな銀行

622 2511110222 埼玉県 株式会社ウイル 高解像度紫外線硬化用インクジェットプリンターの新分野への販売 三芳町商工会

623 2511110224 埼玉県 東京パック株式会社 レーザー加工機の導入による自社ブランド「カバール」の生産体制の確立 城北信用金庫

624 2511110225 埼玉県 株式会社渡辺製作所 燃料電池等の水素漏洩検知用高速多点同時計測インタロゲータ開発 埼玉県産業振興公社

625 2511110227 埼玉県 ＣＩＩソフト開発株式会社 高齢化社会の移動手段を担う小規模バス事業者向けダイヤ編成システムの開発 埼玉りそな銀行

626 2511110229 埼玉県
株式会社サン精密化工研究
所

納期、コストが半減出来る高精度部品用小型カセット金型の試作開発 武蔵野銀行

627 2511110230 埼玉県 株式会社ワイヱス工業所 ＮＣ自動旋盤に直結させた“自動部品洗浄・乾燥装置”の開発 松本英伸

628 2511110235 埼玉県 有限会社キクチ三化学 再生ＰＥＴ樹脂を活用した『高強度２種３層薄肉フィルム』の開発 栃木銀行

629 2511110243 埼玉県 有限会社渡辺製作所 切削加工工程の品質向上、原材料費削減、納期短縮で漁労機械の深耕開拓
協同組合さいたま総合
研究所
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630 2511110244 埼玉県 有限会社塩谷製作所 超小型ハイブリッドエンジンを搭載した自動帰還型飛行体の開発事業 埼玉りそな銀行

631 2511110248 埼玉県 株式会社サンケー技工 自社開発した精密設備のキーパーツを内製化し提案力・競争力の強化を図る 常陽銀行

632 2511110250 埼玉県 有限会社メーコー精機 水耕栽培の養液管理用ＥＣコントローラーの改良と撹拌システムの開発 東和銀行

633 2511110251 埼玉県 株式会社並基樹脂 デザインを起因とした感性価値ものづくりモデルの確立 亀有信用金庫

634 2511110252 埼玉県 株式会社フジックス 銅棒ブスバーの製造方法の開発及び量産化体制の確立 東京中央経営株式会社

635 2511110253 埼玉県 株式会社アシスト 半導体製造装置に係る微細高硬度部品の試作開発 埼玉りそな銀行

636 2511110254 埼玉県
株式会社北関東曲加工セン
ター

高精度ベンディングマシーン導入による特定防火設備（防火扉）の性能向上と生産工程
強化

埼玉りそな銀行

637 2511110256 埼玉県 松本アルミ建材株式会社
新型オート定規高速移動タイプ・高精度角度切断機導入によるアルミサッシの水密・気
密性の向上と生産工程強化

埼玉縣信用金庫

638 2511110259 埼玉県 株式会社ハイビー 防災サッシ用難加工接合材の、生産プロセス見直しによるコスト競争力強化 東和銀行

639 2511110260 埼玉県 株式会社ビー・アンド・プラス プリント基板への部品実装の生産性向上及び高密度実装対応のための設備導入 首都圏産業活性化協会

640 2511110261 埼玉県 深沢工業株式会社 納期短縮及び原価低減を目的とした最新CNC旋盤導入による工程の集約化 亀有信用金庫

641 2511110262 埼玉県 大平電子株式会社 非接触双方向電力変換装置の開発 埼玉りそな銀行

642 2511110263 埼玉県 株式会社ジンクラフト え！！？？やわらかい！！柔らか新素材による立体造形物 栃木銀行

643 2511110264 埼玉県 日本シーム株式会社
軟質系廃プラリサイクルの省電力、省コスト化、粉塵ゼロを実現する「脱水・乾燥・造粒
機」の開発

埼玉りそな銀行

644 2511110265 埼玉県 株式会社協進社 ハイテン材用に使用するボルト（非調質鋼）の生産性向上及びコスト競争力の強化 税理士法人ガイア

645 2511110266 埼玉県 三光産業株式会社 バリ取りのインライン化を可能とする自動バリ取り機システムの開発 飯能信用金庫

646 2511110268 埼玉県 株式会社タナカ技研 高機能光学フィルターに於ける形状検査の自動化ラインの確立 武蔵野銀行

647 2511110272 埼玉県 イネイブル株式会社 作業効率１０倍　「非接触・高速・高精度円筒形状測定機の開発」 埼玉りそな銀行

648 2511110275 埼玉県 友栄塗装株式会社
ターボディスク静電塗装機導入による塗料使用料の削減と環境に配慮した塗装工法の
構築

商工組合中央金庫

649 2511110276 埼玉県 富士オートメーション株式会社 ５０％省エネを実現する環境負荷低減型電子機器用屋外筐体の開発 武蔵野銀行

650 2511110277 埼玉県 株式会社タイムラプスビジョン
顕微鏡動画映像による疾病発症機序の解明と医薬品薬理効果の評価法、及び提示方
法の事業化

埼玉りそな銀行

651 2511110279 埼玉県 株式会社フジムラ製作所 医療機器用高精度製品の高効率生産を実現するレーザー溶接工程の開発 川口信用金庫

652 2511110281 埼玉県 株式会社うえぶ屋 先進的ＩＴ技術により、旅館滞在客にワクワク体験を提供する新サービスの開発 熊谷商工会議所

653 2511110286 埼玉県 株式会社光英科学研究所 「美肌・美白」効果を持つ乳酸菌生産物質の発酵精製技術の向上と商品開発
株式会社エイチ・エー・
エル

654 2511110287 埼玉県 日本クルンゲージ株式会社
シール材不要の金属・硝子一体型サイトグラスの多品種少量自動化生産および設備投
資計画

商工組合中央金庫

655 2512110003 千葉県 株式会社日商グラビア デジタル式色合わせ校正機の新規開発・導入による競争力の強化
千葉県産業振興セン
ター

656 2512110005 千葉県 執行工業株式会社 ファイバー溶接機器導入による放射線医療器具の高度化、高性能化 京葉銀行

657 2512110007 千葉県 株式会社オプティ 局所領域のはんだ装置に使用可能なレーザ用光デバイスの開発
千葉県産業振興セン
ター

658 2512110009 千葉県 株式会社エルテル 超高輝度内面反射・表面実装型LEDを用いた赤外線照明装置に関する試作品の開発 常陽銀行

659 2512110012 千葉県
株式会社協同アナリシスデザ
イン

一般民生品を使用した低価格な植物工場用制御システム 神奈川信用金庫
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660 2512110014 千葉県
有限会社協和デンタル・ラボラ
トリー

歯科技工士の能力を最大限にする「技工支援システム」の開発・構築
千葉県
産業振興センター

661 2512110017 千葉県 日野興業株式会社 樹脂製洋式水洗便器の試作開発 商工組合中央金庫

662 2512110018 千葉県 株式会社森川製作所 医療用を主とする加速器用加速管セルの超精密切削加工技術の確立
千葉県産業振興セン
ター

663 2512110019 千葉県
三洋コンクリート工業株式会
社

競争力強化に繋がる為のコンクリート開発と設備導入
千葉県産業振興セン
ター

664 2512110020 千葉県 ナプソン株式会社 非接触方式による超高シート抵抗測定装置の試作開発 千葉銀行

665 2512110021 千葉県 株式会社ケーヨーハード 建設機械を主としたシリンダーの修復需要に対する短納期化及び低コスト化 常陽銀行

666 2512110023 千葉県 妙中鉱業株式会社
高性能熱処理設備の導入による、高性能・高品質な精密鋳造品の開発と新規受注拡大
を目指す。

千葉県産業振興
センター

667 2512110024 千葉県 株式会社メカナイズ 深絞り包装機の包材スクラップゼロ化システムの開発（ジャストパックシステム）
千葉県産業振興セン
ター

668 2512110028 千葉県 株式会社アドバンジェン 遺伝子解析技術等の評価方法を用いた育毛剤製剤の試作品開発 千葉銀行

669 2512110032 千葉県 株式会社山一建販 顧客ニーズにマッチした生コンクリート用細骨材（砂）の販売体制整備 千葉興業銀行

670 2512110033 千葉県 シンワ工業株式会社 施工性と密閉性と耐久性に優れたハウジング型管継手の開発 商工組合中央金庫

671 2512110034 千葉県 増田工業株式会社 環境負荷の低減に貢献するノーシアン黒色銅スズ合金めっきに係る生産工程の確立
千葉県産業振興セン
ター

672 2512110035 千葉県 三井電気精機株式会社 光触媒粒子分散用タンデム超音波分散装置の開発 商工組合中央金庫

673 2512110038 千葉県 株式会社昭和電業社 立ち乗り型後輪２輪電動駆動の３輪車（パーソナルモビリティー）の試作
千葉県産業振興セン
ター

674 2512110043 千葉県 株式会社ホーキーメディテック 脊椎・椎体病変の経過観察・診断支援システム
千葉県産業振興セン
ター

675 2512110055 千葉県 株式会社森製作所 医療用一般器具用部品製造の品質向上と作業効率化による受注拡大の実現 千葉興業銀行

676 2512110058 千葉県 株式会社エーディエス 美術館等向け特殊ＬＥＤライト（ミュージアムライト）の試作開発
千葉県産業振興セン
ター

677 2512110061 千葉県 株式会社菜の花エッグ 洗卵選別包装機の新生産ライン導入による高付加価値商品増産・増販計画 商工組合中央金庫

678 2512110062 千葉県
しのはらプレスサービス株式
会社

軟質金属厚板材のプレス打ち抜き加工を高精度に全剪断する工法の研究開発
千葉県産業振興セン
ター

679 2512110064 千葉県 昭和プラスチック株式会社 油圧抜型裁断機の導入による厚手製品対応型真空成形の生産工程最適化 商工組合中央金庫

680 2512110065 千葉県 有限会社タニツ工業所 サーボ式インジェクション成形機の複合化によるパッキン装着システムの強化 商工組合中央金庫

681 2512110066 千葉県 株式会社ハイオス 産業用電動ドライバーの技術を応用した「歯科麻酔用電動注射器」の開発・製品化
千葉県産業振興セン
ター

682 2512110067 千葉県 岡本硝子株式会社 自由曲面形状のガラス用精密金型の開発とそれによるプレス成型技術の確立
千葉県産業振興セン
ター

683 2512110069 千葉県 株式会社牛越生理学研究所 データ管理可能な自動計量充填機器導入による製品の安全性向上と低コスト化 京葉銀行

684 2512110070 千葉県 千葉マーク工業株式会社 ンクジェットプリンターの導入による製造方式の転換の達成
高崎総合コンサルタン
ツ

685 2512110072 千葉県 有限会社スズ市水産 産地における１回凍結鮮魚の生産による付加価値向上と環境改善技術開発 千葉銀行

686 2512110074 千葉県 株式会社竹中製作所 膜式スマートメーター量産製造設備への革新
千葉県産業振興セン
ター

687 2512110076 千葉県 株式会社成田デンタル CAD/CAMと自動研磨機による歯科補綴物の量産化・精密加工の高度化 千葉銀行

688 2512110079 千葉県 株式会社豊富機械工業 大型部品内製化とアセンブリ進出による、単なる下請けからの脱出
小野寺浩一公認会計士
税理士事務所

689 2512110083 千葉県 ネステック株式会社
超耐振型非水銀式温度計に温度センサーを搭載した非水銀式ハイブリッド温度計の開
発

みずほ銀行
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690 2512110086 千葉県 株式会社セリッシュエフディー 癌の進行度・遺伝子変異を捉える新規検出試薬の開発 千葉銀行

691 2512110087 千葉県 トライミール株式会社 もう悩まない！3分で決まる貴方だけの週間献立！「献シェルジュ」の開発 樋口税務事務所

692 2512110088 千葉県 株式会社共同土木 運搬車の特殊架装、非鉄選別機の改良によるコスト削減・環境性の向上
株式会社ヒューマンネッ
ト・コンサルティング

693 2512110090 千葉県 まくら株式会社 睡眠情報を活用する革新的なサービス立上げによる枕販売事業拡大
千葉県産業振興セン
ター

694 2512110096 千葉県 株式会社コモンズ 医療介護施設に対して、院内感染防止に役立つ空間づくりサービスの開発 千葉銀行

695 2512110098 千葉県 朱雀プラスチック株式会社 放射性廃棄物の一時保管容器の開発 千葉興業銀行

696 2512110104 千葉県 有限会社小澤製作所 難削材の加工時間の短縮・低コスト化及び高品質化による切削加工体制の確立 印西市商工会

697 2512110108 千葉県 株式会社スノウチ
「カドピタ」（コラム用裏当て金）の製造工程における自動化設備導入等を通じた納期短
縮とコスト競争力強化

商工組合中央金庫

698 2512110109 千葉県 株式会社日本メディックス 水圧を利用した新ベッド型マッサージ器（新型水圧マッサージ器）の開発 千葉興業銀行

699 2512110110 千葉県 株式会社3D ３Dプリンタ・スキャナを用いた歯科用模型のデータ化と保管・復元サービス 千葉銀行

700 2512110113 千葉県 株式会社栄進電機 産業機械用高性能・高品質ケーブルの試作開発 常陽銀行

701 2512110114 千葉県 有限会社田中金属 医療器向け薄板精密板金の曲げ工程における競争力の強化 千葉興業銀行

702 2512110115 千葉県 日本機材株式会社 ３Ｄモデリングによる試作品形状評価の効率化と多品種小ロット生産への展開 商工組合中央金庫

703 2512110116 千葉県 株式会社三和製作所 大型ＮＣバンドソーマシン導入による短納期 大ロット対応型生産ラインの構築 市原商工会議所

704 2512110119 千葉県 菊川工業株式会社 摩擦撹拌接合を使用した建築用高意匠大板金属製品の接合固定治具開発 京葉銀行

705 2512110123 千葉県 ASロカス株式会社 消防業務向け可搬型端末地図ナビゲーション機能の試作開発 千葉興業銀行

706 2512110126 千葉県 株式会社鳳機工 高度精密加工技術を活かし顧客ニーズに応える新たな設備導入 商工組合中央金庫

707 2512110127 千葉県
環清技研エンジニアリング株
式会社

安全で悪臭の出ない食品加工残渣及び生ごみの再資源化装置の試作と実証
千葉県産業振興セン
ター

708 2512110128 千葉県 株式会社システムシェアード ITエンジニア育成プラットフォーム開発による事業基盤の強化 千葉銀行

709 2512110130 千葉県 株式会社ESL研究所 FPGAを利用した高速ハードウェア論理シミュレーションエンジンの試作開発 千葉銀行

710 2512110137 千葉県 株式会社エスタ ＩＴ技術活用による大規模災害時にも役に立つ公園管理システムの試作品開発 千葉銀行

711 2512110139 千葉県 株式会社KONNOPRO コア型コンクリート強度診断試験機及び診断試験用コアドリルの製作 千葉銀行

712 2512110141 千葉県 株式会社コイルセンターフジタ Wi-Fi環境下のバーコード利用による受注環境改善及び競争力強化 商工組合中央金庫

713 2512110143 千葉県 ハイム化粧品株式会社 副作用性のある添加物不使用の介護用薬用化粧品の製品開発及び販売事業 千葉銀行

714 2512110145 千葉県 株式会社太陽堂印刷所
印刷用コーティング装置を使った特殊印刷用紙生産効率の改善及び機能性フィルムの
試作開発

野々上総合研究所

715 2512110150 千葉県
サンフロンティアケミカル株式
会社

焼却炉用排ガス処理剤の生産設備ユニット開発事業 百四銀行

716 2513110006 東京都 株式会社プラックス
部品実装にかかる試作から中量産までの一貫した連携サービスの開発と加工分野への
展開

商工組合中央金庫

717 2513110007 東京都 株式会社佐竹製作所 オーダーメイド型 試作サービスのWeb受注
株式会社経営ソフトリ
サーチ

718 2513110010 東京都 マルエム工業株式会社 金属切断用複雑形状超硬刃物の高精度・高効率・短納期再研磨技術の確立 多摩信用金庫

719 2513110011 東京都 株式会社ジャパンユニックス 生産効率を2倍に。新型レーザーはんだ付システムの開発 三井住友銀行
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720 2513110012 東京都 有限会社安方製作所 特殊車用ピストン部品のNC加工機導入による集約化と技術の継承 城南信用金庫

721 2513110014 東京都
株式会社生産者直売のれん
会

地域特産品を原材料とした地域の【看板土産】事業の展開 商工組合中央金庫

722 2513110015 東京都 ハイソル株式会社 最先端電子部品実装に対応する3次元高精度実装機の試作開発 りそな銀行

723 2513110017 東京都 三貴精密工業株式会社 ＣＮＣ複合フライス盤導入による生産プロセスの改善 多摩信用金庫

724 2513110019 東京都
コンピュータ・ハイテック株式
会社

超音波センサーを活用したホームモニタシステムの試作開発 朝日信用金庫

725 2513110022 東京都 旭産業株式会社 空調用冷媒被覆銅管接続テープの製造及び販売 商工組合中央金庫

726 2513110023 東京都 エナジーワイヤレス株式会社 海外仕様の太陽光発電装置用モニタリングシステムの試作開発 八千代銀行

727 2513110025 東京都 日本フォーミング株式会社 最新鋭ＮＣサーボ技術の導入による新形状ばね製品の試作開発 第一勧業信用組合

728 2513110029 東京都 INTLOOP株式会社 コストダウンのための調達情報分析および調達活動管理システムの開発 野原税理士事務所

729 2513110031 東京都 株式会社戦略MG研究所 経営疑似体験が出来る戦略マネジメントゲームのタブレット版試作開発 常陽銀行

730 2513110034 東京都 株式会社エクシード・ワン Appli-a（アプリア）クラウド＆Office 業務アプリケーション 巣鴨信用金庫

731 2513110040 東京都 アミュー株式会社 ありそうでなかった海外飲食店"口コミ"情報アプリ「みんなde遊楽ナビ」の開発・運用 東京中央税理士法人

732 2513110044 東京都 株式会社佐藤工業所 新型レーザー加工機導入によるファン部品の高品質・高速加工の実現 城北信用金庫

733 2513110045 東京都 セイコー部品工業株式会社 小サイズグラビア版生産機の開発による新方式の版製造工程確立
株式会社高崎総合コン
サルタンツ

734 2513110047 東京都 株式会社マイソフト
環境発電技術を応用した果樹園及び無人施設の盗難警戒システムの試作品開発と製
造

多摩信用金庫

735 2513110048 東京都 株式会社クレッセント バーチャルリアリティによる本格的無重力体感システムの開発 商工組合中央金庫

736 2513110052 東京都 トライアックス株式会社 顧客ニーズに合わせたマルチデバイスでの情報提供サービス 経営創研株式会社

737 2513110055 東京都 ユーヴィックス株式会社 側光ファイバと光触媒を用いた水耕栽培の効率化システムの開発 商工組合中央金庫

738 2513110057 東京都 株式会社小嶋工業所 複合・自動旋盤導入による多品種少量品の短納期・低価格対応の実現 城南信用金庫

739 2513110058 東京都 CoCoイメージ株式会社 環境・物体認識・誘導システムを用いた、視覚障がい者用歩行補助ツールの開発 東京中央経営株式会社

740 2513110061 東京都 ソルーション株式会社 油圧シリンダの特性を考慮した新しい低価格な振動制御装置の試作開発 多摩信用金庫

741 2513110064 東京都 株式会社データウェア 埋もれた資産から高付加価値を生み出す投稿・流通サイトの開発 三井住友銀行

742 2513110066 東京都
ユニバーサルロボット株式会
社

社員のメンタルヘルスを音声と画像で判断するロボットの試作品開発 商工組合中央金庫

743 2513110068 東京都 株式会社アポロ製作所 最新鋭インクジェットプリンターの導入による特殊印刷技術の高度化 巣鴨信用金庫

744 2513110072 東京都 ViewSend ICT株式会社 デジタル健診レポートシステムの開発 梅田　明人

745 2513110074 東京都 株式会社しまや出版
“カード販売サービス”を兼ね備えた個人向けトレーディングカードの製作・販売コンサル
事業

城北信用金庫

746 2513110078 東京都 株式会社コーデック 清酒醸造計測システムの試作開発
一般社団法人首都圏産
業活性化協会

747 2513110079 東京都 リブ株式会社
クラウドソーシングシステムを活用した中小企業の事務作業代行サービスのシステム開
発

株式会社エスエムイー
パートナーズ

748 2513110088 東京都 ちよだ工機株式会社 次世代低燃費自動車などの製造ライン向け専用機製造のワンストップ化の実現 多摩信用金庫

749 2513110089 東京都 株式会社マテリアル 無人化運転による効率化と高精度複雑形状加工を実現するための取り組み さわやか信用金庫
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750 2513110092 東京都 南デザイン株式会社 次世代自動車の試作開発部品のワンストップ化事業 青梅信用金庫

751 2513110094 東京都 有限会社一幸工業
高精度画像寸法測定器導入による特殊プレス加工部品の品質向上・短納期化・生産性
向上の実現

株式会社マイルストー
ン・コンサルティング・グ
ループ

752 2513110095 東京都 東光薬品工業株式会社 消炎鎮痛外用テープ剤の開発 商工組合中央金庫

753 2513110098 東京都 インサイト株式会社 次世代医療用超音波診断モジュールと画像化システムの試作開発
一般社団法人首都圏産
業活性化協会

754 2513110101 東京都 株式会社日本ネオライズ 天然酵母を主原料としたスポーツ用マッサージクリームの開発及び商品販売 河村会計事務所

755 2513110102 東京都 株式会社HST-Labo スマートフォン（ICT）を活用した被保険者向け医療費削減プログラム構築 藤田　智代

756 2513110103 東京都 株式会社三洋製作所 CNC複合研磨機導入による生産プロセスの改善と海外国内に対する競争力強化 多摩信用金庫

757 2513110104 東京都
株式会社メディア・バックオフィ
ス

画像編集サービスの営業管理システム導入による管理コスト削減及び販路開拓 巣鴨信用金庫

758 2513110105 東京都
情報セキュリティ・マネジメント
株式会社

地域情報配信用の高機能ルーターの機能向上・価格低減のための開発・生産 朝日信用金庫

759 2513110108 東京都 株式会社三立ロール製作所 小型圧延用ロールの加工および切削工具の内製化に伴う設備投資計画
税理士法人田口パート
ナーズ会計

760 2513110109 東京都 三鎮工業株式会社 最新鋭のＮＣ自動旋盤導入による増産・加工アイテム増への対応の確立 西武信用金庫

761 2513110110 東京都 株式会社サウマネジメント 人員確認及び災害時の避難者確認のシステム化 東京中央経営株式会社

762 2513110111 東京都 株式会社タナビキ 広域・激甚災害発生時に地上波テレビ放送を継続するための機器の開発 国立市商工会

763 2513110112 東京都 株式会社トライフォー 地域医療連携におけるクラウド多機能医療画像閲覧システムの開発 巣鴨信用金庫

764 2513110113 東京都 フォスターリンク株式会社
HR-Platformを活用した学生のキャリア開発支援及び中小・中堅企業への学生紹介サー
ビス

仰星監査法人

765 2513110114 東京都 有限会社幸明社 インクジェットプリンター用、ヘッドユニット開発 城北信用金庫

766 2513110116 東京都 株式会社コスモテック 低汚染性で高度な濡れ性を兼備するウレタン系保護フィルムの開発 西武信用金庫

767 2513110117 東京都
パイプ・ラインエンジニアリン
グ株式会社

プレハブ加工による工期短縮並びに省力化計画 商工組合中央金庫

768 2513110118 東京都 太田鍍金工業株式会社 鉄素材・アルミ素材の生産コスト低減を実現する統合亜鉛めっき構築と量産試作 東京東信用金庫

769 2513110119 東京都 多賀電気株式会社
複雑形状を有する金型鋼に対して磨きレス鏡面加工が可能な超音波楕円振動装置の開
発

税理士法人東京会計社

770 2513110120 東京都 株式会社ヒキフネ コロナ放電等装置導入によるライフサポート分野進出 八千代銀行

771 2513110125 東京都
株式会社デジタルクラフト
日本プリント販売株式会社
株式会社ワキノ製作所

３Ｄプリンターを用いた樹脂成型品への３次元電子回路形成の研究開発 城南信用金庫

772 2513110128 東京都 株式会社綜合プラスチック 炭素繊維複合材料（炭素繊維強化プラスチック,CFRP）を用いた射出成型技術の確立 東京東信用金庫

773 2513110134 東京都 株式会社フォトンデザイン SiC半導体の光学計測を可能にする搬送ロボットの開発 城北信用金庫

774 2513110143 東京都 有限会社ユーキ電子製作所 はんだ付けロボット導入によるプリント回路基板実装作業の生産性向上 多摩信用金庫

775 2513110157 東京都 株式会社宮原 減圧蒸留設備導入による新しいブランド焼酎の製造
株式会社中央総合研究
所

776 2513110159 東京都 株式会社アペックス
３次元スキャナ導入で試作品製作短期化・精度向上及びリバースエンジニアリング事業
の創出

商工組合中央金庫

777 2513110163 東京都 株式会社木具定商店
多摩産材の有効活用～多摩産材を資材とし、包装容器を伝統的且つ革新的な工法で製
造～

東京東信用金庫

778 2513110164 東京都 株式会社アイレ 光触媒反応を用いた抗菌殺菌性コンタクトレンズの開発 商工組合中央金庫

779 2513110166 東京都 株式会社大和精機製作所 建設機械コントロールバルブ部品の自動測定装置の開発
日本パートナー税理士
法人
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780 2513110167 東京都 株式会社三山精工 高機能測定器導入による品質保証体制の高度化 多摩信用金庫

781 2513110172 東京都 東洋フローラ株式会社
自社の特許を活用した高セキュリティと利便性で差別化した宅配・郵便一体型ボックスの
開発

イー・マネージ・コンサ
ルティング協同組合

782 2513110176 東京都 カリフッド株式会社
味の数値化技術による味付け水産加工品のＰＢ製品や業務用製品の高度化（高品質
化・低コスト化）

商工組合中央金庫

783 2513110179 東京都 泰輝印刷株式会社 枚葉オフセット印刷の画像解析を用いた全数・全面検査化事業 商工組合中央金庫

784 2513110180 東京都 有限会社メディカルインパクト デイサービスのノウハウを活用した入浴機能を有するトレーラーハウスの開発 千葉銀行

785 2513110184 東京都 株式会社UNITED STYLE 日本初の完全オーダーメイドウェディングのシステム開発 菅原由一税理士事務所

786 2513110187 東京都 株式会社三栄社 医療部品の受注拡大に向けた最新機械設備の導入 阿波銀行

787 2513110188 東京都 株式会社ネットワーク21 規格が異なる複数の介護機器を統合管理できる見守リプラットフォームの開発 中谷会計

788 2513110191 東京都 有限会社紅日ビニール工業所 ＣＡＤカッティングマシーン導入による高精度・短納期・低コスト化の実現。 東京東信用金庫

789 2513110196 東京都
サイエンスソリューションズ株
式会社

大規模並列電磁界解析手法の試作・評価 城南信用金庫

790 2513110202 東京都 グリッドマーク株式会社 見えないドットコードを用いた手書き文字認識WiFi音声ペンの開発 巣鴨信用金庫

791 2513110206 東京都 日本分析工業株式会社 半導体生産プロセス評価のための45 cmウエハに対応した脱ガス捕集装置の試作開発 西武信用金庫

792 2513110208 東京都 有限会社富士見堂 煎餅生地の製造技術を活用した、新感覚の「生」商品の開発
山下社会保険労務士相
談センター

793 2513110211 東京都 アサヒ産業株式会社 科学的な医療介護システムの導入による地域住民の医療介護支援と若者雇用の維持。
特定活動非営利法人Ｎ
ＰＯビジネスサポート

794 2513110212 東京都 株式会社マルコム HIV感染症対策に向けたポータブルCD4テスト機器の開発 商工組合中央金庫

795 2513110213 東京都 株式会社東電化 アルミめっきラインの生産能力強化及び効率化による競争力強化 商工組合中央金庫

796 2513110214 東京都 日商印刷株式会社
プリペイド型ギフトカードのセキュリティに係る印刷品質の高度化と量産化に対応した検
査プロセスの自動化による新生産システム構築と収益性の向上

城北信用金庫

797 2513110217 東京都 株式会社ジャロック リサイクル可能であらゆる商品・貨物で利用できる高機能ラックの試作品開発
株式会社エフピー・ワ
ン・コンサルティング

798 2513110219 東京都 株式会社エス・アイ・シー 高速冷却加熱式およびコンパクト型「ＭＥＭＳ圧力センサ検査装置」の試作開発
一般社団法人首都圏産
業活性化協会

799 2513110221 東京都
株式会社リンケイジアジャパ
ン

小売店の売上向上および来店客の属性収集･分析に寄与するITシステムの開発
税理士法人東京税経セ
ンター

800 2513110222 東京都 株式会社マシンワールド 高精度レンズの高効率加工を実現する位置決め・加工技術の開発 巣鴨信用金庫

801 2513110223 東京都
株式会社中央歯科補綴研究
所

日本国民の歯は我々が守る。先端機械設備を導入し歯科技工のデジタル化を加速させ
安全で美しく機能する安価な人工歯を試作開発する。

児玉智子税理士事務所

802 2513110225 東京都 株式会社海野技研 MEMS等の微細マスクをフイルムベースで供給するシステムの導入
一般社団法人首都圏産
業活性化協会

803 2513110228 東京都 多摩冶金株式会社 民間航空機エンジン部品の国産化に向けた熱処理技術確立
一般社団法人首都圏産
業活性化協会

804 2513110230 東京都 セカンドアカデミー株式会社 開催規模が中小の大学向け、公開講座運営＆広報プラットホームの開発 大東京信用組合

805 2513110235 東京都 都建材工業株式会社 景観、震災配慮型　組立式自在フェンス基礎ブロック塀の製品低コスト化 商工組合中央金庫

806 2513110236 東京都 松徳硝子株式会社 硝子熔融炉の燃焼効率化改修事業 長野明税理士事務所

807 2513110239 東京都 株式会社アーバンリサーチ タブレットを利用した葬儀斎場の管理を支援するシステムの開発 多摩信用金庫

808 2513110242 東京都 有限会社シンエイ 高精度コンクリート用型枠のフレキシブル生産技術の確立 西武信用金庫

809 2513110250 東京都 新協電子株式会社 環境設備向けモニタリング・制御機器の試作
一般社団法人首都圏産
業活性化協会
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810 2513110251 東京都 SEP株式会社 機能性フィルム製造機の歩留り向上のための洗浄システムの開発 安藤　一彦

811 2513110252 東京都 ヨシザワ株式会社 多品種、少量生産であっても高精度・短納期・低コストの実現 多摩信用金庫

812 2513110253 東京都
ケイレックス・テクノロジー株式
会社

病診連携、在宅医療・介護を促進するためのクラウド基盤サービス 鎌田義隆税理士事務所

813 2513110254 東京都 ニップファーマ株式会社 喘息及びCOPDにおける高齢者向け吸入デバイスの開発 八千代銀行

814 2513110255 東京都
ブレインズテクノロジー株式会
社

企業向けでは国内初となる類似画像のデータ検索サービスの開発
ベンチャーサポート税理
士法人

815 2513110258 東京都
有限会社znug design （ツナグ
デザイン）
有限会社ポップライフ

災害などの非常時に即使用可能な、保護範囲の広い、椅子一体型ヘルメットの試作開
発

武蔵野商工会議所

816 2513110259 東京都
ユナイテッド・アドバイザーズ
株式会社

会計事務所向け専門家紹介プラットフォームの提供と運営
ユナイテッド・アドバイ
ザーズ税理士法人

817 2513110265 東京都 株式会社イワカミ
高精度射出成型機導入による高品質医療用ゴム部品の精密加工に係わる生産技術開
発

商工組合中央金庫

818 2513110268 東京都 株式会社LAND LINK 高級天然素材衣類・アクセサリーの無酸素保管サービス りそな銀行

819 2513110269 東京都 株式会社アイランド食品 生産能力強化による東日本販売拡大 伊予銀行

820 2513110270 東京都 株式会社クライン 半導体製造コータ・デベロッパ用クーリングプレートの生産プロセス強化事業 商工組合中央金庫

821 2513110271 東京都 Internet株式会社 主軸高さマルチ制御、新開発６軸加工機の導入による、検査用部品製作への応用。 横浜銀行

822 2513110272 東京都 有限会社研数会教育研究所 IT駆使で価格ニーズ充足と高付加価値を両立する学習支援サービスの展開 多摩信用金庫

823 2513110273 東京都 松田金型工業 プラスチック製高風量高静圧ターボファンの２色成形金型技術の開発 瀧野川信用金庫

824 2513110275 東京都 株式会社小野電機製作所 「医療用滅菌対応ラック式ワンタッチストッパー」の試作と応用開発 城南信用金庫

825 2513110280 東京都 株式会社昭栄 各種部品の軽量化を実現するマグネシウム合金溶接技術の開発 青梅信用金庫

826 2513110281 東京都 株式会社アピッシュ 石油溶剤を一切使わない完全水洗い専門の新ＷＡＳＨ＆ＦＯＬＤサービス事業の展開 東日本銀行

827 2513110282 東京都
小川秀夫（屋号　とうふ処　小
川）

豆腐食品のイートイン店舗出店及び「豆腐の食し方講座」の提豆腐食品のイートイン店
舗出店及び「豆腐の食し方講座」の提供

東京東信用金庫

828 2513110292 東京都 シンクロア株式会社
肉眼で血管（静脈）の位置が確認出来る穿刺用可視化照明機器（以下、Ｖモード）の開
発・販売

今井会計事務所

829 2513110295 東京都 株式会社ニシカワ ＵＶワイドフォーマットインクジェットプリンタを主軸としたＰＯＤの販路拡大事業 商工組合中央金庫

830 2513110296 東京都 トーヨーテクノ株式会社 国内外の価格ニーズに対応するコストダウンの為の高効率切削加工導入 城北信用金庫

831 2513110297 東京都 株式会社アープ 小規模病院向け医療用画像管理システムのクラウド化に関する試作品開発
株式会社エスエムイー
パートナーズ

832 2513110302 東京都
株式会社小海ネームプレート
製作所

アルミニウム染色品の品質向上の為の耐光試験機等の導入 多摩信用金庫

833 2513110306 東京都 株式会社あきない総合研究所 利用課金制レンタルオフィスの会員管理及びマネジメントシステムの開発 株式会社ＯＣＬ

834 2513110308 東京都
株式会社クリニカル・トライア
ル

医療機関に対する革新的な治験導入支援システムの開発 りそな銀行

835 2513110313 東京都 株式会社三和製作所 航空機用試作開発部品の量産化に伴う生産プロセスの改善及び、低コスト化 多摩信用金庫

836 2513110317 東京都
エル・エス・アイジャパン株式
会社

場所情報コードを発信するＩＣタグ一体型点字ブロックの開発 東京都民銀行

837 2513110318 東京都 新妻精機株式会社 放電加工機導入による、特殊形状部品の共同開発および効率的製造の実現 共立信用組合

838 2513110322 東京都 KIYOラーニング株式会社 インターネット個別指導・ライブ講義サービス 西武信用金庫

839 2513110326 東京都 株式会社高砂 新規開発モーター・プログラム制作ソフトを導入した、新製品製造機械の開発 東京中央経営株式会社
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840 2513110329 東京都 株式会社鈴ノ屋 きなこ棒の新生産ライン開発・導入によるＱ・Ｃ・Ｄの向上と新たな販路開拓。
特定活動非営利法人Ｎ
ＰＯビジネスサポート

841 2513110330 東京都 株式会社珈琲実験室
業界で圧倒的支持を受けているコーヒー焙煎加工の増産によるＯＥＭ供給・自社ブランド
の強化

西武信用金庫

842 2513110331 東京都 株式会社汀線科学研究所 ギガゲイン信号処理技術に基く臨床用分光モニターの開発 多摩信用金庫

843 2513110334 東京都 銀座セカンドライフ株式会社 シニア起業家向けの食堂及び商談スペース開設による創業促進 城南信用金庫

844 2513110335 東京都 株式会社ユタカ電機製作所 リチウムイオン電池式家庭用蓄電システムの開発・製造・販売
特定非営利法人ＮＰＯ
ビジネスサポート

845 2513110338 東京都 株式会社日本アレフ データマイニング技術による次世代人感センサの開発 商工組合中央金庫

846 2513110340 東京都 明正工業株式会社 重量パネル施工支援ロボット導入による拡販 商工組合中央金庫

847 2513110341 東京都 株式会社パラダイムシフト 宿泊事業者の業務効率化に向けたトータルソリューションサービス 経営創研株式会社

848 2513110342 東京都 株式会社都南ビーピー 開発バレルの導入による生産プロセスの強化と生産効率の向上 目黒信用金庫

849 2513110343 東京都 株式会社都恋堂 女性コミュニティ「iPhone女子部」を活用したマーケティング・コンサルティング事業の展開 東京中央経営株式会社

850 2513110344 東京都 株式会社トーテツ 貯留材「アクアパレス」の大型化によって達成する競争力強化と世界標準化 東日本銀行

851 2513110345 東京都 森川シャーリング株式会社 R面取りが施されたステンレス研磨品への即時レーザ加工及び曲げ加工サービス 城北信用金庫

852 2513110348 東京都 株式会社渡辺製作所 第三世代複合機の導入による、リードタイム短縮とコスト削減計画 多摩信用金庫

853 2513110350 東京都 有限会社山紅 顧客要求のジャストインジャストタイムのシステム体制の構築 巣鴨信用金庫

854 2513110353 東京都 株式会社プレシス技工 高精度を要する部品を精密に計測できる測定顕微鏡システムの導入 飯能信金庫

855 2513110358 東京都
株式会社エッチアンドビーシス
テム

ＤＰＣプローブ導入による効率的な非破壊検査システムの試作開発
一般社団法人城西コン
サルタントグループ

856 2513110362 東京都 株式会社ヴァリューズ スマートフォン版　インターネット行動ログデータ分析事業
弁護士法人内田・鮫島
法律事務所

857 2513110366 東京都
イエロー・スパローズ株式会
社

中小企業向けデータベースソフト「クラウドシートⅡ」の開発・販売 城南信用金庫

858 2513110369 東京都 株式会社スター精工業社 難削材　斜め穴開け加工　新技術　試作開発 城南信用金庫

859 2513110372 東京都 山富電機株式会社 シーケンスソフトのデバッグに特化したカレントループ模擬信号装置の開発 商工組合中央金庫

860 2513110373 東京都 宮城精工株式会社
新成長分野の受注拡大を受けた、5軸マシニングセンタ導入による工程改善と生産力の
強化

共立信用組合

861 2513110380 東京都 株式会社クロエ 日本で導入事例のないアメリカの治験管理システムの日本仕様に向けた革新的開発 りそな銀行

862 2513110382 東京都 ティー・エス・ビー株式会社 災害時の感電防止機能付き屋根置き用太陽電池パネル及び発電システムの開発 商工組合中央金庫

863 2513110386 東京都 株式会社アイネット ラベラー等導入による杉並工場の製造環境改善事業 商工組合中央金庫

864 2513110389 東京都 株式会社EST Corporation
「病院に行きやすい」スマート医療を目指す医療機関予約サイト、診療予約システムの開
発

商工組合中央金庫

865 2513110390 東京都 電化皮膜工業株式会社 めっき液が地震により環境破壊を起さない為の設備 城南信用金庫

866 2513110391 東京都 大陽工業株式会社 血栓予防を目的とした小型で低価格な血液凝固検査装置の試作開発 商工組合中央金庫

867 2513110393 東京都 有限会社セレスト 臨床医療自動分析装置で使用する消耗品の穴面粗度を向上する切削技術の開発
知久美英　税理士事務
所

868 2513110397 東京都 平和食品工業会社
味覚センサーによる味の数値化技術を活用した調味素材（タレ、スープ等）の競争力強
化（高品質低コスト化）

三菱東京ＵＦＪ銀行

869 2513110400 東京都 東興電気株式会社 パーキンソン病における歩行補助機能付き杖の開発 商工組合中央金庫
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870 2513110405 東京都 株式会社吉増製作所 航空機エンジン部品の量産化を目的とした生産プロセス強化 多摩信用金庫

871 2513110416 東京都 株式会社翠光トップライン 断熱・放熱技術を活用したトータルパッケージの開発
フューチャー・ラボ株式
会社

872 2513110425 東京都 株式会社光陽社 訴求効果の高い3GPOPの試作開発による競争力の強化※3GPOPとは＝5その1-1参照 商工組合中央金庫

873 2513110428 東京都 東京計測株式会社 漁業いけすの電気エネルギー自給の為の浮体式洋上風車の研究と開発 西武信用金庫

874 2513110431 東京都 三松堂印刷株式会社 最新鋭ＰＯＤ機(Publish on demand)導入による「プリプレス」受注体制強化計画 商工組合中央金庫

875 2513110432 東京都 株式会社タカハシ
ゴムスポンジワッシャーのネック工程改善並びに検査工程の自動化によるＱ・Ｃ・Ｄの向
上

特定活動非営利法人Ｎ
ＰＯビジネスサポート

876 2513110435 東京都 株式会社ミノダ 業界初「刺繍Webサービス」＋「自社工場一貫生産」で既存流通を一新、業界に革命を！ 朝日信用金庫

877 2513110437 東京都 株式会社アローシステム開発 農産物直売所向け「農産物流通支援型システム」の開発と販売 商工組合中央金庫

878 2513110438 東京都 株式会社QLife 学術研究および創薬支援目的医薬評価マーケティング事業
株式会社ヒューマンネッ
ト・コンサルティング

879 2513110444 東京都
株式会社日向和田精密製作
所

歯科用研削工具新規生産システム導入による多品種生産体制の構築と販路の拡大 青梅商工会議所

880 2513110445 東京都
東京都緑友印刷製本協業組
合

カレンダー製本の生産性及び検査精度向上化事業 商工組合中央金庫

881 2513110450 東京都 株式会社電子制御国際 プラズマ放電技術による高効率油煙排出処理装置の試作開発
一般社団法人首都圏産
業活性化協会

882 2513110453 東京都 株式会社プロウイング 建築施工管理技士養成のEラーニングシステムの開発 商工組合中央金庫

883 2513110454 東京都 株式会社ジェイド トレンド発信型ネイルサービス「コレクションネイル」サロンの開発・事業展開 横浜銀行

884 2513110455 東京都
株式会社日野エンジニアリン
グ

画像認識による本の冊数検出カメラの開発 西武信用金庫

885 2513110457 東京都 羽鳥産業株式会社 洗浄機と複合加工機導入による作業環境改善・女性の活躍推進と品質向上 城北信用金庫

886 2513110460 東京都 株式会社三鷹精工 工場内に設置可能な空圧駆動型小型高精度真円度測定機の試作開発
一般社団法人首都圏産
業活性化協会

887 2513110466 東京都 株式会社ミューテック 枚葉紙用3本ロールによる紙捌き機能を備えた自動紙積み装置の開発 巣鴨信用金庫

888 2513110467 東京都 吉原鉄道工業株式会社
測定業務における無線LAN技術を応用した業務効率向上及び光学式測距技術を応用し
た精度向上を可能とする測定システム開発

商工組合中央金庫

889 2513110469 東京都 株式会社メデック
内視鏡構成精密切削部品の増産対応・多品種化対応の強化による独占的競争優位の
確立

西武信用金庫

890 2513110474 東京都
株式会社セル・コーポレーショ
ン

イヌ用てんかんリアルタイムモニタリング・治療支援装置開発 多摩信用金庫

891 2513110475 東京都 三和電気株式会社 長寿命プロジェクタ用高品位タングステン電極の成分分析及び形状測定 商工組合中央金庫

892 2513110476 東京都 株式会社三幸精機工業 医療用マイクロミキサーの設備投資による精度向上と均一化の実現 三菱東京ＵＦＪ銀行

893 2513110477 東京都 アクト・セン株式会社
先端医療機器（CTスキャン）と三次元造形技術を活用した3次元画像立体出力サービス
の実現

株式会社マイルストー
ン・コンサルティング・グ
ループ

894 2513110481 東京都 長島特殊塗料株式会社 現行の遮熱塗料に大気汚染物質分解（空気洗浄）機能を付加する新塗料の開発 東京中央税理士法人

895 2513110482 東京都 高宝工業株式会社 「直流送電蓄電池システムの試作開発に関わる生産工程の改善」 多摩信用金庫

896 2513110484 東京都 株式会社マイスター 最新鋭切削加工設備導入によるコスト競争力強化と短納期化の実現 多摩信用金庫

897 2513110485 東京都 有限会社朝日鍍金工場 エネルギー・鉄道分野で使用される光ファイバーへの精密めっき技術の開発
特定非営利活動法人東
京都北区中小企業経営
診断協会

898 2513110487 東京都 株式会社谷田部銘板製作所
ＵＶインクジェットを応用した加飾技術の向上と、多品種少量生産を実現する銘板製作プ
ロセスの改善

瀧野川信用金庫

899 2513110488 東京都 有限会社イワタ精機 ６軸同時加工による加工時間の短縮、寸法精度の向上と賃上げ
株式会社ヒューマンネッ
ト・コンサルティング
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900 2513110495 東京都 三和真空株式会社 MEMS技術による高性能温湿度センサの量産試作 東京都民銀行

901 2513110500 東京都 株式会社メカニカルデザイン 身体機能の向上に関する材料計測およびシミュレーションシステムの開発 多摩信用金庫

902 2513110501 東京都 株式会社エム・エー・ティ
NANOバブル水（環境対応洗浄水）による環境に優しいＣＭＰ（半導体研磨装置並びにそ
の加工技術・研磨材・洗浄材）の開発

巣鴨信用金庫

903 2513110502 東京都
株式会社スリープシステム研
究所

電気毛布による快適寝床内温度制御器の実用化開発 朝日信用金庫

904 2513110504 東京都 株式会社木村工業 水道配管工事実務研修の事業化により、「手に職」のある若者を育成する 藤田　智代

905 2513110507 東京都 有限会社石和商店 ３Ｄ印刷技術を用いた安価で量産可能・デザイン性がある錫製品の加工技術の開発
株式会社エイチ・エーエ
ル

906 2513110513 東京都 株式会社Seven Rich Engine サイト閲覧履歴の取得による、コンテンツ最適化システム構築計画 税理士法人ゆびすい

907 2513110515 東京都 株式会社プリントワークス 従来にない超特急印刷（即日納品）サービスの開発による顧客貢献と自社事業の拡大
特定非営利活動法人東
京都港区中小企業経営
支援協会

908 2513110516 東京都 株式会社江北ゴム製作所 カレンダーロール刷新と新配合素材の開発によるインフラ製品の高精度化 足立成和信用金庫

909 2513110517 東京都 八幡鍍金工業株式会社 医療分野向け高性能クロムめっき生産プロセスの試作実用化 東日本銀行

910 2513110520 東京都 有限会社スズキ事業所 医療機器等向けナノスケール駆動機構の試作開発と動作検証環境の整備 八千代銀行

911 2513110522 東京都
株式会社NBSキオスク＆サー
ビス

来店客数をアップさせる流通業向け新メルマガ配信システムの開発 横浜銀行

912 2513110523 東京都 JITSUBO株式会社 ペプチド医療用材料の微細反応場を利用した高効率製造方法の確立 多摩信用金庫

913 2513110524 東京都 株式会社ショウワ 小型精密モーター用コア部品の生産能力拡大事業 亀有信用金庫

914 2513110526 東京都 日本無機化学工業株式会社 ヘテロポリ酸化合物の新規な工業的製造方法の開発とその品質の確立 商工組合中央金庫

915 2513110532 東京都 イノセンス株式会社 ボランティア人材・ＮＰＯ法人求人マッチングサービスの開発
株式会社エイチ・エーエ
ル

916 2513110537 東京都 株式会社日本ヴァイオリン 名器ストラディヴァリを衝とするヴァイオリン量産化技術の構築 八十二銀行

917 2513110538 東京都 大和精機株式会社 教育用理科教材製造における加工自動化による企業競争力の強化 さわやか信用金庫

918 2513110540 東京都 株式会社ウオールナット 非接触方式レーダを用いた次世代高速走行型道路トンネル背面計測装置の開発 多摩信用金庫

919 2513110541 東京都 東京航空計器株式会社 高精度モーションセンサの開発 商工組合中央金庫

920 2513110542 東京都 株式会社精興社 学術書中心の汎用XMLハイブリッド電子書籍・組版システムの開発 青梅信用金庫

921 2513110546 東京都 プレハブ機工株式会社
高精度2次元レーザ加工機の導入による製品精度及び生産効率の向上を通じた得意先
ニーズの実現

西武信用金庫

922 2513110547 東京都 文唱堂印刷株式会社 色補正ソフトによる「重ね色」無駄排除システムの導入による競争力強化 株式会社ＧＩＭＳ

923 2513110550 東京都 熊井梱包運輸株式会社 社内メール便集配の一括請負サービスの構築 巣鴨信用金庫

924 2513110551 東京都 株式会社神戸工業試験場 強度・疲労試験と化学分析に係る研究開発／情報機能集約型ラボへの設備投資
公益財団法人千葉県産
業振興センター

925 2513110555 東京都 株式会社練馬工業
情報システムを利用した生産管理及び製造工程の改善による生産性向上（短納期・低コ
スト化の実現）

商工組合中央金庫

926 2513110556 東京都 フレンドグラフィック株式会社 デジタル技術を駆使した極小ロット印刷加工生産体制の構築 株式会社ＧＩＭＳ

927 2513110557 東京都 株式会社エル・アンド・エフ 産業機器統一制御システムの開発 巣鴨信用金庫

928 2513110560 東京都 アクトシール株式会社 情報電子機器内部部品の生産性向上・競争力強化及び量産の為の設備強化 青和信用組合

929 2513110561 東京都 タックシステム株式会社
デジタル多重録音編集システムの音声モニター用外部入出力装置をリモート操作する装
置の開発

中小企業診断士　藤岡
壮志
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930 2513110562 東京都 株式会社文伸 最先端の印刷版出力装置導入により高再現印刷を可能にし自費出版通販事業を展開 三鷹商工会

931 2513110564 東京都 株式会社壽屋 高精度３Ｄプリンター導入による市場競争力の向上 多摩信用金庫

932 2513110566 東京都 株式会社AZテック ＩＣ電源チップを装着した次世代ＬＥＤ街路灯の開発
特定活動非営利法人Ｎ
ＰＯビジネスサポート

933 2513110567 東京都 株式会社KSF 小型無線心電図の技術を活用したセンサー管理製品の開発 商工組合中央金庫

934 2513110569 東京都
有限会社ヨーメイ・コーポレー
ション

３Ｄプリンター活用による多様ニーズに合わせた顧客満足度の高いアクセサリ開発の短
期化

西武信用金庫

935 2513110570 東京都
株式会社パティスリードパラ
ディ

全国各地の原材料を使用したご当地の洋菓子の製造数及び販売の全国展開 百十四銀行

936 2513110573 東京都 有限会社藤電設工業 自動見積りシステム導入による金属加工のネット受注拡大と生産体制整備
近藤美恵子経営コンサ
ルティング事務所

937 2513110577 東京都 株式会社白崎製作所 VOC低減に向けた自動車塗装機用樹脂部品試作と設備導入 城北信用金庫

938 2513110578 東京都 株式会社グリッド 気象モデリング及び、ビックデータ活用による気象予測システム 商工組合中央金庫

939 2513110579 東京都 エコナビスタ株式会社 良質な睡眠と目覚めを提供する環境を創る、自動制御システムの開発 東京中央経営株式会社

940 2513110585 東京都
イメージシステムエンジニアリ
ング株式会社

農業ＩＴ技術の進展を補完する「多地点集中監視システム」の開発 多摩信用金庫

941 2513110586 東京都 株式会社キャンパスクリエイト レーザ溶着された高シール性樹脂フィルム袋による水蒸気バリア性評価新試験方法 多摩信用金庫

942 2513110591 東京都 マイクロニクス株式会社 9GHzベクトル標準信号発生器の試作開発 細田明彦税理士事務所

943 2513110592 東京都 株式会社西居製作所 紫外線反射材料を反射特性が低下することなくプレス加工する技術開発 芝信用金庫

944 2513110593 東京都 アイティーエル株式会社 ＬＥＤ照明の配光制御に適合した反射板、反射鏡およびレンズの開発 商工組合中央金庫

945 2513110602 東京都 株式会社エスアイリサーチ 法人・個人事業主向けクラウド型ドキュメント管理システムの開発 青色会計事務所

946 2513110604 東京都 株式会社レイテック 特許年金評価管理システムの開発 小原基紀税理士事務所

947 2513110605 東京都 第一資料印刷株式会社 IT活用による印刷ビジネスの売上向上 さわやか信用金庫

948 2513110608 東京都 NTメカニック
3次元CAD/CAMシステム、最新加工機、ＩＴ制御装置の導入によるプラスティック等精密
切削加工の高度化

金﨑　卓也

949 2513110609 東京都 コアフロント株式会社 新規制に適合した樹状細胞療法用サイトカインの試作品製造 三井住友銀行

950 2513110610 東京都 株式会社ベアーメディック 操作性が良く疼痛のない、胸腔鏡下手術専用の医療機器開発 北川和善税理士事務所

951 2513110611 東京都 有限会社サンポー製作所 レーザー加工機によるアクリル加工技術の高度化 朝日信用金庫

952 2513110612 東京都 株式会社之技術綜合 フィルム基盤等高精細レーザー加工機実装システムのモデル機開発 多摩信用金庫

953 2513110614 東京都 有限会社人見製作所 小型非観血的整復術用牽引装置の試作開発 城南信用金庫

954 2513110616 東京都 株式会社ウェーブ 3Dデジタル立体造形技術を活用し新市場を創造する商品開発を行う 商工組合中央金庫

955 2513110619 東京都 株式会社栄工舎 「電動６軸サーボモータを使用したトランスファープレス加工機の開発」 東日本銀行

956 2513110620 東京都 株式会社笹岡製作所 最新型門型マシニングセンタを導入による生産性の向上と、それによる新規顧客の獲得 大橋会計事務所

957 2513110622 東京都 シマフジ電機株式会社 チップスケール原子時計搭載センサ基板の試作開発 商工組合中央金庫

958 2513110626 東京都 株式会社ジャパンスピリット ロシアへの和食文化の普及を目的とした日本酒等の発酵食品の拡販 大崎泰寛税理士事務所

959 2513110628 東京都 株式会社折井電装 金属・樹脂小物類塗装における高機能性塗装用加工設備の導入
むつよしコンサルタント
オフィス
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960 2513110629 東京都 株式会社共和エージェンシー 全国４７都道府県ご当地カレー普及計画ご当地カレーで魅力発見！ 西武信用金庫

961 2513110631 東京都 株式会社プロモート WebWebとアプリ、一度に自動テスト！マホ時代の統合シム開発
近藤美恵子経営コンサ
ルティング事務所

962 2513110634 東京都
株式会社アドバンストシステム
ズジャパン

常温金属間接合技術による自動車エンジン等の先進加工・組立の事業化。 多摩信用金庫

963 2513110635 東京都 株式会社ウェアラブル ウェアラブル・コンピューティング・デバイス向けシステム開発サービスの提供 商工組合中央金庫

964 2513110636 東京都 株式会社ピカソル 高齢者介護の現場で安心してお召し上がりいただける、美味しいスイーツの開発事業 商工組合中央金庫

965 2513110637 東京都 株式会社FMP 管理栄養士・栄養士による全国飲食店の栄養データ開示プラットフォームの開発
株式会社エイチ・エーエ
ル

966 2513110641 東京都 インクグロウ株式会社 金融機関と連携した小規模事業者のIT化を支援する新サービスの開発 西武信用金庫

967 2513110645 東京都 プライムテック株式会社 超小型脳内埋植蛍光イメージングデバイス開発計画 商工組合中央金庫

968 2513110647 東京都
株式会社リーセントテクノロ
ジー

３Ｄモデリング事業（実空間の建物等をサイバー空間に３Ｄで実現する） 芝信用金庫

969 2513110648 東京都 株式会社エヌ・シー・エス 多摩地域の製造業を対象にした、3Dプリンタを活用した「ものづくり支援事業」 商工組合中央金庫

970 2513110657 東京都 スマイルリンク株式会社 樹脂積層型３Ｄプリンタの新技術開発、新製品試作とテストマーケティング さわやか信用金庫

971 2513110663 東京都 株式会社JLA 原状回復工事金額のアセスメントシステム開発計画
小谷野公認会計士事務
所

972 2513110666 東京都 大蔵木材工芸株式会社 機械設備の充実及び１級・２級技能者の育成 城南信用金庫

973 2514110004 神奈川県 株式会社トヤマ 環境汚染微粒子の個別粒子単位による発生源特定装置の開発 商工組合中央金庫

974 2514110006 神奈川県 西山精工株式会社
熱間鍛造品の精密化で、自動車用ギヤ向の「レース加工がいらない冷間鍛造用素材」を
製造する

静岡銀行

975 2514110007 神奈川県 五光発條株式会社 新しい加工機と新しい技術を活用した複合スプリングの製作
ローズマインド株式会
社

976 2514110009 神奈川県 藤本工業株式会社 メッキ加工樹脂製品金型の精密加工におけるシャープエッジ技術開発 川崎信用金庫

977 2514110010 神奈川県 株式会社三陽製作所 農業機械小型エンジン用精密部品におけるアルミ合金の冷間鍛造品の試作開発 横浜銀行

978 2514110013 神奈川県 エフ・テクノ 高効率貝類洗浄機の量産向け試作機の開発
神奈川産業振興セン
ター

979 2514110016 神奈川県 株式会社ギデオン
当社特許技術を利用したワンタッチ・管理者不要のサイバーセキュリティ対策製品の開
発及び商品化

河村会計事務所

980 2514110020 神奈川県 有限会社インフォホビー 多軸組立ロボット向け超小型ＤＣサーボモータの開発
株式会社さがみはら産
業創造センター

981 2514110023 神奈川県 第一塗装工業株式会社 「小ロット多品種対応型温度管理クリーン塗装システム」の導入
神奈川産業振興セン
ター

982 2514110025 神奈川県 伸光金属工業株式会社 アルミめっき処理及びアルミ拡散浸透処理の高付加価値製品の開発 志村税理士事務所

983 2514110027 神奈川県 株式会社アイ・ケイ・デイー ワンタッチ金型ダイホルダー装置の開発 秦野商工会議所

984 2514110031 神奈川県 株式会社川熱 超長期防錆力で貢献するため試作開発自動紛体塗装ラインを新設。 横浜銀行

985 2514110035 神奈川県 株式会社バネックス 小ロット短納期要求に対応するパンチング工程の高効率生産システムの構築 横浜信用金庫

986 2514110037 神奈川県
有限会社山内エンジニアリン
グ

世界初の新技術「切削レスプレス絞り内径加工技術」の完成のための設備投資
小野寺浩一公認会計士
税理士事務所

987 2514110042 神奈川県 株式会社ストリートデザイン 熱源炉一体型溶融塩漕による「溶融塩ガス精製システム」の試作品開発 横浜銀行

988 2514110045 神奈川県 株式会社カラット 二層式冷却水循環型業務用フライヤーの工場向け連続フライヤー試作機開発 藤田　智代

989 2514110047 神奈川県 株式会社イシカワ 長尺物用段ボール箱製造の接合工程における自動糊付け機械の開発導入 商工組合中央金庫
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990 2514110048 神奈川県 株式会社山野光学 無影灯下以外の環境でも使用可能な医療用ＩＣＧ蛍光観察用レンズの開発 八千代銀行

991 2514110049 神奈川県 株式会社トモエレクトロ 独自の低温固定技術を活用した精密電子部品のリサイクル技術の高度化 西武信用金庫

992 2514110050 神奈川県
株式会社クライムエヌシー
デー

宇宙産業の革新形状に対応する同時5軸制御の差別技術と高精度化推進 相模原市産業振興財団

993 2514110056 神奈川県 株式会社立花商店 無機質ガラスコーティングを用いた複写機内部部品の試作開発
株式会社マイルストー
ン・コンサルティング・グ
ループ

994 2514110057 神奈川県
エヌ・デイ・ケー加工センター
株式会社

省資源・環境汚染防止に対応した金属材料の『真空拡散接合方法』の開発 商工組合中央金庫

995 2514110058 神奈川県 株式会社マエダ 製造工程集約と自動化により高品質、高生産性を実現 大和商工会議所

996 2514110060 神奈川県 株式会社セイコースプリング
ヒゲゼンマイ製造に用いる自動圧延機の開発と自動旋盤機導入による事業優位性の確
立

川崎市産業振興財団

997 2514110063 神奈川県 株式会社カーボントレード 建設汚泥処理の減容を目的とした連続真空脱水乾燥装置の試作機開発
税理士法人原田税理士
事務所

998 2514110064 神奈川県 株式会社オーエイ 産学連携と最先端機で実現する多品種少量生産の画期的な加工効率向上策 相模原商工会議所

999 2514110067 神奈川県 パレス化学株式会社 水系カーボンオニオンスラリーと環境配慮型水溶性切削油の開発 横浜銀行

1000 2514110068 神奈川県 株式会社ムサシノ精機 折板屋根用太陽光パネル取付傾斜架台の試作開発 商工組合中央金庫

1001 2514110072 神奈川県 泉工業株式会社 ラズマ技術を利用した樹脂製試験管の親水性付与・滅菌装置の自動機試作開発 横浜信用金庫

1002 2514110073 神奈川県 株式会社山路フードシステム 進む高齢化社会に付加価値を提供出来得るスマートフード（冷凍惣菜）の試作開発 横浜銀行

1003 2514110076 神奈川県 光株式会社 バイオチップを超高速微細穴加工する"ワイヤレス放電"技術の開発
株式会社さがみはら産
業創造センター

1004 2514110078 神奈川県 株式会社日新精機 食品容器成形機用シャフトのリード溝加工の時間短縮と高精度化 川崎信用金庫

1005 2514110080 神奈川県
株式会社エスク横浜分析セン
ター

建築物飲料水水質検査のワンストップ化による短納期化及び測定精度向上計画 横浜銀行

1006 2514110082 神奈川県 京浜ラムテック株式会社 精密加工・接合技術高度化による納入製品の「形状変化・大型化」への対応 商工組合中央金庫

1007 2514110083 神奈川県 株式会社アプリスター
車載組込みシステムの安全性・信頼性を向上するFPGAプロトタイプ検証プラットフォーム
の試作

横浜銀行

1008 2514110086 神奈川県 三協パイオテク株式会社 食の安全ニーズに応えるメンテナンス性の高い粉粒体流量計測および制御装置の開発
ケー・エムコンサルティ
ング

1009 2514110087 神奈川県 株式会社タクマ精工 自由曲面加工が可能な工作機械・ＣＡＭ導入による自社設計製品の性能ＵＰと短納期化 静岡中央銀行

1010 2514110090 神奈川県 株式会社海津工業所
自動車の開発試作部品の不良削減と外注費の削減を図るため、非接触型3次元測定器
を導入する。

八千代銀行

1011 2514110091 神奈川県 相互電機株式会社 グローバルな競争に向けて生産革新によるコストダウン競争力の強化 城南信用金庫

1012 2514110098 神奈川県 株式会社オースズ 圧力分布解析の実施による医療機器向け高性能トルクヒンジの開発 横浜中央税理士法人

1013 2514110099 神奈川県 株式会社超電導機構 レアメタル等を分離・回収する超電導磁気分離装置の開発・試作 八千代銀行

1014 2514110101 神奈川県 株式会社アメニティ 女性用トイレにおける見えない匂わないサニタリーボックスの開発と拡販 りそな銀行

1015 2514110102 神奈川県 株式会社フジケン 新方式！健康時代にマッチした米の栄養価を落とさない脱ぷ装置の試作開発 さくら会計社

1016 2514110103 神奈川県 三田工機株式会社
ＣＮＣ旋盤での下加工の効率化及び複雑形状の精密加工による円筒研削部品の競争力
強化

川崎市産業振興財団

1017 2514110105 神奈川県 日本リフト株式会社 災害支援車の休憩スペース用ボデー拡幅装置の軽量化とコストダウン 相模原商工会議所

1018 2514110107 神奈川県 株式会社電子応用 舶用エンジンの燃費向上とＮＯｘ削減に寄与する電子制御用センサの試作開発 三菱東京ＵＦＪ銀行

1019 2514110108 神奈川県 東京計装株式会社 売上拡大と利益確保を同時に実現する革新的面積流量計生産ラインの構築 商工組合中央金庫
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1020 2514110109 神奈川県 コーワテック株式会社 無線遠隔操縦ゴム人工筋肉駆動型ロボットの商品化試作開発 八千代銀行

1021 2514110114 神奈川県 鈴木接点工業株式会社 マルチワイヤーブラシ接点のスポット溶接・プレス複合加工ライン生産性強化とＶＥ提案 大和商工会議所

1022 2514110118 神奈川県 株式会社オプトロン 防災用の遠隔操作型水門に使用する水面走査型レーザ式水位計の開発 相模原市産業振興財団

1023 2514110121 神奈川県 株式会社シィアイテクノ 高真空中における無鉛ガラスフリットを用いたガラス接合技術の開発 川崎信用金庫

1024 2514110122 神奈川県 有限会社吉田製作所 「溶接ロボット導入による飛躍的な生産コストの削減」で実現する、競争優位の獲得 藤野商工会

1025 2514110123 神奈川県 株式会社菅原モデル 内視鏡用処置具の金型及びプラスチック成形部品の試作・開発 相模原商工会議所

1026 2514110125 神奈川県 株式会社シモカワ 新締結方式による軟質・金属材への締結補強部品『テーパータック』の開発
神奈川産業振興セン
ター

1027 2514110126 神奈川県
オプトデバイスコーポレー
ション株式会社

スマートフォン向け小径カメラレンズの偏芯及び厚み計測試作機の開発 神奈川銀行

1028 2514110127 神奈川県 日鉄工営株式会社 山間部道路の安全走行を支援する低コストで簡易設置可能なシステム機器開発 八千代銀行

1029 2514110128 神奈川県 株式会社セルタン ネットを利用して顧客に合わせる複合素材一体成型オーダーメイドベッドの開発 厚木商工会議所

1030 2514110134 神奈川県 株式会社昌和精機 医療機器等における難切削材精密部品加工の高精度、低コスト、短納期化 相模原市産業振興財団

1031 2514110135 神奈川県
有限会社オービタルエンジニ
アリング

精密農業にむけたスペクトルカメラ搭載UAVシステムの開発 中村泰宏税理士事務所

1032 2514110136 神奈川県 株式会社藤本分子化学 大学発高付加価値化学品を事業化するための製造プロセス開発 横浜企業経営支援財団

1033 2514110137 神奈川県 コーエイ工業株式会社 積雪を融解し小さな塊として落下させる落雪防止装置の開発
ローズマインド株式会
社

1034 2514110138 神奈川県 株式会社スリーハイ 耐環境性に優れる防水シリコンシートヒーターの開発と即応生産体制の構築 横浜信用金庫

1035 2514110139 神奈川県
エルスエンジニアリング株式
会社

耐摩耗性能を高める超硬ハードフェーシング加工製品の自社開発・製造販売事業 小川正人税理士事務所

1036 2514110140 神奈川県 株式会社メタボスクリーン 循環器病指標として用いるリポ蛋白質の簡便な分析技術の開発 金子博人法律事務所

1037 2514110142 神奈川県 有限会社川田製作所 ３次元データの生成・設計・加工技術を基盤とした新たな部品製造システムの構築 さがみ信用金庫

1038 2514110143 神奈川県 有限会社アイン精巧 薄板素材への高精度板金加工の実現による顧客の課題解決と需要開拓
ケー・エムコンサルティ
ング

1039 2514110145 神奈川県 株式会社旺電舎 新工法開発による銘板塗装の品質・環境改善 八千代銀行

1040 2514110148 神奈川県 ピー・アイ・スクエア株式会社 インセンティブ型デマンドコントロールシステム 神奈川銀行

1041 2514110149 神奈川県 相模通信工業株式会社 超小型人工衛星向け耐宇宙環境マイコン基板の開発 湘南信用金庫

1042 2514110150 神奈川県 有限会社秦永ダンボール
水に強く・燃えない多孔質ｼﾘｶ被膜付き段ﾎﾞｰﾙﾊﾆｶﾑで紙の弱点を克服し建築材として
試作開発

中栄信用金庫

1043 2514110154 神奈川県 株式会社昭和真空 客先対応のスマートフォンカメラレンズ反射防止膜用真空成膜装置の高性能化
一般社団法人首都圏産
業活性化協会

1044 2514110156 神奈川県 株式会社 長津製作所 高速３Ｄスキャナーによる初期成形検討・金型補正の短縮化 東京都民銀行

1045 2514110157 神奈川県 株式会社たまき 環境配慮型接触冷感ハイブリッド繊維、およびビジネスユニフォームの開発 松本英伸

1046 2514110158 神奈川県 株式会社日本油剤研究所 銅ボンディングワイヤ極細化のための潤滑剤の開発 ひぐち税理士事務所

1047 2514110159 神奈川県 株式会社アルファ・ツール 航空機及び衛星用のＣＦＲＰ加工用エンドミルの長寿命化及び低振動化
公益財団法人相模原市
産業復興財団

1048 2514110160 神奈川県 株式会社アット折込 「折込枚数マップシステム」を活用したチラシ発注簡易化・多様化
有村コンサルティングオ
フィス

1049 2514110162 神奈川県 三光ライト工業株式会社 プラズマプリンティング技術によるマイクロテクスチュア製品の開発 川崎市産業振興財団
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1050 2514110165 神奈川県
クローバーエンジニアリング株
式会社

ｵﾌｾｯﾄ印刷機の自動ﾍﾟｰｼﾞ捲り機　（捲りｶﾚﾝﾀﾞｰ用） 横浜銀行

1051 2514110166 神奈川県 株式会社アルテックス PCレス・信頼性・低価格を実現したIPカメラ対応マルチビューワの開発 相模原市産業振興財団

1052 2514110169 神奈川県 シンクランド株式会社
超広帯域光源を用いた循環器用超高精細μOCT（光断層イメージング）装置の試作開
発

汐留パートナーズ税理
士法人

1053 2514110170 神奈川県 株式会社明輝 熱影響の不具合を排除した高品質、短納期樹脂金型の作成 横浜銀行

1054 2514110171 神奈川県 株式会社ミドリ産工 次世代環境対応車向けセンサー端子の高精度・長寿命金型技術の開発 横浜銀行

1055 2514110173 神奈川県 株式会社Ｓａｎｓｅｉ モバイルＣＴ車（災害対策車）　試作品の製作 三菱東京UFJ銀行

1056 2514110175 神奈川県 株式会社イー・オータマ ＥＶ車および航空・宇宙分野における電磁波測定環境と技術の構築 商工組合中央金庫

1057 2514110177 神奈川県 株式会社アオバテック 次世代ロボット向けＲＴシステム量産に向け 城南信用金庫

1058 2514110181 神奈川県 有明セラコ株式会社 繊維強化複合材料を用いたアルミ溶湯供給装置の開発による低圧鋳造技術の革新 商工組合中央金庫

1059 2514110182 神奈川県 株式会社パパス 溶接機の更新による製品の高品質化・短納期化と航空機事業への挑戦
税理士法人Ｋ＆ＫＪａｐａ
ｎ

1060 2514110183 神奈川県 株式会社テックラボ 高品質CFRP部品のタイムリーな供給を実現するための設備投資
税理士法人とどろき会
計事務所

1061 2514110184 神奈川県
株式会社エアロクラフトジャパ
ン

『緻密な温度／圧力制御窯』による航空機向け大型カーボン部品製作の事業化 浜銀総合研究所

1062 2514110192 神奈川県 株式会社シノテスト 新型充填機の開発導入による生産効率の向上と増産体制の構築 相模原市産業振興財団

1063 2514110200 神奈川県 株式会社ダイレクト２１ アルミダイカスト*1)の品質・生産性を改善する工場管理システムの開発 三井住友銀行

1064 2514110201 神奈川県 株式会社瀧野工業 排気再循環部品の複雑形状化を可能にする、塑性加工技術の開発 静岡中央銀行

1065 2514110217 神奈川県 株式会社後藤精機 超微細マイクロニードル注射針用試作金型製造事業 川瀬淳税理士事務所

1066 2514110221 神奈川県 株式会社橘田生産工業所 オーダーメイド頭蓋骨　新技術を用いた短納期化および高精度加工技術の開発 横浜銀行

1067 2514110224 神奈川県 株式会社 アミック 電磁パルス法を利用したハンディタイプコンクリート音速測定器の製作 横浜銀行

1068 2514110234 神奈川県 株式会社アース・ウェザー 独自解析技術とソフトで最大20%の省エネ航海ルート情報提供の事業化 みずほ銀行

1069 2514110238 神奈川県 合資会社川西屋酒造店 設備投資による『お燗のできる山廃辛口純米酒』の生産・供給体制の確立
株式会社浜銀総合研究
所

1070 2514110242 神奈川県 アシストV株式会社 クロワッサンも作れる!小規模店舗向け製麺機（シーター機能付き）の試作開発
近藤美恵子経営
コンサルティング事務所

1071 2514110243 神奈川県 有限会社東栄精工 医療部品用樹脂成形金型の短納期対応型の試作開発 芝信用金庫

1072 2514110244 神奈川県 株式会社冲セキ メイドインジャパンのお墓製作のための国内工場の切断、研磨、彫刻機能強化 川崎市産業振興財団

1073 2514110246 神奈川県 株式会社海老名鋼材 ネットワーク対応曲げ塑性加工機械による鋼材の半製品供給化計画。 横浜銀行

1074 2514110250 神奈川県 株式会社メディナ 先進医療保険適用に伴う歯科技工物製作のためのCAD/CAMシステム導入事業 横浜銀行

1075 2514110252 神奈川県
株式会社ネモト・ルミマテリア
ル

LEDの青色光により高効率に蓄光及び発光する新規蓄光型蛍光体材料の実用化
税理士法人茂木会計事
務所

1076 2514110253 神奈川県 東京コスモス電機株式会社 農機建機用防水防泥性能を持つ照明付き操作パネルの実現の試作開発 横浜銀行

1077 2514110257 神奈川県 株式会社ツカサ工業 三次元レーザー加工機導入による生産プロセスの改善および短納期化の実現 静岡中央銀行

1078 2514110263 神奈川県
株式会社不二ＷＰＣ
株式会社コバヤシ精密工業

ピコ秒レーザ加工装置の作製と環境負荷低減のための低摩擦表面形成技術の確立 相模原市産業振興財団

1079 2514110265 神奈川県 齋藤製罐株式会社
全自動高速コンパウンド塗布装置導入による製罐品質向上実現による高付加価値用途
への展開

株式会社マイルストー
ン・コンサルティング・グ
ループ
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1080 2514110267 神奈川県
相菱エンジニアリング株式会
社

３次元CAD・CAEソフトウェア　導入による取引先課題解決と成長分野への進出
ケー・エムコンサルティ
ング

1081 2514110270 神奈川県
株式会社リキッド・デザイン・シ
ステムズ

クラウド型接続型の離床及び介護見守り機器の試作開発 横浜銀行

1082 2514110273 神奈川県 株式会社フクハラ 大型空気圧縮機用サイクロン方式エアフィルタの開発 城南信用金庫

1083 2514110274 神奈川県 有限会社ティワイアソシエイツ 板金の曲げ加工における傷無し金型（下型ダイ）の開発
神奈川産業振興セン
ター

1084 2514110277 神奈川県 有限会社武蔵工業 レーザーとパンチプレス複合加工による超精密ブランク工程の生産強化 横浜信用金庫

1085 2514110281 神奈川県 株式会社昭特製作所 新高性能小型雲台システム（ＥＮＧシリーズ）の開発・試作
神奈川産業振興セン
ター

1086 2514110284 神奈川県 ドリコス株式会社 マイボトル向け飲料販売事業Pattle(パトル) TAO税理士法人

1087 2515110002 新潟県 株式会社足立製作所 小ロット多品種生産に対応したハイブリッドドライブベンダーの導入 大光銀行

1088 2515110005 新潟県 株式会社野水機械製作所 タービンブレード研磨機の製品化のための加工機導入 第四銀行

1089 2515110008 新潟県 株式会社三好 CNC立旋盤導入による生産性向上と作業環境の改善 北越銀行

1090 2515110014 新潟県 株式会社中央製版 抜型製作の内製化による、「超」短納期対応の実現 商工組合中央金庫

1091 2515110016 新潟県 株式会社有本製作所 金型温度調整による絞り成型の安定化と省工程化 三条信用金庫

1092 2515110017 新潟県 トップ工業株式会社 最先端ワイヤー放電加工機導入による医療用工具の開発 三条信用金庫

1093 2515110020 新潟県 ウエノテックス株式会社 最新式大型三次元測定機の導入による航空・宇宙産業に向けた品質保証体制の確立 第四銀行

1094 2515110021 新潟県 田中工業株式会社 鋼構造物施工の工期超短縮化を目的とした、製品内製化システムの開発 北越銀行

1095 2515110023 新潟県 宮本警報器株式会社 自動車用電子ブザーのチップ化および鉛フリー化品を実現するための量産ラインの確立 東日本銀行

1096 2515110025 新潟県 株式会社スリーピークス技研 ペンチ類の精密加工による品質安定化及び生産コストの削減 三条信用金庫

1097 2515110026 新潟県 明和工業株式会社 橋梁・水管橋の耐震化部品の生産能力向上事業 第四銀行

1098 2515110028 新潟県 八千穂 Y軸CNC旋盤導入と技能者養成による複雑形状への精密加工対応力と事業基盤の強化 大光銀行

1099 2515110029 新潟県
丸正ニットファクトリー株式会
社

ニット業界専門の3D機能搭載の最新アプリケーションソフト「APEX3」でのシュミレーショ
ンと立体画像活用による、生産効率及び、新製品開発力の向上計画

商工組合中央金庫

1100 2515110030 新潟県 有限会社カトウウェルド ステンレス製業務用厨房機器の溶接加工生産プロセスの合理化 三条信用金庫

1101 2515110031 新潟県 有限会社小林鐵工所 ＮＣ横中ぐり機を用いた横中ぐり切削加工の高度化事業 西村会計事務所

1102 2515110032 新潟県 新和メッキ工業株式会社 環境配慮型非鉄金属洗浄プロセスの導入 第四銀行

1103 2515110035 新潟県 イオカ電子株式会社 異物監視装置 北越銀行

1104 2515110036 新潟県 株式会社ミツワ 業務用大型連続式洗濯機の運用コストを削減する粉洗剤投入機の開発 第四銀行

1105 2515110038 新潟県 丸越工業株式会社
端曲げ機構付3本ロール加工機とＲ曲げ用特殊金型導入等による曲面加工の高精度・
高効率化の実現

北越銀行

1106 2515110039 新潟県 株式会社エビス 気泡管の内面スクリーンインキ充填 三条信用金庫

1107 2515110040 新潟県 株式会社オーシーエス “日帰り温泉”の利便性を追求し、温浴市場活性化と事業拡大のためのソフト開発 第四銀行

1108 2515110041 新潟県 株式会社カドクラ 高能率５軸複合加工機によるチタン製医療用部材の精度向上と合理化を目指す 北越銀行

1109 2515110043 新潟県 シンコー株式会社 高機能血液検査装置向けサファイア光学セル部品の製造技術開発 第四銀行
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1110 2515110044 新潟県 株式会社トライテック 木工内装材向け加飾用途のためのインクジェット印刷装置の開発
公益財団法人にいがた
産業創造機構

1111 2515110045 新潟県 ミズホ株式会社 高効率研削技術を応用したカスタムメイド人工股関節手術用器械の試作・開発
公益財団法人にいがた
産業創造機構

1112 2515110046 新潟県 柏陽鋼機株式会社 加工技術・作業効率向上と短納期による顧客満足を図る複合機導入事業 商工組合中央金庫

1113 2515110048 新潟県 株式会社田邊
三次元測定スキャナーの導入による手作業では不可能な複雑で精密な図面と製品の開
発

にいがた産業創造機構

1114 2515110049 新潟県 株式会社ヘルツ 福祉・セキュリティに有効な画像処理式人感センサーの開発とその応用 第四銀行

1115 2515110050 新潟県 株式会社シンドー トンネル工事に於けるあと施工を可能にするアンカーの開発・製造 第四銀行

1116 2515110051 新潟県 株式会社アイ・シイ・エス 熱処理前洗浄工程の効率化による新分野製品の受注拡大 朝日税理士法人

1117 2515110053 新潟県 株式会社小林精密 注射液など液体医薬品製造用バルブの開発 第四銀行

1118 2515110055 新潟県 新生電子株式会社 防災対応、雨量測定データロガーシステムの開発 燕商工会議所

1119 2515110059 新潟県 藤中工業株式会社
「5面加工門形マシニングセンタ」の導入による高品質・低コストな大型形状部品加工の
内製化及び新発想フレームの製品化

パートナーズプロジェク
ト税理士法人

1120 2515110062 新潟県 ダイトゴム株式会社 防振ゴム動特性試験機導入による品質保証体制強化と信頼性の向上による販路拡大 東和銀行

1121 2515110063 新潟県 株式会社渡邊製作所
蒸気タービンに使用するタービンブレードの加工高効率化(バフ研磨の効率化)に伴う試
作開発・短納期のニーズに対応可能な体勢を構築する。

第四銀行

1122 2515110066 新潟県 佐渡精密株式会社 医療用内視鏡の機能向上に対応する同先端部品加工体制の革新 北越銀行

1123 2515110070 新潟県 株式会社清水金型製作所 医療・新エネルギー・新素材への挑戦　～新しい金型生産システムの構築～ 第四銀行

1124 2515110072 新潟県 野水金型製作所 自動車エンジンピストン金型の工期短縮・高品質化製造技術の開発 三条信用金庫

1125 2515110074 新潟県 株式会社サイカワ 医療用ワイヤー伸線加工技術開発 北越銀行

1126 2515110075 新潟県 株式会社品銀鉄工所
収益性改善および受注力拡大を目的とした、レーザー加工機導入による生産性向上化
事業

第四銀行

1127 2515110077 新潟県 吉川化工株式会社 低コスト・高精度・短納期対応を実現する鋳造模型の開発 協栄信用組合

1128 2515110079 新潟県 有限会社毛利製作所 立体加工部品のコスト削減による生産を実施し、航空・医療産業の販路拡大を図る。 第四銀行

1129 2515110082 新潟県 株式会社河井工業 最先端サーボプレス機導入による太陽光パネル取付け金具の試作開発 三条信用金庫

1130 2515110087 新潟県 有限会社野村木工所
ＮＣボーリングマシン導入よる低コスト化、短納期化対応可能な高精度な加工システム
の構築

長岡信用金庫

1131 2515110090 新潟県 株式会社吉崎製作所 最先端小型マシニングセンター導入による自動車部品の試作開発 商工組合中央金庫

1132 2515110093 新潟県 株式会社青海製作所 次世代自動車部品の試作開発における高度化と低コスト化 第四銀行

1133 2515110100 新潟県 外山工業株式会社 中型収納庫を開発するため最先端材料自動供給機を導入 第四銀行

1134 2515110106 新潟県 有限会社石田製作所 板バネ材料特有のスプリングバックをミクロンで調整し、曲げの角度の調整レスの実現 三条信用金庫

1135 2515110108 新潟県
フジイコーポレーション株式会
社

日本初の革新的プレス工法で、環境機器の効率を向上し、世界へ事業展開 北越銀行

1136 2515110113 新潟県 株式会社犀潟鉄工所 ＯＡ機器市場向け次世代型高精度ローラー材の開発と生産システムの構築 第四銀行

1137 2515110115 新潟県 株式会社Ａ－ＴＲＡＤ 自動車用難削材ダイカスト金型の高速加工及び納期短縮の実現 第四銀行

1138 2515110117 新潟県 株式会社テクノアイ フッ化物焼結体の新たな用途開発に関わる設備投資と試作試験 北陸銀行

1139 2515110120 新潟県 新潟潜水興業株式会社 水中溶接・切断における潜水士安全支援システムの開発 第四銀行
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1140 2515110121 新潟県 株式会社高秋化学 オリジナル抗菌インクで印刷加工した抗菌繊維製品の開発 北越銀行

1141 2515110126 新潟県 和田ステンレス工業株式会社 高精度サーボ油圧プレスを導入し、血液分析装置の保冷用容器を試作開発する。 第四銀行

1142 2515110132 新潟県 株式会社明精工業 ＮＣ円筒研削盤の導入による長尺シャフト研削加工の高精度化 北越銀行

1143 2515110133 新潟県 ＪＡＳＰＡ株式会社 航空機部品の効率的な一貫生産を実現するためのシステム導入 商工組合中央金庫

1144 2515110134 新潟県 有限会社桝谷鉄工所 ポータブル3次元測定器導入による新規受注の獲得と品質管理の向上 八二銀行

1145 2515110140 新潟県 光正株式会社 ミクロトームホルダーの開発と生産工程の合理化 商工組合中央金庫

1146 2515110143 新潟県 株式会社アサヒ
異素材を融合させた新商品開発及び、自動研磨装置開発・導入による受注数量拡大と、
新規雇用による研磨技術継承

第四銀行

1147 2515110144 新潟県 株式会社三島屋楽器店 和楽器製造工程の高度化事業 第四銀行

1148 2515110145 新潟県 株式会社カエリヤマ 複雑形状成型品(海外製)を少量切削にて生産代換する体制の確立 第四銀行

1149 2515110147 新潟県 スワロー工業株式会社 太陽光パネル架台金具の増産と傾斜架台の開発試作 第四銀行

1150 2515110149 新潟県 ジェイ･ティ･メタル株式会社
レーザー溶接機導入による顧客満足度向上及びデザイン性に優れたオリジナルチタン
チェーン開発

三条信用金庫

1151 2515110151 新潟県 株式会社共栄鍛工所 医療用インプラント骨端プレートの開発 商工組合中央金庫

1152 2515110152 新潟県 株式会社ウチダ和漢薬 健康食品の原料素材の供給による新分野への販路拡大 商工組合中央金庫

1153 2515110155 新潟県 サンアロー化成株式会社 デザイン性の改善による人との親和性の高い革新的な部品の開発 新潟県信用組合

1154 2515110156 新潟県 ナシモト工業株式会社
ワイヤー放電加工機導入による健康・医療分野向け新機構精密ハンドツール及び遠隔
操作ハンドルの複合精密加工コンパクト製造ラインの構築

第四銀行

1155 2515110160 新潟県 株式会社石鋸工業 鋸ユーザーニーズの多様化に応える、自動目立て機導入によるシリーズ開発推進 第四銀行

1156 2515110162 新潟県 高山工業株式会社 地ビール製造業者用の小型で耐久性に優れたタンクの開発事業 協栄信用組合

1157 2515110165 新潟県 有限会社村山鍛造所 効率化・材料費削減をめざして。密閉鍛造に挑戦！ 柏崎信用金庫

1158 2515110168 新潟県
新潟クオリティサプライ株式会
社

車載用プリント基板HV・PHV・FCVに求められる高電圧大電流対応永久絶縁塗膜の形成
試作事業

第四銀行

1159 2515110170 新潟県 株式会社サンカ 3Dプリンタ導入による、製品開発期間の短縮および新機能製品の開発強化 第四銀行

1160 2515110171 新潟県 石山味噌醤油株式会社 無塩大豆発酵食品（無塩味噌）の量産を実現する為の設備投資計画 石田経理事務所

1161 2515110172 新潟県 株式会社山幸鉄工 高精度角度（傾斜）切断機を導入して、切断精度と生産性を向上させる。 長岡信用金庫

1162 2515110173 新潟県 株式会社大成 切断過納寸法の延長及び寸法精度向上のためのアルミ刑材高速切断機導入 三条信用金庫

1163 2515110176 新潟県 株式会社小林硝子 多機能・短サイクル化に適応する建築用ガラスフィルム施工システムの構築 北越銀行

1164 2515110178 新潟県 株式会社テーエム 研磨機導入による高級黒染めステンレスビアカップの開発 三条信用金庫

1165 2515110188 新潟県 株式会社オグロ 複雑化する部品形状に対応するための生産技術の確立 柏崎信用金庫

1166 2515110190 新潟県 株式会社エスシービー ファイバーレーザー複合マシンの導入にて新規事業参入・大量受注の実現 第四銀行

1167 2515110192 新潟県 三條金属株式会社 超高歩留り・高生産性の次世代型消失模型鋳造法の開発 商工組合中央金庫

1168 2515110195 新潟県 株式会社栄工舎
航空機製造に用いる複合形状工具（多段パイロットリーマ）の円筒研磨作業を迅速化す
る

商工組合中央金庫

1169 2515110198 新潟県 株式会社石高精工 次世代型高精度ＣＮＣ旋盤の導入による多品種小ロット品の受注拡大 第四銀行
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1170 2515110203 新潟県 有限会社高坂鉄工所 最新式高性能ＮＣ旋盤の導入による増産・短納期対応の強化 長岡信用金庫

1171 2515110205 新潟県 株式会社ヤマテック
工作機械(マシニングセンタ)と3次元測定器導入による曲面等多角度方向への加工の効
率化と高精度化 第四銀行

1172 2515110207 新潟県 株式会社WINPRO バーティカル型の小型（２０Ｋｗ級）風力発電機の開発・実証試験の実施 山本晃司税理士事務所

1173 2515110208 新潟県 有限会社トライワーク ３次元ＣＡＤＣＡＭを駆使したモーター巻線機向け曲面加工の合理化と高精度化 大光銀行

1174 2515110210 新潟県 株式会社サンシン ボールネジ軸ボール溝の面精度向上を図るテープ研磨試作装置 北越銀行

1175 2515110212 新潟県 有限会社山崎抜型 高精度マシニングセンター導入による抜型の高精度・高寿命化の確立 三条信用金庫

1176 2515110215 新潟県 有限会社木原製作所 テール付き機械導入で精密・安全なシャンク付き角取製品技術の強化 第四銀行

1177 2515110216 新潟県 株式会社ミウラ 原発設備等での仕様基準を満たす高品質鋳物の製作に挑戦し新市場開拓を図る 北越銀行

1178 2515110220 新潟県 柏崎ユーエステック株式会社 ペット医療市場向け高機能（洗浄／脱臭／除菌）オゾン水発生ユニットの開発 第四銀行

1179 2515110222 新潟県 株式会社ヤマキ食品 従来の黄色い沢庵との差別化を実現する為、大型冷凍機導入による白色沢庵の開発。 第四銀行

1180 2515110223 新潟県 株式会社青芳製作所  特殊印刷による名入れやデザイン加工付加価値を加えた福祉用商品開発 協栄信用組合

1181 2515110224 新潟県 株式会社山泰製作所 5軸加工機によるコージェネレーションシステム部品の高精度化 第四銀行

1182 2515110227 新潟県 株式会社大原鉄工所 下水汚泥との混合嫌気性消化における多種バイオマスの前処理技術開発事業 北越銀行

1183 2515110230 新潟県 株式会社セブン・セブン 水筒の内瓶等を製造する液圧プレス機とネッキングマシーンの導入による新工法の確立 第四銀行

1184 2515110232 新潟県 株式会社レリエンス 乳がん患者さんの生活の質向上を目指した安価で長時間装着も快適な人工乳房開発 第四銀行

1185 2515110234 新潟県 株式会社エヌエスアイ コンビニ向けデジタルサイネージと、そのコンテンツ表示プログラムの開発・提供 東京中央経営株式会社

1186 2515110236 新潟県 有限会社新潟電機製作所 基板工程の自動化による、検査工程の向上、生産工程の省力化、競争力の強化の推進 新井商工会議所

1187 2515110238 新潟県 株式会社エステー工事 液状化対策を重視した砕石工法を用いた、住宅全体の環境対応サービスの提供
小野寺浩一公認会計士
税理士事務所

1188 2515110239 新潟県
株式会社ティーケーネットサー
ビス

ワークライフバランス実現のための通信基盤統合ソリューション開発 第四銀行

1189 2515110243 新潟県 株式会社諸長 低温・低圧精米機導入による精米製品の向上と販路拡大 商工組合中央金庫

1190 2515110247 新潟県 株式会社ＭＩＬＬＳ 高齢化社会に対応したＣＲＭシステムの導入による顧客維持活動の展開について 第四銀行

1191 2515110249 新潟県
株式会社ソリマチ技研サポー
トセンター

介護ヘルパーサービスの質的向上を支援するモバイル端末アプリの試作開発 北越銀行

1192 2515110260 新潟県 株式会社三雄工芸
ブライダルジュエリーの販売を全国展開するための三次元データを活用した革新的デザ
イン提案の開発

株式会社江口経営セン
ター

1193 2515110262 新潟県 有限会社銀座堂 高齢者ひとりひとりに寄り添ったクラウド型の生活見守り支援事業 三条信用金庫

1194 2515110264 新潟県
株式会社セキュリティリサイク
ル研究所

契約書管理業務を変革する、クラウド＆サービス連動型契約書管理ソリューション 商工組合中央金庫

1195 2515110269 新潟県 株式会社ウイング 素人でも業務システムが生成できるソフトウェアの開発 株式会社コモンズ

1196 2515110271 新潟県
株式会社ジェー・シー・エスコ
ンピュータ・サービス

システム構築のカスタマイズを低コスト・短納期で実現する「販売管理システム」の開発 第四銀行

1197 2515110272 新潟県 有限会社ナガオカ工販 ライフライン自立型水洗式トイレシステムの開発 長岡商工会議所

1198 2515110274 新潟県 株式会社飯塚鉄工所 シェール液化ガス用クライオポンプ重要部品の低コスト高精度化生産 第四銀行

1199 2516110002 富山県 有限会社作田キャスト 自動バリ取り機械導入・自動化による生産性向上及び品質向上 小矢部市商工会
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1200 2516110003 富山県 株式会社三恵ネット
サッシ網戸用防虫網の高付加価値製品の開発と製織工程監視システム導入による自動
化の実現

富山県新世紀産業機構

1201 2516110006 富山県 有限会社谷口鉄工所 大型加工機導入による高効率化の実現とダクト製造オンリーワンへの挑戦 タックス総研

1202 2516110008 富山県 柴田株式会社 高度な技術で産業資材分野の本格展開と高級衣料比率のUPを図る 北陸銀行

1203 2516110013 富山県 大栄建材株式会社 「高周波接着」の木製建具への応用事業 北陸銀行

1204 2516110016 富山県 第一編物株式会社 スポーツウェア用機能性ポリエステル素材における洗濯耐久性の向上 富山県新世紀産業機構

1205 2516110018 富山県 株式会社プラクティブ 世界初の白色ＰＥＥＫ樹脂による射出成形された義歯製作用円盤（ディスク）の開発
株式会社ジェック経営コ
ンサルタント

1206 2516110019 富山県 コンチネンタル株式会社 ユーザーニーズに対応した、管形状の超高真空チャンバーの製造工程の高度化 富山県新世紀産業機構

1207 2516110022 富山県 信栄金型株式会社 熱硬化性樹脂用金型技術による航空機用金型分野への進出 南砺市商工会

1208 2516110023 富山県 株式会社山口技研 高精度3次元プロセスにおける作図・測定技術の確立について 北陸銀行

1209 2516110025 富山県 北陸テクノ株式会社 機械制御の高度化によって航空部品、重要保安部品の強度化を図る設備導入事業 北陸銀行

1210 2516110026 富山県 株式会社堀江商会 ニーズが拡大する修理・メンテナンス対応による測量機のトータルサービス提供の実現 富山銀行

1211 2516110029 富山県 廣川建設工業株式会社
浚渫（しゅんせつ）用台船の機能アップによる自社オリジナル深礎掘削兼荷役機の試作
開発事業

株式会社ジェック経営コ
ンサルタント

1212 2516110031 富山県 株式会社藤岡園 遠赤外線回転火入機による製茶生産工程集約、これに伴う原価低減と売上拡大 北陸銀行

1213 2516110032 富山県 いなほ化工株式会社 粒状肥料製造における原料粉砕工程の振動・騒音抑制による生産プロセスの改善 富山銀行

1214 2516110035 富山県 杉野味噌醤油株式会社 「大吟醸酒粕味噌」を主体にした　新和風調味料の製品化事業 富山銀行

1215 2516110036 富山県 西陵株式会社 表面保護膜塗布と自動バリ取り機の導入により製品品質向上化ラインの開発 北國銀行

1216 2516110038 富山県 救急薬品工業株式会社 医薬品口腔内適用フィルム製剤への可食性インクでの印字技術開発 沢井英樹税理士事務所

1217 2516110039 富山県 株式会社中田鉄工所 温間鍛造能力の向上で、風力発電エネルギー分野への参入を図る 北陸銀行

1218 2516110040 富山県 株式会社寺島研磨工業 新しい溶接技術による高強度・高性能金属切断用チップソーの試作品開発 税理士法人Jタックス

1219 2516110042 富山県 株式会社興南製工 新型溶接機導入によるＶＥ提案型企業へのステップアップ 富山信用金庫

1220 2516110044 富山県 株式会社ヤハタセイコー 原子力発電所の保守機器に欠かせない高圧洗浄機のノズル製品の製造 入善町商工会

1221 2516110049 富山県 株式会社リライエンス 自動化、ＩＴ化によるオーダーメイド専用工程構築及び、生産効率化による競争力強化 氷見商工会議所

1222 2516110051 富山県 株式会社ナガエ
医療福祉機器分野への供給可能な改正JIS対応の高品質部品及びコスト競争力のあ
る、最新鋭ダイカストマシン設備や周辺装置による生産ラインの体制構築

高岡商工会議所

1223 2516110054 富山県 アイティオ株式会社 リバースエンジニアリング技術による製品設計開発 北陸銀行

1224 2516110055 富山県 株式会社ワコーテック 力とトルクの検出感度のバランスを改善した力覚センサの開発 富山県新世紀産業機構

1225 2516110062 富山県 株式会社アースクリエーション 消臭剤における商品改良・試作研究と製造ライン自動化による生産性向上 富山信用金庫

1226 2516110066 富山県 株式会社グランドワークス 中大規模木造建築物のための新接合法の加工技術の高度化
本田百合子公認会計士
事務所

1227 2516110072 富山県 小矢部繊維工業株式会社 効果が長時間持続する「超・涼感ニット生地」の開発・販売事業
ジェック経営コンサルタ
ント

1228 2516110074 富山県 株式会社キャステム 高出力ＹＡＧレーザー溶接機の導入による高品質、低コスト、短納期のサービスの提供 富山銀行

1229 2516110075 富山県 株式会社老子製作所 梵鐘製作において「伝承と科学的測定技術の融合」による音色の追求 北陸銀行
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1230 2516110076 富山県 株式会社精田建鉄 屋根用鋼板成型機の開発・導入による、製品精度・品質の向上と販路拡大を図る 富山県新世紀産業機構

1231 2516110080 富山県 株式会社ひかり レーザ溶接技術の高度化による高速・高精度化と短納期対応の実現 高岡商工会議所

1232 2516110082 富山県 株式会社ホクペレ 廃プラ洗浄システム導入による「再資源化」と「顧客対応力強化」の実現 富山第一銀行

1233 2516110086 富山県 株式会社中川製作所
テーブル移動型大型ひずみ取りプレス機の開発による作業工程の短縮とフラット表面の
実現

株式会社ジェック経営コ
ンサルタント

1234 2516110088 富山県 新光硝子工業株式会社 冷蔵・冷凍用ショーケース向け複層工程の時間・生産量300％の実現
株式会社ジェック経営コ
ンサルタント

1235 2516110095 富山県 株式会社日吉プランナー 生分解性材料（紙素材）による縄・網等の製造による新市場開拓事業 射水市商工会

1236 2516110098 富山県 宮越工芸株式会社 最新塗装システム導入による高品質への対応と、高収益・低コストの実現 商工組合中央金庫

1237 2516110099 富山県 有限会社ナカガワ 医療器具部品の高度な精密銀ロウ付け溶接技術及び表面処理の体制の確立 高岡信用金庫

1238 2516110100 富山県 株式会社斉藤製作所 多層ブロー成形機を用いた耐薬品・耐透湿容器の開発・製造販売 富山信用金庫

1239 2516110101 富山県 水口化成株式会社 ポリエチレンフィルム生産方法の内部冷却化により高付加価値製品を通販市場に供給 商工組合中央金庫

1240 2516110103 富山県 株式会社富山技研
超精密電子機構部品への顧客ニーズ対応を可能とする新インサート成型システムの導
入

北陸銀行

1241 2516110105 富山県 株式会社クリエイトダイス
上下異形状加工を実現するワイヤー放電加工機の導入による、押出成形金型分野への
進出

高岡商工会議所

1242 2516110107 富山県 有限会社アンティアンティ 発酵技術で生産される有機香気成分イロンの研究開発と商品開発 富山県新世紀産業機構

1243 2516110111 富山県 株式会社野中精機製作所 高精度ＣＮＣ旋盤導入よる精密プレス部品に対応した製造ラインの構築 商工組合中央金庫

1244 2516110112 富山県 株式会社トヨックス 産業用ホースの通信販売事業参入のためのシステム開発事業
株式会社ジェック経営コ
ンサルタント

1245 2516110113 富山県 氷見水産加工業協同組合
漁業用搬出入システムの開発・導入により冷凍魚の品質保持・搬送コスト削減・出荷量
増加を実現

富山県新世紀産業機構

1246 2516110121 富山県 有限会社中村海産 伝統製法を守りつつ品質管理、衛生管理の向上を図る為の生産体制の再構築 富山県新世紀産業機構

1247 2516110124 富山県
株式会社北陸エンジニアプラ
スチック

国産初の３Ｄプリンター用樹脂フィラメントの製造・販売 木村経営会計事務所

1248 2516110125 富山県 川田食品株式会社 自社の製造技術を活用したオリジナルジェラートの試作開発、小ロット特化のＯＥＭ事業 北陸銀行

1249 2516110132 富山県 東洋ゼンマイ株式会社 電気自動車向けエンジンモーター用非接触形ゼンマイの生産技術開発 北陸銀行

1250 2516110136 富山県 北陸エステアール協同組合 車載用省エネウォームシートの開発 株式会社迅技術経営

1251 2516110138 富山県 有限会社高畠製作所 超精密加工技術の高度化による短納期対応・コスト削減・精度向上の実現 富山銀行

1252 2516110140 富山県 有限会社ケーズメタル 工程統合によるリードタイムの圧縮と製品品質向上化ラインの構築 北陸銀行

1253 2516110141 富山県 木村産業株式会社 外注費の削減による収集運搬サービスの低価格化と新たな中間処理サービスの提案 富山県新世紀産業機構

1254 2516110143 富山県 有限会社波多巌木工所 マルチヘッド型NCルータ加工機による学童向け木製遊具の開発 北陸銀行

1255 2517110006 石川県
北陸ファイバーグラス株式会
社

自動車構造部材向け革新的熱可塑円筒中間基材の開発 北國銀行

1256 2517110008 石川県 株式会社小松プロセス 機能性ナノ分散複合インクによる環境発電向け熱電変換デバイスの試作・開発 池水龍一

1257 2517110009 石川県 コマテックス株式会社
国産コンピュータージャガード機の導入による生産プロセス効率化改善ならびに同機を
用いた北陸仕様の広幅織物の試作開発事業

北國銀行

1258 2517110011 石川県 ライオンパワー株式会社 血液検査検体の管理・検査項目別の振り分け装置の開発
財団法人石川県産業創
出支援機構

1259 2517110020 石川県 アムズ株式会社 自動調整ＬＥＤ光源を利用した光合成排水処理システムの試作・開発
財団法人石川県産業創
出支援機構
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1260 2517110024 石川県 有限会社茶谷鉄工所 ウォームギアに特化した高精度切削加工システムの試作開発 北國銀行

1261 2517110025 石川県 株式会社日西技研 超低消費電力の無線技術を使ったセンサシステムの開発
財団法人石川県産業創
出支援機構

1262 2517110027 石川県 株式会社三洋製機 民間中・小型航空機装備品部品「ブッシュ」の試作・中量生産方法の開発
財団法人石川県産業創
出支援機構

1263 2517110029 石川県 岩本工業株式会社 航空機炭素繊維強化複合材（ＣＦＲＰ）の成形品２次加工の事業化
財団法人石川県産業創
出支援機構

1264 2517110030 石川県 株式会社髙木糀商店 製造環境の全体最適化を通じた「糀」及び発酵食品の高品質化
財団法人石川県産業創
出支援機構

1265 2517110031 石川県 光精工株式会社 油圧シリンダー部品の加工工程集約による生産性向上
財団法人石川県産業創
出支援機構

1266 2517110032 石川県 株式会社今井金箔 型抜金箔の裁断後工程の半自動化による製品化プロセスの革新
財団法人石川県産業創
出支援機構

1267 2517110034 石川県 株式会社北上製作所 焼入れした鋼棒を直接ホブ切りする長尺スプライン軸の精密加工技術の構築
財団法人石川県産業創
出支援機構

1268 2517110035 石川県 株式会社安土鉄工所 自動車向け足廻りベアリング（通称ハブ）の総合加工
財団法人石川県産業創
出支援機構

1269 2517110036 石川県 暁化学工業株式会社 環境を考慮した低コスト高品質箱文字看板組み立てレーザー溶接システムの構築
財団法人石川県産業創
出支援機構

1270 2517110037 石川県 油野鉄工株式会社 建設機械部品を焼入れした素材から直接削り出す精密加工システムの構築
財団法人石川県産業創
出支援機構

1271 2517110038 石川県 株式会社フィッテング久世 マルチ型高出力自動成型機の導入による多品種小ロット管継手加工の効率化 石川県商工会連合会

1272 2517110039 石川県 石川印刷株式会社 地域初の自動製版機導入による地域顧客の新価値創造事業の展開 のと共栄信用金庫

1273 2517110041 石川県 ダイワ株式会社 油圧シリンダ用インパルス耐久試験機の製作
財団法人石川県産業創
出支援機構

1274 2517110043 石川県 株式会社スーパ・アロイ 高性能リチウム電池用銅箔製造のためのエンボスロール金型の製造 加賀商工会議所

1275 2517110045 石川県 有限会社イー･プラン 小ロットのオーダーメイド服飾の低コスト・高効率生産体制の構築
財団法人石川県産業創
出支援機構

1276 2517110051 石川県 株式会社中川鉄工所 長尺・難削材加工技術を高度化した、二相ステンレス鋼ポンプ軸の試作開発
財団法人石川県産業創
出支援機構

1277 2517110052 石川県 株式会社和泉工業 高級カニ風味かまぼこ製造工程における高性能送肉ポンプの開発
財団法人石川県産業創
出支援機構

1278 2517110055 石川県 フジタ技研株式会社 次世代自動車向け冷間鍛造金型の低摩擦・高耐熱コーティング膜の実用化
財団法人石川県産業創
出支援機構

1279 2517110061 石川県 株式会社地域みらい 陸水空からの３次元計測および造形技術を活用した３次元サービス事業 北國銀行

1280 2517110062 石川県 株式会社メイク・ア・ボックス プレス機の段取時間を９割削減する平面度矯正シートのシステム販売
財団法人石川県産業創
出支援機構

1281 2517110064 石川県 株式会社小林製作所 多関節ロボットによる鋼材切断工法のトータル的革新的システムの開発
財団法人石川県産業創
出支援機構

1282 2517110069 石川県 株式会社歯愛メディカル デジタル化による高精度デンタルインプラントの試作開発と内製化
財団法人石川県産業創
出支援機構

1283 2517110070 石川県 能任絹株式会社 欧州市場向け芯地織物受注獲得のためのコストダウンと品質向上・安定化
財団法人石川県産業創
出支援機構

1284 2517110073 石川県 谷田合金株式会社 航空機部品に対する蛍光浸透探傷試験前エッチングプロセス技術の確立
財団法人石川県産業創
出支援機構

1285 2517110074 石川県 松本機械工業株式会社
航空機部品の機械加工用チャックにおける高精度化・高剛性化及び自動化の研究と開
発

財団法人石川県産業創
出支援機構

1286 2517110075 石川県

株式会社村谷機械製作所
株式会社本螺子製作所
ナルワコーキ有限会社
有限会社専光寺研磨

微細加工技術の高度化と集積化による患者負担軽減のための神経内視鏡切断処置具
の開発

財団法人石川県産業創
出支援機構

1287 2517110077 石川県 株式会社ノトアロイ ワンチャッキング複合加工による高精細な加工プロセスの構築
財団法人石川県産業創
出支援機構

1288 2517110079 石川県 株式会社ケージーテクニカル 高精度化と品質の安定化を実現した超硬パンチ・ダイス金型の開発 のと共栄信用金庫
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1289 2518110001 福井県 株式会社マツイ印刷 生産型プロッター導入に伴う納期の短縮化と生産工程の内製化 福井銀行

1290 2518110004 福井県 有限会社ウチダプラスチック ３Ⅾプリンターで造った簡易金型で作る、患者の体型に合った保持具 福井信用金庫

1291 2518110006 福井県 竹内光学工業株式会社 レーザー設備導入によるジュラルミン製メガネフレームの接合とチタン材への展開 北陸銀行

1292 2518110008 福井県 有限会社幸伸食品 『豆腐素材の高付加価値冷凍ヘルシー惣菜で、卸からネット直販へ販路転換を図る』 北陸銀行

1293 2518110009 福井県 株式会社マイクック ウイルスの増殖を防ぎ、食中毒の発生を防止するための製造ラインの確立 越前市商工会

1294 2518110010 福井県
野尻コンクリート工業株式会
社

福井県初の消雪工事資材のトータルサプライヤーを目指す！～消雪設備用塩化ビニル
管の加工機械導入による低コスト・短納期化生産体制の構築～

南和彦税理士事務所

1295 2518110011 福井県 ヒロベ産業有限会社 耐酸性ガラス繊維による三次元編物の量産体制構築 福井西商工会

1296 2518110012 福井県 インクス福井株式会社 局所自動はんだ付け装置の導入による基板実装工程の再構築 北陸銀行

1297 2518110013 福井県 株式会社サンルックス 高周波誘電加熱重合を応用した眼鏡レンズ製造の超短時間量産試作に世界初挑戦 福井銀行

1298 2518110014 福井県 片山機械株式会社 コンデンサーの極小化ニーズに対応した高精度ワイヤー放電加工機の導入 福井商工会議所

1299 2518110016 福井県 株式会社秀峰 メッキレスによる環境にやさしい導配線技術の研究開発 商工組合中央金庫

1300 2518110017 福井県 アクティライフ株式会社 絹着物のリメイクでの服飾雑貨品の開発と試作テスト 福井銀行

1301 2518110018 福井県 ハッポー化学工業株式会社 生産性及びデザイン性向上に特化した食品包装材料設備の導入 北陸銀行

1302 2518110021 福井県 株式会社北陸濾化 環境に配慮した水溶性塗料を活用するための下地調整剤の開発及び検証 福井信用金庫

1303 2518110022 福井県 福井エコグリーン株式会社 食品廃棄物を中心とした有機廃棄物リサイクル肥料化事業の拡充 福井信用金庫

1304 2518110023 福井県 株式会社ネスティ 新セキュリティ機能を搭載したクラウド型ＡＳＰによる勤怠データ取込みシステムの開発 福井銀行

1305 2518110024 福井県 大野パッキング株式会社 紙管製造装置の新設による製品の高付加価値化及び製造コスト削減による競争力強化 大野商工会議所

1306 2518110027 福井県 協立生コンクリート株式会社 乾燥収縮を極限まで低減した生コンクリート「収縮ミニマム」の開発・製造事業 福井商工会議所

1307 2518110030 福井県 ジェイピーシー株式会社 次世代車載ディスプレイ用高機能表面処理樹脂板の開発 福井東商工会

1308 2518110034 福井県 株式会社アースシールド 液状化対策と環境配慮を両立させた、新たな新砕石杭工法への進出 福井銀行

1309 2518110039 福井県 手賀精工株式会社 生産設備新設及びソフト導入による医療機器部品の販売拡大。 北陸銀行

1310 2518110041 福井県 宇野歯車工業株式会社 イオン窒化処理条件の改善を基に高精度化・短納期化した歯車生産技術の構築 福井商工会議所

1311 2518110042 福井県
株式会社山内スプリング製作
所

高精度3次元加工機の導入による医療分野等への事業拡大 福井信用金庫

1312 2518110045 福井県 株式会社ジェイバックス 昇華プリントとオンデマンド化によるフリーデザインユニフォーム製造 北陸銀行

1313 2518110046 福井県 ヨシダ工業株式会社 最新ＮＣ旋盤導入による手術用患部観察カメラ部品複合加工技術の確立 福井銀行

1314 2518110049 福井県 東工シャッター株式会社 多品種少量生産に対応するアルミ形材加工の高効率生産体制の構築 福井銀行

1315 2518110050 福井県 株式会社松井鋼業 全強度溶接技術を確立し新事業へ進出する為の最新溶接機の導入 福井銀行

1316 2518110051 福井県 株式会社若狭塗センター
社会問題化している病原性大腸菌等に対して高度な抗菌力を持つ塗箸と検査方法の開
発

福邦銀行

1317 2518110055 福井県 エイ・ジェイ・テックス株式会社 防虫ネット量産化に向けた、広幅ウォータージェットルームの導入 商工組合中央金庫

1318 2518110061 福井県 清川メッキ工業株式会社 ソーワイヤー用高密着性超硬質微粒子の試作と量産化技術の確立 福井銀行
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1319 2518110062 福井県 株式会社松川レピヤン 高効率かつ製織精度の高い織ネーム製造プロセスの実現 商工組合中央金庫

1320 2518110067 福井県 株式会社カズマ 特許商品や断熱効果率の高い新規性、高機能カーテン生産の量産化 片川　長州

1321 2518110069 福井県 冨士経編株式会社 特注高密度トリコット機導入による高付加価値素材の生産工程確立 福井銀行

1322 2518110072 福井県 有限会社かつみソーイング
生地裁断CAMの導入による超柔軟素材加工の後継世代への伝承と高効率な製造プロ
セスの実現

福邦銀行

1323 2518110077 福井県 トーヨーマシックス株式会社 多軸制御機導入による航空機部品の製作工程短縮でコスト低減を計り市場を獲得。 福井信用金庫

1324 2518110080 福井県 株式会社三丹本店 冷凍技術の導入による米飯（お寿司・懐石弁当・おせち）新商品・新メニューの開発 坂井市商工会

1325 2519110001 山梨県 富士コム有限会社 電動制御ウォーキングカートの開発 都留信用組合

1326 2519110002 山梨県 株式会社MARS 市町村職員が実施する現地調査の効率化に寄与する地理情報クラウドサービス 都留市商工会

1327 2519110003 山梨県 株式会社コアーズ 電子部品用加熱式３次元形状測定装置の開発
公益財団法人やまなし
産業支援機構

1328 2519110006 山梨県 株式会社オクワキ精密 微細加工技術を活かした宝飾品製作における加工技術と新商品の開発 都留信用組合

1329 2519110017 山梨県 株式会社マリアージュ 顧客満足度の追求をすることによるオンリーワン店舗への展開。 商工組合中央金庫

1330 2519110018 山梨県 シーマ電子株式会社 パワーサイクル装置導入による信頼性評価技術の構築と評価受託事業の拡大。 山梨中央銀行

1331 2519110020 山梨県 ユニテック株式会社 「施設農業を対象とした地下水温調システムと装置の開発」
公益財団法人やまなし
産業支援機構

1332 2519110021 山梨県 有限会社落合製作所 高度樹脂成形技術による新型ゴルフグリップの開発 山梨中央銀行

1333 2519110022 山梨県 株式会社川栄 先染織物とプリントによる「ハイブリッドテキスタイル」の開発販売
公益財団法人やまなし
産業支援機構

1334 2519110027 山梨県 株式会社エスワイ精機 眼科医療機器へのアルミダイカスト部品適用 商工組合中央金庫

1335 2519110028 山梨県 株式会社クリーニング志村 【上得意様のハート】をがっちりつかむ！『相思❤相愛』顧客分析！ 砂田会計事務所

1336 2519110033 山梨県 株式会社オキサイド 燃焼圧センサーに使用するゲーレナイト単結晶の材料開発
公益財団法人やまなし
産業支援機構

1337 2519110034 山梨県 株式会社茂呂製作所 航空・宇宙用部品及び治具加工用高速放電加工機の試作装置の開発 商工組合中央金庫

1338 2519110037 山梨県 有限会社小林リネンサービス 職人のアイロン手仕上げ工程の完全ロボット自動化 商工組合中央金庫

1339 2519110038 山梨県 有限会社程原製作所 研削レス超精密ダイヤモンドホイール台金の製造技術及び試作品開発
特定非営利活動法人も
のづくり支援機構

1340 2520110002 長野県 信越明星株式会社 手打ちに近い食感の生そば製造を実現するための真空ミキサー導入事業計画
浅間リサーチエクステン
ションセンター

1341 2520110004 長野県 株式会社川辺製作所 金属歯車の知見を応用した（環境配慮型）プラスチック歯車の新規開発 飯田信用金庫

1342 2520110006 長野県 株式会社マイクロジェット インクジェット式１細胞スポッター装置の試作開発 長野県信用組合

1343 2520110010 長野県
株式会社サイベックコーポ
レーション

燃料電池用金属セパレータの自動外観検査装置に係る開発 長野県テクノ財団

1344 2520110015 長野県 株式会社ダイシン パーツフィーダ用コントローラの開発 八十二銀行

1345 2520110016 長野県 岡谷熱処理工業株式会社 ＰＶＤコーティングと電子ビーム照射による革新的金属表面処理技術の試作開発
長野県中小企業振興セ
ンター

1346 2520110019 長野県 株式会社玉村本店 自家栽培米美山錦をつかったビールの販売強化にともなう充填設備導入 八十二銀行

1347 2520110020 長野県 株式会社SPIエンジニアリング スマホ対応wifi内視鏡カメラの開発
長野県中小企業振興セ
ンター

1348 2520110021 長野県 カイシン工業株式会社
コンピューター制御ＮＣ（CNC）自動旋盤加工機導入による高度技術の確立と新事業の
創出

長野県中小企業振興セ
ンター
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1349 2520110022 長野県 オリオン機械株式会社 水素ステーション用プレクール熱交換器の設備導入による試作開発 八十二銀行

1350 2520110023 長野県 七笑酒造株式会社 川下ニーズに対応する特定名称酒の温度管理技術高度化のための設備投資 八十二銀行

1351 2520110025 長野県 株式会社イツミ
小ロット化の為の板金加工機の導入による医療介護用ベットマットレス洗濯乾燥機の開
発

商工組合中央金庫

1352 2520110026 長野県 株式会社東陽 「歯科用インプラントの高精度・高能率加工技術の開発」 塩尻商工会議所

1353 2520110027 長野県 株式会社セルコ 高密度コイルの自動巻線機（連結型）開発と工程削減による新工法の開発 上田信用金庫

1354 2520110028 長野県 株式会社荻原製作所 家庭用燃料電池システムに於ける定期交換不要な水処理装置の開発 商工組合中央金庫

1355 2520110032 長野県 きそミクロ株式会社 蛍光染料による光合成促進植物育成資材設備ラインの試作開発 八十二銀行

1356 2520110034 長野県 信濃化学工業株式会社 熱硬化性プラスチック製食器（立ち物）の生産の自動化
長野県中小企業振興セ
ンター

1357 2520110037 長野県 日本装置開発株式会社 量産製造ライン全量検査用高速Ｘ線CTスキャナの試作開発 八十二銀行

1358 2520110040 長野県 株式会社大東製作所 自社開発材「冷間用マンガン系ステンレス」の実用化と特許出願
諏訪圏ものづくり推進
機構

1359 2520110041 長野県 久保田容器工業株式会社 ドラム缶再生設備の能力強化 八十二銀行

1360 2520110043 長野県 株式会社アンドー ＵＡＶ（小型無人航空機）に搭載可能なレーザー計測装置の開発 商工組合中央金庫

1361 2520110045 長野県 株式会社イングスシナノ 次世代ディスプレイにおける３次元曲面貼り合わせ実装技術の開発 八十二銀行

1362 2520110047 長野県 株式会社南安精工 精密加工部品の製作リードタイム短縮と複雑形状対応の実現 長野県信用組合

1363 2520110048 長野県 飯山精器株式会社 「ＣＡＭとＣＮＣ三次元測定機導入による複合加工の高効率生産で受注を拡大する」 商工組合中央金庫

1364 2520110051 長野県 株式会社セリオテック 生産性向上及び製造能力増強を図るための二次加工機新規開発・導入 八十二銀行

1365 2520110054 長野県 有限会社米山金型製作所 医療系超微細形状試作への挑戦と試作対応の迅速化 アルプス中央信用金庫

1366 2520110056 長野県 株式会社ヒラバヤシ 『有機溶剤使用ゼロ洗浄設備開発による低負荷環境作業の実現』 商工組合中央金庫

1367 2520110059 長野県 長谷金属工業株式会社 レンズ筐体のピンホール問題を解消するためのダイカスト製造プロセスの改善 松本商工会議所

1368 2520110061 長野県 コトヒラ工業株式会社 熱電変換モジュール耐久試験機の開発と事業拡大に向けた設備導入 中小企業振興センター

1369 2520110064 長野県 有限会社ミサキ工業 深絞りケース（圧力容器）のリーク不良外観検査装置の開発 諏訪信用金庫

1370 2520110067 長野県 株式会社日誠イーティーシー 次世代自動車ノイズ対策用の大容量チョークコイル製造装置の開発導入
浅間リサーチエクステン
ションセンター

1371 2520110068 長野県
アルティメイトテクノロジィズ株
式会社

小型船舶向け全方位カメラ搭載の高機能レコードシステムの開発
長野県中小企業振興セ
ンター

1372 2520110070 長野県 有限会社テクノパック 包装材のオールプラスチック化による３Ｒの推進と生産性・低コストの実現 八十二銀行

1373 2520110077 長野県 株式会社エーアイテック 自動車用ECUの低高温検査装置における冷熱風制御の最適化による高度化 商工組合中央金庫

1374 2520110082 長野県 アスザックフーズ株式会社 真空凍結乾燥製品の市場拡販のための真空凍結乾燥装置及び技術の開発
公益財団法人長野県中
小企業振興センター

1375 2520110083 長野県 株式会社アジャイルシステム 産学連携”先導的技術”による木造住宅腐朽予知モニタリングシステムの開発 南箕輪村商工会

1376 2520110084 長野県 株式会社長野食料 付加価値の高い冷凍漬物によるクールジャパン戦略 八十二銀行

1377 2520110088 長野県 株式会社長野セラミックス A重油と溶存水素水の混合液の燃焼による化石燃料燃焼装置の開発 長野銀行

1378 2520110089 長野県 アイテック株式会社 バッテリーレス無線センサーを使用した高齢者見守り機器の開発 八十二銀行
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1379 2520110090 長野県 株式会社ライト光機製作所 抗がん剤による副作用軽減をはかる冷却装置・冷却シートの開発
諏訪圏ものづくり推進
機構

1380 2520110096 長野県 株式会社タカノ 高性能溶接機導入による、医療機器用アルミニウム精密板金難溶接加工技術の革新 松本商工会議所

1381 2520110098 長野県
株式会社ピーエムオフィス
エー

構造変更及びフィルム貼付により強度を増した雪かきの開発 八十二銀行

1382 2520110100 長野県 有限会社中村金型製作所 世界最高水準の「車両前照灯用LED冷却部品型」製作方法改善 八十二銀行

1383 2520110101 長野県 株式会社石原産業 自動車メーカー向け精密複雑形状部品の量産事業拡大 上田商工会議所

1384 2520110102 長野県 株式会社シナノ インクジェットプリンターを活用した曲面印刷システムの確立 佐久商工会議所

1385 2520110104 長野県 三和ロボティクス株式会社 精密切削加工におけるエッジ品質向上に資するバリレス加工技術の構築 八十二銀行

1386 2520110105 長野県 株式会社牛越製作所 楕円振動切削による超精密微細加工のシステム構築 諏訪信用金庫

1387 2520110107 長野県
株式会社みすずコーポレー
ション

油揚の試作環境整備と高付加価値油揚開発 八十二銀行

1388 2520110109 長野県 ハーバー電子株式会社 小型フィルムコンデンサの材料変更と製造工程の高度化によるコストダウン 八十二銀行

1389 2520110116 長野県 株式会社星光技研 超音波噴霧器の腐食対策および消耗品交換構造・高効率化改良 長野信用金庫

1390 2520110121 長野県 有限会社セルバ 次世代型電力量計メーター部品に対する錫めっき装置の開発 諏訪信用金庫

1391 2520110131 長野県 株式会社中外製作所 『居宅用高齢者見守りホンの開発』
長野県中小企業振興セ
ンター

1392 2520110134 長野県 株式会社ジェイ・エム・シー 非接触測定機を活用したマグネシウム砂型鋳造の高精度・短納期化プロセスの開発 下平伸次税理士事務所

1393 2520110135 長野県 株式会社スギムラ精工 超硬金型部品の内製化による板鍛造技術の高度化と量産の安定化 商工組合中央金庫

1394 2520110136 長野県 野村ユニソン株式会社 省エネ改善及び生産性向上を実現する中空鍛造生産ラインの構築 商工組合中央金庫

1395 2520110137 長野県 大和電機工業株式会社 世界初の医療機器向けニッケルレス無電解めっきプロセスの開発 長野銀行

1396 2520110139 長野県 株式会社永田製作所 内視鏡用極小レンズ加工時に使用する超微細治工具の試作開発 八十二銀行

1397 2520110142 長野県 株式会社サワキ 複合加工技術の高度化による低コスト・リードタイム短縮の実現 諏訪信用金庫

1398 2520110148 長野県 有限会社花井精機 医療器部品の試作から量産への一貫した生産体制と品質保証体制の確立 八十二銀行

1399 2520110152 長野県 株式会社エクセル 省電力、小型化、高品質な赤外線SMDLED基板の実装方法の開発 長野銀行

1400 2520110160 長野県 株式会社八光電機 鋳込みヒーターでの信頼性の高い検査方法と、高品質の製造システムの構築 戸倉上山田商工会

1401 2520110162 長野県 旭松食品株式会社 納豆菌を使用した発酵おからの家畜飼料への有効利用 伊坪税務会計事務所

1402 2520110163 長野県 有限会社飯島精機 マシニングセンター導入による高効率プレス試作技術の開発 アルプス中央信用金庫

1403 2520110170 長野県 株式会社コスミック恵歯研 ＣＡＤ／ＣＡＭ設備による新たな歯科補綴物の生産方式の導入 八十二銀行

1404 2520110172 長野県 日本ミクロン株式会社 航空機分野を含む、近距離無線通信向け部品内蔵デバイスの開発 八十二銀行

1405 2520110173 長野県 松本スプリング株式会社 スパイラル状構造用補強金具の生産工程自動化による生産性アップと精度向上 松本市波田商工会

1406 2520110176 長野県 アスザック株式会社 バイコン製法によるコンクリート２次製品自動化製造設備の導入
公益財団法人長野県中
小企業振興センター

1407 2520110177 長野県 株式会社LADVIK 目視検査の課題解決へ、ホースクランプ自動外観検査装置の開発
諏訪圏ものづくり推進
機構

1408 2520110179 長野県
有限会社ケーアンドケーメディ
カル

長時間座っていても疲れづらく、蒸れない椅子の開発 八十二銀行
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1409 2520110180 長野県 巴協栄リネン株式会社 医療関連サービスマーク認定取得による医療機関寝具類洗濯事業の拡大 松本商工会議所

1410 2520110181 長野県 ナノファーム株式会社 超高圧プロセスを用いてナノ分散化したガラス用水性遮熱剤の試作 加瀬会計事務所

1411 2520110182 長野県 株式会社ジェルモ 最新鋭リフロー装置を導入し、生産性向上と環境負荷低減を実現する。 八十二銀行

1412 2520110183 長野県 イー・ジーシステム株式会社 顧客の要望する機械設計(CADとCAE)ツールと回路解析ツール導入
諏訪圏ものづくり推進
機構

1413 2520110185 長野県 株式会社志賀精工 車載用ＩＧＢＴパワーモジュール部品のプレス化によりコスト低減等を図る。 長野銀行

1414 2520110186 長野県 株式会社リョーシン 小型.軽量の着用型身体冷却装置の開発 長野銀行

1415 2520110187 長野県 株式会社旭 ３Ｄプリンター導入による金型製作の短納期化・コストダウン 三澤会計

1416 2520110191 長野県 有限会社インフィデント 歯科用CAD/CAM導入による最先端新素材技工物の品質・生産性の向上 石田賢一税理士事務所

1417 2520110193 長野県 株式会社ミヤタ
プレス機械加工からスピニング機械加工にすることにより、自動車エアバッグ部品の生
産効率化と低コスト化の実現。

駒ヶ根商工会議所

1418 2520110196 長野県 株式会社eco・カンパニー 液状化対策としての、環境に極めて優しいecoな地盤改良工法の導入 八十二銀行

1419 2520110197 長野県 夏目光学株式会社 航空宇宙分野に使用される脆性材料の精密研削加工の高度化 飯田信用金庫

1420 2520110201 長野県 株式会社マスダ 最新複合旋盤導入と技術者養成による高精度・短納期・試作生産体制の確立 八十二銀行

1421 2520110202 長野県 株式会社中野屋ステンレス 高速チップソーの導入による加工技術の高度化と高効率・短納期生産体制の確立 八十二銀行

1422 2520110205 長野県 有限会社喜多屋醸造店 納豆菌を用いた高機能、高品質な低食塩味噌の製造プロセスの開発 諏訪信用金庫

1423 2520110206 長野県 高島産業株式会社 量産用の高精度３次元レーザ加工機による医療機器の事業化
ＮＯＰ諏訪圏ものづくり
推進機構

1424 2520110211 長野県 株式会社エヌ・ティー・エス ワンコート可能な無機系耐水・難燃性コーティング剤の開発 八十二銀行

1425 2520110217 長野県 株式会社共進 次世代自動車の二次電池における新たな電極部品接合方法の開発 商工組合中央金庫

1426 2520110218 長野県 平澤電機株式会社 ５軸加工機用CAMの並列運用による生産性の改善 八十二銀行

1427 2520110222 長野県 株式会社プリンティアナカヤマ 製本機能付最新デジタル印刷機導入による小ロット冊子超短納期生産体制の確立 南箕輪村商工会

1428 2520110223 長野県 株式会社イズモヘルス イソプレンゴム製カテーテルの開発 商工組合中央金庫

1429 2520110224 長野県 光葉スチール株式会社 新素材鋼鈑の使用による高耐食(防錆)鋼製家具の開発、製造構築 長野銀行

1430 2520110226 長野県 長野システム開発株式会社 訪日外国人旅行者向けサービスコンテンツを搭載したホテルシステムの開発 長野銀行

1431 2520110227 長野県 山京インテック株式会社 最新の複合加工機導入による航空宇宙部品加工の効率化と品質安定化 八十二銀行

1432 2520110228 長野県 株式会社丸信製作所 多軸複合数値制御旋盤によるロッカーアームシャフトラインの品質向上と統合化 佐久商工会議所

1433 2521110002 岐阜県 株式会社美山金型 「低速高送り加工」により高精度なＮＣ直彫り加工を実現する技術革新事業 山県市商工会

1434 2521110006 岐阜県 グランデックス株式会社 ナノ中空粒子を用いた省エネ型ＬＥＤフラット照明の開発
公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター

1435 2521110008 岐阜県 関西触媒化学株式会社 リチウムイオン電池正極材料のレアメタル再資源化設備の導入 池田泉州銀行

1436 2521110009 岐阜県 株式会社岐阜文芸社 AR（Augmented Reality, 拡張現実）技術を利用したダイレクトメールの企画・開発・製造
税理士法人タックスアン
ドマネジメント

1437 2521110010 岐阜県 テクナード株式会社
消臭・吸湿機能素材の多用途展開や高感性化ニーズに対応した高付加価値・複合機能
化技術の開発

尾西信用金庫

1438 2521110013 岐阜県 株式会社岩田製作所 多様な特注加工品需要に高精度・短納期で対応するフレキシブル加工ラインの構築
公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター
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1439 2521110014 岐阜県 長村工業株式会社 次世代高級キッチンツールの開発事業
公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター

1440 2521110023 岐阜県 株式会社谷口製陶所 美的価値を追求したデザイン性の高いタイル「Komino」の量産体制の確立 名古屋銀行

1441 2521110025 岐阜県 有限会社和幸
液体急速凍結機及び冷風乾燥機導入による高付加価値岐阜県産淡水魚商品の製造・
販売事業

大垣信用金庫

1442 2521110026 岐阜県
株式会社丸治コンクリート工
業所

生産工程の改善で特殊なコンクリート製品を製造 商工組合中央金庫

1443 2521110027 岐阜県 株式会社マエダマテリアル 廃棄物(アルミスラッジ・使用済レアアース等)を有効利用した水処理剤の開発
株式会社経営ソフトリ
サーチ

1444 2521110028 岐阜県 株式会社マルダイ 木質チップの高品質化により木質系廃棄物の有効活用を促進する 橋本武彦税理士事務所

1445 2521110033 岐阜県 株式会社大野ナイフ製作所 熱処理工程の内製化による生産体制の強化
税理士法人ＪＩ会計事務
所

1446 2521110034 岐阜県 株式会社中部ダイス
3DCAMおよびCNC三次元測定機の導入による、複雑な輪郭形状金型・3D形状金型の製
作体制の確立

十六銀行

1447 2521110038 岐阜県 有限会社志津技研 高精度要求部品の多品種少量生産に対応した自動ロボットバフ研磨システムの構築 関信用金庫

1448 2521110039 岐阜県
株式会社田中屋せんべい総
本家

自家製味噌を使用したマクロビせんべいの開発と量産 大垣共立銀行

1449 2521110040 岐阜県 株式会社平野鉄建 VOCを大幅に削減する水性塗料の実用化に向けた技術開発事業 萩原町商工会

1450 2521110044 岐阜県 株式会社酒向技研 ステンレス部品の高精度化、短納期化に対応するための生産プロセスの強化 大垣信用金庫

1451 2521110047 岐阜県 八州製作株式会社
放電加工機を導入し、深いリブを有する大～中型金型の低コスト・短納期化生産を実現
し、生産性向上を目指す

大垣共立銀行

1452 2521110048 岐阜県 株式会社太陽金属工業 ディーゼルエンジンの機能向上に資する燃料噴射系部品加工の研削高度化の確立 垂井町商工会

1453 2521110049 岐阜県 株式会社深見製作所 ＣＡＤデータと３Ｄプリンターによるモデリングとの検証による溶接技術の確立 大垣共立銀行

1454 2521110052 岐阜県 株式会社加藤製作所 半導体用金属製パッキンの試作開発に伴う精密測定技術の確立 大垣共立銀行

1455 2521110053 岐阜県 キョーラクテクノ株式会社 自動車内装材へのプラスチック透明成形品の新規用途への開発事業計画 十六銀行

1456 2521110054 岐阜県 株式会社信立 マシニングセンター導入による航空機産業部品の製造プロセス改革
税理士法人グッドパート
ナーズ会計事務所

1457 2521110056 岐阜県 株式会社エム・ティ・シィ 冷間鍛造法による高機能金型「パンチピン」の量産体制の確立 名古屋銀行

1458 2521110059 岐阜県 トマト工業株式会社 自社製造化粧板を使ったオンラインオーダー収納の一貫製造販売 岐阜信用金庫

1459 2521110061 岐阜県 株式会社フタバモデル製作所 ５軸加工機導入による航空機部品加工工程の革新
公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター

1460 2521110062 岐阜県 株式会社天野工業
大型ＣＮＣ三次元測定機の導入で、航空機向け金属シム・検査冶具等の受注拡大を目
指す

公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター

1461 2521110064 岐阜県 フェザー安全剃刀株式会社 塑性（プレス）加工を利用した医療用刃物等の開発・製造 十六銀行

1462 2521110066 岐阜県 中央工機株式会社 サーボプレスを活用した金属プレス加工の高度化による競争力の強化 関信用金庫

1463 2521110069 岐阜県 サシヒロ株式会社
飲食店で使用するテーブル天板材料として使用する油脂・皮脂レス低圧メラミン化粧板
の開発

税理士法人ＴＡＣＴ高井
法博会計事務所

1464 2521110071 岐阜県 天龍コンポジット株式会社 研削ロールに発生する微細スクラッチキズ検査装置の開発導入 大垣共立銀行

1465 2521110073 岐阜県 株式会社DArt 次世代医療機器分野での機能と意匠を両立する立体加工用設備の導入
公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター

1466 2521110075 岐阜県 旭ゴム化工株式会社 医療向けゴム製品のバリを発生させない自動成形法確立とその材料の試作開発 大垣共立銀行

1467 2521110078 岐阜県 株式会社岡本 革新的な鋳造生産管理システムの構築
公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター

1468 2521110079 岐阜県
昭和コンクリート工業株式会
社

繊維補強による「軽量」「高生産性」「高耐久性」コンクリート製品の開発 岐阜信用金庫
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1469 2521110080 岐阜県 株式会社中部製作所 工作機械主軸用超精密歯車の高精度･高能率に対応する能力強化事業 岐阜信用金庫

1470 2521110081 岐阜県 小林生麺株式会社 低糖質かつグルテンフリーのまるごと生大豆麺の試作・製造 岐阜信用金庫

1471 2521110083 岐阜県 ギフハイテック株式会社
エコカー市場での受注拡大を目的とした自社技術による完全自動高精度複合インサート
成形
システムの確立

大垣共立銀行

1472 2521110085 岐阜県 長谷川刃物株式会社 精密プレス技術を用いた高品質・短納期を実現する爪切り製造方法の開発事業
公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター

1473 2521110090 岐阜県 誠和工業株式会社 航空機向けパイプベンダ－システム導入による配管曲げ技術の高度化 大垣共立銀行

1474 2521110093 岐阜県 サンエース株式会社
革新的な型紙による高度な運動機能開発と生産効率化によってﾒｰﾄﾞｲﾝ･ｵﾝﾘｰｼﾞｬﾊﾟﾝを
目指す

公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター

1475 2521110094 岐阜県 カイインダストリーズ株式会社 剃刀材料に対する近赤外線ヒーター加熱を利用した熱処理技術の確立
公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター

1476 2521110095 岐阜県 佐藤精密株式会社 整形外科用インプラントの鏡面加工技術の確立に向けた技術開発事業
株式会社ジェック経営コ
ンサルタント

1477 2521110099 岐阜県 大永工業株式会社 製造のワンストップ化と、新規工程のグローバルな品質管理体制の構築 大垣信用金庫

1478 2521110100 岐阜県
株式会社エクシールコーポ
レーション

環境負荷の低減を実現する除塵粘着リフトマット製造設備の導入 税理士法人NEXT

1479 2521110101 岐阜県 株式会社パネルアート・コウノ 木質材料の接着性能高度化および短納期化のための生産設備強化 十六銀行

1480 2521110103 岐阜県 株式会社ペテマス 塗装工程の温度管理による生産性向上 大垣信用金庫

1481 2521110106 岐阜県 株式会社トウチュウ 新たな積層金型システム構築で時間短縮・高精度・低コスト化を実現、受注拡大 岐阜信用金庫

1482 2521110112 岐阜県 株式会社常盤電機 フッ素コーティング用　超高精度熱風炉の開発 岐阜信用金庫

1483 2521110115 岐阜県 杉原酒造株式会社 「日本一小さな酒蔵」の究極のこだわり製法を実現する酒蔵モデル構築事業 大野町商工会

1484 2521110120 岐阜県 徳田工業株式会社 自動車プレス部品用検査治具の構造、製造プロセス改革
公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター

1485 2521110126 岐阜県 株式会社サラダコスモ イソフラボン高含有大豆もやし及び大豆もやし由来機能性食品等の開発
公益財団法人岐阜県産
業経済振興センター

1486 2521110129 岐阜県 長良サイエンス株式会社 超臨界流体クロマトグラフィーを利用した生理活性天然物の分離精製 岐阜信用金庫

1487 2521110132 岐阜県 株式会社エムエムテクノ ステンレスのプレス工程を削減し環境にやさしい新金型の開発 大垣信用金庫

1488 2521110134 岐阜県 飛騨産業株式会社 背骨および筋肉への負荷を軽減する椅子の研究・開発事業 十六銀行

1489 2521110135 岐阜県 有限会社ダイコ技研 高い金型製作能力を活用した車いす用キャスターの研究開発 大垣信用金庫

1490 2521110138 岐阜県 株式会社ディマンシェ 見積・発注等へのシステム導入および製造体制刷新による顧客サービスの向上 商工組合中央金庫

1491 2521110139 岐阜県 児山化成工業株式会社 射出成型における長時間での無人化生産を可能にする自動化への取組み 関信用金庫

1492 2521110140 岐阜県 株式会社アイテックラボ 健康食品の効能・安全性に関する先進的試験サービスの開発及び事業化 大垣共立銀行

1493 2521110141 岐阜県 株式会社十六興業 超大型鋼板部品の高精度穴あけ加工技術の確立による事業拡大 大垣共立銀行

1494 2521110144 岐阜県 株式会社ミクロデント 新めっき手法の開発によるめっき品質の改善 十六銀行

1495 2521110145 岐阜県 株式会社グランツ 農業用マルチフィルムに使う生分解素材の「品質保証」の確立及び試作開発 川松保夫税理士事務所

1496 2521110146 岐阜県 株式会社東海パウデックス レーザ溶接技術の確立による流量計の試作開発 大垣共立銀行

1497 2521110149 岐阜県 株式会社ヌベール 地域の魅力あふれる特産品を活用した“本物志向”菓子の受託製造事業
株式会社ジェック経営コ
ンサルタント

1498 2521110152 岐阜県 株式会社シイング 和紙でつくる立体形状加工を施した文具・日用雑貨商品等の開発事業 鷲見暁
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1499 2521110156 岐阜県
有限会社デザインオフィス・
シィ

動画データを連続写真に加工するサービスの開発 金山町商工会

1500 2522110004 静岡県 小松工業株式会社 異形状部品の2ヶ同時成形により偏心荷重を抑制する革新的鍛造技術の開発・事業化 浜松信用金庫

1501 2522110005 静岡県 日本ニューノーズル株式会社 次世代スマートフォンの精密成形部品用ノズルの精密加工プロセス実現 静岡信用金庫

1502 2522110007 静岡県 浜松ヒートテック株式会社 省エネルギー・省資源・省廃棄物のアルミ液中溶解装置の試作開発 浜松信用金庫

1503 2522110008 静岡県 株式会社日本シアタサービス 電圧変化だけで明度が変化するＬＥＤ舞台照明機器の開発 浜松信用金庫

1504 2522110010 静岡県 杉本金属工業株式会社 １００キロハイテン材のナット溶接技術取得への挑戦 静岡銀行

1505 2522110012 静岡県 羽立化工株式会社 ブロー成形品の表面品質を改善する成形条件の確立と量産技術開発 浜松信用金庫

1506 2522110015 静岡県 共和成産株式会社 住宅内装パネルの多品種変量生産を可能にする製造方法の確立。 静岡銀行

1507 2522110016 静岡県 株式会社アオイ 流体トラブルを解決する独自内部構造を持った、継手の試作開発 静岡銀行

1508 2522110017 静岡県 株式会社相生製作所 軽量・高精密・高強度の次世代ＣＶＴ対応自動車トランスミッション部品の生産
株式会社エイチ・エーエ
ル

1509 2522110018 静岡県 株式会社焼津冷凍 冷凍機の効率向上による高品質冷凍、省エネ冷凍技術の開発 静岡銀行

1510 2522110019 静岡県 株式会社共栄設機 ロボットアーム保持装置付トランスファ装置の開発 富士商工会議所

1511 2522110021 静岡県 有限会社菅造型工業 医療用チューブの体内先端位置表示装置の試作開発 静岡銀行

1512 2522110024 静岡県 ニッコウプロセス株式会社 「輸送機器メーカー協力工場」専用生産管理システムの構築 浜松信用金庫

1513 2522110027 静岡県 NNP電子株式会社 設備増強による情報通信機器の開発期間短縮と生産工程確立 浜松信用金庫

1514 2522110028 静岡県 株式会社ベルスター・スズキ
溶接構造物の多品種少量生産に対応する高精度・高効率・フレキシブルな加工技術の
構築

静岡銀行

1515 2522110029 静岡県 クレマツ機鋼株式会社 金属切断用超硬チップソーにおける微細ピッチ刃の製造技術開発 掛川信用金庫

1516 2522110031 静岡県 日本教育楽器株式会社 リードプレート 一体成型新金型の製作と、音源部品の商品化 商工組合中央金庫

1517 2522110033 静岡県 碌々産業株式会社 意匠性ある加工面にて、多様化するニーズに応える要素技術の開発 小林宏旨税理士事務所

1518 2522110034 静岡県 鈴覚株式会社 オートバイ向け軽量化ハンドル　量産化技術開発への挑戦 静岡銀行

1519 2522110038 静岡県 有限会社パパラボ 正確な色画像・数値情報による革新的ものづくり支援システムの開発 浜松信用金庫

1520 2522110045 静岡県 株式会社下村製作所 短尺ネジ鍛造加工技術の向上と生産高効率化（低コスト化） 静岡銀行

1521 2522110047 静岡県 有限会社竹山鉄工所 金属加工要求の複雑化・多様化への対応による競争力強化の実現 浜松信用金庫

1522 2522110048 静岡県 河口精機株式会社 高精度加工部品の量産切削加工技術開発 浜松信用金庫

1523 2522110052 静岡県 斎藤精機株式会社 計測の高度化による高精度３次元加工の実現 浜松信用金庫

1524 2522110055 静岡県 株式会社エフ・ピー・ケー 最新型複合加工機導入による高精度加工対応及びフレキシブルな生産体制の確立 静清信用金庫

1525 2522110058 静岡県 第一化成株式会社 厚肉樹脂レンズの成形に係る加工法の開発に資する精密加工技術の高度化 商工組合中央金庫

1526 2522110059 静岡県 有限会社太悦鉄工 簡便性と強度を兼ね備えたサッカーゴール等の固定具の開発 遠州信用金庫

1527 2522110062 静岡県 株式会社ロジック 高齢者独居世帯の在宅時における安否見守り支援システムの開発 静岡銀行

1528 2522110067 静岡県 三恵株式会社 超短納期な樹脂成形から複合塗装までの革新的一貫加工プロセスの構築 浜松信用金庫
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1529 2522110069 静岡県 株式会社ティシーエム 樹脂金型製作における難形状切削、短納期化体制の構築 静岡銀行

1530 2522110070 静岡県 有限会社鈴精機 CNC三次元測定機の導入による高精度測定の確立と製品の精度保証の実現 静岡銀行

1531 2522110072 静岡県 株式会社タミヤ 精密プラモデル金型の加工方法を切削を中心とした加工方法に改善する 静清信用金庫

1532 2522110074 静岡県
イノベーティブ・デザイン＆テク
ノロジー株式会社

電解により発生する水素を利用した高品質な生クリームの製造装置の開発 浜松信用金庫

1533 2522110076 静岡県 株式会社袴田製作所 精密研磨材加工に適した鋸刃形状の試作開発と量産化への取り組み 磐田信用金庫

1534 2522110077 静岡県 株式会社ヤマグチ機械 ボーリング工事用ビットのフライス加工、チップ植付け工程の高精度・効率化 焼津信用金庫

1535 2522110080 静岡県 パルステック工業株式会社 X 線による残留応力工程内計測機の試作開発 浜松商工会議所

1536 2522110081 静岡県
株式会社ウエルビーフードシ
ステム

セントラルキッチン導入による介護食「ウエルビーソフト食」の全国への拡販 商工組合中央金庫

1537 2522110084 静岡県 株式会社友藤製作所 次世代ジャンルの部品獲得へ向けた、複雑形状部品の精密加工と生産技術確立 静岡銀行

1538 2522110087 静岡県 株式会社木村鋳造所 コンプレッサー用の鋼材部品を鋳物に転換し新規需要を開拓する 静岡銀行

1539 2522110091 静岡県 大宮精機株式会社 医療用チューブを製造するための小型で高精度な押出成形機の開発 静岡銀行

1540 2522110092 静岡県 株式会社小楠金属工業所 NCギヤーシェーパーST25CNC（6軸）型導入による『歯切り切削加工』の高度化計画 浜松信用金庫

1541 2522110094 静岡県 株式会社今泉鋳造鉄工所 業務用省エネ　エアコン鋳物部品の開発 商工組合中央金庫

1542 2522110095 静岡県 株式会社サワキ
金属精密加工における短納期･ワンストップ化と新市場開拓に向けたレーザー加工技術
の活用

静岡銀行

1543 2522110097 静岡県 株式会社大川原製作所
完全個別受注生産での「本当に見える化」「短納期化」 できる新生産管理システムの実
現

静岡銀行

1544 2522110102 静岡県 株式会社幸伸技研 カム機構のあるプレス金型製造を５軸制御のＮＣ機で行う設備と技術開発 商工組合中央金庫

1545 2522110104 静岡県 アスター株式会社 超薄型･精密セラミックス部品の加工技術習得と生産体制構築事業 静岡銀行

1546 2522110105 静岡県 有限会社平野鋳造所 NCモデル加工機の導入による鋳造用木型の製造プロセスの革新 掛川信用金庫

1547 2522110108 静岡県 榎本工業株式会社 構成部品の高効率製造体制の構築による歯科医療用小型5軸加工機の多品種対応 浜松信用金庫

1548 2522110109 静岡県 静岡軽粗材株式会社 燃料電池車用樹脂製プロテクターカバーの開発と生産効率の向上 静岡銀行

1549 2522110110 静岡県 株式会社アオヤマ精工 ジェット機のブレード加工用治具および測定用治具の加工精度向上 遠州信用金庫

1550 2522110112 静岡県 中根製茶株式会社
海外市場と国内量販向けの高級緑茶ドリップ式ティーバッグ及び有機緑茶ティーバッグ
の開発。

掛川商工会議所

1551 2522110116 静岡県 遠州スプリング有限会社 小ロット多品種短納期に対応する新たな生産方法の開発 静岡銀行

1552 2522110117 静岡県 株式会社CAS ＷＥＢサイトによる中古車及び物品の個人間交換、売買の仲介支援 浜松信用金庫

1553 2522110119 静岡県 東京ベロー精機株式会社 大口径シームレスパイプの開発を根幹とした大口径シームレスベローズの開発 静岡中央銀行

1554 2522110123 静岡県 株式会社ジャパン・ミヤキ 自動車の複雑形状部品に対応する計測自動化による合理的生産プロセスの構築 浜松信用金庫

1555 2522110125 静岡県 株式会社エステック チタン製航空機部品の量産加工技術の確立 三島信用金庫

1556 2522110127 静岡県 株式会社Riseワークス 円筒型シャフト研削加工の高精度化に伴う加工技術、及び生産体制の構築。 浜松信用金庫

1557 2522110129 静岡県 平電機株式会社 径３ｍｍの把持力が強い腹腔鏡鉗子の研究開発 静岡銀行

1558 2522110131 静岡県 株式会社カワセ 三次元測定機を用いた超大型加工製品の測定方法の確立と加工製品の高精度化 静岡銀行
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1559 2522110135 静岡県 有限会社山崎鋳造 鋳造ＣＡＥ活用による複雑薄肉鋳鉄の製造技術の開発 菊川市商工会

1560 2522110142 静岡県 湖西テストラボ合同会社 異物分析に特化した受託分析機関として、異物分析市場を獲得する事業計画 浜松信用金庫

1561 2522110144 静岡県 株式会社万城食品 調味料開発における温度・酸素濃度制御による粘体加工方法の開発と商品展開 河邉哲彦税理士事務所

1562 2522110148 静岡県 有限会社神田鉄工所 試作事業・短期納期・ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ化と新技術の構築 浜松信用金庫

1563 2522110149 静岡県 東海ユニット株式会社 ワイヤーハーネスの多品種小ロット化に適応した線材加工技術と生産体制の構築 浜松信用金庫

1564 2522110150 静岡県
株式会社ゴードーソリューショ
ン

スマートデバイスを活用した中小零細機械加工業向けアプリケーションの開発および提
供

磐田信用金庫

1565 2522110152 静岡県 株式会社大井製作所 特許取得済み商品「新型帯鋸」専用アーチ型研削装置への設備投資 静岡銀行

1566 2522110153 静岡県 有限会社伸明工業 難削添加物入りプラスチック新素材の精密微細加工技術の確立 磐田信用金庫

1567 2522110154 静岡県 静岡牛乳協同組合
より安全安心な牛乳製品の製造・加工工程（洗ビン洗浄システムの構築）による生産・販
路拡大

静岡信用金庫

1568 2522110160 静岡県 城南電機工業株式会社 LEDランプ製造における、生産ロボット導入による生産効率化の実現 静岡銀行

1569 2522110163 静岡県 協和工業株式会社 高精度金型による革新的仕上げ工程レスを可能にする金属プレス加工プロセスの構築 浜松信用金庫

1570 2522110167 静岡県 伊豆川飼料株式会社 国産魚粕を主成分とする100%有機肥料のペレット化 静岡銀行

1571 2522110171 静岡県 ダイワークス株式会社 プーリーの新製造方法開発のための試作開発用マシニングセンタ加工機導入 商工組合中央金庫

1572 2522110174 静岡県 株式会社伊熊鉄工所 短納期化、低コストを実現する旋盤加工の自動化による生産体制の構築 浜松信用金庫

1573 2522110175 静岡県 株式会社平垣製作所 医療機器の多品種少量生産に対応した低コスト化への取組み 静岡県産業振興財団

1574 2522110176 静岡県 アツミ工業株式会社 自動車産業から多様化へ　チタン材の加工技術確立による航空機産業への参入 遠州信用金庫

1575 2522110178 静岡県 株式会社タツミ製作所 ステンレス製超高精度金属加工品の試作開発及び短納期販売 静岡銀行

1576 2522110180 静岡県 株式会社山北製作所 自動車用次世代照明器具の高度化に寄与する精密加工技術の金属プレス部品の開発 商工組合中央金庫

1577 2522110181 静岡県 株式会社ライズ・アップ 災害対応型自動販売機における各種サービスの複合展開 静岡銀行

1578 2522110182 静岡県 株式会社ブルーニングハーツ ３Ｄ切削機・立体素材印刷機の活用により、よく泳ぎよく釣れるウッドルアーの開発・試作 磐田信用金庫

1579 2522110186 静岡県 株式会社オギ 金属パイプの外観キズの検知・識別装置の開発及び試作 富士宮商工会議所

1580 2522110188 静岡県 株式会社鈴木雄製作所 画像寸法測定器による検査プロセスの効率化、品質保証力の強化 静岡中央銀行

1581 2522110189 静岡県 平野ビニール工業株式会社 自動車用内装部品の高精度縫製を実現することによる競争力強化 浜松信用金庫

1582 2522110193 静岡県 相川鉄工株式会社 スクリーンバスケットスリットの高精度製作装置を設備導入及び試作品開発 静岡銀行

1583 2522110194 静岡県 株式会社上野鉄工場 「SHAFT　PINION」のプレス製作化 浜松信用金庫

1584 2522110195 静岡県 株式会社日本設計工業 電子基板用超効率粘着ローラー方式保護シール剥離装置の開発 浜松信用金庫

1585 2522110196 静岡県 株式会社遠州塗装工業 競争力のある高効率な電着塗装ラインの構築 浜松信用金庫

1586 2522110198 静岡県 丸啓鰹節株式会社
生産工程の革新による短納期化及びアレルゲンコンタミリスク低減による需要機会の拡
大

静岡銀行

1587 2522110201 静岡県 ユニクラフトナグラ株式会社 『 金型技術のデジタル化による金型生産効率の向上 』 商工組合中央金庫

1588 2522110205 静岡県 株式会社サンエンテック
最新鋭マシニングセンタの導入により多様な顧客ニーズに対応可能な生産能力を強化
する

浜松信用金庫
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1589 2522110208 静岡県 有限会社大沼工業 電子基盤用筐体部品における生産および精度保証体制の確立 浜松信用金庫

1590 2522110209 静岡県 袖山技研工業株式会社 世界初 4軸 ３Ｄ（曲面）ガラス加工機の開発 静岡銀行

1591 2522110210 静岡県 株式会社森島製作所 コンカレントエンジニアリングによる産業用ロボット開発事業への参入と事業拡大展開 浜北商工会

1592 2522110215 静岡県 株式会社サムウエイ フォーカス型高周波マルチコイルの精密曲げ加工とそのシステム実装 静岡銀行

1593 2522110219 静岡県 遠州紙工業株式会社 紙器製造工程中のプレス機代替による顧客及び自社の製造・流通環境高度化 商工組合中央金庫

1594 2522110220 静岡県 株式会社エムテック 光造形と真空注型の融合による超短納期な革新的開発試作品生産体制の構築 浜松信用金庫

1595 2522110223 静岡県 富士川工業株式会社
プラスチック射出成形用金型製作費用低減等のための構造の簡素化を目的とした最新
グラファイト加工機の導入

清水銀行

1596 2522110224 静岡県 サンリツ工業株式会社 高次元生産管理システム導入による間接業務のスマート化計画 静岡銀行

1597 2522110225 静岡県 株式会社キヤマ 任意形状（三次元自由曲面形状）建築物用の外装材及び下地材の試作開発 静清信用金庫

1598 2522110227 静岡県 株式会社TOSMO 業界初・高出力及び対応電圧ワイドレンジ型の省エネ無電極照明器具の開発 静岡銀行

1599 2522110229 静岡県 株式会社新日本創研 新しい半凝固鋳造方法による金型製作技術開発と金型製作
オオサワ・ビジネス・コ
ンサルティング

1600 2522110231 静岡県 東海部品工業株式会社 下顎骨　再建プレートの研究開発 静岡銀行

1601 2522110232 静岡県 檜工業株式会社 海外（ＡＳＥＡＮ）展開の為の生産力強化と情報システム整備計画 静岡中央銀行

1602 2522110234 静岡県 ノボル鋼鉄株式会社 洗浄工程改善による自動車部品の熱処理品質向上 静岡銀行

1603 2522110235 静岡県 杉本製茶株式会社 世界基準の食品衛生管理で製造された粉末緑茶の輸出拡大 島田信用金庫

1604 2522110239 静岡県 佐藤精工株式会社 安全なディライトの光学レンズ技術と新しい加工技術の確立 静岡銀行

1605 2522110240 静岡県 中央精工株式会社 「純チタン」を使用したアレルギーフリーの高品質アクセサリー・チェーンの開発と製造 商工組合中央金庫

1606 2522110241 静岡県 株式会社東和テック 業界初・部品検索機能付属タブレット対応型基板設計ソフトウエアの開発 静岡銀行

1607 2522110245 静岡県 ホクト工業株式会社 高機能な塗装ラインの構築による高付加価値化の実現 磐田信用金庫

1608 2522110250 静岡県 ISK株式会社 レザー光線３次元測定器の導入による、高精度金型の製作と短納期対応の強化 静岡銀行

1609 2522110253 静岡県 有限会社村上鉄工所 アルミホイール切削加工工程の高効率化の実現によるプロセス強化 浜松信用金庫

1610 2522110254 静岡県 株式会社　サンエス 精密加工製品の製造販売に向けた品質保証体制の構築 静岡銀行

1611 2522110255 静岡県 サンエムパッケージ株式会社 医療用マスクにおける一連の製造プロセスを自社完結させるための設備導入 静岡銀行

1612 2522110256 静岡県 株式会社福島鉄工所 プレス金型改修請負サービス 商工組合中央金庫

1613 2522110259 静岡県 ミツマル株式会社 給湯システムの中和器生産における3次元形状溶着技術の確立 静岡銀行

1614 2522110261 静岡県 ディスク・テック株式会社 自動車部品軽量化に伴う新機能構造部素材向け低コスト非破壊検査装置の試作開発 浜松信用金庫

1615 2522110268 静岡県 セイリン株式会社 鍼灸針の部品(針体)の新加工方法の確立及び新素材加工への応用 磯部和明事務所

1616 2522110278 静岡県 清和紙器株式会社 Ｚコンベア及びパレットプレス機導入による段ボールパレット製造プロセスの短縮 静岡中央銀行

1617 2522110279 静岡県 静岡中部金属開発協同組合 水量変動に対応できる可変ピッチ型タ－ビンを用いた低落差用発電設備の開発 静岡銀行

1618 2522110283 静岡県 株式会社栄和産業 プレス成形シミュレーションソフト導入による生産プロセス強化 八千代銀行
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1619 2522110286 静岡県 東海プロテック株式会社 大量生産を高精度仕上げ加工により、クレーム“0”の体制を構築する。 静岡銀行

1620 2522110287 静岡県 有限会社鈴木製作所 難削材料の更なる高能率加工による短納期化・低コスト化が実現する競争力強化 三島信用金庫

1621 2522110290 静岡県 有限会社葛山製作所 Ｎｃ旋盤を利用した費用対効果の高いネジ転造機の開発・導入
ＲＳ経営コンサルティン
グ

1622 2522110291 静岡県 株式会社ウェルテック伸栄 高張力鋼板の金属塑性加工技術の習得による新市場獲得 静岡銀行

1623 2522110292 静岡県 株式会社エイコス 小スケール対応ポリウレタンカスタム材提供システム開発基盤整備事業 清水銀行

1624 2522110293 静岡県 株式会社サンユー 電鋳による金属微細管の多品種少量生産用めっき装置の開発 静岡銀行

1625 2522110294 静岡県 株式会社ブローチ研削工業所 航空機エンジン部品の特殊形状深穴の加工を可能とする放電加工技術の確立 浜松信用金庫

1626 2522110295 静岡県 有限会社シズプラ 自動車用の曲がり傘歯車製造に必要な高精度の歯車歯切り用ブレードの開発 清水銀行

1627 2522110297 静岡県 株式会社清水木型製作所 非接触測定機の導入による高精度・短納期な「検査治具」の開発。 島田信用金庫

1628 2522110299 静岡県 京葉興業株式会社
市場ニーズに合わせた、大型の再生樹脂製敷板の製造を可能とする押出金型および付
帯設備の開発

東京東信用金庫

1629 2522110303 静岡県 株式会社ライテック
”新画像ねじ検査装置”を導入し”品質向上で差別化”を実現し環境分野の市場開拓を図
る

静岡銀行

1630 2522110305 静岡県 株式会社チヨダ 高品質・短納期ニーズに対応するための製造体制構築と販路拡大 静清信用金庫

1631 2522110308 静岡県
プラスチック加工興和株式会
社

樹脂製部品の精密切削加工のワンチャック化による工程削減及び精度の向上 静岡銀行

1632 2522110309 静岡県 三光製作株式会社 大型めっき自動ラインの生産技術改善と省エネへの挑戦 清水銀行

1633 2522110312 静岡県 株式会社　袴田精機 次世代自動車用部品の高効率二次加工体制の構築 浜松信用金庫

1634 2522110313 静岡県 株式会社トマル水産 天然素材で無添加の幼児向けおやつ「カツオスティック」の提供 焼津商工会議所

1635 2522110315 静岡県 株式会社アルム 多品種小ロット、計量誤差縮小に資する革新的包装システムの開発 静岡信用金庫

1636 2522110317 静岡県 株式会社影山鉄工所 建築鉄骨溶接ロボット導入による高品質、低コスト製品の量産、安定供給 沼津信用金庫

1637 2522110319 静岡県 有限会社長嶋印刷 　レーザー加工機導入による紙を主とした薄物素材抜き加工事業 静清信用金庫

1638 2522110323 静岡県 株式会社USメック 可変周波数発生装置の試作開発による低周波の有効活用方法の確立 静清信用金庫

1639 2522110324 静岡県 株式会社新技術研究所 高速伝送性能に優れたフレキシブルプリント配線基板用銅張り積層板の開発 御殿場市商工会

1640 2522110327 静岡県 有限会社アライブ マグロ捕獲から販売までを一貫管理するトレーサビリティ及び販売システムの開発 静清信用金庫

1641 2522110330 静岡県 株式会社高橋板金製作所 寸法検査の機械化による高精度・超短納期での製品提供の実現 浜松信用金庫

1642 2522110333 静岡県 株式会社セラシステム タブレットPCを応用し「持ち歩けるPOS・レジ」を実現する「マルチポートI/Oコントローラ」 静岡銀行

1643 2522110335 静岡県 株式会社鈴三鉄工所
完成品治工具の精度向上と保証品質向上による高付加価値製品化とコストダウンの実
現

浜名商工会

1644 2522110341 静岡県 望月螺旋株式会社 パンチ自動交換機構付き圧造装置の導入による、短納期受注体制の確立 商工組合中央金庫

1645 2523110003 愛知県 三恵プラスチック株式会社 自動車用ランプ向け導光レンズ成形技術の高度化による航空機分野への参入 名古屋銀行

1646 2523110006 愛知県 寿原株式会社 旋盤機械の導入による製品の高品質化・低コスト・短納期化の確立 十六銀行

1647 2523110008 愛知県 株式会社オプトン 非接触広視野高分解能高精度４Ｋ工業用３Ｄ計測カメラの試作開発 瀬戸信用金庫

1648 2523110009 愛知県 黒龍産業株式会社 アミンコールドボックス法による鋳造用砂鋳型（中子）造型装置の高度化 名古屋銀行
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1649 2523110011 愛知県 杉浦工業株式会社 「ホットホビング法」と「放電加工機」の組み合わせによる新製造技術導入 岡崎信用金庫

1650 2523110012 愛知県 株式会社ティーエヌ製作所 植物由来生分解性樹脂・ＣＯ２超臨界射出成形による透明薄肉コンテナ製法の開発 いちい信用金庫

1651 2523110013 愛知県 村井鉄工株式会社 円筒研削機（ＮＣ付）を導入して、シャフトに特殊加工を施し生産性を向上させる 一色町商工会

1652 2523110018 愛知県 中森技研株式会社 次世代航空機向けＣＦＲＰ製胴体製造用金型留冶具の品質強化事業 桑名信用金庫

1653 2523110020 愛知県
株式会社放電エンジニアリン
グ

エネルギー分野における難加工材切削加工技術の確立 名古屋銀行

1654 2523110021 愛知県 有限会社ショーワコンフォート 自動車部品にナイロン性の毛を植え付ける加工方法の安定化、及び低コスト化 上島一丈

1655 2523110024 愛知県 中京油脂株式会社 マイクロカプセルによる住宅建材用木質ボード用高耐久性防水剤の開発 林正樹

1656 2523110026 愛知県 株式会社平和電機 金型の温度調整を行う、長寿命で電気特性に優れたヒーターの試作開発 十六銀行

1657 2523110027 愛知県 株式会社向陽工業 火力発電所向けガスタービン用軸受の、最終仕上げまでの一貫生産体制の構築 名古屋銀行

1658 2523110028 愛知県 株式会社水野精機 福祉車両部品の効率生産を目的とした複合ＮＣ旋盤の導入 瀬戸信用金庫

1659 2523110029 愛知県 ニダイキ株式会社
硬度粒子ロールを使用した有孔技術による透湿・通気・耐水機能の素材特性向上技術
の確立

岐阜信用金庫

1660 2523110032 愛知県 三浦精工株式会社 防音性・防振性・気密性を向上するゴム成形用金型の試作開発事業 名古屋銀行

1661 2523110033 愛知県 株式会社東栄超硬 超硬合金の加工技術を高度化した複雑高精度部品の試作開発 名古屋銀行

1662 2523110034 愛知県 信濃工業株式会社 ５軸マシニングセンター導入による球面加工技術の確立と短納期化の実現 十六銀行

1663 2523110036 愛知県 株式会社和田製作所 航空機胴体外板製品の薄肉精密加工と非接触３次元測定の一体技術の高度化 尾西信用金庫

1664 2523110038 愛知県 有限会社フロムフォーティ 立体ストックシステムの導入による成形加工の高精度化と効率的生産体制の構築 豊橋信用金庫

1665 2523110041 愛知県 株式会社山田製作所
サーボプレス機の導入でガラスフェノール積層板加工時の設備耐久性を向上させ、生産
効率の向上を目指す

碧海信用金庫

1666 2523110042 愛知県 有限会社サンエス ファインブランキングプレス用高硬度金型材の加工法の試作開発事業 岡崎信用金庫

1667 2523110045 愛知県
株式会社東海メディカルプロ
ダクツ

世界的に類を見ない高機能バルーンを備えた治療用カテーテルの開発 瀬戸信用金庫

1668 2523110053 愛知県 フジテック株式会社 燃料電池車に用いられるプレス部品の金型製造手法の試作開発事業 名古屋銀行

1669 2523110054 愛知県 株式会社プラセス 自動車内装部品及びハンドルスイッチの塗装排除による試作開発 豊川信用金庫

1670 2523110055 愛知県 神星工機株式会社 産業用ロボット導入による生産性向上と生産ラインの省スペース化事業 豊田信用金庫

1671 2523110058 愛知県 株式会社ニノミヤ 複雑形状鋳造品の内部研掃、検査能力を飛躍的に向上する研掃装置等の導入 西尾信用金庫

1672 2523110059 愛知県 株式会社新和産業 新素材を用いた圧縮成形・発泡成形手法を確立する試作開発事業 名古屋銀行

1673 2523110063 愛知県 株式会社竹入製作所 コンクリート構造物における高品質現場加工型ＦＲＰ補強材の開発 名古屋銀行

1674 2523110064 愛知県 株式会社山形製作所 サーボプレス導入による生産性の大幅向上と省エネ化推進事業 岡崎信用金庫

1675 2523110065 愛知県 株式会社アクアリング デジタル塗り絵・お絵描き参加型コミュニケーションシステムの開発
株式会社シーピーエー
コンサル

1676 2523110071 愛知県
有限会社サンメンテナンス工
機

高精度金型に於ける製造コスト４０％削減を目標とした革新的なシステム加工技術 名古屋銀行

1677 2523110078 愛知県 渡辺精密工業株式会社
航空宇宙業界向けの複合角度複雑形状切削を可能とする設備投資の実施と高効率試
作開発加工並びに技術伝承のチャレンジ

名古屋銀行

1678 2523110085 愛知県 合資会社靖和鐵工 最新工作機械の導入によるエネルギー関連への新規参入および生産プロセスの強化 中日信用金庫
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1679 2523110088 愛知県 上根精機工業株式会社 高磁力マグネットを利用した金属異物除去装置の精度向上と量産化技術の開発 名古屋銀行

1680 2523110091 愛知県 横井クレーン株式会社 地震対策と環境配慮を両立させた、都市型新・砕石杭工法への参入
小野寺浩一公認会計士
税理士事務所

1681 2523110092 愛知県 株式会社石垣商店
非鉄金属ニッチ分野の新市場獲得に向け、最新鋭５軸複合機導入による、多品種少量・
複雑形状化への挑戦

瀬戸信用金庫

1682 2523110096 愛知県 株式会社交邦磨棒鋼センター 精密切断を可能にするスーパーミガキ棒鋼切断機の導入 商工組合中央金庫

1683 2523110097 愛知県 有限会社イワセ技研 大型ＮＣ加工機導入による一貫した技術の向上に伴う市場の獲得 碧海信用金庫

1684 2523110098 愛知県 阪部工業株式会社 垂直多関節ロボット導入に伴うサイクルタイム短縮による生産性向上とコスト削減 岡崎信用金庫

1685 2523110099 愛知県 新東株式会社 フルフラットタイプ粘土瓦における自立焼成技術の開発 岡崎信用金庫

1686 2523110103 愛知県 フジイ化工株式会社 環境配慮型プラスチックリサイクル材料の安定供給化事業 安城商工会議所

1687 2523110105 愛知県 株式会社ヴイテックプロダクト 自動車の高い静粛性を実現する「軟質樹脂シール（隙詰）部品」の生産体制の構築 岡崎商工会議所

1688 2523110106 愛知県 有限会社桃井精機
新型ワイヤ放電加工機導入による、厚板プレス品用金型の高精度・短納期生産体制の
構築

岡崎信用金庫

1689 2523110110 愛知県 株式会社協越金型 超小型マシニングセンター導入による、金型部品加工における生産プロセス革新 桐山幸浩税理士事務所

1690 2523110113 愛知県 株式会社アムト ３Ｄモデル技術・構造の活用による３Ｄ造形機を用いた高品質製品の開発 碧海信用金庫

1691 2523110114 愛知県 株式会社ティエムエフ 電気電子部品における大型高速・高精度プレスによる精密部品の製造開発 尾西信用金庫

1692 2523110116 愛知県 東洋理工株式会社 複雑形状品に対し、塗着効率が高く環境負荷の低い塗装方法の研究開発 西尾信用金庫

1693 2523110118 愛知県 有限会社弥千代精機
「欲しい切削形状を一度に削り出せる」～生産効率化を実現するための切削工具の開発
～

名古屋銀行

1694 2523110120 愛知県 三和油化工業株式会社 有機溶剤の再資源化におけるリサイクル技術の高度化 碧海信用金庫

1695 2523110122 愛知県 有限会社栗原工作所 ハイパー付ＮＣベンダー導入による高品質な１Ｄ曲げパイプの製作技術の実現 岡崎商工会議所

1696 2523110123 愛知県 関谷醸造株式会社 気温に左右されない高品質な清酒製造を可能にする取組み 豊橋信用金庫

1697 2523110125 愛知県 株式会社建和
金属プレス分野における金型設計・加工内製化によるコスト削減及び提案営業力強化事
業

岡崎信用金庫

1698 2523110127 愛知県 株式会社平松製作所
熱間鍛造技術を活用した立体造形による、風力発電機及び産業用ロボット向け増減速
機部品の生産性及び品質向上に向けた全自動超鋼丸鋸切断機の導入事業

商工組合中央金庫

1699 2523110129 愛知県 有限会社三翠鋸鋼業所 コストダウン要請に対応する新研磨法の試作開発及び設備導入 名古屋銀行

1700 2523110131 愛知県 奥野工業株式会社 高精度、高信頼性油圧シリンダーを製造するための新規検査装置の開発 碧海信用金庫

1701 2523110132 愛知県 株式会社日新精工
世界で唯一“光造形（レーザー）＋切削加工”による画期的な“ワンマシン・ワンプロセス”
を実現するための設備投資計画

商工組合中央金庫

1702 2523110136 愛知県 有限会社豊正精機 切削加工技術の精密化による高精度な基準金の開発事業 岡崎商工会議所

1703 2523110137 愛知県 有限会社内田製作所 冷間鍛造順送プレス技術の開発と新規製品および新規取引先の獲得 名古屋銀行

1704 2523110138 愛知県 有限会社井上製作所 細い線径かつ大きい外径の大物ばねの試作開発とその生産効率の向上 西尾信用金庫

1705 2523110140 愛知県 株式会社中村鉄工所 新多軸加工機を導入したＡＴ部品の生産ライン再構築による低コスト・高品質の実現 岡崎信用金庫

1706 2523110142 愛知県 株式会社ウシオ工業 高張力鋼板等の大型プレス機用金型の精密性を向上させる検査体制の高度化 大垣共立銀行

1707 2523110143 愛知県 熱田起業株式会社 航空宇宙機器部品切削加工の工程集約と１人２台使用で効率化を図る 愛知銀行

1708 2523110144 愛知県 名古屋木材株式会社 密度傾斜の小さな大断面圧縮木材を用いた自動車内装部品の試作開発 愛知銀行
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1709 2523110145 愛知県 有限会社鈴木研磨工業所 三菱リージョナルジェット機（ＭＲＪ）向け特殊ピンの試作及び量産体制の確立 十六銀行

1710 2523110157 愛知県 曙工業株式会社 同時５軸マシニングセンタを用いた複雑形状部品の低コスト化の実現 碧海信用金庫

1711 2523110158 愛知県 安田工機株式会社 スピンドルユニット生産の内製化のためのスピンドルヘッド生産工程の確立 北名古屋市商工会

1712 2523110159 愛知県 株式会社ヤマダ
高精度検査装置及びレーザーマーカ導入による金型部品製造の高精度化及びトレーサ
ビリティー強化による製品品質向上の実現

株式会社マイルストー
ン・コンサルティング・グ
ループ

1713 2523110161 愛知県
スギヤマプラスチック株式会
社

省エネ、低コスト、高品質な射出成形を実現する不具合監視装置内蔵ホットランナーシス
テムの開発

岡崎信用金庫

1714 2523110162 愛知県 高砂電気工業株式会社 三次元測定機導入による航空宇宙産業用精密部品の生産プロセス改善 三重銀行

1715 2523110163 愛知県 菱輝金型工業株式会社 航空宇宙向け超大物成形金型における精密同時５軸穴加工の実現 尾西信用金庫

1716 2523110167 愛知県 株式会社野田スクリーン 環境対応かつ高撥水撥油性・高耐熱性フッ素材料の開発 大垣共立銀行

1717 2523110176 愛知県 株式会社エコー計測
計測専門業者として培った測定技術の更なる高度化によるリバースエンジニアリング事
業への展開

西尾信用金庫

1718 2523110179 愛知県 三晃合成工業株式会社 病院、救急医療で生体に安全で安くて使い易い樹脂製喉頭鏡ブレードの開発 岡崎信用金庫

1719 2523110183 愛知県 昭和化成工業株式会社 低コスト・高品質化を目指した電動式射出成形機導入による生産プロセス強化 岡崎商工会議所

1720 2523110184 愛知県 有限会社浅野工業 極小Ｒ曲げの部品加工に対応可能な生産体制の構築 岡崎商工会議所

1721 2523110186 愛知県 株式会社タマリ工業 リチウムイオン電池用極薄箔電極の高速・高機能切断装置の試作開発と実証 岡崎信用金庫

1722 2523110187 愛知県 有限会社ウイポップ 電動サーボ機構を導入した新型膨化式食品成形機の試作開発 碧海信用金庫

1723 2523110192 愛知県 協発工業株式会社 スポット溶接・検査工程の精度向上と効率化のための一貫自動システムの開発・導入 岡崎商工会議所

1724 2523110198 愛知県 大島工業株式会社
自動車駆動系試作部品の受注獲得を目指すための切削加工の精度向上による短納
期・コスト競争力の強化

西尾信用金庫

1725 2523110200 愛知県 株式会社奥田工業 高精度・短納期の精密板金加工の実現のためのネットワーク対応プレスブレーキの導入 岡崎信用金庫

1726 2523110201 愛知県 本多電子株式会社 強力超音波用ハイドロホンの校正による品質信頼性向上 豊橋信用金庫

1727 2523110205 愛知県 有限会社名南機械製作所 ５軸マシニングセンタの導入を軸とした工程改善による航空機部品の低コスト生産 岡崎信用金庫

1728 2523110213 愛知県 名興発條株式会社 プレス抜きダレを最小限に抑える試作開発を成功させ、新規部品の獲得を目指す 商工組合中央金庫

1729 2523110222 愛知県 株式会社フジワラ 航空機用窓への機能性コーティングプロセス技術開発 中島紘一

1730 2523110226 愛知県 愛巧ヘラ押工業株式会社 難加工のハイテン材をプレス加工するための設備導入及び試作開発 名古屋銀行

1731 2523110237 愛知県 株式会社豊島技研 ＴＤ処理ピンの折損防止熱処理方法の試作開発 岡崎信用金庫

1732 2523110241 愛知県
株式会社コイワボンドマニファ
クチャリング

ジーベストの販売を進めるための試作開発 商工組合中央金庫

1733 2523110249 愛知県 株式会社日東
レーザパンチプレス複合機導入による太陽光発電用パワーコンデショナー筐体の受注
拡大

春日井商工会議所

1734 2523110251 愛知県 金山化成株式会社 防蟻機能を付与させた建築用断熱材の生産に必要な薬剤含浸技術の確立 西尾信用金庫

1735 2523110254 愛知県 有限会社加藤製作所
自動車プラスチック部品の異材質一体成形金型による低コスト、短納期化の為の試作開
発

岡崎商工会議所

1736 2523110256 愛知県 榮バリュー株式会社 生産プロセスを強化して切削加工部門の受注拡大を図る 北名古屋市商工会

1737 2523110257 愛知県 斉藤鉄工株式会社
顧客ニーズに対応すべく、当社の強みである中～大物単品の切削加工技術の競争力を
高めるための設備導入

西尾信用金庫

1738 2523110258 愛知県 株式会社テクウェル 放電加工による自動車試作部品の低コスト・短納期製造技術の開発 豊田信用金庫
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1739 2523110260 愛知県 衣浦部品工業株式会社 ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを活用した、新形状表皮貼り込み品の設計開発 岡崎信用金庫

1740 2523110265 愛知県 株式会社カワサキ 次世代型処理（ジルコニュウム化成処理）導入による革新的な塗装前処理の開発 商工組合中央金庫

1741 2523110266 愛知県 株式会社豊栄工業 超耐熱ポリ乳酸・超臨界微細発泡射出成形・高齢者食器生産システムの開発 豊橋信用金庫

1742 2523110267 愛知県 株式会社竜製作所 ワイヤーカットによる精密加工の内製化と機械の機能品質向上のための開発 大垣共立銀行

1743 2523110271 愛知県 株式会社テイ・アイ・エス 最新ヒト型ロボットの活用を前提としたオフラインプログラムの開発 岡崎商工会議所

1744 2523110275 愛知県 新東コーティング株式会社 寿命２倍、リードタイム１／２にした高耐腐食性樹脂コーティングの開発 岡崎商工会議所

1745 2523110280 愛知県 中村電機工業株式会社 放熱フィン基板組み付け工程改善のための半自動機の導入 商工組合中央金庫

1746 2523110283 愛知県 有限会社伊正製作所 ファイバーレーザー溶接機による金型補修と金属部品の微細部溶接の加工方法の開発 東春信用金庫

1747 2523110285 愛知県 旭電気製鋼株式会社 高性能砂再生設備の導入による超低コストステンレス鋳鋼品の実現 岡崎信用金庫

1748 2523110288 愛知県 株式会社名南ゴム工業所 シリコン製スポーツグッズに持続性芳香を付加するための技術開発 愛知銀行

1749 2523110289 愛知県 有限会社タチバナ金型製作所 超微細部・鏡面仕上げの機械化技術の開発によるレンズ部品の高度化 豊田信用金庫

1750 2523110290 愛知県 株式会社松野製作所 ２スピンドル型ＮＣ旋盤導入による加工費７８．９％削減に向けた生産プロセスの改善 岡崎商工会議所

1751 2523110292 愛知県 株式会社高木化学研究所 自動車部品向け厚板銅板（銅製バスバー）のための精密加工技術の確立 商工組合中央金庫

1752 2523110295 愛知県 株式会社二村研磨工業所
ＴＩＧロボット溶接によるステンレス板厚０．５ｍｍ、アルミニウム板厚０．８ｍｍの薄板新
溶接技術の開発と医療機器業界への展開強化

尾西信用金庫

1753 2523110301 愛知県 日本エンジン株式会社 フライホイールなどの旋盤加工の誤差をなくし生産プロセスの効率化を実現 十六銀行

1754 2523110302 愛知県 イイダ産業株式会社 高剛性・耐熱性・高品質を付加した軽量な航空宇宙用樹脂複合材料の開発 尾西信用金庫

1755 2523110306 愛知県 株式会社名南精密製作所 ターボ用モーターシャフトの高精度台形１条ネジ転造加工技術開発 大垣共立銀行

1756 2523110307 愛知県 有限会社北斗 健康・医療産業市場での需要拡大を目指す樹脂切削加工の高精度化 青木正税理士事務所

1757 2523110310 愛知県 アイコー株式会社 自動車切削加工部品の品質精度向上に伴う形状変更の為の試作開発 中京銀行

1758 2523110315 愛知県 有限会社ＳＡＴサービス クラウニング付部品の鍛造化を足がかりとした試作開発機能の構築 澤田直明税理士事務所

1759 2523110316 愛知県 株式会社ヤマイチ 精密加工技術と自動検査技術の開発による電極チップの短納期化と低コスト化 豊田信用金庫

1760 2523110318 愛知県 ピーエムアイ有限会社 ３Ｄプリンタ活用で、新商品研究開発・短納期化・少量生産対応力強化事業 岡崎信用金庫

1761 2523110320 愛知県 有限会社都築食品加工 レトルト新製品の開発に伴うレトルト殺菌装置の導入計画 岡崎信用金庫

1762 2523110321 愛知県 株式会社コジマプラスチックス 車両走行統合安全機能向け、新方式成形機による軽量樹脂一体化製品の試作開発 尾関会計事務所

1763 2523110322 愛知県 株式会社ウォンツ センサ市場獲得に向けた小型低価格ソーシャルデバイスの試作開発 岡崎信用金庫

1764 2523110328 愛知県 有限会社名貴モールド 高精度射出成型用金型の２４時間連続加工工法の開発と納期短縮・コスト低減 愛知銀行

1765 2523110329 愛知県 スミヤ精機株式会社 スカイビング加工による歯車加工技術の向上と生産プロセスの強化 高浜市商工会

1766 2523110330 愛知県 有限会社矢田化学工業 塗装の品質安定化・生産性向上・低コスト化に対応した生産プロセスの強化 名古屋銀行

1767 2523110333 愛知県 フレンズパン協業組合
パン品質向上を目指し顧客満足度を増すための新技術ガストンネルオーブンの設備計
画

商工組合中央金庫

1768 2523110337 愛知県 株式会社エム・シー・イー ＪＩＳ規格Ｎ８級精度の樹脂歯車量産用金型製作及び製作リードタイムの短縮 名古屋銀行
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1769 2523110342 愛知県 松栄製鋲株式会社 高性能圧造機の導入による、自動車向け難加工形状部品用高効率鍛造工程の開発 大垣共立銀行

1770 2523110343 愛知県 マイウッド・ツー株式会社 国産材の圧縮・固定化による準不燃・難燃化材料の開発 アルファ税理士法人

1771 2523110344 愛知県 株式会社アイワ 帯電防止機能を有する低発泡押出成形プラスチック製品の開発 アルファ税理士法人

1772 2523110345 愛知県 川西塗装株式会社 塗装中の溶剤揮発を抑えるための革新的な塗装技術の確立及び機器の試作開発 蒲郡信用金庫

1773 2523110352 愛知県 株式会社カワムラ ３Ｄプリンター導入による金型・治具製作プロセスの革新及び検具製作の内製化 西尾信用金庫

1774 2523110359 愛知県 いその株式会社 ハイグレードプラスチックリサイクルにおける素材分別工程の設備開発 岡崎信用金庫

1775 2523110364 愛知県 山八歯材工業株式会社
歯科医療におけるデジタル加工機を用いたガラスセラミックスブロック新素材の加工・開
発

商工組合中央金庫

1776 2523110367 愛知県 ガレージヤマイチ株式会社 大型車両レッカーのワンストップ化を可能とする特殊レッカー機械装置の導入 中日信用金庫

1777 2523110381 愛知県 株式会社原田精工 精密加工技術の高度化、および事業拡大のための設備投資事業 山内宏之税理士事務所

1778 2523110382 愛知県 八洲重量株式会社 顧客のニーズ（早く・楽に・優しく）に叶った革新的サービスの提供 清須市商工会

1779 2523110384 愛知県 株式会社ゼットネット 屋外で長期に使用できる蓄光式避難誘導サインの開発と販売拡大 岡崎信用金庫

1780 2523110386 愛知県
株式会社ヘルスケアシステム
ズ

生活習慣病対策の起点となる新しい未病検査サービスの構築 東春信用金庫

1781 2523110387 愛知県
知多セントラルシステムズ株
式会社

日本初の「移動するジェラートバーの販売」の効率的な販売システムの確立 半田商工会議所

1782 2523110389 愛知県 株式会社Ｐ＆Ｃサービス 航空宇宙機器の配管部品において高圧での耐圧・気密試験・検査を確立する 碧海信用金庫

1783 2523110401 愛知県 日本エコシステム株式会社 クラウドを活用した統合型施工管理システムの開発 尾西信用金庫

1784 2523110403 愛知県 株式会社マルホウ 環境に優しい独自開発同時吸引式ウォータージェット洗浄サービス 十六銀行

1785 2523110408 愛知県 東海漬物株式会社 加熱用調理設備導入による「おかず漬物（惣菜）」の開発 三井住友銀行

1786 2523110420 愛知県 旭産業株式会社 基板実装工程におけるはんだ付け外観自動検査装置の導入 商工組合中央金庫

1787 2524110002 三重県 株式会社佐藤製作所 自動車,スマホ向けプリント基板実装設備の超精密小物部品量産化 商工組合中央金庫

1788 2524110006 三重県 株式会社大成産業 自動化による切削加工精度の精緻化と生産効率向上及び低コスト化 名張商工会議所

1789 2524110007 三重県 有限会社ジンテック 電子回路基板実装ラインにおける超小ロット生産を実現する品種切替工程の技術革新 第三銀行

1790 2524110008 三重県 株式会社ゴーリキ 溶接ロボット２基による鉄と鋳物溶接の高度化 百五銀行

1791 2524110009 三重県 イノウエ株式会社 ストレーナー（プレス成形）原料　最適原料の自動混練・自動搬送システムの導入 桑名信用金庫

1792 2524110011 三重県 南出株式会社
全国的な屋上・壁面緑化メーカーとなるための、“機能性とデザイン性が両立可能な”商
品の試作・開発

百五銀行

1793 2524110012 三重県 桑名精工株式会社 曲線加工精度と生産性向上のための新規設備導入
公益財団法人三重県産
業支援センター

1794 2524110013 三重県 株式会社中央鐵骨 生産プロセス（溶接）の改善 三重銀行

1795 2524110017 三重県 株式会社明菱 フライアッシュを使用した低コスト高分散複合樹脂の開発
公益財団法人三重県産
業支援センター

1796 2524110021 三重県 三宮工業株式会社 自動車部品用メタルコアの形状精度を向上させる精密加工技術の開発
公益財団法人三重県産
業支援センター

1797 2524110022 三重県 株式会社東海テクノ カキ殻加工養殖基材の自動製造装置の試作開発 三重銀行

1798 2524110024 三重県 マコトロイ工業株式会社 航空機部品等の製造に用いる穴開け工具『Ｒドリル』の改良・増産 近藤克彦
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1799 2524110028 三重県 株式会社中尾製作所 高齢者施設及び一般住宅向け引き戸用クロージャーの生産増で売上アップ 百五銀行

1800 2524110029 三重県 有限会社辻塗装 樹脂塗装ライン自動化による不良率低減と生産量の向上 伊勢総合税理士法人

1801 2524110030 三重県 旭電器工業株式会社 樹脂の射出成形に於ける原材料着色成形加工技術の高度化と生産性向上
公益財団法人三重県産
業支援センター

1802 2524110031 三重県 株式会社ナベル 航空機製造用機械（マシニングセンター等）大型蛇腹の製造 商工組合中央金庫

1803 2524110032 三重県 三惠工業株式会社 アルミ椅子フレーム部材、軽量化の為のリベット結合装置の開発 鈴鹿商工会議所

1804 2524110035 三重県 株式会社三重木型製作所 安全性を実現した近未来介護ロボットボディの開発 四日市商工会議所

1805 2524110036 三重県 朝日精機株式会社 ホールソー型小径（φ６mm～φ１０mm）穴あけドリルの試作開発 百五銀行

1806 2524110037 三重県 株式会社遠藤製作所 精密車載部品の３次元データ化に対応する高機能３次元測定器の導入 三重銀行

1807 2524110038 三重県 平野鋳工株式会社 高効率ショットブラスト装置導入による増産体制確立事業 桑名信用金庫

1808 2524110039 三重県 株式会社ナベカ リサイクルプラスチック原料の物性評価による高付加価値化 百五銀行

1809 2524110041 三重県 有限会社藤総製陶所 焼成技術の高度化によるセラミックス製超耐熱薬膳土瓶の試作開発 四日市商工会議所

1810 2524110043 三重県 日陶顔料工業株式会社 セラミックタイル向けインクジェット用微粉無機顔料の試作開発
公益財団法人三重県産
業支援センター

1811 2524110044 三重県 三陽化成株式会社 新製造方法による熱収縮プラスチックフィルム開発計画 百五銀行

1812 2524110046 三重県
日本ニューマチック工業株式
会社

多孔質膜乳化法を用いた低コスト液晶ディスプレイ用ビーズスペーサの開発 中京銀行

1813 2524110051 三重県 扶桑工機株式会社 航空宇宙産業向け特殊材料の高生産性加工設備の設備投資 百五銀行

1814 2524110052 三重県 株式会社オーファ モーターサイクルパーツの高付加価値化によるインドネシア市場への参入
公益財団法人千葉県産
業振興センター

1815 2524110059 三重県
有限会社川本コンクリート工
業所

メガソーラーにも対応したオーダーメイドコンクリート製品の製作プロセスの開発 税理士法人大勢

1816 2524110061 三重県 アルコ株式会社 省スペース・高機能な土壌微生物を活用した汚水処理装置の開発 百五銀行

1817 2524110071 三重県 三重電子株式会社 電子基板実装における短納期と生産増減の対応のための設備の高度化計画
公益財団法人三重県産
業支援センター

1818 2524110072 三重県 株式会社ＴＮＧＭ 低価格「在宅看護・介護用モバイル・コンシェルジェＩＣＴシステム」開発事業
株式会社ミッドランド経
営

1819 2524110073 三重県 株式会社オコシ型紙商店 伊勢型紙の文様のデジタルデータを活用したレーザー加工による新製品の開発 鈴鹿商工会議所

1820 2524110075 三重県 株式会社ケーテック ３次元ＣＡＤ対応のハイブリッドデジタルマシン導入によるリードタイム短縮 桑名信用金庫

1821 2524110080 三重県 株式会社辻金属製作所 コスト競争力強化によるポンプインペラ自動組立装置、カシメ装置の開発導入 南都銀行

1822 2524110082 三重県 株式会社小杉食品 食品防御（フードディフェンス）の考え方による、さらに安全で安心な納豆の提供 百五銀行

1823 2524110083 三重県 丸北研磨株式会社 高品質高効率なコールドソー研磨で自動車産業等のコストダウンを実現 桑名三川商工会

1824 2524110086 三重県
鈴鹿ロボケアセンター株式会
社

最先端ロボットスーツHALを活用し、新しく安全で効果的、効率的トレーニングと福祉サー
ビスの提供

鈴鹿商工会議所

1825 2524110090 三重県 高洋電機株式会社 難削材（純タングステン）加工の高精度・高能率切削加工技術の開発 百五銀行

1826 2524110091 三重県 株式会社水谷製作所 板ゴムの加工精度向上の為の新型板厚加工機（スライス機）導入
公益財団法人三重県産
業支援センター

1827 2524110093 三重県 株式会社盛香堂石田商店 最先端高性能ガスクロ検査装置による食品会社向け高精度検査体制強化事業 西山元章

1828 2524110095 三重県 有限会社若松屋 油蝶製品製造に係る環境改善と生産性向上に関する制御手法の構築 百五銀行
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1829 2524110096 三重県 エバ工業株式会社 ホーニングマシン導入による高精度、高品質で低コストな部品加工設備 桑名信用金庫

1830 2524110102 三重県 株式会社東産業 工事現場（マンホール）用転落防止　人感センサー警報装置 三重銀行

1831 2525110004 滋賀県 株式会社杉岡織布 綿織物産地・高島産地発！高付加価値ドビー織物製織への挑戦！！ 滋賀銀行

1832 2525110006 滋賀県 協和工業株式会社 不断水バルブ用スピンドルの増産及びコスト低減への生産プロセスの構築 東近江市商工会

1833 2525110007 滋賀県 株式会社中村スリッター 成長する世界市場に高度な加工技術で挑戦する
一般社団法人滋賀県中
小企業診断士協会

1834 2525110008 滋賀県 株式会社クリスタル光学 簡易測定機を用いた自由曲面形状の高精度測定技術の開発 京都信用金庫

1835 2525110009 滋賀県 株式会社ユニックス 環境対応型水系樹脂を用いた低コスト粘着吸着シートの量産化の確立 商工組合中央金庫

1836 2525110010 滋賀県 株式会社旭金属工業所 大型自動２輪車用サスペンション部品の生産能力拡大事業 坂本芳博税理士事務所

1837 2525110012 滋賀県 株式会社ナレッジ ＰＬＣ用シーケンス制御回路作成支援ソフト開発事業 長浜信用金庫

1838 2525110013 滋賀県 株式会社ヨシハラ ソーター導入による売上・付加価値額の増加 滋賀銀行

1839 2525110016 滋賀県 株式会社昭和バルブ製作所 ステンレスを採用した中高圧用途バルブの設計開発/試作 大辻税理士法人

1840 2525110018 滋賀県 株式会社清原
伝統産業と新素材を活用した若年層向け「ふくさ」の開発を通じた「ふくさめる」文化の浸
透

石本　和治

1841 2525110020 滋賀県 明文舎印刷商事株式会社 バリアブル印刷による印刷対応可能製品拡大とコスト競争力の強化 長浜信用金庫

1842 2525110023 滋賀県 株式会社ニューリー・土山 次世代の基板検査のための高精度アダプターの開発 商工組合中央金庫

1843 2525110026 滋賀県 ツジコー株式会社 ワンストップ苗生産装置のプラットフォーム化とスマートアグリシステムの研究開発 滋賀銀行

1844 2525110027 滋賀県 株式会社カモガワ 難削材加工用ダイヤモンド工具の短納期化に向けた機械装置の導入 京都信用金庫

1845 2525110030 滋賀県 サクラ食品工業株式会社 多品種小ロット生産に対応する嚥下介護食専用生産ラインの構築 竹内　淳朗

1846 2525110033 滋賀県 新江州株式会社 透湿防水シートの低コスト、短納期を可能にする物性測定値の指標化技術の開発 滋賀銀行

1847 2525110035 滋賀県 株式会社高橋重機 環境に配慮した、杭抜き杭打ちまでの一貫した、新たな地盤改良工法の展開 滋賀銀行

1848 2525110037 滋賀県 株式会社マルヨシ近江茶 加熱後もカテキンを多く含む有機栽培粉末ほうじ茶の試作・開発 甲賀商工会

1849 2525110039 滋賀県 株式会社髙木紙工 関西初！！半自動ポスタ－貼合機の導入による新サ－ビスの提供。
大久保淳治・税理士事
務所

1850 2525110050 滋賀県 株式会社カワイ 大型難加工部材の円筒研削加工における精度と生産性向上のためのプロセス開発 商工組合中央金庫

1851 2525110051 滋賀県 有限会社オプトセラミックス 精密側面研削機の導入による高機能光学ガラスの試作開発 京都信用金庫

1852 2525110052 滋賀県
東洋アルチタイト産業株式会
社

内部通抵抗の低減と気密性の向上を実現した空調用ダクト継手の開発 商工組合中央金庫

1853 2525110053 滋賀県 株式会社井上 彦根仏壇製造技術を活かした新商品開発においての伝統技法の弱点克服の設備投資 滋賀銀行

1854 2525110057 滋賀県 株式会社平安製作所 材料利用率を極限まで高めた低コストなリング形状部品の試作開発
公益財団法人京都高度
技術研究所

1855 2525110058 滋賀県 東洋化学株式会社 肌にストレスフリーな超柔軟型ハイドロコロイド絆創膏の開発 滋賀銀行

1856 2525110059 滋賀県 株式会社門倉製作所 対話型CNC普通旋盤導入による他社との差別化、若年層への技術の伝承と雇用創出 滋賀銀行

1857 2525110060 滋賀県 日新薬品工業株式会社 トローチ剤用錠剤検査機の新規導入 滋賀銀行

1858 2525110061 滋賀県 三恵工業株式会社 価格競争力のある自動車部品製造とグローバルシェア獲得のための製造体制の確立
京滋中小企業経営サ
ポートセンター
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1859 2525110063 滋賀県 株式会社矢島製作所 難形状成形品の多数個取りを実現する高機能・超精密金型の生産体制の構築 竹内　淳朗

1860 2525110067 滋賀県 株式会社素久製作所 太陽光発電用パワーコンディショナ増産のための自動化設備の導入 アチーブメント

1861 2525110070 滋賀県 小西建具株式会社 コンピューターネットワーク制御による木製建具製作 滋賀銀行

1862 2525110076 滋賀県 有限会社平居建設 環境負荷の少ない特許工法を導入した地盤補強・改良工事への事業拡大 京都銀行

1863 2525110082 滋賀県 古川工業株式会社 CNC立型旋盤の導入による大口径シートリングの高精度・高効率加工の実現 商工組合中央金庫

1864 2525110088 滋賀県 スマック株式会社 高トルク高速モータ特性試験装置の開発と、評価解析受託および装置拡販事業
一般社団法人滋賀県中
小企業診断士協会

1865 2525110092 滋賀県 化研テック株式会社 新規半導体パッケージ用フラックス洗浄装置の販売促進のための自動洗浄装置の試作 滋賀県産業支援プラザ

1866 2525110096 滋賀県 株式会社金山精機製作所 放電加工設備導入によるワイヤーカット工程の高精度化・効率化（短納期対応含む）
公益財団法人京都産業
２１

1867 2525110098 滋賀県 株式会社駒井工作所
「凹凸がない模様をアルミに加工する技術の開発」と「低コスト生産法の確立」により、従
来品にない高級感のあるジュラルミン製スマートフォン用保護ケースを低価格で製作す
る

滋賀銀行

1868 2525110100 滋賀県 伸和株式会社 航空機用を主体とした難燃性合成皮革基布製造技術の開発 滋賀銀行

1869 2525110101 滋賀県 リードテクノ株式会社 シリコン基板上に形成された圧電薄膜の非破壊検査技術の開発 滋賀銀行

1870 2525110102 滋賀県 エースカーゴ株式会社 多運用集約型宅配業務管理システム構築計画 大辻税理士法人

1871 2525110105 滋賀県 日伸工業株式会社
自動車用ＥＰＳトルクセンサ部品の製造原価低減と品質安定化に向けた生産技術の開
発

滋賀県産業支援プラザ

1872 2525110106 滋賀県 サイチ工業株式会社 特殊材料の蒸着技術の確立 滋賀県産業支援プラザ

1873 2525110107 滋賀県 株式会社アイ．エス．テイ Ａ０(ゼロ)サイズ対応デジタル複合機向け「超大型ポリイミド中間転写ベルト」の開発 滋賀県産業支援プラザ

1874 2525110110 滋賀県 小林金属株式会社 海外生産に対抗するための高機能部品の製造ワンストップ化 池田泉州銀行

1875 2525110111 滋賀県 有限会社かね馬 「地域資源　信楽焼の技術を活用した調理用品の開発事業」 滋賀銀行

1876 2525110116 滋賀県 サンテックオプト株式会社 薄膜プリズムシートのインライン/1パス両面同時成型による製造工程削減 商工組合中央金庫

1877 2526110001 京都府 株式会社吉田生物研究所 毒性の無い新技術天然可塑材を使用した塩化ビニル素材・製品の開発
一般社団法人滋賀県中
小企業診断士協会

1878 2526110004 京都府 株式会社小林鉄工所 高性能曲板機導入による品質・生産力向上と競争力強化と事業継承 京都中央信用金庫

1879 2526110005 京都府 高橋食品工業株式会社 最新の納豆生産設備導入により品質・生産性向上による競争力の強化 京都商工会議所

1880 2526110007 京都府 株式会社京都医療設計 体内で溶けてなくなる人体に優しい医療デバイスの開発 滋賀銀行

1881 2526110008 京都府 株式会社衣川製作所
ワイヤーカット放電加工技術の確立による医療機器製造の高精度、短納期、低コスト化
計画

京都銀行

1882 2526110010 京都府 株式会社浅田可鍛鋳鉄所 自動車向け重要保安部品の鋳造素材から機械加工完成までの一貫生産の実現 商工組合中央金庫

1883 2526110013 京都府 株式会社砂﨑製作所 鉄道車両用接地装置生産の高効率化による納期短縮およびコストダウン 滋賀銀行

1884 2526110015 京都府 株式会社伊藤製作所 ボトルネックを解消し、一貫生産強化による安定した超短納期対応実現 商工組合中央金庫

1885 2526110022 京都府 大槻工業株式会社 食品用抗菌・鮮度保持フィルムの加工設備の開発および試作品開発 京都中央信用金庫

1886 2526110024 京都府 ケーピーエス工業株式会社 医療用超小型コンプレッサの開発 商工組合中央金庫

1887 2526110026 京都府 株式会社K・Kファーム 京北産北山杉のアロマオイル製造に係る生産プロセスの構築 京北商工会

1888 2526110027 京都府 株式会社ナンゴー カーボン繊維コンポジット材料の自動成型装置部品の精密加工技術の確立 京都銀行
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1889 2526110028 京都府 ボンドテック株式会社 半導体の三次元実装の量産化をブレークスルーするCOW装置とプロセスの開発
公益財団法人京都産業
２１

1890 2526110030 京都府 株式会社ＫＯＹＯ熱錬 航空機部品の軽量化に向けた高精度浸炭熱処理技術の確立
公益財団法人京都高度
技術研究所

1891 2526110031 京都府 株式会社ニッシン ＣＡＤ／ＣＡＭによって作製する歯科補綴物用ハイブリッドレジンブロックの試作量産化 京都信用金庫

1892 2526110032 京都府 山本精工株式会社 実体モデルを基本とする金属加工品ものづくりの構築 京都銀行

1893 2526110036 京都府 株式会社テック技販 バランス能力調整のためのリハビリテーション向け床面動揺システム 南都銀行

1894 2526110038 京都府 日本ニューロン株式会社 太陽熱発電用長寿命フレキシブルチューブの試作実験及び商業化 南都銀行

1895 2526110039 京都府 株式会社ファーマフーズ 加齢に伴うサルコペニア（筋肉減弱症）を予防する機能性食品の開発 辻本税理士事務所

1896 2526110041 京都府 株式会社コーヨ化学研究所 受託開発製品増産のための製造プロセスの強化を目的とした設備増強 長岡京市商工会

1897 2526110045 京都府 株式会社オプト・システム 次世代LED及び次世代パワーデバイス用高速低価格レーザースクライバーの開発
アドバンスト・エム株式
会社

1898 2526110046 京都府 有限会社ＮＴＢ製作所 生産システム統合による多品種変量の生産力向上と短納期化の実現 京都信用金庫

1899 2526110048 京都府 株式会社アストム 特殊プレス金型の開発によるリチウムイオン電池用部品の高精度化
エクセルブレーン株式
会社

1900 2526110049 京都府 明光精器株式会社 航空機部品特有の品質管理体制のボトルネック解消事業 京都中央信用金庫

1901 2526110050 京都府
株式会社ツー・ナイン・ジャパ
ン

錠剤専用金型の製作期間を1/3に短縮するための高精度・高速マシニングセンタの導入 京都中央信用金庫

1902 2526110052 京都府
株式会社阪村エンジニアリン
グ

鏡面仕上げの機械化と砥石の研究による耐久性の高い超硬パンチの開発
アクセルコンサルティン
グ株式会社

1903 2526110060 京都府 株式会社松岡機械製作所 次世代ディスプレイおよび二次電池用フィルム塗工装置の開発および試作
公益財団法人京都高度
技術研究所

1904 2526110066 京都府 開明伸銅株式会社 環境・省エネ対応伸銅中空異形棒『ミトーセル®』における精度向上計画 中野公認会計士事務所

1905 2526110068 京都府 株式会社バイオフェイス 陶磁器や樹脂製品に使用する抗菌セラミックパウダーの製造・開発 京都信用金庫

1906 2526110070 京都府 株式会社バイオベルデ 再生医療の実現化に必要不可欠な、細胞シート・生体組織の新規凍結保存液の開発 京都銀行

1907 2526110072 京都府 マイクロシグナル株式会社 高感度かつ外来ノイズの影響を受けない受光ＩＣの事業化 京都中央信用金庫

1908 2526110076 京都府 株式会社藤岡製作所 難削材の微小径穴加工や小径深穴加工の低コスト量産化の実現 滋賀銀行

1909 2526110079 京都府 株式会社コト 静電容量型タッチパネル対応の入力デバイスおよび検出ソフトウエアの試作、開発 京都銀行

1910 2526110080 京都府 株式会社サイバーRC 切削工具リサイクル促進のための低価格・高機能NC工具再研磨機の開発 八幡市商工会

1911 2526110081 京都府 株式会社名工技研 超硬切削技術を活かした超硬ダイスの短納期対応による受注拡大 八幡市商工会

1912 2526110084 京都府 有限会社塔南製作所 停滞が顕著な工程改善による工数短縮と工程標準化事業 京都信用金庫

1913 2526110088 京都府 株式会社本田味噌本店
味の数値化技術による発酵調味料（味噌）製品開発の高度化（高品質、低コスト、スピー
ドアップ）

三井住友銀行

1914 2526110093 京都府 株式会社ツヤデンタル 歯科技工のアナログ技工から技術の安定・定量化をはかるCAD/CAM技工へ 小杉税理士事務所

1915 2526110097 京都府 日本電化金属株式会社 短納期・高付加価値対応型テフロン焼付加工設備導入事業 京都銀行

1916 2526110103 京都府 株式会社魁半導体 チップコンデンサの被膜形成技術の開発 爲國淳史税理士事務所

1917 2526110104 京都府 オリカ株式会社 圧倒的差別化を実現する、鮮度保持効果の高い紙器・包装資材の開発 京都信用金庫

1918 2526110106 京都府 株式会社飯田照明 紫外線ＬＥＤを用いた、人と環境にやさしい樹脂及びインク硬化装置の開発 京都信用金庫



65／98

受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

1919 2526110111 京都府 株式会社アイキャスト 三次元造形装置による擬似天然歯模型の新規開発と世界市場での競争力強化 三菱東京UFJ銀行

1920 2526110115 京都府 亀岡電子株式会社 高精度で液体を管理可能な燃料電池搭載用液面レベルセンサ開発事業
公益財団法人京都高度
技術研究所

1921 2526110117 京都府
CONNEXX SYSTEMS株式会
社

鉄を燃料とする高エネルギー「シャトル電池」の気密機構の開発
公益財団法人京都高度
技術研究所

1922 2526110118 京都府 株式会社玉山工業 ものづくり企業連携システム等を活用した、一貫生産体制の強化による競争力向上策
アクセルコンサルティン
グ株式会社

1923 2526110120 京都府 株式会社山岡製作所 超精密形彫り放電加工の高効率化技術開発 城陽商工会議所

1924 2526110123 京都府 ティエムファクトリ株式会社 透明で軽い新断熱素材MYST（ミスト）を用いた世界初の透明魔法瓶の開発
公益財団法人京都産業
２１

1925 2526110124 京都府 田中精工株式会社 金型冷却システムによる高品位ダイカスト鋳造技術の開発 京都中央信用金庫

1926 2526110125 京都府
株式会社ウエダ・テクニカルエ
ントリ－

機械・機器部品の精密化・軽量化の「反り取り」用研削工具の開発 京都信用金庫

1927 2526110128 京都府 ニューリー株式会社 次世代立体対象物読み取り用スキャナー開発用設備の構築 京都銀行

1928 2526110133 京都府
株式会社エスケーエレクトロニ
クス

医療現場での個体識別ニーズを解決する最適な極小RFIDタグの開発 京都御池税理士法人

1929 2526110134 京都府
株式会社はーと＆はあとライ
フサポート

在宅高齢者における低栄養の予防改善支援事業 京都紫明税理士法人

1930 2526110138 京都府 株式会社図司穀粉 米粉シュー生地冷凍半製品の開発
経営コンサルタント　竹
内淳朗

1931 2526110140 京都府 ヒロセ工業株式会社
最新精密自動平面研削盤導入による複雑形状研削の高精度高効率自動研削化技術習
得

京都府商工会連合会京
丹後市商工会

1932 2526110143 京都府
株式会社真田
有限会社誠武農園

野菜のうまさや栄養を活かした商品開発で市場の活性化を図る 京都銀行

1933 2526110146 京都府 株式会社ウィリルモバイル 無電池式非接触体温計と健康管理アプリケーションシステムの開発 中嶋聡税理士事務所

1934 2526110149 京都府 佐々木化学薬品株式会社 ガラス洗浄剤／研磨剤のフッ酸などの混合薬品リサイクルシステムの新規開発
公益財団法人京都高度
技術研究所

1935 2526110152 京都府 株式会社毛戸製作所 航空製品の製造工程の再構築における国際競争力の向上と復権 京都銀行

1936 2527110001 大阪府
株式会社日本医化器械製作
所

ブロック式環境制御ユニットを用いた病院用クリーンルームの試作開発事業 兵庫太和税理士法人

1937 2527110002 大阪府 株式会社中田製作所 ＣＡＤＣＡＭシステム導入による複雑立体形状の生産対応能力の強化 池田泉州銀行

1938 2527110009 大阪府 株式会社ｏｎｅＡ 産業車両向け油圧バルブ用バルブボディ及びスプールの生産能力強化事業 パートナーズ関西

1939 2527110016 大阪府 甲子化学工業株式会社 産業用プラスチック製品の高品質・小ロット・多品種・短納期化計画 株式会社エフアンドエム

1940 2527110023 大阪府 高田金型工業株式会社 金型大型化対応による製造プロセス強化 大阪信用金庫

1941 2527110025 大阪府 株式会社堀内機械 メンテナンスフリーを実現するシールレス油圧シリンダの開発 堺商工会議所

1942 2527110026 大阪府 株式会社メタルクリエイション 高精度ロール内製化による研究開発基盤と海外競争力の強化 高砂　吉孝

1943 2527110027 大阪府 株式会社トルス 水性塗膜の防汚性、耐候性向上を図る画期的な無機保護剤の開発
関西経営コンサルタント
事業協同組合

1944 2527110031 大阪府 元古鉄工株式会社 建築用鉄骨の溶接工程における、自動化装置の導入と柔軟な生産体制の構築 前田　節

1945 2527110036 大阪府 株式会社天徳工業 大型プレス機導入による高付加価値製品の量産体制の構築 長谷川　政二

1946 2527110039 大阪府 イセキテック株式会社 次世代航空機用エンジン部品の生産能力強化事業 京都銀行

1947 2527110041 大阪府 株式会社吉村鋼材 鉄鋼丸棒材料の「当日注文、当日発送」事業の新規立ち上げ 商工組合中央金庫

1948 2527110043 大阪府 オービー工業株式会社 高密度・高剛性（高耐久性）の樹脂製歯車製造の生産能力拡大事業 京都銀行
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1949 2527110044 大阪府 株式会社ダイネツ 旧型台車炉の省エネルギー化で生産コスト低減を図る設備改良 堺商工会議所

1950 2527110046 大阪府
株式会社日高ファインテクノロ
ジーズ

バイオプロセスを適用した白金族金属ナノサイズ粒子の試作開発 池田泉州銀行

1951 2527110054 大阪府 菊地光学精工株式会社 内視鏡分野への参入を果たす光学薄膜形成装置の導入 三菱東京UFJ銀行

1952 2527110055 大阪府 株式会社山崎 高性能ＣＮＣ旋盤導入による顧客ニーズへの対応及び新規受注の獲得 近畿大阪銀行

1953 2527110058 大阪府 株式会社ペプチド研究所 ＬＣ／ＭＳ／ＭＳを用いたペプチド試薬及び医薬品の品質管理技術の開発 三菱東京UFJ銀行

1954 2527110062 大阪府 日本電子工業株式会社 鉄鋼部品の窒化前工程における洗浄作業環境の改善・環境負荷低減 商工組合中央金庫

1955 2527110064 大阪府 南海金属株式会社 新型ハイブリット式ベンダー導入による品質と生産能力の向上 商工組合中央金庫

1956 2527110067 大阪府 菊水産業株式会社 純国産黒文字楊枝の製造販売事業 紀陽銀行

1957 2527110069 大阪府 株式会社丸中 新システム導入による在庫管理・配送業務の効率化 南都銀行

1958 2527110070 大阪府 日本製缶工業株式会社 レンタルドラム用ステンレスドラム缶のコストダウン及び量産化計画 商工組合中央金庫

1959 2527110072 大阪府 株式会社フジキン エネファーム（家庭用燃料電池）向け低コスト流量計の開発 商工組合中央金庫

1960 2527110074 大阪府 大阪金属株式会社 鋳造製品（建機・農機他産業部品）の品質向上及び効率的な生産体制の構築 辰巳忠次

1961 2527110075 大阪府 葵スプリング株式会社 次世代燃料電池部品　最新鋭設備の導入による品質・生産性向上 八尾商工会議所

1962 2527110077 大阪府 株式会社コダマ 航空機部品のカドミウムめっきに代わる環境負荷の少ないめっきの提供 徳野会計事務所

1963 2527110080 大阪府 株式会社寿機化 印刷機メーカーとの世界初となる次世代型印刷機の開発 貝原会計事務所

1964 2527110081 大阪府 有限会社進功ブラスト工業所 ブラスト装置導入によるガラス研磨材の製造事業 はざま経営事務所

1965 2527110083 大阪府 五光精機株式会社 多品種高精度の非接触軸受密封装置の生産能力強化事業 泉佐野商工会議所

1966 2527110086 大阪府 日本絨氈株式会社 透水性を具備した人工芝生の製法開発（精度あるゾルコーティング技術の開発 商工組合中央金庫

1967 2527110088 大阪府 株式会社カワデン 震災対策緊急遮断弁制御用感震器付制御盤の試作開発 商工組合中央金庫

1968 2527110090 大阪府 株式会社コンテック チップ型紫外線ＬＥＤを用いた高出力・小型ＬＥＤライトの開発 京都銀行

1969 2527110097 大阪府 フジキンソフト株式会社 グローバル競争力強化の為のスマホ活用「進化型ＰＯＰ」の試作開発 商工組合中央金庫

1970 2527110100 大阪府 株式会社大阪歯切工場 歯車等の加工技術の確立 越智　忠夫

1971 2527110103 大阪府 株式会社岡三鋼業 耐震工法に対応するために新たに加工機を導入し、生産性の向上を図る Officeイワサ

1972 2527110105 大阪府 日本磨帯鋼株式会社 短納期かつ高精度に対応した磨帯鋼の精密シャーリング加工技術の確立 近畿大阪銀行

1973 2527110107 大阪府 株式会社タカゾノ ブリスター包装を用いた薬剤包装機の開発 商工組合中央金庫

1974 2527110108 大阪府 株式会社光洋 薄板ばねＮＣフォーミングマシンの導入による品質と生産性の向上 南都銀行

1975 2527110111 大阪府 株式会社山陽マーク製作所 鉄道用設備部品製造における量産化設備の導入 和泉商工会議所

1976 2527110114 大阪府 株式会社近正 ロボットと電動リベッティングマシンによる鋏のカシメ部分の自動化 堺商工会議所

1977 2527110116 大阪府 高園テクノロジー株式会社 無人化調剤室実現のための全自動調剤分包装置の開発 商工組合中央金庫

1978 2527110118 大阪府 協立工業株式会社 アルミ・鉄材兼用（環境配慮型）塗装前処理設備導入による高品質塗装の実現 大阪シティ信用金庫
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1979 2527110119 大阪府 パイクリスタル株式会社 有機トランジスタ向け最高品質ゲート絶縁膜作製を可能とする原子層堆積装置の実現 商工組合中央金庫

1980 2527110120 大阪府 株式会社カム・ネッツ 天然歯の色調により近いジルコニアの開発 米田　茂

1981 2527110123 大阪府 小金屋食品株式会社 「多彩なトッピングを揃えた惣菜型納豆生産による事業拡大と雇用の創出」 京都信用金庫

1982 2527110124 大阪府 フジテック株式会社 最新型万能試験機導入による住宅用ねじの品質向上と競争力強化 結城　順吉

1983 2527110126 大阪府 クリロン化成株式会社 機能性共押出フィルムの生産速度向上 伊予銀行

1984 2527110128 大阪府 大阪テック株式会社 工作機械の多段式カバーを製作する高精度自動プレス機の導入 おのえ経営事務所

1985 2527110132 大阪府 中村鉄工株式会社 大手メーカーの画期的環境製品を支える精密加工部品の生産のための設備投資 紀陽銀行

1986 2527110136 大阪府 有限会社マイスターベック 静脈認証技術を用いて精度の高い個人の特定をサービス化する開発 尼崎信用金庫

1987 2527110137 大阪府 食品開発株式会社 多様な書式の見積書等に簡単にデータ出力できる業務ソフトの開発 大阪商工会議所

1988 2527110141 大阪府 丸泉タオル株式会社 新型エアージェット織機導入 田中　洋

1989 2527110147 大阪府 太洋マシナリー株式会社 水電気分解ガスを燃料とする「燃料バーナ」の試作・開発 近畿大阪銀行

1990 2527110151 大阪府 株式会社システムクリエイト 製品開発に不可欠な「３Ｄ技術習得短期スクール事業」の展開
関西経営コンサルティ
ング会社

1991 2527110153 大阪府 株式会社ホシック 産業機械向け精密部品供給における品質管理体制の強化とトレーサビリティーの確保 商工組合中央金庫

1992 2527110158 大阪府 株式会社丸光製作所 高精度・高効率に切削加工するための最新式ＣＮＣ旋盤の導入 紀陽銀行

1993 2527110159 大阪府 株式会社ツルミプラ 工業的手法で作るアクセサリー「インスタントジュエリー」の開発 大阪シティ信用金庫

1994 2527110161 大阪府 株式会社ウチダ ５軸ＭＣの夜間高速無人加工によるカム製造リードタイムの短縮 南都銀行

1995 2527110164 大阪府 成和プラスチック株式会社 付加価値のあるプラスチック成形材料の開発 大正銀行

1996 2527110165 大阪府 有限会社三喜製作所 インプラント手術に貢献する六角穴付きチタン部品の切削加工技術の開発 宮松　利英

1997 2527110166 大阪府 有限会社藤川樹脂 新技術開発！　ＰＥＴフィルム端材がＰＥＴフィルム輸送用資材に生まれ変わる 堺商工会議所

1998 2527110168 大阪府 株式会社ナカニシプリント工芸 曲面の容器に対するカメラを使用した高速で精密な位置決め印刷 京都信用金庫

1999 2527110171 大阪府 株式会社光明製作所 「生産管理と自動搬送システムを使った一気通貫生産システムの構築」 商工組合中央金庫

2000 2527110174 大阪府 株式会社森中鋼業 最新鋭プラズマ切断機導入による社会インフラ整備・防災分野への新規参入 税理士法人a-office

2001 2527110175 大阪府 株式会社のりつけや ワーパー導入による短納期化と特殊糸織物への対応及び高品質化 三井住友銀行

2002 2527110177 大阪府 湯本電機株式会社 新規市場創造を目的とするプラスチック切削加工の更なる精度、品質向上 阿波銀行

2003 2527110179 大阪府 有限会社井上鉄工所 風力発電事業（増速機）における品質・生産性向上　並びに増速機大型化への対応 池田泉州銀行

2004 2527110181 大阪府 株式会社三宏 新製造システムの構築による手づくり感のある良質なぽん酢の試作開発 大阪信用金庫

2005 2527110182 大阪府 山田紙管株式会社 ＮＣ制御の紙管製造機によるロスの低減化と切断面向上の新技術設備の導入 池田泉州銀行

2006 2527110184 大阪府 ターナー色彩株式会社 環境調和型無機・有機複合多機能蛍光体を活用したゴム用機能性塗料の開発 三菱東京UFJ銀行

2007 2527110188 大阪府 株式会社ウチダ 先端技術に対応する塗料製造における色管理の高精度化技術の確立 八尾商工会議所

2008 2527110189 大阪府 株式会社伊藤製作所 プレス品解析ソフト及びＣＡＤの機能強化による金型製作時間の短縮 守口門真商工会議所



68／98

受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

2009 2527110190 大阪府
株式会社富士パッキング工業
所

燃料電池向け、パッキン・断熱材・絶縁材、の短納期試作開発サービス 阿波銀行

2010 2527110191 大阪府 株式会社日満車輌製作所 リチウムイオン電池の極板乾燥工程における高性能乾燥機の新開発 三井住友銀行

2011 2527110193 大阪府 スマイル・プラス株式会社 介護事業者向け成功報酬型の求人サイトおよび教育コンテンツの提供 竹内　友章

2012 2527110195 大阪府 株式会社山長 金属オフセット印刷にかわる小ロット短納期用プリンター印刷の開発 八文字　正裕

2013 2527110197 大阪府 定本タオル合資会社 高密度タオルの生産性向上と多品種化、及び価格競争力強化 田中　洋

2014 2527110200 大阪府 株式会社タムラテコ
調製の際に飛散する高リスク医薬品・抗がん剤を最適な条件のオゾンの濃度と時間・湿
度・温度にて分解除去し、医療者及び患者の安全を確保する。

澤井　宏郎

2015 2527110201 大阪府 木田精工株式会社
原子吸光分光光度計及び蛍光Ｘ線式膜厚測定器導入による「ステンめっき」製品の高品
質、低コスト量産計画

株式会社エフアンドエム

2016 2527110206 大阪府 株式会社伸明 顧客満足度、品質、業績で板金業界関西ＮＯ，１企業を目指す為の事業 新居合同税理士事務所

2017 2527110208 大阪府 株式会社廣野鉄工所 ロボット溶接による生産性と品質向上　並びに　円安に対応する国内生産強化 商工組合中央金庫

2018 2527110210 大阪府 田中紙管株式会社 プラスチックコアの新事業立ち上げによる売上・利益の拡大 南都銀行

2019 2527110211 大阪府 協和興業株式会社 試作品開発迅速化による２０２０年度売上倍増計画事業 りそな銀行

2020 2527110220 大阪府 株式会社サンビ 営業と生産現場を直結、スポーツ衣料のＱＲ・短納期生産の確立 商工組合中央金庫

2021 2527110222 大阪府 誠南工業株式会社 外部磁場重畳の誘導性放電を用いた超高速スパッタリング装置の開発 大阪シティ信用金庫

2022 2527110225 大阪府 新庄金属工業株式会社 サブミクロン対応の加工機導入による先端医療分野への進出 大阪厚生信用金庫

2023 2527110234 大阪府 バイオエポック株式会社 歯磨粉を使用しない虫歯対策効果の有る白金ナノ粒子入り歯ブラシ 中田税理士事務所

2024 2527110235 大阪府 山里産業株式会社 非在来型等資源採掘用、金属シース形長尺ケーブルの開発と製造販売 高石公認会計士事務所

2025 2527110239 大阪府 旭新運輸開発株式会社 「家具共配ソフトウエア」を活用した家具の共同集荷・共同配送 中野洋税理士事務所

2026 2527110248 大阪府 三利特殊鋼株式会社 プレス機械用大型部品を素材から仕上加工まで一元的に受注する体制の構築 前田　節

2027 2527110249 大阪府 山陽株式会社 バレル研磨設備改善による大幅な生産性向上と安全確保の計画 商工組合中央金庫

2028 2527110253 大阪府 大光精機株式会社 ワンストップ化による競争力増強計画 京都信用金庫

2029 2527110255 大阪府 タバタ株式会社 人工畳表の圧着技術の開発と縁縫いの自動化による量産体制の構築
エクセルブレーン株式
会社

2030 2527110257 大阪府 株式会社グレンフィールド 偏光サングラス試作の内製化による開発力及び生産力向上計画 りそな銀行

2031 2527110258 大阪府 株式会社大阪製薬 カートニングマシン導入による室外用虫除け剤の生産ラインの大幅効率化 商工組合中央金庫

2032 2527110260 大阪府 株式会社ＰＵＬＬ－ＮＥＴ 外部専門職と企業を密に繋ぐクラウドソーシングプラットフォームの開発 大阪商工会議所

2033 2527110262 大阪府 株式会社エコ・アール 自動車向けディスクブレーキの軽量化及び生産コストの軽減 川村公認会計士事務所

2034 2527110264 大阪府 株式会社大翔スチール
めっき加工向け鉄線市場獲得の為の、新表面処理法による環境対応型製品の試作開
発

松下　好式

2035 2527110269 大阪府 株式会社ユニティ 知育・教育アプリケーションの多言語化とＷｉｎｄｏｗｓ対応事業 柏　之雄

2036 2527110278 大阪府 株式会社小西製作所 段取性の良い外径研削盤の導入による高付加価値多品種小ロット生産の実現 堺商工会議所

2037 2527110287 大阪府 株式会社沼田菓子種本舗 オーダーメイド最中種焼機導入による洋菓子向け商品の大量生産化 高砂　吉孝

2038 2527110288 大阪府 ＮＴフィルム株式会社 特殊大型ポリ袋のパイオニア、ＮＴフィルムの製造技術改革！ 福邦銀行
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2039 2527110292 大阪府 山本印刷株式会社 透明樹脂素材とＰＥＴ等の華飾印刷シートとの接合 阿波銀行

2040 2527110293 大阪府 熱研化学工業株式会社 ＶＯＣを減らし環境負荷を低減させる画期的な水系耐熱塗料の量産化試作開発 阿波銀行

2041 2527110302 大阪府 株式会社井上模型製作所 段取り工程を徹底削減　５軸ＭＣで切削加工を３Ｄプリンタ化する 入江会計事務所

2042 2527110304 大阪府 株式会社グラインド
グラビア印刷用アルミシリンダーの銅メッキ下地の品質向上をはかり受注の増加（売上）
計画

のぞみ信用組合

2043 2527110307 大阪府 株式会社アリエ メイドインジャパン高級婦人服小ロット・短納期化事業計画 尼崎信用金庫

2044 2527110310 大阪府 株式会社ハウス工芸社 空シャッターガレージを活用した体験型『ガレージショールーム』の展開 税理士法人ＦＣブレイン

2045 2527110313 大阪府 サンヨー化成株式会社 内外装用建築資材に柄や模様を付けるための原材料「雲形模様材」の開発 大阪信用金庫

2046 2527110315 大阪府 株式会社三興ポンプ製作所 軽量アリロン（高珪素鋳鉄）ポンプの生産用３Ｄプリンター技術の確立 近畿大阪銀行

2047 2527110319 大阪府 株式会社カタ技術 情報、医療機器製品の小型化を実現する高精度放電加工技術の開発 京都信用金庫

2048 2527110321 大阪府
有限会社アーベインエンター
プライズ

抜け毛・薄毛予防専門のヘッドスパ出店による新分野の開拓 橋森会計事務所

2049 2527110322 大阪府 株式会社門真キャップシール シュリンクラベル加工用新型シール機開発による加工不良ゼロの実現 京都信用金庫

2050 2527110323 大阪府 株式会社アイテック 樹脂の機能性向上を可能とする多層グラフェンの膨化解砕装置の試作開発 大阪信用金庫

2051 2527110325 大阪府 三澤繊維株式会社 紡績工程における練条機の生産能力向上と低コスト化 池田泉州銀行

2052 2527110326 大阪府 有限会社上坊鉄工所 切断工程を自社加工することで納期短縮、生産能力向上、コスト削減を図る事業 商工組合中央金庫

2053 2527110331 大阪府 株式会社米倉製作所 ミニマル規格酸化炉の開発に使用する性能測定装置とその環境設備 大阪商工会議所

2054 2527110332 大阪府 株式会社オージック 次世代航空機向アクセサリギヤボックス用ギヤの生産能力向上事業 京都銀行

2055 2527110333 大阪府 三谷金属株式会社 高性能２００トンプレス機導入による生産効率向上、品質向上 りそな銀行

2056 2527110337 大阪府 恵寿起工業株式会社 病院ＣＴ検査補助具としての電気用品エアマットの試作開発 大阪商工会議所

2057 2527110338 大阪府 株式会社サムラ 震災復興支援の為の工程自動化による土木用長尺セパレーター（ボルト）試作開発 池田泉州銀行

2058 2527110339 大阪府 ペガサスミシン製造株式会社 高速度カメラ導入による製品の開発期間短縮及び競争力強化 関西アーバン銀行

2059 2527110340 大阪府 株式会社マルワ 靴部品裁断工程の機械化による短納期化及び生産性向上計画 税理士法人ゆびすい

2060 2527110344 大阪府 中山産業株式会社 プラスチック・ダンボール・ケースの構造設計の内製化 大阪商工会議所

2061 2527110345 大阪府 株式会社松屋
自動配膳システム「特急レーン」を導入した日本一高効率・高付加価値の焼肉店舗の実
現

商工組合中央金庫

2062 2527110347 大阪府 錦城護謨株式会社 身体障害者・高齢者などが安全に通行できる誘導ブロックの開発 福田会計事務所

2063 2527110351 大阪府 ＳＡＮＰＬＡＰ３株式会社 Ｖ－Ｐ切り換え０条件下で高意匠の射出成形品を得る事と製造ロスの低減 堺商工会議所

2064 2527110352 大阪府 有限会社中井レストラン企画 おしゃれにビールを楽しむ「お・と・な」のビアガーデン受託事業 小川　栄一

2065 2527110357 大阪府 株式会社ダイビ 高性能“かがり製本機”導入による大学アルバム事業の拡大と取引業界・雇用の拡大 田中　一郎

2066 2527110359 大阪府 株式会社共成 自転車部品（変速、ブレーキワイヤー）自動検査機導入計画 和泉商工会議所

2067 2527110361 大阪府
株式会社ＤｅｎｔａｌＤｉｇｉｔａｌＯｐｅｒ
ａｔｉｏｎ

歯科作業模型を３Ｄプリンターで作製する 商工組合中央金庫

2068 2527110362 大阪府 大裕株式会社 場所打ち杭築造に伴う孔底平板載荷試験方法と装置の開発 西向　隆夫
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2069 2527110363 大阪府
株式会社ナンゴウヤデンタル
ラボラトリー

ＣＡＤ／ＣＡＭによる歯科技工物の品質向上、短納期化及び新素材加工計画 東大阪商工会議所

2070 2527110365 大阪府
フリッカーヘルスマネジメント
株式会社

触覚閾値を用いた高度汎用型交通安全管理サポートシステムの開発および高度化 商工組合中央金庫

2071 2527110366 大阪府 関西クリアセンター株式会社 廃棄物（フライアッシュ）を利用した汚泥などの固化等助材の製作、販売 紀陽銀行

2072 2527110369 大阪府 クリザール・ジャパン株式会社 切り花日持ち保証販売の日持ちを事前判定する迅速分析サービス 井関　新語

2073 2527110370 大阪府 藤川金属工業株式会社 アルミインパクトケース量産時の品質保証維持管理システムの構築 西岡　祥典

2074 2527110372 大阪府 株式会社スタッフ 小型軽量ポータブル歯科治療器実現のための精密造形技術の確立 京都銀行

2075 2527110375 大阪府 ミウラ化学装置株式会社 製造プロセスの省力化、環境改善、品質向上を目的としたろ過装置の開発 みずほ銀行

2076 2527110377 大阪府 日本電鍍工業株式会社 高圧インフラ用部品における難めっき素材へのスズめっき試作実用化事業 阿波銀行

2077 2527110378 大阪府 株式会社竹屋化学研究所 住宅基礎保護シートの開発 商工組合中央金庫

2078 2527110380 大阪府 小林鉄工株式会社 ＮＣ床形横中ぐり盤の導入による大型部品加工の高精度、短納期化 中野洋税理士事務所

2079 2527110382 大阪府 株式会社山善金型 医療機器の生体親和性向上に向けた、金型の複雑形状加工技術の確立 永和信用金庫

2080 2527110383 大阪府 株式会社デジック グラファイトシートを利用した新固体潤滑剤すべり軸受の試作開発 八尾商工会議所

2081 2527110385 大阪府 株式会社松徳工業所 ステント用TiNi合金の高性能化に資する省エネ型高精度連続熱処理炉開発 田中　信大

2082 2527110389 大阪府 株式会社エムティアール 多用途の超耐磨耗を有する次世代型無給油ロッドエンドの実用開発 熊取町商工会

2083 2527110390 大阪府 株式会社ナガオカ プラントインターナル用チャンネルロッドスクリーンの試作開発 ＡＧＳ税理士法人

2084 2527110394 大阪府 東陽精工株式会社
離型剤自動スプレーロボット導入による精密ダイカスト技術力の強化とコスト競争力の改
善

石橋経営会計事務所

2085 2527110397 大阪府 久野産業株式会社 高機能金属切断機導入による高付加価値な非鉄金属素材の供給体制の確立 長谷川　政二

2086 2527110400 大阪府 株式会社万陽
鍛造プレスによる生産ラインの生産効率を向上させたいという鍛造品メーカーのニーズ
に基づく、ＵＰＳ装置付棒鋼切断機の開発

十八銀行

2087 2527110403 大阪府 株式会社タイショウ 印刷品質・生産効率向上に向けてのカラーコントロールシステム導入計画 京都銀行

2088 2527110404 大阪府 株式会社熊田洋紙店 大型パッケージ対応　自動打抜き設備 商工組合中央金庫

2089 2527110405 大阪府 株式会社ＳＴＢヒグチ 加工技術分野の拡大の為の設備投資及び歯ブラシ事業ＯＥＭ獲得計画 阿波銀行

2090 2527110406 大阪府 有限会社間嶋製作所 新型ＭＣ・測定機導入による難加工材加工の高精度・短納期化 京都信用金庫

2091 2527110410 大阪府 株式会社マツイクローム めっき液の不純物除去ならびに不純物の少ない再生めっき液の活用 池田泉州銀行

2092 2527110414 大阪府 株式会社センテック 業界最高水準、高出力・高精度ＬＥＤ紫外線照射装置の試作開発 京都信用金庫

2093 2527110415 大阪府 ヤマトミシン製造株式会社 縫製に替わる溶着接合を目的とした繊維加工技術の研究開発と試作期間の短縮 商工組合中央金庫

2094 2527110418 大阪府 大和合成株式会社 Ｘ線検査装置活用による衝突安全部品の開発 堺商工会議所

2095 2527110420 大阪府 株式会社松崎 オーダー紳士服製造工程システム化による販路拡販並びに技術者の育成と伝承 森　芳人

2096 2527110421 大阪府
山本電機インスツルメント株式
会社

超高感度小型静電容量変換器及びセンサーの開発 池田泉州銀行

2097 2527110423 大阪府 ニッパテック株式会社 最新式「門型研削加工専用機」の導入による最高水準ナイフの製作
関西経営コンサルタント
事業協同組合

2098 2527110425 大阪府 株式会社箱崎金型製作所 大型研磨機導入による生産プロセス構築および品質の安定化 土本拡美
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2099 2527110426 大阪府 オーエムジー株式会社 新規開発ホウケイ酸塩系赤外線吸収ガラスの量産試作と品質改善 N総合会計

2100 2527110429 大阪府 木ノ本伸線株式会社
高溶接継手効率を実現する難燃性マグネシウム合金ＭＩＧ溶接ワイヤの生産プロセス改
善

東大阪商工会議所

2101 2527110432 大阪府 羽衣電機株式会社 品質向上・作業の効率性を考慮した圧延方式による成形機開発計画 紀陽銀行

2102 2527110434 大阪府 株式会社須藤製作所 建設機械業界向けを想定した、様々な立体的な曲げの製品の試作開発
株式会社ダイワマネジ
メント

2103 2527110435 大阪府 小倉サンダイン株式会社 住宅パッシブ化（ＯＳＤⅢ）工法開発によるスマート＆ヘルスケアハウス提供サービス 商工組合中央金庫

2104 2527110436 大阪府 Ｂａｘ株式会社 多様化するメディカル・介護用品部材の新商品試作開発と小ロ試作 大阪信用金庫

2105 2527110437 大阪府 茨木ナミテイ株式会社 金型の１００％内製化によるネジ特殊部品の製造納期の４０％削減事業 商工組合中央金庫

2106 2527110439 大阪府 富士発条株式会社 ＮＣ太物コイリングマシン導入による高精度量産加工の実現 京都信用金庫

2107 2527110441 大阪府 株式会社スイーツラボ
手作り冷凍ケーキ　全国宅配システム構築による商量の拡大、生産効率の改善への取
り組み

杉本　和裕

2108 2527110443 大阪府 株式会社西海建設 小型形鋼複合機（鋼材の切断・孔あけ）の導入 和泉商工会議所

2109 2527110444 大阪府 株式会社中島重久堂 デザイン・デッサン専用樹脂製携帯用鉛筆削り器の開発及び生産 株式会社クリエイション

2110 2527110450 大阪府 株式会社北畠特殊金属 超高強度極細線ステンレスワイヤーの直線加工技術の開発 東大阪商工会議所

2111 2527110451 大阪府 ＭＳＲ株式会社 超薄金属箔への高精度スリット加工技術の確立 ジャスト会計事務所

2112 2527110453 大阪府
日進医療器株式会社
株式会社セイユー

調剤薬局を対象とした薬の一包化機器及び袋資材の提供 商工組合中央金庫

2113 2527110454 大阪府 レッキス工業株式会社 耐密性に優れた配管用テーパねじ加工機の開発 大阪商工会議所

2114 2527110455 大阪府 楠本技研株式会社 工業用ブラックダイヤモンドを使用した装飾品の試作開発事業 鈴木　和宏

2115 2527110461 大阪府 株式会社万福 ハイブリット給食Ｒ（中学校向け）の増産体制によるボトルネックの解消 商工組合中央金庫

2116 2527110462 大阪府 株式会社山本金属製作所 精密曲げ加工技術による高強度ロボットフレーム製造体制の構築 高砂会計事務所

2117 2527110463 大阪府 日本スーパー工業株式会社 ハードディスクの高機能化・軽量化に資する高精度新形状ヨークの試作開発 ジャスト会計事務所

2118 2527110465 大阪府 星和ロジテム株式会社 優れているが日の目を見にくい製品を、クラウド上でマッチングさせる事業の実施 井上大輔税理士事務所

2119 2527110467 大阪府 株式会社ヤナギ 加圧せん断方式を採用したマイクロバブル発生装置の高処理版の試作開発 髙津拓也税理士事務所

2120 2527110469 大阪府 株式会社仲井軸受製作所 ベアリング製造設備の改善による、品質面とコスト競争力の向上 第三銀行

2121 2527110473 大阪府 デリケア株式会社 減塩　高齢者向けの真空包装加工食品の試作開発 安田　有一

2122 2527110474 大阪府 東洋硝器株式会社 つぶして重ねてコンパクトに廃棄できるプラスチックボトルの開発 京都信用金庫

2123 2527110475 大阪府 ナビタス株式会社
プラスチック成形品の２次加飾で、脱溶剤・脱廃液の新工法と廃材リサイクル装置の開
発・試作

髙橋修司税理士事務所

2124 2527110477 大阪府 株式会社鈴木製作所 超精密ＮＣ旋盤導入によるワンストップ強化 紀陽銀行

2125 2527110479 大阪府 大善株式会社 部分的な密度変化を持たせた新規デザインタオルの開発・試作 池田泉州銀行

2126 2527110480 大阪府 オーアイテック株式会社 既存製品の増産並びに、新規製品の開発及び量産化のための設備投資計画 紀陽銀行

2127 2527110484 大阪府 有限会社マコト化成 新型射出成形機導入によるプラスチック製品の生産性向上・低コスト・短納期化計画 株式会社エフアンドエム

2128 2527110490 大阪府 豊栄金属工業株式会社
精密測定器導入により車載用電池部品の誤差発生要因を把握し、部品信頼性を向上し
受注拡大する。

北おおさか信用金庫
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2129 2527110492 大阪府
ワム・システム・デザイン株式
会社

カラーバーコードと顔画像による食品製造等における人員管理システムの開発 ヒューリットＭＦ

2130 2527110499 大阪府 株式会社イシダ印刷 超低価格小ロット冊子「大学・小規模事業者向け」 近畿大阪銀行

2131 2527110500 大阪府 株式会社北螺子製作所 高品質なネジを低コストで生産するための最新の転造圧チェッカーの導入 阿波銀行

2132 2527110501 大阪府 株式会社ナカキン 非接触ラインレーザ測定による金型製作プロセス強化 池田泉州銀行

2133 2527110502 大阪府 株式会社ナカハシ 革新的な革素材を用いた多品種かつ短納期でのハンドバッグ製造事業計画 堂本　道信

2134 2527110505 大阪府 前田印刷紙工株式会社
ＵＶ印刷による環境負荷低減と高付加価値を両立した新しい印刷技術の確立と試作開
発

阿波銀行

2135 2527110506 大阪府 協進電機株式会社 圧縮耐荷重型支持碍子開発および碍子金具量産に向けた設備導入計画 大阪シティ信用金庫

2136 2527110508 大阪府 株式会社大阪ＴＹＳ 高効率・低コストの養鶏用ガス暖房器の開発と一貫生産体制の確立 京都信用金庫

2137 2527110516 大阪府 株式会社クニムネ 特別に機動的なソフトウェア活用の製販体制の抜本的改革 下河内邦彦

2138 2527110517 大阪府 アイセル株式会社 高速回転時の静音・低振動を実現する軸継手の試作・開発 泉南市商工会

2139 2527110521 大阪府 吉川化成株式会社 小スペース・省エネルギー新成形加工システムの構築 近畿大阪銀行

2140 2527110522 大阪府 ダイワ工業株式会社 孔明け加工における生産性と品質安定性向上のための設備導入 和泉商工会議所

2141 2527110527 大阪府 三田理化工業株式会社 乾式母乳低温殺菌装置の開発 寄田公認会計士事務所

2142 2527110528 大阪府 シャープ化学工業株式会社 塗料業界を凌駕するシーリング材の革新的な納品システムの構築 池田泉州銀行

2143 2527110529 大阪府 山本特殊鋼株式会社 継目無ステンレスパイプ切断品の品質強化と生産性向上 近畿大阪銀行

2144 2527110534 大阪府 三恵工業株式会社 レーザー加工機及び生産管理システム導入による付加価値力の強化 北陸銀行

2145 2527110536 大阪府 圓井繊維機械株式会社 骨再生用多孔質チタン三次元編物の開発 東智之税理士事務所

2146 2527110537 大阪府 山崎ＴＥＣＨ株式会社 金型鏡面研磨（ラッピング）の無人化・機械化による生産効率の向上 田窪公認会計士事務所

2147 2527110538 大阪府 共和電機工業株式会社 太陽光発電設備部品加工の生産能力向上と業務効率化 近畿大阪銀行

2148 2527110539 大阪府 株式会社藤野鉄工所 精密研削技術の高度化による世界最幅狭の高負荷容量複列玉軸受の試作開発 池田泉州銀行

2149 2527110542 大阪府 株式会社イクロス 生チップを効率良く燃焼させるチップ焚き小型燃焼炉の開発 紀陽銀行

2150 2527110544 大阪府
オーエムカラーコピー株式会
社

立体物スキャナーの活用による、３Ｄカラーコピーシステムの開発 大阪商工会議所

2151 2527110546 大阪府 株式会社システムサポート 高圧分散微粒化（リポソーム生成）装置における小型増圧ポンプの試作・開発 尼崎信用金庫

2152 2527110550 大阪府 株式会社ピカキュウ 自社独自の自動車用照明部品（ＬＥＤ球）の開発及び生産技術の確立 大阪信用金庫

2153 2527110558 大阪府 マテックス株式会社 小型高効率汎用遊星歯車変速装置の開発 三菱東京UFJ銀行

2154 2527110559 大阪府 岩田硝子工業株式会社 横式低アルカリ・バイアル瓶成型２ラインの性能向上及び、多品種小ロット生産に対応 商工組合中央金庫

2155 2527110561 大阪府 睦工業株式会社 油圧によりバッテリ充電を行う『油圧回生エネルギーシステム』の試作開発 八尾商工会議所

2156 2527110562 大阪府 株式会社小林商会
新規受注のためのインサートロボット及び高性能磁場成形機の導入による生産能力の　
大幅増強と低価格化の実現

大阪シティ信用金庫

2157 2527110563 大阪府 阪南鉄工株式会社 自動車用リブベルト等耐久試験機の生産拡大事業 泉佐野商工会議所

2158 2527110564 大阪府 ヨコタ工業株式会社 省コイルトルクセンサ内蔵ギヤレスアウターロータモータ式ケーブルレス電動工具の開発 東大阪商工会議所
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2159 2527110565 大阪府 タイユ株式会社 航空機部品に使用される難削材の加工に特化した加工油剤の開発 近畿大阪銀行

2160 2527110569 大阪府 加藤工業株式会社 超小型（卓上式等）のチョコレートテンパリング及びコーティング装置の開発 りそな銀行

2161 2527110574 大阪府 野田金型有限会社 航空機のエネルギー効率向上を実現する薄肉エルボ・Ｙピースの試作品製造 税理士法人はやぶさ

2162 2528110002 兵庫県 髙丸工業株式会社 多視点画像合成技術を応用した遠隔操作型多品種少量用溶接ロボットの開発 尼崎信用金庫

2163 2528110005 兵庫県 株式会社北村電気工業 中低温廃熱エネルギーを用いた小型蒸気ランキンスターリングエンジンの試作開発 佐藤会計事務所

2164 2528110006 兵庫県 ケンミン食品株式会社 計量・投入工程の半自動化（誰でもできる計量投入を目指して）へのトライアル 商工組合中央金庫

2165 2528110011 兵庫県 株式会社オオナガ 複雑形状の航空機部品の最適検査方法を設定する技術の確立と設備投資
合同会社神戸マネージ
メントワークス

2166 2528110017 兵庫県 登鉄工株式会社 消波ブロック用鋼製型枠の切断工程内製化による、短納期化並びに価格競争力強化 淡路信用金庫

2167 2528110019 兵庫県 株式会社ニート 体外診断用光学セルの全自動化設備の開発 須崎公認会計士事務所

2168 2528110023 兵庫県 播州織工業協同組合 機能繊維の熱処理の技術向上並びに省エネの実現 深田　享保

2169 2528110025 兵庫県 株式会社前田精密製作所 医療用部品の精密加工技術向上 山田　修身

2170 2528110026 兵庫県 ナイス株式会社 アルミ接合用ろう材開発のための小型試作溶解設備の導入 神戸商工会議所

2171 2528110029 兵庫県 株式会社山本電機製作所 F.S.D.微差圧スイッチＭＳ９９ 開発
村上純二公認会計士・
税理士事務所

2172 2528110030 兵庫県 トラストメディカル株式会社 医療ディバイスの容器組立分注自動化事業 須崎公認会計士事務所

2173 2528110032 兵庫県 日本ジャバラ工業株式会社 テレスコカバ－用衝撃吸収装置“ＤＩＣシステム”の拡販 但馬銀行

2174 2528110034 兵庫県 セイコー化工機株式会社 経年使用の薬液用ＦＲＰタンクの劣化診断サービス みなと銀行

2175 2528110041 兵庫県 有限会社三協製作所 超高速移動の工作機械に対応したテレスコカバーの開発 兵庫県信用組合

2176 2528110044 兵庫県 株式会社カコテクノス 鉄道車両に搭載される制御装置の開発 みなと銀行

2177 2528110048 兵庫県 株式会社ユタックス 無縫製ブラジャー自動組立て装置の開発 みなと銀行

2178 2528110052 兵庫県 サンテック株式会社 新型速度センサー開発における高密度基板実装の検証と製品化 みなと銀行

2179 2528110053 兵庫県 蓬莱精工株式会社 横型ＮＣ加工機の導入で環境関連機器の社内一貫生産体制を構築 神戸商工会議所

2180 2528110054 兵庫県 阿江ハンカチーフ株式会社 旧型織機と部分電子ジャカードの高感性を活かしたストール革命 みなと銀行

2181 2528110055 兵庫県 日光金属工業株式会社 強固な接合ができる新ダボカシメ工法の開発 商工組合中央金庫

2182 2528110058 兵庫県 有限会社オートリック 最新フィッティングシステム導入による高価格帯ユーザーの顧客開拓 兵庫県信用組合

2183 2528110060 兵庫県 滲透工業株式会社 現有乾燥炉とマイクロ波による乾燥効率の画期的向上化技術の開発 姫路商工会議所

2184 2528110070 兵庫県 東洋化学株式会社 合成樹脂系接着剤等の製造 商工組合中央金庫

2185 2528110071 兵庫県 北條製餡株式会社 製造環境改善のための　餡製造過程で発生する「煮汁」の有効活用事業 多田　善計

2186 2528110072 兵庫県 株式会社ナサダ 航空エンジン部品の高能率加工＆工程集約でコスト及びリスクの低減 商工組合中央金庫

2187 2528110073 兵庫県 ユタカ産業株式会社 複合加工機の導入による価格競争力の強化、納期短縮、加工精度の向上 淡路信用金庫

2188 2528110074 兵庫県 伊東電機株式会社 ３Ｄプリンタ導入による制御基板ケース試作・評価プロセスの改善 みなと銀行
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2189 2528110075 兵庫県 ノズルネットワーク株式会社 ワクチンなどを霧で経口投与する使い切り低価格噴霧器の量産化試作 丹波市商工会

2190 2528110076 兵庫県 シーエステック株式会社 深紫外レーザーと精密プレス加工による、マイクロ流路プレートの作成 京都中央信用金庫

2191 2528110077 兵庫県 ＫＰファクトリー株式会社 高速鉄道車両向け　アルミ接合技術の拡充 商工組合中央金庫

2192 2528110082 兵庫県 有限会社敷津工作所 ＣＮＣ機械制御による位置決めの高精度化・高速化・コスト削減 多可町商工会

2193 2528110085 兵庫県 株式会社Wave Technology レイアウトフリーで電化製品に後付け可能な「ワイヤレス給電アダプター」の開発・試作 川西市商工会

2194 2528110086 兵庫県 株式会社桂田モータース 車検整備設備および洗浄機導入を機にした３輪バイクユーザー拡大事業 中川勲税理士事務所

2195 2528110087 兵庫県 株式会社ニッピ機械 横型マシニングセンター導入による低コスト化、高機能「革漉き割り機」の試作開発 みなと銀行

2196 2528110089 兵庫県 株式会社協和製作所 農業機械等の高機能・省エネ化のための試作ギヤ生産プロセス強化事業 商工組合中央金庫

2197 2528110090 兵庫県 株式会社西日本ファーム 循環型バイオマス燃料(稲わらペレット)の製造計画 但陽信用金庫

2198 2528110098 兵庫県 株式会社コヤマテクノ 新型プレスブレーキ導入による生産能力強化と加工技術の高度化 但陽信用金庫

2199 2528110099 兵庫県 金井重要工業株式会社 繊維機械用部品であるメタリックワイヤの熱処理品質改善 商工組合中央金庫

2200 2528110100 兵庫県 野水瓦産業株式会社 いぶし和形軒瓦製造生産プロセス向上計画 商工組合中央金庫

2201 2528110101 兵庫県 株式会社二川工業製作所 最新溶接ロボットシステム導入による生産性向上計画 百十四銀行

2202 2528110102 兵庫県 高井電機株式会社 石英硝子・光学硝子特殊加工開発による分析・殺菌装置部品製作 兵庫県信用組合

2203 2528110103 兵庫県 和田山精機株式会社 高精度多軸制御研削盤導入による金型加工の高精度化および金型の耐久性向上 但馬信用金庫

2204 2528110104 兵庫県 ミツ精機株式会社 高速ＭＣ・ロボットで構成する加工セルによる航空機部品の生産性・品質向上 クリエイション

2205 2528110105 兵庫県 共和技研株式会社 製造拠点集約による高精度・低コストの量産加工体制の構築 姫路信用金庫

2206 2528110106 兵庫県 株式会社亀山鋳造所 低コスト、短納期を実現する銅合金、鋳鉄一体型プレス金型鋳物の開発 兵庫県信用組合

2207 2528110107 兵庫県 カカシ食研株式会社 漬物調味液の生産工程における効率化・省人化を実現するための製造システムの開発
経営コンサルタント　竹
内淳朗

2208 2528110108 兵庫県 株式会社ヨーダイ
新素材高張力鋼板（ハイテン）に対応した金型の開発・大型プレス金型製作の生産規模
拡大

兵庫県信用組合

2209 2528110109 兵庫県 株式会社源平刃物工場 ブランク加工技術効率化と試作開発事業と高性能ディスクレーザ切断機導入 加藤事務所

2210 2528110110 兵庫県 竹田鉄工株式会社 プラント用鉄骨材の生産プロセス改善を実現する環境配慮型加工技術の確立 尼崎信用金庫

2211 2528110112 兵庫県 フコクインダストリー株式会社 成長分野への事業規模拡大に向けた生産ラインの革新 株式会社クリエイション

2212 2528110118 兵庫県 株式会社小林木工 環境素材（木材チップ廃材利用ボード）を使用した家具の革新的プログラム生産事業
正木総合コンサル事務
所

2213 2528110121 兵庫県 朝日窯業株式会社 オーダーメード型仏教社寺用大型瓦新開発のための金型製作及び製造ライン改良事業 みなと銀行

2214 2528110122 兵庫県 株式会社八木製作所 プレス成形シミュレーション導入による金型製造の短納期化 尼崎信用金庫

2215 2528110124 兵庫県 フルヤ工業株式会社 ゴム製歯間ブラシの研究・開発 商工組合中央金庫

2216 2528110125 兵庫県 株式会社大日製作所 高効率火力発電用ガスタービン動翼・静翼仕上げ工程の自動化方法の開発 みなと銀行

2217 2528110126 兵庫県 長岡機械株式会社 モールドベース製作の独自工程の確立による製品の高精度化・付加価値化 丹波市商工会

2218 2528110127 兵庫県 山名酒造株式会社 カクテル用の純米酒の製造および蔵カフェの展開 丹波市商工会
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2219 2528110130 兵庫県 アークハリマ株式会社 ステンレス中厚板向け高効率・高品質プラズマ切断装置への更新。 沖公認会計士事務所

2220 2528110131 兵庫県 林六株式会社 タピオカ・コーン澱粉の販売増進計画 百十四銀行

2221 2528110132 兵庫県
株式会社インキュベーション・
アライアンス

グラフェンを活用したフレキシブル機能性シートの試作開発 柴崎　照久

2222 2528110133 兵庫県 株式会社千代田精機 積層断熱高真空配管 二川　和良

2223 2528110135 兵庫県 淡路麺業株式会社 超強力国産小麦を使用したショート生パスタの製品化。 淡路市商工会

2224 2528110136 兵庫県 谷水加工板工業株式会社 不燃と遮音性能を持つ船舶用間仕切りパネルの開発 丹波市商工会

2225 2528110139 兵庫県 サカモトメタル株式会社 被覆銅線の完全リサイクル化実現のための新たな生産プロセスの確立 多可町商工会

2226 2528110140 兵庫県 有限会社神田縫工
独自の位置決めノウハウと最新式刺繍機の融合による感性価値の高い新たな刺繍製品
の生産

梅澤　正義

2227 2528110142 兵庫県 株式会社阪神技術研究所 植物樹脂製微細針を用いた単回使用自動ランセットの自動生産設備構築と試作開発 西宮商工会議所

2228 2528110145 兵庫県 株式会社ささめ針 ３次元ＣＡＤおよびこれと連動する３Ｄプリンタ－を活用した、釣り用ルアーの開発 丹波市商工会

2229 2528110146 兵庫県 神戸合成株式会社 低ＶＯＣ性に優れた水性ガラスコーティング剤の開発 商工組合中央金庫

2230 2528110148 兵庫県 兵神機械工業株式会社 船舶で設置使用される植物工場の開発 播磨町商工会

2231 2528110150 兵庫県 深江化成株式会社 細胞向けオーダーメイドディスポーザブル製品の開発 神戸商工会議所

2232 2528110154 兵庫県 株式会社シカタ スクウェアカットマシンによる提供品質の向上と新規市場開拓 兵庫県信用組合

2233 2528110166 兵庫県 出光工業株式会社
発電所、変電所向け電力用大型変圧器のUHV送電（超々高電圧送電）に向けた絶縁部
品製造に伴う高精度加工機械の試作機開発

商工組合中央金庫

2234 2528110169 兵庫県 福伸電機株式会社 超ハイサイクルインサート成形加工技術の開発および試作製作 長谷川・森会計事務所

2235 2528110170 兵庫県 エンドー鞄株式会社
静かで、親子３代に渡っても使えるような価値とデザインを兼ね備えた『１００年鞄』と呼べ
るような、ビジネス及びトラベルバッグの開発

但馬信用金庫

2236 2528110176 兵庫県
株式会社クリエイティブ・デザ
イン

地域の情報をリアルタイムに画像と音声で配信する電子チラシシステムの開発・事業化 中川勲税理士事務所

2237 2528110177 兵庫県 サワダ精密株式会社 ガスタービン部品の試作、量産化によるコスト低減化事業 兵庫信用金庫

2238 2528110178 兵庫県 株式会社五洋産業 金属製品鍛造技術加工の効率化、及び製品品質の飛躍的向上に向けて 日新信用金庫

2239 2528110179 兵庫県 東洋ナッツ食品株式会社 和風味ナッツ及び料理用ナッツ調味料開発における味の視覚化による高度化 花尻税務会計事務所

2240 2528110180 兵庫県 株式会社三笠鉄工 高性能切断機と鉄骨用CADシステム導入による生産リードタイムの短縮 但馬信用金庫

2241 2528110181 兵庫県 有限会社大西工作所
大型精密平面研削盤導入によるプレス金型の【工期短縮】【大型化】【高精度化】への対
応

兵庫県信用組合

2242 2528110182 兵庫県 株式会社きしろ 組立型クランク軸の主要部品であるクランクスローの切削用刃物の診断開発 百十四銀行

2243 2528110183 兵庫県 株式会社宮下木材 木質系バイオマス未利用材による新商品の開発
アナダマネジメントセン
ター

2244 2528110184 兵庫県 ユウキメタルテック株式会社 ＬＮＧ気化装置のアルミパイプ加工における大型複雑形状部品の加工性向上 商工組合中央金庫

2245 2528110187 兵庫県 河部精密工業株式会社 女性・子供・お年寄りが使いやすく、本格仕様ながら雑貨感覚鋸の開発 但陽信用金庫

2246 2528110188 兵庫県 大河内金属株式会社 ＭＲＩ装置部品に関する設備投資計画 商工組合中央金庫

2247 2528110189 兵庫県 株式会社ジュピテック 胎児心電位計測のための装置開発 神戸商工会議所

2248 2528110191 兵庫県 計測技研株式会社 測定時間の短縮と測定点数の増加を実現する内空断面形状測定装置の開発 尼崎信用金庫
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2249 2528110192 兵庫県 株式会社シカタ 航空機用大型部品の高効率かつ精密な加工体制の確立 東京中央経営株式会社

2250 2528110193 兵庫県 東洋ケミテック株式会社 ウレタンフィルム複合アクリル発泡体の品質を向上させる生産体制の構築 神戸商工会議所

2251 2528110197 兵庫県
行政書士わたなべ法務事務
所

専用アプリの開発による建設業の経営状況分析の受託サービスの展開 多可町商工会

2252 2528110199 兵庫県 キムラシール株式会社 半自動包装機による単層熱可塑性フィルムの高速溶着技術の開発 尼崎信用金庫

2253 2528110203 兵庫県 株式会社シンワ工業 食品加工場の衛生的気流制御システムの開発
弁護士法人菊井法律事
務所

2254 2528110209 兵庫県 下里鋼業株式会社 建設機械業界向け製缶品におけるワンストップサービスの深化 商工組合中央金庫

2255 2528110216 兵庫県 アイケー電機株式会社 高絶縁性性能ワニス処理設備を導入し、高品質車両用モーターの製造 商工組合中央金庫

2256 2528110219 兵庫県 株式会社ドクターフィット 外反母趾に関する特許を活かしたオーダーシューズの試作開発事業 兵庫県信用組合

2257 2528110222 兵庫県 武田食品冷凍株式会社 淡路島・紀淡海峡産天然わかめの「茎わかめ」「メカブ」の有効活用と加工品の開発 みなと銀行

2258 2528110224 兵庫県
株式会社センサーズ・アンド・
ワークス

小型高機能人感センサ端末ネットワークによる動線見える化
和田貴美子税理士事務
所

2259 2528110228 兵庫県 大関株式会社 生産プロセス改善の為の麹菌タンパク質生産システムの開発 中国銀行

2260 2528110237 兵庫県 末廣精工株式会社
高性能レーザー加工機を利用した高品質・省エネルギー・環境に配慮した生産体制の構
築

中国銀行

2261 2528110241 兵庫県 有限会社新喜皮革 空調管理除湿システム導入によるコードバンの安定的な生産性向上及び品質向上 姫路信用金庫

2262 2528110246 兵庫県 株式会社大阪鉛錫精錬所 使用済み超硬工具リサイクルプロセスにおける選別作業の自動化 みずほ銀行

2263 2528110249 兵庫県 株式会社岡常歯車製作所 CNC(コンピューター寸法数値制御)化による歯車生産高効率化・事業継承事業 姫路信用金庫

2264 2528110251 兵庫県 株式会社福原精機製作所 高級アパレル向け編機、販路拡大のための高速電気選針丸編機の開発 神戸商工会議所

2265 2528110255 兵庫県
株式会社Ｅ・テック（医療機器
開発研究所）

人体に安全で、十分な抗菌力を有する抗菌性食品機械用潤滑油の試作開発 みなと銀行

2266 2528110260 兵庫県 サンナッツ食品株式会社 食料製品製造時に発生する汚泥排水に対する環境配慮型浄化システムの確立 商工組合中央金庫

2267 2528110265 兵庫県 株式會社豊和 安全な吊り下げを可能にする新形式の金属系拡張アンカーの開発 伊予銀行

2268 2528110266 兵庫県 有限会社名刀針 世界市場に向けての釣針品質の高精度化及び生産の高効率化 兵庫県信用組合

2269 2529110001 奈良県 株式会社Ｍ．Ｔ．Ｃ 最新鋭プレスの導入による金属プレス加工の大幅な工程短縮・コストダウンの実現 奈良中央信用金庫

2270 2529110004 奈良県 ナテック株式会社 難燃性の高いインクジェット用広幅ポリエステル布帛の製造販売 奈良信用金庫

2271 2529110007 奈良県 株式会社中井メリヤス 加熱蒸気技術・設備の導入による繊維基布生産プロセスの短縮 南都銀行

2272 2529110011 奈良県 昌和莫大小株式会社 当社専用のタイツ用自動リンキング装置を駆使した高付加価値タイツの開発、販売 奈良県商工会連合会

2273 2529110012 奈良県 株式会社アクラム スポーツユニフォームにおけるデザインシミュレーションシステムの開発 南都銀行

2274 2529110013 奈良県 株式会社安川鉄工建設 自動溶接機導入による溶接工程の自動化 Just Consulting

2275 2529110014 奈良県
株式会社ＭＳＴコーポレーショ
ン

５軸マシニングセンタの活用によるグラファイト電極の加工時間半減
奈良県地域産業振興セ
ンター

2276 2529110015 奈良県 広陵化学工業株式会社 高性能・高品質のインフルエンザウィルス感染診断用スワブの商品化 南都銀行

2277 2529110016 奈良県 株式会社昭和 長寿命・高効率を有する金属チタンを基板とする光触媒材料の開発 南都銀行

2278 2529110025 奈良県
セパレーターシステム工業株
式会社

開発に成功した新商品の本格的製造設備を導入しユーザーニーズに対応できる生産体
制を確立する。

南都銀行
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2279 2529110026 奈良県 日本電子精機株式会社 高付加価値印刷を目指した箔押し用金属版の環境配慮型エッチングプロセスの開発
奈良県地域産業振興セ
ンター

2280 2529110031 奈良県 酒井伸線株式会社 金属細線表面の改質による新たな用途開拓を見据えた素材の試作開発 南都銀行

2281 2529110033 奈良県 中谷釦 新レーザーシステム機器導入計画 南都銀行

2282 2529110034 奈良県 株式会社舛田 ムートン原材料のなめし新設備導入による生産高効率化と品質向上 アタック・メイト奈良

2283 2529110035 奈良県 株式会社レッグニットクリス 無縫製立体造形技術を用いた新構造脚膝サポーターの開発
奈良県地域産業振興セ
ンター

2284 2529110036 奈良県 大和化学工業株式会社 ブロー成型による深絞り大型車軸輸送用トレーの試作開発 ダイワマネジメント

2285 2529110037 奈良県 有限会社サンマスター 天然無撚糸素材によるニット商品の試作開発 ダイワマネジメント

2286 2529110038 奈良県 株式会社今西清兵衛商店 『日本清酒発祥の地 奈良』の造り酒屋が挑戦する、お酒の老化防止技術の確立
奈良県地域産業振興セ
ンター

2287 2529110039 奈良県 有限会社ひかりドライ 業界初、セル生産方式の確立による自社収益性改善と顧客満足度向上への取組 高取町商工会

2288 2529110040 奈良県 株式会社川村工業 柿渋タンニン効果を有したエラストマー立体成型商品の試作開発 ダイワマネジメント

2289 2529110041 奈良県 特殊造作株式会社 神社仏閣等での使用を想定した化粧貼り造作用集成材の試作開発 ダイワマネジメント

2290 2529110042 奈良県 足高メリヤス株式会社 ３層パイル構造の編立技術確立による多様な機能性商品の試作開発 ダイワマネジメント

2291 2529110044 奈良県 植平工業株式会社 低価格・機能性の向上を目指した組み立て式工事用台船の開発 ダイワマネジメント

2292 2529110048 奈良県 株式会社フクモト ＰＥＴ樹脂に替わる、ヒンジ特性を有した化粧品向けボトルの素材開発 ダイワマネジメント

2293 2529110052 奈良県 阪口工業株式会社 コンパウンド押出し機導入によるコスト低減と樹脂製建材の売上拡大 りそな銀行

2294 2529110054 奈良県 梅乃宿酒造株式会社 発泡性酒類の高品質化と納期対応を実現する設備導入と技術確立
奈良県地域産業振興セ
ンター

2295 2529110055 奈良県 株式会社生駒市衛生社
ゴミ削減、医療・産業廃棄物トレーサビリティ向上のためのRFIDカウントシステムの試作
開発

奈良信用金庫

2296 2529110059 奈良県 大洋ナット工業株式会社 ゆるみ止め締結部品の開発と製品化 奈良中央信用金庫

2297 2529110066 奈良県 株式会社吉川国工業所
次世代型金型技術開発と次世代型生産管理方式導入のマッチング効果で、国内生産を
継続する。

南都銀行

2298 2529110067 奈良県 奈良精工株式会社 咬合圧分散及び初期固定に特化した歯科用インプラント開発 松嶋会計事務所

2299 2529110070 奈良県 今西酒造株式会社 ３５０年棲み付く蔵付酵母のみで醸す本物の自然酒造りの試作品開発 奈良県商工会連合会

2300 2529110072 奈良県 西垣靴下株式会社 丸編み機による新しい高機能な五本指靴下を、スポーツや健康用に販売 南都銀行

2301 2529110073 奈良県 株式会社ＥＭ－ＦＲＯＮＴ 廃棄物収集用無線チップ等の管理システムの開発 奈良信用金庫

2302 2529110075 奈良県 日工プロス株式会社 マシンキー自動丸加工専用機の新設による生産能力及び品質向上計画 南都銀行

2303 2529110076 奈良県 株式会社ウエダ 高齢者・障害者向け、「伸びる」+「保温」+｢保湿」機能を施すソックスの試作品開発
奈良県地域産業振興セ
ンター

2304 2529110079 奈良県 株式会社サンエース サーボプレスの導入による、パンチング材のプレス加工精度の高度化
奈良県地域産業振興セ
ンター

2305 2529110085 奈良県 株式会社中村化学工業
カキ養殖に革命を起こす、ホタテ貝殻に代わる新たなカキの採苗コレクター「着卵材」の
開発

奈良中央信用金庫

2306 2529110088 奈良県 大阪電気工業株式会社 太陽光発電用導体の増産及び多品種対応、新規特殊導体の試作 商工組合中央金庫

2307 2530110001 和歌山県 株式会社スミロン 幼保育園、ユニット型老人施設・等で発生する使用済み紙おむつ処理機の開発 日高川町商工会

2308 2530110006 和歌山県 ニッティド株式会社 新基幹システム導入による生産管理プロセス強化・業務改善事業 紀陽銀行
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2309 2530110012 和歌山県 ヨシダエルシス株式会社 ハイブリッドベンダー導入による「ワンストップ型ソリューション」の強化 商工組合中央金庫

2310 2530110013 和歌山県 小西化学工業株式会社 機能性スルホン化ポリマーの用途展開 商工組合中央金庫

2311 2530110016 和歌山県 中野BC株式会社 生体親和性向上のための材料複合技術を用いた梅エキス粒状製品の開発 わかやま産業振興財団

2312 2530110018 和歌山県 太洋工業株式会社 ３次元ＣＡＤ導入による設計の効率化及びコストダウン わかやま産業振興財団

2313 2530110021 和歌山県 株式会社山東鐡工所 ガラス繊維用ガス毛焼機の高火力化開発 南都銀行

2314 2530110022 和歌山県 大洋鋳造株式会社 高性能混練機導入による鋳物砂の品質管理と生成職場の無人化 商工組合中央金庫

2315 2530110026 和歌山県 株式会社ホタニ 製造工程ＩＴ化のための初期投資事業 きのくに信用金庫

2316 2530110028 和歌山県
ブラックウッドジャパンコーポ
レーション

「ドッグフード選別・袋詰設備」導入による”付加価値”及び”販売量”の向上 きのくに信用金庫

2317 2530110029 和歌山県 南海スチール株式会社 鉄筋製造システム自動供給装置付複合設備の導入 南都銀行

2318 2530110031 和歌山県 寺本紙器株式会社 小ロット、低価格かつ美粧なパッケージの提供と紙製家具製造への進出 紀陽銀行

2319 2530110032 和歌山県 株式会社アイスティサイエンス 代謝物解析による全体把握のための代謝物用自動前処理装置の開発 紀陽銀行

2320 2530110034 和歌山県 株式会社河北食品 安心・安全な弁当及び給食の供給力増強による地域社会へ貢献 紀陽銀行

2321 2530110037 和歌山県 柏木鉄工株式会社 製鉄所連続鋳造設備鋳型大型化対応設備（クレーン）導入 紀陽銀行

2322 2530110038 和歌山県 有限会社坂部ブラシ ブラシ毛の植毛に最適なブラシ台の製造を図る事業 紀陽銀行

2323 2530110039 和歌山県 アドバン工業株式会社 ナノ加工の世界で見せる日本のものづくりの底力 紀陽銀行

2324 2530110040 和歌山県 株式会社小川製作所
ＩＴによる多品種少量・少品種大量生産を可能にするオールラウンド型経営の実現化計
画

商工組合中央金庫

2325 2530110044 和歌山県 株式会社北浦 匠の技とNC加工機のマッチングによる、伝統の継承と更なる進化 南都銀行

2326 2530110049 和歌山県 有限会社丸之内マシーナリ 円筒内面の３次元面取り寸法測定装置の開発による定番商品化事業 和歌山商工会議所

2327 2531110003 鳥取県 株式会社氷温研究所 0℃以下の無凍結貯蔵を可能とする新たな氷温庫の試作開発
公益財団法人鳥取県産
業振興機構

2328 2531110004 鳥取県 株式会社ＬＡＳＳＩＣ チケット駆動型サービス「LABサービス」の品質向上と開発体制の増強
公益財団法人鳥取県産
業振興機構

2329 2531110005 鳥取県 トランスポート鳥取株式会社 環境にやさしい自然素材を使用した地盤改良工法への展開 鳥取信用金庫

2330 2531110006 鳥取県 有限会社山本精機 分析装置など金属加工技術を応用した5軸加工による曲面処理部品の開発
鳥取県東部商工会産業
支援センター

2331 2531110008 鳥取県 気高電機株式会社 めがね型視覚障害者歩行支援システム（盲導グラス）の試作開発
中尾修治郎税理士事務
所

2332 2531110009 鳥取県 有限会社小倉水産 子供・高齢者、要介護者が骨まで食べれる「ファーストフィシュ」の試作開発・製造販売 鳥取銀行

2333 2531110010 鳥取県 株式会社アサヒメッキ
医療・介護・健康・リハビリ機器用に供する細孔・深孔・隙間形状部品の高機能洗浄方法
の確立

商工組合中央金庫

2334 2531110012 鳥取県 サンライズ工業株式会社 ゆるみ止めボルトの生産性向上
中尾修治郎税理士事務
所

2335 2531110016 鳥取県 あおやサイエンス株式会社 電子基板実装技術およびケーブル製造技術の高度化による医療機器市場の拡充 商工組合中央金庫

2336 2531110025 鳥取県
株式会社みたこ土建
株式会社 大協組

エコソイルRを用いた、生コンクリート的防草対策新商品及び施工方法の事業化 鳥取銀行

2337 2531110028 鳥取県
株式会社片木アルミニューム
製作所

アルミニウム板の通板中における微小疵検査システムの開発 鳥取銀行

2338 2531110030 鳥取県 メタルリボーン株式会社 安価な材料供給を実現するニッケルとコバルトの分離回収体制の構築
公益財団法人鳥取県産
業振興機構
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2339 2531110031 鳥取県 株式会社ウィードメディカル
新機能洗浄機等の導入による「複数工程の集約化」で、衛生管理の充実と短納期化を実
現

商工組合中央金庫

2340 2532110004 島根県 有限会社板橋木工所
3次元データとモデル加工機導入による木型、樹脂型、発泡型の生産能力向上と高効率
化

島根銀行

2341 2532110009 島根県 株式会社秦鉄工所 大型縦型ＮＣ旋盤導入による鉄道用大物部品加工の試作開発 しまね産業振興財団

2342 2532110010 島根県 株式会社日進産業 省エネパネル建材（断熱パネル）の試作・開発 第一経理

2343 2532110012 島根県 株式会社MCセキュリティ 高トラフィック対応型セキュリティアルゴリズム開発とセキュリティ機器の試作開発 しまね産業振興財団

2344 2532110013 島根県 エステック株式会社 新機能材料開発に寄与する真空プラズマ表面改質装置に関する研究開発 しまね産業振興財団

2345 2532110016 島根県 株式会社バイタルリード バス利便性向上機器の統合化による製品力向上 島根中央信用金庫

2346 2532110017 島根県 株式会社ネオナイト 重金属（放射性物質を含む）処理剤の開発および生産効率向上の取り組み 島根県経営者協会

2347 2532110020 島根県 モルツウェル株式会社 安心・安全且つ物流リスク回避のための高齢者施設向け食品製造への真空調理法導入 松江商工会議所

2348 2532110021 島根県 松江電装株式会社 バックヨーク付きスロットレスＤＣブラシレスモータの試作開発 商工組合中央金庫

2349 2532110024 島根県 竹下木材有限会社 新たな製材方法導入と乾　燥方法改良により高品質内装材の商品開発 大田商工会議所

2350 2533110001 岡山県 正織興業株式会社
短納期・高付加価値・省コストでカラーデニム市場獲得に向けた高度連続糊抜き・精錬機
導入

姫井重彦税理士事務所

2351 2533110002 岡山県
株式会社吉備エヌシー能力開
発センター

低コスト体制の構築と高精度および短納期生産対応の実現
公益財団法人岡山県産
業振興財団

2352 2533110003 岡山県 株式会社琴浦製作所 発電用大型産業機械向け重要部品増産に向けた、5軸機械導入による生産力拡大 岡山県商工会連合会

2353 2533110010 岡山県 株式会社ショーワ 新しい感性を持つ世界再薄デニムの生産により新規分野開拓
公益財団法人岡山県産
業振興財団

2354 2533110011 岡山県 有限会社西山歯車製作所 医療ロボット（機器）に特化した研削技術による高精度歯車技術の確立 岡山北商工会

2355 2533110016 岡山県 有限会社福池精肉店 ドイツ式ハム・ソーセージの製造 商工組合中央金庫

2356 2533110017 岡山県 株式会社共和工業所
耐摩耗鋼板・高張力鋼板の加工技術を活用した積極的提案営業の推進と社内加工体制
の強化

中国銀行

2357 2533110020 岡山県 リョーサン株式会社 チューブ式熱鋼管器点検作業の合理化によるコストダウン、工期短縮 中国銀行

2358 2533110022 岡山県 東洋精機産業株式会社
内面研削盤導入による船舶用エンジン部品及び産業機械部品及び産業機械部品加工
の生産力向上と高精度化

公益財団法人岡山県産
業振興財団

2359 2533110023 岡山県 ピープルソフトウェア株式会社 独居老人の安否確認＆生活リズム把握データ提供サービス「みんなで見守り隊」 広島銀行

2360 2533110024 岡山県 オカネツ工業株式会社 フォークリフト・トランスミッション製造の国内回線を受けた生産設備の増強
公益財団法人岡山県産
業振興財団

2361 2533110025 岡山県 日進ゴム株式会社 硬度な耐滑精と軽量化を実現するJIS　Ｓ級安全靴の革新的製法による試作開発
公益財団法人岡山県産
業振興財団

2362 2533110029 岡山県 株式会社アステア
電動射出成形機の導入による自動車用フィラキャップの蒸散規制対応及びコスト競争力
強化

公益財団法人岡山県産
業振興財団

2363 2533110035 岡山県 株式会社アクア美保 衝撃弾性波検査法の設備導入による、同業他社との差別化と競争力強化 笠岡商工会議所

2364 2533110036 岡山県 三水工業株式会社 カラーASSY自動ライン化（収益改善並び不具合流出ゼロ化の実現） 商工組合中央金庫

2365 2533110037 岡山県 中川電機株式会社 超大型モーターの回転体バー緩み点検が可能な体制構築 水島信用金庫

2366 2533110038 岡山県 有限会社矢吹エムケイ スリッター付定尺切断機導入による生産能力の拡大 中国銀行

2367 2533110040 岡山県 株式会社リプロ ICタグ等を使用した＜総合情報管理用＞付加価値杭の量産開発
公益財団法人岡山県産
業振興財団

2368 2533110041 岡山県 株式会社ノブハラ 軽量で強度に優れるコンクリート補強用溶接金網の製造・販売 中国銀行
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2369 2533110042 岡山県 安田工業株式会社 主軸部品の高精度安定生産計画 商工組合中央金庫

2370 2533110044 岡山県 和岡鋼業株式会社 最新式プラズマ切断機導入による付加価値及びサービスの向上。
公益財団法人岡山県産
業振興財団

2371 2533110048 岡山県 一井工業株式会社 多関節型三次元測定器導入による測定計測技術の向上と品質玉成の効率化 伊予銀行

2372 2533110049 岡山県 有限会社田中鉄工所 ガスタービン・航空機等に使用される難削材の高能率切削加工
公益財団法人岡山県産
業振興財団

2373 2533110052 岡山県 倉敷木材株式会社 大型加工整形設備（モルダ）導入によって短納期化・生産力強化を図る 中国銀行

2374 2533110054 岡山県 洲脇産業株式会社 「誰でもできる化」の推進とボトルネック工程の改善による生産プロセス強化 トマト銀行

2375 2533110056 岡山県 株式会社シオジリ製帽 ニット帽子製造システム・編機導入による新製品開発および売上向上計画 百十四銀行

2376 2533110058 岡山県
株式会社精密スプリング製作
所

最新のスプリング生産設備導入及び完全自動化装置の開発 トマト銀行

2377 2533110060 岡山県 みのる産業株式会社 壁面緑化に対応するエクセルソイル（固化培土）の生産性向上計画
公益財団法人岡山県産
業振興財団

2378 2533110062 岡山県 株式会社山田車輌 自社でリビルトエンジン（再生エンジン）を一貫製造できる体制の構築 四国銀行

2379 2533110063 岡山県 株式会社共立精機 次世代スタビライザーリンクの製品実現化に向けた試作開発
公益財団法人岡山県産
業振興財団

2380 2533110064 岡山県 株式会社ビナン 日本初の白きくらげ量産化システムの構築
公益財団法人岡山県産
業振興財団

2381 2533110066 岡山県 有限会社片岡製作所
高精度プレスブレーキとYAG溶接の融合で歪を最大限抑えたステンレス製品の生産・加
工

笠岡商工会議所

2382 2533110070 岡山県 株式会社モスト 重量のある鋼板曲げ加工を可能とするベンディングマシンおよび追従装置の導入 岡山商工会議所

2383 2533110071 岡山県
岡山県農産食品加工株式会
社

果実1次加工原料の製造内製化による高品質化と安定化 商工組合中央金庫

2384 2533110072 岡山県 オーニット株式会社 顧客ニーズへの対応力アップと短納期化のための3D入出力システムの導入
公益財団法人岡山県産
業振興財団

2385 2533110073 岡山県 入栄工業株式会社 新規穴明け機械とCADとの連動性向上による鉄骨加工工程の効率化
公益財団法人岡山県産
業振興財団

2386 2533110074 岡山県 株式会社パック・ロード カスタムメイドのレーザ加工装置導入による魅惑的な商品の開発 岡山商工会議所

2387 2533110075 岡山県 株式会社藤原製作所 『航空機部品製造加工用装置向け主軸』製造への取り組みによる競争力強化 商工組合中央金庫

2388 2533110078 岡山県 株式会社アサオ コスト削減・品質向上・のための自動型サーボ成形機の導入 中国銀行

2389 2533110084 岡山県 株式会社クレスコ
ファイバーレーザー自動溶接機導入による食品機械部品等の生産性向上および販路拡
大

公益財団法人岡山県産
業振興財団

2390 2533110085 岡山県 株式会社勝山鉄工所 ネック工程30％低減を目指し、穴あけ切断加工複合機導入 トマト銀行

2391 2533110086 岡山県 有限会社西口ベンダー工業
横型まげ加工機の導入による仕上げ形状の多様化と工数削減によるコストダウンおよび
短納期化の実現

税理士法人久遠

2392 2533110089 岡山県 株式会社長山鉄工所 農業用廃フィルムの洗浄・成形装置の試作・開発 玉島信用金庫

2393 2533110092 岡山県 菊池酒造株式会社 上槽後早期の加熱処理が可能な熱交換器の導入による、清酒の品質向上化 玉島信用金庫

2394 2533110097 岡山県
真庭バイオマテリアル有限会
社

イオン液体を用いた高純度・高収率な新素材「リグニン」の製造 真庭商工会

2395 2533110101 岡山県 光軽金属工業株式会社 X線投資装置導入によるアルミニウム合金鋳物の高性能化、品質保証の向上
公益財団法人岡山県産
業振興財団

2396 2533110103 岡山県 恒次工業株式会社 製造プロセスの改善により高精度で安価な溶接加工品の新分野への提供 商工組合中央金庫

2397 2533110104 岡山県 コーホク印刷株式会社
DPS（データプリントサービス）の本格実施による一貫生産体制（印刷・印字・加工）の確
立

商工組合中央金庫

2398 2533110106 岡山県 豊和株式会社 インディゴ中白染色糸を使用した無縫製ニット製品製造技術の確立
公益財団法人岡山県産
業振興財団
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2399 2533110107 岡山県 東進工業株式会社
高圧クーラント装置付きマシニングセンタによる小径深穴加工技術の高度化及び高効率
化の実現

おかやま信用金庫

2400 2533110111 岡山県 株式会社デジブリ 「最新UVインクジェットで創出するS＆D市場へのデジタルプリントサービス」 商工組合中央金庫

2401 2533110112 岡山県 株式会社ビサン 高機能レーザー加工機導入による一貫生産の確立と増産対応
公益財団法人岡山県産
業振興財団

2402 2533110113 岡山県 松陽産業株式会社 パンチングメタル加工用金型のパーツ製作能力の向上
公益財団法人岡山県産
業振興財団

2403 2533110115 岡山県 株式会社ウェルパートナーズ 軽量・高強度・高走破性を刷新した新型歩行補助車の製品開発
公益財団法人岡山県産
業振興財団

2404 2533110116 岡山県 株式会社阪本 多様な増産要望に短納期で対応するための新型複合加工機導入計画
公益財団法人岡山県産
業振興財団

2405 2533110118 岡山県 高橋金属株式会社
高性能マルチダイカストマシン、高効率溶解炉導入による高効率、高品質生産体制構築
事業

商工組合中央金庫

2406 2533110121 岡山県 日本綿布株式会社 ジャガード織機を駆使した『ハイテクカラーデニム』の試作開発事業 中国銀行

2407 2533110123 岡山県 大松精機株式会社 還元水ブラスト用高所作業ロボットの開発
公益財団法人岡山県産
業振興財団

2408 2533110129 岡山県 昭和被服総業株式会社 高機能な防火服を開発・製造するための最新鋭の縫製設備の導入
公益財団法人岡山県産
業振興財団

2409 2533110138 岡山県 有限会社テクノス 航空機部品の短納期・高品質製造を実現する製造環境の確立による受注拡大 商工組合中央金庫

2410 2533110143 岡山県 株式会社佐田建美
中小・中堅ハウスメーカー向け「組立式・移動間仕切り家具」の新たな販売方法による経
営革新

真庭商工会

2411 2533110146 岡山県 アサゴエ工業株式会社 砂中子造型シュミレーションソフト導入による、短納期化およびコスト競争力強化
公益財団法人岡山県産
業振興財団

2412 2533110151 岡山県
株式会社英田エンジニアリン
グ

フォーミングロール製造の生産性を30％アップするCNC盤とリアルタイム進捗管理システ
ムの導入

公益財団法人岡山県産
業振興財団

2413 2533110153 岡山県 株式会社新生工業
3次元スキャナを用いた測定器の導入による金型の短納期化と付加価値向上による競
争力強化

公益財団法人岡山県産
業振興財団

2414 2533110155 岡山県 株式会社桃太郎部品 ワイヤーハーネス細分化処理による銅資源の有効循環事業 馬場輝税理士事務所

2415 2533110159 岡山県 株式会社すえ木工 コンパクトな高速位置決めパネルカット機の活用による製品競争力の向上 津山商工会議所

2416 2533110164 岡山県 ガード精工 CNC旋盤導入による生産能力・品目の拡大と新たな受注の獲得 中国銀行

2417 2533110166 岡山県 ゼノー・テック株式会社 CREO処理による結晶粒微細化義zひゅつを応用した金型開発 岡山県商工会連合会

2418 2533110167 岡山県 株式会社ウエハラ 「ナイスジョイント耐震」継手加工技術の向上に伴う設備導入計画 津山信用金庫

2419 2533110168 岡山県 株式会社コニック 高速マシニングセンタによる金型の高精度切削仕上げと納期短縮 みまさか商工会

2420 2533110171 岡山県 株式会社堺伸銅所 高付加価値住設用パイプ金具の製造能力の増強
公益財団法人岡山県産
業振興財団

2421 2533110173 岡山県 株式会社ラインズオカヤマ オリジナル英語eラーニングサービスの一般個人向け開発・展開 日生信用金庫

2422 2534110001 広島県 株式会社フクトクダイヤ 自動車用エンジン・ミッション関係部品の精密検査具の生産能力強化事業 もみじ銀行

2423 2534110003 広島県 佐藤繊維株式会社 最新素材に対応する画期的裁断設備の導入 両備信用組合

2424 2534110007 広島県 株式会社ゴウダ
ＡＴＣ機能搭載型ＰＮＣ複合ボーリングマシンの導入による木製ベッドパーツの生産性向
上

広島みどり信用金庫

2425 2534110008 広島県 株式会社トーキン 鉄骨溶接ロボットシステム用ポジショナの生産能力強化事業 呉信用金庫

2426 2534110009 広島県 株式会社シンセラ 大型マシニングセンター導入による新生産プロセスの構築 広島銀行

2427 2534110016 広島県 株式会社友鉄マシン 五面加工機の導入による高精度化並びに加工時間短縮による競争力強化 櫻井　嘉尚

2428 2534110019 広島県 株式会社ヤマオカ 化成処理ライン及び静電塗装ラインの設備増強による生産体制の強化 中国銀行
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2429 2534110020 広島県 株式会社川本忠鉄工所 複雑形状部品の生産効率化と付加価値部品の加工工程開発 広島銀行

2430 2534110021 広島県 福山熱煉工業株式会社 超深硬化高周波焼入れ装置導入による、高強度焼入れ技術の確立 商工組合中央金庫

2431 2534110023 広島県 株式会社藤和 裁断工程の自動化による加工能力の強化及び技術営業の常設による販売促進
株式会社ヒューマンネッ
ト・コンサルティング

2432 2534110024 広島県 旭蝶繊維株式会社 別注品・別寸品専用裁断ライン設置による短納期化計画
税理士法人田邉会計事
務所

2433 2534110031 広島県 株式会社フジイ機械製作所 双腕式蒸練機の開発及び他製品の開発新手法の確立並びに新規顧客開拓
公益財団法人ひろしま
産業振興機構

2434 2534110036 広島県 大和工業株式会社 複雑形状部品（三次元曲面形状部品含む）に対応した生産体制の確立 両備信用組合

2435 2534110038 広島県 蒲刈物産株式会社 藻塩製造装置の省エネルギー化・生産性向上による競争力強化
公益財団法人くれ産業
振興センター

2436 2534110042 広島県 真辺工業株式会社 複雑異形アルミ鋳物の高精度化・早期量産化する新量産プロセス(改)の構築
税理士法人田邉会計事
務所

2437 2534110046 広島県 共和精機株式会社 アーク溶射技術の高度化による生産体制強化と作業環境整備による品質の維持・向上 中国銀行

2438 2534110047 広島県 呉伸工業株式会社 水素ステーション用ガス圧縮充填用熱交換器及びスナッバ容器の商品化
公益財団法人くれ産業
振興センター

2439 2534110048 広島県 相原酒造株式会社
パストライザー殺菌によるフレッシュな高級酒の高効率製品化のための生産プロセス革
新

広島銀行

2440 2534110051 広島県 株式会社久保田鐵工所 HV、EV補機冷却用小型プラマグ電動ウォーターポンプの試作・開発 商工組合中央金庫

2441 2534110052 広島県 ベンダ工業株式会社 当社独自のベンダ工法によるリングギヤ製造工程の生産能力強化事業 広島銀行

2442 2534110054 広島県 デルタ工業株式会社 多軸ビジュアルピッキングロボットシステムの開発 広島銀行

2443 2534110056 広島県 有限会社髙松製作所 複雑形状・難削材の精密加工と短納期化を実現するための生産体制の強化 広島県商工会連合会

2444 2534110061 広島県 株式会社マクシス・シントー レーザー溶接機の導入 商工組合中央金庫

2445 2534110064 広島県 株式会社元久保工作所 6軸NC歯車加工機の導入による高精度歯車の短納期化対応および生産性の向上 商工組合中央金庫

2446 2534110066 広島県 有限会社菅鉄工所 高精度の真円度加工による船舶主機関据付技術の確立と実用化 広島県商工会連合会

2447 2534110067 広島県 有限会社堀本精工 YAGレーザー溶接機導入による低歪み溶接の実現 広島信用金庫

2448 2534110068 広島県 庄原ステンレス工業株式会社 短納期対応と将来の発展性の基礎となるファイバーレーザーの導入 もみじ銀行

2449 2534110069 広島県
株式会社シーケイエス・チュー
キ

木質バイオマス発電用チップ製造装置の量産化 商工組合中央金庫

2450 2534110070 広島県 株式会社ハマダ 自社製医療器具「自動縫合器」の開発 広島信用金庫

2451 2534110072 広島県 株式会社島村製作所 ＣＮＣホブ溝研削盤の導入による生産能力の増強 広島信用金庫

2452 2534110073 広島県 株式会社オーザック 自動供給ロボット付複合加工機による夜間無人運転の対応 中国銀行

2453 2534110074 広島県 景山産業株式会社 自動材料供給･製品集積装置システムの導入による生産性の向上 広島市信用組合

2454 2534110077 広島県 株式会社タナカ繊維商事 熱風循環を利用した複合型延伸セット機の試作開発 大立　稔

2455 2534110078 広島県 村上製作所 精密加工部品の生産プロセス高度化事業 広島銀行

2456 2534110079 広島県 株式会社タテイシ広美社 試作品開発の内製化と短納期化・低コスト化の実現による競争力強化 広島銀行

2457 2534110080 広島県 株式会社ノーブルウイング 延反作業・穴かがり作業の効率化を可能とする設備導入計画 商工組合中央金庫

2458 2534110081 広島県 株式会社マークスラッシュ
マーク加工の多様なニーズに即応する加工体制の構築と刺繍未商品化商材への加工
技術の開発

GO&DO篠原税理士法
人
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2459 2534110082 広島県 野村乳業株式会社 人の健康に役立つプロバイオティクス微生物を増殖する新規増殖剤の開発 広島信用金庫

2460 2534110088 広島県 松本株式会社 アパレル製品の高品質・高い安全性を確保する生産プロセスの再構築
税理士法人福山ひかり
会計

2461 2534110094 広島県 株式会社ワコー ステンレス鋼材の表面仕上げ特化への取り組み 広島信用金庫

2462 2534110098 広島県 有限会社井上鉄工所
超高剛性高速NC旋盤による焼き入れ鋼の研磨レス加工（ハードターニング）の実現と大
幅な短納期化と低コスト化の実現

中国銀行

2463 2534110103 広島県 株式会社マルニテック レーザー芯出し器の導入による、回転機器伝動部の芯出し作業の高精度化と効率化 広島銀行

2464 2534110105 広島県 マルカ株式会社 アパレル製品の自動延反・裁断システムによる品質向上とロス率の削減 中国銀行

2465 2534110106 広島県 株式会社西井製作所 世界的需要拡大の航空機エンジン部品の世界シェア拡大事業 広島銀行

2466 2534110109 広島県 三起鉄工株式会社 自動スクレーパ清掃機能を搭載する生汚泥スクリーンの試作と販路拡大
公益財団法人くれ産業
振興センター

2467 2534110110 広島県 株式会社川﨑鉄工所 測定技術高度化による自動車製造分野産業での受注拡大 呉信用金庫

2468 2534110112 広島県 株式会社ヤマダ製作所 産業機械の小型化に伴う高精度切削加工及び省力化可能な機械設備の導入
公益財団法人ひろしま
産業振興機構

2469 2534110118 広島県 高橋製作株式会社
デジ（高精度マシニング）とアナ（職人作業）を融合した最適化生産プロセスの構築による
短納期化と高精度木型の実現

広島銀行

2470 2534110120 広島県 有限会社仙石組 自然薯食品の試作開発 広島県商工会連合会

2471 2534110121 広島県 タイム株式会社
大型５軸加工機を用いた高効率医療用加速器の革新的な製作および医療分野への進
出

呉信用金庫

2472 2534110124 広島県 有限会社コルドバ 新設備導入による、国内縫製回帰システムの構築 広島銀行

2473 2534110126 広島県 宏栄産業株式会社 表層強化国産針葉樹板材製造技術の確立
税理士法人せとうち会
計

2474 2534110129 広島県 八千代工業株式会社  裁縫用カッター自動加工設備導入による生産体制強化計画。 もみじ銀行

2475 2534110131 広島県 株式会社システムフレンド 「リハビリテーションにおける片麻痺の機能回復測定装置」の開発
公益財団法人広島市産
業振興センター

2476 2534110133 広島県 有限会社翼 インターネット販売モール運営による小売卸売業の販売支援サービス事業 秋井　正宏

2477 2534110134 広島県 第一コンテク株式会社 建設土木事業の基礎となる調査事業のワンストップ対応力強化 広島銀行

2478 2534110135 広島県 株式会社豊國 距離画像と３Ｄ音響技術を用いた視覚障害者歩行危険回避システムの開発
公益財団法人くれ産業
振興センター

2479 2534110138 広島県 テラル株式会社 大型ビル空調システムポンプのトップレベルの高効率化実現による競争力強化。 広島銀行

2480 2534110139 広島県 株式会社ポストごはんの里
既存事業で保有する設備・技術と販売ルートを活用し、冷凍和菓子の製造販売に取組み
相乗効果を作り出す。

呉信用金庫

2481 2534110140 広島県 株式会社御領精螺 高精度ＮＣ複合加工機を導入し、多品種・小ロット品の機械部品製作を開始 広島県商工会連合会

2482 2534110144 広島県 株式会社ムラカワ 大型長尺製品用乾燥装置事業 秋井　正宏

2483 2534110151 広島県 有限会社好登 高精度マシニングセンタ導入による高精度・短納期化による生産性の強化 呉信用金庫

2484 2534110154 広島県 株式会社ロハスネット 食品廃棄物をリサイクル飼料として再生するエコフィード事業 府中商工会議所

2485 2534110156 広島県 ステンレスプロダクト株式会社 リニア新幹線超電導電磁石の液体ヘリウム循環用部品の量産体制強化 東広島商工会議所

2486 2534110158 広島県 ゲイビ鋼業有限会社
高剛性NCフライス盤により、高速加工とデジタル化最適加工工程設計を構築し、特殊鋼
荒加工に特化したスーパー短納期化を実現する

もみじ銀行

2487 2534110165 広島県 有限会社中国金型 長尺金属製部品に対する生産体制の強化 広島県商工会連合会

2488 2534110166 広島県 ディジフュージョン・ジャパン ハイレゾ自然環境音販売のためのバイノーラル立体録音機器の試作開発 広島銀行
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2489 2534110169 広島県 株式会社ニシカワ 3DCADシステムを使用した鉄箱（スチールボックス）設計・検証システムの導入 商工組合中央金庫

2490 2534110170 広島県 有限会社柴崎商店 カキフライを大量生産するための素材製造工程の確立 呉信用金庫

2491 2534110173 広島県 株式会社ユニタック 疼痛緩和用半導体レーザー治療器のための自動走査ロボットの開発
公益財団法人ひろしま
産業振興機構

2492 2534110176 広島県 株式会社アイ・エスツール チタン製人工関節加工用　特殊エンドミルの開発と製造コストの低減 中国銀行

2493 2534110179 広島県 カワソーテクセル株式会社 メタライズ用金属ペーストによる量産可能なスクリーン印刷技術の試作開発
公益財団法人くれ産業
振興センター

2494 2534110180 広島県 タカノブ食品株式会社 Ⅹ線異物検出装置による冷凍粒かきの品質向上計画
税理士法人田邉会計事
務所

2495 2534110182 広島県 有限会社オーケーマシナリー 高精度高剛性2軸円テーブルによる複雑形状多面加工とデジタル化プロセスの構築 広島銀行

2496 2534110184 広島県 株式会社UNEMOTO 高充填フィラー樹脂に適応した高性能耐摩耗電動射出成形機の導入による競争力向上 呉信用金庫

2497 2534110191 広島県
山陽パッケージシステム株式
会社

高機能フィルム・精密部品の通い箱(注)の高品質化及び大型化に対応した設備導入 広島銀行

2498 2535110006 山口県 高橋鉄工株式会社 高品質・短期納期化を目的とする磨きレス対応設備の導入による付加価値向上 山口銀行

2499 2535110011 山口県
株式会社まるわステンレス工
業

熟練工技術継承体制の構築及び生産性向上のための生産管理システムの導入 山口銀行

2500 2535110012 山口県 シンテック株式会社 「二次元CADによるティーチングレスでのロボットの3面制御」の開発 山口銀行

2501 2535110014 山口県 東亜自動車工業株式会社 イギリス向け高速鉄道のアルミ部材加工における効率化及び量産体制の構築 西京銀行

2502 2535110015 山口県 株式会社芳川鉄工所 製鐵生産設備改造及び補修における大型門型マシニングセンターの導入 山口銀行

2503 2535110016 山口県 株式会社ソイル・ブレーン
防災・予防保全につながる設備投資及び技術力の向上を基にした革新的サービスの提
供

伊予銀行

2504 2535110022 山口県 株式会社岩中製作所 YAGレーザー溶接機導入によるステンレス薄板加工要素技術の向上 もみじ銀行

2505 2535110024 山口県 エムテックス有限会社 輸出向け蒟蒻麺製造ラインの開発および国際特許申請
公益財団法人やまぐち
産業振興財団

2506 2535110025 山口県
株式会社ニュージャパンナ
レッジ

またここに行きたい！デイサービス送迎配車支援システムの開発 西京銀行

2507 2535110028 山口県 株式会社施生製作所 歯車研削加工機の改良による増・減速機用歯車の製造プロセスの強化 西京銀行

2508 2535110031 山口県 株式会社坂口製作所 タレットパンチプレス機導入による板金製品の生産能力と製品品質の向上 山口銀行

2509 2535110032 山口県 白井興業株式会社
最新鋭ＮＣ横フライス盤導入によるＪＩＴワンストップ製造システムの構築を通じた中小製
造業向け半製品加工・販売事業への進出

公益財団法人やまぐち
産業振興財団

2510 2535110036 山口県 株式会社永山本家酒造場 大型冷蔵庫の導入による全量純米酒醸造蔵に向けての製造プロセスの強化 山口銀行

2511 2535110042 山口県 有限会社マリンテクノ
３Ｄ-曲げCAD/CAMプレス加工技術力強化による新幹線電車部品等の多品種少量・短
納期化

西京銀行

2512 2535110045 山口県 新栄テクノ株式会社 ＮＣ付ベンディングマシンの導入による生産設備品の製造プロセスの強化 堀内　經夫

2513 2535110046 山口県 株式会社タイヨーデンタル CAD/CAM導入による歯科補綴物の製作時間短縮及び量産化 西中国信用金庫

2514 2535110047 山口県 株式会社長門製作所 自動プログラムチャート作成機能付きイオン窒化装置制御盤導入による生産性改善 商工組合中央金庫

2515 2535110048 山口県 株式会社シーパーツ C1NETシステムを利用した自動車中古部品販売サービスの構築 西川康彦税理士事務所

2516 2535110050 山口県 山口地ビール株式会社 全国の地域限定プライベートブランドビールの企画・製造・販売 山口銀行

2517 2535110051 山口県 株式会社ステンレス光 プレス機導入による新鋼種ステンレス『ＮＳＳＣ２１２０』を用いた新製品等の開発 光商工会議所

2518 2535110053 山口県 王子ゴム化成株式会社 連続加硫金型成型装置による水密ゴム生産ラインの強化 山口銀行
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2519 2535110056 山口県 泉ダイス株式会社
研削、研磨の同時加工を実現するグラインディングセンタを導入し、医療分野への生産
能力強化

山口銀行

2520 2535110057 山口県 株式会社ジャスト東海 ヒートパイプ組込伝熱パネルによる融雪屋根の商品化開発 山口銀行

2521 2535110058 山口県 岐陽機械株式会社
短納期化・多様化する製缶機械加工品の３D化・見える化による製作ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑ圧縮に対
応する生産管理・経営管理システムの構築

中村友次郎法律事務所

2522 2535110062 山口県 有限会社藤川技工
医療機器試作加工品の多品種少量・短納期化の要求に対応するための一貫生産体制
の構築

公益財団法人やまぐち
産業振興財団

2523 2535110063 山口県 三國重工業株式会社 新計測技術を搭載した高能率マシニングセンタ導入による生産プロセスの強化 山口銀行

2524 2535110064 山口県 有限会社北新 多様化する社会のニーズに対応した生コン全自動生産システムの構築 山口銀行

2525 2535110065 山口県 シー・ケィ・ケー株式会社 精密検査測定器導入による超高精度切削工具の開発及び品質保証体制の確立
税理士法人アルファ
パートナーズ

2526 2535110069 山口県 株式会社大野製作所 複合加工機導入による工程集約製造 広島銀行

2527 2535110070 山口県 株式会社アースクリエイティブ
受入自動搬送装置導入・検査体制強化による食品残渣リサイクル飼料の品質・生産性
向上

税理士法人新山口会計

2528 2535110075 山口県 株式会社山口機械 複合加工機導入による医療用自動培養装置製作の加工工程集約、及び短納期化 山口銀行

2529 2535110080 山口県 中村建設株式会社 マイクロ波活用による焼却灰溶融スラグ造粒技術の開発(ベンチスケール高温炉) 西京銀行

2530 2535110085 山口県 株式会社周南ボーリング 水質を守り液状化対策を行うための、新たな地盤改良工法への参入 小野寺　浩一

2531 2535110087 山口県 株式会社サンアロー キノコ菌床培養室の増設・改良と周年栽培機能付き培養室の開発 西京銀行

2532 2536110002 徳島県 株式会社岡部機械工業 特殊錠剤に対する視認性向上のための印刷システムの開発 阿波銀行

2533 2536110003 徳島県 富士スレート株式会社 環境に優しい従来品を軽量化したセメント系屋根瓦の開発 阿波銀行

2534 2536110005 徳島県 株式会社アイ・テクノライン 機械加工の多角化に向けた新たな取り組み 阿波銀行

2535 2536110006 徳島県
応用酵素医学研究所株式会
社

患者の迅速重症度診断A-LES値のベッドサイド検査システム開発
公益財団法人とくしま産
業振興機構

2536 2536110009 徳島県 赤松化成工業株式会社 プラスチック成形製品の形状に基づく高速検索システムの開発 すばる会計

2537 2536110012 徳島県
株式会社サンシステムエンジ
ニアリング

３次元ＣＧキャラクタを活用した観光地ＰＲ支援ソフトの開発 藍住町商工会

2538 2536110015 徳島県 有限会社佐藤化学 自社ブランド製品の確立によるOEM企業（メーカー依存体質）からの脱却 吉野川市商工会

2539 2536110016 徳島県 本林家具株式会社 「AWAブランド」製品の効率的な生産体制の確立と販売力強化による地域経済への貢献 四国銀行

2540 2536110020 徳島県 大亜ツール工学株式会社 高硬度超硬合金を使用したろう付け刃物の開発と専用工具研削盤の開発 山中敏行事務所

2541 2536110024 徳島県 池田薬草株式会社 スダチ果皮に含まれる機能性成分に着目した抗肥満食品素材の開発・量産化 阿波銀行

2542 2536110030 徳島県 森田技研工業株式会社 ダブルベルトプレス装置組込型　小型フッ化水素ガス回収処理装置の開発 阿波銀行

2543 2536110032 徳島県
ナノミストテクノロジーズ株式
会社

金属加工工程で発生する廃棄洗浄液等溶剤のリサイクル装置の開発 阿波銀行

2544 2536110035 徳島県 大商硝子株式会社 インモールド成形による樹脂ボトルラベル貼付技術確立に基づく短納期化、低コスト化 株式会社エフアンドエム

2545 2536110038 徳島県 廣浦鉱業株式会社 正確な放射線量測定が可能な新規イメージング材料の試作開発 阿波銀行

2546 2536110040 徳島県 株式会社言語理解研究所 対話理解エンジンに連結する記憶・動作・応答制御製品の試作開発 すばる会計

2547 2536110041 徳島県 コロナ工業株式会社
強酸性電解水（除菌機能水）及び飲用アルカリイオン水の生成に対応可能な機器の開
発と製造

四国銀行

2548 2536110042 徳島県 阿波スピンドル株式会社 生産性向上のための精紡筋ローラー洗浄機及びシステムの開発 吉野川市商工会
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2549 2536110044 徳島県 株式会社オーム技研 5軸マシーニングセンター導入による小物・薄肉加工への挑戦 松茂町商工会

2550 2536110045 徳島県 株式会社メディックス 糖尿病患者用フットケアソックスの開発と製造 商工組合中央金庫

2551 2536110048 徳島県 株式会社中村両栄舎印刷所 水性フレキソ印刷に伴う廃液処理事業 四国銀行

2552 2537110001 香川県 日新製袋株式会社 競争力強化を目的とした重包装用紙袋製造の工程効率化と一貫生産体制の確立 観音寺信用金庫

2553 2537110005 香川県 ハイスキー食品工業株式会社 希少糖入りこんにゃく加工食品の生産性向上 香川銀行

2554 2537110007 香川県 株式会社カワニシ 走行クレーン用鋼製加工品の製造工程短縮計画 百十四銀行

2555 2537110008 香川県 株式会社都村製作所 高速・高精度切断機等の導入による新機能移動式バスケットゴールの試作開発 琴平町商工会

2556 2537110010 香川県 松浦産業株式会社 プラスチック成形品のソリ解消による熱転写ロスの改善・コスト削減 阿波銀行

2557 2537110017 香川県 株式会社サヌキットジャパン 安全な貨物輸送のための陸送支援システムの開発 観音寺信用金庫

2558 2537110019 香川県 株式会社マルモ印刷 クリアファイルその他に二次利用できるプラスチック製品の製造 中国銀行

2559 2537110020 香川県 有限会社協和鉄工所 多品種・小ロットの大型製品に対応可能な設備強化と一貫した加工システムの構築 高松信用金庫

2560 2537110021 香川県 山城金属株式会社 大型ベアリング製品の自動プレス加工技術の確立 四国銀行

2561 2537110022 香川県 株式会社三森 門型フライス盤の制御システム 及び、主軸の改造 百十四銀行

2562 2537110023 香川県 株式会社とめ太郎 長尺マシニングセンター導入による短納期オーダーメイドアルミサッシ加工体制の確立 中国銀行

2563 2537110028 香川県 株式会社川上板金工業所 中小型建造物の為の高強度かつ環境・デザイン性の高い鋼板屋根材の開発事業 百十四銀行

2564 2537110030 香川県 ナベプロセス株式会社 「デジタル印刷」の利用用途拡大ならびに、一貫生産体制構築による競争力強化 伊予銀行

2565 2537110031 香川県 株式会社ちよだ製作所 メタン発酵発電プラントにおける発酵後残渣処理装置の開発 商工組合中央金庫

2566 2537110034 香川県 株式会社白洋舎
高齢化社会に必要となる洗濯技術（加齢臭除去）を活用した高齢者対応サービスの受注
拡大

百十四銀行

2567 2537110038 香川県 株式会社シンキ製作所 化学装置用精密プラスチック成形加工品の内製化と社内加工体制の構築 中国銀行

2568 2537110047 香川県 株式会社マキタ エコ＆クリーンエンジン製造開発に伴う性能確認及び分析の強化 岩部達雄税理士事務所

2569 2537110048 香川県 株式会社多田建設 ＣＮＣ自動開先・切削加工機の堂に優による建設用鉄鋼材の品質と生産性の向上 さぬき市商工会

2570 2537110049 香川県
ニューデンタルリサーチ株式
会社

歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による低コスト、短納期、高精度義歯製造システムの
確立

中国銀行

2571 2537110050 香川県 株式会社コマックス 屋台方式の加工における生産効率の確立 百十四銀行

2572 2537110052 香川県 株式会社トクシンテクノ 新規設備導入による避難用階段・手摺製作システムの構築 百十四銀行

2573 2537110053 香川県 株式会社イング 表面処理鋼板のファイバーレーザ加工技術の確立 髙松信用金庫

2574 2537110054 香川県 合音精麦株式会社 食品の安全性強化と高品質化を目的とした品質管理技術の確立 観音寺信用金庫

2575 2537110055 香川県 株式会社福本ボデー 3Dモデル輪切り展開ソフト導入による大型木型製作技術の確立 髙松信用金庫

2576 2537110056 香川県 株式会社イナダ ベンディング工程イージーオペレーション化による技術承継と新規開拓 観音寺信用金庫

2577 2537110057 香川県 旭洋鉄工株式会社 小ロット生産で個人毎に調整が必要な福祉機器のコストダウン化の確立 伊予銀行

2578 2537110058 香川県 有限会社ヤマダ工芸 最新鋼板折り曲げ機による新たなる技術で一貫製造会社へ飛躍 観音寺信用金庫
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2579 2537110062 香川県 第一衛材株式会社 尿パッド製造工程でのパルプ供給方式変更による品質生産性改善 観音寺信用金庫

2580 2537110064 香川県 株式会社高畑精麦 「精麦トレーサビリティシステム」の構築 中国銀行

2581 2537110070 香川県 株式会社香西鉄工所 新鋭溶接ロボット導入による大型構造物の高品質化・溶接無人化推進 百十四銀行

2582 2537110073 香川県 株式会社城山堂 宣伝効果、集客を高める３Ｄの造形品キャラクター人形等を試作・開発する事業 百十四銀行

2583 2537110074 香川県 有限会社西内花月堂 子供の発育寄与が期待できる「ラクトバルHical M」による新機能性食品開発 百十四銀行

2584 2537110076 香川県 株式会社瀬戸製作所 ３ｔ～６ｔミニショベル用油圧コントロールバルブ製造分野への事業拡大 伊予銀行

2585 2537110080 香川県 有限会社井上鉄工所 介護現場での要望に応えることができる精度が高く安全な介護設備の開発 高松信用金庫

2586 2537110081 香川県 株式会社ヤエス
安全性、操作性の高い入浴ユニットを開発し、要介護者と介護職員の新たな満足を実現
する

岩佐修二

2587 2537110083 香川県 株式会社未来機械 太陽熱発電集光ミラー清掃ロボットの研究開発
公益財団法人かがわ産
業支援財団

2588 2537110087 香川県 有限会社エコテック 大型押出し再生ペレット製造機の導入による廃棄複合材の再生加工量の拡大 中国銀行

2589 2537110089 香川県 丸善工業株式会社 高性能５種樹脂混合機の導入、及び付帯配送設備の増強。 商工組合中央金庫

2590 2537110090 香川県 株式会社三和テスコ 電気を使わない消火装置（ナイアス）の窒素ボンベ収納、集合方式の改善 みどり合同税理士法人

2591 2537110092 香川県 大塩水産株式会社 生きたまま捕獲のできないイワシの稚魚の鮮度を保った冷凍食品の開発と製造 さぬき市商工会

2592 2537110093 香川県 株式会社中村技研 マシニングセンタによる五面加工技術の確立により、精度向上・納期短縮化 百十四銀行

2593 2537110096 香川県 福寿産業株式会社 大型塗装ライン導入による生産の効率化及び、省エネルギーの推進 三豊市商工会

2594 2537110098 香川県 株式会社尾野農園 気象データを活用した農産物の収穫予測及び生産計画システムの試作開発 観音寺信用金庫

2595 2537110103 香川県 株式会社長峰製作所 静電気対策用高性能導電性セラミックスを用いた精密微細部品の開発 香川銀行

2596 2537110105 香川県 株式会社木村海産
自動鍋の蒸気ヒーターの改良と温度調整機能の付加による小魚の塩ゆで食品の生産能
力の拡大と生産の効率化

さぬき市商工会

2597 2538110001 愛媛県 有限会社ホリエ 曲げ加工の高速高精度化 伊予銀行

2598 2538110005 愛媛県 有限会社伊藤精工所 レーザー加工機の連続無人運転を可能にするマニピュレーターの導入 伊予銀行

2599 2538110009 愛媛県 株式会社長曽鉄工所 油圧機器用精密部品の生産プロセス革新による競争力強化事業
株式会社斎条情報支援
センター

2600 2538110011 愛媛県 株式会社丸山タオル 新型織機の導入によるジャカード織り転写プリントタオルの生産性向上と利益率の改善 伊予銀行

2601 2538110016 愛媛県
小田エンジニアリング株式会
社

高精度型彫放電加工機導入による高精度金型受注獲得枠の拡大 伊予銀行

2602 2538110017 愛媛県 トップフォーム株式会社 自動押抜機等の導入による生産性向上化計画 伊予銀行

2603 2538110026 愛媛県 株式会社オノダ 品質の向上と短納期化に対応した色調整装置と自動カッターの導入 愛媛銀行

2604 2538110027 愛媛県 茨木縫製株式会社 遠赤外線素材と無縫製技術を応用した高付加価値縫 製品の開発 伊予銀行

2605 2538110032 愛媛県
システムエルエスアイ株式会
社

発展途上国向け紙幣整理機の開発 伊予銀行

2606 2538110033 愛媛県 有限会社川又タオル 描画織り導入による小ロット対応・短納期化事業 伊予銀行

2607 2538110035 愛媛県 株式会社フロントエンド プライベートクラウド環境を実装した地域密着型データセンターの構築 伊予銀行

2608 2538110036 愛媛県 有限会社まる阿水産 遺伝的付加価値を有した高品質マダイ種苗の実証生産設備強化 伊予銀行
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2609 2538110039 愛媛県 有限会社かんこめ
胚芽玄米パンのネット販売と量産の為の胚芽分別技術の導入及びその効果検証のため
の設備導入

伊予銀行

2610 2538110044 愛媛県 有限会社タカヨシ工業所 油圧系部品の生産プロセス高効率化による多品種少量生産対応力の強化 愛媛銀行

2611 2538110045 愛媛県 川亀酒造合資会社 「少量多品種生産及び生酒の通年販売を可能にする製造工程の構築」 伊予銀行

2612 2538110046 愛媛県 株式会社オレンジフーズ 果汁のパルプ量の均一化、濾過コスト削減、及び搾汁残渣（果皮）の再利用計画。
公益財団法人えひめ産
業振興財団

2613 2538110047 愛媛県
株式会社ダイニチ
株式会社愛南リベラシオ

競争吸着法による脱Cdイカ内臓養殖飼料の製造工程の確立と事業化 伊予銀行

2614 2538110048 愛媛県 大富士製紙株式会社 個包装された「医療介護用衛生不織布」の増産・品質安定化を可能にする設備投資事業 伊予銀行

2615 2538110055 愛媛県 株式会社プレミアム 製袋機導入によるOPP　・CPP・アルミ蒸着袋の製袋加工及び新規製品の受注獲得 伊予銀行

2616 2538110057 愛媛県 サンケイ設計有限会社 船舶バラスト水処理装置改造事業 愛媛銀行

2617 2538110058 愛媛県 有限会社矢野意匠紋工所 刺繍製品についての多頭テーブルドロップ機導入による中国輸入体質からの脱却 愛媛銀行

2618 2538110061 愛媛県 株式会社サイプレス・スナダヤ 集成材製造に係る仕上工程効率化による生産能力増強事業
株式会社西条産業情報
支援センター

2619 2538110064 愛媛県 株式会社伊予捺染 高品質・高速度捺染試作品製造プロセスの開発 伊予銀行

2620 2538110066 愛媛県 愛媛パルプ協同組合 原料古紙の複合材使用に伴う戦略的活用 商工組合中央金庫

2621 2538110067 愛媛県 株式会社アキ工業 新商品開発への挑戦と新技術による販路拡大 愛媛信用金庫

2622 2538110068 愛媛県 ジャスティン株式会社 最新鋭のプレス機導入による競争力強化(生産プロセス強化) 四国銀行

2623 2538110074 愛媛県 株式会社トミオカテント 高機能UVインクジェットによる革新的生産体制の構築 愛媛信用金庫

2624 2538110077 愛媛県 有限会社松木 エアー式タオル織機の導入とよこ入れ機構の改良による生産効率の改善とコスト削減 伊予銀行

2625 2538110080 愛媛県 宮内紙工株式会社 押し出しラミネート加工における、紙継ぎ装置改良による品質、生産性の向上 伊予銀行

2626 2538110081 愛媛県 株式会社ダイチクフーズ 少子高齢化の進展に伴う個食ﾆｰｽﾞを満たすための包装プロセス 観音寺信用金庫

2627 2538110084 愛媛県 株式会社ハートウエル 極細番手使用によるパイル、ガーゼ生地の開発、及び高級縫製品郡の開発 伊予銀行

2628 2538110086 愛媛県 東和工業株式会社 超寿命低コストベルトコンベアローラの開発 伊予銀行

2629 2538110087 愛媛県 有限会社イヨエッグ 鶏卵事業における作業性及び生産性向上のための自動化設備の導入 伊予銀行

2630 2538110088 愛媛県 西機電装株式会社 生産管理システム構築による、短納期化、多品種少量化に対応する生産体制の確立 伊予銀行

2631 2538110089 愛媛県 エビス紙料株式会社 高性能破砕機導入による固形燃料（ＲＰＦ）の生産量拡大 中国銀行

2632 2538110091 愛媛県 株式会社予州興業 高付加価値水産加工品の商品開発および販路拡大 伊予銀行

2633 2538110093 愛媛県 株式会社フラスコ 精密ワイヤーカット放電加工機による難削材薄板部分品加工技術開発事業 香川銀行

2634 2538110094 愛媛県 株式会社佐伯製作所 真空機器及び装置関連部品の精密切削技術高度化による新分野進出事業
株式会社西条産業情報
支援センター

2635 2539110001 高知県 有限会社創友 ＳＦ工法の販路拡大に伴う生産性の向上計画 四国銀行

2636 2539110004 高知県 株式会社中央精機
生産能力向上と顧客の要求する機械の実現を図るため横型マシンニングセンターの導
入

四国銀行

2637 2539110009 高知県 有限会社野村煎豆加工店 ミレービスケットの生産プロセスの改善 四国銀行

2638 2539110015 高知県 株式会社タムテック 【一人で持てる大判コンクリート埋設型枠】用の400トン成型プレス機の設備導入 商工組合中央金庫
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2639 2539110017 高知県 高知精工メッキ株式会社 射出成形機部品における精密機械加工能力の向上と量産体制の確立 四国銀行

2640 2539110019 高知県 株式会社スウィーツ 新クリーム製造方法による新商品開発と、品質向上・コストダウンおよび技術蓄積 南国市商工会

2641 2539110020 高知県 中山興業株式会社 南海地震対策と環境配慮を両立させた、新・砕石杭工法への参入 高知銀行

2642 2539110021 高知県
有限会社坂本鉄工所
共栄電機工業株式会社

『横引きゲートガス圧駆動装置』の機能向上の為の試作開発 高知銀行

2643 2539110023 高知県 東洋園芸食品株式会社 自動計量機と缶投入機連動による独自の自動包装ラインの構築 四国銀行

2644 2539110024 高知県 株式会社高陵製作所 成形シミュレーションの導入による高効率な金型設計製作プロセスの構築 高知銀行

2645 2539110025 高知県 山本貴金属地金株式会社 短時間で天然歯のような審美性を実現する新しいレアリングシステムの提供 四国銀行

2646 2539110026 高知県 だるま味噌株式会社 自社の味噌および高知県産素材を使用した冷凍チーズケーキの製造への進出 四国銀行

2647 2539110031 高知県 株式会社土佐龍 “四万十ヒノキまな板”の生産力強化を図る機械装置の導入 高知商工会議所

2648 2539110032 高知県 有限会社福原鉄工 高精度ドリルマシン導入による生産力・品質強化 高知銀行

2649 2539110034 高知県 有限会社隅田鉄工所 多品種・特急即納製品の社内一貫生産体制の構築による競争力強化
高知県産業振興セン
ター

2650 2539110035 高知県 東洋電化工業株式会社 結晶構造制御による高性能黒鉛球状化剤の開発 四国銀行

2651 2539110040 高知県 株式会社泉井鐡工所 作業船用大型甲板機械の受注拡大を目的とした設備増強による新工程の構築 高知銀行

2652 2539110042 高知県 有限会社宮﨑ウェルディング 鋼管圧入機の先端爪溶接技術の高品質・高効率化による事業拡大 高知銀行

2653 2539110043 高知県 井上石灰工業株式会社 自社製造亜鉛華を主体とした安心・安全な農薬の試作開発 四国銀行

2654 2539110044 高知県 株式会社カンキョー 高性能と低コストを両立させた新型ロータリーフィルター式空気清浄機の開発 高知銀行

2655 2539110045 高知県 有限会社タカシン水産 低価格魚を活用した高付加価値水産加工食品の開発及び生産設備の導入事業 四国銀行

2656 2539110047 高知県 有限会社安岡重機 木質バイオマス加工流通施設　高効率化推進事業 四国銀行

2657 2539110050 高知県 亀泉酒造株式会社 高知県産　初　発泡性米ワイン「ＴＯＳＡＣＨＡＭ～土佐シャン～（仮名）」の開発製造 土佐市商工会

2658 2539110052 高知県 荒川電工株式会社 パネル検査を活用した新しいビジネスモデルの開発・展開 こうち企業支援センター

2659 2539110056 高知県
有限会社土佐佐賀産直出荷
組合

県産魚の刺身用冷凍食材の開発販売及び既存商品の品質向上のための設備導入 黒潮町商工会

2660 2539110057 高知県 株式会社パシフィックシステム 在宅患者の栄養状態を改善する栄養ケアプラン支援サービスの構築 幡多信用金庫

2661 2539110066 高知県 株式会社mimoto 抗ウィルス・抗菌・防臭効果を有したＶＢ綿ウェットタオルの生産体制強化 高知商工会議所

2662 2540110006 福岡県 株式会社富士精工 医療向け樹脂部品の高精度化実現のための割出機能付き複合加工機の導入
公益財団法人北九州産
業学術推進機構

2663 2540110007 福岡県 信和工業株式会社 Ｓ－ＰＭ(Sensorless-Permanent　Magnet)モータ用高精度シャフトの開発と量産化。
税理士法人野田税務会
計事務所

2664 2540110008 福岡県 エムファイン有限会社
高速マシニングセンター導入による、燃料電池用セパレーター金型の短納期化・高精度
化への生産体制の強化

福岡ひびき信用金庫

2665 2540110012 福岡県 株式会社ナダヨシ 病院手術室向けクリーンファンユニット極薄材の高効率ベンディングシステムの構築 西日本シティ銀行

2666 2540110013 福岡県 晃大商事株式会社 精密金型に重要なモールドベース加工リードタイム短縮の実現 福岡銀行

2667 2540110017 福岡県 イシバシテクノ株式会社 ロボットアーム（鋳物製）の軽量化試作品の開発 福岡ひびき信用金庫

2668 2540110020 福岡県 新日本金属株式会社 高速ﾏｲｸﾛ複合ﾍｯﾀﾞｰ機導入による新規業種開拓と新規顧客の獲得 商工組合中央金庫
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2669 2540110027 福岡県 有限会社一柳 フードプリンタによる写実的装飾又はデザイン、量産性・低コストの菓子の生産と販売
公益財団法人福岡県中
小企業振興センター

2670 2540110029 福岡県 株式会社ソフトサービス 3次元計測技術を活用した手術後の医療器具自動分別装置の開発 西日本シティ銀行

2671 2540110030 福岡県 鷹取鋳造株式会社 高周波押湯加熱法を用いた銅合金鋳物の品質向上技術の高度化開発 田中哲

2672 2540110031 福岡県 株式会社豊光社 3次元プリント配線基板の製造プロセス確立と実用化 熊谷誠

2673 2540110033 福岡県 有限会社石橋屋 医療向けコンニャク新素材開発事業 福岡銀行

2674 2540110034 福岡県 株式会社プリマベーラ 爬虫類皮革製品（高級ハンドバック）のメンテナンスサービスの展開
ザグ・インスティチュート
有限会社

2675 2540110035 福岡県 株式会社第一工業所 高耐久性ステンレス製オリジナルコンべアカバー高効率生産ラインの構築 福岡ひびき信用金庫

2676 2540110037 福岡県 森尾プレス工業株式会社 熱可塑性炭素繊維材（CFRTP）の低コスト量産加工技術確立に関する試作開発
一般社団法人九州地域
中小企業等支援専門家
連絡協議会

2677 2540110038 福岡県 有限会社中島鍍金工業 タングステンワイヤーへの高速金めっき技術の開発 福岡信用金庫

2678 2540110045 福岡県 株式会社プラテクノマテリアル 高硬度プラスチックの再生処理プロセス開発および工程コストの削減 田川商工会議所

2679 2540110046 福岡県 株式会社アルファタカバ デザイン性豊かな家具作りのための立体造形技術を活用する木工機械の導入事業 大川商工会議所

2680 2540110048 福岡県 株式会社東洋製作所 海外生産品の国内回帰を先導し雇用拡大を目指す精密金属加工設備の導入 加藤博道

2681 2540110049 福岡県 株式会社松島機械研究所 粉塵濃度計に於ける省配線化と通信プロトコルの重畳による拡販
公益財団法人北九州産
業学術推進機構

2682 2540110051 福岡県 株式会社インフォグラム 災害対応地理情報集約システム
公益社団法人北九州産
業学術推進機構

2683 2540110052 福岡県 有限会社中村ツキ板 高品質不燃木材の開発・製造 筑邦銀行

2684 2540110054 福岡県 株式会社ピーエムティー 3D計測データーを用いた、個々の立体形状に合わせたインソール加工専用機の開発 西日本シティ銀行

2685 2540110055 福岡県 株式会社イージーメジャー 洋上大型風車向け回転体テレメータの試作 商工組合中央金庫

2686 2540110058 福岡県 八祥産業株式会社 大型太陽光発電システム架台の短納期・低コスト生産システムの構築 西日本シティ銀行

2687 2540110061 福岡県 タイキ薬品工業株式会社 塩化第二鉄液製造設備の高品位・多品種・低コスト化対応事業 西日本シティ銀行

2688 2540110063 福岡県 戸畑鉄工株式会社 非接触三次元測定機による鋳物製品の工程内検査技術確立とリードタイム短縮 商工組合中央金庫

2689 2540110064 福岡県 陣山技研工業所株式会社 鉄道用軌道関連部品の加工高能率化による生産性改善事業 北九州銀行

2690 2540110065 福岡県
メディアインターナショナル株
式会社

双方向遠隔コミュニケーション機能を有する介護補助システムの開発・製造 商工組合中央金庫

2691 2540110068 福岡県 有限会社九州電化工業所 めっきを利用した高温耐摩耗性に優れたサーメット皮膜の形成方法の実用化
公益財団法人福岡県中
小企業振興センター

2692 2540110071 福岡県 大光炉材株式会社 環境適応型低コスト高性能クロムフリー耐火物の開発 北九州商工会議所

2693 2540110076 福岡県 オリオ精機株式会社 医療介護ロボット用部品の試作生産システム構築による開発サイクルの高速化
公益社団法人北九州産
業学術推進機構

2694 2540110078 福岡県 株式会社八洲セメント工業所 ソーラー式災害時避難誘導無線通信システムの事業化 筑邦銀行

2695 2540110085 福岡県 佳秀工業株式会社 健康食品用ブタ由来高機能性プラセンタエキス粉末の試作開発 福岡ひびき信用金庫

2696 2540110086 福岡県 株式会社九州電化 圧排子開発における素材および製品形状造形の機械化、再使用可能な製品の開発。
公益財団法人福岡県中
小企業振興センター

2697 2540110087 福岡県 株式会社大光研磨 航空機産業向け難削材及び特殊形状加工用高能率エンドミルの開発 北九州商工会議所

2698 2540110089 福岡県 株式会社山一製作所 船舶用チタン製排気二重管の低価格化
公益社団法人北九州産
業学術推進機構
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2699 2540110092 福岡県 中島ゴム工業株式会社 接着剤フィルムを自由な形状で製造可能とする装置の開発 大川信用金庫

2700 2540110096 福岡県 有限会社ウエキモールド 小ロット要求を満足するプラスチック簡易金型の製作期間短縮を実現する 福岡銀行

2701 2540110100 福岡県 株式会社太陽工機 NC旋盤と3次元CADCAMの連携による、加工技術・精度の向上と均一化 大津留孝明

2702 2540110102 福岡県 アイクォーク株式会社 健全な保育環境を創造する保育施設用揺動型ベビーベッドの開発 花園崇

2703 2540110104 福岡県 若波酒造合名会社 パストライザーの導入によるリキュール類の品質改善と少量多品種化 大川信用金庫

2704 2540110108 福岡県
株式会社九州パッキング製作
所

高性能ウォータージェットカッター導入による事業拡大 福岡銀行

2705 2540110109 福岡県 有限会社職彩工房たくみ 農家の素材を生かす果汁ジュース製品の商品開発・受託加工サービス事業
公益財団法人福岡県中
小企業振興センター

2706 2540110111 福岡県 株式会社丸和技研 異種金属接合部の診断を目的とした超音波探傷装置導入と診断技術の確立
税理士法人セントラル
会計事務所

2707 2540110114 福岡県 有限会社英ルーテック 新鋭5軸加工機と三次元測定機導入での成長分野への受注増の新たな取組 水巻町商工会

2708 2540110115 福岡県 株式会社三松 ３Ｄモデルと各種センサを活用した医療機材等向け高品位ロボット研磨システムの試作 福岡銀行

2709 2540110117 福岡県 藤井精工株式会社 医療機器部品加工を見据えた超精密ワイヤー放電加工機の導入 鞍手町商工会

2710 2540110118 福岡県 株式会社丸信 紙器製造事業における画像処理検査装置の導入 久留米商工会議所

2711 2540110121 福岡県 株式会社ファインテック 光学板（液晶パネル用導光板等）の切断刃物量産事業立上げ 猿渡潔

2712 2540110126 福岡県 株式会社有薗製作所 義肢装具士のノウハウを集約したモジュラー式座位保持装置のオーダーシステム構築
公益財団法人北九州産
業学術推進機構

2713 2540110127 福岡県 株式会社九研 外科手術で開いた傷口を短時間で安全に閉じる為の医療機器の試作開発 西日本シティ銀行

2714 2540110131 福岡県 三扇工業株式会社 鉄道車両用継電器盤の電線配線部プリント基板化事業 商工組合中央金庫

2715 2540110136 福岡県 シャボン玉石けん株式会社 迅速簡便で初期消火に有効な環境配慮・投てき型石けん系消火用具の開発
公益財団法人北九州産
業学術推進機構

2716 2540110137 福岡県 株式会社昭和電気研究所 ウェハクラック及びチッピング検査装置開発 福岡銀行

2717 2540110139 福岡県 株式会社ソルブ 麻酔カート組込型「極小版」注射薬認識装置及び、簡易麻酔記録システムの試作開発 春日市商工会

2718 2540110141 福岡県 株式会社福岡技研 超精密加工事業及び金型一貫製造組立事業への進出 筑紫野市商工会

2719 2540110142 福岡県 千代田工業九州株式会社 非接触三次元測定機導入による開発期間短縮化への対応と品質向上 北九州商工会議所

2720 2540110146 福岡県 精巧印刷株式会社 高性能オンデマンド印刷機および造形装置の導入による新規需要開拓 福岡銀行

2721 2540110149 福岡県 株式会社テクノ光暉 門型ＮＣフライス導入による、最大加工能力の強化そして航空機分野参入への展開 福岡ひびき信用金庫

2722 2540110152 福岡県 シスメット株式会社 携帯電話回線を活用した気象予測システムの開発及び新サービスの提供 北九州商工会議所

2723 2540110154 福岡県 株式会社九州メディカル 海洋乳酸菌を利用した感染性胃腸炎の予防を目的とする健康食品の開発 松本健司

2724 2540110155 福岡県
株式会社システム・ジェイ
ディー

蓄電池用高精度劣化診断装置の試作開発
公益財団法人福岡県中
小企業振興センター

2725 2540110158 福岡県 合同会社ｃｏｄｅ－Ｑ 配線工事不要なスマートエントリ型電子錠の開発 福岡商工会議所

2726 2540110160 福岡県 宮田織物株式会社 伝統的な織物を幅広い商品に活用する為の低コスト量産技術の開発 商工組合中央金庫

2727 2540110161 福岡県 株式会社アステック バイオ医薬品を高効率に生産するための簡易型自動細胞培養装置の開発 河上信二

2728 2540110163 福岡県 株式会社苅野 リサイクル超硬合金粒を複合化する耐摩耗鋳造素材製造設備の導入 北九州銀行
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2729 2540110168 福岡県 株式会社フコク 車両用成型フェルト端材の効果的リサイクルと連続再製品化技術の開発 田中　哲

2730 2540110169 福岡県 イーアイエス株式会社 競技場の芝生育成のためのLED照明制御システムの開発 商工組合中央金庫

2731 2540110175 福岡県 株式会社オークマ 木製防火ドアの需要増加に対応できる生産ラインの構築 福岡銀行

2732 2540110184 福岡県 株式会社フジエンジニアリング
Al-(5%)Mｇ溶射ボルト自動溶射加工機の試作機開発による生産性向上と低コスト化確立
事業

りそな銀行

2733 2540110186 福岡県 株式会社戸畑製作所 セミソリッド鋳造による易加工性・難燃性マグネシウム合金素材の開発 商工組合中央金庫

2734 2540110190 福岡県 株式会社イワモト 高性能ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ導入による難削材加工及び短納期化 広島銀行

2735 2540110193 福岡県 有限会社ビーウィズデザイン 世界初音響専用マグネシウム合金採用純正交換型高級カーオーディオの開発 土井浩多郎

2736 2540110194 福岡県 株式会社岡部マイカ工業所 発電機用コイル向け耐コロナ性半導電シートの生産体制の構築 中間商工会議所

2737 2540110197 福岡県 株式会社ファイブホーカーズ ミャンマーでの道路状況等や粗悪燃料に対応した輸出用中古自動車の試作開発・販売 久留米商工会議所

2738 2540110198 福岡県 株式会社ロジカルプロダクト 機械制御のワイヤレス化のための高速応答無線通信装置の開発
公益財団法人福岡県中
小企業振興センター

2739 2540110203 福岡県 株式会社西部技研 ロボット設備の導入による製造技術の最適化と合理化推進 商工組合中央金庫

2740 2540110205 福岡県 株式会社石橋製作所 風力発電用増速機　ショットブラスト表面改質工程の強化
公益財団法人福岡県中
小企業振興センター

2741 2540110206 福岡県 ソフトケア有限会社 医療機器：糖尿病画像診断装置の開発と製品化 林田俊一

2742 2540110213 福岡県
ネオシステム株式会社
株式会社エコロニューム

被災地の高齢者、地域コミュニティーの生活を支援する見守りシステムの開発 福岡銀行

2743 2540110215 福岡県 株式会社虎変堂 カラシ抽出物を活用した食中毒並びにノロウィルス感染防止に役立つ抗菌剤の製造。 豊和銀行

2744 2540110218 福岡県 大一食品工業株式会社
真空フライヤーと減圧水蒸気蒸留装置の特性を活かした地場産規格外梨の加工品の開
発・販売

八女商工会

2745 2540110220 福岡県 株式会社GGGForall 湧水にしか生息しない希少な「スイゼンジノリ」を活用したＰＢ化粧品の開発 齊藤久美

2746 2540110221 福岡県 有限会社スティル 多品種少量生産現場における２次元コード認識機を利用した技術支援システムの導入 北九州銀行

2747 2540110223 福岡県 株式会社トライアゲイン トラック配送を効率化する「運用システムと専用モジュール」の開発
ザグ・インスティチュート
有限会社

2748 2540110224 福岡県 ダイヤ糊工業株式会社 冷感持続型新規首巻き型保冷剤の試作開発 福岡銀行

2749 2540110227 福岡県 アイエムティ－株式会社 ファインバブルを用いた医療機器（介護）・自動車部品・半導体への精密洗浄装置開発 西日本シティ銀行

2750 2540110232 福岡県 株式会社ムナカタ プラスチック再生処理工程の機械化推進による増産、工期短縮及び品質向上 富永一也

2751 2541110004 佐賀県 株式会社発光技研 救命・救助等用発光ジェルの開発と生産態勢の構築 佐野康隆税理士事務所

2752 2541110008 佐賀県 美光九州株式会社 真空蒸着機の排気能力増強による高輝度反射膜製造技術の開発と価格競争力の向上 商工組合中央金庫

2753 2541110011 佐賀県 聖徳ゼロテック株式会社 電池セパレーター開発に伴うミクロの超精密洗浄を行う。 商工組合中央金庫

2754 2541110014 佐賀県 東亜工機株式会社
高性能三次元測定機による４ストローク発電機用シリンダライナ及びシリンダカバーの精
密計測検査

佐賀県商工会連合会

2755 2541110016 佐賀県
有限会社ケイジー・メタルテッ
ク

順送型プレス金型製造技術を確立し競争力の強化とマーケット拡大を図る 商工組合中央金庫

2756 2541110019 佐賀県 株式会社八幡ねじ 革新的物流システム構築 鳥栖商工会議所

2757 2541110022 佐賀県 株式会社大神 独自生産管理システム導入により、生産原価２０％低減、受注拡大を目指す 商工組合中央金庫

2758 2541110027 佐賀県 株式会社中村 直営店舗におけるアロマ蒸留体験プログラムとカウンセリングサービスの開発 大川信用金庫
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2759 2541110028 佐賀県 公栄工業株式会社
バリ取り機導入による精密板金加工の短納期、コスト削減の実現と生産工程改善による
競争力強化

佐賀商工会議所

2760 2541110032 佐賀県 古伊万里酒造有限会社 佐賀県のバイオ技術を活かした高付加価値商品及び新商品開発への製造環境整備 伊万里商工会議所

2761 2541110033 佐賀県 株式会社エヌケーフーズ 冷凍食肉（－１８℃）の瞬間微凍結化（－４℃）による受注・発送リードタイムの短縮 商工組合中央金庫

2762 2541110034 佐賀県 株式会社大橋 生竹の直接燃焼による農業ハウス栽培に適したバイオマス空調技術の開発 佐賀銀行

2763 2541110036 佐賀県 有限会社ふるさと倶楽部 超音波照射水を活用して食肉の自然発色を行う新たな製造法の確立 佐賀銀行

2764 2541110037 佐賀県 佐賀冷凍食品株式会社 九州素材の海鮮物を使った「おもてなし寿司」の試作開発及び冷凍流通技術の確立 牛津芦刈商工会

2765 2542110003 長崎県 株式会社中川機工 高効率火力発電設備用バーナー及びタービン軸受部品の高度化事業
横尾みちる税理士事務
所

2766 2542110004 長崎県 株式会社微研テクノス 環境中に排出される排水分析の自動化による迅速化とコスト削減 宮地税理士事務所

2767 2542110005 長崎県 株式会社田中造船 大型マシニングセンタを用いた船型製作技術の構築による競争力の強化 伊万里信用金庫

2768 2542110007 長崎県 株式会社公精プラント 最新鋭の複合NC旋盤機械を新規導入する事業 石栄税理士事務所

2769 2542110011 長崎県 ミカローム工業株式会社 無電解ニッケルめっき製造能力の増強・効率化・大型化による競争力の強化。 十八銀行

2770 2542110012 長崎県 有限会社瓊の浦工業 新添加剤利用における新燃料製造のための実証プラント開発 長崎銀行

2771 2542110013 長崎県 株式会社ジャパンアクアテック 運動器症候群予防のための移動式水中歩行訓練機の試作・開発 商工組合中央金庫

2772 2542110029 長崎県 中島ノズル株式会社 環境対応型自動車用の電子制御燃料噴射装置向け整備システム導入 商工組合中央金庫

2773 2542110030 長崎県
長崎蒲鉾水産加工業協同組
合

蒲鉾原料製造に高精度水分制御システムを導入し品質の飛躍的向上を図る アップパートナーズ

2774 2542110032 長崎県 株式会社村里運輸 バイオディーゼル燃料の外販の為の品質向上に資する設備増設の事業 宮地学税理士事務所

2775 2542110033 長崎県 株式会社クリーン・マット レンタルサービスの顧客満足度向上と設備更新による競争力強化 東長崎商工会

2776 2542110042 長崎県 株式会社ジャパンシーフーズ 寿司向け生食用アジフィーレ(皮剥3枚卸)の海外輸出の為の製造設備導入 伊予銀行

2777 2542110043 長崎県 有限会社竹内マシン 産業用ロボットのアーム（腕）・関節部品・基礎ベース等加工の量産化 商工組合中央金庫

2778 2542110045 長崎県 株式会社峯陽 高付加価値鋳鋼品のリサイクル化による環境・エネルギー分野への進出 手塚智三郎

2779 2542110046 長崎県 株式会社クギマチ スーツケースのカスタマイズ生産及び修理サービス強化によるエコ社会構築計画 商工組合中央金庫

2780 2542110047 長崎県 重松工業株式会社
ＤＬＣ(Diamond-like Carbon)膜生産技術を応用した電極材を利用する電解水生成装置の
開発

一ノ瀬小川税理士事務
所

2781 2542110048 長崎県 イサハヤ電子株式会社 メガソーラー用ワイドレンジ、小型、高効率制御電源の試作・開発 親和銀行

2782 2542110050 長崎県 ケービーソフトウェア株式会社 医療現場のヒヤリハット情報を有効活用して、事故防止・対策を強化する製品の開発 十八銀行

2783 2542110052 長崎県
有限会社ティエムエンタープラ
イズ

微生物を用いた呼吸器系疾患原因真菌の抑制及び消臭技術開発 親和銀行

2784 2542110053 長崎県 株式会社富建 顧客に100年住宅を提供するための施工・保守管理システムの開発 前田診断士事務所

2785 2542110055 長崎県 システムファイブ株式会社 スモールオフィス向けEMSの開発（SEMS: Small office Energy Management System） 石井税理士事務所

2786 2542110058 長崎県 睦工業株式会社 自動車部品の「新加工方法の確立」による高精度・短納期化への対応 静岡中央金公

2787 2542110061 長崎県 湯川王冠株式会社 特殊旋盤加工による低コスト配管部品の開発 商工組合中央金庫

2788 2542110062 長崎県 株式会社ニーテックハマナカ プレスブレーキ導入による太陽光発電システムの架台製作の精度向上と生産性の向上 商工組合中央金庫
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2789 2542110064 長崎県 株式会社中村輪業 通院の際に自動車の助手席への乗り降り（移乗）が容易にできる機器の開発 南島原市商工会

2790 2543110002 熊本県 株式会社旭セミコン 石英バーナー用高精度自動リサイズ旋盤の導入 河野公認会計士事務所

2791 2543110003 熊本県 株式会社フュージョン 最新加工機の導入による事業基盤強化と新規市場、顧客の開拓 栗谷会計事務所

2792 2543110005 熊本県 株式会社ボーイ 高齢顧客及び来店困難者向けの高付加価値出張美容システムの提供 熊本商工会議所

2793 2543110008 熊本県 有限会社高見商店 ３Ｄフリーザーを利用したメディカルフーズの加工販売事業 八代商工会議所

2794 2543110010 熊本県 松本板金工業株式会社 簡易ワンタッチ立平葺屋根材の幅を変える移動可能な成型機の導入 坂口浩昭税理士事務所

2795 2543110011 熊本県 株式会社サトウ 農ＰＯフィルム解反・加工機導入による施設園芸被覆資材一貫生産体制の確立 肥後銀行

2796 2543110012 熊本県 株式会社Microexam 歯周病原因菌のP.G菌type別DNA測定システム 肥後銀行

2797 2543110013 熊本県 株式会社ベルクミート 食肉のうまみをアップさせる自己消化酵素の活性化と防腐技術の確立
公益財団法人くまもと産
業支援財団

2798 2543110014 熊本県 有限会社タカハシ弓具店
ＵＶプリンターを用いた羽毛繊維への印刷、及びレーザーカットによる精密加工技術の開
発

商工組合中央金庫

2799 2543110015 熊本県 有限会社坂本石灰工業所 医療器具向け高性能ガス吸収ユニットの開発 商工組合中央金庫

2800 2543110018 熊本県 さくら株式会社 着物リメイク事業の新規販路開拓のための試作品製作 熊本市託麻商工会

2801 2543110019 熊本県 株式会社ヒライ 直営惣菜店の競争力強化の為の新メニュー開発事業 商工組合中央金庫

2802 2543110024 熊本県 熊本ソフトウェア株式会社 アレルギー抑制成分を持つ機能性植物の工業的生産実証事業
公益財団法人くまもと産
業支援財団

2803 2543110027 熊本県
株式会社上村エンタープライ
ズ

医療産業分野本格参入に向けた低コスト・高品質生産の確立 商工組合中央金庫

2804 2543110029 熊本県 株式会社清田鋳機 産業廃棄物を再利用可能とする高効率省エネルギー砂再生方式と装置の開発。 肥後銀行

2805 2543110030 熊本県 株式会社果実堂 環境負荷法による新規大豆由来イソフラボンの高効率生産法の確立 商工組合中央金庫

2806 2543110037 熊本県 三栄工業株式会社 ノンスカラップ工法対応による品質向上及び受注拡大のための設備投資事業 大牟田柳川信用金庫

2807 2543110038 熊本県 ムーンムーン株式会社 アプリと連動した新たなポータブル光目覚まし時計の開発 熊本信用金庫

2808 2543110040 熊本県 株式会社ケイ・エフ・ケイ小川 新分野の業容獲得へ向けての5軸加工機とCAD/CAMの導入 肥後銀行

2809 2543110042 熊本県 有限会社卸中村果実 農産物の付加価値向上を目的としたフリーズドライ加工事業
株式会社経営合理化研
究所

2810 2543110045 熊本県 株式会社コムセンス 光センサーの導入による食味品質の向上及び高品質ドライフルーツの製造販売
中小企業診断士北岡事
務所

2811 2543110047 熊本県 ナカヤマ精密株式会社 ダイヤモンドホイール成形加工技術の構築による生産プロセスの改善と自動化 商工組合中央金庫

2812 2543110049 熊本県 株式会社ヒューマン 微小部品、ＢＧＡ（Ball Grid Array）パッケージＩＣの実装を可能とする製造ラインの構築。 くまもと産業支援財団

2813 2543110051 熊本県 株式会社プレシード 産業用インクジェットプリンタ用インク（素材）開発の為の評価装置の試作・開発 肥後銀行

2814 2543110053 熊本県 お茶のナカヤマ マイクロ波減圧乾燥によるフルーツや野菜の乾燥加工品開発・販売事業 菊池市商工会

2815 2543110056 熊本県 株式会社不二宮製作所 重度障害者、高齢者向け ポータブルモニタ、照明用スタンドの開発 福岡銀行

2816 2543110061 熊本県 株式会社エムイーエス サイバーファクトリー構築による航空機産業への参入 肥後銀行

2817 2544110001 大分県 株式会社オーツカディーゼル 非常用発電機の市場に本格参入するため、コストダウンと品質向上を図る設備の導入 大分県産業創造機構

2818 2544110003 大分県 株式会社岩田鐵工所 製鉄圧延ロール関連部品の生産能力強化事業 福岡銀行
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2819 2544110004 大分県 有限会社いなづま 「皮革クリーニングおよび着彩サービス」の機械化による生産性の向上 大分県産業創造機構

2820 2544110006 大分県 大分電子工業株式会社 最先端半導体デバイスの後工程生産技術の開発
税理士法人大分綜合会
計事務所

2821 2544110011 大分県
冨士タンパク食品工業有限会
社

大分県産大豆を原材料にした加工食品の消費期限延長技術の確立及び全国への販路
拡大

大分県産業創造機構

2822 2544110012 大分県 由布合成化学株式会社 環境配慮型次世代自動車（ハイブリッド自動車）の小型化に掛かる新技術 商工組合中央金庫

2823 2544110013 大分県 マルゲン株式会社 木製食品容器の先端的単板切削機による低コスト良品量産化と製品開発 豊和銀行

2824 2544110015 大分県 中津コスモス電機株式会社 密閉型半固定可変抵抗器のデジタル特性検査装置の開発及び、倍速検査の実現 大分銀行

2825 2544110016 大分県 有限会社中央印刷 高品質オンデマンド印刷機導入による競争力強化と環境配慮 大分県信用組合

2826 2544110020 大分県 株式会社マリーンパレス 水族館「うみたまご」2期新施設増設計画 商工組合中央金庫

2827 2544110023 大分県 株式会社ブライテック モータ等の高効率化を可能にする磁気特性分析装置の機能向上及び販売促進 大分県産業創造機構

2828 2544110026 大分県 後藤体器株式会社 遊具用オリジナル締結具の製造技術開発と子供用組立遊具の開発・拡販 大分銀行

2829 2544110028 大分県 株式会社カスガ水産 最新瞬間冷凍機導入と山椒一次加工専用機械開発による品質向上と作業の効率化 伊予銀行

2830 2544110029 大分県 有限会社二豊 小ロット短納期の贈答用木箱に係る新たな需要を獲得するための生産体制の強化 日田商工会議所

2831 2544110030 大分県 有限会社東栄工業所 ショットブラスト設備導入による塗装工程の高品質化・効率化・省エネの実現 大分みらい信用金庫

2832 2544110036 大分県 スターコックス株式会社 真空射出成形機導入による生産性の向上と新分野受注拡大による雇用の創出 大分県信用組合

2833 2544110040 大分県 株式会社パワーテクノロジー 医療・健康分野部品受注拡販に向けた、樹脂加工機の導入 大分県産業創造機構

2834 2544110041 大分県 株式会社クニナリ 震災後に需要急増の『防水扉』製作過程で使用するフレキシブル定盤システムの導入 商工組合中央金庫

2835 2544110046 大分県 株式会社ヒロテック サーモグラフィ利用によるプレス品欠陥検出機開発による生産性向上と品質向上 西国東商工会

2836 2544110049 大分県 株式会社平田製作所 中空成型機導入による自動車関連部品の分岐接続ねじ切りの精度と生産性の向上 大分県信用組合

2837 2544110057 大分県 株式会社お菓子のウメダ
県産食材使用の銘菓の、最新角折ﾋﾟﾛｰ包装機導入によるデザイン性・生産性・品質保
持力の向上

伊予銀行

2838 2544110059 大分県 株式会社山忠 形状細分化ラインの導入による海藻加工副産物の有効利用と生産性向上 大分県産業創造機構

2839 2544110061 大分県 株式会社デンケン 半導体開発における断面解析技術構築 大分銀行

2840 2544110062 大分県 浜嶋酒造合資会社 「鷹来屋」のブランド構築並びに成長戦略の足掛かりとなる設備導入計画
大分ベンチャーキャピタ
ル株式会社

2841 2544110065 大分県 株式会社池永セメント工業所
南海トラフ地震への備え自己修復型プレキャストコンクリート杭を使った「環境汚染のな
い地盤改良サービス」

豊和銀行

2842 2544110067 大分県 株式会社大阪クリップ
自動機導入による名札表示面・カードケースの品質向上および国内での生産体制の構
築

公認会計士・税理士松
井章事務所

2843 2544110069 大分県 木本機器工業株式会社 難燃性マグネシウム合金の金型鋳造技術開発と製造・品質保証体制の確立 大分銀行

2844 2545110001 宮崎県 旭鋼材工業株式会社
最新鋭の自動ガス切断機および自動ドリルマシンの導入による、短納期化と高精度化の
実現。

鹿児島銀行

2845 2545110003 宮崎県 アイ・ホーム株式会社 ３次元温熱シュミレーションソフトの活用による住まいの温熱環境の可視化 佐土原町商工会

2846 2545110004 宮崎県 株式会社サニー・シーリング 塗工技術を使った機能性ラベルの開発 西日本シティ銀行

2847 2545110005 宮崎県 ミツワハガネ株式会社 熱処理後の高硬度難切削材の精密仕上加工におけるコストダウン 宮崎太陽銀行

2848 2545110006 宮崎県 株式会社水永水産 宮崎焼酎もろみ漬け商品のコストダウンのための設備改良事業 宮崎銀行
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2849 2545110010 宮崎県
株式会社芝田スプリング製作
所

最新型電気炉等を活用した表面処理工程の低原価化の実現 宮崎太陽銀行

2850 2545110017 宮崎県 九州オリンピア工業株式会社 製缶製品受注拡大に向けた高品質、低価格、短納期化への取り組み 宮崎銀行

2851 2545110020 宮崎県 株式会社イーテック マルチ充電型のバッテリー式LED投光機の試作開発 宮崎銀行

2852 2545110023 宮崎県 株式会社教育情報サービス PDFファイルに声と手書きを付加できるソフトウェアの開発 宮崎商工会議所

2853 2545110024 宮崎県
株式会社吉川アールエフセミ
コン

加圧式オーブンを活用した高性能LEDモジュール量産技術の確立 新富町商工会

2854 2545110025 宮崎県 松山塗料商事株式会社 ３D造形加工機を活用したオーダーメイドマスキング治具事業の展開 宮崎銀行

2855 2545110026 宮崎県 甲斐研磨工業 高精度万能研削盤導入による技術向上と継承、新たな市場開拓 北方町商工会

2856 2545110027 宮崎県 株式会社花菱塗装技研工業 環境エネルギー産業への参入に向けての塗装装置導入 商工組合中央金庫

2857 2545110028 宮崎県 株式会社名古屋精密金型 金型の輪郭加工における精度の確保とリードタイム及びコスト改善による生産性向上 愛知銀行

2858 2545110031 宮崎県 株式会社山口鉄工建設 建築鉄骨加工の高精度・高速加工ライン化事業 高鍋信用金庫

2859 2545110033 宮崎県 株式会社アイエヌティ 自動計数梱包設備の導入による製品原価のグローバル競争力向上 池田泉州銀行

2860 2545110038 宮崎県 高千穂シラス株式会社 自動計量器の導入及びシーケンサーとレベラーによる自動搬送システムの導入 静岡銀行

2861 2545110044 宮崎県 有限会社日向キャスティング 鋳造工程を短縮する為の3Dデータを使ったマシニングセンタの活用 宮崎県産業振興機構

2862 2545110046 宮崎県 有限会社岡崎牧場 高度な凍結・解凍技術を活用した牛肉加工食品の高付加価値化と生産体制の確立 宮崎太陽銀行

2863 2545110050 宮崎県 株式会社システム技研 CNC旋盤を活用した医療機器の精度向上とコストダウン及び短納期化の実現 宮崎県産業振興機構

2864 2545110055 宮崎県 株式会社昭和 航空機分野進出のための製造技術及び品質保証体制の確立 馬服＆パートナーズ

2865 2545110057 宮崎県
有限会社あすなろ精密
株式会社オールファクト

乾式研磨用砥石の開発及び３DCAD・CAM導入による金属部品加工の高精度・低コスト・
短納期化

延岡信用金庫

2866 2545110059 宮崎県 有限会社イエムラ 自動直線縁貼機導入による高効率化と競争力強化 宮崎銀行

2867 2546110001 鹿児島県 株式会社Subio 大島紬の高級インテリア市場開拓のための営業支援ソフトウェア製作事業 あまみ商工会

2868 2546110006 鹿児島県 富山薬品工業株式会社 ディーゼルエンジン車　排ガス対策薬剤『高品位尿素水』製造設備の建設 鹿児島銀行

2869 2546110011 鹿児島県 アロン電機株式会社 降灰対応型太陽光発電パネル清掃装置の開発 鹿児島銀行

2870 2546110013 鹿児島県 株式会社わくわく園 ティーバッグ充填包装機導入による桑製品加工の新たな展開 鹿児島銀行

2871 2546110014 鹿児島県 有限会社船津ソーイング
３次元アパレルＣＡＤシステム導入で、新たなデザインコンセプトや機能付与を可能とす
る加工技術の開発

姶良市商工会

2872 2546110015 鹿児島県 三豊機工株式会社 端面テーパー加工の高精度・高効率加工技術の確立
税理士法人甲南総合会
計

2873 2546110017 鹿児島県 株式会社菊永鉄筋工業
高強度鉄筋鋼棒切断機・曲加工機の新規導入による作業安全化・効率化・容易化による
コスト削減・新規雇用促進

南九州市商工会

2874 2546110020 鹿児島県 株式会社キンコー 環境触媒用金型製作にて最重要課題であるハニカム微細溝加工技術の確立 鹿児島銀行

2875 2546110021 鹿児島県 有限会社宮崎商会
酵素の分解反応を利用し形状を保持した咀嚼・嚥下不良者、シニア向けの超柔らか食の
製造販売

商工組合中央金庫

2876 2546110022 鹿児島県
鏡原製茶有限会社お茶の緑
峰園

地域特産の「ばら」を活用したばら煎茶の試作品開発と市場開拓 かのや市商工会

2877 2546110023 鹿児島県 山川造船鉄工株式会社 高所作業における生産工程の高効率化による競争力強化事業 菜の花商工会

2878 2546110028 鹿児島県 宮内機械有限会社 雑木・草刈に対する労力の軽減・危険回避による草刈の請負サービス 志布志市商工会
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2879 2546110029 鹿児島県 吹上焼酎株式会社
地元特産の果実と芋焼酎のコラボ。果実たっぷりのとろりとしたデザートリキュールの開
発

鹿児島銀行

2880 2546110031 鹿児島県 エムテック有限会社 プレス加工の精密金型の製作からプレス加工までの一貫生産化 薩摩川内市商工会

2881 2546110039 鹿児島県 北薩環境管理協同組合 生ごみ堆肥化リサイクル事業 阿久根商工会議所

2882 2546110043 鹿児島県 有限会社ケイ・エム・エス ホルター心電図解析インターネットシステム導入計画 牧口泰久税理士事務所

2883 2546110045 鹿児島県 窪田織物株式会社 自社のオリジナル図案デザインを活用した新商品開発と市場開拓 グローカルサポート

2884 2546110047 鹿児島県 エス・パックス株式会社 最新の印刷製函機の導入による高速化で増産体制の確立
宇都宮一崇税理士事務
所

2885 2546110050 鹿児島県 有限会社Truebalance 健康寿命延伸事業としてのアンチエイジング医学教室マニュアル化事業 南日本銀行

2886 2546110056 鹿児島県
鹿児島県オーストリッチ事業
協同組合

ヘルシーで美味しい鹿児島県産ダチョウを用いた調理方法の開発 鹿児島興業信用組合

2887 2546110057 鹿児島県 アクアブルー株式会社 養殖魚の正確な履歴公開と効率的なピッキング作業を実現するための試作開発 森田純弘

2888 2546110060 鹿児島県 大成ビルサービス株式会社 プロパンガスエンジン式高温高圧吸引型多目的洗浄機の購入 鹿児島相互信用金庫

2889 2546110061 鹿児島県 株式会社太陽漬物 横式自動真空包装機の導入による沢庵漬包装の高度化 曽於市商工会

2890 2546110063 鹿児島県 株式会社ステップ 材料の形状加工精度と加工速度改善の為の高性能横型フライス盤の導入 南日本銀行

2891 2546110064 鹿児島県 ネクサスプレシジョン株式会社 生産工程プロセスの設備導入による生産効率向上計画 商工組合中央金庫

2892 2546110065 鹿児島県
有限会社ショウナンエンジニ
アリング

精密切削加工の精度を向上化するクーラント液ろ過装置（マグネットインラインフィル
ター）の開発・製造

曽於市商工会

2893 2547110001 沖縄県 沖水化成株式会社 硬質塩ビ電力ケーブル防護管の開発 琉球銀行

2894 2547110007 沖縄県 拓南製鐵株式会社 圧延ロールの難切削（超硬）化に対する切削及び研削技術の高度化 山内公認会計士事務所

2895 2547110008 沖縄県 株式会社ソーイングアイ 縫製自動機導入による位置決め精度・速度の向上による効率化 沖縄銀行

2896 2547110009 沖縄県
有限会社津嘉山ステンレス工
業

顧客ニーズに対応するための板金加工ベンディングマシン設備の導入 安里公認会計士事務所

2897 2547110015 沖縄県 リューセロ株式会社 製菓・製パン部門におけるデザイン一体型サイドウェルド製袋技術の開発 福直治税理士事務所

2898 2547110016 沖縄県 有限会社沖縄メンテナンス 大型分銅の導入で、油圧機器の修理及び定期検査による包括的サービスの提供 沖縄銀行

2899 2547110017 沖縄県 株式会社アイアム デジタル生地印刷機器を活用したオリジナルデザイン製品の展開 沖縄銀行

2900 2547110019 沖縄県
大和コンクリート工業株式会
社

電気給湯システム導入によるカーボンオフセットコンクリート製品製造
前新健千代税理士事務
所

2901 2547110020 沖縄県 株式会社照正組 遮熱・遮音・遮水ブロックの製品化によるお施主様への快適生活の勧め 与那原町商工会

2902 2547110023 沖縄県 株式会社パム 沖縄県内限定・会員制（法人会員）福利厚生サービス「エリアライフ」事業 沖縄銀行

2903 2547110025 沖縄県 阿嘉食品株式会社 軽量PETボトルのプリフォーム射出成型・ロータリブロー成型金型の試作 琉球銀行

2904 2547110026 沖縄県 株式会社ミヤギパッケージ 短納期・小ロット・バリエーションに応えるパッケージ設計生産設備の導入 商工組合中央金庫

2905 2547110027 沖縄県 有限会社海邦ベンダー工業 顧客からの製作金物の多様なニーズに応え競争力強化を実現する
有限会社上原総合研究
所

2906 2547110028 沖縄県 株式会社國吉商店 大型高速スクラップ処理機器活用による業務効率化と付加価値拡大 琉球銀行

2907 2547110029 沖縄県 株式会社誠もち店 沖縄のフルーツ等を活用した塩大福の開発及び量産化工程の確立 沖縄銀行

2908 2547110032 沖縄県 株式会社海邦商事 さとうきび移動式圧搾装置の開発 税理士法人リモト
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2909 2547110033 沖縄県 宮古木工芸組合 NCルーター導入による市場ニーズに応えた製品の製作・販売の実現 琉球銀行

2910 2547110036 沖縄県 有限会社グリーンフィールド 沖縄産紅芋の最適な貯蔵を確立するための糖化保管庫の整備事業 琉球銀行

2911 2547110040 沖縄県 株式会社マリンコムズ琉球 海中環境を健康癒しの場として活用した新たな機器とサービスの開発 金城一也税理士事務所

2912 2547110042 沖縄県 有限会社高江木工 バフ加工不要で短納期量産化を可能にするアクリル用ＮＣ設備導入 沖縄海邦銀行

2913 2547110048 沖縄県 株式会社ネオ・プランニング 海上輸送コンテナ規格を採用した軽量鉄骨による小型ハウスの開発 琉球銀行

2914 2547110056 沖縄県 請福酒造有限会社 泡盛を原料としたリキュールの品質向上・新商品開発 石垣市商工会

2915 2547110058 沖縄県 ヘリオス酒造株式会社 沖縄県産紅いも焼酎の副産物を活用した健康食品の開発 有田貴治税理士事務所

2916 2547110062 沖縄県 ＮＴＩ株式会社 超精密微細形状による高効率、高品位なLED導光体の開発 第四銀行
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