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1 2901210529 北海道 北海道磁気印刷株式会社 5430001022012
最新ＰＯＤ機導入による、自社製品「ハリセンス」の
高品質化・小ロット多品種に対応。

株式会社北洋銀行

2 2901210535 北海道 株式会社残間金属工業 2460001000653
研磨加工高度化と特注品製造への注力による高技術蓄
積・提供体制の実現

釧路信用金庫

3 2901210538 北海道 株式会社札幌アール・シー鋼業 9430001063498
最新の鉄筋自動切曲装置とＱＲコード読取装置の導入
による販路拡大

株式会社北海道銀行

4 2901210539 北海道 株式会社もち米の里ふうれん特産館 7450001007884
なよろ特産の餅を世界に！計量機導入による生産性改
善と品質向上

北見信用金庫

5 2901210541 北海道 株式会社コスモスチール 7430001033759
成長が期待できる建築用『軽量鉄骨』市場への先発的
かつ本格的な参入

北海道信用金庫

6 2901210543 北海道 ハッピーフーズ株式会社 1460301003423
高品質化に向けての生産性向上による地元産秋鮭の販
路拡大

株式会社北海道銀行

7 2901210549 北海道 株式会社池田歯車製作所 8430001001269
歯車設計支援ソフトで外注製作（歯車）を内製化する
事業

株式会社北洋銀行

8 2901210550 北海道 有限会社三和印刷 5440002001939
地域初！デジタル時代に印刷物とＡＲを融合させる新
技術の製本機導入

株式会社北洋銀行

9 2901210551 北海道 株式会社福島印刷 7430001052073
高精細印刷に対応した製版機の導入による商圏の拡大
と収益性の改善

北海道信用金庫

10 2901210554 北海道 尾崎歯科医院
短納期で安価・安全・安心できる歯冠修復サービスの
提供

株式会社秋田銀行

11 2901210555 北海道 株式会社勝建工業 4460101003199
先進的なＩＣＴ対応油圧ショベルの導入による情報化
施工サービスの提供

株式会社北海道銀行

12 2901210556 北海道 株式会社新保商店 2430001007643
一次・二次加工を自社完結する業界トップレベルのワ
ンストップ生産体制の構築

株式会社北海道銀行

13 2901210559 北海道 有限会社片原商店 3460102005609
パン生地製造工程を新設工場に集約、自動化！生産性
向上を通した地元の魅力発信

帯広信用金庫

14 2901210560 北海道 有限会社京進機工 6430002006070
ＩＯＴを活用し、他社が敬遠する複雑・難加工形状の
単品製作の生産性を向上させる。

公益財団法人北海道中小企業総合支援センター

15 2901210563 北海道 株式会社メリット情報内藤 9460101001834
無人ヘリコプターによる農薬空中散布サービスを開始
し、十勝の作物、畑、農家を守る

帯広信用金庫

16 2901210564 北海道 有限会社庄司鉄工所 1450002009828
高精度・高生産性を実現する多品種対応切削能力型フ
ライス盤の導入

株式会社北海道銀行

17 2901210565 北海道 北光印刷株式会社 7430001053724
北海道内初のＵＶ装置付Ａ３判４色印刷機システムに
よるフィルム封筒印刷事業の参入と雇用の拡大

株式会社北洋銀行

18 2901210568 北海道 媚山鉄工株式会社 7450001001144
Ｈ形鋼・ＮＣ６軸高速穴あけ加工機導入による鋼材一
次加工の高度化と生産能力拡大の実現

一般財団法人旭川産業創造プラザ

19 2901210570 北海道 株式会社ＦＵＪＩ 9430001009121
ＩＴ・プリペイドカード活用による北海道物産の発展
に向けたＷｅｂサービスの提供

株式会社北海道銀行

20 2901210572 北海道 株式会社電制 4430001043323
水産物鮮度センサにおける鮮度指標「Ｋ値」との検量
線開発

株式会社北洋銀行

21 2901210573 北海道 有限会社日勝運輸 7460102005852
ドライバー向け体調監視機器と安全運転促進システム
の導入

株式会社北海道銀行

22 2901210577 北海道 株式会社三好製作所 8010801011658 おわん形状食器への印刷技術開発 室蘭信用金庫

23 2901210586 北海道 株式会社三洋コンサルタント 2450001007963
３Ｄデータ取得装置と既存測量器一体型測定装置・解
析ソフト導入による市場拡大

株式会社北海道銀行

24 2901210587 北海道 有限会社菓子司新谷 5450002009246
生産性向上設備の導入による「ふらのラングドシャ」
の需要拡大事業

株式会社北洋銀行

25 2901210589 北海道 ニホンフード株式会社 8430001046594
自動計量導入によるレトルト食品製造工程の生産性向
上と販路拡大

株式会社北洋銀行

26 2901210595 北海道 株式会社北海道アルファ 2460101003903
自社の経営資源を活用した事業多角化により災害対応
力の高い企業へ

帯広信用金庫

27 2901210598 北海道 株式会社ディーディーエル 8430001041843
ＬＰＷＡ通信を用いた業務・運用の効率化を推進する
サービスの提供

株式会社北洋銀行

28 2901210599 北海道 株式会社マルマス 8440001006192
かぼちゃ乱切り機導入による製造工程の機械化、省力
化事業

渡島信用金庫

29 2901210600 北海道 株式会社セレア 4450001010065
稚内珪藻土の農業資材を過熱蒸気で処理する事による
生産性、品質向上事業

一般財団法人旭川産業創造プラザ

30 2901210601 北海道 株式会社パイオニアジャパン 7430001050738
作業効率の低いカット野菜の生産性を向上させ、より
高付加価値惣菜の生産に注力する

株式会社北海道銀行

31 2901210604 北海道 村田機工株式会社 6430001048270
ユニットワーカー導入による生産性向上並びに新規受
注増加及び加工技術の継承

空知商工信用組合

32 2901210605 北海道 堂田車輌工業株式会社 9460301000677
高精度・高効率パイプベンダー導入による生産性の向
上と品質の安定

株式会社北洋銀行

33 2901210606 北海道 農振肥料株式会社 6430001044435
低温成形型ペレット造粒装置による有機ＪＡＳ適合リ
サイクル肥料の製造と拡販

株式会社北海道銀行

34 2901210608 北海道 ホクダイ株式会社 6430001053758
大型ダイカストマシン導入による、市場ニーズへの対
応と競争力強化

株式会社北海道銀行

35 2901210610 北海道 株式会社環境ダイゼン 7460301002709
牛の尿を独自技術で精製した画期的なバイオ消臭液の
生産性向上、品質安定および労働環境改善事業

北見信用金庫

36 2901210612 北海道 株式会社アイスジャパン 2430001056517
新商品である長時間の冷却効果を有する冷却枕の量産
化に向けた製造ラインの構築について

室蘭信用金庫

37 2901210615 北海道 株式会社万両屋 9462501000572
中標津の魅力を伝えるお菓子「チーズブルトンヌ」の
生産力向上

株式会社北洋銀行

38 2901210617 北海道 第二物産株式会社 4440001001131
極小じゃがいもを自動化と創意工夫で高付加価値化す
る１次加工事業への進出

株式会社商工組合中央金庫

39 2901210619 北海道 東札幌緑の杜歯科クリニック
顎運動測定器と３Ｄプリンターによる高品位歯科修復
物の提供

旭川信用金庫

平成２９年度補正　ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金 二次公募
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40 2901210624 北海道 株式会社特需プロジェクト 5430001064987
ＵＶ厚盛印刷技術を応用した立体壁紙の生産性向上及
び施工体制構築

しろくまコンサルティング事業協同組合

41 2901210629 北海道 株式会社杉山牧場 1430001055882
ＩＴ技術を活用した日本初の子牛の自動体調管理シス
テムの構築

苫小牧信用金庫

42 2901210630 北海道 有限会社マルショウ小西鮮魚店 9440002004500
最新の魚加工機の導入による「ちかチョビ」の生産体
制強化と商圏拡大

株式会社北海道銀行

43 2901210637 北海道 株式会社Ｄｉｅ　Ｋｒａｆｔ 6430001072386
独創的な重機用アタッチメント製造における、コスト
低減・生産性向上のための先端加工機導入

苫小牧信用金庫

44 2901210639 北海道 株式会社サン工機フードテクノ 8430001029186 コンピューター制御旋盤導入による生産性向上の事業 株式会社北洋銀行

45 2901210641 北海道 株式会社ホテル鹿の湯 8430001015830
業界初、宿泊客のネット端末から予約可能なＣｌｏｕ
ｄオーダーシステム導入による顧客満足度向上

株式会社北洋銀行

46 2901210643 北海道 有限会社ノア動物病院 1430002026593
小動物医療に対し、北海道民間動物病院唯一となる放
射線治療体制の導入

株式会社北洋銀行

47 2901210645 北海道 有限会社ミヤタ技研工業 1430002066210
圧延、製鉄工場関連設備部品の溶接、溶射による硬化
肉盛り技術の確立

室蘭信用金庫

48 2901210648 北海道 昭和製菓株式会社 1440001000994 飴製造における生産性向上、生産歩留り向上。 株式会社北洋銀行

49 2901210651 北海道 株式会社北山光社 9430001004386
高速・高精度ベンディングマシン（曲げ加工機械）導
入による生産性向上

株式会社北洋銀行

50 2901210654 北海道 有限会社山下工業所 6430002065059
鉄骨加工の高精度化とリードタイム短縮を目的とした
ＣＮＣ３軸自動形鋼ドリルマシン導入事業

室蘭信用金庫

51 2901210657 北海道 株式会社西野製作所 1430001056914
溶射ロボット導入による生産性向上と品質向上、コス
ト削減対策

株式会社北洋銀行

52 2901210661 北海道 株式会社ナリテツ 6460001003561
若年層・女性の技術継承を可能とした鉄板切断加工技
術の高速化、高精度、効率化事業

株式会社ラコンテ

53 2901210662 北海道 株式会社北央技研 8430001057022
検査サービスの付加価値向上と新規受注獲得に向けた
フェーズドアレイ方式の非破壊検査装置導入事業

株式会社北洋銀行

54 2901210663 北海道 有限会社タイヤショップ金 6430002011847
北海道の物流を支えるトラックの冬タイヤ交換作業を
抜本的に改革し、防災活動にも貢献する事業

株式会社北洋銀行

55 2901210669 北海道 株式会社アジア地域連携研究所 8430001066246
ＡＩ活用型ＧＡＰ支援システムのデータ入力専用デバ
イス及びリスク評価システム開発事業

株式会社北海道銀行

56 2901210680 北海道 佐藤鋳工株式会社 6450001004809
最新３Ｄスキャナ型三次元測定機の導入による自動車
用鋳鉄部品の検査プロセスの革新

北海道商工会連合会

57 2902210120 青森県
三沢市ソーラーシステムメンテナンス事業
協同組合

2420005006840
使用済み太陽光パネルから回収する板ガラスの製品化
システムの構築

三八城税理士法人

58 2902210121 青森県 株式会社イリエ 2420001004542
介護サービスのかかえる課題を解決する革新的サービ
スの実現

公益財団法人２１あおもり産業総合支援セン
ター

59 2902210124 青森県 有限会社シャロン甘洋堂 5420002015610
「黒石シューロール」の生産性向上と増産・販路拡大
プロジェクト」

公益財団法人２１あおもり産業総合支援セン
ター

60 2902210125 青森県 大青工業株式会社 5420001001256
ＡＩを活用した故障予兆補足機能で高付加価値化した
遠隔監視サービスにより冷熱機器及びサービスの拡大
を図る事業

公益財団法人２１あおもり産業総合支援セン
ター

61 2902210131 青森県 株式会社舘建設コンサルタント 6420001006122
３ＤレーザースキャナーとＵＡＶ（ドローン）による
写真測量業務等の生産性向上および販路拡大

八戸商工会議所

62 2902210134 青森県 株式会社ササキコーポレーション 4420001011041
ポジショナー協調式ロボット融合溶接システム導入に
よる生産性の向上

公益財団法人２１あおもり産業総合支援セン
ター

63 2902210135 青森県 有限会社アルパジョン 8420002005988 「朝の八甲田」の販売拡大を目指した設備の導入 中村春樹

64 2902210136 青森県 株式会社マルヌシ 2420001006588 しめさば製造への新規設備導入による生産性改善事業 株式会社ＡＧＳコンサルティング

65 2902210138 青森県 株式会社長谷川鉄工 7420001009339
高精度自動Ｈ形鋼ドリルマシン導入による生産工程の
効率化と高精度化によるロス低減事業

株式会社青森銀行

66 2902210140 青森県 有限会社幸電子 7020002081063
ワイヤーハーネス加工機の圧着自動認識カメラ導入に
よる生産性の飛躍的向上

八戸商工会議所

67 2902210145 青森県 株式会社鳴海醸造店 2420001009987 作業合理化による品質保持の長期化と販路拡大事業 黒石商工会議所

68 2902210146 青森県 株式会社橘機工 4420002009646
ヒトと協働ロボットとの融合による航空機部品製造の
カイゼンとグローバル市場での優位性確保

株式会社岩手銀行

69 2902210153 青森県 株式会社あおもり海山 8420001013843
日本海深浦サーモンの高品質出荷体制整備による市場
拡大事業

株式会社みちのく銀行

70 2903210141 岩手県 有限会社村上製菓 1400002007191
独自製法によるオリジナル和菓子商品の開発及び増産
体制の構築

岩手県商工会連合会

71 2903210143 岩手県 合名会社吾妻嶺酒造店 2400003000434
新たな需要に対応した酒成分の見える化と安定化によ
る生産性向上

岩手県商工会連合会

72 2903210145 岩手県 小松金属株式会社 6400001006082
最先端ＣＮＣ旋盤を導入し、シャフト等長物加工の顧
客の要求に答え受注拡大を図る。

北上信用金庫

73 2903210146 岩手県 株式会社ツカサプラント 4400002004302
特殊形状・特殊材料試作における「開発部門の相談
所」としてのポジション確立

盛岡信用金庫

74 2903210147 岩手県 有限会社多田自然農場 9400002010295
乳製品の高度冷凍化技術導入による海外輸出取引の拡
大

株式会社岩手銀行

75 2903210152 岩手県 有限会社エー・ディー・ディー 8400002000512
コネクタ自動機における超高速端子打込機構の開発に
よる競争力強化

株式会社ブレイブコンサルティング

76 2903210155 岩手県 有限会社月の輪酒造店 3400002007322
辛口を超える「大辛口酒」の開発とアルコール成分分
析の機械化

岩手県商工会連合会

77 2903210159 岩手県 スズキプロソデント
歯科用口腔内スキャナ等のデジタル機器に対応した受
注システムと技工物の製作

株式会社岩手銀行

78 2903210165 岩手県 有限会社伊藤輪店 7402702000032
公園遊具等ＦＲＰ製品製造に係る新設備導入による生
産性の向上

大船渡商工会議所
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79 2903210166 岩手県 丸奥自動車工業株式会社 6400001007106 ＩＴ活用の車検整備関連機器導入による受注の拡大 株式会社岩手銀行

80 2903210168 岩手県 株式会社釜石電機製作所 8400001007335
高齢者・幼児施設向け光触媒製品の開発と性能・効果
の可視化による販売普及拡大

株式会社岩手銀行

81 2903210169 岩手県 株式会社アイアン車体 5400001007271
次世代自動車に対応した地域生活を支える革新的サ
ポートサービス

岩手県商工会連合会

82 2903210170 岩手県 株式会社カネセ関根商店 3400001008081
鮭フィレ用選別機導入による作業効率の改善、生産性
及び更なる品質向上事業

株式会社岩手銀行

83 2903210172 岩手県 世嬉の一酒造株式会社 4400501000181
輸出強化のため製造期間の短縮、高品質品生産、常温
流通体制の確立

一関信用金庫

84 2903210174 岩手県 有限会社九戸印刷 9400002012829
展示会等のイベント支援を通じたギフト市場やノベル
ティ市場への参入

株式会社岩手銀行

85 2903210177 岩手県 有限会社ベルモデル 8400602000622
形状測定とＣＡＤ設計方法を革新し、南部鉄器の全加
工金型置換製作方法の開発

株式会社北日本銀行

86 2903210178 岩手県 不二プラント工業株式会社 8020001066931 独自技術で確立する板金部品用洗浄機の量産体制確立 株式会社横浜銀行

87 2903210181 岩手県 株式会社みちのく伊藤ファーム 6400001009052
雑穀生産体制の強化によって国産需要に応え地域の農
業を牽引する

株式会社東北銀行

88 2903210182 岩手県 株式会社バンザイ・ファクトリー 7410001008688
未利用地域資源の高付加価値化に向けた生産性の向上
と通年加工の実現

大船渡商工会議所

89 2903210185 岩手県 岩手興産株式会社 5400001005969 新たな車体プリント事業の創出による受注の拡大 株式会社岩手銀行

90 2903210187 岩手県 御菓子司木村屋
生産工程の改善による新商品販売及びユニバーサル就
労の実現

岩手県商工会連合会

91 幹事企業：湊運輸倉庫株式会社 
幹事企業：
5400001001935 

幹事企業：株式会社猿川経営支援室 

92 連携体１：一関糧運株式会社
連携体１：
2400501000068

連携体１：株式会社猿川経営支援室

93 連携体２：有限会社大槌運送
連携体２：
8400002011930

連携体２：株式会社猿川経営支援室

94 2904210004 宮城県 有限会社千田清掃 4370202000740
減圧蒸留方式導入によるバイオディーゼル燃料の高品
質化及び生産効率の改善とＣｏ２削減

古川信用組合

95 2904210005 宮城県 株式会社利久 2370801000738
世界初の食品カロリー測定器活用による健康志向顧客
向けメニュー・商品開発

仙南信用金庫

96 2904210008 宮城県 有限会社黒潮重機興業 3370602000572
タブレットを活用した革新的な運行管理による経営効
率の向上。

杜の都信用金庫

97 2904210011 宮城県 和光技研工業有限会社 4370102000667
画像寸法測定器を用いた検査工程の追加による歩留ま
り率１００％の実現

仙南信用金庫

98 2904210012 宮城県 株式会社ケージー 6370102001878
自動車分野、産業機器分野向けの新たな加工領域の製
造ライン新設による、一層の高付加価値化の実現

仙南信用金庫

99 2904210013 宮城県 株式会社コスモス 4370201002226 先端設備導入による精密洗浄の検査工程改善 ＮＰＯ法人未来産業創造おおさき

100 2904210014 宮城県 株式会社興隆運輸 5370801000371
配車表の共有化とデジタコデータの活用による運送業
務の効率化

株式会社商工組合中央金庫

101 2904210016 宮城県 株式会社及新 7370501000637
厨房内オペレーションを平準化する使い切り個包装製
品の量産化

宮城県商工会連合会

102 2904210018 宮城県 加美電子工業株式会社 2370201002302
車載内装部品の塗膜品質向上及び高生産性プロセスの
構築

公益財団法人みやぎ産業振興機構

103 2904210019 宮城県 今野印刷株式会社 7370001003009 ＩｏＴを活用した断裁作業の自動化と多能工育成 株式会社商工組合中央金庫

104 2904210021 宮城県 千田酒造株式会社 8370201003071
海外展開用高品質日本酒の生産体制と生産性向上の確
立

宮城県商工会連合会

105 2904210022 宮城県 ヤグチ電子工業株式会社 6370301002594
医療・環境領域における高付加価値デバイスのＯＤＭ
～販路開拓支援事業

石巻商工信用組合

106 2904210025 宮城県 ユニベール株式会社 4220001007357
多様化する消費者ニーズに対応するオーダーカーテン
の製造工程改革

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

107 2904210026 宮城県 株式会社ダイワ技術サービス 2370001005496 ＩＣＴ技術を活用した三次元計測サービス 株式会社七十七銀行

108 2904210031 宮城県 有限会社ティスティ伊藤 5370302001654
青果野菜ドライ加工製造による『旬の味覚商品』の長
期流通実現

公益財団法人みやぎ産業振興機構

109 2904210034 宮城県 株式会社Ｉ・Ｄ・Ｆ 8370301003228
マンガン酸リチウムイオン２次電池製造における品質
管理による生産性向上

株式会社七十七銀行

110 2904210036 宮城県 ステイブルー株式会社 9370301002864
マーキング製造技術確立による自社オリジナル商品の
製造・販売！

石巻商工信用組合

111 2904210041 宮城県
Ａテクニックデンタルラボラトリー株式会
社

7370001022066
高難度素材ジルコニアを用いた有床義歯製作による義
歯寿命の飛躍的向上

株式会社岩手銀行

112 2904210048 宮城県 桃浦かき生産者合同会社 2370303000245
凍結と超高圧処理の組合せによる安全性の高い殻付カ
キの製造

株式会社七十七銀行

113 2904210050 宮城県 エーアイシルク株式会社 6370001031290
導電性高分子繊維を使った生体情報検出電極製造用溶
融技術の開発

ユナイテッド・アドバイザーズ税理士法人

114 2904210051 宮城県 東日本油化工業株式会社 6370002005822
ピュアポリウレアでマンホールプロテクター部への湧
水侵入防止

株式会社仙台銀行

115 2904210052 宮城県 株式会社海心 4370601002767 「生から湯せんでほっくり煮魚」の開発 株式会社七十七銀行

116 2904210053 宮城県 株式会社ＴＫ自動車 5370301002232
法人企業向けバイフューエル車の製作による新規顧客
獲得

宮城県商工会連合会

117 2904210055 宮城県 株式会社森商事 8370801000484
マンホールの製造環境技術の高機能化と作業環境の安
全性確保

株式会社七十七銀行

2903210195
最新ドローン設備導入による第一次産業支援サービス
の創出

岩手県
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118 2904210063 宮城県 株式会社佐利 3370401000468 肉質改善技術の確立による鶏むね肉高付加価値化事業 宮城県商工会連合会

119 2905210115 秋田県 株式会社平鹿サントップ 5410001009218
革新的先端設備の導入による新製品製作での労働生産
性の向上

株式会社北都銀行

120 2905210116 秋田県 有限会社エディオス 8410002007374
切削加工技術の高度化による受注製品の高付加価値化
の達成

株式会社北都銀行

121 2905210118 秋田県 有限会社佐藤塗装 2410002007322
環境に配慮した最新型湿式塗装ブース導入による生産
性向上

秋田県商工会連合会

122 2905210120 秋田県 有限会社東幸自動車 6410002007153
地域初、水性塗料技術導入と作業環境改善による生産
性向上

秋田県商工会連合会

123 2905210126 秋田県 有限会社シンワ 1410002002084
ＮＣ工具研削盤を活用したオリジナル切削工具の短納
期での製造

株式会社秋田銀行

124 2905210127 秋田県 協伸精鋼株式会社 8410001007920
三次元測定機導入によるマシニングセンタ加工精度向
上

株式会社秋田銀行

125 2905210129 秋田県 秋田上日工業株式会社 8410001008233
３Ｄ ＣＡＤをコアとして、技術、品質管理、営業の連
携強化を図り、顧客対応力を大幅に向上させる

株式会社秋田銀行

126 2905210131 秋田県 有限会社山王チエツカーサービス 7410002001832 コンピュータ化によるシステム化塗装ブースの設置 株式会社秋田銀行

127 2905210133 秋田県 株式会社第一ツール 5010701015217
「高速度鋼（ＨＳＳ）」（ハイス）を用いた極小被膜
リーマの生産体制高度化の取組み

さわやか信用金庫

128 2905210138 秋田県 株式会社八郎潟印刷 3410001003486
刷版機演算サーバー更新による生産プロセスの改善と
提案型営業体制の構築

株式会社秋田銀行

129 2905210142 秋田県 有限会社渡部畳店 1410002005962
秋田杉を使用したエコでデザイン性の高い「洗える薄
型置き畳」の新展開

株式会社秋田銀行

130 2905210146 秋田県 山崎自動車工業株式会社 3410001006679
次世代自動車対応の最新設備機器導入によるサービス
及び生産性向上化

株式会社秋田銀行

131 2905210148 秋田県 有限会社佐々木化工所 1410002012554
機能一体型全自動裁断機導入による高付加価値商品の
生産効率向上と安定化

株式会社秋田銀行

132 2905210149 秋田県 有限会社荒木ドライクリーニング 2410002010111
ユニフォームたたみ機械による革新的な高生産ライン
の構築

株式会社秋田銀行

133 2906210315 山形県 エース工業株式会社 5390001004295
マシニングセンター導入による大型サイズの石英部品
の高精度加工技術の開発

株式会社きらやか銀行

134 2906210317 山形県 株式会社栄進鈑金製作所 5390002013709
テーブルスポット溶接機導入による顧客ニーズ対応の
ための筐体再構築

株式会社きらやか銀行

135 2906210318 山形県 株式会社フューチャーインク 9390001014456
最新型フレキソ印刷装置導入によるフィルム状ベット
センサの増産と低価格の実現

株式会社荘内銀行

136 2906210320 山形県 株式会社マスコエンジニアリング 2010601039145
フードヒンジ部品の生産性向上と高付加価値化による
売上拡大の実現

株式会社荘内銀行

137 2906210322 山形県 青木株式会社 6010401000402
長尺ＮＣ旋盤を導入・撹拌軸の内製化による高精度化
と生産リードタイム短縮

株式会社山形銀行

138 2906210325 山形県 山形化成工業株式会社 5390001012075 建築用発泡断熱材プレカットビジネスの競争力強化 株式会社山形銀行

139 2906210327 山形県 六歌仙酒造協業組合 7390005005619
最新式脱酸素装置導入による高品質化と海外市場の拡
大

株式会社山形銀行

140 2906210328 山形県 有限会社サンミート吉田 4390002016308
最新型高温高圧調理機導入によるレトルト製品製造と
新商品の開発による売上拡大

株式会社荘内銀行

141 2906210329 山形県 株式会社鶴岡鉄工所 9390002008960
最新型ＣＮＣ旋盤導入により、多品種小ロット対応
で、売上拡大の実現

株式会社荘内銀行

142 2906210332 山形県 株式会社ユーテック 1390001006650
最新型ＣＮＣ旋盤導入による医療用滅菌装置量産部品
の生産性・品質の向上

株式会社山形銀行

143 2906210333 山形県 株式会社アーバンデリバリー 7390001006026
ハンガーラック＆トロリーダクト装置の導入による搬
入搬出工程改善で売上拡大

株式会社荘内銀行

144 2906210335 山形県 株式会社吉田製作所 2390001011212
最新工作機械と協働ロボットの導入による多品種少
ロット生産の無人化実現

株式会社山形銀行

145 2906210338 山形県 有限会社斎藤モータース 3390002008207
リフト導入による作業効率、販路拡大による事業拡充
計画

株式会社山形銀行

146 2906210339 山形県 株式会社光洋印刷 4390001009527
印刷品質検査装置の導入による印刷不良品流出ゼロ体
制の構築と生産性の向上

株式会社きらやか銀行

147 2906210342 山形県 栗田板金
角度式動力折曲機の導入による、生産性と品質向上に
よる受注拡大

北郡信用組合

148 2906210343 山形県 鶴岡発條株式会社 7390001007354
最新の自動超音波洗浄乾燥機導入で工数削減と品質向
上を通じた新産業分野への販路拡大

株式会社荘内銀行

149 2906210345 山形県 有限会社保科機工 5390002014698
高精度マシニングセンタ導入による加工技術の向上と
品質検査工程の効率化

株式会社山形銀行

150 2906210346 山形県 株式会社日興製作所 5390001009526
最新型平面研削盤導入と社員育成体制確立による、新
分野受注の取込み

株式会社山形銀行

151 2906210349 山形県 株式会社理研分析センター 4390001007877
高性能ＩＣＰ－ＭＳ導入による土壌汚染状況調査、地
下水調査等の迅速分析化と売上拡大

株式会社荘内銀行

152 2906210350 山形県 有限会社グッドライフ黒田工務所 7390002015595
一貫生産管理システム導入による革新的生産性の実現
と独自ブランド展開体制強化

株式会社山形銀行

153 2906210351 山形県 有限会社イノウエ 3390002011598
最新型ＣＮＣ旋盤とＣＮＣ精密転造盤の導入による売
上拡大の実現

株式会社荘内銀行

154 2906210352 山形県 株式会社三和フーズ 6390001007594
最新型ガス式自動回転釜の導入によるコスト削減と品
質向上で売上拡大

株式会社荘内銀行

155 2906210355 山形県 有限会社ロワール 4390002013560
高圧蒸気窯導入による山形県産にこだわったスイーツ
の開発と生産性向上

株式会社山形銀行

156 2906210357 山形県 鈴木螺子製作所
複合型ＮＣ旋盤導入による切削技術の高度化と生産技
術の向上

株式会社きらやか銀行
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157 2906210361 山形県 株式会社丸秀 5010801011371
ＩｏＴ活用情報管理システム導入による品質及び生産
性向上

株式会社山形銀行

158 2906210366 山形県 株式会社水戸部酒造 2390001004604
より自然でフレッシュな清酒製造に向けた全量純米酒
製造工程の高度化

株式会社荘内銀行

159 2906210376 山形県 太熱工業株式会社 9390001006379
最新型プラズマ自動切断システム導入による生産性の
向上と売上・利益拡大の実現

株式会社荘内銀行

160 2906210378 山形県 株式会社カナック 8390001009820
３Ｄ形状測定機導入による多品種・複雑形状超硬合金
部品の高効率生産システムの開発

米沢信用金庫

161 2906210381 山形県 硝建株式会社 2390001009215
地盤調査改良工事体制強化および次世代職人への技術
伝承

株式会社山形銀行

162 2906210382 山形県 株式会社トーク 9390001008103
患者の早期治療を目指した医療画像の遠隔読影支援
サービスの開発と提供

株式会社きらやか銀行

163 2906210383 山形県 有限会社ケイピー・エム 1390002012318
最新設備導入による多台持ちへの取組と複雑化・精度
維持への対応

山形信用金庫

164 2906210385 山形県 日本環境科学株式会社 4390001001525
放射能自動分析装置導入による新規放射能分析サービ
スの確立と事業拡大

株式会社きらやか銀行

165 2906210388 山形県 株式会社ムトウ 8011701007754
最新三次元ＣＡＭシステム導入による当社独自技術金
型の設計製造の高効率化

増田　考邦

166 2906210391 山形県 ミクロン精密株式会社 1390001001841
低侵襲手術の作業性向上を可能にする医療用手術機器
の生産プロセス改善

株式会社山形銀行

167 2907210006 福島県 株式会社社川製作所 7380001010623
マシニングセンタ導入で高精度金属部品カム加工の多
品種少量生産と短納期を実現する生産性向上計画

福島県商工会連合会

168 2907210007 福島県 ミドリ浅川衣料株式会社 9380001011636
自動裁断機と延反機導入による厚手ユニフォームの生
産性向上事業

株式会社東邦銀行

169 2907210008 福島県 有限会社サンエイオプチカル 3030002079085
半導体メーカーの製造コスト削減を実現する高精度ガ
ラス加工技術の確立

株式会社コムラッドファームジャパン

170 2907210018 福島県 株式会社ミューラボ 3380001025352
超小型・高出力・精密アクチュエーターの量産技術開
発

株式会社東邦銀行

171 2907210019 福島県 ＴＥＡ ＴＯ ＥＡＴ
設備増強、新製品市場投入、販路開拓による安定的経
営基盤の構築

いわき信用組合

172 2907210022 福島県 株式会社都市技術 2380001005958
レーザースキャナを活用した製図及び補償金算定シス
テムの構築

株式会社東邦銀行

173 2907210024 福島県 芳賀医院歯科室
歯科を起点とした全身的な健康状態改善へのアプロー
チ

株式会社東邦銀行

174 2907210027 福島県 有限会社上遠野精機製作所 5010902004233
高性能画像寸法測定器導入による加工精度と生産性の
向上

米倉博彦

175 2907210028 福島県 株式会社斎藤自動車 7380001024607
高性能溶接機を導入し軽量化ボディの安全性を高め事
業発展を目指す

高橋洋輔

176 2907210029 福島県 根津鋼材株式会社 5011501008229
“枚数カウンター／画像処理”と製造システムとの連
携による品質向上事業計画

税理士法人メディア・エス

177 2907210035 福島県 有限会社丸中建設 2380002016599
地盤改良工事の内、中層混合処理工法の問題点を解決
した「ＷＩＬＬ工法」の確立による新たなサービスの
提供

二本松信用金庫

178 2907210036 福島県 藤倉航装株式会社 4010701008683
特殊素材の高精度高効率な生産体制構築による航空宇
宙防衛産業の受注拡大

株式会社みずほ銀行

179 2907210038 福島県 有限会社ケーズコーポレーション 9380002018861
自動車サービスのＱＣＤ管理による顧客満足度の向上
事業

福島県商工会連合会

180 2907210041 福島県 株式会社大河内メリヤス 1380001003161
ニット製品編立性能向上による新製品の開発＆受注拡
大、生産効率アップ化

税理士法人鍛冶共同会計

181 2907210043 福島県 有限会社ワタベ印刷所 1380002018646
ＣＴＰ導入による生産性向上とインバウンドビジネス
の展開

白河商工会議所

182 2907210045 福島県 株式会社高槻 5380001003034
長尺シャフト部品の設備導入と自社技術開発による生
産性向上事業

株式会社福島銀行

183 2907210046 福島県 すすむ歯科医院
デジタル印象の活用による総合的患者様負担の削減と
訪問インプラント治療の実現

株式会社福島銀行

184 2907210506 福島県 アサヒ通信株式会社 4380001000073
車載用高精度デジタルケーブルに関する新規開発と生
産性向上

株式会社商工組合中央金庫

185 2907210507 福島県 有限会社高橋工業所 6380002002133
非接触式３Ｄスキャナーの導入により、複雑な曲面を
持つ３Ｄ形状製品の高品質化を実現

株式会社東邦銀行

186 2907210510 福島県 中央精機株式会社 2010001022742
新技術導入によるボトルネック解消と短納期生産体制
の構築

白河商工会議所

187 2907210512 福島県 株式会社和光プロセス 9380001003690 大型旗幕需要に対応するための印刷技術の高度化 株式会社コムラッドファームジャパン

188 2907210522 福島県 有限会社クサカ鋼材 3370802000868
小型サイズ対応による競争力の強化、生産性向上と製
造体制の確立

株式会社七十七銀行

189 2907210523 福島県 有限会社品川通信計装サービス 7380002024085
機械設計における効率向上と顧客意思決定短縮のため
の開発環境高度化

株式会社大東銀行

190 2907210524 福島県 株式会社高野精機 9030001020465
難削材含む重軽金属高精度切削体制構築による新分野
の受注比率拡大

巣鴨信用金庫

191 2907210525 福島県 株式会社マコト精機 8380001017865
大型ロール製品の製造ライン構築のための研削機械設
備の導入

経営企画室株式会社

192 2907210530 福島県 株式会社佐藤機械工業 2380001001965
高精度多面加工マシニングセンタ－導入による生産性
向上と事業承継の為の技術の蓄積

株式会社福島銀行

193 2908210005 茨城県 株式会社丸昌 2050001014083
複雑化したパイプ粉砕材をコントロールする新たな製
造プロセスの構築による新市場の開拓

茨城県商工会連合会

194 2908210006 茨城県 有限会社ナカヤマ 3050002002433 新材料（チタン）における曲げ加工技術の開発 茨城県商工会連合会

195 2908210009 茨城県 有限会社フルサワ建材 4050002034129
大型コンクリート二次製品の製造プロセスの革新によ
る特注需要の獲得

茨城県商工会連合会
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196 2908210016 茨城県 株式会社菅沼製作所 3010801005854
新設備活用による生産能力向上と工程改善による原価
低減の取組み

米澤裕一

197 2908210017 茨城県 舘野製作所
最新鋭研削盤導入による組立時手直しがない高精度金
型生産技術の確立

茨城県商工会連合会

198 2908210018 茨城県 株式会社ヤハタ 1050001031856
ＩｏＴシステム・ＡＩロボット導入による新規部品増
産・既存製品質向上

茨城県商工会連合会

199 2908210025 茨城県 株式会社日本化学研究所 3010001125569
原子力災害緊急避難用放射性ヨウ素吸着マスクの高機
能化と生産性向上

公益財団法人日立地区産業支援センター

200 2908210027 茨城県 株式会社イイダモールド 1050001032846
金型の新梱包方式の開発による物流トータルコストの
低減

下館商工会議所

201 2908210030 茨城県 株式会社エイコー 6050001007661
高精度ワイヤー放電加工設備の導入による、高生産性
金型製作プロセスの確立

茨城県信用組合

202 2908210031 茨城県 株式会社エイブイシー 4050001006616
バーチャルシャフト（仮想軸）を用いた２軸（面内回
転、チルト移動）移動精度の向上

株式会社常陽銀行

203 2908210035 茨城県 有限会社ちゃいなはうす 5050002036487
外の飲食ニーズ向け低温酵母管理技術の獲得による本
格中華まんの開発事業

茨城県商工会連合会

204 2908210036 茨城県 株式会社プロキュア・ジャパン 4050001038857
最新治療機器ショックマスターの導入による顧客満足
度向上と他店との差別化

株式会社常陽銀行

205 2908210038 茨城県 株式会社ＭＳ 6050001009815
ＩｏＴ対応の多機能高精度ベンダーで熟練者に頼らな
い高効率生産体制の構築

株式会社常陽銀行

206 2908210043 茨城県 瓜連中央歯科クリニック
多数歯埋入における痛みや腫れを排除した高精度サー
ジカルガイドの作製

株式会社常陽銀行

207 2908210044 茨城県 株式会社根本製作所 3050001023604
ＮＣ旋盤導入により製造工程を半減し顧客要求を満足
させることにより売上増を図る

茨城県信用組合

208 幹事企業：板橋精機株式会社 
幹事企業：
7013301001147 

幹事企業：株式会社常陽銀行 

209 連携体１：栄電子工業株式会社
連携体１：
7030001070826

連携体１：株式会社武蔵野銀行

210 連携体２：富士プリント工業株式会社
連携体２：
7010101003489

連携体２：多摩信用金庫

211 連携体３：株式会社アスコーテック
連携体３：
5010801020422

連携体３：株式会社高崎総合コンサルタンツ

212 2908210049 茨城県 株式会社長島食品 5050001036026
水戸名産ドライ納豆開発品の生産性向上の為の先端箱
詰包装機導入

茨城県信用組合

213 2908210052 茨城県 株式会社金山製作所 2050001012756
フッ素樹脂製溶着継手及び電磁誘導加熱方式による溶
着装置の開発

株式会社常陽銀行

214 2908210054 茨城県 有限会社大嶋屋 9050002043224
保育園・幼稚園向け給食事業への参入による子育て世
代の需要開拓

下館商工会議所

215 2908210056 茨城県 渡辺食品株式会社 1050001030156
衛生管理設備と電解水殺菌装置の導入による環境品質
向上

茨城県商工会連合会

216 2908210057 茨城県 有限会社フジ工業 6050002029127
生産性向上と太線径対応強化によるスプリング・ア
ソート品開発

茨城県商工会連合会

217 2908210058 茨城県 株式会社大進製作所 8011701004685
手作業工程の自動化で実現する人材配置の最適化、労
働生産性向上

朝日信用金庫

218 2908210060 茨城県 株式会社実建設工業 3050001025716
高性能ＮＣ孔加工設備の導入による建築用形鋼加工工
程の生産性向上

株式会社常陽銀行

219 2908210062 茨城県 株式会社ヤマモト 5050001023809
新型ＣＮＣ旋盤、小型ＭＣ導入による空気圧制御機器
部品の生産性向上

公益財団法人茨城県中小企業振興公社

220 2908210065 茨城県 東信化学工業株式会社 3013301008286
ビジネスモデル再考に伴う製袋機の導入による生産プ
ロセスの改善

前川浩一

221 2908210066 茨城県 株式会社ひのでや 5050001010393
６次産業化体制の構築による生産力・供給力の向上及
び新市場開拓

茨城県商工会連合会

222 2908210069 茨城県 萩原酒造株式会社 7050001013972
脱酸素による品質向上と高品質を保持した長時間輸送
体制の構築による新たな海外輸出展開

福井大

223 2908210071 茨城県 日本ボンコート株式会社 9050001001950 はんだ付ロボット用こて先の開発と量産化設備の導入 公益財団法人茨城県中小企業振興公社

224 2908210073 茨城県 株式会社Ｃ．Ｉ．Ｃ 6021001049325
レーザークリーニングによる半導体検査用治工具の異
物除去事業

水戸信用金庫

225 2908210074 茨城県 結城酒造株式会社 5050001032702
成分分析の品質向上・標準化・効率化による増販と技
術伝承の推進

結城商工会議所

226 2908210075 茨城県 株式会社参阡年 7050002016693
塗装ブースを改造して混流生産を可能にし、あわせて
発生した塗装スラッジをオゾンで分解する。

公益財団法人茨城県中小企業振興公社

227 2908210081 茨城県 トータルリペア　アトリエＫ
自動車修理における高品質・高効率のワンストップ塗
装・修理サービスの実現

茨城県商工会連合会

228 2908210088 茨城県 株式会社中原光電子研究所 5050001005542
ＧＲＩＮレンズを活用した超小型・キャピラリー型平
行ビーム変換光部品の開発

公益財団法人茨城県中小企業振興公社

229 2908210089 茨城県 株式会社三清工業 9050001029414
自社開発オリジナル切削技術の展開による精密金属加
工生産プロセスの改善

株式会社筑波銀行

230 2908210090 茨城県 株式会社林産 5050001026877
最新粉砕機の導入による、廃材の付加価値向上のため
の事業開発

株式会社常陽銀行

231 2908210093 茨城県 有限会社弘中鋳造 9050002018614
多品種アルミ溶湯の温度変化分析による、高精度金型
鋳造技術の開発

株式会社常陽銀行

232 2908210095 茨城県 株式会社岩井化成 1030001063612
高性能設備導入による高品質再生プラスチック製品の
製造力強化

株式会社常陽銀行

233 2908210097 茨城県 川添工業株式会社 2050001013878
溶接ロボット導入による建設機械用部品の高精度化と
製造力強化

株式会社常陽銀行

234 2908210098 茨城県 株式会社小澤鐵工所 6050001023015
可搬型多能工ロボット導入による自動車用部品生産プ
ロセスの改善

公益財団法人茨城県中小企業振興公社

プリント配線板工程向けロボット導入プロセスのノウ
ハウの研究と共有化のための企業連携プロジェクト

2908210048 茨城県
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235 2908210099 茨城県 株式会社水戸グリーンサービス 5050001002515
最新塗装機の導入と事業開発による新規事業分野への
参入

株式会社常陽銀行

236 2908210100 茨城県 株式会社本田谷田部 3050001016120
工場内レイアウト改善と業務管理システムの導入によ
る業務効率改善

株式会社常陽銀行

237 2908210101 茨城県 株式会社協和ハーネス 6050001031819
圧着加工技術の革新によるワイヤーハーネスのコンパ
クト化と短納期化の実現

茨城県商工会連合会

238 2908210102 茨城県 株式会社ヴィオーラ 3050001000462 ＥＲＰの導入による業務効率改善施策 株式会社常陽銀行

239 2908210103 茨城県 角光化成株式会社 9010501002907
業界初乾熱式蒸煮室と油脂タンクを導入した香味油製
造ラインの生産性改善

株式会社常陽銀行

240 2908210105 茨城県 株式会社美鈴 9050001002899
オペレーション全自動化による業務効率改善とヒュー
マンエラー防止対策

株式会社常陽銀行

241 2908210106 茨城県 株式会社エミー 1050001016452
中小企業の人材不足問題解消のためＩＣＴを活用した
海外人材育成・活用サービス

株式会社筑波銀行

242 2908210107 茨城県 有限会社ナガタフーズ 7050002010606
茨城県笠間特産のブランド栗を活用した焼き菓子製造
体制の構築と販売の進展

増田考邦

243 2908210108 茨城県 茨城スバル自動車株式会社 4050001000239
ＡＤ構築と管理ソフト導入による業務効率改善とＣＳ
向上

株式会社常陽銀行

244 2908210109 茨城県 株式会社黒須印刷 7050001028368
大量印刷・少量印刷どちらのニーズにも最適な営業展
開の確立

茨城県商工会連合会

245 2908210111 茨城県 東京発条株式会社 5010601012545
高性能ロールレベラーでの加工部品の平坦精度向上に
よる小型軽量化ニーズへの対応

協同組合さいたま総合研究所

246 2908210114 茨城県 有限会社大樹工業 2050002006344
最新ＮＣルータ導入による看板製作の高品質化と生産
性向上への取り組み

株式会社常陽銀行

247 2908210116 茨城県 株式会社インテルナ石原 9050001000424 最新バッフルブースの導入による業務効率化 株式会社常陽銀行

248 2908210119 茨城県 株式会社ア一ト科学 4050001004834
ＣＮＣ旋盤導入による樹脂加工品の精密加工技術の確
立による会社業績向上

株式会社筑波銀行

249 2908210120 茨城県 日立ユニオンデンタル株式会社 5050001024740
最新セラミック歯科補綴物の完全内製化と短納期な地
域提供製作フローの構築

株式会社常陽銀行

250 2908210123 茨城県
ケーズファクトリー（Ｋ’ｓ ＦＡＣＴＯ
ＲＹ）

「更なる効率化！」「塗装・乾燥」工程内製化による
収益拡大計画

茨城県商工会連合会

251 2908210124 茨城県 有限会社ホリー 3050002039401
多種類のスタイルを組み合わせたツインスタイルカー
テンの提供

茨城県商工会連合会

252 2908210125 茨城県 伸栄工業株式会社 5050001010807
小型分散バイオマス・廃棄物混焼による化石燃料フ
リー熱電併給装置の開発

株式会社常陽銀行

253 2908210129 茨城県 株式会社金澤四郎商店 3050001000727 設備投資を伴う工場ラインの改善による生産性向上 増田考邦

254 2909210307 栃木県 電波精器株式会社 1060001020503
生産性、品質向上を実現する製造技術確立のための
サーキットブレーカー用バイメタルの試作開発

株式会社東和銀行

255 2909210310 栃木県 有限会社安塚化工 9060002033703
白物家電製品の変化するニーズに対応した透明射出成
形製品の高度化

株式会社群馬銀行

256 2909210312 栃木県 株式会社オカダＪＩＧ 7060001022130
立型マシニングセンター導入による内製化とそれを契
機とした生産工程の革新による生産力強化

株式会社栃木銀行

257 2909210317 栃木県 やまざき犬猫病院
ペットの健康寿命を伸ばす定期健康診断・漢方薬医療
サービスの開発

栃木県商工会連合会

258 2909210318 栃木県 有限会社インテリアソーマ 5060002023889
カーテン縫製工程の作業改善による飛躍的な生産性向
上

大田原信用金庫

259 2909210319 栃木県 株式会社グルメコンガーズ 3060001025590
とちぎ県産果実ジャムをボール状に詰めた、日本初の
商品「ｊａｍ－ｂａｌｌ」の製造プロセスの効率化と
商品化

株式会社足利銀行

260 2909210320 栃木県 株式会社グルメミートワールド 2060001008902
日本初の国内生産・安心安全・高品質な特殊ソーセー
ジの開発

東京中央経営株式会社

261 2909210324 栃木県 株式会社オオハシ 1020001016819
車用の薄型・高剛性・高耐熱性である融雪ボード用樹
脂板の開発

株式会社足利銀行

262 2909210325 栃木県 ヤマサン木材有限会社 3060002034756
パレット生産工程の効率化により、タイトな納期に対
応し、生産性の向上を図る。

栃木商工会議所

263 2909210329 栃木県 株式会社コープラ 8060001018573
インサート成形やヒンジ加工等の高難度成形を含む大
型自動車グリップの開発

足利小山信用金庫

264 2909210331 栃木県 不二エムアンドシー株式会社 5020001071463
半導体製造装置部品（吸着先端部）の製造工程改善に
よる競争力強化計画

横浜信用金庫

265 2909210332 栃木県 天笠段ボール工業株式会社 4060001018206 梱包に関わる新たなサービスの開発 森正人

266 2909210334 栃木県 有限会社工房ヤマシタ 5060002024012
ＮＣルーターの導入による生産性の向上と取り扱い製
品の拡充

白河信用金庫

267 2909210336 栃木県 有限会社誠進工業 7060002024051
レーザークリーナーによる安全できれいで作業しやす
い足場づくり

大田原信用金庫

268 2909210338 栃木県 草津電機株式会社 5160001012783 産業機器向け高回転ブラシレスＤＣモータの開発 株式会社商工組合中央金庫

269 2909210339 栃木県 粕谷歯科医院
最先端ＣＴ技術を用いたインプラント治療の提供と不
正歯列の予防法の確立

株式会社足利銀行

270 2909210340 栃木県 株式会社アオヤマ建装 4060001000262
家具の製作技術を活用し、店舗什器製作の納期短縮と
高度化を図る。

株式会社足利銀行

271 2909210341 栃木県 関東農機株式会社 6060001014145
農業機械の部品生産プロセス改善によるコスト競争力
の向上

株式会社足利銀行

272 2909210344 栃木県 株式会社壬生自動車学校 4060001017323
農業および測量向け専門ドローン操縦技術講習サービ
スの開発

株式会社足利銀行

273 2909210346 栃木県 株式会社城北工範製作所 2060001000140
高精度なＨＤＤ（ハードディスク）検査装置におけ
る、短納期の対応と低コスト化の実現。

株式会社栃木銀行
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274 2909210350 栃木県 有限会社小林食品 4060002003603
健康付加価値の高い新製品の開発及び生産性向上によ
る販路拡大

株式会社足利銀行

275 2909210354 栃木県 晃南印刷株式会社 2060001010387
オリジナルデザイン応援グッズの半日即納サービス体
制の構築

鹿沼商工会議所

276 2909210360 栃木県 杉田酒造株式会社 2060001014347
既存製品の生産力強化と純米にごり酒の新商品開発に
よる海外販路開拓

ダブル－ウィン・コンサルティング合同会社

277 2909210364 栃木県 有限会社那須挾範製作所 5060002024177
ＮＣフライス等の導入による生産プロセスの改善と社
内体制の改革

株式会社足利銀行

278 2909210365 栃木県 株式会社一心舘 6060001009021
次世代型健康経営への挑戦と鬼怒川温泉モダン文化湯
治

鹿沼相互信用金庫

279 2909210367 栃木県 株式会社トーコー 2060001008101
鉄骨溶接ロボットの導入による顧客へのサービス一貫
体制の強化

那須信用組合

280 2909210368 栃木県 ラ・ムープロヴァンス
新型脱毛器の導入によるエステサービスメニューの戦
略的な再構築

株式会社栃木銀行

281 2909210369 栃木県 日本文化伝承株式会社 9060001008961
獣害対策で駆除廃棄される鹿皮の資源化と、産地革使
用・インバウンドニーズ対応商品製作

株式会社栃木銀行

282 2909210371 栃木県 株式会社オフィスエフエイ・コム 4060001014881
ディープラーニング検査システムにおける自動学習シ
ステムの導入

株式会社群馬銀行

283 2909210373 栃木県 エスケミ株式会社 9060001027961
熱可塑性プラスチック廃材のマテリアルリサイクル率
向上の為の新装置導入計画

株式会社群馬銀行

284 2909210374 栃木県 ハッピー歯科クリニック
歯周病治療における診療効率の向上による、顧客満足
と付加価値向上の実現

株式会社エイチ・エーエル

285 2909210376 栃木県 有限会社小堀畳店 2060002017225
最新型ロボット導入でフローリング時代に対応できる
高品質畳の製造工程革新

真岡商工会議所

286 2909210377 栃木県 大栄建材株式会社 9060001011445
良質な天然骨材を生かしたユニバーサルデザイン時代
の「新しい景観資材」開発

株式会社ＵＩ志援コンサルティング

287 2909210378 栃木県 有限会社神保栄三久商店 6060002015019
日光の１００年こうじ屋が作る‘新甘酒’の生産プロ
セス改善と革新的サービスの提供、および地域観光へ
の貢献

鹿沼相互信用金庫

288 2909210379 栃木県 株式会社鎌田スプリング 3030001002015
世界初！脊椎の側弯症手術における矯正器具の誤設置
を防ぐ新たな器具「ボールチッププローブ」の開発・
製品化

さいたま商工会議所

289 2909210381 栃木県 有限会社トライ 6060002032360
「廃プラ」の再利用で地球を救う！そのための「大型
破砕機」を導入し、事業の一体的な整備を図る取組

栃木信用金庫

290 2909210382 栃木県 有限会社コパン 1060002021681
高齢者向けパンの開発と移動販売で、買い物弱者の支
援と障害者の職場拡大

宇都宮商工会議所

291 2909210385 栃木県 株式会社成光製作所 4060001002424
電気自動車のステア特性を追求した高精度ブッシュ部
品の試作開発

株式会社コムラッドファームジャパン

292 2909210386 栃木県 株式会社Ｖａｉｎｑｕｅｕｒ 8060001023854
美容業務の自動化による生産性・労働環境向上と新市
場の獲得

株式会社常陽銀行

293 2909210387 栃木県 有限会社愛和精密製作所 7060002012378
難削材高精度・異形切削加工における３次元ＣＡＤと
３次元ＣＡＴの顧客データ連携による検査改革

株式会社渡辺経営コンサルティング

294 2909210389 栃木県 株式会社日昇堂 3060001008760
栃木県産の原材料を使用したラスクの開発で日本一を
目指す。

鹿沼相互信用金庫

295 2909210392 栃木県 有限会社ヤマダ 1060002037645
移乗介護サポートロボットの量産と低コスト化を実現
するための６軸独立関節型溶接用ロボットの活用によ
る生産性向上

株式会社群馬銀行

296 2909210395 栃木県 セキ工業株式会社 7060001012016
大型建造物に対応したドリルマシンの導入による、内
製化の強化と生産プロセスの改善。

株式会社栃木銀行

297 2909210402 栃木県 トアヴァルト有限会社 7060002000317
強いブランド力を生かしたインバウンド向け新商品
「ＮＩＫＫＯ」を軸とする革新的な洋菓子開発工程の
確立

株式会社ＵＩ志援コンサルティング

298 2909210406 栃木県 株式会社カトー 3060001001220
到来したＡＳＶ社会の要請に応え、カーリテールサ
ポーターとして高度な信頼を獲得する

株式会社ＵＩ志援コンサルティング

299 2910210008 群馬県 株式会社ワーナテック 4070001003421
歯車加工方法の改革による加工時間の短縮と生産性の
向上

公益財団法人群馬県産業支援機構

300 2910210021 群馬県 株式会社テクノフローワン 9140001016510
車載用電池の連鎖発煙防止用断熱材の量産化に伴う品
質管理手法確立

花山和之

301 2910210022 群馬県 株式会社シミズプレス 2070001009734
プレスショット数拡大研削技術の開発による超精密金
型の作成

公益財団法人群馬県産業支援機構

302 2910210023 群馬県 株式会社東海電線 9070001016303 スパイラル印刷機の導入による工場生産性改善 株式会社足利銀行

303 2910210029 群馬県 有限会社富士ハードクロム 5070002030793
めっきのミスト排気設備を改善し、めっき量産規模の
拡大を目指す

桐生信用金庫

304 2910210030 群馬県 株式会社アドテックス 7070001006099 半導体製造装置向け冷却機試験評価装置 公益財団法人群馬県産業支援機構

305 2910210031 群馬県 有限会社ココアカンパニー 7070002021709
女性高齢者の笑顔と癒やしをつくる移動エイジングケ
アサロン事業

アイオー信用金庫

306 2910210036 群馬県 株式会社金加 2070001015773
ミネラル固着糸開発と繊維製品への応用にて確立した
基礎技術で、管理医療機器製品の開発を行う

桐生信用金庫

307 2910210038 群馬県 株式会社食環境衛生研究所 6070001004467
アミノ酸分析による熟成肉のうま味の評価法、及び機
能性総合評価検査の革新的評価法の開発

株式会社東和銀行

308 2910210040 群馬県 株式会社高橋木工所 2070001016251
箱物家具製造における新分野開拓に対しての生産手法
確立

株式会社足利銀行

309 2910210044 群馬県 ローズ
伸長している痩身施術での予約重複を解消し、売上向
上を図る

アイオー信用金庫

310 2910210045 群馬県 株式会社砂永樹脂製作所 3070001019518
センタープレス機構の成形機によるスマートメーター
部品の成形条件の確立

株式会社東和銀行

311 2910210048 群馬県 有限会社イシノ 1070002015988
複雑な切削を要する樹脂成型品の試作開発能力及び生
産能力増強の為の最新鋭設備導入

株式会社群馬銀行
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312 2910210049 群馬県 株式会社関越工業 4070001012364
小ロット・多品種ラベル化への対応と生産性向上に伴
う短納期化及び新市場の開拓

株式会社東和銀行

313 2910210050 群馬県 富士エンヂニアリング株式会社 9070001020057
医療・食品分野新規進出のための完全一貫エンジニア
リング体制構築事業

株式会社東和銀行

314 2910210051 群馬県 株式会社アスパックス 1070001015543 特殊用途むけ高精度段ボールケース製造工程の構築 福田秀幸

315 2910210056 群馬県 群馬電機株式会社 9070001015908
有料駐車場向料金表示機耐候性の向上と故障発生時通
報システムの構築

株式会社東和銀行

316 2910210057 群馬県 株式会社倉沢製作所 5070001012891
加飾用樹脂部品の射出成形技術の高度化により、高難
易度成形のニーズに対応する

株式会社群馬銀行

317 2910210058 群馬県 株式会社丸二精機 3070001008867
各種産業機械向けサポートベアリングの連続切削・計
測システムの確立

高崎信用金庫

318 2910210059 群馬県 株式会社龍八製作所 6030001041786
薄さ３ミリに挑む！溶接ロボットによるリハビリ機器
部品製造の新事業展開

和喜田勤

319 2910210060 群馬県 有限会社ユニーク工業 6070002031411
ディーゼル発電機カップリングファン製造における生
産プロセスの改善

株式会社商工組合中央金庫

320 2910210062 群馬県 有限会社井野口自動車整備工場 2070002033072
先端設備導入で事業用車両の稼働ロスを削減し安全運
行を支える出張点検事業

館林信用金庫

321 2910210063 群馬県 浅間酒造株式会社 8070001023647
酒造オリジナル！酒粕かおるピザの新開発と観光セン
ターの魅力アップ

株式会社東和銀行

322 2910210068 群馬県 株式会社足利セラミックラボラトリー 9070001022581
新素材を使った入れ歯の開発をＩＴを活用してコスト
ダウン生産を確立する

株式会社群馬銀行

323 2910210069 群馬県 三羽工業株式会社 8070001021733
熱処理後の研削工程の削減を実現する熱変形反映加工
技術の確立

株式会社東和銀行

324 2910210073 群馬県 有限会社大山製作所 4070002033137
最新横型マシニングセンタ導入と難削材の微細切削技
術開発による生産性向上

増田考邦

325 2910210077 群馬県 株式会社福田量地 4070001002753
３次元空間測量技術を使った新サービスの創出と測量
業務の効率化

しののめ信用金庫

326 2910210090 群馬県 株式会社星野家具 9070001008341 利用者に癒しを与える医療・介護用家具の製造・開発 株式会社東和銀行

327 2910210097 群馬県 株式会社内外 4070001018155
ロボット＋ＩｏＴによる高品質鋳物生産システムの構
築

株式会社群馬銀行

328 2910210098 群馬県 ＰＶＲ
高輝度レーザー光源を用いた光励起電子線照射殺菌装
置の試作・開発

株式会社東和銀行

329 2910210101 群馬県 有限会社シヤンテイー 4070002034837
サービス提供プロセス改善による生産性向上及びオリ
ジナル洋菓子の受託開発事業拡大

中村俊生

330 2910210103 群馬県 有限会社渋沢技研 2070002020161
次世代自動車向けパイプ加工用金型の生産プロセスの
革新

株式会社群馬銀行

331 2911210722 埼玉県 株式会社マツモト 5030002021763
６軸多関節ロボット部品のサブミクロン加工精度と生
産性の向上

安達隆久

332 2911210725 埼玉県 有限会社ハイブリッヂ精密 3030002121672
測定検査技術の高度化によるハイブリッド車用部品受
注獲得事業

秩父商工会議所

333 2911210732 埼玉県 有限会社角仲林業 6030002122503
受注拡大に向けた省力化生産ラインの構築と品質管理
の強化

秩父商工会議所

334 2911210736 埼玉県 創芽企画株式会社 7030001045381
面倒な仕事を引き受ける！印刷製本一貫サービスの展
開

埼玉県商工会連合会

335 2911210737 埼玉県 株式会社朝倉機械製作所 7010001080240
レーザ加工機導入による生産リードタイム短縮と熟練
技能強化

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

336 2911210740 埼玉県 株式会社鐘正精工 2030001091018
難削材加工および測定技術の高度化による海外市場進
出事業

秩父商工会議所

337 2911210741 埼玉県 有限会社ボーダック 5030002091831
壁面走行ロボットによるインフラ点検・検査機器の開
発・製造受託

青木信用金庫

338 2911210747 埼玉県 株式会社武蔵屋 5030001090966
製造プロセスの革新と新ブランド「知知夫（ちち
ぶ）」そばの展開

秩父商工会議所

339 2911210748 埼玉県 みはし株式会社 1030001046864
非接触超音波技術による、日本初「不燃木材薬液含浸
量分布測定装置」の開発

株式会社商工組合中央金庫

340 2911210758 埼玉県 さくら歯科医院
審美性を備えた高精度低価格修復物提供事業の広範囲
展開

深谷商工会議所

341 2911210769 埼玉県 ベストプランナー合同会社 8030003002058
安心安全！動きが見れて情報が漏れないテレワークシ
ステムの開発

草加商工会議所

342 2911210771 埼玉県 有限会社みずほ精機 4030002077360
複雑形状の試作部品の高精度・短納期供給にむけた生
産プロセス改革

埼玉縣信用金庫

343 2911210772 埼玉県 株式会社ヒタチ 6030001046942
高強度・軽量ステアリングジョイント固定金具を新工
法で開発し、ＥＶ車普及に貢献する

埼玉縣信用金庫

344 2911210776 埼玉県 株式会社カナイ 7011801006938
面内せん断試験機等の導入による開発力の高度化と商
品力の強化

株式会社常陽銀行

345 2911210777 埼玉県 山口証券印刷株式会社 4010001085151
細線印刷・情報処理・静電容量検査装置の融合による
タッチカード製造プロセスの開発

巣鴨信用金庫

346 2911210778 埼玉県 株式会社喜多山製菓 3030001002163
生産性向上による収益拡大のための横ピロー包装自動
供給機の導入

株式会社埼玉りそな銀行

347 2911210779 埼玉県 日大グラビヤ株式会社 4122001015754
食品パッケージ印刷版の生産工程革新と新たな製版需
要の開拓

株式会社近畿大阪銀行

348 2911210782 埼玉県 株式会社小金井精機製作所 2030001028060
自動車及び航空機の高精度エンジン部品製造に係わる
生産効率向上計画

株式会社埼玉りそな銀行

349 2911210784 埼玉県 牧丘鋼機有限会社 6030002107009
２間（４ｍ）輸入ステンレス板材加工に対する複雑加
工プロセスの生産性向上

瀧野川信用金庫

350 2911210786 埼玉県 冨士印刷株式会社 4010001121823
オフセット輪転機での多品種小ロットニーズに対応で
きる生産体制構築及び歩留まり率の向上

株式会社埼玉りそな銀行
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351 2911210791 埼玉県 有限会社秋羽製作所 2013102000930 プラスチック製医療機器部品の高度化 西武信用金庫

352 2911210794 埼玉県 有限会社常福産業 8030002059974
送電線劣化による“送電ロスセンサーの開発”を足掛
かりに、事業範囲の拡大を目指す

埼玉縣信用金庫

353 2911210796 埼玉県 株式会社オシダ精機 6030001068004 ガスタービン需要に応えるインコネル切削体制の確立 越谷商工会議所

354 2911210801 埼玉県 株式会社泰清紙器製作所 8011601014207
製菓・医薬品業界が求めるＩＳＯ１４６４４－１ Ｃｌ
ａｓｓ７に対応した紙器の生産性向上と品質向上

巣鴨信用金庫

355 2911210802 埼玉県 田岡製罐株式会社 3011501007298
世界基準を満たす食品向けＢＰＡフリー１８リットル
缶の生産体制の確立

税理士法人第一経理

356 2911210810 埼玉県 株式会社ベルノ技研 3030001045063
光選択的薬物輸送システム技術を利用した治療方法の
実験検証機の改良

巣鴨信用金庫

357 2911210812 埼玉県 株式会社東和企画 6030001079827
ＥＶ／ＰＨＶに搭載される電子部品への高生産性表面
処理技術開発による生産性向上と低コスト化の実現

巣鴨信用金庫

358 2911210816 埼玉県 株式会社イチヤナギ 6030001027513
鉄道レール用スカートナットの安定供給と社内加工技
術の強化及びコスト低減の実現

飯能信用金庫

359 2911210817 埼玉県 武蔵高速印刷株式会社 2011401006244
印刷生産方式のボーダレス化！品質標準化と生産効率
の向上事業

株式会社ＧＩＭＳ

360 2911210818 埼玉県 萩原印刷株式会社 8010001006376
新規需要の受注強化に対応するためのボトルネック工
程の改善

株式会社ＧＩＭＳ

361 2911210819 埼玉県 アットデア株式会社 6030001015253
高品質クリーニング・修理事業者に特化したＡＩ活用
マッチングサイト・ＷＥＢシステムの開発

株式会社群馬銀行

362 2911210820 埼玉県 高瀬測量設計株式会社 7030001070909
水域深浅測量の高精密化および生産性・安全性の向上
による競争力強化

埼玉県商工会連合会

363 2911210823 埼玉県 有限会社水野鉄工所 3030002114866
ＣＡＭ導入による複雑形状部品の生産リードタイム大
幅短縮

埼玉県商工会連合会

364 2911210824 埼玉県 株式会社佐藤鉄工建設 5030001079877
鉄骨コラム溶接ロボットの導入により鉄骨加工の生産
性向上を実現

中内善文

365 2911210827 埼玉県 有限会社富張製作所 2011802016544
超小ロット・多品種加工と跡の残らないきれいな溶接
によるＩｏＴ工作機具業界への顧客開拓

株式会社エイチ・エーエル

366 2911210828 埼玉県 柳下技研株式会社 5030001046877
薄物や大型重量物の旋盤加工を安全で高効率に生産す
る体制を構築する

株式会社埼玉りそな銀行

367 2911210831 埼玉県 小島繊維株式会社 6030001032793
オストメイト（人口肛門等造設者）向け押さえつけな
い安心ズボンの開発

埼玉県商工会連合会

368 2911210834 埼玉県 馬橋歯科医院
データドリブン技術による年少者成長発育矯正実現と
高精度根管治療提供

株式会社武蔵野銀行

369 2911210838 埼玉県 有限会社日の出精機製作所 1030002021619
既存顧客の量産と新市場の小ロットを両立させる生産
能力強化の取組み

米澤裕一

370 2911210839 埼玉県 三州製菓株式会社 6030001052750
光学センサー付きＸ線検査機（ハイブリットタイプ）
導入により、省人化、材料費軽減と販売機会増

税理士法人茂木会計事務所

371 2911210841 埼玉県 有限会社菊水堂 9011802011662
独自ブランド「できたてポテトチップ」売上増のため
の品質安定化

足立成和信用金庫

372 2911210843 埼玉県 株式会社千島測量設計 4030001091296
地上型レーザースキャナ導入による３次元高精密測量
の生産性向上

埼玉県商工会連合会

373 2911210845 埼玉県 わかば歯科医院
断層撮影による根尖性歯周炎の外科・内科を組み合わ
せた歯内療法の確立

株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

374 2911210846 埼玉県 寒梅酒造株式会社 4030001030675
搾り工程の刷新による自社ブランドの強化および高級
酒市場への新たな販売展開

福井大

375 2911210847 埼玉県 こばやし歯科医院
無調整での補綴治療実現と、その先にある咀嚼能力の
回復

株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

376 2911210849 埼玉県 株式会社三和製作所 8030001030746
新型マシニングセンタ導入による、生産性向上と革新
的な金属加工の実現

株式会社エイチ・エーエル

377 2911210852 埼玉県 ゴールド化成有限会社 4030002117752
花留め改良及び和風花器製造並びに専用製造ライン構
築による競争力強化

行田商工会議所

378 2911210853 埼玉県 株式会社タカヤマ 6011801003837
複雑形状のレアメタル部品の品質保証サービスの事業
化

株式会社グランツ・コンサルティング

379 2911210854 埼玉県 国際スプリング株式会社 4030001088499
生産プロセスの改善に取り組み第二創業・板金加工に
特化する事業

株式会社埼玉りそな銀行

380 2911210857 埼玉県 森紙器株式会社 4011801013276
マルチカッティングマシン導入による独自製品の開発
と生産能力の向上

草加商工会議所

381 2911210864 埼玉県 株式会社埼玉スポーツ 5030001017507
スポーツ販売店からの挑戦　～店舗販売とマーク工房
を併設した独自のマーキングサービス体制の構築～

株式会社武蔵野銀行

382 2911210866 埼玉県 シーマテック株式会社 6030001038989
地域力を生かしたヘール加工によるゴム製品用金型製
造の効率化

亀有信用金庫

383 2911210867 埼玉県 株式会社桑名工業 9030001048671
検査機能の充実化によるオリジナルグラデーション樹
脂版生産体制の確立

株式会社埼玉りそな銀行

384 2911210874 埼玉県 株式会社大川製作所 9030001054422
環境・品質要求に対応する洗浄工程革新による超精密
部品の生産拡大

税理士法人古田土会計

385 2911210875 埼玉県 モリカゲ歯科医院
新しい歯根端切除術の確立と根管治療の患者リスクを
最小限に抑える治療法の実現

株式会社みずほ銀行

386 2911210877 埼玉県 株式会社ラッキーズ 5030001126522
新しい窯を入れて効率アップ！新スタイルのパン屋さ
んを目指せ！

埼玉県商工会連合会

387 2911210880 埼玉県 アート工業株式会社 2030001000069
ロボットを活用した自動車部品の塗装技術の確立と新
たな生産ラインの構築

城北信用金庫

388 2911210883 埼玉県 むさしの歯科
歯石取り残し激減と治療時間短縮を両立する歯周病新
治療サービス

株式会社八十二銀行

389 2911210884 埼玉県 有限会社ミネ五十子印刷 7030002036702
オンライン・オフラインの相互マップによる災害対策
事業

狭山商工会議所
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390 2911210886 埼玉県 株式会社カネマス 8030001032759
最新型多頭刺繍機導入で、製品刺繍による識別と短納
期化

株式会社武蔵野銀行

391 2911210888 埼玉県 やざぶ総建株式会社 7030001122148
映像美術セット及び無垢材家具生産の大幅改善と一貫
生産体制の確立

東京信用金庫

392 2911210889 埼玉県 宇田　幹夫
生産性向上設備を導入し、製造工程の効率化と均一化
を図る

埼玉県商工会連合会

393 2911210890 埼玉県 株式会社三峰 7030001071213
世界初！超狭ピッチＥＣＵに対応した革新的コンタミ
防止洗浄機の開発導入

株式会社埼玉りそな銀行

394 2911210892 埼玉県 かわばた歯科医院
細菌感染ルート特定による根管治療後の再発防止策の
確立と、日・欧米間再発率ギャップの解消に向けた先
端的実証研究

株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

395 2911210894 埼玉県 株式会社ボンドール 6030001007655
新たな食材の特徴に合わせた機能を持った機械による
新商品開発

株式会社商工組合中央金庫

396 2911210899 埼玉県 ゆう歯科医院
院内ミリングで短納期化とレーザ除去を加えた新治療
工程の確立

巣鴨信用金庫

397 2911210900 埼玉県 エスエス電子株式会社 5030001057726
保護回路機能を搭載したＵＳＢケーブルの開発・製
造・販売

株式会社エイチ・エーエル

398 2911210901 埼玉県 株式会社エコ計画 4030001001049
処理困難物　廃マットレスの処理化とリサイクル率の
向上

株式会社埼玉りそな銀行

399 2911210902 埼玉県 株式会社英光 9030001070048
研磨工程の刷新による精度向上と飛躍的生産性改善に
よる介護市場の開拓

株式会社企業参謀

400 2911210903 埼玉県 株式会社ａｎｄ　ｌｏｔｕｓ 4030001121094
熱風式焙煎機導入による、スペシャルティ・コーヒー
豆の製造体制の構築と販売の強化

深谷商工会議所

401 2911210904 埼玉県 株式会社亀沢屋 4030001091156
チョコレート菓子の多品種少量生産対応力と新商品開
発力の強化

埼玉県商工会連合会

402 2911210905 埼玉県 株式会社アズブライト 9030001101975
人工知能を用いた歯科技工物制作および歯科診療の完
全自動化の実現

株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

403 2911210908 埼玉県 オーエムアイ株式会社 6030001035862
曲げ工程の改善による革新性の高い試作品対応事業の
実施

株式会社エイチ・エーエル

404 2911210909 埼玉県 鈴鹿特殊合板株式会社 5030001065605
高機能ランニングソー導入による生産性向上と提案型
製品の開発

東京東信用金庫

405 2911210911 埼玉県 勝田産業株式会社 9030001089352
職人不足に悩む建設現場の課題解決に繋がるトイレユ
ニットパネル事業

多摩信用金庫

406 2911210912 埼玉県 有限会社光沢 1030002073214
マシニングセンタを用いた加工＋自動測定プロセス構
築による高精度かつ高効率な生産性の確立

飯能信用金庫

407 2911210918 埼玉県 株式会社ウエマツ 2013301001275
高性能インラインカメラ導入で印刷不良の根本原因に
対処し事故損金を撲滅

株式会社商工組合中央金庫

408 2911210919 埼玉県 有限会社ティーアンドビー 1010102010713
マルチカッティングマシンとＣＡＤソフトの導入によ
る段ボール加工のオンデマンドサービス

多摩信用金庫

409 2911210923 埼玉県 有限会社原田製作所 7030002047674
新設備導入による内製化で金型製作のリードタイム短
縮を実現し、新分野に進出する

城北信用金庫

410 2911210924 埼玉県 とりまつ畳株式会社 6180001088689
需要の高まる『縁なし畳』の生産性向上による短納期
化実現と熟練技術の継承

青木信用金庫

411 2911210931 埼玉県 ＧｏｏｄＳｐｅｅｄ
最新塗装乾燥ブースと調色クラウドシステムで情報化
に対応し経営力向上を実現

埼玉縣信用金庫

412 2911210935 埼玉県 株式会社関東カーボンエンジニアリング 7030001072418
高性能集塵装置の導入による生産性向上の実現による
競争力強化

株式会社東和銀行

413 2911210936 埼玉県 有限会社プロスタイル 2030002032301
最新ＮＣＮルータの導入による品質と生産性の大幅
アップ達成

巣鴨信用金庫

414 2911210937 埼玉県 株式会社アイ・エス・エンジニアリング 7030001095732 配管自動溶接機による工数１／２の配管加工の実現 増田浩美

415 2911210939 埼玉県 原田産業株式会社 5030001041886
穀物冷却保管による加工能力と品質向上及び製品の長
期保存の実現

株式会社東和銀行

416 2911210941 埼玉県 山陽化工株式会社 9010001044664
最新二軸混練押出機導入によるＰＰＳ樹脂製造のＥＶ
専用化・短納期化

一般財団法人東京メザニン基金

417 2911210947 埼玉県 株式会社アズマカラー 3030001019364
欠点発生率大幅低減のための設備投資による生産性向
上と差別化

さいたま商工会議所

418 2911210950 埼玉県 第一ガスケット工業株式会社 9011801009261
生産管理システムを導入し、生産性及び利益率向上プ
ロジェクト

草加商工会議所

419 2911210951 埼玉県 あやの歯科医院
「ミクロ世界」による最先端予防歯科治療サービスの
開発

松永智子

420 2911210952 埼玉県 有限会社本庄プレスセンター 4030002080918
ＣＡＤ導入による型紙データ化により自社及び協力工
場の生産性向上

株式会社東和銀行

421 2911210953 埼玉県 ユーエスエンジニアリング株式会社 8030001060727
刃溝の高精細加工による医薬・食品業界向け多面とり
抜き型の開発

本庄商工会議所

422 2911210954 埼玉県 旭工榮株式会社 5030001086659
ドローン、３Ｄスキャナーの連携による橋梁点検業務
の効率化

株式会社東和銀行

423 2911210965 埼玉県 株式会社三幸製作所 3030001003608
３Ｄプリンタ導入による製品開発効率化計画（開発コ
スト・開発期間削減）

野口邦雄

424 2911210966 埼玉県 赤司製線株式会社 1011501005238
受注から出荷におけるＩＴシステム構築による製造・
検査・出荷業務の効率化

株式会社武蔵野銀行

425 2911210976 埼玉県 大誠食品株式会社 2030001079285
自動真空包装機導入による生産性向上と異物ゼロ検品
能力向上及び新商品開発

城北信用金庫

426 2911210977 埼玉県 そのつ森
新製造所の温湿度管理の改善と製造能力増強による生
産性向上

埼玉県商工会連合会

427 2912210323 千葉県 有限会社オートガレージ 1040002080903
地域特性に基づく顧客ニーズに応えるための洗車サー
ビスの提供

房総信用組合

428 2912210324 千葉県 株式会社川口印刷工房 6040001062063
多種多様・小ロット印刷への対応による既存顧客の深
耕と新規顧客の開拓

銚子信用金庫
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429 2912210325 千葉県 株式会社オーエックスエンジニアリング 4040001001089
海外展開を実現する新素材を活用した新世代型車いす
の開発

公益財団法人千葉県産業振興センター

430 2912210327 千葉県 有限会社渡辺製作所 3040002081882
産業機械の基幹部品：ボールネジのＩｏＴ技術を活用
した生産プロセスの革新

公益財団法人千葉県産業振興センター

431 2912210328 千葉県 株式会社千葉ソーイング 7040001019277 生産工程の一部自動化による労働生産性の向上 福永健二

432 2912210331 千葉県 株式会社寺田自動車 7040001045463
ＩоＴを活用した自動解析・遠隔診断による整備技術
の高度化推進

税理士法人オフィス９２１

433 2912210332 千葉県 有限会社浅草ギ研 3040002103059
火災発生を常時監視するＩｏＴ火災報知システムの開
発

株式会社千葉銀行

434 2912210333 千葉県 株式会社アミンファーマ研究所 8040001011803
尿中アクロレイン代謝物測定による簡易脳梗塞リスク
評価サービスの提供

公益財団法人　千葉市産業振興財団

435 2912210341 千葉県 大同機材工業株式会社 9040001043878
ＣＩＭ導入によるコンクリート型枠の革新的設計・製
造プロセス実現

株式会社千葉興業銀行

436 2912210346 千葉県 株式会社立石 8040001038202
新型の天井埋込カセット型加湿器の生産性向上及び量
産化

株式会社千葉銀行

437 2912210352 千葉県 株式会社ブライソンジャパン 3040001047934
精密鋳造用ワックス再生プロセスの改善による生産性
向上事業

出津  平

438 2912210355 千葉県 株式会社池田製作所 9040001061335
設備導入による短納期体制強化と加工ノウハウの他業
界への転用

千葉信用金庫

439 2912210358 千葉県 有限会社上野屋本店 9040002063066
千葉県産食材と和菓子ベースのオリジナルパン開発に
向けた生産性向上の実現

株式会社千葉銀行

440 2912210359 千葉県 株式会社キヨシゲ 3040001029412
最新のベンダー導入、ＩｏＴ化の推進による生産性向
上および技能承継

株式会社千葉銀行

441 2912210360 千葉県 株式会社キースタッフ 8040001048465
６次産業者向け小ロットで高品質なレトルト加工食品
の商品化支援

ちば国際税理士法人

442 2912210361 千葉県 マーブルファミリー歯科クリニック
インプラント治療を望む患者様の一手引き受けによる
地域社会貢献

株式会社千葉銀行

443 2912210362 千葉県 坂口工業株式会社 1040001053959
最新鋭溶接ロボットの導入による、製造ラインの生産
性向上と効率化

経営企画室株式会社

444 2912210363 千葉県 株式会社学校写真 7010801002591 先端設備の導入を通じた生産プロセスの課題解決 第一勧業信用組合

445 2912210364 千葉県 株式会社テーエーエヌ 3040001047694
超高層エレベーター加工技術をいかした板金加工と型
鋼加工との融合

飯田順

446 2912210365 千葉県 藤恵工業株式会社 2040001036698
自立型下請け企業を目指すための更なる短納期化への
取組み

柏商工会議所

447 2912210366 千葉県 株式会社ダイニッセイ 6040001054176
加工条件のデータ化による新入社員等でも熟練並の高
精度加工ができる工程の確立

株式会社京葉銀行

448 2912210367 千葉県 株式会社椎名鉄工所 2040001063098
３次元測定器導入と加工ＤＢ拡充で大型精密冶具の高
精度高効率加工体制構築

成長戦略株式会社

449 2912210368 千葉県 株式会社ワイヤレスデザイン 1040001070269 ワイヤレスＩｏＴ端末の開発プロセス改革 公益財団法人千葉県産業振興センター

450 2912210370 千葉県 池田歯科医院
インプラント治療の構造的欠陥に対する咬合学的アプ
ローチ

株式会社千葉銀行

451 2912210376 千葉県 有限会社三昭機工 3011702013467
経営分析に基づく戦略と、匠の技のＮＣ旋盤への移植
による競争力強化

株式会社商工組合中央金庫

452 2912210390 千葉県 有限会社宇野澤鉄工 4040002084273 塗装ラインの革新を通じた生産性向上の実現 小髙正之

453 2912210393 千葉県 株式会社新倉 7040001074280
割れ米・米ぬかを活用した米屋の米粉バウムクーヘン
の試作品開発

株式会社京葉銀行

454 2912210394 千葉県 ファスニング・ディワン株式会社 6040001037288
最新式ローリングマシン導入による冷間転造技術の高
度化計画

株式会社京葉銀行

455 2912210395 千葉県 日本ドラム株式会社 5020001078310
ドラム缶の再利用を促進する洗浄技術の高度化、生産
性向上事業

株式会社千葉銀行

456 2912210398 千葉県 農業法人株式会社ＧＰファーム 8040001101819
日本初！ＩＴ定温熟成庫と急速冷凍システムを用いた
バナナ販売計画

公益財団法人千葉県産業振興センター

457 2912210399 千葉県 合資会社寒菊銘醸 2040003003143
地域資源を活用したフルーツエールの試作品開発と海
外戦略

株式会社千葉銀行

458 2912210406 千葉県 株式会社ウェルリサーチ 6010001135367 高性能観測衛星搭載用の防振装置開発 公益財団法人千葉県産業振興センター

459 2912210408 千葉県 ダイパネ工芸株式会社 9040001071664 お風呂場でよく見える超親水鏡の量産体制の確立 公益財団法人千葉県産業振興センター

460 2912210411 千葉県 株式会社滝沢本店 2040001042993
麹造り工程の改善による酒造りの高度化と成田参道の
立地を生かした直売事業

株式会社千葉興業銀行

461 2912210413 千葉県 株式会社ゲノムクリニック 1040001104456
遺伝性乳がん・卵巣がんの原因となる「ＢＲＣＡ遺伝
子検査」を、世界最安値で実現する！

公益財団法人千葉市産業振興財団

462 2912210417 千葉県 坂口歯科医院
口腔内構造のデータベース化による地域への高度在宅
医療の提供

安達隆久

463 2912210420 千葉県 有限会社セキ動物病院 1040002092766 最新ＣＴ装置導入による動物診療の高度化の実現 株式会社千葉銀行

464 2912210422 千葉県 株式会社食器プロ 8040001094344
商品情報入力作業を短縮し、食器の取扱点数を更に向
上させる事業

株式会社　Ｔｃｅｌｌ医療福祉経営コンサルタ
ント

465 2912210423 千葉県 加瀬歯科医院
地域の歯科医院ではこれまでできなかった、審美性の
高い即日修復サービスの実現

株式会社千葉銀行

466 2912210424 千葉県 株式会社太陽堂印刷所 6040001004180
多様な封入ニーズに対応したワントゥワンマーケティ
ング向けフルフィルメントシステムの構築

野々上寛

467 2912210425 千葉県 小林歯科クリニック
解剖学的知見を活かした患者様一人一人に適する補綴
物の提供

株式会社千葉銀行
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468 2912210426 千葉県 株式会社高橋製作所 9040001058991
大型部品の高品質・高効率生産を実現する生産体制と
技能継承体制の構築

株式会社千葉銀行

469 2912210427 千葉県 有限会社アイシー企画 6040002017504
‘請け負うではなく共に創るを大切に’ネット通販の
概念に捉われない自社生産サービスの実現

千葉商工会議所

470 2912210428 千葉県 ＭＡＲＵＳＵベーグル
生産性向上に向けた地産地消型ベーグル販売及び卸売
事業への展開

横山和志

471 2912210429 千葉県 司冠栄製作所株式会社 6040001073226
最新の溶接機導入によって製造工程のボトルネックを
解消し、競争力を向上

株式会社埼玉りそな銀行

472 2912210430 千葉県 有限会社三河屋豆腐店 4040002019064
街の⾖腐店の⽣き残りをかけた、在来種をブレンドし
た糖度１５度の別次元コク旨⾖腐の開発

千葉信用金庫

473 2912210431 千葉県 有限会社本橋化成工業 3040002036993
ＮＣ旋盤導入によるプラスチック加工の新たな生産体
制の構築

東京東信用金庫

474 2912210436 千葉県 株式会社松本測量 4040001033792
３Ｄレーザースキャナーを活用した新しい建築測量シ
ステムの構築

株式会社千葉銀行

475 2912210437 千葉県 株式会社万直商店 5040001038444
高性能設備導入に伴う人的負担の軽減化及び生産性向
上ラインの構築

流山商工会議所

476 2912210439 千葉県 株式会社テラコン 4040001043040
３Ｄプリンターを活用したコンクリート製品の企画提
案と製品開発

石井照之

477 2912210440 千葉県 株式会社江東堂高橋製作所 5011801014273 錆びに強いステンレス素材の美術缶等の提供 一般社団法人千葉県中小企業診断士協会

478 2912210442 千葉県 ティーフーズ・ジャパン株式会社 3040001074301
房州産魚介類等を活用した、一般消費者向け小口チル
ド商品の開発

株式会社千葉銀行

479 2912210444 千葉県 ＦＲＥＥ　ＳＨＩＮＥ株式会社 8040001041313
独自の顔認識アルゴリズムを用いた店前歩行者属性分
析ツールの開発

株式会社千葉銀行

480 2912210447 千葉県 株式会社木村鋼材店 1040001001678 国土強靱化を担う、制震建材の精密加工技術の獲得 株式会社コムラッドファームジャパン

481 2912210448 千葉県 有限会社マスダゴルフ 7040002030778
レーザ彫刻機の導入によるゴルフクラブの付加価値向
上と生産の効率化

株式会社千葉興業銀行

482 2913211473 東京都 株式会社ニッシン 6012801003034
高精度ＮＣフライス盤の導入による革新的超高精度加
工技術の深化と技能承継

多摩信用金庫

483 2913211476 東京都 セントグラフィック株式会社 1013301026496
業界で類のない可視化された“超”短納期対応を実現
するプロセス革新

株式会社ＮｅｗＢｅｇｉｎｎｉｎｇｓＪａｐａ
ｎ

484 2913211477 東京都 ジオサイン株式会社 1010001115159
建設業者における残業削減と生産性向上を実現する
「地盤補強工事報告書の自動作成システム」開発

株式会社第四銀行

485 2913211479 東京都 株式会社鎌田紙器 1010601040087
製函工程への異常検知システム導入による紙器製品の
品質安定化

東京東信用金庫

486 2913211483 東京都 有限会社サワイ工業所 9012402001228
形鋼加工機導入による革新的生産工程改善および加工
領域拡大

多摩信用金庫

487 2913211484 東京都 株式会社ＷｉｓｈＬａｎｅ 1011101068040
一人暮らしの高齢者の為の終末期治療意思提示と医療
費支払連動データ送信システム

東京シティ信用金庫

488 2913211486 東京都 株式会社ブレーンバスターズ 4010901030727
秋葉原地区の訪日観光客向け情報提供・販売促進シス
テムの構築

株式会社コムラッドファームジャパン

489 2913211487 東京都 株式会社藤巧芸 8011601015428
オリジナルＳＮＳ用商品のネット通販に向けた生産工
程の改善

東京信用金庫

490 2913211489 東京都 株式会社英光社 2011201013449
資格検定受託事業の経営革新によるワンストップサー
ビス体制強化

西武信用金庫

491 2913211490 東京都 株式会社カワマタ 2012401015532
木工マシニングセンター導入による生産性向上とデザ
イン家具への展開

多摩信用金庫

492 2913211495 東京都 株式会社アーバンサービス 7010801016360
ひび割れを防止する壁紙クロスの特殊施工方法の開発
事業

松永智子

493 2913211502 東京都 株式会社三協商会 4011801008061
半導体付帯設備部品の加工に伴う、高剛性設備の技術
開発

東京東信用金庫

494 2913211506 東京都 株式会社東海管理舎 3011101013928
木床の定期清掃に小規模修繕工事を付加した新しい
サービスの提供

巣鴨信用金庫

495 2913211511 東京都 シンテック株式会社 3010001114984
クラウドサービスの電線地中化等製品・資材の検品シ
ステムの導入

渡部和義

496 2913211512 東京都 ヤマノ印刷株式会社 2010001031248
インバウンド需要取り込みのための印刷物一貫生産体
制の構築

大橋信太郎

497 2913211513 東京都 京南オートサービス株式会社 6013401004430
自動車高度化技術の完全対応による地域のモデル工場
化

藤井尊則

498 2913211514 東京都 関口精工株式会社 7011801009065
熟練技能承継と２４時間生産体制の構築による海外市
場の取り込み

朝日信用金庫

499 2913211515 東京都 株式会社コヤマ 7013101003616
マシニングセンタによるロボット部品のロット生産の
生産性向上

西武信用金庫

500 2913211516 東京都 株式会社帆風 1011101019654
４Ｄデジタルインクジェット印刷機導入による高付加
価値商品開発

株式会社商工組合中央金庫

501 2913211517 東京都 有限会社西東京ハーベスト 7010102005294
中型レッカー車導入による地域事情に即したレッカー
供給体制の構築

藤井尊則

502 2913211519 東京都 株式会社大研精機 2011401011368
金属切削の多台持ち１工程化と一貫検査体制構築によ
る生産性向上事業

城北信用金庫

503 2913211520 東京都 株式会社協和木工所 9013101004380
燃焼効率の高い日本製の高級木製棺の開発と生産性向
上事業

株式会社りそな銀行

504 2913211521 東京都 スエニョインターナショナル株式会社 3011101076784
中国向け越境ＥＣ用ショッピングアプリ・プラット
フォームの開発

横山和志

505 2913211522 東京都 株式会社リードシステム 3013301028037
小型地震センサーで、ビル内基幹設備の揺れ安全確認
が行える商品開発

巣鴨信用金庫

506 2913211524 東京都 有限会社栗原化工 3011802012138
新しいプラスチック製品の高精度加工と短納期化の実
現

税理士法人Ｓｏｏｇｏｌ
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507 2913211525 東京都 日本フオーミング株式会社 5011801003680
ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入によるフォーミング金型
の高精度化

第一勧業信用組合

508 2913211530 東京都 株式会社浜の院 2010001054298
新設備導入による検査工程の生産性向上と革新的な常
温新商品の開発

東京東信用金庫

509 2913211535 東京都 有限会社ケイ・アイ・シー 9011702014542
高齢小規模事業者向け、安心・簡単なワンストップ総
合印刷サービスの提供

東京東信用金庫

510 2913211538 東京都 有限会社ヴィルゴビール 1010602027496
オリジナルビールの受託生産サービス展開のための生
産性向上事業

東京東信用金庫

511 2913211540 東京都 株式会社スパルタ英会話 3011101072081
ＶＲによるインターネット・スパルタ英会話サービス
の開発

東京東信用金庫

512 2913211543 東京都 有限会社大東ステンレス研磨工業 7011502003516 ワクチン製造用ステンレスタンクの研磨生産性向上 巣鴨信用金庫

513 2913211545 東京都 株式会社内田染工場 4010001000911
「デジタル技術」×「１００年の職人技」による新染
色技術の開発と生産性向上

巣鴨信用金庫

514 2913211549 東京都 株式会社ヒキフネ 5010601014252
世界初新色めっき「プレミアムカラーシリーズ」生産
環境の整備

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

515 2913211553 東京都 モノリスコーポレーション株式会社 9020001099690
独自特許鏝と最先端トローウェルで実現する革新的床
左官工事サービス

株式会社きらぼし銀行（株式会社八千代銀行）

516 2913211556 東京都 株式会社愛和義肢製作所 6011601018977
３Ｄプリンタを活用した義肢マスターモデルの製造プ
ロセス改善事業

巣鴨信用金庫

517 2913211560 東京都 株式会社ＴＭＣ 5120001101788
マルチカッティングマシン導入による積層段ボール製
ディスプレイの生産体制確立

大阪シティ信用金庫

518 2913211569 東京都 豊永紙工株式会社 3011401004759
タンザックカレンダー最新丁合連動製本機導入による
生産性向上と多品種少量対応

巣鴨信用金庫

519 2913211577 東京都 株式会社イリオラ 6010901039345
ボンボンショコラ生産プロセス革新によるチョコレー
ト市場への本格進出計画

株式会社エフピー・ワン・コンサルティング

520 2913211582 東京都 有限会社小玉製作所 2060002018586
航空機部品等の受注拡大を目的としたＮＣフライス盤
導入による生産プロセス改善

小松川信用金庫

521 2913211586 東京都 株式会社西川精機製作所 6011701006139
ＹＡＧレーザー溶接技術の獲得によるステンレス部品
一貫生産体制確立

朝日信用金庫

522 2913211588 東京都 東京電制工業株式会社 7010801007847
制御盤＆受配電盤＆ソフト開発の三位一体の独自性が
高い事業展開

株式会社ビジネスリノベーション

523 2913211589 東京都 有限会社かんとうセラミックス 9050002008227
衛生面に考慮し審美性を高めた新しい部分入れ歯の開
発

松永智子

524 2913211591 東京都 松田硝子工芸株式会社 3010601006318
先端双腕位置決めロボツト設備導入による三次曲面印
刷の生産性向上と市場拡大

春田泰徳

525 2913211592 東京都 エコール・クリオロ株式会社 3013301020076
繊細なパティシエの技術があるからこそできるチョコ
レート菓子の生産性向上

巣鴨信用金庫

526 2913211593 東京都 株式会社松村製罐 8010601019141
最新型カバーカール機導入による小型スチール缶製造
工程の生産性向上計画

朝日信用金庫

527 2913211597 東京都 株式会社オーディーピーセンター 8010001013281
最新デジタル印刷機とブックスキャナを導入し、拡大
する自費出版、復刻本市場に貢献する

株式会社りそな銀行

528 2913211600 東京都 有限会社エムズデンタルラボ 3011502007413
最新鋭ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを導入し、生産性向
上・技術力強化を図り売上拡大と安定経営に取り組む

一般社団法人板橋中小企業診断士協会

529 2913211601 東京都 バン産商株式会社 2010501024255
高齢者の転倒予防に貢献するオーダーメイドインソー
ル搭載の室内履きの開発

株式会社東和銀行

530 2913211603 東京都 アマリ歯科クリニック
３Ｄ口腔内スキャナーの導入によるＩＴ化した高度で
安全な早期技工物作製事業

東京信用金庫

531 2913211604 東京都 松尾木工所
大型ＣＯ２レーザ彫刻機導入による木工製品彫刻高度
化事業

東京都商工会連合会

532 2913211607 東京都 株式会社太陽堂封筒 2011101043554
封筒加工の形成品質ならびに生産性向上による顧客
ニーズへの貢献

巣鴨信用金庫

533 2913211608 東京都 有限会社前田工機研究所 6012402004241
ＣＮＣ旋盤導入とその周辺工程等の統廃合による生産
性向上

坂本庸芳

534 2913211609 東京都 株式会社セイコー社 9012401007977
最新設備の導入とＩＴ活用による学校ビジネスの新展
開

多摩信用金庫

535 2913211611 東京都 株式会社オフィスカゴ 1011002034579
国内初！多言語デジタルサイネージ用アニメーション
コンテンツ創出システムの開発

服部智行

536 2913211612 東京都 リバイス合同会社 1011003005315
ＩＴシステム導入によるデリバリー車検サービスシス
テムの開発

安達隆久

537 2913211613 東京都 株式会社タスタス 3010401102787
スキャナ付きペン対応ソフトウェアハウス向けアプリ
開発クラウドサービスの提供

東京商工会議所

538 2913211614 東京都 株式会社エグザップ 7010101009734
ワイヤーカット放電加工機の導入による切削加工のワ
ンストップ高度化対応の実現

西武信用金庫

539 2913211616 東京都 ムツミコミュニティ株式会社 8011401011370
運転支援装置搭載車輌の安全運行に係る重要整備と整
備内容の見える化

巣鴨信用金庫

540 2913211617 東京都 Ｃメーカー株式会社 7013301041218
建設業界における働き方改革を実現する日報作成自動
化ソフト開発

小林奈緒

541 2913211618 東京都 株式会社トップランク 9040001024787 自動車業界特化型クルマヤプラットフォーム開発計画 株式会社商工組合中央金庫

542 2913211620 東京都 ミクロ精工株式会社 9011401006097
最新ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による、医療機器部品向け３
Ｄ設計技術の製造プロセスへの展開

山地真吾

543 2913211623 東京都 有限会社トップ精密 2013402001050
硬質材加工の技術向上・作業標準化と営業体制の構築
による医療機器分野への進出

多摩信用金庫

544 2913211624 東京都 有限会社石塚製作所 9012802002718
大型長尺物加工の内製化による利益率改善と競争力強
化

西武信用金庫

545 2913211626 東京都 サンライズ工業株式会社 5013101000598
３Ｄ形状測定機の導入による検査・修正時間の大幅削
減による生産性の向上

西武信用金庫
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546 2913211628 東京都 有限会社山伸製作所 1011802008088
０．０２ｍｍ精度の半導体製造機器用直動案内装置部
品のプレス加工生産体制の確立

亀有信用金庫

547 2913211631 東京都 株式会社東京フード 9011001016455
ローカライズ人事成長評価管理システムによる海外ラ
イセンスサービス開発

株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

548 2913211632 東京都 有限会社山本製作所 9012802005183
超精密部品の微細化・小径穴に対応した精密金型開
発・生産性向上

東京都商工会連合会

549 2913211634 東京都 岩城フイルム化工株式会社 4011801000456
ゴルフシャフト塗装の付加価値向上と生産性向上のた
めの設備導入

東京東信用金庫

550 2913211637 東京都 長谷川歯科診療所
未来を予測する歯科矯正と顎変形症手術の融合施術の
開発事業

朝日信用金庫

551 2913211638 東京都
ｓａｔｏｄｅｎｔａｌｌａｂｏｒａｔｏｒ
ｙ

長期的なケアを見据えたプラットフォーム型全顎補綴
用インプラントの開発

松永智子

552 2913211640 東京都 ダイヤリフォーム株式会社 2010001109845
プラスチック製コンクリート用軽量型枠の生産性向上
にかかわる事業

芝信用金庫

553 2913211641 東京都 株式会社Ｍｏｖｉ・ＵＳＡ 9010001081427
非常用発電機点検・整備のサービスネットワークの構
築

ペンデル税理士法人

554 2913211642 東京都 有限会社ヨネモト 7010602015520
平面研削盤導入による、鏡面仕上げ金型製作と生産性
向上のプロセス

東京東信用金庫

555 2913211645 東京都 株式会社ユーエス 9010101007174
新型刺しゅう用ミシン導入による中小ロット用生産体
制の構築

多摩信用金庫

556 2913211647 東京都 ＦＴＦ株式会社 8020002100185
当社買取保証付き、ＣｔｏＣ市場向けＡＩ・ＩｏＴ搭
載フリマアプリ役務の提供

安達隆久

557 2913211648 東京都 あらかわ歯科
訪問歯科診療における高精度な補綴物の迅速かつ安定
供給の実現

アルタス・パートナーズ合同会社

558 2913211650 東京都 株式会社ブレインズ・ネットワーク 2011101059609
訪日観光客向け、利用実績比例型の国内飲食店情報発
信（ＱＲコード）システムの開発

株式会社コムラッドファームジャパン

559 2913211651 東京都 株式会社サンヨー・シーワィピー 4120001080604
印刷本紙に対応し、印刷時の色表現も再現した、高品
質インクジェットプルーフの実現

株式会社ＧＩＭＳ

560 2913211656 東京都 広沢電機工業株式会社 6010801010133 エネルギー運用改善ＡＩシステムの開発 株式会社グランツ・コンサルティング

561 2913211661 東京都 有限会社宮崎精機製作所 2011702011364
小径金属加工の設備高度化と生産性向上による難しい
需要への対応

東京東信用金庫

562 2913211663 東京都 有限会社伊藤谷製作所 1011802009747
新業界（ガス・特殊警棒）との取引拡充に向けた工程
生産能力・加工能力の向上

東京東信用金庫

563 2913211665 東京都 株式会社Ｓａｍｕｒａｉ 6010901026847
店舗向け事前注文・決済サービスシステムの開発およ
びＳａａＳ販売

西武信用金庫

564 2913211667 東京都 有限会社丸幸レジン 7011502005644
建築市場への新規参入を目的とした、高サイクル成形
環境構築計画

朝日信用金庫

565 2913211669 東京都 二幸電気工業株式会社 9011501003580
高解像度（４Ｋ８Ｋ）放送機器と５Ｇ－ＮＲ通信機器
の開発及び生産効率の改善

城北信用金庫

566 2913211671 東京都 安田歯科醫院
有床義歯の製作も可能にする第三世代補綴治療システ
ムの構築

上田曽太郎

567 2913211672 東京都 株式会社山口商店 2011401015352
選別・圧縮機導入が実現する、住民の「困った」を解
決する新資源回収への挑戦

前田由美子

568 2913211673 東京都 株式会社巧喜 6011501012584 ファイバーレーザー除染技術工法事業計画 巣鴨信用金庫

569 2913211675 東京都 有限会社村山プロセス 1010002027031
アナログフィルムのデジタル化及び多様な印刷物への
汎用的な展開

朝日信用金庫

570 2913211676 東京都 有限会社堀内製作所 6010602014077
サーボプレスの導入による建材深絞り加工の生産性・
収益性の向上

東京東信用金庫

571 2913211677 東京都 株式会社トーン・アップ 2120001085951
ＥＣサイト活用型ビジネスの拡大と消費者要望に応え
る製品づくりの実現化

株式会社三井住友銀行

572 2913211679 東京都 美創印刷株式会社 7012401008473
高精度ラベル貼り付け機導入による説明書加工の高付
加価値化

株式会社ＧＩＭＳ

573 2913211681 東京都 株式会社飯山特殊硝子 6010801000794 内視鏡向けカバーガラスの微細化及び量産体制の構築 株式会社エフアンドエム

574 2913211682 東京都 株式会社美山技研 6010101003861
露光技術と直描技術を融合した新プロセス構築による
性能と生産力の向上

多摩信用金庫

575 2913211683 東京都 株式会社カスケード東京 1010401085745
ケアプラン情報のＱＲコード化によるデータ連携及び
文書管理システムの開発

株式会社千葉銀行

576 2913211684 東京都 株式会社大東美術 6011601004003
大手印刷会社教育部門向け生産性向上と短納期サービ
スの実現

西京信用金庫

577 2913211685 東京都 ナショナル製本協同組合 2011405000251
ＰＵＲ対応束見本等の製本体制構築による生産性の向
上と受注拡大

船越良人

578 2913211686 東京都 株式会社デンテック 1011401004348
最新画像処理システムによる医療器具の生産性向上と
品質保証強化

安藤光宏

579 2913211687 東京都 伊藤淳二歯科診療室
難治疾患等に悩む高齢患者に特化した歯科サービス開
発による患者満足度の向上

昭和信用金庫

580 2913211688 東京都 ＳＹＣＡＴＵＳ株式会社 6010101008976
ＩｏＴを用いた顧客先における測定器の遠隔自動校正
サービス

多摩信用金庫

581 2913211689 東京都 株式会社ナチュラルイムニティ 8011401015479
脂製ＲＦＩＤ試料保存読取装置の開発及び、セルバン
クの構築

巣鴨信用金庫

582 2913211690 東京都 株式会社アクシス 5011201013272
ＡＩプライベートクラウド導入によるＩＴベンチャー
のインフラ革新

株式会社きらぼし銀行（株式会社八千代銀行）

583 2913211699 東京都 花岡精機株式会社 6010801009761
三次元測定機導入による検査工程の効率化および生産
性向上による受注の拡大

株式会社三井住友銀行

584 2913211701 東京都 計測ソフト開発株式会社 4290801009166
３Ｄレーザースキャナーと弊社の蓄積したノウハウを
反映した計測手法の構築

多摩信用金庫
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585 2913211709 東京都 有限会社旭彫刻所 1012402004519
彫刻製品の「フルカラー化」で贈答品やピクトグラム
の市場ニーズに応える事業

多摩信用金庫

586 2913211712 東京都 有限会社藤田合成 8011802006606
新型機械とＩｏＴの導入による技能承継で品質と生産
性の向上

東京東信用金庫

587 2913211714 東京都 有限会社小島金型製作所 3011802012617
３次元ＣＡＤ／ＣＡＭソフト導入による順送型金型の
製造リードタイム短縮

朝日信用金庫

588 2913211718 東京都 雲紙舎合同会社 9011803001704
大型非破壊スキャンサービスの品質・生産性向上によ
る高付加価値化

株式会社ＧＩＭＳ

589 2913211721 東京都 株式会社グローエンジニアリング 2011801007346
独自機構を備えた小ロットから高効率粉砕が可能な食
品粉砕装置の開発

東京中央経営株式会社

590 2913211723 東京都 株式会社ＦＲＥＡ 2010001170517
定住外国人の生活基盤を整えるサービス「ＪａｐｏＬ
ｅａｓｅ」の提供事業

佐々木美佳

591 2913211724 東京都 三州電機株式会社 7013401001146
樹脂へのレーザ印字加工設備導入による生産性向上と
販路開拓

多摩信用金庫

592 2913211726 東京都 株式会社フェニックスデント 6010901010438
海外勢の参入を阻止する歯科用バーナーの圧倒的競争
力強化

さわやか信用金庫

593 2913211727 東京都 株式会社シンク 9010001159719
ＡＩを活用したスポーツ記録管理システム開発による
データ利活用

城南信用金庫

594 2913211730 東京都 株式会社ＣＡＮＯＰＵＳ 8011001097265
チャットアプリのトーク画面でみんなで育てるデジタ
ルペット「Ｂａｌｌｏｏｎ Ｅａｔ Ｍｏｎｓｔｅｒ」

小林奈緒

595 2913211731 東京都 株式会社田中ステンレス工業 9013101003762 航空市場深耕に向けた複雑加工の実現と生産性の向上 西武信用金庫

596 2913211736 東京都 アクションリンク合同会社 2030003004423
ＣＲＭ業務の生産性向上を目的としたＥコマース特化
型ＣＲＭプラットフォームの構築

野口仁

597 2913211737 東京都 株式会社八木製作所 6013401000768
微細加工の量産化における品質と生産性向上に向けた
取り組み

税理士法人第一経理

598 2913211739 東京都 Ｈ＆Ｋ合同会社 9013303002694
脳科学活用のクラウド型英会話トレーニングプログラ
ム等の開発事業

巣鴨信用金庫

599 2913211740 東京都 リマールエステート株式会社 4010001180266
不動産売買における物件と顧客のＡＩ提案システムの
開発

第一勧業信用組合

600 2913211746 東京都 株式会社ジー・スタッフ 6011101055158
精彩プリントとラミネート工程の改善による電飾看板
のＬＥＤ化促進

巣鴨信用金庫

601 2913211747 東京都 有限会社田中忠一塔婆店 5013102007626
塔婆品の品質を高度化しつつ、生産性を向上させる事
業

東京都商工会連合会

602 2913211752 東京都 調布柴崎歯科クリニック
『骨質分析矯正法』とコルチコトミーによる革新的マ
ウスピース矯正サービスの実現

税理士法人ティグレパートナーズ

603 2913211758 東京都 有限会社春名製版印刷 8011102010440
印刷ワークフロー導入による塾・予備校・資格学校向
けにフレキシブル印刷の実現

東京シティ信用金庫

604 2913211762 東京都 アーバン空調株式会社 7010101000073
セラミックスコーティングを利用した空調設備のメン
テナンス改善

多摩信用金庫

605 2913211764 東京都 有限会社木下製餡 9011402002649
搾り皮が発生しない粒あんの風味を実現した「新こし
あん」の開発

巣鴨信用金庫

606 2913211776 東京都 株式会社ＴＦＣラボ 9011201020447
３Ｄ画像撮影解析装置を活用した化粧品等の商品・施
術効果測定の精度向上事業

税理士法人Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ

607 2913211777 東京都 トイウェア株式会社 4010401130234 ブロックチェーン技術を活用したＥＣサイト開発事業 税理士法人Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ

608 2913211779 東京都 ほり歯科クリニック
全プロセス改善による根管治療の再治療率０％への挑
戦

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

609 2913211780 東京都 中央自動車工業
次世代自動車に対応した整備のワンストップサービス
体制の構築

藤井尊則

610 2913211782 東京都 株式会社ニイヅマックス 4010801009177
仮想メカトロニクスシミュレーターの導入による、生
産用設備の開発工程の効率化

株式会社静岡中央銀行

611 2913211785 東京都 和栄鋼業有限会社 8011702012662
最先端プレスブレーキと管理システムの高度化により
生産性を３倍にして売上・利益の拡大

一般社団法人板橋中小企業診断士協会

612 2913211786 東京都 リアルワン株式会社 2010001100820
調査から分析結果の納品までを連動する調査システム
の再構築

井上大輔

613 2913211787 東京都 有限会社博龍紙工 1011102010026
中綴じ製本冊子作成における生産工程の改革による厚
紙中綴じ製本の実現！！

中ノ郷信用組合

614 2913211788 東京都 合同会社Ｂｒｅｗｓｔｅｒ 3030003006872
業界初、価格調査・通知システムによる小売業の開業
＆地方創生支援サービスの実現

西守正希

615 2913211793 東京都 帆足歯科医院 未来を先取りした最先端の顎骨再生術法の開発事業 松永智子

616 2913211794 東京都 大洋ツール株式会社 3010801016595
ＣＮＣ研削盤およびロボットアーム導入による研削工
程の革新的改善

城南信用金庫

617 2913211795 東京都 有限会社トースト 1013302019648 自家製発酵種による無添加パンの新展開 巣鴨信用金庫

618 2913211796 東京都 ＡＲＡデンタルオフィス
大学と連携した最先端医療の高精度化／高度化の実現
とワンストップサービスの提供

城南信用金庫

619 2913211797 東京都 株式会社ＴａｋｅＡｃｔｉｏｎ 2011001066903
経営陣と従業員の溝をなくす画期的ツール！双方向社
内報サービス

松永智子

620 2913211800 東京都 鉄道車輛工業株式会社 8010101009774
ＶＯＣ（揮発性有機化合物）脱臭装置設計の３Ｄ　Ｃ
ＡＤ化

東京都商工会連合会

621 2913211803 東京都 株式会社東海創芸 1011101048496
魅力的な雑誌付録等の企画・デザイン・製造を可能と
する、革新的加工技術の確立

巣鴨信用金庫

622 2913211806 東京都 宗像歯科医院
口腔内スキャナーとインプラントシミュレーターを利
用した非侵襲インプラントの実現

税理士法人あおい経営支援

623 2913211807 東京都 あさの歯科
三次元画像診断を用いた患部の多面的把握による低侵
襲インプラントの実現

西藤友美子
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624 2913211808 東京都 グラビティ株式会社 6020001050169
空き家の民泊活用を推進するスマートロックの開発・
事業化

株式会社三井住友銀行

625 2913211811 東京都 自由が丘歯科
歯科用ＩＴ機械装置導入による治療品質・患者満足
度・生産性の向上

株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

626 2913211812 東京都 伊藤テクノ株式会社 5011701017137
ワンボタンで御用聞きができるコミュニケーション
ツールの開発と上市

峯英之

627 2913211815 東京都 株式会社Ｊ．Ｄｉｓｃｏｖｅｒ 6011301020481
出版コンサルティング事業を加速させる「試読システ
ム」の開発

大東京信用組合

628 2913211817 東京都 株式会社サムシング 8010001123312
画像判定ＡＩを利用した深層混合処理工法の品質管理
手法の開発

菅野浩司

629 2913211820 東京都 株式会社ルッキン 6010401093693
歯牙移植など多様化する歯科治療に対応する歯科技工
物提供サービスの開発

株式会社みずほ銀行

630 2913211822 東京都 株式会社吉野 1010001145172
理事長育成システムの開発による築古マンションの付
加価値向上

株式会社シャイン総研

631 2913211823 東京都 株式会社ＺＥＮＩｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ 8020001087622
プログラミング自動生成！次世代型開発プラット
フォームの開発

株式会社シャイン総研

632 2913211824 東京都 なかむら矯正歯科
咬み合わせの悪さで済まない咬合崩壊を防ぐ３次元画
像分析手法の実現

巣鴨信用金庫

633 2913211825 東京都 株式会社ＵＮＩＡＳ 9020001122469 転職エージェント向け、業務自動化クラウドシステム 税理士法人Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ

634 2913211827 東京都 株式会社ｍａｔｅ 7011001123369
動物の保護・幸福化を推進するｍａｔｅアプリの開発
計画！

株式会社Ｔｃｅｌｌ医療福祉経営コンサルタン
ト

635 2913211828 東京都 株式会社ドラフト 1011001067646
増加するビル改修需要に対応する、測量技術の自動化
と生産性向上

株式会社エム．サポーティング

636 2913211830 東京都 洋デンタルオフィス広尾
高精度な歯根治療体制整備による歯の温存治療サービ
ス開発

生沼寛隆

637 2913211834 東京都 石川酒造株式会社 9013101000025
充填工程の改善による福生発クラフトビールの全国展
開

福井大

638 2913211835 東京都 株式会社徳 9020001080915
毛細血管で健康度を測るための血流スコープと画像解
析ソフトの開発

第一勧業信用組合

639 2913211836 東京都 有限会社オートボディーニシムラ 8010102001433
自動車整備業のレッカー事業の強化によるワンストッ
プ型サービスの確立

西武信用金庫

640 2913211840 東京都 株式会社スリーライト 6010001047835
最先端検査装置導入による、印刷業界最高品質セール
スプロモーション品の提供

株式会社ＧＩＭＳ

641 2913211845 東京都 勝俣歯科医院
ＭＲＣ矯正と気道拡張法による小児喘息、アトピー改
善の実践

城南信用金庫

642 2913211850 東京都 株式会社ひとみ印刷所 5010001183771 オンデマンド印刷機の活用とアンケート事業の強化 井上大輔

643 2913211866 東京都 株式会社ＳＫＴ 3011101080571
最先端の外科手術を可能とする高度２次診療集中セン
ターの展開

巣鴨信用金庫

644 2913211868 東京都 株式会社東名パワード 7012301001743
３Ｄポータブル測定器導入による日本製高品質製品提
供と開発力革新の体制確立

篠崎昌義

645 2913211874 東京都 紅オート販売株式会社 8010101001079
ＩＴ利活用による自動車整備の「見える化」を通じた
「顧客関係性」強化

藤井尊則

646 2913211876 東京都 株式会社ヒューマンテクノシステム東京 6010001165686
話者適応方式を用いた効率的「自分の声」音声合成製
作サービスの開発

今井信吾

647 2913211877 東京都 デンタルソリューション株式会社 6050001017999 革新的なトリプルトレーの開発による事業拡大 株式会社筑波銀行

648 2913211880 東京都 株式会社ＡＩ 8012301010140
歯科医とデータ連携で実現するミリングのデジタル
ワークフロー

多摩信用金庫

649 2913211881 東京都 株式会社エイアイエム 4011701010712 容器製造における３Ｄ設計による付加価値の向上 東京東信用金庫

650 2913211889 東京都 株式会社ウイスマー 1010001100607 ＯＲＰ計を使用した酸化ストレス計測手段の開発 朝日信用金庫

651 2913211890 東京都 ＴＡＡＳ株式会社 5020003011839
紙廃棄コストをゼロにし地球環境に貢献する広告シス
テムの開発

原田貴史

652 2913211891 東京都 有限会社バンバンビガロ 6011302011876 フィギュアの内製化に向けた試作事業 巣鴨信用金庫

653 2913211894 東京都 ステム株式会社 4010001174929
レーザー加工機・３Ｄプリンタ等の導入による生産性
向上と新事業展開

巣鴨信用金庫

654 2913211898 東京都 株式会社オフィスダイナマイツ 7010001101310
販売管理システム導入によるフラワーサービス事業の
生産性向上計画

山本文則

655 2913211899 東京都 株式会社三羽研究所 3011701003519
成分検査技術の高度化による特殊接着剤等の品質保証
能力向上計画

朝日信用金庫

656 2913211903 東京都 株式会社ホワイト急便羽田 9010801016409
ボトルネック工程解消と生産性向上によるクリーニン
グ業の競争力強化

税理士法人税務会計センター

657 2913211905 東京都 株式会社ベナ 7011401005695
建築模型ノウハウと３Ｄプリンタ活用立体造形プロセ
ス高度化事業

埼玉県商工会連合会

658 2913211907 東京都 松永歯科医院
インプラントシミュレーション機能付き最先端ＣＴの
根管治療への活用の可能性

株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

659 2913211909 東京都 株式会社矢沢製本 2012701008871
大判サイズの特殊な紙折りで顧客のニーズに応え付加
価値アップ

飯能信用金庫

660 2913211912 東京都 株式会社エアロ・フォト・センター 6012801007092
ドローン搭載型レーザスキャナを活用した測量サービ
スの向上

多摩信用金庫

661 2913211914 東京都 橋村電材株式会社 2012301002069
生産ラインの新設による飛躍的な生産性向上で実現す
る安定供給と受注拡大

株式会社きらぼし銀行（株式会社東京都民銀
行）

662 2913211916 東京都 株式会社Ｄ＆Ｍ 8013101006758
金型用ＣＡＤ／ＣＡＭシステムの導入による、金型一
貫製造体制の確立

多摩信用金庫
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663 2913211919 東京都 エヌエス印刷製本株式会社 1011101015439
環境にやさしく安全な製本技術とダイレクトメールの
コストダウンに対応した製本プロセスの開発

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

664 2913211921 東京都 有限会社ティーエムプルーフ 5010602017188
校正業界初の試み！！「ＬＥＤを光源とするＵＶ校
正」工程の構築

東京東信用金庫

665 2913211926 東京都 インパック株式会社 4012801003250
新型冷蔵庫活用による長期鮮度保持期間の実現で、花
き業界初繁忙期の解消を行う

東京都商工会連合会

666 2913211927 東京都 有限会社高野製作所 7011802015343
板材のプレス工程自動化による、小ロット生産性・試
作対応力の向上

東京東信用金庫

667 2913211928 東京都 飯田橋エトワール歯科医院
最先端歯科用デジタル印象を用いた天然歯を保存する
根管治療の実現

安達隆久

668 2913211930 東京都 大村製本株式会社 9011401001164
糸切り装置付き中ミシン綴じ製本機導入によるこども
に優しい絵本の品質向上と短納期化

一般財団法人東京メザニン基金

669 2913211933 東京都 株式会社セイホー 5010101001940
三次元測定装置と自動化設備導入によるプラスチック
成形システムの生産性向上

多摩信用金庫

670 2913211938 東京都 有限会社松島自動車整備工場 9010102006423
車検設備の導入により自動車整備工場が取組む生産性
向上と働き方改革の推進

藤井尊則

671 2913211939 東京都 ＶＡＬＴ　ＪＡＰＡＮ株式会社 2010401113471
障害者の継続的な在宅就労を支えるプラットフォーム
の開発

アルタス・パートナーズ合同会社

672 2913211941 東京都 株式会社Ｂｕｚｚｒｅａｃｈ 3011001117069 被験者直接募集システムの事業化による新薬治験革命 株式会社シャイン総研

673 2913211948 東京都 ＭｉｅＴｅｃｈ株式会社 3010601053673
視覚障がい予防のための糖尿病患者向け出張型眼検査
支援サービス

佐藤聡

674 2913211952 東京都 矢野歯科医院
小児歯科治療からのアプローチ、革新的な睡眠時無呼
吸症候群治療事業の展開

中村太郎

675 2913211959 東京都 株式会社ブラボーグループ 1010001103444
業界初！複製許諾表示付のエクササイズ音楽動画再生
アプリの開発

和喜田勤

676 2913211971 東京都 なおのデンタルオフィス
口腔内スキャナによる革新的補綴治療と長期予防歯科
サービスの提供

鈴木正子

677 2913211972 東京都 ＡｋｉＴｅｃｈ　ＬＥＯ株式会社 5012801010056 革新的ポータブルレーザ加工装置開発 税理士法人ＭＩＲＡＩ合同会計事務所

678 2913211975 東京都 株式会社ギフトライフ 2010401104685
ギフトを贈る作業時間を短縮してシェア決済も可能な
ギフト管理システムの開発

税理士法人熊代事務所

679 2913211982 東京都 ウエブテック株式会社 2010701001203
プリンテッドエレクトロニクスの中間工程検査用の検
査機の試作開発

林原敏夫

680 2913211990 東京都 株式会社ツインエコ 6011701018324
心も照らすＬＥＤ　特許取得、世界初おしゃべり電球
の量産に向けた試作及び金型製作事業

東京東信用金庫

681 2913212011 東京都 株式会社ＳＹＮＣＨＲＯ 1010001126544
近未来住宅で一般化する玄関管理用「クラウド認証シ
ステム」の製作

東京商工会議所

682 2913212017 東京都 株式会社ＳＥＮ 6011001120243
インバウンド向け、日本文化を体験できる茶室カプセ
ル旅館事業の立上げ

株式会社コムラッドファームジャパン

683 2913212018 東京都 株式会社Ｅｌｉｘ 1011001113557
新薬開発を短期化できる創薬に特化したＡＩの開発　
（創薬に特化した生成モデル）

株式会社コムラッドファームジャパン

684 2913212019 東京都 株式会社木村コーヒー店 5010001002089
顧客の好みに合わせたＰＢドリップバッグコーヒーの
開発と提供

株式会社コムラッドファームジャパン

685 2913212023 東京都 株式会社松楽産業 8011201002578
種苗業界の生産性向上を図る新製品「自動計数充填シ
ステム」の開発

株式会社コムラッドファームジャパン

686 2913212026 東京都 古賀電機株式会社 9010701003374 難加工材テフロンにおける薄肉形状加工技術の高度化 さわやか信用金庫

687 2913212034 東京都 デイブレイク株式会社 8011101067325
急速冷凍技術によるフローズンフルーツの開発でフー
ドロスを無くす事業

特定非営利活動法人横浜中小企業診断士会

688 2913212035 東京都 日商印刷株式会社 9011801010995
ＲＦＩＤ製品の多種少量化に対応する生産プロセスの
改善と生産性の向上

株式会社阿波銀行

689 2913212039 東京都 株式会社ＧＥＮＺ 4011201019114
テキストマイニング技術を使ったバグ情報分析システ
ムの開発

税理士法人Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ

690 2913212040 東京都 エイジ歯科
従来の施術方法を大幅に改善した安全性の高い歯科治
療方法の開発

松永智子

691 2913212042 東京都 株式会社ＲＯＳＳＯ 2013401007288
デジタルテスター導入による、高級車整備の即時見積
もり作成態勢の確立

井上大輔

692 2913212046 東京都 いばた歯科
歯科にはこれまでなかった高度な訪問歯科診療サービ
スの提供

山田稔幸

693 2913212048 東京都 有限会社ハローデンタル 4013102000672
着脱容易性を高めつつ適切な咬合力を実現する新デン
チャーの開発

松永智子

694 2913212050 東京都 大谷清運株式会社 3011801000770
障がい者の職域と雇用拡大のための新型缶プレス機の
導入

青木宏二郎

695 2913212051 東京都 アヅマデンタルアート 残存歯の倒れこみを防ぐ新しい小児用矯正器具の開発 松永智子

696 2913212052 東京都 有限会社ナルー・プ・ロア 5011002017704
特殊施術台導入とシステム改革で表参道が誇る「従業
員にも優しいグローバル＆ユニバーサルサロン」へ！

行政書士法人まつはし事務所

697 2913212053 東京都 株式会社ディプラス 1010001146294
クラウド・ＩｏＴ技術を活用したタクシー車載業務シ
ステム統合機器開発と新サービス提供

東京商工会議所

698 2913212062 東京都 ＡｕＢ株式会社 5011001107794
腸内細菌解析と食事解析をベースとした健康管理アド
バイスサービス

公益財団法人川崎市産業振興財団

699 2913212072 東京都 ｄ３コム株式会社 2012301009114 ＤＥＣＴ方式無線システム開発 町田商工会議所

700 2913212073 東京都 株式会社オプトゲート 1011801018427
測定開始位置自動切換え機能付き光ファイバ断線検出
機

株式会社阿波銀行

701 2913212075 東京都 株式会社日本ステッカー 8011601007895 高耐久性ＲＦＩＤラベルの加工工程の高度化 加藤茂
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702 2913212076 東京都 千蔵工業株式会社 1010801007258 新規市場自動ドア防護柵の技術開発 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

703 2913212078 東京都 有限会社深川ダイス製作所 4011702014381
ＰＣＤ加工可能なワイヤ加工機の導入によるダイヤモ
ンド異形伸線ダイスの試作開発

朝日信用金庫

704 2913212079 東京都 ＫＯＡＮＤＲＯ株式会社 6010701030198
「味の定量化」＆「ＩｏＴ」でパーソナライズされた
コーヒーメーカー開発事業

城南信用金庫

705 2913212082 東京都 株式会社ＹＯＮＥＤＡ 4010801024465
世界初の「業務用の無電源全自動野菜栽培システム」
の開発

上田曽太郎

706 2913212083 東京都 株式会社アベンチャーズ 4010401111746
中小の化粧品メーカーに特化した有効性測定試験サー
ビスの開発

山田典正

707 2913212087 東京都 株式会社エクシア出版 9010001164660
教育現場からのフィードバックに基づく教材作成の自
動化および教室授業のＩＣＴ化システム

東京東信用金庫

708 2913212090 東京都 ウェブラボ株式会社 1012401016647
『ＦＡＮＺＯ（ファン増）』（ＳＥＯ・ＭＡマーケ
ティングツール）の開発

東京商工会議所

709 2913212093 東京都 株式会社ビズウインド 6010501030563
人工知能（ＡＩ）を使った一人暮らし高齢者見守り
サービスシステムの開発

経営創研株式会社

710 2913212094 東京都 株式会社デジタリーフ 1011701009922
海外企業への委託を効率化するオフショア開発管理シ
ステムの開発

東京東信用金庫

711 2913212106 東京都 株式会社泉竹 4010901029587 ムスリム対応精進料理の販売と生産性向上 世田谷信用金庫

712 2913212110 東京都 未来建築研究所株式会社 2010401121219
ＢＩＭと連携した生産を実現する『ＢＩＭ連動鉄筋加
工帳システム』の開発

上田曽太郎

713 2914214001 神奈川県 ウィルテック株式会社 6021001011350
基幹部品の高度化によるファンクションテスタの車載
用高密度プリント基板市場での売上拡大

公益財団法人相模原市産業振興財団

714 2914214002 神奈川県 株式会社アルファ・ツール 9021001017683
ハニカム複合材加工のための複合エンドミルの開発に
よる量産加工体制の構築

公益財団法人相模原市産業振興財団

715 2914214003 神奈川県 株式会社新鋭産業 8020001029979
サーボプレス導入による超薄型ベイパーチャンバー生
産プロセスの革新

公益財団法人横浜企業経営支援財団

716 2914214004 神奈川県 株式会社スマートパワーシステム 6021001045571
系統連系自動試験システム導入によるハイブリッドパ
ワーコンディショナー評価の自動化

公益財団法人相模原市産業振興財団

717 2914214009 神奈川県 株式会社ナンエツ工業 8021001015498
高速スタッド溶接ロボット導入による作業標準化と生
産性向上計画

小原恭子

718 2914214013 神奈川県 株式会社久保電機製作所 2010801003264
労働環境改善、高品質、地域貢献を目指す自動ハンダ
と画像判定装置導入

川崎信用金庫

719 2914214014 神奈川県 株式会社吉岡精工 2020001001118
半導体製造装置向超高精度モータ用シャフトの革新的
生産工程の確立

横浜信用金庫

720 2914214015 神奈川県 国産合金株式会社 3010401010016 高精度、短納期を可能とした金型製造ラインの構築 公益財団法人横浜企業経営支援財団

721 2914214017 神奈川県 株式会社ＴＤＳ 7020001117207 歯を削らない新しい製法による新ブリッジ製法の確立 株式会社横浜銀行

722 2914214020 神奈川県 検査サービス株式会社 2020001072704
最新超音波探傷器の導入による余寿命診断サービスの
事業化

横浜信用金庫

723 2914214022 神奈川県 有限会社ピクセラ工房 4021002055679
新規設備導入による品質及び生産効率の大幅アップに
よる販路拡大

さがみ信用金庫

724 2914214027 神奈川県 有限会社武蔵工業 5020002036151
未来都市型サイクル・シェア・ステーション周辺装置
の試作開発

川崎信用金庫

725 2914214030 神奈川県 細谷精機株式会社 9020001032981 深曲げ筐体の高精度加工を実現するベンディング革新 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

726 2914214034 神奈川県 株式会社山喜 4020001006214
ワンウェイクラッチ部品製作におけるロボット活用に
よるバリ除去自動化の実現

公益財団法人横浜企業経営支援財団

727 2914214037 神奈川県 株式会社山安 9021001033301
洗浄工程の改善による顧客ニーズを満たした干物の実
現

株式会社高崎総合コンサルタンツ

728 2914214038 神奈川県 株式会社テイ．エス．エス 8020001080255
航空機品質の躍進で航空機製品受注拡大と新規顧客獲
得を目指す

川崎信用金庫

729 2914214039 神奈川県 都市環境サービス株式会社 1021001013351
地球環境保全・障害者雇用に寄与する廃棄物処理の高
付加価値化

株式会社群馬銀行

730 2914214040 神奈川県 株式会社湘南技研 6021001000898
自動車産業のＥＶシフトに備えるプレス製品の生産性
向上

横浜信用金庫

731 2914214042 神奈川県 時吉工業株式会社 9020001071245
銅試作品短納期生産システムの確立による生産プロセ
ス革新

川崎信用金庫

732 2914214043 神奈川県 株式会社松井塗装工業所 8021001033178
レーザーを活用した斬新な塗装加工技術で品質性向上
および環境負荷の軽減の実現

さがみ信用金庫

733 2914214044 神奈川県 株式会社セア・プラス 3020001001934
防災・災害対応需要に対応するＵＡＶ ＬｉＤＡＲの導
入

横浜信用金庫

734 2914214046 神奈川県 株式会社第一鍍金工業 3020001080103
半導体製造装置のコア部品増産に対応する特殊メッキ
処理ラインの改革

川崎商工会議所

735 2914214047 神奈川県 株式会社エーシーエム 5020001043405
多関節三次元測定機導入による検査時間短縮等と測定
の標準化及び測定精度向上

公益財団法人横浜企業経営支援財団

736 2914214049 神奈川県 株式会社ＭＥＧＡＳＹＳＴＥＭ 8020001041199
高精密度プリント配線基板の微小部品実装技術と生産
工程の革新

川崎信用金庫

737 2914214051 神奈川県 株式会社北越精機 9021001026560 車両用高精度加工部品製造における生産プロセス革新 株式会社静岡銀行

738 2914214053 神奈川県 オズ通り歯科医院
医療機関連携による口腔内疾患国内最高水準医療提供
体制の構築

坂林弘文

739 2914214057 神奈川県 株式会社本牧館 2020001028870
地域小麦と天然酵母発酵機ルバンの導入で、売上拡大
と労働環境の改善

湘南信用金庫

740 2914214059 神奈川県 株式会社やなせ精機 9020001019021
試作・開発用歯車やオーダーメイド歯車の製作可能種
類の増加と短納期の実現

横浜信用金庫
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741 2914214061 神奈川県 株式会社湘南分析センター 3020001061730
ＩＴ利活用による土壌汚染検査報告プロセスの効率化
計画

株式会社エフピー・ワン・コンサルティング

742 2914214066 神奈川県 株式会社ヒューマン 6012301002107
切削油塗布の自動化等によるアルミフレーム加工の生
産性・信頼性の向上

株式会社山梨中央銀行

743 2914214072 神奈川県 丸忠建工株式会社 6020001031284
顧客建築現場の環境向上を実現する新サービスのため
の設備投資

株式会社商工組合中央金庫

744 2914214073 神奈川県 株式会社クリークライフデザイン 3020001096371
患者の歯茎に優しい新インプラント・アバットメント
の開発事業

川崎信用金庫

745 2914214074 神奈川県 日本マルコ株式会社 1020001021265
世界の宇宙市場へ新製品を投入・拡販を行うための生
産効率化及び高信頼性化の推進

株式会社商工組合中央金庫

746 2914214077 神奈川県 相模ピーシーアイ株式会社 1021001012221
直圧式高性能サンドブラスト装置を用いたプリント基
板の超極小径の加工

公益財団法人相模原市産業振興財団

747 2914214082 神奈川県 有限会社二戸製作所 8021002023129
テーブル型横中ぐりフライス盤導入による真空ポンプ
ローター加工の対応力増強

公益財団法人相模原市産業振興財団

748 2914214085 神奈川県 有限会社松葉商店 9021002029950
ＨＡＣＣＰ準拠の鮮度管理高度化による惣菜や生鮮３
品の保存性向上事業

神奈川県商工会連合会

749 2914214087 神奈川県 株式会社ガステック 3021001027283
化学防護手袋の透過性評価用比色型インジケータの開
発

株式会社横浜銀行

750 2914214089 神奈川県 有限会社津田製作所 5021002053863
一歩進んだプリント回路基板のメンテナンス事業の展
開

さがみ信用金庫

751 2914214090 神奈川県 株式会社川久保企画 3020001045353
難工事に対する新型計測システム導入による生産性の
向上

株式会社横浜銀行

752 2914214092 神奈川県 株式会社タイツウ 7020001069670 将来型キャパシタ （ ＥＶ、パワコン用 ） の開発 公益財団法人川崎市産業振興財団

753 2914214093 神奈川県 株式会社森下測量設計 8020001067161
ＭＭＳと固定型３次元スキャナの融合による計測とＩ
Ｔを活用したデータ作成

公益財団法人川崎市産業振興財団

754 2914214094 神奈川県 有限会社エイ・エス・エス 7020002060232
一般廃棄物処理業のノウハウを活かしたリサイクル事
業への挑戦

青山裕之

755 2914214098 神奈川県 関東メジャー株式会社 1020001065097
高精度の分銅質量証明作業のロボット化による生産性
向上と新規サービスの創出

丸田芳弘

756 2914214099 神奈川県 株式会社ホクシン 5020001070184
デザイン提案力を強化して顧客満足度の向上を図る事
業

川崎信用金庫

757 2914214101 神奈川県 株式会社竹内商店 6010001049518
デザインシュガーの生産工程自動化による生産能力向
上と労働生産性の向上

株式会社みずほ銀行

758 2914214111 神奈川県 アイエム工業株式会社 8020001016548
高速道路の老朽化対策で需要が高まる排水溝部品の革
新的量産体制の確立

横浜信用金庫

759 2914214113 神奈川県 合資会社川西屋酒造店 4021003002440
他業界を参考にした県内初の究極の燗酒造り工程高度
化への挑戦

株式会社横浜銀行

760 2914214116 神奈川県 株式会社コアデンタルラボ横浜 8020001012902
地域の訪問歯科診療をサポートするミリングセンター
プロジェクト

松永智子

761 2914214120 神奈川県 株式会社一期一会 9020001109862
皮剥きトマトの機械の開発及び、トマト加工品の製
造・販売

横浜商工会議所

762 2914214123 神奈川県 東京フィルムサービス株式会社 2010001090780
自動在庫割当システム導入による超多層フイルム製造
と小ロット対応の新展開

サープラス税理士法人

763 2914214126 神奈川県 株式会社鈴木エンタープライズ 3020001076051
ＩＴを活用した構造物三次元形状の自動計測装置の開
発

アルタス・パートナーズ合同会社

764 2914214127 神奈川県 木村スチール工業株式会社 4021001025113
生産プロセス改善による新型除菌脱臭装置の試作開発
とスチール製品の生産性向上

株式会社浜銀総合研究所

765 2914214128 神奈川県 株式会社菜の花 3021001033042
地元農産物を利用した新たな涼味菓子の開発と製造設
備導入による生産体制強化

さがみ信用金庫

766 2914214132 神奈川県 株式会社菱和園 7021001007323
茶農家と密な連携による有機茶の製品開発・製造・販
売

神奈川県商工会連合会

767 2914214133 神奈川県 株式会社トンボ 4020001083195
高精度マルチカッターの導入により顧客満足度の向上
と生産プロセスの改善

さわやか信用金庫

768 2914214135 神奈川県 モモセ重工業株式会社 6021001022843
ハイエンドミーリング生産機による金属加工の少量多
品種生産で競争力強化

株式会社横浜銀行

769 2914214137 神奈川県 有限会社湘南化成 3021002039377
内面平滑精密分岐チューブの生産性３倍向上と品質評
価の高度化計画

中栄信用金庫

770 2914214149 神奈川県 吾妻化成株式会社 8010001009081
素材コート＆ラミネート多層化による高性能音響振動
板＆エッジ材開発

株式会社東和銀行

771 2914214150 神奈川県 ＡＮＡテック株式会社 4021001043115
ＡＩ搭載ベンドＣＡＭと高精度デュアルサーボベン
ダー導入による生産革新

かながわ信用金庫

772 2914214154 神奈川県 有限会社小倉製作所 4010902003500
難加工素材であるガラス繊維強化プラスチックの加工
技術の開発

めぐろ税理士法人

773 2914215001 神奈川県 株式会社大雄塗装 4021001012986
粉体塗装における「脱脂・洗浄工程」の改善による塗
装品質と生産性の向上

公益財団法人相模原市産業振興財団

774 2914215003 神奈川県 株式会社リバーアップ 8020001113700
最新刺繍加工機械の導入によるユーザーニーズへの対
応と納期短縮の実現

株式会社横浜銀行

775 2914215004 神奈川県 有限会社三輪製作所 8021002049314
加工プログラム製作の内製化による自動車の試作部品
加工の生産性向上計画

平塚信用金庫

776 2914215005 神奈川県 ひびき動物病院
動物とヒトと環境を守るための動物病院の先端医療技
術導入改革

公益財団法人横浜企業経営支援財団

777 2914215008 神奈川県 株式会社アクシス 3020001068783
新素材を活用してインプラントでの最高の噛み心地を
実現

長谷川卓也

778 2914215011 神奈川県 株式会社ＳＡＫＡＥ 9021002001991
共生型塗装ロボットの活用拡大による高品質製品への
特化と労働環境改善による雇用創出

株式会社神奈川銀行

779 2914215012 神奈川県 合同会社パッチドコニックス 3010003023267
既存スイッチの置換えだけで構築できるスマート照明
スイッチの試作品開発

株式会社みずほ銀行
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780 2914215014 神奈川県 スリーパームスＰ＆Ａ株式会社 7021001018972
顧客先工程不具合分析の精度向上・時間短縮と未然防
止手段の提供

株式会社ＰＱＭ総合研究所

781 2914215015 神奈川県 有限会社小山溶接工業 5021002020228
次世代リチウムイオン電池の材料開発基盤を担う板金
溶接技術の高度化

株式会社さがみはら産業創造センター

782 2914215016 神奈川県 株式会社美幸工業 7020001056743
機械化促進による板金技術の伝承と付加価値労働生産
性の向上

株式会社さがみはら産業創造センター

783 2914215019 神奈川県 株式会社センシスト 9020001100532
シミュレータ導入による設計品質向上及び開発納期短
縮、コスト削減

公益財団法人横浜企業経営支援財団

784 2914215022 神奈川県 株式会社ジーアシスト 3020001075540
レーザー加工機導入によるアクリルディスプレイ精度
向上と生産性向上

川崎信用金庫

785 2914215023 神奈川県 有限会社ボウズ 7020002073804
最新設備導入によるガラス面の加工と精細な塗装技術
の確立

川崎信用金庫

786 2914215024 神奈川県 光洋建設株式会社 7021001000674
新規顧客の獲得に向けた環境対策型集塵切削機を用い
た新工法の確立

株式会社横浜銀行

787 2914215028 神奈川県 有限会社あさのやおふぃす 7021002026074
生活習慣病等健康課題を解決したい人の食育　栄養サ
ポート付きお食事セットの開発

相模原商工会議所

788 2914215031 神奈川県 有限会社三和製作所 6020002038320 革新的検査技術導入による品質保証強化事業 川崎信用金庫

789 2914215032 神奈川県 有限会社共伸精機 2020002088534
製品データ作成から金型製作、製品成形までの一貫生
産による生産性向上

川崎信用金庫

790 2914215033 神奈川県 有限会社パームマーケティング 2021002025733
地域密着型の高度医療を提供する高齢動物向け新サー
ビスの実現

大和商工会議所

791 2914215036 神奈川県 エトアール洋菓子店
焼菓子成形工程改善による流通保存性並びに比重均一
化事業

神奈川県商工会連合会

792 2914215037 神奈川県 有限会社菱沼測量コンサルタント 1021002062447
３Ｄレーザースキャナーを活用した精密な測量の実施
による防災・災害対策等の現況測量事業への展開

湘南信用金庫

793 2914215038 神奈川県 株式会社イクシス 8020001075040
ＲＩＭ生産システムの構築によるメンテナンスロボッ
ト開発の革新化

公益財団法人川崎市産業振興財団

794 2914215040 神奈川県 ＢｌｕｅＷｙｃｈ合同会社 4021003001855
運動の質を計測する乳酸ソフトウェアセンサーの、Ａ
Ｉ自動作成技術の開発

公益財団法人神奈川産業振興センター

795 2914215043 神奈川県 座間歯科医院
セファロ撮影によって矯正治療における口腔筋機能療
法を確立

城南信用金庫

796 2914215048 神奈川県 有限会社藤本プラスチック工業 3021002029931
バイオプラスチック原料食品残渣乾燥・検査工程内製
化と条件設定

神奈川県商工会連合会

797 2914215050 神奈川県 有限会社土屋精機製作所 3020002039148
５軸対応ＣＡＭシステム導入による既存５軸マシニン
グセンター活用環境整備と自社ブランド力強化

川崎信用金庫

798 2914215051 神奈川県 株式会社宮崎印刷所 6021001007456 紙加工製品に特化した事業モデルの構築と競争力強化 湘南信用金庫

799 2914215053 神奈川県 有限会社クラスワンオルソラボ 5020002067147
パウダーレス製法による新ハース型拡大装置の開発事
業

松永智子

800 2914215057 神奈川県 有限会社ちもと 3021002050573
自動裁断機の導入による「湯もち」の増産及び新商品
開発と製造

さがみ信用金庫

801 2914215059 神奈川県 有限会社片野印刷 9021002019126
販路開拓をサポートする小ロット・メーリングサービ
スの事業化

多摩信用金庫

802 2914215064 神奈川県 株式会社ナノカム 1020001092257
耐性菌を凌駕するオールフリー機能性ナノポリマーの
商品化及び生産体制の構築

横浜商工会議所

803 2914215066 神奈川県 丸和商事・レプラコーン合同会社 8021003005349
茅ケ崎産米を主原料とした地産地消と脱コモディティ
を訴求した洋菓子製造実現による売上拡大

湘南信用金庫

804 2914215070 神奈川県 松代印刷株式会社 6021001025929
顧客の収益性向上のための高付加価値型オンデマンド
印刷サービス

大和商工会議所

805 2914215073 神奈川県 株式会社メイショウ精工 4021001045103 大型高精度部品における品質保証体制の確立 平塚信用金庫

806 2915210386 新潟県 株式会社斎鐵 1110001014128
未来都市型Ｉｏｔ宅配ボックスの試作と生産体制の充
実

株式会社第四銀行

807 2915210388 新潟県 北越農事株式会社 7110001008322
高品質種子の提供による、顧客（農家）の所得向上計
画

株式会社大光銀行

808 2915210389 新潟県 株式会社坂井製作所 5110001017317
高稼働率・高精度ワイヤー放電加工機の導入によるＥ
Ｖ分野への参入と地域中小製造業への貢献

柏崎信用金庫

809 2915210393 新潟県 株式会社藤田製作所 3110001007699
レーザマーカを用いたＩｏＴ化実現のための生産方法
の確立

株式会社第四銀行

810 2915210395 新潟県 オオクボフォージングサポート株式会社 3110001016907
高剛性素材の精密加工を実現し、エアーハンマーの一
貫製造体制を確立する。

三条信用金庫

811 2915210398 新潟県 株式会社杉安製作所 6110001015897
新型レーザ溶接機導入による生産性向上と新規受注獲
得の取組み

株式会社第四銀行

812 2915210401 新潟県 株式会社和佐美 2110001027426 立体加工機導入による生産性と顧客対応力の向上事業 株式会社第四銀行

813 2915210406 新潟県 株式会社飯塚鉄工所 1110001017147
最新大型６軸複合加工機導入と特許取得済み６軸加工
法で革新的な生産性向上を実現する。

株式会社第四銀行

814 2915210408 新潟県 株式会社信濃車体製作所 9110001000062 熟練工に頼らない生産プロセスの革新 株式会社第四銀行

815 2915210409 新潟県 株式会社スリーピークス技研 9110001014319
生産性及び外観品質の向上を目指した新規洗浄設備の
導入

三条信用金庫

816 2915210410 新潟県 長谷川酒造株式会社 9110001023286
瓶洗浄から清酒充填までの一元管理による生産性向上
と酒質の安定化

株式会社北越銀行

817 2915210411 新潟県 株式会社室岡林業 9110001019466
製材機『ヴァリオリップ』で生産性を向上し製材ＪＡ
Ｓ認証を取得

株式会社第四銀行

818 2915210412 新潟県 有限会社一印かまぼこ屋 9110002026560
真空脱気＆ガス充填装置付シーラー導入による生産性
及び商品価値（品質）向上計画

糸魚川信用組合
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819 2915210413 新潟県 株式会社タカトニット 2110001011669
最新ニット機器導入による欧米向け輸出販路拡大強化
と市場におけるニット商品占有率向上事業

株式会社第四銀行

820 2915210414 新潟県 有限会社中村製作所 8110002028665
高精度マシニングセンタ導入による加工体制の強化及
び受注拡大

株式会社北越銀行

821 2915210415 新潟県 有限会社ヒロイ 5110002020914 ＮＣ複合加工機導入による一貫加工体制構築の実現 柏崎信用金庫

822 2915210416 新潟県 株式会社モツズ 6110001023578
生産プロセス改革による生産性向上と、世界市場への
営業戦略

株式会社第四銀行

823 2915210418 新潟県 株式会社カエリヤマ 9110001014855
製品検査工程を自動化し新規市場参入を実現する！三
次元測定機導入計画

三条信用金庫

824 2915210419 新潟県 株式会社吉則螺子製作所 3122001020598
ロケーション管理精度向上で冷間圧造部品の生産プロ
セス改善し、顧客満足度向上

松川浩士

825 2915210420 新潟県 共栄エンジニアリング株式会社 1110001012362
難削材内燃部品加工への独自切削加工技術による生産
性向上

株式会社第四銀行

826 2915210421 新潟県 株式会社あんフーズ新潟 8110001009939
当社オリジナルあん製品による受注拡大及び新規市場
への参入

新潟信用金庫

827 2915210422 新潟県 越後札紙株式会社 4110001025312
Ｍ２Ｍ・ＩｏＴシステム導入による旧印刷機の特殊ラ
ベルの生産性向上

株式会社第四銀行

828 2915210425 新潟県 伊米ヶ崎建設株式会社 7110001026687
測量データの共有化・ヴィジュアル化を実施し工期短
縮を実現する。

つばさ税理士法人

829 2915210426 新潟県 山﨑醸造株式会社 4110001025510
金属異物検出機の導入による業務用商品への金属異物
混入リスクの排除

株式会社第四銀行

830 2915210428 新潟県 株式会社小田原オートメーション長岡 7021001034103
最新式立形マシニングセンタによる巻線機用治具部品
の高速・高精度加工技術開発と実用化

株式会社北越銀行

831 2915210429 新潟県 阿部酒造株式会社 7110001017100
搾り環境見直しによる清酒製造の増産体制拡充・生産
効率向上事業

柏崎信用金庫

832 2915210431 新潟県 株式会社コラボショップ 4110001020503
多品種・小ロット製品への複合加工をワンストップで
行うことによる納期の最短化

上越信用金庫

833 2915210432 新潟県 有限会社イワセ 3110002018811
多品種少量生産に対応するため最新ＮＣ旋盤を導入し
生産性向上の取組み

株式会社第四銀行

834 2915210434 新潟県 株式会社まき小屋 4110001008333
高性能な全自動燻煙機の導入による燻製製品の品質安
定化と生産性向上計画

株式会社第四銀行

835 2915210435 新潟県 株式会社マックスニット 1110001025067
裁断・縫製工程の一体化によるニット製造の短サイク
ルタイム化と海外への販路拡大

株式会社北越銀行

836 2915210436 新潟県 株式会社ベルローブ 4110001025477
高速自動裁断機及びアパレルＣＡＤシステム導入によ
る生産性向上計画

株式会社第四銀行

837 2915210437 新潟県 ツルタボルト株式会社 6110001014420
精密部品加工におけるアナログ測定からデジタル自動
測定への転換計画

株式会社第四銀行

838 2915210438 新潟県 有限会社エス・ケー・エス 3110002034296
リフロー炉、レーザーマーカー導入による新製品の生
産、及び、生産性の向上

株式会社第四銀行

839 2915210439 新潟県 マルナオ株式会社 4110001016807
マルナオが有する手技に高精度機械加工技術を加え、
世界へ発信

株式会社第四銀行

840 2915210440 新潟県 エヌ・エス・エス株式会社 6110001025319
納期短縮のための工程集約と外注工程の内製化を実現
する複合加工機の導入

株式会社第四銀行

841 2915210441 新潟県 有限会社山﨑抜型 9110002019531
新型加工機導入による革新的生産向上により高付加価
値製品への対応を図る

三条信用金庫

842 2915210442 新潟県 有限会社霜龍器物 4110002019156 銅製品のクリア塗装を内製化する為に関わる塗装設備 燕商工会議所

843 2915210443 新潟県 有限会社石田製作所 4110002016839
先端設備導入により精密測定の実現化と自動化タッピ
ング導入により生産性向上への改革

三条信用金庫

844 2915210445 新潟県 株式会社サンデント 9110001002249
歯科補綴物の製造工程の一部を自動化し、働き方・作
業時間・人手不足等の問題解消

株式会社大光銀行

845 2915210446 新潟県 株式会社リキマエダ 9110001014814
リジットラック製造過程における長尺材の加工ライン
化と工程削減でのコストダウンの実現。

三条信用金庫

846 2915210447 新潟県 株式会社小千谷精工 7110001025334
高性能ベンダー加工機導入による高精度・高効率・短
納期の実現

株式会社第四銀行

847 2915210448 新潟県 有限会社遠間鉄工所 4110002019313
最先端ワイヤーカット放電加工機導入によるアルミ押
出形材金型製作の高付加価値金型製造プロセスの構築

三条信用金庫

848 2915210449 新潟県 株式会社シンドー 8110001015870
ＩＴ管理による「生産性向上」「競争力強化」「ワー
ク・ライフ・バランス」の実現

株式会社北越銀行

849 2915210450 新潟県 有限会社藤井熔接器工 8110002019887
手熔接とレーザー技術の融合によるアルミ熔接の精度
安定と生産性向上

株式会社第四銀行

850 2915210452 新潟県 有限会社ミッド 9110002017675
画像寸法測定器導入で半導体製造関連部品の測定高精
度化と高速化実現

三条信用金庫

851 2915210453 新潟県 株式会社エヌシキ 1013201000956
不均一形状の素材を基準出しにより工程を削減しリー
ドタイム短縮を実施する。

つばさ税理士法人

852 2915210454 新潟県 株式会社テック・エンジニアリング 1110001016099
ワイヤ放電加工機導入による高精度部品の生産性の向
上

株式会社第四銀行

853 2915210456 新潟県 有限会社小林木興社 8110002002249
フラッシュパネル製造工程の抜本的改革ならびに船舶
内装・車載家具分野の市場開拓

株式会社北越銀行

854 2915210460 新潟県 今代司酒造株式会社 8110001001342
新潟県唯一の「木桶仕込み」技術と最新の貯蔵工程の
融合による生産プロセスの革新

福井大

855 2915210461 新潟県 有限会社コスモ・スミス 3110002017094
立体彫刻機を導入し若年層へデザイン性を高めた自社
製品の開発

株式会社大光銀行

856 2915210463 新潟県 有限会社小林製作所 7110002011110
最新型測定器導入による、精密溶接加工品の短時間精
密測定体制の構築

株式会社第四銀行

857 2915210464 新潟県 長澤精機株式会社 6110001016862
半導体真空装置用部品の増産体制の早期確立と生産性
向上

新潟県商工会連合会
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858 2915210465 新潟県 笹祝酒造株式会社 7110001008256
最新式ジェット気泡洗米機の導入による高級清酒製造
と販路の拡張

株式会社北越銀行

859 2915210466 新潟県 株式会社長谷川 4110001014587
複合加工による最新技術の導入にて市場競争力の強化
を目指す。

三条信用金庫

860 2915210467 新潟県 板垣金属株式会社 5110001014900
最新型レーザー溶接機導入による高品質で工程短縮す
る溶接加工システムの設計製造

三条信用金庫

861 2915210468 新潟県 有限会社エーワン・プリス 1110002018953
高精度画像寸法測定器導入による医療用精密微細加工
品の品質管理体制確立及び生産性向上計画

株式会社北越銀行

862 2915210469 新潟県 有限会社シンテック 8110002018047
高精度角度補正機能搭載の油圧サーボプレスブレーキ
導入による板金加工工程の大幅削減と生産性の向上

株式会社第四銀行

863 2915210487 新潟県 アーキ株式会社 6010501006200
トートバックのオーダーメイドサービスのサービスラ
インナップ拡充による競争力強化

株式会社コムラッドファームジャパン

864 2915210488 新潟県 株式会社日本建機 9110001018360
ＩＣＴ対応測量機を導入し、さらなる『ｉ－Ｃｏｎｓ
ｔｒｕｃｔｉｏｎ』へ挑戦

つばさ税理士法人

865 2915210489 新潟県 株式会社湯沢重機建設 8110001026653
ＩＣＴ測量機と３Ｄソフトウェア導入により自社内で
のｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎの完結を！

つばさ税理士法人

866 2915210491 新潟県 株式会社アオ 9110001027873
コネクティッド・プラットフォームによる需要多様化
への Ｊｕｓｔ ｉｎ Ｔｉｍｅ　対応

株式会社第四銀行

867 2915210492 新潟県 中島かるら
３次元Ｘ線撮影診断装置の導入による、安心・安全な
高度歯科医療の実現

株式会社八十二銀行

868 2915210493 新潟県 株式会社Ａ－ｓｉｇｈｔｅ 4110001032614
土木建築工事の進捗管理・報告を効率化する革新的業
務支援システムの提供

株式会社第四銀行

869 2915210499 新潟県 株式会社ＨＭＳユナイテッド 3110001019736
事業再構築に伴う基幹業務システム及びＡＩの導入で
生産性向上

坂野直人

870 2915210500 新潟県 有限会社栄喜堂菓子店 7110002022355 プロセスの異なる除雪サービスの提供 上越信用金庫

871 2915210502 新潟県 株式会社五月女商会 9110001012594
新規設備導入による新サービスから取引先企業の取引
拡大と新規顧客層の獲得

新発田信用金庫

872 2915210503 新潟県 上越バイオマス循環事業協同組合 9110005009645
液肥の保存・貯留による経費削減と近隣農家の人手不
足解消及び利益向上

上越商工会議所

873 2915210504 新潟県 株式会社エステートコンサルタント 5110001015080
実寸表示可能３Ｄモデルによる革新的な不動産物件情
報提供サービス

株式会社第四銀行

874 2915210507 新潟県 桐生歯科医院
ＣＴを利用した根管の立体的把握による難治性歯科疾
患治療の実現

株式会社北越銀行

875 2915210523 新潟県 つなぐ株式会社 5110001010610 健康食品・菓子製造の生産性向上プロジェクト 新潟縣信用組合

876 2916210275 富山県 株式会社エムシーピー 5230001007669
ワイヤ放電×ＩｏＴによる革新。新２４時間無人加工
体制の構築による生産性向上事業

株式会社ジェック経営コンサルタント

877 2916210280 富山県 株式会社コージン 5230001004757
作業用冶具開発にて実現する熟練技術作業標準化によ
る低コスト生産体制の構築

富山信用金庫

878 2916210281 富山県 株式会社ニッポンジーン 3010001067737
定量イムノクロマト製造のための高精度試薬紙製造ラ
インの構築

株式会社北陸銀行

879 2916210282 富山県 日嶋精型株式会社 4230001008767
意匠性（デザイン性）のある深物・高硬度・複雑形状
における多数個取り技術の革新

株式会社北陸銀行

880 2916210284 富山県 有限会社カガミ鉄工 9230002012367
部材供給リードタイム同期化による生産性向上のため
の二次部材切断・穴一体化加工の実行

株式会社富山銀行

881 2916210287 富山県 株式会社斉藤木工所 1230001008258
長尺物加工機導入による作業の効率化及び木製建具の
高精度化の実現

深井克志

882 2916210296 富山県 アルミファクトリー株式会社 5230001012685
ＢＩツール活用による生産計画作成の効率化と生産能
力最大化の実現

株式会社北國銀行

883 2916210297 富山県 有限会社魚河岸 8230002014389
クラウド型鮮魚流通データベースの構築による富山湾
鮮魚東南アジア進出

新湊信用金庫

884 2916210298 富山県 株式会社山崎 1230001009165
５軸ＣＮＣマシニングセンタ導入による高精度加工の
工程統合と生産性向上

株式会社富山第一銀行

885 2916210304 富山県 有限会社江川製作所 3230002009641
ロボットと画像診断装置の活用による自動計測・仕上
加工システムの導入

富山県商工会連合会

886 2916210307 富山県 竹泉堂
地域代表銘菓へのステップアップを実現する熟練和菓
子職人技術の標準化による低コスト生産体制の構築

新湊信用金庫

887 2916210315 富山県
株式会社トヨックスファシリティソリュー
ションズ

7230001017360
ＷＥＢ版熱計算プログラムシステムの開発による設計
図面作成の顧客利便性の革新

株式会社ジェック経営コンサルタント

888 2916210321 富山県 株式会社双共 4230001010277
アルミ精密加工技術の転用による自動車部品事業への
新規展開

高岡商工会議所

889 2916210322 富山県 高尾建設株式会社 9230001004893
次世代に向けた土木施工管理のＩＣＴ技術導入による
業務プロセスの改善

富山県商工会連合会

890 2916210323 富山県 よねもり歯科
高精度での歯牙移植実現により自分の歯で噛み続けら
れる世の中に

氷見伏木信用金庫

891 2916210324 富山県 る・ふっくらん
高付加価値パン生産性向上により実現する障害者就労
支援の実行

富山県商工会連合会

892 2916210325 富山県 株式会社広上製作所 7230001010745
生産工程の統合・自動化及び生産情報共有による次世
代ものづくり体制の構築

高岡信用金庫

893 2916210326 富山県 株式会社釣屋魚問屋 4230001011779
高品質・高付加価値及び低コスト化を実現する設備の
導入

株式会社ジェック経営コンサルタント

894 2916210327 富山県 有限会社カネツル砂子商店 8230002008845
ボイルホタルイカ専用自動計量装置共同開発による低
コスト生産体制の構築

にいかわ信用金庫

895 2916210328 富山県 有限会社中村製作所 4230002011695
特殊合金リサイクル標準化・品質保証体制の構築によ
り実現する特殊合金リサイクル企業へのステップアッ
プ

高岡信用金庫

896 2916210329 富山県 株式会社オーパーツ 6230001001935
大型ワークのハンダ付けの作業効率と品質を画期的に
向上させるハンダフィードシステムの開発

株式会社富山銀行
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897 2916210331 富山県 チューモク株式会社 1230001008745
地球温暖化抑止にも貢献！高精度全数計測実現で計測
難度の高い新商品開発事業

株式会社ジェック経営コンサルタント

898 2916210332 富山県 株式会社イズミダイシ 6230001013113
自社製フォトブック製造・販売とホットメルト式レイ
フラット製本技術の導入

富山県商工会連合会

899 2916210335 富山県 野村屋
生産工程改善による品質均一化と低コスト生産を可能
とする「ささぎ餅」新製法の開発

新湊信用金庫

900 2916210337 富山県 株式会社桜井工業 8230001007088
高精度カメラを用いた三次元測定機導入による収益・
生産性の向上

株式会社北陸銀行

901 2916210340 富山県 キュアコード株式会社 4230001014154
脳機能の低下をＡＩで予測・検知し日々のコンディ
ションを高めるＩＴサービス事業

富山商工会議所

902 2916210342 富山県 モトエ鉄工株式会社 5230001008428
精密鋳物部品加工における工程集約・多数個同時加工
技術の高度化によるフレシキブル生産体制の構築

高岡信用金庫

903 2916210343 富山県 岩坪クリーニング
祭礼用具洗濯需要囲い込みによる季節繁閑平準化を実
現する衣類洗浄プロセスの改善

新湊信用金庫

904 2916210344 富山県 有限会社志乃原 8230002011246
１６０年続く伝統銘菓の製造法の形式知化及び製造効
率化による販路拡大

高岡信用金庫

905 2916210345 富山県 株式会社プロデュース 1230001011781
中古住宅流通促進による景観再生を実現する中古住宅
品質可視化技術の高度化

新湊信用金庫

906 2916210346 富山県 有限会社沖商店 5230002010787
「働き方」の高度化支援を実現する三次元フィジカル
データベースの構築事業

高岡信用金庫

907 2916210348 富山県 有限会社新生製作所 6230002001463
高精度鉄加工機械導入による組立式ラセン階段の開発
計画

富山信用金庫

908 2916210349 富山県 株式会社パティスリーサクライ 8230001015636
口溶け食感と消費者体験を最大化する新スポンジ製造
方法・洋菓子提供方法の開発事業

富山県商工会連合会

909 2916210350 富山県 株式会社マエダ 3230001011706
ステンレス材切断加工の高精度ドロスフリー化による
成長分野への展開

高岡商工会議所

910 2916210351 富山県 株式会社大昇 6230001010300
船舶用動力部品鋳造精度強化を実現する集塵ラインレ
イアウト開発の実行

高岡信用金庫

911 2917210205 石川県 有限会社茶谷鉄工所 4220002003850
プレス力を高め生産性５０％アップを図る大型歯車歯
切削機の試作開発

株式会社北國銀行

912 2917210209 石川県 有限会社タケウチ 7220002011751
デザイン性・環境負荷低減に優れた木製自社ブランド
容器の試作開発

株式会社迅技術経営

913 2917210216 石川県 株式会社大日製作所 7220001000391
防錆品質向上へＩＴ化による粉体塗装工程のシステム
開発

公益財団法人石川県産業創出支援機構

914 2917210221 石川県 株式会社中川鉄工所 6220001009302
スマートボーリングバーの開発に係る複合化技術の試
作開発

公益財団法人石川県産業創出支援機構

915 2917210222 石川県 有限会社油谷製茶 8220002014729
抹茶同様の品質と使いやすさを兼ね備えた加賀棒茶の
パウダー化事業

のと共栄信用金庫

916 2917210224 石川県 株式会社メイク・ア・ボックス 1220001007046
当社の生産性を向上させることで、パッケージ業界の
生産性向上に貢献！

株式会社北陸銀行

917 2917210228 石川県 長田ニット株式会社 8220001017740
ウオッシャブルレース生地の試作、量産に対応するた
めの技術開発および生産工程の完全内製化

公益財団法人石川県産業創出支援機構

918 2917210232 石川県 株式会社森八 4220001007118
生餡の生菌数を抑え、和菓子の安全面と品質面で他社
をリードする。

中部経営・辻・本郷税理士法人

919 2917210235 石川県 株式会社利水社 5220001007496
３次元計測と３次元データを活用した空間情報支援
サービスの提供

公益財団法人石川県産業創出支援機構

920 2917210237 石川県 ヤマサ商事株式会社 8220001016684 魚醤（いしる）残渣再資源化計画 株式会社北國銀行

921 2917210239 石川県 フルタニランバー株式会社 6220001005730
集成材（造作用）加工の内製化による安定供給体制の
確立と加工プロセスの効率化

株式会社北國銀行

922 2917210240 石川県 株式会社ゆめまき 9220001021502 薪づくりによる里山再生～都市と地方をつなぐ物語～ 井上大輔

923 2917210241 石川県 株式会社柴舟小出 8220001003336
地元フルーツの加工技術確立及び新発想焼菓子の開発
による客層拡大

公益財団法人石川県産業創出支援機構

924 2917210243 石川県 株式会社フェニックスソリューション 5220001019665
特殊金属タグの情報書き込み高効率化による顧客ニー
ズへの対応力向上

公益財団法人石川県産業創出支援機構

925 2917210244 石川県 株式会社ジャテック 9220001003483
サイジング技術の暗黙知から形式知への変換と安定か
つ効率的な生産体制の構築

公益財団法人石川県産業創出支援機構

926 2917210246 石川県 佃食品株式会社 9220001004309 市販向けパック商品の量産化と伝統食品の日常食品化 税理士法人中山会計

927 2917210249 石川県 株式会社白藤酒造店 4220001016564
顧客ニーズと年間販売に対応した高付加価値熟成酒の
製造プロセス開発

公益財団法人石川県産業創出支援機構

928 2917210251 石川県 有限会社久野板金工業 1220002004851
高機能折曲機導入による板金加工業の生産性向上と多
様性・品質の高度化

公益財団法人石川県産業創出支援機構

929 2917210253 石川県 有限会社小松鋳型製作所 7220002010571
マシニングを活用した社内一貫体制の構築による生産
性向上

株式会社北國銀行

930 2917210257 石川県 株式会社農口尚彦研究所 5220001016373 ＩｏＴを活用した日本酒製造の技術継承と増産 小松商工会議所

931 2918210191 福井県 旭木工株式会社 7210001012537
高周波フラッシュ接着機の導入による機能性フラッ
シュパネルの開発

福井県商工会連合会

932 2918210192 福井県 株式会社西村合金工業所 7210001002835
鋳造工場の新規設備導入と自硬性造形ライン、注湯ラ
イン増設による生産性と品質の向上

株式会社北國銀行

933 2918210194 福井県 小浜海産物株式会社 3210001013919
機械化と急速冷凍技術の組合せで若狭鮮魚の外食業界
ニーズ獲得

小浜商工会議所

934 2918210196 福井県 三井歯科医院
最新虫歯予防法「３ＤＳ」の歯磨き指導に歯科用ＣＴ
を活用し、顧客の虫歯再発ゼロを目指す

福井商工会議所

935 2918210198 福井県 有限会社加藤印刷 7210002007057
看板シート貼り機導入による短納期・多素材加工体制
の構築

福井県商工会連合会
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936 2918210199 福井県 株式会社オーシンエムエルピー 1210001011511 従来にない伸縮性のある温熱用具（カイロ）の開発 野村茂三

937 2918210200 福井県 ジビル調査設計株式会社 1210001001644 橋梁点検ロボットを活用した橋梁点検事業の全国展開 公益財団法人ふくい産業支援センター

938 2918210201 福井県 カワイローラ株式会社 9210001000779
製品性能の見える化、売れる製品開発と生産体制の構
築

有限会社エフ・マネジメント

939 2918210202 福井県 株式会社ウィングコーポレーション 6210001004691
製版・印刷・販売の三位一体でのオリジナルタオル事
業拡大計画

大谷政行

940 2918210203 福井県 オフロム株式会社 7210001000830
３Ｄ－高速光学式外観検査装置導入による高効率検査
体制の構築

株式会社商工組合中央金庫

941 2918210204 福井県 株式会社レディースマルオカ 6210001007711
カーテン製造工程の設備導入や改良によって多様な労
働力を活用する

福井県商工会連合会

942 2918210210 福井県 株式会社シマノ 9210001012948
炭素繊維を用いた複合材３Ｄプリンタで高強度部品の
製作体制を確立

公益財団法人ふくい産業支援センター

943 2918210226 福井県 福井中央魚市株式会社 2210001003672
「ふくいサーモン」生産環境の持続性向上を実現する
移動式大型生簀の導入

福井商工会議所

944 2918210229 福井県 株式会社ハクケン 1210001010711
最新断裁機の導入による製造体制の確立と、リードタ
イム短縮による競争力向上事業

株式会社福邦銀行

945 2918210230 福井県 株式会社ＡＧＵＭＩＩＲＯ 3210001016913
超高速レーザー切抜機の導入による「箔押・簡易組立
式小箱」生産体制の確立

福井商工会議所

946 2918210231 福井県 有限会社瀬戸生花 9210002007476
需要期に対応する生産・仕入安定化の為の高鮮度保存
「鮮温保管システム」構築

福井県商工会連合会

947 2918210233 福井県 株式会社森八大名閣 7210001001878
三重包餡機導入による「まんじゅう包餡」熟練工程の
自動化及び新商品開発事業

福井商工会議所

948 2918210234 福井県 株式会社エクシート 1210001007311
医薬品添付文書印刷、業界トップレベルの超小ロッ
ト・超短納期製造開発

福井商工会議所

949 2918210237 福井県 トーヨーマシックス株式会社 6210001002506
ＮＣ精密平面研削盤の導入を機軸とした、ＡＴＣ装置
の生産能力強化事業

株式会社福邦銀行

950 2918210238 福井県 友吉製粉製麺
全自動麺帯複合機の導入による福井県産「高配合蕎
麦」製粉・製麺ラインの構築

福井県商工会連合会

951 2919210001 山梨県 株式会社押野電気製作所 6010701001942
ライトガイド設計・製造における総合的競争力向上の
ための先端技術導入

公益財団法人やまなし産業支援機構

952 2919210003 山梨県 安藤紙業株式会社 3080001010178
笛吹工場内の最新処理設備導入による省エネ推進事業
の拡大計画

株式会社清水銀行

953 2919210006 山梨県 ヤマト科学株式会社 7010001059565
日本発、ナノ技術の実用製品化による国内及び海外拡
販への取組み

株式会社池田泉州銀行

954 2919210008 山梨県 株式会社少國民社 3090001001110
最新ＰＯＤ機能の確保による紙と電子を融合した印刷
業への変革

齊藤祐一

955 2919210015 山梨県 株式会社スタンプマート 1090001005204 即日仕上げを実現する少部数に特化した伝票印刷事業 株式会社山梨中央銀行

956 2919210018 山梨県 株式会社クラウンドレス 3090001003081
ＣＡＤ及び柄合わせ機能搭載自動裁断機導入による柄
生地加工の高度化

クレアスト株式会社

957 2919210021 山梨県 有限会社サンエー服装 6090002010768
プリント工程の内製化による徹底的な短納期対応とデ
ザイン機能の強化

株式会社山梨中央銀行

958 2919210022 山梨県 株式会社Ｔａｋａｎｏ　Ｆａｒｍ 1090001015467
フリーズドライ技術を用いた新食感フルーツの事業化
でギフト市場へ参入

山梨県商工会連合会

959 2919210025 山梨県 有限会社サトウオートショップ 6090002007351
水性塗装技術導入による効率化と圧倒的な高品質化の
実現

株式会社山梨中央銀行

960 2919210027 山梨県 有限会社中央金型 1090002009708
次世代型三次元測定機導入による高水準品質管理体制
の確立

山梨県商工会連合会

961 2919210030 山梨県 塩沢畳店
畳殺菌乾燥機並びに全自動反転式返縫機の導入による
生活環境改善提案及び１ｄａｙサービスの実現

山梨県商工会連合会

962 2920210003 長野県 シセイ工業株式会社 7100001021879
Ｉ ＯＴ活用による工程管理の電子化で間接工数削減と
品質向上実現

中村剣

963 2920210006 長野県 森川産業株式会社 9100001006259
次世代自動車用の鋳造部品の高効率生産方式の確立に
よる事業拡大

長野信用金庫

964 2920210008 長野県 株式会社光和 5100001011477
高精度計測センサー付き加工機導入による金型の自動
定寸の実現

一般財団法人浅間リサーチエクステンションセ
ンター

965 2920210012 長野県 有限会社原建設工業 2100002038332
五平餅量産化機器と真空包装機導入で宅配を実現し販
路開拓を図る

長野県商工会連合会

966 2920210016 長野県 酒造株式会社長生社 5100001021253 高付加価値醸造のための洗米浸漬設備の導入 株式会社八十二銀行

967 2920210024 長野県 株式会社星野 6100001007706
高対候性・高耐久性と優れた発色性を有する焼付型ウ
レタン塗装技術の確立

佐久商工会議所

968 2920210025 長野県 有限会社淡水魚鯉西 8100002014352
千曲川の伝統漁業、文化、環境の継承に向けたブラッ
クバス料理の商品化

上田信用金庫

969 2920210027 長野県 小県精密株式会社 7100001011062
高い平面度と平行度を実現する加工技術の確立に向け
た生産プロセスの革新

上田信用金庫

970 2920210029 長野県 株式会社サンエイテツク 1100001001052 鋳造～加工一貫生産による生産性と製品信頼性の向上 株式会社八十二銀行

971 2920210032 長野県 大国屋畳店
市場ニーズに対応出来る、畳製造時の縁の縫着作業自
動化

アルプス中央信用金庫

972 2920210033 長野県 有限会社ベジ・ドリーム 3100002007699
低カリウム野菜の栽培方法確立と透析患者への安心野
菜提供サービス

株式会社八十二銀行

973 2920210035 長野県 合資会社間瀬製作所 8100003002926
ＮＣ長尺加工機導入による効率的な試作開発体制の構
築

株式会社八十二銀行

974 2920210039 長野県 株式会社カヤマ 1100001011472
特殊切削工具製作における円筒研削加工技術の高度化
による航空宇宙機関連分野への参入

株式会社長野銀行



（受付番号順）

受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

平成２９年度補正　ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金 二次公募

採択案件一覧（2471者）

975 2920210040 長野県 株式会社オリエント機材 1100001007925
プレート定着型せん断補強鉄筋の最新腐食防止塗装ラ
インの構築

長野県信用組合

976 2920210041 長野県 有限会社都住製作所 5100002008984
５軸マシニングセンタの導入による視力検査器等の精
密製品の生産性向上

長野信用金庫

977 2920210042 長野県 株式会社ケー・アイ・エス 8100001007134
画期的な酸素発生器開発に伴う酸素発生剤の製造体制
確立

長野県信用組合

978 2920210045 長野県 株式会社小林コンサルタント 6100001023265
先端ＩＴ技術を活用したインフラ点検システム構築に
よる新サービスの提供

飯田信用金庫

979 2920210046 長野県 有限会社榑木野 4100002019818
ハイブリッド急速冷凍石臼挽き手打ち生そばで、生産
効率向上と市場の開拓

株式会社八十二銀行

980 2920210047 長野県 株式会社ライト光機製作所 7100001018727 新製品開発における飛躍的な開発設計プロセスの改革 株式会社八十二銀行

981 2920210052 長野県 エーピーエヌ株式会社 5100001018778
新たな顧客ニーズに対応した基板設計と機械設計統合
手法の開発

岡谷商工会議所

982 2920210057 長野県 株式会社櫻井製作所 7100001011483 板成形における材料流動効率を高める研究開発 長野県商工会連合会

983 2920210059 長野県 有限会社小林溶工 9100002013964
機械加工内製化のための新規マシニングセンタ導入に
よる生産性向上

上田商工会議所

984 2920210062 長野県 にこにこデンタルクリニック
最先端ＣＴ技術を用いた不正歯列の発生原因別口腔内
骨格成長のサポート法の確立

株式会社八十二銀行

985 2920210064 長野県 株式会社ケーエムケー 7100001011475
３Ｄモデリングマシンの導入による納期の短縮化と多
品種少量生産能力の構築

株式会社長野銀行

986 2920210066 長野県 小松工業株式会社 9100001020986
アルミ板鍛造プレス加工による、新工法サーボプレス
を活用した自動車部品の開発

株式会社八十二銀行

987 2920210067 長野県 春原歯科クリニック
歯科用ＣＴ導入により、インプラント治療の高度化と
インフォームドコンセント向上で事業拡大

株式会社八十二銀行

988 2920210068 長野県 株式会社リソー技研 7100001020170
難溶接材料への革新的な接合技術である高速溶接技術
の確立

諏訪信用金庫

989 2920210073 長野県 マークレーベル有限会社 1100002004665
ノンホイル紙印刷における光沢感・高級感を表現する
印刷技術の確立

長野県信用組合

990 2920210074 長野県 セラテックジャパン株式会社 6100001001675
硬脆材料の高精度板厚制御加工技術の確立と量産化へ
の道筋

長野信用金庫

991 2920210077 長野県 株式会社ダイワコーポレーション 1100001010540
ハイブリッド型新皮膜処理を実用化するための装置製
造と技術確立

株式会社八十二銀行

992 2920210079 長野県 有限会社北信樹脂工業 5100002018240 スーパーエンプラの加工技術高度化と品質安定化 株式会社長野銀行

993 2920210081 長野県 株式会社アルキャスト 9100001025399 環境に優しい、ストーンペーパー印刷サービスの確立 株式会社八十二銀行

994 2920210083 長野県 株式会社ウイルダイフレックス 4100001010991
筐体へのフレキシブルな組込と小型化の実現に向けた
基盤端面への実装

株式会社八十二銀行

995 2920210084 長野県 株式会社ふくやま 4100001022707
自動包装機とＸ線検査機導入により国際基準の最中皮
包装ラインの生産性向上

飯田信用金庫

996 2920210085 長野県 株式会社相模屋 4100001011486
新体操手具製造における革新的な自動化生産ライン方
式の確立

株式会社八十二銀行

997 2920210086 長野県 吉川工業株式会社 7100001022836 高品質コンクリート骨材生産ラインの構築事業 有限会社エスエムエスコンサルティング

998 2920210089 長野県 株式会社早川製作所 6011401005300
単管パイプ治具の製造による製品リードタイムの効率
化

埼玉縣信用金庫

999 2920210091 長野県 株式会社薄井商店 6100001017143
拡大する高級酒市場に向けた海外に通用する「白馬
錦」の高品質化

株式会社八十二銀行

1000 2920210092 長野県 磐栄運送株式会社 4380001013612
ＪＡＬ・ＦＩＦＡにも選ばれた諏訪地酒の競争力強化
と直売モデルの構築

福井大

1001 2920210094 長野県 株式会社中島製作所 4100001005661 自動運転車部品の供給体制確立 株式会社八十二銀行

1002 2920210096 長野県 株式会社クリエテック 7100001009759 ファイバレーザマーカの導入で付加価値向上を図る 株式会社長野銀行

1003 2920210098 長野県 株式会社やまへい 4100001008631
無塩植物性乳酸菌発酵漬物の生産プロセス改善による
商品供給安定化

株式会社八十二銀行

1004 2920210099 長野県 株式会社コソブ精機工業舎 2100001016594
製造機械導入により、効率的で画期的な手工具の開
発、及びその実施方法

松本信用金庫

1005 2920210101 長野県 三映電子工業株式会社 9100001008420
海外規格の取得を伴う小型ブラシレスＤＣ２０ｗ／５
０ｗモーターの開発

美斉津晃

1006 2920210102 長野県 株式会社ヤマト 9100001018717 切削長尺加工技術集約によるコスト・工期４０％低減 株式会社八十二銀行

1007 2920210103 長野県 テクノエクセル株式会社 6100001005651
金型レスによる小ロット製品の大幅な開発コストの低
減化

株式会社八十二銀行

1008 2920210105 長野県 太陽工業株式会社 9100001018460
高精度金型の製作技術を活用した新規事業”＠ｔｅｒ
ｕ”ブランドの立ち上げ

株式会社八十二銀行

1009 2920210106 長野県 シナノカメラ工業株式会社 3100001013194
ロボットを活用したセル生産に伴う生産システムの技
術開発

株式会社八十二銀行

1010 2920210107 長野県 株式会社土屋鞄製造所 9011801026298
国内ミシンメーカー初の頭部回動仕様ＣＮＣミシン導
入による高級ランドセルの生産性向上

松本英伸

1011 2920210111 長野県 有限会社クシマ商事 3100002019785
真空調理を活用した長期チルド保存可能なネパールカ
レーの開発

松本信用金庫

1012 2920210112 長野県 株式会社柴田合成 5070001011761
金型製作の工程計画自動化・検査システム導入による
納期短縮

株式会社群馬銀行

1013 2920210117 長野県 有限会社倉科製粉所 3100002026328
暗黙知の形式知化による当社国産そば粉製品の革新的
な品質改良

松本信用金庫
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1014 2920210121 長野県 有限会社村田商店 7100002005204
新事業分野へのシフトを確実にするための高付加価値
加工食品の開発

美斉津晃

1015 2920210123 長野県 ハートフル歯科医院
養護老人ホーム及び障がい者福祉施設との連携と新型
ユニットの導入によるハートビル歯科サービスの実現

株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

1016 2920210125 長野県 有限会社宮城商店 3100002009571
地元農産物加工品の品質及び安全性向上の生産効率化
設備の導入

長野信用金庫

1017 2920210127 長野県 有限会社吉田建材 6100002029625
ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎの実現による高品質な
出来形実現と生産性向上

株式会社ジェノベーション

1018 2920210132 長野県 株式会社Ａｉｚａｋｉ 9100001005459
多関節ロボットの汎用的援用による多品種対応可能な
自動生産技術の確立

長野県信用組合

1019 2921210376 岐阜県 有限会社鬼頭精密工業 7200002006398
単純部品から難削材の複雑部品への展開で新商品への
進出を図る事業

いつきビジネスパートナー株式会社

1020 2921210377 岐阜県 江南工機株式会社 5200001001930
革新的な超硬ロングドリル素材の振れ・曲がり除去技
術の構築による早期差別化

岐阜信用金庫

1021 2921210379 岐阜県 株式会社奥田 1200001019010
最新の医療機器等に使用される樹脂素材への革新的な
塗装技術の開発

関信用金庫

1022 2921210381 岐阜県 福田刃物工業株式会社 9200001019523
最新レーザー加工機導入による工業用機械刃物の革新
的加工技術の確立

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

1023 2921210383 岐阜県 早川工業株式会社 1200001007411
金属部品仕上げ加工の高効率化による輸送機器向け部
品生産力強化事業

株式会社十六銀行

1024 2921210384 岐阜県 株式会社サンクラフト 3200001019058
油絵用画材商品販売の事業拡大に伴う生産プロセスの
改善

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

1025 2921210385 岐阜県 東濃コアー株式会社 3200001023761
紙製緩衝材の普及を通じて環境負荷低減に貢献する製
造環境革新

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

1026 2921210387 岐阜県 ミウラクエストデンタル
良好な長期の治療予後と審美性を実現するカスタム歯
科技工の高効率ラボ構築計画

株式会社大垣共立銀行

1027 2921210388 岐阜県 株式会社フランセヤノ 5200001004611
スチームラックオーブンの導入による「ほうじ茶プリ
ン」の新生産体制構築事業

株式会社大垣共立銀行

1028 2921210392 岐阜県 株式会社瀬古興業 2200001015405
ＩＣＴ土工施工率１００％、さらに＋α付加価値を追
加した４次元最先端土工

足立博男

1029 2921210393 岐阜県 株式会社タナック 1200001003253
医療用電気デバイス対応型の模擬臓器用導電性ゲルの
開発

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

1030 2921210397 岐阜県 有限会社関環境サービス 4200002018834
バイオ燃料精製時の副生品を原料とした環境に優しい
バイオ洗剤の製造

関信用金庫

1031 2921210398 岐阜県 株式会社美光技研 6200001018684
立体物への研磨模様の加飾方法の開発と、新分野への
販路開拓

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

1032 2921210400 岐阜県 株式会社シンコー製作所 6200001008033
多品種少量生産への対応及び生産性向上の為のベン
ディングマシンの導入

岐阜信用金庫

1033 2921210402 岐阜県 三和鈑金有限会社 4200002021219
ＡＳＶ（先進安全車両）に対応した革新的な修理・整
備環境の確立

東濃信用金庫

1034 2921210403 岐阜県 富川化学工業株式会社 5180001076182
除塵付筒形包装機等の導入による製品集積作業の生産
効率の向上

恵那商工会議所

1035 2921210404 岐阜県 Ｙ’ｓ　ＴＥＸＴＩＬＥ デザイン力を活かしたグッズ製作の生産体制構築 各務原商工会議所

1036 2921210405 岐阜県 株式会社小坂酒造場 4200001019123 造り酒屋としての生き残りをかけた課題解決事業 美濃商工会議所

1037 2921210407 岐阜県 株式会社　プレシジョンワタナベ 3200001018704
３次元シミュレーションによる革新的な治工具部品製
作工程の短縮

東濃信用金庫

1038 2921210410 岐阜県 奥長良川名水株式会社 2200001019819 フレキシブルな就業体制のための設備導入 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

1039 2921210413 岐阜県 日電精工株式会社 3200001014629
車載向け高信頼性ＩＣパッケージ用リードフレームの
評価技術確立

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

1040 2921210414 岐阜県 坂栄工業有限会社 4200002023306
次世代自動車向け超ハイテン材用プレス金型の加工技
術の確立

株式会社十六銀行

1041 2921210416 岐阜県 浅井物産合名会社 7200003001365
鶏卵の選別処理システムの革新による食の安全・安心
確保と安定供給基盤の強化

尾西信用金庫

1042 2921210418 岐阜県 ユニオン機工株式会社 4200001023595
解析高精度化によるアルミダイキャスト鋳造の新製品
開発事業の実現

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

1043 2921210421 岐阜県 株式会社アイコットリョーワ 5200001020435 新型タイル投入装置の開発による生産プロセスの改善 株式会社十六銀行

1044 2921210423 岐阜県 丸嘉工業株式会社 5200001007531
ステアリングシャフトの軽量化を実現する新工法の構
築

岐阜信用金庫

1045 2921210425 岐阜県 株式会社小林食品 1200001008855
きんとんの生産プロセス改革と新製品の生産体制確立
による事業拡大

岐阜信用金庫

1046 2921210426 岐阜県 かみのほゆず株式会社 6200001028790
豪雨災害に打ち勝つゆずの里上之保を支える果汁果皮
二刀流製造革新

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

1047 2921210427 岐阜県 徳田工業株式会社 3200001007343
自動車用カーペット成形型の新しい生産プロセスの開
発

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

1048 2921210429 岐阜県 ＰＬＵＳ株式会社 3200001027985
グルテンフリー米粉１００％高品質乾麺パスタの実
現、多様化と生産プロセス改善

関信用金庫

1049 2921210434 岐阜県 株式会社イーエスピー企画 1200001010753
６６００Ｖ出力高電圧移動電源車用計装入力基板ユ
ニットの開発

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

1050 2921210439 岐阜県 佐藤精密株式会社 4200001019156
旋盤加工の設備投資による旋盤部品の内製化及び金型
一貫生産体制の構築

株式会社大垣共立銀行

1051 2921210443 岐阜県 有限会社レスカリエ 1200002012138
縫製加工業者からＯＥＭメーカーに成長するための、
洋服の社内一貫生産体制の確立

東野礼

1052 2921210444 岐阜県
株式会社中日本アパレルシステムサイエン
ス

8200001003858
３Ｄソフトと高精度の自動裁断機導入による革新的な
生産プロセスの構築

株式会社十六銀行
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1053 2921210447 岐阜県 名和畳店
顧客のニーズに対応する機能性・汎用性の高い縁無畳
を製作する

岐阜商工会議所

1054 2921210449 岐阜県 北瀬縫製
メーカーとしての自社ブランド製品製造に向けた製造
ラインの確立

岐阜県商工会連合会

1055 2921210457 岐阜県 株式会社大野ナイフ製作所 3200001019000
食の安全性向上に貢献する、食品加工機械用特殊刃の
変革事業

税理士法人ＪＩ会計事務所

1056 2921210458 岐阜県 株式会社辻建具 3200001033934
木材加工機械の導入による生産性の向上と作業環境の
改善

株式会社十六銀行

1057 2921210460 岐阜県 有限会社賞味堂 5200002002341
高品質・高付加価値の最中種の優位性・差別性の確保
に向けた生産体制の確立

岐阜商工会議所

1058 2921210461 岐阜県 松栄製鋲株式会社 2180001059066
燃料電池車に使用するニッケル電池・水素タンク用、
フランジ・ネジの“遅れ破壊防止策”を提言し、燃料
電池車の安全に寄与する。

株式会社愛知銀行

1059 2921210462 岐阜県 有限会社秋山接骨院 7200002012223
地域アスリートの怪我からの復帰をサポートする革新
的治療・リハビリサービスの開発

大垣商工会議所

1060 2921210463 岐阜県 株式会社サンクルール 2200002003672
縫製加工の生産プロセス改善と試作分野業界への販売
拡大

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

1061 2921210465 岐阜県 株式会社岐阜金型 5200001012738
小ロット市場向け革新的金型の開発による高品質・低
コスト化の実現

各務原商工会議所

1062 2921210466 岐阜県 株式会社カワセ精工 3200001013473 高精度門型プレスの導入による生産性向上と販路開拓 大串智之

1063 2921210468 岐阜県 株式会社大原自動車学校 6200001020517
人材育成に悩む貨物運送事業者を支援する安全教育
サービスの開発

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

1064 2921210474 岐阜県 光洋陶器株式会社 2200001021295
陶磁器の開発、品質管理、即納体制における暗黙知の
形式知化に向けた３Ｄスキャナの導入

東濃信用金庫

1065 2921210478 岐阜県 型宮産業有限会社 2200002020049
セラミックス製品製造のための易加工性多孔質アルミ
ナ型の実用化

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

1066 2921210481 岐阜県 株式会社クリモト 4200001019107
エンジン組立用、高品質・高剛性のコンポジットボル
トを開発し、クリーンディ－ゼル車開発に貢献する

岐阜信用金庫

1067 2921210484 岐阜県 株式会社藤澤鐵工所 4200001007508
多様な圧力容器製作技術で切拓く新ＣＦＲＰ高圧加熱
成形装置開発

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

1068 2921210486 岐阜県 工藤歯科医院
歯科用ＣＢＣＴの導入による患者主導型低侵襲インプ
ラントの実現

阪本英久

1069 2921210489 岐阜県 やまむら歯科
口腔組織の立体的画像再現による歯周再生療法での精
密評価方法の構築

株式会社十六銀行

1070 2921210492 岐阜県 エイリンテクニカル
３次元ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による同時５軸加工の生産
プロセス改善

小倉裕樹

1071 2921210493 岐阜県 株式会社平中サービス 5200001023116
トラックを活用した広告サービスによる付加価値創造
と生産性向上及び人材確保の強化

東濃信用金庫

1072 2921210496 岐阜県 株式会社新杵堂 5200001024163
女性従業員の負担を軽くする、まるごとみかん大福の
製造機械と受発注システムの開発

座間裕史

1073 2921210497 岐阜県 株式会社蓑島ロジスティックス 7200001012604
製造・保管倉庫連携システムによる高効率なアパレル
情報システムの構築

株式会社十六銀行

1074 2921210502 岐阜県 株式会社東洋化学 5200001019411
プリフォーム粉砕原料の生産性向上と風力選別装置に
よる異物除去

税理士法人オグリ

1075 幹事企業：株式会社加藤製作所 
幹事企業：
7180001047727 

幹事企業：株式会社十六銀行 

1076 連携体１：株式会社岐阜多田精機
連携体１：
5200001001402

連携体１：株式会社大垣共立銀行

1077 2922210697 静岡県 有限会社米食角十 5080402007176
安全・安心でおいしい「出世投げ餅」の開発と、新し
い浜松名物としての全国発信

イー・マネージ・コンサルティング協同組合

1078 2922210698 静岡県 株式会社共栄設機 9080101008414
トランスファプレス加工における非駆動シミュレー
ションの実現

富士信用金庫

1079 2922210702 静岡県 宮本工業株式会社 4080401021212
自動車産業のＥＶ化等の進展に寄与する、ベンダー技
術の高度化の実現

株式会社ケレス

1080 2922210706 静岡県 有限会社ユーワ製作所 3080102015332
新分野への事業拡大に向けた加工対応範囲（精度、材
質、加工形状）の拡大と高度化

富士信用金庫

1081 2922210707 静岡県 株式会社エレガンス時正堂 9080401017131
高齢化社会に対応出来る視機能測定と眼の健康管理
サービス機能の強化

磐田信用金庫

1082 2922210709 静岡県 要工業
バンドソー導入による生産性・精度向上で受注拡大を
図る事業

静岡信用金庫

1083 2922210710 静岡県 株式会社鈴木木工 3080001013131
把手不要のバリアフリー扉の製造に伴う、加工技術の
高度化と増産体制の構築

島田信用金庫

1084 2922210711 静岡県 株式会社エヌシー精工 3080001014245
アルミ切削における最適切削条件の研究および加工品
質の安定化

島田信用金庫

1085 2922210716 静岡県 株式会社ワイズ 5080101014036
人気の米粉パン“キューブレット”の量産化及び販路
開拓事業

株式会社イドム

1086 2922210717 静岡県 マルデン伊藤農園
選果機導入による生産量増加と自社ブランドみかんの
栽培強化

磐田商工会議所

1087 2922210720 静岡県 田中金属株式会社 3011201003250
ＮＣ長尺加工機を導入してストリンガーの生産性向上
を目指す

大嶋浩敬

1088 2922210722 静岡県 株式会社御殿谷農園 2080001021028
梱包の自動化と独自の消毒方法開発による生産性とブ
ランド力向上

島田信用金庫

1089 2922210723 静岡県 有限会社イチリツ 5080002014523
食品包装における内容物保護機能を、熱シールバーの
精度向上により高度化

島田信用金庫

1090 2922210727 静岡県 株式会社静光化学 9080001002418
次世代自動車向け新型成型部品の高度生産体制構築事
業

静岡信用金庫

1091 2922210731 静岡県 株式会社クリーンタウン 7080101004027
既存製品の圧縮率アップによるコンパクト化とバイオ
マスチップの高付加価値化への挑戦

沼津信用金庫

金型加工用設備の稼働データ等の共有による金型共同
受注体制の確立

2921210505 岐阜県
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1092 2922210733 静岡県 ダイテック竜洋株式会社 1080401016347
ワイヤ放電加工の内製化による高精度化で生産性向上
と顧客要望の実現

株式会社静岡銀行

1093 2922210738 静岡県 三恵株式会社 4180001045460
射出成形における生産プロセス改善および新加工技術
の確立

浜松信用金庫

1094 2922210739 静岡県 株式会社富士セラミックス 3080101011753 高性能医療用超音波プローブ素子の開発 株式会社静岡銀行

1095 2922210740 静岡県 株式会社カネヨシ水産 2080001014733
鰻の太化への対応と簡便性を高めた鰻商品の開発と生
産体制の確立

焼津信用金庫

1096 2922210741 静岡県 有限会社竹泉浜北店 7080402015160
急速凍結機導入による旬の地場水揚げ食材を使った限
定弁当シリーズ開発と安定供給の実現

静岡県商工会連合会

1097 2922210743 静岡県 株式会社中部衛生検査センター 5080001013427
翌日報告を可能にする『食品の超短納期微生物同定
サービス』の開始

島田信用金庫

1098 2922210745 静岡県 西誠株式会社 8080401009708
新設備導入による小ロット部品の工数削減と高精度化
を実現する

株式会社商工組合中央金庫

1099 2922210747 静岡県 株式会社石橋鉄工所 4080001007603
新たな溶接用ロボットにおける試作のＩＴ化および量
産体制の革新

静清信用金庫

1100 2922210752 静岡県 株式会社荒畑園 4080001013766
国内初の「機能性表示食品」を取得した国産プーアー
ル茶の開発と展開

島田信用金庫

1101 2922210753 静岡県 三立興業株式会社 5080001013501
樹脂溶融ガスを排除したリフレクター（反射板）の成
形技術の確立

島田信用金庫

1102 2922210755 静岡県 有限会社望月機械製作所 7080002011436
高能率ＮＣフライス導入による溶接品質及び生産性の
向上

島田信用金庫

1103 2922210756 静岡県 有限会社石橋製作所 6080102009430
プレス用金型の「コマ」製造工程改善による製品の即
応能力性の向上

株式会社静岡銀行

1104 2922210757 静岡県 アイパックスイケタニ株式会社 9080101011236
色管理システムおよび枚葉検査機の導入による生産効
率向上と印刷品質向上

東京中央経営株式会社

1105 2922210758 静岡県 株式会社チューセイ 1080001018677
金型加工の高度化と成形加工能力拡大に資する生産プ
ロセスの革新への取組み

静清信用金庫

1106 2922210759 静岡県 有限会社サンワテック 9080402018640
２Ｄデータで培った組付け・組立技術を、３Ｄデータ
への対応にて更なる深化を目指す。

島田信用金庫

1107 2922210761 静岡県 丸幸製茶株式会社 9080401014847
地域色のあるお茶『ＣＨＡ－ＩＫＩ』の海外ブランド
展開

島田信用金庫

1108 2922210762 静岡県 日本物流株式会社 8080001016666
再生ＰＳペレットの需要拡大に対応するペレット生産
工程の内製化

島田信用金庫

1109 2922210763 静岡県 株式会社スグロ鉄工 4080101003287
ＩｏＴシステムを導入したコアピン製造プロセス改善
による生産性向上事業

株式会社清水銀行

1110 2922210764 静岡県 株式会社渥美 5080401013514
マーキングペン先・高効率生産体制確立のための画像
検査装置導入

浜松信用金庫

1111 2922210765 静岡県 株式会社内山刃物 2080401006339
ＰＣＤ（多結晶ダイヤモンド）エンドミルを用いた超
薄板サファイアを微細加工するための生産体制の構築

株式会社静岡銀行

1112 2922210766 静岡県 株式会社ランドマーク 2080401005794
顧客満足度の向上と省人化の両立を実現する、食材提
供プロセスの革新

株式会社ケレス

1113 2922210770 静岡県 小早川工業
接合の高強度化と作業効率の向上を目的とした新たな
溶接技術の導入

三島信用金庫

1114 2922210771 静岡県 芦田畳店
志太・榛原地区初「子育て世代」向けマンション対応
半畳畳開発及び販路開拓

島田信用金庫

1115 2922210772 静岡県 高嶋酒造株式会社 7080101001049
地域の農業連携によるオーガニック米を用いた『完全
無添加』の純米酒造りの実現

株式会社静岡中央銀行

1116 2922210775 静岡県 まるよん製茶株式会社 9080001013448
業界の先端を走る！製造プロセス改善による緑茶の品
質向上

島田信用金庫

1117 2922210777 静岡県 株式会社小楠金属工業所 8080401001061
カムシャフト量産ライン用カム部荒成形工程の高度化
計画

磐田信用金庫

1118 2922210778 静岡県 株式会社丸六高田商店 1080001005048
健康茶キャンドルブッシュ製造工程の高度化と新商品
開発の実現

静清信用金庫

1119 2922210780 静岡県 株式会社ダブリュウピイアイ 4080001015531
需要が拡大する新型メタルパッキンのバレル研磨を不
要にする切削加工精度の実現と生産性向上

株式会社静岡銀行

1120 2922210781 静岡県 丸長鍍金株式会社 2080001009139
次世代無電解ニッケルめっき設備の構築と自社調合の
めっき液製造

株式会社商工組合中央金庫

1121 2922210782 静岡県 株式会社望月ネームプレート 7080001009308
高精度塗装樹脂マスク治具の開発期間短縮と量産プロ
セスの革新

静清信用金庫

1122 2922210784 静岡県 株式会社山本食品 3080101006349
製造工程の生産性向上と従業員の作業環境を改善する
設備の導入

静岡県商工会連合会

1123 2922210785 静岡県 興津螺旋株式会社 1080001007746 合金鋼ボルト新工法の開発並びに量産体制の確立 株式会社静岡銀行

1124 2922210786 静岡県 株式会社サンエイト 7080401001814
世界初の管楽器曲管外面研磨実用機の開発による業務
拡大

静岡県商工会連合会

1125 2922210787 静岡県 株式会社伊藤製作所 9080101011252
燃料電池の基幹部品セパレータ板の高精度板金加工生
産体制の構築

株式会社静岡銀行

1126 2922210788 静岡県 株式会社山崎製作所 4080001012355
インバウンド向け高機能かんざしのブランド力向上と
生産工程の改善

公益財団法人静岡県産業振興財団

1127 2922210789 静岡県 川﨑工業株式会社 3080001012975
アルミ部品の鋳造技術と高度切削技術の組合せによる
試作工程の抜本的改善

島田信用金庫

1128 2922210790 静岡県 株式会社スズケイ 5080401002533
浜松エリアの物流ニーズに対応した新拠点整備に伴う
次世代型システムの導入

株式会社清水銀行

1129 2922210792 静岡県 株式会社カクニ茶藤 3080001011572
抹茶製造技術の向上と競争力増強による、海外市場へ
の抹茶商品の普及

静岡信用金庫

1130 2922210794 静岡県 株式会社平野工業製作所 6080401011797
ＮＣ研削盤を利用した、夜間無人加工による高精度、
低コスト、短納期、量産化加工

浜松信用金庫
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1131 2922210796 静岡県 有限会社理恒製作所 2080002006440
高性能測定機を活用した金型製造技術のデータ化と生
産プロセスの革新

静清信用金庫

1132 2922210812 静岡県 株式会社ディーエス・マルマン 6080101009068
紙材料の破砕製造の生産工程効率化による増産体制の
構築

株式会社静岡銀行

1133 2922210813 静岡県 有限会社三ツ中 3080002005706
多機能型スライドソー導入による、高効率生産を実現
する加工体制の構築

静清信用金庫

1134 2922210821 静岡県 高橋そば製粉株式会社 9080001003242
遠心力・衝撃力を応用した脱皮工程の確立による歩留
り・品質の向上

静清信用金庫

1135 2922210823 静岡県 コーエイセンイ株式会社 9080001013951
高機能新素材繊維を用いた産業資材用織物の品質追求
と開発高速化

株式会社経営ソフトリサーチ

1136 2922210832 静岡県 株式会社静岡物産 4080001013972
スチールに比肩する遮音性能を有するアルミフレーム
の供給体制の構築

静岡県商工会連合会

1137 2922210833 静岡県 小倉食品株式会社 8080001012013
静岡県が国内シェア１００％を誇る駿河湾産桜えびの
品質安定化と増産体制の確立

株式会社静岡銀行

1138 2922210835 静岡県 株式会社旭エンジニアリング 3080401017558 海水魚介類陸上養殖、海水制御システムの構築、販売 磐田信用金庫

1139 2922210839 静岡県 英君酒造株式会社 3080001011861
赤色清酒酵母で醸した新商品「桃色濁り酒」の開発及
び生産性の向上

税理士法人アークネット

1140 2922210843 静岡県 株式会社ジープロシューマーズ 8080101010313
高速開発ツール導入により開発コストを大幅低減、価
格競争力強化と商品優位性の確立を行う

富士信用金庫

1141 2922210845 静岡県 有限会社鈴木鉄工 7080402013800
難削化する環境規制対応新型エンジン部品高生産化プ
ロセスの確立

浜松信用金庫

1142 2922210846 静岡県 株式会社シングウ技研 2080101007042
高度医療注射針の加工を可能にする特殊研磨部品の開
発

東京中央経営株式会社

1143 2922210847 静岡県 東海テクノ株式会社 6080001008748
既存プラント設備の図面化作業の劇的な効率化ととも
に、新たな営業展開からの受注拡大

株式会社静岡銀行

1144 2922210848 静岡県 マルゼン工業株式会社 5080401014850
ＩｏＴ技術及びセンサ内蔵設備の導入による小規模工
場の夜間操業体制の構築

静岡県商工会連合会

1145 2922210849 静岡県 有限会社山下工業 8080102012985
金型製作の生産性向上：：解析ソフト導入による試作
回数の大幅削減

三島信用金庫

1146 2922210853 静岡県 株式会社ｉＳＥＥＤ 6080101017707

配線工事不要の無線式、オープンプラットフォーム採
用の低価格で、且つ先端の映像音声インターホン機能
を搭載した、高齢者施設向けナースコールシステムの
ためのコントローラソフトの導入

三島信用金庫

1147 2922210854 静岡県 株式会社藤枝オリコミピーアール 5080002017988
折込丁合で地域情報誌の全戸配布を可能にする広告革
新サービスの構築

株式会社清水銀行

1148 2922210856 静岡県 株式会社芹澤工業 6080101005810
リチウム電池用セパレータフィルムの製造用スリッ
ター・自動巻取機部品における製造プロセスの改善

株式会社静岡銀行

1149 2922210857 静岡県 株式会社エクストエンジニア 7380001007900 食品産業向け高性能ノズル試作体制の高度化事業 株式会社商工組合中央金庫

1150 2922210863 静岡県 株式会社高田鉄工所 1080101001054
ＣＮＣ３次元測定器導入による品質保証体制の確立と
短納期化の実現

株式会社静岡銀行

1151 2922210864 静岡県 有限会社成建産業 9080402004319
赤外線サーモグラフィとドローンの複合診断による外
壁劣化診断技術と体制の強化

磐田信用金庫

1152 2922210865 静岡県 株式会社共立アイコム 4080001016372
顧客データを活用した次世代セールスプロモーション
型広告事業の生産体制構築

焼津信用金庫

1153 2922210866 静岡県 大静テクノ株式会社 5080101005844
バルク貯槽くず化処理能力及び残ガス再利用量倍増の
ための仕組み構築

静岡県商工会連合会

1154 2922210868 静岡県 株式会社ニッシン 4080001015102
次世代の車載ワイヤハーネスに対応する端子圧着機の
試作開発

尾関俊寿

1155 2922210869 静岡県 安間製箸株式会社 2080401017427
寺社用木製品に「精細なオリジナルプリント」を施し
販売する、新サービスの展開

磐田信用金庫

1156 2922210871 静岡県 株式会社鈴一興産 9080401021364
大工の手間を減らす断熱付壁パネル製造に伴う断熱材
加工

磐田信用金庫

1157 2922210874 静岡県 株式会社加藤建設 8080401010962
建設業の人材獲得に貢献する型枠加工受注とリサイク
ル材販売事業の展開

株式会社静岡銀行

1158 2922210875 静岡県 株式会社三ヶ日ガーデン 7080401013347
造粒工程のプロセス改善で取り組む静岡県産茶葉を使
用した猫砂商品の販売

株式会社静岡銀行

1159 2922210877 静岡県 株式会社志太泉酒造 7080001016436
洗瓶工程の刷新による品質及び供給能力の向上と「志
太泉」ブランドのさらなる競争力の強化

福井大

1160 2922210880 静岡県 株式会社丸賢商店 1080001015195
連続型蒸煮機導入による増産および生産性の向上を目
指した一貫製造ラインの構築

株式会社静岡銀行

1161 2922210881 静岡県 株式会社アコヤハイテック 1080401012230 ＥＶ自動車向け高精度部品加工の実現 株式会社静岡銀行

1162 2922210883 静岡県 株式会社ユーエス 4080401005636
受注データの一元化でリアルタイムな進捗管理に繋げ
る工程管理システムの導入

遠州信用金庫

1163 2922210885 静岡県 株式会社第一印刷 9080401002810
高性能デジタル印刷機導入による生産性向上と製造体
制の強化事業

遠州信用金庫

1164 2922210886 静岡県 株式会社第一製作所 5080101000977
自動検査装置の試作による検査速度・精度向上と高度
生産性の実現

尾関俊寿

1165 2922210887 静岡県 いで歯科医院
オープンシステムと院内ラボのシナジーによる高審美
ワンデイインプラントの実現

三島信用金庫

1166 2922210889 静岡県 アップル矯正歯科
患者の経済的・身体的・時間的負担を最大限減らし
た、矯正歯科の新しい形「プチ矯正」の実現

安達隆久

1167 2922210891 静岡県 株式会社コイケ 3080101005540
顧客別の好みを反映できるカーテン着せ替えアプリの
導入による新規顧客層の拡充

三島信用金庫

1168 2922210894 静岡県 飯塚製作所
耐食性の高いステンレスにおける極小径穿孔の品質安
定化と技術確立

焼津信用金庫

1169 2922210896 静岡県 三陽電業株式会社 3080101000707
高効率化へと加速するモータ業界に呼応した検査シス
テムの確立と短納期全数検査保証の実現

三島信用金庫



（受付番号順）

受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

平成２９年度補正　ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金 二次公募

採択案件一覧（2471者）

1170 2922210897 静岡県 株式会社シーエス技研 4080401020395
橋梁補修点検工事の短工期化を実現する足場移動工法
の確立と受注工事の拡大

磐田信用金庫

1171 2922210899 静岡県 新居精機株式会社 7080401006111
エンジンの燃焼効率向上の為の部品測温用熱電対取付
け用細穴細溝加工技術の確立

遠州信用金庫

1172 2922210902 静岡県 株式会社日翔工業 3080001014600
立体形状へのチタンナノコーティング技術の生産性・
品質向上による事業拡大

株式会社静岡銀行

1173 2922210904 静岡県 有限会社マルサ村松商店 9080402007742
「黒にんにく専用自動発酵機」の導入による生産量増
加と販路拡大

株式会社静岡銀行

1174 2922210905 静岡県 有限会社土屋米穀店 8080102018405
新型自動計量包装機の導入による雑穀混合無洗米の増
産・拡販計画

株式会社静岡銀行

1175 2922210907 静岡県 食の学び舎くるみ
個々のアスリートに適した栄養指導と食事提供をリー
ズナブルに行う新サービスの展開

焼津信用金庫

1176 2922210908 静岡県 アート電子株式会社 5080401000082
ロボット産業への対応のための高密度・高詳細電子機
器の電子部品マウント技術の構築

浜松信用金庫

1177 2922210909 静岡県 株式会社牛若丸 6080101006973
地元超密着美容サロンによるクイックメニューとコン
パクトメニューへの挑戦

三島信用金庫

1178 2922210910 静岡県 有限会社浜名精工 5080402021243 出来栄え品質安定化プロセスによる生産性向上 浜松信用金庫

1179 2922210911 静岡県 株式会社ＳＮＣ 6080001010596
立体成型品のＮＣルーターによる仕上げ工程時間の短
縮を図り、新商品開発に着手する。

静岡信用金庫

1180 2922210912 静岡県 ＴＳＫ株式会社 8080401017545
アルミインゴットの溶解前加熱用電磁誘導加熱装置の
開発

磐田信用金庫

1181 2922210913 静岡県 株式会社大石溶接 6080001012956
残留応力制御技術を備えたベンダー導入と設備のネッ
トワーク構築による生産性向上

島田商工会議所

1182 2922210917 静岡県 株式会社内田製作所 2080101015458
３次元測定器および３次元ＣＡＤ／ＣＡＭの導入によ
る精度保証要請への対応と新分野進出

株式会社静岡銀行

1183 2922210920 静岡県 株式会社新海畳店 5080001001951
業界初の裁断方法による多様化した素材・形状に対応
する効率的かつ機能的な生産方法の確立

静岡信用金庫

1184 2922210921 静岡県 有限会社鈴精機 8080402022115
５軸マシニングセンターの導入とノズル穴明け加工の
自動化による生産性向上

静岡県商工会連合会

1185 2922210923 静岡県 アイシーケイ株式会社 6011801005494 プロセッシングセンター導入による加工工程の効率化 株式会社静岡銀行

1186 2922210924 静岡県 静岡県西部屋根工事業協同組合 7080405000449
小型無人航空機を活用した瓦屋根工事に係る診断業務
の確立

浜松信用金庫

1187 2922210925 静岡県 有限会社岩倉溶接工業所 1080002013438 レーザーマーキング技術の確立と新分野への挑戦！ 島田信用金庫

1188 2922210929 静岡県 安田木匠 水性塗料を用いた木製品の塗装手法の開発と事業化 焼津信用金庫

1189 2922210932 静岡県 株式会社望月庭園 5080101009853
高性能ドローン導入による高精度・短納期測量プロセ
スの構築

株式会社静岡銀行

1190 2922210935 静岡県 株式会社パロン 9080001004281
スチール製什器等の溶接工程の改善による効率化・量
産化への取組み

静岡信用金庫

1191 2922210937 静岡県 株式会社ホリックス 2080101001755
人体に埋設する骨接合用品加工技術のレベルアップ及
び量産化

株式会社静岡銀行

1192 2922210940 静岡県 松下農園
環境制御システム導入による高糖度ミニトマトの生産
効率向上への挑戦

島田信用金庫

1193 2922210945 静岡県
ＰＡＮ・ＤＥＮＴＡＬ・ＬＡＢＯＲＡＴＯ
ＲＹ

構造力学に基づく人工歯開発によるパーフェクトＭＩ
治療への対応

松永智子

1194 2923211164 愛知県 株式会社名古屋モウルド 9180001081245
古紙に異素材を混ぜ合わせたハイブリッドパルプモー
ルドの販路拡大

株式会社愛知銀行

1195 2923211178 愛知県 株式会社生田工芸 2180301015058
業界初、精密裁断が可能なＮＣ裁断機導入による精密
縫製品の生産体制の構築と受注拡大

岡崎信用金庫

1196 2923211180 愛知県 サンテクノ株式会社 1180001030449
高機能オーディオ用真空管アンプ（製品名：Ｊｅｗｅ
ｌｌｓｏｎ）の開発

株式会社愛知銀行

1197 2923211187 愛知県 有限会社西海工業所 3180302018315
塗装ラインの高度化による複雑小型ガンブラケットの
新加工技術の習得とリードタイム短縮化計画

刈谷商工会議所

1198 2923211188 愛知県 株式会社米のキムラ 9180001057278
海外への輸出拡大に向けた玄米加工食品の品質の向上
及び製造能力増強事業

愛知県商工会連合会

1199 2923211189 愛知県 ３Ｇサポート株式会社 7180301030572
トラックドライバーの負荷を劇的に減らすバース管理
システムの開発事業

ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

1200 2923211195 愛知県 吉田染色株式会社 4180001084640
どんなウレタンフォームを用いてもウレタン生地を製
造できる融着技術の確立

岐阜信用金庫

1201 2923211206 愛知県 株式会社アイティーコスモス 1180001049076 複数ドローンを用いた広域警戒監視システム 株式会社名古屋銀行

1202 2923211207 愛知県 株式会社大東紙工業 1180001076987
小ロット製本加工の生産性向上で穴あき冊子の需要を
取り込む

株式会社名古屋銀行

1203 2923211209 愛知県 いわかわ司法書士行政書士事務所
トリプルライセンスを活用、自動追尾測量機で調査士
業務を変革提供

愛知県商工会連合会

1204 2923211221 愛知県 株式会社伊勢安金網製作所 8180301005086
ＮＣ制御自動波付機の開発によるクリンプ金網の高精
度化と競争力強化

蒲郡信用金庫

1205 2923211223 愛知県 やまと工業株式会社 7200001005624
スリッパの完全自動生産ラインの確立による生産性と
品質の向上

株式会社大垣共立銀行

1206 2923211225 愛知県 株式会社松浦商店 8180001032769
名古屋名物天むすの製造工程高度化による１００年企
業に向けた経営基盤構築

株式会社大垣共立銀行

1207 2923211226 愛知県 つくで歯科
ＣＴ設備の導入により新城市の山間部でも最先端の治
療を

株式会社大垣共立銀行

1208 2923211227 愛知県 アルパ工業株式会社 1180001029350
アルマイト技術の高度化による付加価値向上と量産体
制の確立

株式会社十六銀行
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1209 2923211228 愛知県 株式会社さくらＦＯＯＤＳ 1180301009127
地元食材であるうずらやニンニクなどを包み込んだ丸
餃子の開発事業

豊橋信用金庫

1210 2923211232 愛知県 鈴信工業所
精密部品の超精密加工、納期短縮、不良品削減を新機
械導入で実現する

愛知県商工会連合会

1211 2923211233 愛知県 株式会社松浦紙器製作所 6180001081149
プロモーション什器市場の獲得のため大型デジタル印
刷機導入によるＰＯＰＰＹ機能との融合

愛知県商工会連合会

1212 2923211235 愛知県 株式会社遠松製作所 2180001097628
オリンピック・災害復興・防災需要に向けた薄板アル
ミ材溶接技術の確立

株式会社名古屋銀行

1213 2923211237 愛知県 株式会社鳥越樹脂工業 2180001083280
ライトＲＴＭ工法による高効率ＦＲＰ積層成形技術の
確立及び作業環境整備

尾西信用金庫

1214 2923211240 愛知県 株式会社オークラ羽布 9180001096383
研磨力と光沢の両立で三方よしを実現するバイアスバ
フの開発と工程改革

津島商工会議所

1215 2923211242 愛知県 株式会社埋田製作所 5180001119833
高精度穴あけ加工で製薬機械用ヒーターブロックの生
産性向上

株式会社名古屋銀行

1216 2923211243 愛知県 石田畳商店
形状の複雑な薄畳の生産性向上により日本の伝統文化
を普及させる

株式会社三重銀行

1217 2923211244 愛知県 株式会社英建築設計事務所 8180301006811
ドローンと赤外線カメラを使ったビル外壁のタイル剥
離診断方法の開発

蒲郡信用金庫

1218 2923211245 愛知県 有限会社細井鉄工所 5180302015847
高精度加工の追究に向けた加工工程の短縮で高品質製
品の生産性向上

蒲郡信用金庫

1219 2923211246 愛知県 ＥＤＭフジヤマ
大型ワイヤカット放電加工機導入により大型部品を高
効率、高精度で加工出来る技術を構築する

瀬戸信用金庫

1220 2923211247 愛知県 山田自動車工業株式会社 5180001092114
先進安全自動車の鈑金修理における「修理品質の見え
る化」による信頼と安心の提供

碧海信用金庫

1221 2923211248 愛知県 アツタ機工株式会社 2180003002742
自動車用自動変速機部品の市場獲得を目指すための高
精度加工・測定体制の確立

服部月代

1222 2923211249 愛知県 半田重工業株式会社 8180001091947
検査装置導入によるシリンダ検査工程データの電子化
と検査受託事業の拡充

株式会社名古屋銀行

1223 2923211252 愛知県 株式会社オー・ケー・シー 6180001044163
医療機器に要求される、生体適合性に優れた難削チタ
ン製手術工具の試作開発

名古屋商工会議所

1224 2923211255 愛知県 株式会社桂商会 1180001082416
毛織物端材から純正ウール素材を回収する生産プロセ
スの開発

いちい信用金庫

1225 2923211265 愛知県 れい歯科クリニック
最新機器を用いた精密治療専門チームによる難治性根
管治療の再治療率低下の試み

東濃信用金庫

1226 2923211268 愛知県 正和工業株式会社 7180001085900
最新加工機械と治具内製技術を融合した増産体制の確
立と納期対応力の強化

久田英詞

1227 2923211269 愛知県 株式会社高瀬金型 1180001085971 インサートナット両面挿入の自動化技術の確立 尾西信用金庫

1228 2923211272 愛知県 株式会社セノオ 7180001096798
自動研磨及び人・環境に配慮した社内一貫生産体制の
構築による受注拡大

株式会社名古屋銀行

1229 2923211275 愛知県 株式会社西村工業 7180001099058
耐震建築部品用、厚板鋼板の生産プロセスの確立とコ
スト競争力の強化

尾西信用金庫

1230 2923211278 愛知県 幸南工業株式会社 7180301002316
自動検査装置の導入による品質向上・生産性向上を目
指す

天野公道

1231 2923211279 愛知県 株式会社宍戸化成 8180301023121
射出成形における金型ガス排出技術向上による品質の
安定化及び生産性の向上

西尾信用金庫

1232 2923211283 愛知県 株式会社高村鉄工所 6180301014758 複合加工機導入による減速機の生産性向上事業 碧海信用金庫

1233 2923211286 愛知県 株式会社東海メディカルプロダクツ 7180001074556
抜去・回収可能なテンポラリー型メタリックステント
の開発

瀬戸信用金庫

1234 2923211295 愛知県 山忠本家酒造株式会社 7180001097227
迅速なデータ取得・省スペース化・低温室での酒母の
製造による品質と生産性の向上

株式会社名古屋銀行

1235 2923211298 愛知県 株式会社昭和丸筒 3120001081693
紙製『ＡＰＰＡパレット』自動化製造ライン構築によ
る、高品質ならびに生産力向上事業計画

株式会社三井住友銀行

1236 2923211300 愛知県 片野プラスチック工業株式会社 3180001006240
新たなブロー成形による後加工無しの生産が出来る体
制の構築

株式会社名古屋銀行

1237 2923211301 愛知県 信濃工業株式会社 3180001097899
ＣＮＣ旋盤導入によるシリンダーチューブ加工技術の
向上、品質の安定性と生産力の強化

小倉裕樹

1238 2923211308 愛知県 株式会社ＮＣＬＡＢＯ 1180001123839
ワンチャッキング多面加工切削と同時に切削面の精度
出しを実現する

碧海信用金庫

1239 2923211313 愛知県 有限会社春一鈑 1180002084502
ＩＴを活用した測色機と調色ブース導入による品質向
上

愛知県商工会連合会

1240 2923211316 愛知県 株式会社金丸製作所 3180001094244
自動工作機を導入し、精密加工技術を生かした革新的
生産ラインを開発

株式会社名古屋銀行

1241 2923211317 愛知県 有限会社チェリーフォーカス 3180002087288 工場内製品運搬用パレット製造の生産プロセスの改善 愛知県商工会連合会

1242 2923211319 愛知県 国光スプリング工業株式会社 2180001078413
最新型「スプリング・フォーミング・センター」を導
入し、従来の汎用機では難しかった市場開拓に向けた
生産体制の構築

株式会社名古屋銀行

1243 2923211320 愛知県 有限会社長尾紙工 4180002024117
最新のフィルム専用スリッター機導入による生産性向
上計画

名古屋商工会議所

1244 2923211321 愛知県 株式会社協同電子 1180001045315
住宅用分電盤に使用する基板実装の一貫生産による生
産性向上

株式会社十六銀行

1245 2923211322 愛知県 白濱建設株式会社 4180301001015
ＩＣＴの活用による生産性・安全性・ワークライフバ
ランスの向上

岡崎信用金庫

1246 2923211323 愛知県 進興金属工業株式会社 5180301021243
真円度・円筒形状測定機を導入し、円筒形状物の検査
工程の生産性向上を図る

大嶋浩敬

1247 2923211324 愛知県 株式会社三進 9180001010245
簡易給油タンクのＩｏＴ化による、簡易給油スタンド
の実現

株式会社中京銀行
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1248 2923211327 愛知県 株式会社鶴鉄工所 5180001063924
三次元測定機の導入で困難な測定箇所の克服と加工の
レベルアップ

株式会社名古屋銀行

1249 2923211328 愛知県 有限会社スギウラクラフト 6180302003487
車椅子利用者の個人差に対応し姿勢を正しく保つ着座
パッドの開発

東京中央経営株式会社

1250 2923211329 愛知県 株式会社津島製作所 4180003012211
新市場へ進出するため、多様な被削材に対応する高精
度複雑形状加工の技術高度化と生産プロセスの改善

株式会社名古屋銀行

1251 2923211332 愛知県 有限会社お菓子屋レニエ 1180002022940
時代にマッチした新商品開発と販売ロスを解消する為
に生産性を向上させ、老舗百貨店に商圏を拡大！

瀬戸信用金庫

1252 2923211334 愛知県 佐野工業株式会社 5180301018330
次年度の新車向け内装部材の受注に伴う革新的生産ラ
インの増設

岡崎信用金庫

1253 2923211335 愛知県 豊田鋸加工所
鉄鋼用丸鋸替刃研磨事業への進出に伴う生産体制の改
革

豊田商工会議所

1254 2923211339 愛知県 高之瀬スプリング
バネの線径の大型化に合わせた高品質・短納期・低コ
ストの生産体制の構築

株式会社名古屋銀行

1255 2923211340 愛知県 株式会社カナオコーポレーション 8180001080280
廃瓦の分別・選別機の導入により、リサイクル商品
「テコラ」の商品化を実現

税理士法人岡田会計綜合コンサルタンツ

1256 2923211344 愛知県 株式会社犬飼鉄工所 4180001007898
曲げ加工の内製化による高精度曲げ加工、コストダウ
ン、短納期化の実現

株式会社大垣共立銀行

1257 2923211346 愛知県 株式会社春海化成 4180001049305
新型射出成形機及び取出しロボット導入による生産プ
ロセスの改善

株式会社名古屋銀行

1258 2923211350 愛知県 大久保金型工業株式会社 8180301014673
ＣＡＭデータ作成の標準化とマシニングセンタ導入に
依る加工プロセスの高効率化

株式会社名古屋銀行

1259 2923211351 愛知県 合資会社池田屋 8180303000069
革新的８つの味の“ところ天”の製造工程の合理化と
さらなる品質向上

岡崎商工会議所

1260 2923211357 愛知県 株式会社エムエス製作所 8180001045184 形彫放電加工技術の確立による精密樹脂金型への対応 株式会社十六銀行

1261 2923211361 愛知県 中外国島株式会社 2180001084295 生地キズをゼロにする生産工程の確立 尾西信用金庫

1262 2923211366 愛知県 グリーンフロント研究所株式会社 1180301004458
ドローン空撮・植物健全度診断技術による高木管理シ
ステムの開発

岡崎商工会議所

1263 2923211369 愛知県 泰東工業株式会社 5180301013034
ロボット活用による自動化・省人化を実現した高次生
産体制の構築

株式会社名古屋銀行

1264 2923211372 愛知県 株式会社ニシムラ 7180301019062
燃料電池用金属セパレータのプレス成形技術開発と検
査技術の確立

碧海信用金庫

1265 2923211391 愛知県 ＤＥＮＴＡＬ　ＬＡＢ　ＥＶＯＬ
ＣＡＤ／ＣＡＭ導入での供給力強化による小規模歯科
技工所の高度歯科技工技術の発揮

株式会社大垣共立銀行

1266 2923211394 愛知県 株式会社三ツ知春日井 7180001103546
燃料電池自動車用配管コネクターの新生産工法の確立
による労働生産性の向上

株式会社シーピーエーコンサル

1267 2923211396 愛知県 株式会社ミズノマシナリー 4180001081373
金属加工におけるＣＡＤ／ＣＡＭ及び三次元測定機導
入による新たな生産工程の確立

株式会社シーピーエーコンサル

1268 2923211397 愛知県 有限会社サトー化成 6180002068285
金属部品の樹脂化を推進する高強度樹脂外観部品の高
品位化のための切削加工技術開発

東春信用金庫

1269 2923211398 愛知県 株式会社イワタツール 3180001065212
超微切削工具による半導体製造プロセスにおける精密
加工技術の高度化

株式会社名古屋銀行

1270 2923211401 愛知県 有限会社岡本製作所 3180002054569
高精度で特殊形状の特注品ベアリングの生産能力向上
と医療分野への進出

座間裕史

1271 2923211405 愛知県 フナハシ技研株式会社 8180001083639
自動車電動化に対応する軽量な樹脂成形部品の開発と
量産技術確立

株式会社十六銀行

1272 2923211407 愛知県 有限会社福留鉄工所 9180002077572
大型・単発金属加工における圧倒的な納期短縮を図る
一貫加工工程の実現

いちい信用金庫

1273 2923211408 愛知県
Ｋ　ＢＡＲＢＡＲ　＆　ＨＥＡＤＲＥＬＡ
ＸＡＴＩＯＮ

理容店が脱毛サービス開発を通じて行う「美活」の総
合支援事業

菅原由一

1274 2923211409 愛知県 水仲工業株式会社 3180001092883
高精度な材料分析技術の導入によるリサイクル樹脂を
活用した海外輸出可能な製品開発の実現

碧海信用金庫

1275 2923211410 愛知県 新郊パイプ工業株式会社 6180001014612
異形管を曲げ加工するフォークリフトのヘッドガード
の精度保証体制の構築

碧海信用金庫

1276 2923211412 愛知県 有限会社大島製作所 3180002025413
日進月歩、高精度化していく技術開発に対応していく
為のＮＣ加工技術革新

株式会社名古屋銀行

1277 2923211413 愛知県 有限会社坂工業所 1180002092397
立形マシニングセンタ導入によるレーザー加工機部品
等のアルミ加工における生産プロセスの改善

小倉裕樹

1278 2923211418 愛知県 上坂印刷株式会社 4180301023208
伝統的技術と最新技術を組み合わせた新発想の紙器ソ
リューションサービス体制の構築

税理士法人Ｈ＆Ｐ

1279 2923211419 愛知県 ミツワ株式会社 4080401016195 品質検査工程のインライン化による生産プロセス革新 税理士法人Ｈ＆Ｐ

1280 2923211425 愛知県 ユニオン電商株式会社 1180001027577
表面実装機導入による電子回路基板製造の効率化と量
産メーカーへの成長

岐阜信用金庫

1281 2923211426 愛知県 株式会社サン・タカハシ 9180301001027
ＱＲコードを利用した新しいトレーサビリティシステ
ムの活用

岡崎商工会議所

1282 2923211429 愛知県 有限会社志村プレス工業所 1180002069172
需要が高まる半導体製造装置部品を抜加工の技術高度
化により生産性向上

株式会社ＰｓＭａｎａｇｅｍｅｎｔ

1283 2923211433 愛知県 株式会社西村工業所 1180001094477
外注加工の内製化及び技術承継による自社独自の有機
的生産体制の構築

株式会社名古屋銀行

1284 2923211435 愛知県 長坂養鰻場
ナノバブル技術を用いた低環境負荷飼育プロセスによ
るエコうなぎの生産とブランド化

有限会社竹内総合研究所

1285 2923211437 愛知県 東洋フオーム印刷株式会社 5180001028555
小ロット化・特殊素材への印刷技術獲得で新たにＢｔ
ｏＣモデルを確立する

西尾信用金庫

1286 2923211438 愛知県 株式会社カワサキ 8180001008117
検査技術力の革新と生産体制の構築で部品軽量化の流
れに乗ってアルミ自動車部品の受注拡大を目指す

岡崎信用金庫
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1287 2923211442 愛知県 サン食品株式会社 3180001021909
白米の食感を忠実に再現した“こんにゃくライス”の
商品開発事業

株式会社大垣共立銀行

1288 2923211443 愛知県 株式会社名豊金型製作所 5180301009189
昭和に製造した金型の知恵と工夫を、現代の金型加工
方法にて復元・図面化

豊橋信用金庫

1289 2923211445 愛知県 株式会社セイコー 3180301023035
４軸マシニングセンタ、精密洗浄機導入によるトラン
スアクスル部品加工工程の高度化

西尾信用金庫

1290 2923211447 愛知県 藤工業株式会社 7180001007284
画像寸法測定器導入による生産技術と労働生産性の向
上

株式会社中京銀行

1291 2923211451 愛知県 株式会社ミツバ化学 7180301015912
プラスチックメーカーが挑むエラストマーの世界～Ｔ
ＰＥ分野への進出～

愛知県商工会連合会

1292 2923211452 愛知県 有限会社チタシン施工 8180002088686
ＩｏＴを活用した建設機械油圧ホース緊急補修業務ス
ピードアップ化

東海商工会議所

1293 2923211456 愛知県 有限会社イヅミ印刷所 9180302000787 医療現場で求められる投薬容器への直接印刷サービス 税理士法人Ｈ＆Ｐ

1294 2923211458 愛知県 中金工業株式会社 2180001000764
プレス加工・金型製作の相乗効果を最大限発揮させる
ための生産プロセス改善

前田勝昭

1295 2923211460 愛知県 長谷川亨・歯科クリニック
歯科治療デジタルデータの院内共有による治療の見え
る化とカウンセリングサービスの強化

小倉裕樹

1296 2923211461 愛知県 株式会社ＮＩＷＡＳＨＯ 2180001079650
ロボット制御方法を改善した次世代モデル製造ライン
導入による稼働率の向上

松本昌也

1297 2923211462 愛知県 株式会社瑞穂鉄工所 5180001069574
自動車排ガス浄化装置部品の一貫加工による地球環境
改善への貢献

豊田信用金庫

1298 2923211463 愛知県 株式会社メイネツ 1180001010780
連続式水素炉による固溶化熱処理技術を確立し、製品
品質及び生産性向上を図る

岡崎信用金庫

1299 2923211465 愛知県 株式会社越智鋳造所 2500001009244
新設備導入で、無人稼働での部品加工の高精度化と増
産を実現する

碧海信用金庫

1300 2923211466 愛知県 三共捻子株式会社 9180001019501
小径小物加工ノウハウとＣＮＣ自動旋盤機による、精
密部品の生産性向上の実現

岡崎信用金庫

1301 2923211467 愛知県 安田印刷工業株式会社 5180001027490
積極的な中小企業を応援する『楽・ＬＵＣＫ展示会出
展セット』の開発

株式会社名古屋銀行

1302 2923211471 愛知県 株式会社三浦モータース 1180001009427
ＡＳＶ搭載車に対応できる次世代の自動車修理とし
て、ブランド力の強化し、独自性と生産性向上を目指
す

株式会社名古屋銀行

1303 2923211472 愛知県 株式会社吉田エス・ケイ・テイ 5180001027598
生産ラインの見える化による新たな営業ツールの創出
と顧客満足度の向上

瀬戸信用金庫

1304 2923211476 愛知県 木野瀬印刷株式会社 9180001074001
製本機の導入と既存印刷機のＷ効果で超短納期化を実
現、需要高の失注ゼロ化計画

株式会社名古屋銀行

1305 2923211478 愛知県 安田塗装工業株式会社 3180301013424
塗装ロボットの導入による品質とコストの改善及び塗
装環境の改善と技能継承

西尾信用金庫

1306 2923211486 愛知県 岡崎椅子株式会社 1180301000309
柄合わせ裁断技術高度化による海外及び医療向け高機
能椅子の市場開拓

岡崎商工会議所

1307 2923211494 愛知県 コージ・ヤマモト歯科医院
重度歯周病患者に対する多様な機械装置の併用による
革新的手術方法（改良型Ｆｌａｐ－Ｓｕｒｇｅｒｙ治
療）

株式会社第三銀行

1308 2923211495 愛知県 株式会社カマタ製作所 8180001081675
難削材や異形状部品の高精度加工を目的としたワイヤ
放電加工機の導入

中道三喜男

1309 幹事企業：錦パークデンタルクリニック 幹事企業： 幹事企業：株式会社名古屋銀行 

1310 連携体１：株式会社マルワイラボ
連携体１：
1180001127534

連携体１：株式会社名古屋銀行

1311 2923211505 愛知県 鳩山鉄工株式会社 5180001096296
キーシーターの導入によりキー溝加工の精度向上と納
期短縮を実現

中道三喜男

1312 2923211507 愛知県 名新パイピング株式会社 1180001072458
多目的形鋼加工機の導入による鋼材の切断、穴開け技
術革新計画

株式会社名古屋銀行

1313 2923211508 愛知県 タスクール
中小企業に労働生産性革命を！中小企業特化型顧客管
理システムの提供

一般社団法人東海中小企業支援協会

1314 2923211509 愛知県 三精システム株式会社 5180001074161
機械学習を利用したプリント配線のＡＩ設計による革
新的生産性の向上

春日井商工会議所

1315 2923211510 愛知県 有限会社タカ 1180002053606
ＮＣフライス盤導入による高精度化と短納期に応える
生産体制の確立

中道三喜男

1316 2923211514 愛知県 エスワイ精工有限会社 1180302027862
バリ取り工程の自動化による生産プロセス開発及び新
規分野の受注開拓

株式会社愛知銀行

1317 2923211515 愛知県 株式会社プラマー太田 1180301023350
施工管理情報・顧客情報の総合的管理体制の構築によ
る生産性向上・顧客満足度の向上

西尾信用金庫

1318 2923211516 愛知県 協栄産業株式会社 4180001087379
板鍛造技術による厚板の突起形成加工で低コスト、大
量生産に対応

中道三喜男

1319 2923211530 愛知県 マルタ食品株式会社 9180001027207
日本の伝統「金平糖」を世界へ！生産包装工程の改革
と生産性の向上

株式会社名古屋銀行

1320 2923211532 愛知県 株式会社ジェットスタイル 2180001102602
キャラクターを使用して自分だけのパラステーショナ
リーを作る事業計画

上島一丈

1321 2923211533 愛知県 株式会社アグメント 8180001092292
地元有機農家に提供する竹粉生ごみペレット堆肥の開
発・製造

株式会社名古屋銀行

1322 2923211537 愛知県 有限会社タクミ工業 8080402009351
生産プロセスの改善により人手不足を補う多能工育成
活動の展開

豊橋商工信用組合

1323 2923211538 愛知県 有限会社松屋商店 5180302026506
高性能色彩選別機導入による安心・安全のブランド価
値向上と生産性向上で顧客満足度を向上

西尾信用金庫

1324 2923211540 愛知県 大進青果株式会社 2180001091804
玉ねぎ自動皮むき機（玉ジロー）導入による野菜一次
加工業務へのチャレンジ

西尾信用金庫

1325 2923211543 愛知県 元木歯科
歯根破折の早期発見及び、自分の歯を活かす移植手術
とインプラント手術の融合

有限会社竹内総合研究所

2923211501
顎機能異常治療におけるＡＩ及びＩＴ利活用による高
度治療プロセスの確立

愛知県
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1326 2923211544 愛知県 アスタック株式会社 1180301014647
世界の多様なニーズに対応する革新的物流システムの
開発と内製化

翔陽税理士法人

1327 2923211546 愛知県 株式会社小澤精工 5180301016061
ＣＮＣ自動三次元測定機導入によるＨＶ・ＥＶ部品の
受注拡大

西尾信用金庫

1328 2923211547 愛知県 岡本軽金属工業株式会社 5180301015113
３Ｄスキャナ導入による次世代自動車ターボエンジン
の生産プロセス改善

愛知県商工会連合会

1329 2923211552 愛知県 有限会社イワセ技研 1180302026245
金型の品質向上と納期短縮を目指す５軸加工機導入に
よる生産プロセス改善

碧海信用金庫

1330 2923211554 愛知県 豊銕工業株式会社 6180301007035
鉄骨製品の安定供給に向けた設備導入と人材の確保・
育成

株式会社名古屋銀行

1331 2923211555 愛知県 スクリーン印刷ヒロセ
化粧品ボトル容器向け曲面印刷におけるデザイン表現
力の強化と生産能力・品質向上に向けた生産体制の確
立

西尾信用金庫

1332 2923211556 愛知県 宮島悠旗ブライトオーソドンティクス
経営難の歯科医院を救う、高度矯正治療サービスの全
国展開

岡崎信用金庫

1333 2923211568 愛知県 早川都市計画株式会社 2180301019158
３Ｄレーザー計測・設計を活用したまちづくり・災害
復旧支援コンサルテイングサービスの実現

株式会社名古屋銀行

1334 2923211570 愛知県 三恭金属株式会社 5180001006478
３Ｄ測定器導入による品質管理能力の向上と不良流出
圧縮による利益の拡大

株式会社名古屋銀行

1335 2923211576 愛知県 株式会社国盛化学 1180001010178
高性能カメラを備えた画像処理装置によるポインター
検査の改革・改善

株式会社大垣共立銀行

1336 2923211577 愛知県 株式会社愛研 4180001000003
分析精度を維持しつつ業務を効率化し生産性向上と新
規事業を実現する

株式会社愛知銀行

1337 2923211580 愛知県 株式会社比良タイヤ工業所 2180001026859
顧客の愛車を遠隔で２４時間見守るメンテナンスサー
ビスを開発

株式会社愛知銀行

1338 2923211581 愛知県 株式会社リオ 1180001041842
アンケート分析システム構築による独自パルスサーベ
イの事業拡大

岡崎信用金庫

1339 2924210004 三重県 株式会社三エスゴム 4190001014852
港湾業務等におけるタイヤサービスを無公害化する機
械装置の導入

株式会社百五銀行

1340 2924210006 三重県 株式会社双葉メンテック 5190001016105
安全弁点検作業の自動化設備導入により高品質化に取
り組み受注の拡大を図る

株式会社百五銀行

1341 2924210007 三重県 万協製薬株式会社 9190001010896 新たな検査装置導入による製品品質及び生産性の向上 三重県商工会連合会

1342 2924210010 三重県 有限会社柳モデル技研 6190002023982
大型、複雑形状の検査治具の効率的な製造プロセスの
構築

三重県商工会連合会

1343 2924210012 三重県 有限会社コーナン工業 6122002010182
高性能ＣＮＣ旋盤導入による旋削・切削工程の生産力
の強化と精密加工技術の高度化

北伊勢上野信用金庫

1344 2924210014 三重県 藤澤建機株式会社 3190001008954
法面安定工法用製品（スーパーメタルフレーム）の製
造における生産性向上

株式会社百五銀行

1345 2924210015 三重県 有限会社杉原プレス 4190002006477
多品種少量生産体制の構築による、板金業界での受注
拡大

株式会社三重銀行

1346 2924210018 三重県 吹上鋼材有限会社 4190002009570
積算ソフトおよび自動曲加工装置導入による建築基礎
用鉄筋の製造プロセス改善

草深英夫

1347 2924210019 三重県 株式会社レグルス 2190001005507 産業用ロボットハーネス生産への取り組み 株式会社第三銀行

1348 2924210020 三重県 桑名精工株式会社 2190001012172
オンリーワンものづくりのための、新たな測定技法の
開発

公益財団法人三重県産業支援センター

1349 2924210021 三重県 有限会社牧野商店 5190002014405
伊勢の国の地域資源をそのまま配合した素材感溢れる
蒟蒻の事業拡大

松阪商工会議所

1350 2924210022 三重県 エヌアイエ株式会社 9190001008404
窒素発生装置の導入によるフレームレス筐体製造事業
の拡大

株式会社百五銀行

1351 2924210027 三重県 有限会社寺田商店 4190002016864
生産プロセス改革による品質向上と選別プロセスの高
効率化を目指した専用マグネット機導入計画

桑名信用金庫

1352 2924210029 三重県 株式会社東光測量設計事務所 3190001000721
送電測量業界初の３Ｄ測量による生産性向上と革新的
サービスの開発

株式会社名古屋銀行

1353 2924210030 三重県 合資会社水谷商店 8190003001647
セラミックス焼成技術の高度化による無水調理土鍋の
製造事業

四日市商工会議所

1354 2924210035 三重県 エバ工業株式会社 8190001012068
三次元測定機回転式プローブ導入による高精度部品の
生産性向上

桑名信用金庫

1355 2924210038 三重県 有限会社轟工業所 6190002010601
検査機器導入による更なる技術・技能力の向上と新た
な分野への進出

鳥羽商工会議所

1356 2924210044 三重県 有限会社ふらんす 8190002009600
設備導入で生産効率を向上させ、観光地に新商品を投
入し、売上・収益のアップを実現！

税理士法人あおぞら

1357 2924210045 三重県 株式会社サンメック 3190001015034 業界初杭打ち工事におけるデータ測定機器の試作開発 菅原由一

1358 2924210048 三重県 光陽電機株式会社 4190001010216
ネットワーク対応ベンダー導入による配電盤の自社ブ
ランドの強化

株式会社百五銀行

1359 2924210049 三重県 富士印刷株式会社 4190001016056
小ロット短納期複写伝票の製造ライン構築と市場の醸
成

株式会社三重銀行

1360 2924210050 三重県 株式会社南条製作所 6190001005263
金属加工における切断・溶接工程の自動化による労働
生産性向上への取組み

株式会社シーピーエーコンサル

1361 2924210053 三重県 有限会社佐藤鉄工所 3190002018317
自動車産業向け切削部品の検査工程の革新による労働
生産性の向上

株式会社シーピーエーコンサル

1362 2924210055 三重県 株式会社アイビッド 8190001017653
三次元測定機の導入によるリバースエンジニアリング
事業の展開

株式会社百五銀行

1363 2924210057 三重県 株式会社スミス 4190001007451
自社オリジナル「非円形ギア」の生産効率向上と売上
増大の実現！

三重県商工会連合会

1364 2924210058 三重県 株式会社高山化成 9122001019230
独自のモノづくり技術に ＩｏＴを活用する工場改善シ
ステムの開発

株式会社紀陽銀行
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1365 2924210060 三重県 有限会社伊藤洋家具製作所 3190002019224
５軸機導入による 耐火性に優れるＣＬＴ材を用いた木
造小屋製品の自社主導型事業

株式会社三重銀行

1366 2924210063 三重県 西川建設株式会社 6190001021855
小規模工務店等の支援を目的とした研磨技術の高度化
とＣＬＴ造作キット事業

株式会社百五銀行

1367 2924210064 三重県 大山歯科クリニック
最先端のＣＴが有する３Ｄイメージ技術を利用した革
新的不正歯列予防法の確立

株式会社百五銀行

1368 2924210065 三重県 株式会社小林鈑金 7190001005923
調色管理測色システム導入による塗装業務の生産性向
上とノウハウの伝承

鈴鹿商工会議所

1369 2924210068 三重県 伊井運輸株式会社 3190001014250
冷凍冷蔵倉庫を活用した取扱量の拡大及び稼働率の向
上

株式会社百五銀行

1370 2924210074 三重県 株式会社関西ゴム 6190001003382
検査工程の改善による品質保証を目的とした高性能画
像寸法測定器の導入

米倉博彦

1371 2924210075 三重県 株式会社トピア 1190001005227
生産工程に新たに多関節ロボットを導入し生産性向上
を図る

株式会社三重銀行

1372 2924210076 三重県 株式会社中村製作所 4190001015784
中・小型用複合機の導入を行い加工精度の高品質化と
革新的生産体制の構築

株式会社三重銀行

1373 2924210081 三重県 航空機部品生産協同組合 7190005010795
航空機部品製造中小企業によるネットワーク化、ス
マート・クラスター化

株式会社商工組合中央金庫

1374 2924210083 三重県 糸川屋製菓株式会社 8190001004172
アジアのインバウンド需要にマッチした融解点の高い
チョコレート菓子の開発（３５字）

熊野商工会議所

1375 2924210088 三重県 株式会社明菱 4290801010702
現場データの自動収集・利活用による造粒技術と付加
価値の向上

株式会社三重銀行

1376 2924210090 三重県 東海衣料株式会社 2190001015613
ＴＥＭＡＮＡＸ導入による業務効率化と強固なサプラ
イチェーンの構築

四日市商工会議所

1377 2924210091 三重県 有限会社辻村製作所 8190002012232
変化する製品品質の顧客基準に対応するためのＩＴ化
による生産プロセスの変革

株式会社コムラッドファームジャパン

1378 2925210242 滋賀県 高島晒協業組合 4160005007491
高機能特殊繊維を使用した工業資材関連織物の加工体
制の構築

滋賀県商工会連合会

1379 2925210245 滋賀県 株式会社旭金属工業所 4140001047411
ロボットシステム導入による自動二輪車部品の生産プ
ロセスの改革

坂本芳博

1380 2925210250 滋賀県 近江屋米店－大地堂
世界初の新品種・早生デュラム小麦を使った「国産・
生パスタ」の製造による新市場の開拓

株式会社滋賀銀行

1381 2925210251 滋賀県 株式会社不二精機 9160001008712
自動成型装置のギア・歯車の高精度化による耐久性向
上計画

株式会社滋賀銀行

1382 2925210252 滋賀県 株式会社オオハシテント 7160001006494
テント・シート材の溶着・縫製加工における大幅な生
産性向上

株式会社滋賀銀行

1383 2925210254 滋賀県 宮川印刷株式会社 8160001001908
高精細印刷技術により、強みを持つマーケットにおい
て受注拡大を図る事業

株式会社滋賀銀行

1384 2925210256 滋賀県 有限会社タケウチ産業 3160002009657
チョコレート製品の新たなブランド創出による収益基
盤の創出

湖東信用金庫

1385 2925210257 滋賀県 木村ＫＮＩＴ工業
８色対応の無縫製織機導入による拡大するｅコマース
需要への対応

湖東信用金庫

1386 2925210259 滋賀県 株式会社三輪タイヤ 9130001013418
独自電源搭載タイヤサービス車の新設工場稼働による
生産性の向上

京都信用金庫

1387 2925210262 滋賀県 駒井淡水 琵琶湖産鮎の干物の開発による生産体制の構築 滋賀県商工会連合会

1388 2925210264 滋賀県 株式会社八坂興産 2160001015120
旅館業界初の自律走行型配膳ロボット導入による旅館
サービスの革新

税理士法人中央総研

1389 2925210271 滋賀県 湖南精機株式会社 2160001005352
最新型ＣＮＣ旋盤の導入による新製品開発と量産体制
の確立

滋賀県商工会連合会

1390 2925210272 滋賀県 株式会社ソーゴー 8160001001148
自動製本・裁断機導入による生産性の向上、顧客対応
力の強化

藍澤證券株式会社

1391 2925210275 滋賀県 有限会社大森製作所 8160002005841
半導体製造装置部品の高精度検査実現による社内一貫
加工体制の構築

株式会社滋賀銀行

1392 2925210277 滋賀県 株式会社ベル繊工 1160001013133
最新検査機器の導入による高付加価値不織布製造の生
産性と品質の向上

株式会社滋賀銀行

1393 2925210279 滋賀県 株式会社佐藤医科器械製作所 1130001020875
最新溶接設備導入によるコスト・生産性向上と新たな
提案受注体制の整備・確立

ひかり戦略会計株式会社

1394 2925210281 滋賀県 日本プレート精工株式会社 7160001013697
自社新製品の量産化におけるバリ取り生産工程効率化
計画

株式会社滋賀銀行

1395 2925210282 滋賀県 Ｅ・Ｐアドバンス株式会社 5160001020274
医療検査用超精密・薄肉樹脂部品のＣＮＣ旋盤導入に
よる生産技術の確立と販路拡大

株式会社滋賀銀行

1396 2925210283 滋賀県 有限会社清元楼 9160002000560
ＩＴを活用した顧客管理等のシステム構築による販売
力促進と業務の効率化

大津商工会議所

1397 2925210288 滋賀県 田中縫工所
ＩＴデータを活用をした精密裁断による縫製精度の向
上と受注拡大

滋賀県商工会連合会

1398 2925210291 滋賀県 有限会社案浦製作所 1160002000106
切削加工技術力の向上と量産化対応による新製品開発
プロジェクトの実施

京都信用金庫

1399 2925210295 滋賀県 株式会社マスイ 2160001010229
最先端のレーザー切断加工機導入による増産体制の確
立と生産性向上の取り組み

湖東信用金庫

1400 2925210296 滋賀県 有限会社上原製作所 8160002010214
難成型材から一般素材まで誰でも簡単に成型できるド
ライシップの導入

滋賀県商工会連合会

1401 2925210297 滋賀県 株式会社東洋石創 9140001003731
建築用石材・タイルの自動見積もりシステムとネット
販売

滋賀県商工会連合会

1402 2925210298 滋賀県 ジャパンコンミュテーター株式会社 5160001012874
整流子の外観・寸法自動検査装置の導入により検査精
度および生産性の向上

公益財団法人滋賀県産業支援プラザ

1403 2925210299 滋賀県 義岡テクニカル株式会社 4160001013709
ＣＶＳ用セミセルフレジ　小型軽量化／多機能化／量
産化への挑戦

山本治三
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1404 2925210300 滋賀県 原馬化成株式会社 2160001006953
金属代替用自動車エンジン樹脂部品の自動成形システ
ム構築事業

株式会社滋賀銀行

1405 2925210305 滋賀県 中谷自動車工業株式会社 7160001020396
早期修理・即対応需要に応える「大型車の救急サービ
ス」の事業化

滋賀県商工会連合会

1406 2925210306 滋賀県 明文舎印刷商事株式会社 4160001007108
特殊カットミシン加工機の導入による両面印刷（印
字）可能なパッケージタグの開発

長浜商工会議所

1407 2925210310 滋賀県 株式会社ジー・ツー・パッケージ 9160001000982
カッティングプロッタの導入による社内の生産性向上
及び製品開発

滋賀県商工会連合会

1408 2925210317 滋賀県 有限会社中嶋商会 8160002010263
自動車整備事業拡大に対応した整備機器導入と生産性
向上と競争力強化

滋賀県商工会連合会

1409 2925210319 滋賀県 冨田酒造有限会社 7160002007310
世界で評価される「七本鎗」ブランドの一貫生産体制
の構築による海外日本酒市場の販路開拓

福井大

1410 2925210320 滋賀県 株式会社プロフリー 1160001016961
設備導入により短納期、精度向上等によるブランド化
で顧客拡大

株式会社滋賀銀行

1411 2925210323 滋賀県 大栄工業株式会社 5160001001241
高張力鋼板の加工精度改善による品質と生産性向上技
術の確立

滋賀県商工会連合会

1412 2925210330 滋賀県 株式会社ジャストバランス 4160002014565
３Ⅾ ＣＡＤ導入による、車用カスタム部品の設計・販
売力強化

税理士法人ティグレパートナーズ

1413 2925210331 滋賀県 株式会社金壽堂 7160001018374
銅製品の煮色仕上げ加工技術の導入による付加価値向
上及び海外販路開拓

猪口建太朗

1414 2925210334 滋賀県 アクアシステム株式会社 9160001008002
鋳物・樹脂部品測定精度向上に伴う開発・検査時間の
短縮と競争力の強化

大辻税理士法人

1415 2926210405 京都府 株式会社青木プラス 9130001034240
成長する用途先市場分野の新規開拓に向けた商品力強
化設備の導入

株式会社ダイワマネジメント

1416 2926210408 京都府 プロニクス株式会社 2130001033042
双腕ロボット活用によるインサート成形の完全無人自
動化事業

京都商工会議所

1417 2926210409 京都府 洲崎鋳工株式会社 5130001017703 高精度鋳型による高精度鋳物の生産 税理士法人ｂｅ

1418 2926210415 京都府 三和化成株式会社 5130001010773
ウィッグ装着用シリコン粘接着剤の量産化検証及び製
品化事業

島崎浩次

1419 2926210416 京都府 株式会社坂製作所 4130001000825
独自の管理システムと多数個連続加工技術による新た
な中量生産工程の開発

株式会社京都銀行

1420 2926210424 京都府 株式会社青木光悦堂 4130001008959
高齢者施設向け「カシデリ」事業の物流整備とＩｏｔ
導入によるオートメーション化

公益財団法人京都高度技術研究所

1421 2926210427 京都府 株式会社大日本科研 9130001030256
パワー半導体分野への参入のため新規高性能三次元測
定機の導入

京都府商工会連合会

1422 2926210430 京都府 フクムラ仮設株式会社 7210001014351
業界初。建設足場材 全数品質検査ラインの生産性向上
モデルの開発

株式会社フラッグシップ経営

1423 2926210431 京都府 マンヨーツール株式会社 5150001002232
新規特注要望と既存増産要望に対応した部品加工設備
導入による事業拡大

株式会社京都銀行

1424 2926210433 京都府 チカモチ純薬株式会社 5120001067047
弊社自慢の高品質・高純度製品の増産を可能にする効
率的燃焼方法の確立

京都府商工会連合会

1425 2926210439 京都府 株式会社ハシモト 3130001035764
金属箔入りパウチ対応可能な金属検出器付きウェイト
チェッカー導入による品質保証力及び生産性の向上

京都信用金庫

1426 2926210442 京都府 東洋薬業株式会社 9130001015166
『ネズミ忌避具Ｚ』の量産化体制の確立による新市場
への積極進出

滋賀中央信用金庫

1427 2926210455 京都府 株式会社西川製作所 4130001011376
ロボットベンダー用ヘッドフレーム部品の高精度化・
高効率生産体制の確立と売上拡大計画

京都中央信用金庫

1428 2926210462 京都府 株式会社幹細胞＆デバイス研究所 7130001053275
創薬応用に資する革新的な神経デバイスの開発及び生
産性向上

西健晴

1429 2926210464 京都府 株式会社Ｋ．Ｎ通商 1160001004074
経皮吸収技術「ＡＴＤ２Ｓ®」による化粧品原料の開発
と生産体制の構築

株式会社滋賀銀行

1430 2926210467 京都府 株式会社ゲートジャパン 3130001026854
海外大手企業の調達ニーズと日本の中小製造業者の技
術を繋ぐマッチング事業の推進体制構築計画

株式会社滋賀銀行

1431 2926210469 京都府 株式会社もり 5130001002052
真空脱気シーラーの導入による製造工程の見直しと生
産性の向上

税理士法人みらい経営

1432 2926210470 京都府 富繁放電加工株式会社 7130001011282
純タングステン材の放電加工による高速加工と安定品
質の技術確立

京都中央信用金庫

1433 2926210471 京都府 株式会社リハビテック 9130001049024
最先端縫製・裁断技術による装具の画期的な開発・製
造体制の構築

公益財団法人京都高度技術研究所

1434 2926210472 京都府 増錬工業株式会社 7130001042724
生産管理システム導入による売上増加と生産性向上お
よび高収益化実現事業

京都北都信用金庫

1435 2926210474 京都府 株式会社シマプリ 9130001044909
小ロット中学生向け手帳の軽量化かつオリジナル対応
による競争力強化

京都信用金庫

1436 2926210476 京都府 イノテック
画像寸法測定機導入による他社との差別化と医療機器
分野への新規参入

京都北都信用金庫

1437 2926210481 京都府 株式会社やまとカーボン社 6130001011936
業界初！ビジネスフォーム印刷物の品質保証を行い、
自社の強みを最大限発揮する差別化事業

株式会社京都銀行

1438 2926210482 京都府 京都美術化工株式会社 9130001016255
新素材　薄雲紙を利用した新製品の販売計画と製造プ
ロセスの改善計画

株式会社京都銀行

1439 2926210483 京都府 杉乃實株式会社 8130001001051
縫製自動化技術の導入による内製化を核とした新しい
生産プロセスの確立

京都中央信用金庫

1440 2926210486 京都府 株式会社信天堂 5130001021168
専用設備の導入によるニッチ分野での超多品種小ロッ
ト体制の確立

株式会社京都銀行

1441 2926210487 京都府 常盤印刷紙工株式会社 2130001011262
「見・触・感」思わず手に取る紙印刷製品で京都の観
光客へ感動を与える製品提供

京都中央信用金庫

1442 2926210489 京都府 株式会社伏見上野旭昇堂 4130001015550
へり取り加工プロセスの自動化による竹うちわ加工の
短納期化及び生産力増強

マネーコンシェルジュ税理士法人
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1443 2926210490 京都府 株式会社サンエイ 2130001038405
事業領域の選択と集中による生産性の２５％向上、製
造能力の５０％アップへの取組み

株式会社南都銀行

1444 2926210491 京都府 藤岡酒造株式会社 4130001015526
日本酒の放冷工程革新による競争力強化と高級酒市場
に向けた販路拡大

福井大

1445 2926210497 京都府 株式会社京都鶴屋鶴寿庵 7130001023344
１００年技術と地元素材を活かした京菓子の伝承と新
商品の開発

京都中央信用金庫

1446 2926210498 京都府 株式会社真和精機 4130002029236
３ＤＣＡＤ／ＣＡＭ導入によるプログラム作成時間の
短縮と３次元形状加工への対応

京都北都信用金庫

1447 2926210500 京都府 有限会社マルキ精機 2120002075101
高精度研削盤による高精度金型の短納期化のための生
産体制の改善

株式会社京都銀行

1448 2926210504 京都府 株式会社孫右ヱ門 4130001046991
シングルエステート抹茶の革新的な生産加工手法の確
立と商品価値の向上

株式会社京都銀行

1449 2926210505 京都府 株式会社京都シールレーベル 6130001012141
関西発！機械化が困難であった箔・透明・糊殺しラベ
ル検査作業ライン化による差別化事業

株式会社京都銀行

1450 2926210508 京都府 明文舎印刷株式会社 7130001011844
学術図書印刷のファクトリーオートメーション化によ
る『即論（ソクロン）』事業の開設

京都信用金庫

1451 2926210512 京都府 株式会社ナベル 1130001030569
５軸加工機導入による部品加工の精密化と製品稼動精
度の向上

株式会社京都銀行

1452 2926210513 京都府 ＨＩＬＬＴＯＰ株式会社 6130001034516 ＩＣＴ技術活用による生産プロセスの革新 公益財団法人京都産業２１

1453 2926210516 京都府 株式会社アースエンジニアリング関西 3130001047347
天井裏配線ロボット導入による、業界初のロボット工
事サービスの開始

京都中央信用金庫

1454 2926210519 京都府 株式会社設計京北 1130001026063
ＧＰＳ測量技術を活かし、森林の地形と境界の明確化
を提供する

京都府商工会連合会

1455 2926210524 京都府 株式会社奥村製本 7130001034770
半自動化機構導入による高付加価値コンテンツ製本で
の差別化プロジェクト

株式会社京都銀行

1456 2926210526 京都府 株式会社渡邉商事 1130001012088
自動認識化による小型アルミ材加工のスマート化への
取組

京都商工会議所

1457 2926210528 京都府 株式会社増田徳兵衛商店 4130001015674
加熱殺菌工程の改善による低アルコール日本酒の高度
化と量産体制の確立

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

1458 2926210531 京都府 長崎工業株式会社 4130001043551
ファイバー２次元レーザー加工機導入による製造製品
の多品種化と新しい事業分野の開拓

株式会社京都銀行

1459 2927211622 大阪府 有限会社松山ライト製作所 4122002010259
高級化粧品容器に対応する高機能電動サーボ射出成形
機の導入による生産向上計画

大阪信用金庫

1460 2927211625 大阪府 株式会社タイヤーサービスセンター 1120001012709
軽量・高機能な出張サービス装置の導入による顧客
サービスの向上

株式会社商工組合中央金庫

1461 2927211626 大阪府 株式会社源邑光北野刃物製作所 9120001017345
新市場進出と売上増強を目指した生産性向上実現への
ＮＣルーター導入事業

のぞみ信用組合

1462 2927211634 大阪府 株式会社カワムラ 4120101025046
多機能かつ生産性に優れた最新型ワイヤ放電加工機の
導入による競争力の強化

大阪シティ信用金庫

1463 2927211636 大阪府 有限会社中村工業所 7120002075609
海外品からの切替え受注を機に受注継続の競争力と新
分野開拓力強化の為の設備導入

株式会社ダイワマネジメント

1464 2927211637 大阪府 興和精工株式会社 2120101026533
高精度が求められる産業用ロボット部品の生産体制の
確立

大阪府商工会連合会

1465 2927211638 大阪府 株式会社光彩 5120002054143
「Ｖカット裁断技術」の内製化による、紙加工品の高
付加価値化

大阪信用金庫

1466 2927211639 大阪府 株式会社フジリュウ 9120001039769
短納期化・低コスト化の実現による革小物製品の新製
品開発計画

檜垣典仁

1467 2927211641 大阪府 大阪印刷工業株式会社 8122001018027
ワークフローシステムの導入による利便性向上と顧客
シェアの拡大

尼崎信用金庫

1468 2927211644 大阪府 有限会社旭精機 6122002013029
ファクトリー・オートメーションの促進に寄与する金
型製造の生産性向上計画

シェアビジョン株式会社

1469 2927211647 大阪府 キャビテック株式会社 2122001001888
自動金型研磨装置の導入による製品加工精度の改善と
予防保全の実現

嶋田新一

1470 2927211648 大阪府 室本鉄工株式会社 8120001150790
フライス加工の熟練技術の形式知化による替刃製作に
かかる短納期生産体制の実現

大阪シティ信用金庫

1471 2927211649 大阪府 株式会社アラック 9140001084540
エレベーター部品等の生産プロセス革新によるリード
タイム短縮の実現

株式会社エフアンドエム

1472 2927211650 大阪府 長谷川精機株式会社 7120001150370
最新設備導入と自社開発刻印ユニットによる小型部品
の生産性と良品率の向上

株式会社京都銀行

1473 2927211652 大阪府 株式会社松本製作所 1120901008467
高性能サーボプレスによる燃料電池用フィルム高精密
量産体制の構築

北おおさか信用金庫

1474 2927211655 大阪府 株式会社インバスケット研究所 9120101028762
Ｗｅｂシステムによる記述式答案の自動採点と評価基
準の変更機能

宮本和雄

1475 2927211656 大阪府 松勢鋼材株式会社 9122001020122
革新的高送りフライス盤導入によるフライス工程の生
産性向上と受注拡大

株式会社南都銀行

1476 2927211657 大阪府 株式会社西尾技建 5120001145208
狭小地の地盤改良工事におけるＩＯＴ化自動施工シス
テムの実現・導入

株式会社池田泉州銀行

1477 2927211658 大阪府 株式会社オム印刷 4120101021417
最新デジタル印刷機導入による高品質商品の生産と時
短による経営力向上事業

株式会社紀陽銀行

1478 2927211660 大阪府 光鋳材株式会社 7120101005895
輸入鋳物の成分分析サービスと中小鋳物工場への成分
分析サービスの拡充。

株式会社りそな銀行

1479 2927211662 大阪府 株式会社伸和製作所 1120001151804
船舶用次世代高効率ディーゼルエンジン向けコア部品
の製造技術開発事業

京都信用金庫

1480 2927211663 大阪府 マツヤマ電機株式会社 6120901010039
自動ビスはめ機導入による人手不足の解消と顧客への
短納期対応及び生産性向上

税理士法人ＳＡＴ

1481 2927211664 大阪府 和田八蒲鉾製造株式会社 8120001123904
ＩＴ機能表示付き包装機導入による練製品の生産体制
の構築

大阪信用金庫
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1482 2927211665 大阪府 協和鉄工株式会社 7122001018275
重量車両のエアサス金属部材を、高品質に深絞りする
ための大型油圧プレス機の導入

株式会社りそな銀行

1483 2927211667 大阪府 サナダ精工株式会社 7120101031545
音声ピッキングシステム導入により、ピッキング工程
の改善による生産性向上計画

森下勉

1484 2927211668 大阪府 有限会社あずま木工 5120102012199
エッジバンディングマシン導入による小口の品質安定
化と量産体制の確立

株式会社池田泉州銀行

1485 2927211670 大阪府 株式会社荒木製作所 2120001148997
３Ｄスキャナーを用いた成形品測定と設計のデータ自
動比較検証で短納期・低コスト化

株式会社京都銀行

1486 2927211671 大阪府 扇港樹脂工業株式会社 3120001147065
製造工程の見直しとそれに伴う品質向上、生産体制拡
大

京都信用金庫

1487 2927211672 大阪府 株式会社三協スプリング製作所 3120001098044
大型冷間成形ばね生産能力向上のための連続式熱風テ
ンパー炉の導入

株式会社池田泉州銀行

1488 2927211673 大阪府 有限会社シグマ工芸 8120902008682
大型部品・厚物部品の大量受注に対応するための生産
性向上計画

北おおさか信用金庫

1489 2927211675 大阪府 東洋ブリキ印刷株式会社 1122001015666
ブリキ缶印刷加工のデジタル管理による生産性向上の
実現

株式会社紀陽銀行

1490 2927211677 大阪府 有限会社和光化学 3122002002744
短期的な収益性の確保・向上の継続と将来を見据えた
高難度成形技術の確立

株式会社ダイワマネジメント

1491 2927211678 大阪府 株式会社阪倉シャーリング 4120101032091
発電機事業の拡充に向けた高精度なせん断技術向上に
よる短納期化の実現

株式会社商工組合中央金庫

1492 2927211679 大阪府 成光精密株式会社 5120001124871
６インチＮＣ旋盤導入による高度加工体制の高度化と
低コスト体制の両立

株式会社紀陽銀行

1493 2927211680 大阪府 美秀印刷株式会社 5120001057898
伝票印刷方式のデジタル化に伴う生産性向上、高品質
による差別化事業計画

尼崎信用金庫

1494 2927211681 大阪府 株式会社グリーンパッケージ 8120901009302
段ボール製品加工における短納期化と高精度サンプル
提供による競争力強化事業

株式会社りそな銀行

1495 2927211682 大阪府 大阪食品株式会社 9120901018178
病院食の患者に合せた革新的個別化献立作成・材料受
発注システム

安田有一

1496 2927211686 大阪府 三元ラセン管工業株式会社 3120001014967 耐久性を追求した超深絞り薄肉成型ベローズの開発 株式会社近畿大阪銀行

1497 2927211688 大阪府 松本製菓株式会社 8122001022342
包装機によるテトラ包装の実現とボトルネックの解消
による顧客対応力強化

大阪シティ信用金庫

1498 2927211689 大阪府 株式会社キムラテック 8122001001932
半導体向けガラス繊維巻取機用大型部品の高精度化・
量産化計画

永和信用金庫

1499 2927211691 大阪府
株式会社Ｄｅｎｔａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　
Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ

8120901016538
臨床経過の保存や身元確認などに貢献するマッチング
システム開発

アルタス・パートナーズ合同会社

1500 2927211693 大阪府 株式会社田中科学 2120001049980
不良品「０」、新製品量産化を可能とする生産プロセ
ス改善の取り組み

合同会社繁盛マネジメント舎

1501 2927211697 大阪府 株式会社飯田製作所 4120001001460
精密穴位置加工技術の自動化による鋳物加工部品の供
給量増大計画

尼崎信用金庫

1502 2927211698 大阪府 シード株式会社 3122001003033
生産設備の機械化・自動化と外注工程の内製化による
生産性の向上

大阪シティ信用金庫

1503 2927211699 大阪府 株式会社東和化成工業所 6122001005167
高性能射出成形機導入によって実現する生産性向上・
提案力強化の取組

株式会社日本修身経営

1504 2927211700 大阪府 林建設株式会社 8120001148505
３Ｄプリンタを用いたデザインの検討と溶接技術の高
度化によるアスファルトデザイン舗装用和風スチール
テンプレートの開発

株式会社紀陽銀行

1505 2927211702 大阪府 ベンディング・テクノ福井有限会社 5120002044920
他社ではできない曲げの難加工技術と機械導入による
売上増大事業

北おおさか信用金庫

1506 2927211703 大阪府 株式会社エスファクトリー 6120901030359
固定管自動溶接機による極低温配管の高品質化と生産
力拡大

北おおさか信用金庫

1507 2927211707 大阪府 株式会社エイジング 7120001011812
顧客の要望する紙・色を実現したサンプル提供による
事業の拡大

大阪シティ信用金庫

1508 2927211710 大阪府 イハラ部品工業株式会社 2122001017744
高品質な炭素繊維の巻き取りを可能にする特殊シャフ
トの製造開発

立野靖人

1509 2927211712 大阪府 株式会社吉村熔接所 8122001008317
金型の溶接割れ・歪みによる受注断念「０」を実現す
る生産プロセスの改善

大阪商工会議所

1510 2927211715 大阪府 株式会社日本プレス 4120001040665
小型精密ピンシリンダーキー技術部品の加工設備導入
による生産性向上

尼崎信用金庫

1511 2927211718 大阪府 株式会社リビエール 1120101024174
高級レディスパンツ生産自動化による生産性の向上及
び生産能力ＵＰ

株式会社池田泉州銀行

1512 2927211719 大阪府 昭和工業株式会社 4120001154184
対象部品や生産能力を拡大した工業用ブラシ自動植毛
装置の開発

経営創研株式会社

1513 2927211720 大阪府 トキワ精機株式会社 8120101037211
超精密ブロック金型製造の一貫生産体制構築による生
産性向上事業

株式会社商工組合中央金庫

1514 2927211722 大阪府 有限会社中製作所 9122002014429
多目的高性能最新型ＮＣ旋盤導入で生産性大幅向上し
高機能品受注拡大

株式会社紀陽銀行

1515 2927211723 大阪府 株式会社ｋｈｒｏｎｏｓ 1120001133570
学生、大学、企業をつないだＡＩ搭載の新卒・第二新
卒採用サイトの作成

森下勉

1516 2927211724 大阪府 坂本精工株式会社 2122001018560
最新鋭測定機導入で品質体制を充実し短納期を実現、
また新刃具開発を促進

八尾商工会議所

1517 2927211725 大阪府 株式会社阿部 7122001000398
高い機能と安全性が求められる食品機械の生産性向上
計画

シェアビジョン株式会社

1518 2927211726 大阪府 有限会社フジムラ 8122002017259
ＮＣ細穴放電加工機の導入による高精度、短納期、生
産性向上の実現

京都信用金庫

1519 2927211731 大阪府 誠和産業株式会社 5122001018921
防水性・耐久性に優れたガススマートメーター部品の
量産体制の構築

大阪シティ信用金庫

1520 2927211732 大阪府 丸楽紙業株式会社 5120001090197
印刷業のデジタル化による紙需要の変化に対応する紙
加工販売の革新

株式会社池田泉州銀行



（受付番号順）

受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

平成２９年度補正　ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金 二次公募

採択案件一覧（2471者）

1521 2927211734 大阪府 米田精工株式会社 8122001008333
環境に配慮した給湯暖房システムのステンレス製部品
の安定供給の実現

ＭＧＳ税理士法人

1522 2927211736 大阪府 株式会社加貫ローラ製作所 7120001017140
レーザー加工機による各種ローラへの特殊表面加工技
術の確立

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

1523 2927211738 大阪府 株式会社トーホー 7122001019414
ＵＶプリンタと二次曲面熱転写装置導入による多品種
量産体制の確立

大阪シティ信用金庫

1524 2927211739 大阪府 三立電機株式会社 7120001147937
最新型家庭用ゲーム機のソフトカートリッジに即した
高速自動組立ラインの構築

北大阪商工会議所

1525 2927211741 大阪府 有限会社ダイユウ産業 5120002008330 ＣＮＣ旋盤活用による生産プロセス革新計画 大阪シティ信用金庫

1526 2927211742 大阪府 株式会社カジテック 9120001157249
半導体のシリコンウェハーの高精度生産に寄与するプ
レート部品等の生産性向上計画

シェアビジョン株式会社

1527 2927211743 大阪府 Ｚｅｒｏｂａｓｅ
高性能全自動加工機導入による加工能力拡大と生産性
向上

株式会社池田泉州銀行

1528 2927211744 大阪府 今井工業株式会社 5120101000849
生産管理システム導入による、アルミ製品製造の生産
性向上

株式会社近畿大阪銀行

1529 2927211745 大阪府 株式会社サンプラテック 1120001064428
ｉＰＳ細胞培養を省力化、簡単にする、閉鎖系灌流培
養ユニットの開発

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

1530 2927211750 大阪府 株式会社三宅熔工 9120101034595
最新式遠隔操作クレーンの導入による大型工業機械の
需要増への対応

シェアビジョン株式会社

1531 2927211751 大阪府 株式会社羽車 1120101025577
刷り込み印刷の設備変更による品質と生産性の向上を
実行する

堺商工会議所

1532 2927211752 大阪府 横山機工株式会社 6120001036810
半導体・ロボット業界向け画像検査装置にかかる構成
部品の開発

村井愛

1533 2927211753 大阪府 近藤電子株式会社 6120001159504
位置補正認識カメラと知能ドライバー制御で２４時間
稼動を実現

枚方信用金庫

1534 2927211754 大阪府 株式会社因幡電機製作所 3122001020755 光学シミュレーション導入による開発プロセスの革新 大阪商工会議所

1535 2927211756 大阪府 株式会社ディスクジャパン大阪 7120101050909
デンチャー製造が難しい残存歯に対する新製造方法の
開発

松永智子

1536 2927211759 大阪府 橋本工機株式会社 1120001018482
生産管理システム導入によるマシンキーの短納期、低
コスト、増産事業

ＭＧＳ税理士法人

1537 2927211769 大阪府 株式会社上原 3120001188497
飾り切り野菜の生産性を上げ、端材を活用した新製品
生産システムの構築

株式会社池田泉州銀行

1538 2927211772 大阪府 古林工業株式会社 5120001004215
精密高速切断機導入と生産工程改善による配管金属部
品の競争力強化

株式会社三井住友銀行

1539 2927211773 大阪府 田中電機工業株式会社 8120001156193 バレルめっき取り出し工程のロボット化事業 横山昌司

1540 2927211774 大阪府 エーアールファクトリー有限会社 3122002013246
多品種少量パッド印刷適用範囲の拡大と労働環境改善
を備えた印刷設備の導入

大阪信用金庫

1541 2927211776 大阪府 株式会社山崎 9120101007493 ガントリーローダ付ＣＮＣ旋盤導入による生産性向上 株式会社三井住友銀行

1542 2927211777 大阪府 三協テック株式会社 6122001002718
コンクリート型枠工事用カラーＰコン・畜光Ｐコンの
試作・製造事業

横山昌司

1543 2927211778 大阪府 株式会社右田製作所 8120101033978
冷間鍛造による極細材料深絞鍛造技術の確立とその量
産体制の構築の実現

株式会社南都銀行

1544 2927211780 大阪府 株式会社前田金型製作所 4120002065744
マシニングセンタ導入によるグラビティ鋳造用金型の
高精度化及び短納期化生産体制の確立

大阪シティ信用金庫

1545 2927211781 大阪府 株式会社をくだ屋技研 9120101021404
最新型切削加工機を導入し荷役運搬機器の開発製造販
売力を強化

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

1546 2927211783 大阪府 株式会社ダイモン 5120001035549
金属プレス加工にサーボプレス機と画像寸法測定器を
導入設置することで、自動車部品の生産性と売上・利
益の向上を図る

株式会社コムラッドファームジャパン

1547 2927211785 大阪府 株式会社坂本金型工作所 1120001149609
次世代自動車製造に貢献する高性能射出成形金型の高
精度高効率加工技術開発事業

株式会社商工組合中央金庫

1548 2927211786 大阪府 株式会社榎屋 9120901022171
ＵＶインクジェットプリンタ導入による高付加価値オ
ルゴールの製造販売

大阪信用金庫

1549 2927211793 大阪府 株式会社奥野精密工業 8120101035090
小型部品の効率的な生産体制の構築による事業領域お
よびユーザーの拡大

株式会社紀陽銀行

1550 2927211796 大阪府 株式会社辻工作所 2120101051845
新型ショットブラスト機導入による生産性向上と作業
環境の改善

株式会社池田泉州銀行

1551 2927211799 大阪府 有限会社淡路精工 9120002072117
次世代照明器具向け順送金型の高精度化及び短納期化
製造体制の構築

京都信用金庫

1552 2927211801 大阪府 ラベルック株式会社 1120001019860
独自技術を駆使した海外輸出向け日本酒のセキュリ
ティーラベル製造開発事業

永和信用金庫

1553 2927211802 大阪府 株式会社トレンドゲート 7120001169527
デザイン力、印刷技術を生かした新しいネイル商品開
発

若松敏幸

1554 2927211803 大阪府 ダイ精工
ＣＮＣ自動旋盤の導入による金属・樹脂製部品の２ラ
イン生産体制確立

大阪シティ信用金庫

1555 2927211804 大阪府 神野織物株式会社 8120901006860
オリジナル製品の受注・発注・請求業務効率化のシス
テム導入事業

横山昌司

1556 2927211812 大阪府 有限会社エーエス 6122002010174
最新設備導入によって実現する釣り用ルアーの一貫生
産体制の構築

株式会社日本修身経営

1557 2927211813 大阪府 株式会社デジック 2122001019344
生産管理システム導入でリードタイム短縮と品質記録
と見える化を実現

八尾商工会議所

1558 2927211815 大阪府 下野精密株式会社 1120901000993
マシニングセンタによる超硬合金の高精度３次元形状
加工の短納期化

株式会社京都銀行

1559 2927211816 大阪府 株式会社ヱビス 7120001179328
高性能パイプベンダーと独自技術の融合による生産性
向上と付加価値向上の取組

株式会社日本修身経営
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1560 2927211817 大阪府 有限会社テクノ神明 4120102003380
高精度三次元測定機導入による提案力強化とニッチ戦
略強化の取組

株式会社日本修身経営

1561 2927211818 大阪府 株式会社新生 4120001010016
基板外観検査装置の導入による品質安定化と小ロッ
ト・短納期生産の強化

中島幸子

1562 2927211825 大阪府 株式会社大京精研 4120001156131
最新ベンダーを用いた訓練工でも出来る熟練曲げ加工
技術の確立

北おおさか信用金庫

1563 2927211829 大阪府 紀陽食品株式会社 3120901010735
「超高水圧加工玄米」を用いて新製品開発を行いブラ
ンド力を強化する

北おおさか信用金庫

1564 2927211831 大阪府 トワロン株式会社 8120101022064
被覆線加工機導入による結束線、支柱等の生産性向上
と生産プロセス改善

株式会社りそな銀行

1565 2927211832 大阪府 株式会社三共合金鋳造所 7120001166474
３次元モデルデータを活用した高機能性鋳造部材の試
作開発における高精度化ならびに迅速化

株式会社池田泉州銀行

1566 2927211833 大阪府 ファーストスピリッツ株式会社 5122001013930
高品質の乾式転写マーク印刷製造による卸売業から印
刷業への移行

福田吾郎

1567 2927211837 大阪府 和研工業株式会社 8120001008989
ドローンにも使える　ＣＡＮ通信基板を搭載した　超
小型ジョイ・スティック　の試作

耕泰一郎

1568 2927211838 大阪府 株式会社デバイスエージェンシー 9120001191363
法令改正に伴う無人フロント・スマートチェックイン
機の開発

若松敏幸

1569 2927211842 大阪府 伊藤電機株式会社 1120901000168
窒素対応リフローによるハンダ付けの高強度化と生産
性向上

倉内貞敏

1570 2927211844 大阪府 和泉フォーム株式会社 9122001000470
ロボットアームと自動裁断機の導入による業務用椅子
製造プロセスの革新

梅原清宏

1571 2927211845 大阪府 ホウユウ株式会社 2120101006262
最新型プリンタ導入による「もずふるサブレ」を中心
とした地域社会への貢献事業

堺商工会議所

1572 2927211846 大阪府 テクノグローバル株式会社 2122001022414
低価格、高性能な重金属含有量測定装置の製造プロセ
ス内製化事業

株式会社近畿大阪銀行

1573 2927211849 大阪府
Ｍａｔｓｕｄａ　Ｏｒａｌ　Ａｐｐｌｉａ
ｎｃｅ

デジタルデータ活用した作業標準化による、義歯製作
分業体制の構築

河合由紀子

1574 2927211851 大阪府 株式会社ＮＳＣ 1120901025082 ガラス貫通ビア加工の高生産性量産技術の開発 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

1575 2927211853 大阪府 株式会社渕登製作所 1120001147199
ＣＮＣマシニングセンタの導入による生産力増強及び
販売の多角化計画

島本昌一

1576 2927211855 大阪府 株式会社福島珈琲 6120001194922
最新鋭焙煎機導入によるスペシャルティコーヒー豆の
高品質・高効率生産体制の確立

株式会社近畿大阪銀行

1577 2927211857 大阪府 株式会社戸冨 9120001024498
レーザー溶接機導入による高精度溶接加工と生産性向
上体制の確立

尾中寿

1578 2927211859 大阪府 株式会社廣川 3120001004175
設備導入による佃煮工場の製造効率と労働環境の向上
及び新規商品開発体制の整備

西和弘

1579 2927211861 大阪府 大石金属工業株式会社 9122001001163
ハイブリッド自動車等の部品の普及拡大に伴う、金型
部品製作の生産プロセス改善・増産計画

笠原努

1580 2927211872 大阪府 旭化工株式会社 1122001000197
「高効率断熱プレス機」導入に伴うテーパーローラー
生産のプロセス革新

畑俊雄

1581 2927211874 大阪府 株式会社新光精機 6122001003220
高精度三次元測定機導入による複雑形状の精密加工部
品の受注拡大

大阪シティ信用金庫

1582 2927211878 大阪府 株式会社クリカラ 6120101038095
長尺品対応自動溶接ライン導入による溶接能率の飛躍
的向上と、新分野への事業展開

大阪信用金庫

1583 2927211880 大阪府 津田デンタルクリニック
インバウンド需要を取り込む訪日外国人向け革新的歯
科治療サービスの展開

山本高久

1584 2927211884 大阪府 株式会社堀木工所 1120101038430
高周波枠組み接着機導入による木箱等の新規商品開発
と生産性向上

株式会社南都銀行

1585 2927211887 大阪府 株式会社岩本モデル製作所 4120001147411
３Ｄ／ＣＡＤ／ＣＡＭシステム及び干渉チェックシス
テム導入による生産性向上とコストダウンへの取り組
み

ＫＶＩ税理士法人

1586 2927211891 大阪府 株式会社谷金属製作所 9122001004595
製品検査の「スピードアップ」「はん用化」「精密
化」を実現する画像寸法測定器導入計画

のぞみ信用組合

1587 2927211892 大阪府 マイテック株式会社 5120101040911
試作開発した革新的レピアテープの多数量対応及び競
争力強化の実現

山本高久

1588 2927211893 大阪府 株式会社乾製作所 6120001000130
現在及び将来の市場ニーズに対応するための生産体制
と大型部品加工技術の確立

株式会社ダイワマネジメント

1589 2927211895 大阪府 ハードロック工業株式会社 1122001005881
建築関係の大径ねじの緩み評価を国際基準で可能にす
る試験設備の導入

株式会社商工組合中央金庫

1590 2927211896 大阪府 旭ゴム株式会社 9120001040933
３次元測定機導入による卸売業に対するメーカー機能
の付加と更なる発展

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

1591 2927211902 大阪府 株式会社光永鋳造所 8120001049595
製造プロセス技術の高度化を通じて、製品の高付加価
値化を実現する。

大阪シティ信用金庫

1592 2927211903 大阪府 株式会社シー・エス・ジー 7122001003203
電気絶縁材の加工自動化による革新的効率と、ばらつ
き精度向上

尾中寿

1593 2927211905 大阪府 株式会社とらや 2120001018242
自動充填装置の導入による価格競争力向上と障害者就
労支援の拡大

大阪信用金庫

1594 2927211906 大阪府 ＡｅｒｏＧ　Ｌａｂｏ株式会社 3120001173268
開発済ハイブリッドドローン（国内初）における生産
能力向上の実現

大阪信用金庫

1595 2927211907 大阪府 ブレインアルミ株式会社 1120101052927
大型ＮＣ加工機の導入による大型部品対応と生産能力
および加工精度の向上

大阪信用金庫

1596 2927211911 大阪府 株式会社マルタケ製作所 1120001021742
金属パイプ加工一貫ラインの強化による、加工精度と
能力の拡大

大阪信用金庫

1597 2927211913 大阪府 株式会社大喜金属製作所 2120001020784
高剛性一体構造１６０ｔｏｎストレートサイドプレス
機の導入による金属成形品の表面品質の劇的向上

株式会社池田泉州銀行

1598 2927211915 大阪府 株式会社イワサキ 6120001030292 簡易操作塗装ロボット導入による塗装工程合理化 税理士法人山下総合会計
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1599 2927211916 大阪府 共栄合金鋳造株式会社 7122001001941
生産性向上・短納期化を実現する金型投資により新た
な販路開拓を目指す

株式会社日本修身経営

1600 2927211918 大阪府 株式会社なにわ木工 1120001172206
木製家具の加工の高速化、高精度化、標準化による量
産体制構築

税理士法人土肥会計事務所

1601 2927211921 大阪府 株式会社門脇製作所 9120901009210
汎用フライス盤導入とマシニングセンタとの加工分担
による生産性向上

北おおさか信用金庫

1602 2927211922 大阪府 株式会社名入れ製作所 5120001164141
独自のＷＥＢ受注システムによる環境配慮新素材を使
用した印刷物の提供

ＢＴＪ税理士法人

1603 2927211924 大阪府 有限会社栄金属製作所 1120002064682
加工工程のバランス最適化による、店舗什器用部品の
生産性向上

永和信用金庫

1604 2927211925 大阪府 株式会社アクト印刷 6120901010518
検査機と連動機器導入による、生産プロセス改善と市
場競争力強化

山本慎二

1605 2927211928 大阪府 株式会社関西遠心分離機製作所 9120001034695
高精度加工による抵抗の少ない高回転用ローターの開
発

尼崎信用金庫

1606 2927211929 大阪府 ベッツトラスト株式会社 2120101048081
「遠隔画像診断サポートシステム」の本格運用による
顧客サービスの向上

株式会社池田泉州銀行

1607 2927211931 大阪府 株式会社ウエ・ルコ 3120001060994
「何かをボール化する技術」の確立により経営力の向
上をはかる

市川欽一

1608 2927211934 大阪府 マッスル株式会社 1120001097691
ロボット開発の生産性向上に対応した３Ｄ関連設備導
入による事業拡大

株式会社池田泉州銀行

1609 2927211935 大阪府 株式会社ワイメックス 4122001016868
「品質の見える化」と「リバースエンジニアリング」
事業体制構築

髙砂吉孝

1610 2927211937 大阪府 国陽電興株式会社 2122001002639
クラウドシステムを用いた受注出荷管理システム導入
による生産性向上

八尾商工会議所

1611 2927211938 大阪府 光精工株式会社 2122001006029
加工現場のＩｏＴ⇒見える化（リアルタイム稼働状況
把握）⇒休日増し

株式会社商工組合中央金庫

1612 2927211939 大阪府 株式会社今井信二鉄工所 5120001011731
高精度ＮＣフライス盤導入によるベアリング製造装置
の生産体制強化計画

荒井裕貴

1613 2927211940 大阪府 フタバフォーム印刷株式会社 4122001006373
需要の高まる外三つ折圧着はがきの加工機導入と生産
工程改善

阿波良朋

1614 2927211943 大阪府 有限会社プラスワン 3122002014681
歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを活用した高精度義歯
の作製と生産効率の向上

八尾商工会議所

1615 2927211944 大阪府 株式会社高速オフセット 9120001063629
紙面検査装置導入による生産能力強化及びフリーペー
パー受注拡大による生産性の向上

株式会社みなと銀行

1616 2927211948 大阪府 株式会社ヒサノ 7120101023955
複合ボーリングマシン導入による建材加工の生産能力
アップの取組

大阪信用金庫

1617 2927211953 大阪府 大丸鋼材株式会社 1120001045015
ロケット用部品量産ニーズ対応のための専用金型の導
入

株式会社池田泉州銀行

1618 2927211955 大阪府 有限会社永田食品 3120902019263
オリーブオイル仕様の「ハラール対応・海老てんぷ
ら」の専用・個食包装機導入事業。

豊中商工会議所

1619 2927211960 大阪府 マルトミプレス株式会社 9120001004343 新設備の導入による生産性の向上と新製品の製造 森下勉

1620 2927211962 大阪府 ストロング金属株式会社 1122001003720
自動包装機導入による生産能力増強と新規市場への進
出

大阪商工信用金庫

1621 2927211963 大阪府 フタバ紙器株式会社 3120001010883
紙器パッケージ加工における短納期化と高品質製品提
供における競争力強化事業

株式会社りそな銀行

1622 2927211967 大阪府 株式会社溝田ダイカスト 9120101006883
３次元ＣＡＤ・ＣＡＭを活用した新発想金型の実現計
画

株式会社共立コンサルタント

1623 2927211969 大阪府 広洋印刷紙器株式会社 1122001002474
最新グルーガン＆ＡＩ検査機導入による売れるパッ
ケージ製造ラインの構築

株式会社近畿大阪銀行

1624 2927211970 大阪府 共進金属工業株式会社 3120001020040
高性能シャーリングマシン導入による生産性向上と付
加価値向上の取組

株式会社日本修身経営

1625 2927211972 大阪府 ファンファクトリー株式会社 4120901037546
超精密切削機導入による看板製作、看板市場の高付加
価値化事業

木村典嗣

1626 2927211977 大阪府 株式会社トーヨー 5122001019416
最新鋭曲げプレス導入で顧客の増産要望に対応、同時
に生産体制を改革

大阪商工信用金庫

1627 2927211978 大阪府 株式会社オーミヤ 8122001001437
ソリューション・ライン設備の独自開発で、高品質な
半田付けの量産体制を実現

京都信用金庫

1628 2927211979 大阪府 株式会社石野 1120001074476
コンピュータ制御された紙折機導入により多能工化と
生産性向上を図る。

株式会社近畿大阪銀行

1629 2927211981 大阪府 アイワ鋼管株式会社 4120101051141
鋼管の角度切り自動化・高度化によるＦＡ業界向け量
産体制の構築

株式会社名古屋銀行

1630 2927211982 大阪府 有限会社高田紙工所 3120002060333
高まる顧客要求に対してブランキング加工の自動化に
よる新たな生産体制構築事業

尼崎信用金庫

1631 2927211994 大阪府 八田クラフト株式会社 4120101053121
大型ワイヤ放電加工機導入による特殊冷却フィルター
の生産技術確立計画

荒井裕貴

1632 2927211999 大阪府 株式会社ヒューテック 5120001138806
精密切削部品の全品保証を可能とする習熟レス検査シ
ステムの開発

大阪シティ信用金庫

1633 2927212005 大阪府 株式会社浅尾敷物 4120101000255 新設備の導入による生産能力と衛生環境の向上 尼崎信用金庫

1634 2927212007 大阪府 株式会社ＴＲＳ 7150002011412
３Ｄ測量システム・自動制御装置導入による整地作業
の精度と生産性の向上

山本文則

1635 2927212014 大阪府 株式会社Ｊ－ＡＲＭ 9120001131451
再生医療用の幹細胞高機能化オールインワン培養キッ
トの開発

株式会社池田泉州銀行

1636 2927212018 大阪府 株式会社アイエヌジー 7120001185350 特許製品「スマートペーパー」によるＵＶ印刷革命 佐藤眞治

1637 2927212026 大阪府 株式会社アイキャット 7120001110606
歯科用手術支援システムの院内インハウス化による高
付加価値・高効率治療の提供

株式会社池田泉州銀行
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1638 2927212027 大阪府 ラポール北浜歯科
難治性の根幹治療のガイドラインの開発とラバーダム
処置による症例の治療

坂本晃

1639 2927212031 大阪府 日本スリッター工業株式会社 9120901011728
電子部品業界の要求対応のためのスリット機のデジタ
ル機導入計画

高槻商工会議所

1640 2927212034 大阪府 有限会社川上製作所 9120102015157 遠心力充填ローラー「新ベルクリンシステム」の開発 株式会社共立コンサルタント

1641 2927212035 大阪府 はた歯科クリニック
先端診断装置導入による重症歯周病患者に対する再生
療法の高度化

安達隆久

1642 2927212045 大阪府 株式会社研美社 4120001023232
ＩＤカード作製の一連の作業を自動化しコストダウン
による競争力強化

ＩＤＭ税理士法人

1643 2927212046 大阪府 タカムラ株式会社 8120001045173 ドリップ・パック・コーヒーの内製化 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

1644 2927212047 大阪府 株式会社西川商店 8120001039489
形状・素材を問わない縫製技術の確立による高品質な
日本製鞄の開発

原昭太

1645 2927212051 大阪府 石田エンジニアリング株式会社 9120001034266
内作加工の高度化によるメンテナンス事業の顧客対応
力向上と外販事業の拡充

株式会社ゼロプラス

1646 2927212054 大阪府 黒島デンタルラボ
子供の成長に合わせた矯正機能を持つメリーランドブ
リッジの開発

松永智子

1647 2927212061 大阪府 株式会社宝文社 5120001070257
小ロット・短納期対応と増産対応の両立による特殊受
注に特化した全国的な競争力強化事業

株式会社近畿大阪銀行

1648 2927212062 大阪府 株式会社嶋田技研 1120101031641
顎関節症患者向けの昼夜装着可能な極薄バイトプレー
トの開発

松永智子

1649 2927212065 大阪府 株式会社クロックワークスタジオ 7120901029821
高精度レーザー加工機導入による生産効率向上を通じ
た商品力強化事業

豊中商工会議所

1650 2927212066 大阪府 株式会社ヤナギモト 4120101007614
３次元測定機導入における検査精度向上及び省力化計
画

株式会社南都銀行

1651 2927212069 大阪府 太陽パーツ株式会社 7120101004708 安全に充電できるタブレットステーションの開発 堺商工会議所

1652 2927212071 大阪府 株式会社プリント大阪 2122001019922
データの見える化による「プリント大阪ブランド」の
確立と働き方改革の実現

八尾商工会議所

1653 2927212072 大阪府 株式会社清明エンジニアリング 4120101034609
合成繊維製造装置の基幹部品の圧倒的効率加工を実現
させ量産化する計画

株式会社共立コンサルタント

1654 2927212075 大阪府 有限会社大同製作所 7122002011386
新型 ＣＡＤ／ＣＡＭ システム導入による生産効率の
改善

大阪シティ信用金庫

1655 2927212077 大阪府 エスアイ精工株式会社 6120901028312
ＥＶなど電動車のパワーコントロールユニット関連大
型カーボン治具の量産製作

株式会社池田泉州銀行

1656 2927212078 大阪府 藤原刺繍
クラウド導入で接客～納品までの工程短縮とプリント
加工の新事業展開

堺商工会議所

1657 2927212081 大阪府 太陽精工株式会社 5120101037073 日本初ねじ切り加工の脱着をＮＣ旋盤機で自動化 株式会社池田泉州銀行

1658 2927212082 大阪府 株式会社森鉄工所 1120001050790
超高張力鋼板の加工技術確立により、次世代自動車部
品の金型を高精度・短納期化する取組

尼崎信用金庫

1659 2927212083 大阪府 株式会社グローリクリエーション 8120001001779
看板製造業のマーケットイン思考へのパラダイムシフ
ト

廣岡茂男

1660 2927212086 大阪府 株式会社大西製作所 5120001022836
最新式の５軸加工機を導入し生産性を高め顧客ニーズ
に応える

森下勉

1661 2927212088 大阪府 梅田オランジェ歯科・矯正歯科
光学スキャナーを駆使した革新的で高精度なワイヤー
矯正治療事業

アルタス・パートナーズ合同会社

1662 2927212089 大阪府 株式会社ヒラオ 8120001148521
燻製室を導入して、鮭の廃棄部材を使ったスモーク
サーモンを開発する取組

尼崎信用金庫

1663 2927212090 大阪府 株式会社ランド 2120101046085
ＧＮＳＳ測量機及びドローンを活用した防災点検サー
ビスの向上計画

大阪府商工会連合会

1664 2927212094 大阪府 株式会社昭和鈑金工作所 3120101003424
溶接技術の高度化による大型試作品パーツの高品質・
低コスト一貫製造体制の構築

株式会社南都銀行

1665 2927212095 大阪府 日理工業株式会社 9120101035750
５軸制御マシニングセンター導入による半導体製造用
パレットの生産体制確立

中道三喜男

1666 2927212097 大阪府
株式会社シンコー・サイエンス・コーポ
レーション

6120001103478
天然由来原料１００％の低刺激敏感肌用化粧品素材の
新規開発事業

大阪商工会議所

1667 2927212101 大阪府 株式会社レーザーカットまえだ 9120001179763
レーザマシン導入により海水淡水化装置部品の短納
期・高精度化を実現する取組

尼崎信用金庫

1668 2927212111 大阪府 エス・テー機設株式会社 7120001028609
Ｎ７００系新幹線車両用部品のオンデマンド生産体制
の整備計画

尼崎信用金庫

1669 2927212113 大阪府 株式会社大阪防水工業所 5120001155446
ポリウレア塗装用機械の導入で、ビル外壁等の塗装の
弱点を克服する。

高橋和人

1670 2927212116 大阪府 株式会社ミヤガワ 7122001021254
金型設計品質向上による施工性の高いドリルねじ成型
用金型の開発

株式会社りそな銀行

1671 2927212141 大阪府 杉本工業株式会社 7122001016568
肉盛溶接の自動化による生産性の向上と職場環境の改
善

株式会社池田泉州銀行

1672 2927212145 大阪府 オスカーバルブ株式会社 3120901029404
最新の顧客要望である短納期対応に呼応する小型バル
ブ製造体制の革新

尼崎信用金庫

1673 2927212149 大阪府 株式会社ウラタニ・ラボ 8120001049240
両眼同時計測の瞳孔反応記録システムの生産プロセス
改善計画

堀口裕史

1674 2927212162 大阪府 株式会社ＯＳＨＩＲＯＸ 3140001097201
自社製造比率拡大による比類なきコンクリート製造技
術の社内蓄積

岩佐修二

1675 2927212166 大阪府 株式会社ジャパンイノベーション 1122001026457
メンタルヘルス管理と遠隔医療相談サービスを一括提
供するシステムの導入

池上弘美

1676 2927212171 大阪府 株式会社廣瀬スプリング製作所 8120901025365
最新ＮＣコイリングマシンの導入による増産体制の確
立と生産性向上の取り組み

株式会社池田泉州銀行
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1677 2927212176 大阪府 株式会社ペレボルサ 6130001051817
成長チャネルでの販売拡大に向けた縫製作業の革新に
よる生産増強

前野芳子

1678 2927212180 大阪府 なかや工芸株式会社 3120001031310
新型インクジェットプリンタとラミネータの導入によ
る作業効率の向上

株式会社池田泉州銀行

1679 2927212181 大阪府 株式会社喜ほうず 2120101049658
工場設備革新による生産性向上と鮮度が高く温かい弁
当を配給する事業

中島幸子

1680 2927212183 大阪府 株式会社園田製作所 3120001123479
ファイバーレーザー溶接機導入での工程大幅削減と高
精度化の実現による収益拡大計画

西浦正道

1681 2927212184 大阪府 寿精版印刷株式会社 1120001022823
風合いのあるちぎり方ができる、ちぎり和紙ラベル製
造装置の導入

株式会社エフアンドエム

1682 2927212193 大阪府 株式会社タンデム 5120101008421
高精細電極パターン印刷用ポリウレタンゴムの生産体
制強化

株式会社池田泉州銀行

1683 2927212195 大阪府 株式会社稔産業 7120901013503
高速・高性能大型ワイアー放電加工機導入による生産
性向上の取り組み

北おおさか信用金庫

1684 2927212199 大阪府 マルピー印刷株式会社 5120001058558
外国人旅行者のニーズにあわせたオーダーメイド情報
冊子作成サービスの確立

株式会社エフアンドエム

1685 2927212202 大阪府 イシイ株式会社 3120001074425
オンライン枚葉検査装置導入による既存印刷設備活用
の高品質・生産性向上計画

合同会社エドエックス・ラボ

1686 2927212205 大阪府 ティエヌデザイン
３次元測定器（非接触）の導入でデザイン計測の高精
度化と効率化を図る

八尾商工会議所

1687 2928210807 兵庫県 スター工業株式会社 9140001059542
需要が高まる市場を対象とした新規設備導入による新
たな取組

田中洋介

1688 2928210809 兵庫県 株式会社サーテック永田 5140001035241
軽量化と生産性向上を目的としたＡｌ合金への自動化
成処理装置の導入

株式会社三井住友銀行

1689 2928210810 兵庫県 株式会社西沢製作所 3140001056735
当社の強みを引き出すためにボトルネックを解消させ
る最新鋭ベンダー導入事業

松下隆信

1690 2928210811 兵庫県 株式会社浜谷金属工業所 8140001022245
五輪・地域振興のための図柄入りナンバープレートの
一貫加工法開発

株式会社中国銀行

1691 2928210812 兵庫県 有限会社ムラオマシナリー 1140002053956 最新の光学計測器を活用した加工製品の高付加価値化 姫路商工会議所

1692 2928210814 兵庫県 株式会社バイナル 7140001086712
スマートフォン用ワイヤレス・チャージャの開発と印
刷加工の生産性向上

兵庫信用金庫

1693 2928210815 兵庫県 近畿壁材工業株式会社 5140001085204
オーダーメイド自然素材塗り壁の生産性向上による安
定供給体制の構築

兵庫県商工会連合会

1694 2928210818 兵庫県 株式会社エトフ 1140001105353
刺繍加工のパートナーとしての付加価値創造工程サー
ビスの構築

兵庫県商工会連合会

1695 2928210819 兵庫県 神東工業株式会社 8140001036336
災害復興と超大型イベントの成功に寄与する特殊ブ
レードの生産プロセス改善

三木商工会議所

1696 2928210823 兵庫県 和田山精機株式会社 1140001046928
超精密高効率複合円筒研削盤導入と新表面処理開発に
よる金型の高精度化および耐久性向上

但馬信用金庫

1697 2928210824 兵庫県 大王加工紙工業株式会社 4120001024115
タッチパネル業界向け保護フィルムの品質向上による
販売拡大

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

1698 2928210829 兵庫県 関西釦株式会社 3140001041010
高品質・多品種小ロットニーズに応える釦（ぼたん）
切削技術の高度化事業

兵庫県商工会連合会

1699 2928210831 兵庫県 ヤブサ空調機材株式会社 5140001082663
最新型空調ダクト製造機械の導入による生産プロセス
革新計画

株式会社阿波銀行

1700 2928210832 兵庫県 有限会社進藤尚古堂 9140002046218
無光触媒を利用したカーテンメンテナンスサービスの
地元旅館等への提供

兵庫太和税理士法人

1701 2928210833 兵庫県 マツダ株式会社 1120001016230
無人搬送装置とロボットの組み合わせによる生産性向
上計画

税理士法人テイタス

1702 2928210834 兵庫県 株式会社ヒロノテック 1140001036549
特殊部品生産における新たな仕組みづくりによる生産
プロセス改善

田中洋介

1703 2928210838 兵庫県 株式会社洲本整備機製作所 7140001084740
Ｗボイラー方式を採用した新型熱水洗浄機の製造プロ
セスの改善

淡陽信用組合

1704 2928210839 兵庫県 株式会社高馬鉄工建設 9140001058767
鉄骨製作における受注・利益の阻害要因である開先加
工の解決事業

播州信用金庫

1705 2928210840 兵庫県 株式会社三和製作所 8140001085077
ＣＡＭ導入によるプログラム技術向上でロボット試作
部品３Ｄ加工での差別化を図る

株式会社みなと銀行

1706 2928210841 兵庫県 有限会社細目鉄工所 5140002029696
日本の製鉄技術等を支える難削材部品の高精度化及び
短納期化の実現

播州信用金庫

1707 2928210842 兵庫県 マルイチ株式会社 9140001061688 レンタルに供する建設用仮設機材の洗浄工程の自動化 姫路商工会議所

1708 2928210843 兵庫県 株式会社新陽製作所 9140001036351 西日本屈指のプラットホームドア生産体制の構築 松下隆信

1709 2928210844 兵庫県 きらうらくっくプロモーション
オリジナル書写指導メソッド「文字リズム」のクラウ
ドサービス提供

兵庫太和税理士法人

1710 2928210845 兵庫県 ボルテック株式会社 5140001065098
高精度かつ高効率な大型部品の加工技術及び大型機設
計手法の確立

但陽信用金庫

1711 2928210846 兵庫県 株式会社今井ファーム 7140001109068
玉ねぎ用冷蔵設備導入による出荷作業工程の短縮およ
び生産性向上

兵庫県商工会連合会

1712 2928210847 兵庫県 有限会社高田工業所 9140002007509
ファイバー溶接機導入により薄板溶接技術を確立し試
作品市場へ参入する

日新信用金庫

1713 2928210848 兵庫県 株式会社ｅｘｃｅｌｌｅｎｃｅ 2140001076528
播州織の洗い設備導入による地元完結型ブランド商品
の全国展開

西脇商工会議所

1714 2928210849 兵庫県 株式会社キタコウ 9140001038991
鉄骨溶接システムの導入による、生産効率化及び溶接
品質の向上

株式会社ゼロプラス

1715 2928210850 兵庫県 株式会社武甲製作所 3140001052437
シングルリンクプレス導入による高精度自動車用精密
プレス部品の開発及び生産性の向上

尼崎信用金庫
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1716 2928210851 兵庫県 小野精機株式会社 2140001076619
プレス部品の多品種少量対応ライン構築による生産性
向上

兵庫県信用組合

1717 2928210853 兵庫県 株式会社エスケーテック 3140001061495
電気自動車用車輪のタイヤホイールの高精度加工設備
で生産性向上

兵庫信用金庫

1718 2928210854 兵庫県 株式会社リバー 7140001075987
業界初新素材での軽量自動車部品の開発・製造による
付加価値・生産性の向上

株式会社フラッグシップ経営

1719 2928210855 兵庫県 株式会社伸和設計事務所 1140001075621 最先端ＵＡＶ（ドローン）導入による技術革新 兵庫県信用組合

1720 2928210856 兵庫県 株式会社成田 4140001084826
防災効果の高い淡路島発新サービス「かいぼりサービ
ス」の創出・展開

兵庫県商工会連合会

1721 2928210857 兵庫県 株式会社共和電子製作所 6140001081425
産業用組込みシステムの多品種量産（数十台）機器の
生産プロセスの改善

尼崎信用金庫

1722 2928210858 兵庫県 阪神低温株式会社 4140001070033
国産・外国産のドライアイスの再生利用による歩留ま
り改善の取り組み

株式会社みなと銀行

1723 2928210859 兵庫県 ミラシオン株式会社 5140001095608
検査機導入による、需要拡大するカメラモジュールの
生産プロセス改善事業

ＭＧＳ税理士法人

1724 2928210860 兵庫県 カワノ株式会社 5140001015937
近未来型革靴製造ライン【スマートファクトリー】の
実現

松山進

1725 2928210861 兵庫県 株式会社石井超硬工具製作所 8140001036105
完全自動研磨機導入による革新的生産性向上、付加価
値向上

細川祐三

1726 2928210862 兵庫県 マルニ製油株式会社 9120001058554
塗料・インキ製造のための化学合成技術を用いた食料
品製造業への進出

株式会社みなと銀行

1727 2928210863 兵庫県 プラスワンケアサポート株式会社 7140001079633
高速凍結機導入と製造プロセス改善による生産性向上
と美味しい老人食の製造

株式会社但馬銀行

1728 2928210864 兵庫県 有限会社堀口鉄工所 1140002024619
ミーリング機能付き平行二軸型ＮＣ旋盤導入による生
産性の向上とコストダウン

兵庫県信用組合

1729 2928210865 兵庫県 関西電子工業株式会社 5140001048235
デジタル検査装置導入による不良品・不具合に係る原
因特定の迅速化・確実化の革新的向上

関西経営コンサルタント事業協同組合

1730 2928210866 兵庫県 株式会社竹内工機 9140001094201
最新ＣＮＣ旋盤導入による艦艇用小型部品の高精度・
高速加工

北おおさか信用金庫

1731 2928210868 兵庫県 マキウラ鋼業株式会社 4140001061593
廃プラ洗浄粉砕設備による廃自動車ＡＳＲリサイクル
の高度化

協同組合さいたま総合研究所

1732 2928210870 兵庫県 音羽電機工業株式会社 8120001062020
酸化亜鉛素子の包装・梱包工程ボトルネック解消によ
る生産性向上

村尾彰

1733 2928210871 兵庫県 かじた屋
変速攪拌機付き蒸気釜導入による自家製あんこの生産
効率向上

兵庫県商工会連合会

1734 2928210875 兵庫県 株式会社ティー・ユー・ティー 4140002034581
高まるギフト需要に応える為の食肉加工技術高度化事
業

兵庫県商工会連合会

1735 2928210877 兵庫県 森合精機株式会社 5140001011358
高性能マシニングセンタ導入による切削加工プロセス
の高速化

神戸信用金庫

1736 2928210885 兵庫県 フクシン金属工業株式会社 2140001039146
ロボット２台の協調制御と独自技術の融合による革新
的溶接工程の構築

森かおる

1737 2928210887 兵庫県 株式会社福本義肢製作所 7140001039934
靴型装具及びインソール製作工程における職人技術と
最新デジタル設備の融合

姫路信用金庫

1738 2928210890 兵庫県 株式会社森水産 9140001086727 魚介類の水揚げから納品までの活魚流通改革 兵庫県商工会連合会

1739 2928210892 兵庫県 株式会社井上工具製作所 2140001036168 ＣＮＣ旋盤導入による新分野への参入と量産化の実現 兵庫県信用組合

1740 2928210896 兵庫県 内外ゴム株式会社 1140001009744
射出成型機（自動取出し）導入によるダイヤフラム製
造工程の画期的生産性向上

株式会社みなと銀行

1741 2928210898 兵庫県 興殖化学株式会社 5140001036264
鉄道車両部品のゴム一体成型化に関する生産性・品質
の向上

兵庫県信用組合

1742 2928210902 兵庫県 加古川ブレード株式会社 1140001089555
タービンブレード加工専用ソフトによる加工の効率化
と高精度化

但陽信用金庫

1743 2928210904 兵庫県 株式会社ＦＲＡＮ 7140001030884
スニーカー市場の獲得に向けた商品開発と製造工程の
自動化による短納期生産体制の構築

淡路信用金庫

1744 2928210905 兵庫県 有限会社アルファ・プロンプト 9140002046779
ワンストップで実現するＩｏＴスモールスタート支援
サービスの開発

兵庫県信用組合

1745 2928210907 兵庫県 株式会社内海鉄工所 8140001076076
最新ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による加工体制の強化及び生
産性の向上

姫路信用金庫

1746 2928210908 兵庫県 株式会社ファインシステム 1140001044733
画像認識・ＡＩ を活用したマラソン大会簡易タイム計
測システムの実現

株式会社ゼロプラス

1747 2928210910 兵庫県 吉田商事株式会社 6140001085839
色彩選別機とＸ線選別機を活用した新たな異物除去ラ
インの新設

株式会社徳島銀行

1748 2928210911 兵庫県 堀井電熱株式会社 6140001051221
最新設備導入によって実現する工業用電熱器の生産性
向上・提案力強化の取組

尼崎信用金庫

1749 2928210914 兵庫県 株式会社中谷製作所 6140002062473 高強度カーボン複合材料による高付加価値製品の製造 但陽信用金庫

1750 2928210917 兵庫県 有限会社玉木新雌 8140002063107
国産コンピュータージャガード機の導入による生産性
向上改善事業

大嶋浩敬

1751 2928210924 兵庫県 株式会社栄建 2140001041572
顧客データの一元管理による顧客満足度と成約率の向
上の取組み

兵庫県商工会連合会

1752 2928210925 兵庫県 株式会社アラキ 3140001037405
型鋼のレーザー加工による建築部材の高付加価値化と
受注拡大

株式会社ゼロプラス

1753 2928210939 兵庫県 株式会社イトー屋 4140001000163
日持ちのする高級オリジナル冷蔵生餃子の開発と販路
開拓

兵庫県商工会連合会

1754 2928210940 兵庫県 株式会社岡本精工 9140001096172
次世代火力発電プラント向け新素材の試験片加工の生
産プロセスの改善

日新信用金庫
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1755 2928210947 兵庫県 きくもとグラフィックス株式会社 3140001041596
印刷の原点、『活版印刷（凸版印刷）』で こだわりの
『本気（マジ）名刺』普及への挑戦！

兵庫県商工会連合会

1756 2928210955 兵庫県 株式会社ＭＥＴＡＬ　ＲＥＶＩＳＩＯＮ 7140001033128
最新のレーザー加工機と窒素発生装置の導入による抜
き加工の技術革新

株式会社ゼロプラス

1757 2928210956 兵庫県 植田製油株式会社 2140001001080
育児粉乳向け高品質パーム油の安定供給に向けた分析
体制の構築

藥師寺玲

1758 2928210957 兵庫県 株式会社大地屋 8140001040957
新型畳床製縫機導入による薄型畳床のスピード供給体
制の構築

京都北都信用金庫

1759 2928210958 兵庫県 株式会社ウインブルヤマグチ 4140001074892
最新レーザー加工機の導入による板金・切断工程の生
産性向上

兵庫県商工会連合会

1760 2928210959 兵庫県 多可染工株式会社 1140001075638
播州織糸染め技術を利用した突板染色の確立と高度化
計画

兵庫県商工会連合会

1761 2928210961 兵庫県 有限会社岡本ポンプ 2140002033197
３次元機構の導入によるリードタイムの５０％短縮の
実現、及び新事業への取組み

兵庫県信用組合

1762 2928210964 兵庫県 株式会社Ｎｏｚ 2140001084101
オリジナル木製製品の開発力向上による販路拡張及び
新たな市場展開

兵庫県商工会連合会

1763 2928210966 兵庫県 株式会社カサタニ 6120001054465
熱可塑性ＣＦＲＰ材のプレス加工での品質等の安定化
と生産性の向上

株式会社商工組合中央金庫

1764 2928210976 兵庫県 田中酒造場
自動ボトリングライン構築による日本酒小容量瓶の生
産性向上

但陽信用金庫

1765 2928210983 兵庫県 株式会社五百蔵製作所 1140001036061
「最新機械の導入とネック工程の生産能力アップによ
る薄塗り鏝の増産体制の構築」

三木商工会議所

1766 2928210985 兵庫県 渋谷工業株式会社 8140001076258
プレス順送金型設計の３Ｄ化で効率向上、革新的解析
ソフトと合わせて、金型生産システムの構築

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

1767 2928210987 兵庫県 兵田印刷工芸株式会社 6140001070106
棚卸し不良在庫ゼロ！教材発注担当者の業務改善シス
テムの提案

税理士法人みなと元町会計事務所

1768 2928210992 兵庫県 灘菊酒造株式会社 3140001060407
海外顧客対応を見据えた吟醸酒の製造期間延長体制の
構築

姫路商工会議所

1769 2928210994 兵庫県 仲田電機株式会社 8140001076373 ＡＩを活用した自動外観検査装置の製作 加西商工会議所

1770 2928210995 兵庫県 大東工業株式会社 2140001084761
多層盛溶接ロボットの導入による、民間の耐震補強工
事の受注獲得

株式会社みなと銀行

1771 2928210996 兵庫県 株式会社新畑鉄工所 6140001080393
高精度中型ＣＮＣ旋盤の導入によるピストン型アキュ
ムレータの受注対応

正木博夫

1772 2928211000 兵庫県 有限会社エムツーコーポレーション 4140002016935
嚥下困難者も食べられる普通食で「食のバリアフ
リー」実現事業

株式会社但馬銀行

1773 2928211002 兵庫県 近畿農産資材株式会社 4140001039251
高級野菜果実生産用活性炭入り土壌改良材の機械撒き
対応品の製造開発

西兵庫信用金庫

1774 2928211008 兵庫県 株式会社中谷電機製作所 4140001109277
バリ取り工程の自動化による生産性向上と企業間連携
の推進

株式会社ゼロプラス

1775 2928211010 兵庫県 きたみち歯科医院
デジタルデンティストリー技術活用による歯科訪問治
療の効率性向上

姫路信用金庫

1776 2928211016 兵庫県 株式会社中谷加工所 5140001101332
革新的な製法によって生み出される新商品により事業
拡大を図る

淡路信用金庫

1777 2928211023 兵庫県 株式会社平原精機工業 3120001070226 機械加工部品の生産能力の増強計画 税理士法人高橋会計事務所

1778 2928211024 兵庫県 株式会社田中工務店 2140001046778
山林路網整備を機械化し低コストを実現する「フェ
ラーバンチャザウルスロボ」の導入事業

兵庫県商工会連合会

1779 2928211026 兵庫県 株式会社不二商会 3140001014057
過熱蒸気を使用した新しいバウムクーヘンオーブンの
開発

庄司茂

1780 2928211027 兵庫県 有限会社アイズ 2140002046653
鞄の古きを知り、新しきを知る。職人技術と最新設備
による国産鞄の増産事業

兵庫県信用組合

1781 2928211028 兵庫県 ＪＦＢ有限会社 6140002066409 カシメとＣＤスタッドのハイブリッド商品の開発 株式会社阿波銀行

1782 2928211030 兵庫県 此の友酒造株式会社 1140001046804
地方小規模酒蔵の生き残りをかけた微発泡性日本酒の
製造販売への取組

但馬信用金庫

1783 2928211032 兵庫県 株式会社ＡＩＴＥＮ 8140001037425
先進安全自動車の補修に対応する最新式設備機器の導
入による生産性向上化

兵庫県信用組合

1784 2928211034 兵庫県 株式会社ＤＳ．アートテック 5140001090625 最新加工装置導入による高度なジルコニア技工の実現 姫路信用金庫

1785 2928211037 兵庫県 株式会社中西商店 4140001066493
木屑廃棄物の発電設備付焼却炉での排熱エネルギー利
用による事業拡大

日根野文三

1786 2928211041 兵庫県 株式会社ミハラ 4140001085816
「鬼師」「瓦師」による『黒陶いぶしタイル』の寸法
精度の向上

兵庫県商工会連合会

1787 2928211046 兵庫県 株式会社オオナガ 5140001045257
表面粗さの高精度測定器導入により表面粗さ等の品質
管理体制を強化し顧客のニーズに対応

日新信用金庫

1788 2928211060 兵庫県 マルヤ水産株式会社 4140001056370
浜茹でした香住ガニの美味しさを保持する急速凍結に
基づく物流変革による事業改革

株式会社但馬銀行

1789 2928211063 兵庫県 若男水産株式会社 7140001086282
売上・利益率向上を目指したハモの品質安定化と増産
体制の構築

兵庫県商工会連合会

1790 2928211075 兵庫県 株式会社魚寄 1140001056968
灰干しノドグロの本格販売体制構築に向けた新生産方
式開発

株式会社但馬銀行

1791 2928211076 兵庫県 株式会社姫協 8140001038704
シンクロトロン向けに極限精度加工を可能にする技術
革新の追求

株式会社みなと銀行

1792 2928211081 兵庫県 平川瓦工業 高温焼成窯の導入による黒いぶしの一体瓦の開発 兵庫県商工会連合会

1793 2928211087 兵庫県 株式会社松原テクノ 1140001044436
最新３次元測定器および３次元ＣＡＤソフト導入によ
る製品検査プロセスの革新

兵庫県商工会連合会
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1794 2928211089 兵庫県 株式会社亀井堂総本店 9140001006949 台湾市場での瓦煎餅の販路開拓事業 株式会社みなと銀行

1795 2928211094 兵庫県 ネクスジェン株式会社 8011001110572
ＡＩ・機械学習を用いた単一細胞高次元解析システム
の開発

税理士法人ブレイン

1796 2928211097 兵庫県 ＢｏｎＢｏｎ株式会社 8140001109785
機械学習を活用したリアルタイム疾患判定システムの
開発

柿沼太一

1797 2928211104 兵庫県 有限会社とうげ 1140002069399
食肉の革新的な生産プロセス改善を実現するハイテク
冷凍機械装置の導入

潮崎征功

1798 2928211107 兵庫県 株式会社福井鉄工所 3140001016739
金属加工業からユニットメーカーへの転身による次世
代事業の確立

淡路信用金庫

1799 2928211109 兵庫県 株式会社ｃｈｒｏｍｏｃｅｎｔｅｒ 8270001004536
バイオ医薬品開発における染色体画像の自動解析シス
テム開発

朝日税理士法人

1800 2928211110 兵庫県 株式会社喜市 9140001088665 デジタル機器を活用した、革小物のオーダービジネス 姫路信用金庫

1801 2929210241 奈良県 株式会社日滉精螺製作所 4150001006655
生産管理方を、プッシュ式からプル式に変更し、多品
種短納期に適合する生産体制を構築する

株式会社南都銀行

1802 2929210242 奈良県 株式会社Ｃ’ｓ 2150001021375
ガラス彫刻にＵＶプリンターを使った感動付加価値の
高い記念品開発

奈良中央信用金庫

1803 2929210243 奈良県 株式会社林パイプ工業所 9120001013360
高機能角パイプ切断機開発による自社と業界全体の労
働生産性向上の実現

株式会社ダイワマネジメント

1804 2929210247 奈良県 株式会社駒井製作所 9150001012723
生産管理プロセスの改革により競争力を飛躍的に強化
する

大和信用金庫

1805 2929210249 奈良県 株式会社タナベ 5150001011869
蓄積した歯ブラシ製造技術を生かしたワンタフト歯ブ
ラシの製品化による経営力の強化

特定非営利活動法人ＡＴＡＣ・ＭＡＴＥ奈良

1806 2929210250 奈良県 株式会社テルミック 6150001013088
「靴下編機用針折れ検知システム」の開発による革新
的サービス体制の確立。

公益財団法人奈良県地域産業振興センター

1807 2929210252 奈良県 株式会社クワトロ・エー 4150001012678
ズレない・締め付けないアームカバーの提案を通じた
試作開発型メーカーへの変革

公益財団法人奈良県地域産業振興センター

1808 2929210253 奈良県 株式会社宮本金型製作所 8150001007328
リバースエンジニアリングによる技術承継と金型メン
テナンス事業への取組

兵庫太和税理士法人

1809 2929210254 奈良県 日工プロス株式会社 7150001009960
業界最高水準の検査体制の確立による付加価値と生産
性の向上

株式会社フラッグシップ経営

1810 2929210259 奈良県 有限会社山恵製作所 3150002008437
高性能工作機械の導入による高生産と高精度を得る切
削加工の開発

奈良中央信用金庫

1811 2929210260 奈良県 吉野興材
シェービングチップを原木から一貫生産する生産シス
テム確立事業

奈良県商工会連合会

1812 2929210264 奈良県 ＴＡＩＳＥＩ株式会社 6122001004425
紙製品製造においてアッと驚くデザインと生産性を両
立させる工程の実現

株式会社南都銀行

1813 2929210266 奈良県 植原美術印刷株式会社 3150001000279
ワークフローシステム導入による高精細印刷を活かす
生産工程確立

株式会社南都銀行

1814 2929210273 奈良県 株式会社芦田製作所 3120001157031
航空機用ＣＦＲＰ材料の蒸気成形新技術（ＳＭＴ）の
高性能化、生産性向上

公益財団法人奈良県地域産業振興センター

1815 2929210274 奈良県 株式会社山田プラスチック工業 1150001011360
経験と最新測定機の融合により、「デジタル薬」の実
用化に貢献。

奈良県商工会連合会

1816 2929210276 奈良県 ベーカリーモグモグ
自動分割丸目機導入による生産性向上と新商品開発事
業

奈良県商工会連合会

1817 2929210279 奈良県 株式会社フジフレックス 9150001016600
最適な人工膝蓋骨留置位置を決定するための「膝蓋骨
センサー」の開発

株式会社南都銀行

1818 2929210280 奈良県 近畿アルミニウム株式会社 6150001012610
長尺マシニングセンタ導入によるリフォーム用浴室ド
ア製造開始

株式会社りそな銀行

1819 2929210281 奈良県 株式会社ダイナ 9150001007062 会社全体が明るく、幸せになる為の希望の自動機 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

1820 2929210285 奈良県 株式会社サンコー 2120001017599
複合加工による加工時間短縮と更なる高速化・高精度
化へのチャレンジ

永和信用金庫

1821 2929210286 奈良県 植島栄三靴下
高性能靴下編機導入による生産プロセス改善・収益力
強化

一般財団法人南都経済研究所

1822 2929210290 奈良県 株式会社ミライトリンク 3150001002688
業界初！急速冷凍技術でサクサク天ぷら入り弁当を量
産する事業

特定非営利活動法人横浜中小企業診断士会

1823 2929210291 奈良県 株式会社梅守本店 8150001002972
「感動創出型インバウンド寿司体験事業」普及のため
の顧客満足度向上とサービス提供プロセスの改善

西川哲也

1824 2929210292 奈良県 ＢＩＧ　ＦＩＲＥＷＯＲＫＳ株式会社 5150001019128
高精度３Ｄプリンタ等導入による特定看護師養成の為
の新型実技訓練器開発

橿原商工会議所

1825 2929210293 奈良県 大浦貴金属工業株式会社 7150001000399
品質向上とリードタイム削減を実現する独自の自動乾
燥システムの構築

公益財団法人奈良県地域産業振興センター

1826 2929210296 奈良県 株式会社ＰＯＲＴＥＡＲＴＨ 3150001019105
特許形状で体に悪い油を除去しアプリで見える化でき
る皿の量産

株式会社南都銀行

1827 2929210297 奈良県 株式会社高木包装 5150001013907
試作品自社一貫生産体制構築と大型異形対応強化によ
る事業拡大

公益財団法人奈良県地域産業振興センター

1828 2929210299 奈良県 五位堂工業株式会社 4150001012703
鋳造シミュレーション導入による新素材開発及び地域
雇用の創出

大和信用金庫

1829 2929210300 奈良県 株式会社五條市青ネギ生産組合 9150001016377
ＨＡＣＣＰ構築を踏まえたカットネギ製造工程の高度
化

奈良県商工会連合会

1830 2929210302 奈良県 西川釦工業所
機械メーカー協業で業界初の水牛角専用機械を開発し
生産性・品質向上

奈良中央信用金庫

1831 2929210305 奈良県 株式会社伊藤金属製作所 3120001009216
新検査システム搭載機開発による電池部品加工コスト
削減事業

村井愛

1832 2929210306 奈良県 水野鉄工株式会社 3150001013990
コア・仕口兼用溶接ロボット導入で高付加価値鉄骨製
作体制を構築する

大和信用金庫
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1833 2930210151 和歌山県 大阪精機工作株式会社 3170001000509
パルスカッティング技術による高硬度大型鋼材切断と
生産性向上の実現

株式会社商工組合中央金庫

1834 2930210160 和歌山県 有限会社ハヤシ精機 4170002003039
最新のＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による、生産性の
向上と人材の育成

株式会社あさひＣ＆ＣＯｆｆｉｃｅ

1835 2930210162 和歌山県 株式会社則種海産 6170001007146
和歌山から世界へ！「自動帯掛機」の導入による商品
パッキングの高度化

テントゥーワン税理士法人

1836 2930210164 和歌山県 株式会社アイガット 2170001013156
新しいジャガード裏毛の編み生地の生産と新生産シス
テムの構築

株式会社紀陽銀行

1837 2930210167 和歌山県 紀陽除虫菊株式会社 1170001005872
紛体自動充填包装機等の新規設備投資による増産体制
の確立と売上拡大

株式会社紀陽銀行

1838 2930210168 和歌山県 株式会社ＯＤＥＣ 1170001007563
革新的金属３Ｄプリンターを導入し、金属加工の不可
能を可能にする

株式会社あさひＣ＆ＣＯｆｆｉｃｅ

1839 2930210170 和歌山県 有限会社建創 3170002001373
機能性・デザイン性に優れた高品質のオーダーメイド
建具を短納期で提供する取組

株式会社紀陽銀行

1840 2930210173 和歌山県 有限会社紀南莫大小工場 7170002001139
ホームウェア向け高付加価値生地の丸編み工程の高度
化と生産性の向上

株式会社紀陽銀行

1841 2930210175 和歌山県 御坊自動車整備協同組合 1170005004202
先進安全自動車（ＡＳＶ）対応最新エイミング機器導
入による顧客車両の安心・安全の提供事業

小池知明

1842 2930210176 和歌山県 新星自動車
最先端塗装ブースの導入による「水性塗料」への対応
と競争優位性の強化

森下勉

1843 2930210177 和歌山県 株式会社紀之川製帽 6170001007773
先進横編機の導入によるデザイン性のある差別化製品
の開発と製造能力の拡大

株式会社南都銀行

1844 2930210181 和歌山県 株式会社サンアクティス 6120001080024
完熟温州みかんを３ヶ月以上鮮度そのまま保存する技
術による新規事業の展開

古屋敷博文

1845 2930210183 和歌山県 株式会社平成建機 1170001002944
最新式混合物選別装置を導入し廃棄物を有価物に転換
させる事業

きのくに信用金庫

1846 2930210184 和歌山県 株式会社山本進重郎商店 3170001003429
プレカット生産ラインのＬＡＮ環境整備と ＩｏＴの活
用による稼働率改善及び生産性向上

尾関俊寿

1847 2930210186 和歌山県 扶桑鍍金株式会社 2170001002852
万能研削盤導入による幅狭形状への下地処理とメッキ
処理の効率化

株式会社商工組合中央金庫

1848 2930210188 和歌山県 木下建設株式会社 8170001011443
和歌山県バイオマスタウン構想に対応した設備導入計
画

株式会社紀陽銀行

1849 2930210189 和歌山県 東洋機械加工株式会社 2170001002290
管理データの自動処理・加工最適計画による生産性向
上システム

和歌山商工会議所

1850 2930210191 和歌山県 有限会社土屋総合印刷 8170002002516
職人技が必要な版作りをデジタル自動化、働き方改革
を進める

きのくに信用金庫

1851 2930210192 和歌山県 株式会社信濃路 1170001001491
セントラルキッチンの有効活用による労働生産性・
サービス品質の向上

株式会社りそな銀行

1852 2930210199 和歌山県 株式会社ヴァイオス 1170001002622
高効率ＵＡＳＢ式メタン発酵処理システムの導入によ
る高濃度排水処理サービスの提供

西岡義高

1853 2931210001 鳥取県 アロー産業株式会社 1270001000145
紫外線（ＵＶ）ＬＥＤによる照射面劣化を防ぐ新開発
無機レジストインキ塗布技術の確立

公益財団法人鳥取県産業振興機構

1854 2931210003 鳥取県 気高電機株式会社 5270001002006
タップ加工工程における部品の供給・排出の自動化に
よる生産効率向上と増産体制の確立

公益財団法人鳥取県産業振興機構

1855 2931210004 鳥取県 鳥取電子株式会社 6270001000933 ３次元半田印刷検査装置導入による生産性向上計画 公益財団法人鳥取県産業振興機構

1856 2931210005 鳥取県 株式会社ウメカワ 5270001004019
一個流し生産の深化を通した生産力の向上と在庫削減
による資金繰りの改善

株式会社中国銀行

1857 2931210008 鳥取県 有限会社寿テント 7270002010278
テント生地専用の自動裁断機導入で、東京五輪特需の
「受注激増」に対応できる生産量拡大を実現

鳥取県商工会連合会

1858 2932210075 島根県 株式会社アサヒサーテクノ 8280001004188
無電解ニッケルーりんめっきにおける品質保証体制の
強化

公益財団法人しまね産業振興財団

1859 2932210077 島根県 有限会社植田精密工業 4280002006237
新設備導入で検査工程を一新し、取引先の大型製品や
短納期のニーズに応える

島根県商工会連合会

1860 2932210078 島根県 ヤマノ株式会社 2280001002461
窒素・タンパク質分析装置導入による品質保証及び高
付加価値製品の開発体制強化

公益財団法人しまね産業振興財団

1861 2932210080 島根県 有限会社垣崎醤油店 8280002009731
少量個包装タイプ調味料の新商品開発と生産性向上へ
の取組み

島根県商工会連合会

1862 2932210083 島根県 ヒラタ工業株式会社 4280001003672
上下ストローク付きハンガーショットブラスト導入に
よる外観品質向上と生産効率改善

公益財団法人しまね産業振興財団

1863 2932210085 島根県 有限会社カネヤ商店 1280002002635
生産設備導入による生産性向上、新商品開発による、
小売部門への新たな展開

島根県商工会連合会

1864 2932210089 島根県 シュブスタンス合同会社 3280003001205
ショックフリーザー等の導入によるアイスケーキの新
商品開発事業

島根県商工会連合会

1865 2932210090 島根県 株式会社大谷屋たたみ店 2280001002981
高度化した精度の高い畳の短期間での製造実現を図
り、販路拡大・直販部門強化を図る

島根県商工会連合会

1866 2932210091 島根県 株式会社大惣 6280001003241
独自のブリックス度調整技術で、フローズンしても美
味い”おはぎ”の増産体制の実現。

アイクス税理士法人

1867 2932210092 島根県 出雲造機株式会社 5280001002384
射出成型機用スクリューの仕上研磨工程における革新
的な生産プロセスの改善

公益財団法人しまね産業振興財団

1868 2932210095 島根県 株式会社島根久保田鉄工所 8280001004592
自動検査機による自動車足回り部品の生産性及び品質
保証力向上

公益財団法人しまね産業振興財団

1869 2932210097 島根県 有限会社竹内畳店 8280002001382
最新型框縫機・平刺し機導入による縁無し・半畳畳製
造の生産性革新と高品質化の実現

公益財団法人しまね産業振興財団

1870 2932210098 島根県 有限会社來間鉄工所 6280002007101
高速型パーツフィーダの水平加振方式を支える複雑形
状、高精度な基幹部品の加工方法確立

公益財団法人しまね産業振興財団

1871 2932210102 島根県 旭日酒造有限会社 8280002005061 作業効率化と新商品開発等による競争力強化事業 出雲商工会議所
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1872 2932210108 島根県 有限会社中村茶舖 4280002001618
アジア向けブランド力強化のための工程革新と抹茶体
験プログラム開発

松江商工会議所

1873 2933210294 岡山県 有限会社近藤鉄工所 7260002018124
高精度高効率測定技術を活用した全品品質保証体制構
築事業

株式会社トマト銀行

1874 2933210296 岡山県 アサヒ防災工事株式会社 6260001020362
「地域防災のため斜面・法面工事における鉄筋挿入工
の効率化に資する新技術の導入」

株式会社中国銀行

1875 2933210297 岡山県 株式会社小野開発 9260001023684 排水性道路等の路盤材に用いる粒径別石砂の製造事業 岡山県商工会連合会

1876 2933210298 岡山県 株式会社トングウ 6260001016534
総社市ソウルフード「揚げパン」の製造工程効率化に
よる、広域販売の強化

総社商工会議所

1877 2933210300 岡山県 ヒルタ工業株式会社 8260001018512
金型製造工程強化（生産性向上）によるコスト競争力
構築及び非定常時のサプライチェーンの維持

公益財団法人岡山県産業振興財団

1878 2933210302 岡山県 カモ井食品工業株式会社 7260001012937
ピーナッツの高度選別ライン導入による増加する需要
対応と利益確保

株式会社中国銀行

1879 2933210303 岡山県 青木被服株式会社 1260001018139
アパレルＣＡＤ／ＣＡＭとデザインシステム導入によ
る内製加工の一貫生産体制の構築

井原商工会議所

1880 2933210304 岡山県 光陽産業株式会社 6240001030529
せん断機（シャーリング）の材料送り込み装置更新に
よるコスト競争力の向上

株式会社中国銀行

1881 2933210306 岡山県 有限会社ティーエステック 3260002013343
熊本地震に耐えた耐震工法を、新特許を駆使して、さ
らにＣＱＤ改善

株式会社トマト銀行

1882 2933210308 岡山県 株式会社第二開発技工 6260001013894
３次元航空測量とトータルステーション測量を組み合
わせた橋梁上部工測量

株式会社中国銀行

1883 2933210309 岡山県 サンヨー・マシンパーツ株式会社 8260001006178
新設備導入により、生産性向上および高度化による商
品対応力強化事業

株式会社百十四銀行

1884 2933210311 岡山県 株式会社アドバン 4260001019514
スクールシャツの増産・納期対応強化に向けた工程と
管理の高度化取組

津山商工会議所

1885 2933210312 岡山県 共立コーテック株式会社 4260001013038
新型レーザ加工機導入による、工作機械部品の拡大・
農業機械部品への新進出

玉島信用金庫

1886 2933210314 岡山県 株式会社キビダンボール 9260001013000
最新型高性能カットマシン導入による新素材対応と複
雑形状加工による差別化事業

税理士法人アライズ

1887 2933210319 岡山県 三星金属株式会社 4260001023152 ブレーキプレス機導入による新事業展開と経営力向上 株式会社中国銀行

1888 2933210320 岡山県 吉河織物株式会社 4260001018367
レピア織機の緯（よこ）糸把持駆動機構と緯糸切断機
構の改良による多様な給糸に対応する製織の実現

井原商工会議所

1889 2933210321 岡山県 有限会社安田精米 5260002010173
地域産の米を用いた独自のブレンド米の開発・量産体
制を整備する

株式会社中国銀行

1890 2933210322 岡山県 株式会社アサヒメンテナンス 2260001020399
全国初の超高圧水表面処理システムを導入し、区画線
消去工事、災害復旧・復興等の新事業に進出

岡山県商工会連合会

1891 2933210323 岡山県 上田ブレーキ株式会社 4120001006988 ディスクライニング市場への参入に向けた品質の安定 御堂筋税理士法人

1892 2933210325 岡山県 有限会社陸正開発 6260002018257
小規模法面吹付工に対応した移動式システムによる新
サービスの提供

株式会社中国銀行

1893 2933210327 岡山県 オーエム機器株式会社 3260001017386
最新パネルベンダー導入による設計革新と付加価値の
創造

株式会社中国銀行

1894 2933210332 岡山県 なるみ機工株式会社 2260001027964
給排水ポンプ及びモーターの、出張現場における迅速
な分解修繕事業

岡山県商工会連合会

1895 2933210333 岡山県 株式会社落酒造場 3260001022931
日本酒製造における温度管理自動化による若者向け新
ブランドの競争力強化

岡山県商工会連合会

1896 2933210334 岡山県 株式会社タグチ工業 7260001004109
大型加工機導入による大型建機用アタッチメントの大
幅な生産性向上

株式会社中国銀行

1897 2933210341 岡山県 株式会社スーパードライチェーン 9260001015772
新型シーツアイロナー導入による業務改善を通じた障
がい者雇用の拡大と生産性向上に伴う利益体質化

税理士法人久遠

1898 2933210343 岡山県 株式会社エイワ・ライジング 4010401004330
パレタイザー導入による生産性向上と人手不足への対
応力強化

株式会社中国銀行

1899 2933210345 岡山県 有限会社景山精密 6260002014974
最新ＮＣ旋盤導入による競争力強化を通じた再生可能
エネルギー関連部品市場開拓

岡山県商工会連合会

1900 2933210347 岡山県 ｏｆｆｉｃｅソラマチ
Ｕｂｅｒ的Ｗワークで所得を向上させるマッチングサ
イトの提供事業

柿迫宏則

1901 2933210348 岡山県 三石耐火煉瓦株式会社 9260001021713
放射線治療設備の高エネルギー化ニーズに応える医療
分野向け放射線遮蔽セラミックスの開発

岡山県商工会連合会

1902 2933210349 岡山県 株式会社脇木工 6260001020346
ＭＯＭＯ ｎａｔｕｒａｌブランドのオーダーメイド家
具による幸せお届けサービス

津山商工会議所

1903 2933210352 岡山県 小田象製粉株式会社 5260001001628
微粉砕プレミックス粉による関西・九州地区の販路拡
大

株式会社中国銀行

1904 2933210354 岡山県 山陽鉄工株式会社 4260001026089
航空機部品受注拡大を目的とした検査システム構築と
三次元測定機の導入

倉敷商工会議所

1905 2933210355 岡山県 有限会社武田鐵工 6260002006071
コア技術であるフランジ加工技術を高め、農業機械車
軸部品等を受注する

岡山県商工会連合会

1906 2933210358 岡山県 サンク・ラスタ株式会社 3260001016264
働き方改革に向けたＡＩカメラ導入による畳表製造工
程の効率化

倉敷商工会議所

1907 2933210360 岡山県 豚平
スープＯＥＭ製造の製造工程及び提供方法の改善によ
る生産性向上事業

岡山県商工会連合会

1908 2933210361 岡山県 洋菓子工房ベルジェ
パティシエの岡山おみやげパイ‘白桃サクッとパイ’
の開発及び量産計画

岡山県商工会連合会

1909 2933210363 岡山県 有限会社アリモトスポーツ 7260002027678
（平成３０年度７月豪雨対策）愛用スポーツ用品への
独自装飾による高付加価値商品の提供

津山信用金庫

1910 2933210364 岡山県 有限会社中島鈑金塗装 2260002016066
岡山初、ワンストップＡＳＶ修理工場のための設備導
入事業

玉島信用金庫
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1911 幹事企業：株式会社久代屋ランドリー 
幹事企業：
4260001019448 

幹事企業：笠岡信用組合 

1912 連携体１：有限会社フルール 
連携体１：
6010802012723 

連携体１：株式会社三井住友銀行 

1913 連携体２：有限会社大佛 
連携体２：
4012402017154 

連携体２：多摩信用金庫 

1914 連携体３：有限会社Ｎｅｔｔ 
連携体３：
5470002002678 

連携体３：高松信用金庫 

1915 連携体４：有限会社白東 
連携体４：
9330002015137 

連携体４：熊本信用金庫 

1916
連携体５：株式会社クリーントピアぴいぷ
る北 

連携体５：
7130001004674 

連携体５：京都信用金庫 

1917 連携体６：株式会社Ｓｕｎドライ 
連携体６：
1140001108819 

連携体６：日新信用金庫 

1918 連携体７：株式会社第一ドライ 
連携体７：
4250002017088 

連携体７：株式会社山口銀行 

1919
連携体８：有限会社後藤ドライクリーニン
グ 

連携体８：
2390002014882 

連携体８：株式会社山形銀行 

1920 連携体９：有限会社ホープ愛媛
連携体９：
6500002006006

連携体９：株式会社愛媛銀行

1921 2933210370 岡山県 ネッツ・ソリューション株式会社 8260001004909 インペラの一貫加工による収益性向上と競争力強化 株式会社商工組合中央金庫

1922 2933210373 岡山県 星尾とうふ店
多品種の豆腐商品製造により他店と差別化を図り新規
顧客を獲得する

岡山県商工会連合会

1923 2933210374 岡山県 バンビ株式会社 2260001021661
ライトＲＴＭを使用した製造方法の簡素化と精度向上
による競争力強化

株式会社中国銀行

1924 2933210375 岡山県 株式会社旭光 4260001002098
高性能マシニングセンター導入による切削加工技術の
高度化と生産性向上

株式会社シェアードバリュー

1925 2933210376 岡山県 株式会社アイテムワン 6260001032184
リビルド品によるディーゼル自動車用ＤＰＦマフラー
（ディーゼル微粒子捕集フィルター）リサイクルサー
ビス事業

株式会社中国銀行

1926 2933210378 岡山県 船橋歯科医院
スーパーエナメル治療をワンビジットトリートメント
で受診できる院内体制の確立

株式会社中国銀行

1927 2933210380 岡山県 株式会社イタミアート 2260001008618
「ＥＣＯ Ｆｒａｍｅｌｅｓｓ」を用いた効果的な新し
い宣伝媒体の提案

株式会社中国銀行

1928 2933210381 岡山県 ムサシ食品工業株式会社 9260001020896 漬物製造に係る冷蔵施設用冷凍機導入で生産性向上 岡山県商工会連合会

1929 2933210382 岡山県 有限会社小見山木工 5260002023687 人工大理石の加工業務の効率化と販売力強化 吉備信用金庫

1930 2933210385 岡山県 岡南プレス工業株式会社 7260001002368
建機部品の高品質一貫生産に向けた極低スパッタ溶接
ロボットの導入

岡山県経営コンサルタント事業協同組合

1931 2933210387 岡山県 株式会社佐田建美 9260001022793
ＣＮＣマシニングセンタ導入による製造工程の改善お
よびオリジナル木製品の競争力強化

岡山県商工会連合会

1932 2933210391 岡山県 鷹取醬油株式会社 5260001021601
取引先ＰＢ商品対応強化に向けた当社業務プロセス改
善事業

野波守

1933 2933210393 岡山県 有限会社ミルクパーラー 7260002033305
『三機一斉導入による革新的な生産性向上とブランド
力アップに向けた創出時間活用策』

藤井克己

1934 2933210394 岡山県 株式会社双葉店飾社 9260001005914
防炎ラベルを冠した防炎製品の提供サービスで販路拡
大計画

株式会社中国銀行

1935 2933210399 岡山県 株式会社アイスライン 5260001000101
岡山の天然水１００％使用の「かちわり氷」生産自動
化による収益拡大

株式会社伊予銀行

1936 2933210401 岡山県 神免紙器株式会社 1260001018543
業務基幹システムの導入による段ボール生産体制の全
体最適化・生産性向上事業

玉島信用金庫

1937 2934210410 広島県 株式会社アース 6240001035569
自動車の鈑金塗装技術を活用した工業系機械及び自動
車部品（パーツ）等への高付加価値塗装の開拓

竹村丙喜

1938 2934210417 広島県 株式会社あらい 3240001016522 土壌汚染検査用急速削孔観測井戸削井機の導入 株式会社広島銀行

1939 2934210418 広島県 新中央工業株式会社 4240001004708
ガソリン計量機部品等の品質保証体制の強化及び検査
の生産性８０％向上

広島信用金庫

1940 2934210419 広島県 株式会社ハーテック・デンタルサービス 1240001024163 ３Ｄプリンター導入による製作工程のＩＣＴ化の促進 田中芳明

1941 2934210420 広島県 有限会社アクティブワーク 6240002039123
高速バリ取り機を導入した、仕上げ加工の新規生産ラ
インを構築し、生産性を向上させる事業

株式会社中国銀行

1942 2934210425 広島県 広島銘木産業株式会社 3240001034367
高周波減圧乾燥装置導入による生産効率の向上及びそ
れに伴う販路の拡大

三好建弘

1943 2934210426 広島県 有限会社三光建設 8240002047504
鉄筋加工の内製化率向上による土木工事完全ワンス
トップ化への挑戦

広島県商工会連合会

1944 2934210427 広島県 株式会社ウエストヒル 4240001001044
高周波装置を利用した新施工法の確立による業務効率
向上計画

山本洋介

1945 2934210428 広島県 有限会社森脇水産 7240002036978
最先端設備を導入し、世界遺産宮島の牡蠣をブランド
化して国内外へ拡販

株式会社広島銀行

1946 2934210430 広島県 株式会社のば 4240001025209
小動物向け低侵襲獣医療サービス「腹腔鏡手術」の開
発・導入

税理士法人Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ

1947 2934210432 広島県 今中物産株式会社 7240001037787
酢こんぶ製品の乾燥技術高度化による生産性向上と高
品質化事業

株式会社中国銀行

1948 2934210433 広島県 株式会社渡辺電機製作所 9240001032621
ＴＩＧ溶接工程の自動化による品質精度の向上及び生
産体制の確立

株式会社広島銀行

1949 2934210435 広島県 株式会社ボストン 6240001010803
カカオ豆から作る世界で唯一のオリジナル高級チョコ
レートの製造工程確立と生産性の向上

呉信用金庫

2933210365
ＩＴ自動お渡し機が可能にする、３６５日フルタイム
受付＆引取システムによる次世代スマートクリーニン
グの実現

岡山県
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1950 2934210437 広島県 有限会社神田鉄工所 1240002040143
ＮＣ円テーブル付き最新型４軸マシニングセンタ導入
による生産性向上及び収益基盤の強化

池永経営会計税理士法人

1951 2934210441 広島県 福豊精工株式会社 3240001025119
革新的自動切断機導入で実現する自動運転による生産
性向上と働き方改革

株式会社もみじ銀行

1952 2934210442 広島県 河商鉄工株式会社 8240001025650
安全性、高機能性から多様化するグレーチングの多品
種小ロットの生産性向上計画

株式会社広島銀行

1953 2934210448 広島県 南国工業株式会社 7240001022962
高速・高精度、鋼板切断能力拡大による大型精密板金
溶接部品の受注拡大

広島信用金庫

1954 2934210449 広島県 帝旺グラビア印刷株式会社 6240001023953
紫外線遮断食品フィルムの開発及び小ロット・オー
ダー受注体制の構築

東京中央経営株式会社

1955 2934210451 広島県 中野建設株式会社 4240001037451
ＧＰＳ付電子コンパスを導入し、業務効率の改善によ
る生産性向上を図る

株式会社もみじ銀行

1956 2934210453 広島県 株式会社小山オフセット印刷所 9240001030641
インキ量管理システム導入による同人誌原稿の高精
細・高品質、短納期化

税理士法人みなと元町会計事務所

1957 2934210454 広島県 共同食品工業株式会社 3240001026868 ミクロカッター導入による原料調達の自由度拡大 株式会社商工組合中央金庫

1958 2934210457 広島県 株式会社上垣組 6240001022451
測量のスピードアップ・提案力向上による民間開発工
事への積極展開

株式会社アルマ経営研究所

1959 2934210458 広島県 星野木工株式会社 2240001034418
新型複合ボーリングマシンの導入により、増加するイ
ンバウンド需要を獲得

株式会社アルマ経営研究所

1960 2934210459 広島県 ケーエス商会株式会社 3240001039283
液体凍結システム導入により養殖活水産品を国内外へ
販路拡大

広島県商工会連合会

1961 2934210463 広島県 株式会社ＭＡＳ 5240001025166
新工法「Ⅴ溝折り曲げ工法」を実用化し、生産力の強
化を図る

株式会社広島銀行

1962 2934210464 広島県 株式会社ピーターパン 3240001031752
長距離輸送にも耐えうる密閉性の高い包装技術導入に
よる生産性向上と商品価値向上計画

株式会社広島銀行

1963 2934210466 広島県 有限会社重松鉄工所 8240002049772
受注増加に対応する為、ＮＣ旋盤導入し生産能力向上
を図る

株式会社もみじ銀行

1964 2934210472 広島県 舛元木工株式会社 8240001025031
新型ボーリングマシンの導入により、マスカスタマイ
ゼーションの実現を目指す

株式会社もみじ銀行

1965 2934210475 広島県 株式会社ＴＯＤＡ 2240001016655 先端設備導入でボトルネックを解消し生産性を向上 株式会社もみじ銀行

1966 2934210477 広島県 株式会社神石高原みたんぼ 8240001046011
ドローン技術導入によるコメの防除工程の生産性向上
事業

広島県商工会連合会

1967 2934210479 広島県 有限会社松本商店 2240002034128
海苔製造ラインの包装設備導入による生産性効率向上
及び品質向上

株式会社山口銀行

1968 2934210480 広島県 有限会社ワーカブル 6240002043819
業界初の『振れゼロ』実現による精密加工プロフェッ
ショナル企業の確立

株式会社もみじ銀行

1969 2934210481 広島県 株式会社栄工社 6240001029406
産業用基板製作工程への最新マウンタ装置導入と多能
工化推進による品質と生産性の向上

株式会社中国銀行

1970 2934210484 広島県 有限会社ｄｒ－ｗａｎｗａｎ．ｃｏｍ 2240002046536
４Ｋ腹腔鏡システムによる革新的手術手技の確立と
サービスの提供

株式会社ビジネスブレイン

1971 2934210487 広島県 とびしま柑橘工房株式会社 6240001043613
メレンゲ菓子の生産力増強によるインテリア雑貨店等
の新業態の販路開拓

広島県商工会連合会

1972 2934210488 広島県 株式会社木村工業 5240001027410
溶湯品質改善に航空機部品用溶湯処理装置を活用した
アルミニウム鋳造品の高品質化

公益財団法人くれ産業振興センター

1973 2934210489 広島県 株式会社ヒロコージェットテクノロジー 4240001026470
三次元測定機導入による高精度の品質保証かつ高能率
での生産性向上

呉信用金庫

1974 2934210498 広島県 松本株式会社 5240001035850
生地裁断工程及び縫製ポケット付工程の最新技術導入
による改善

税理士法人二宮事務所

1975 2934210500 広島県 日プレ株式会社 6240001046228
自社開発の製品・特許の活用による部品加工の生産性
向上計画

株式会社広島銀行

1976 2934210502 広島県 株式会社アート・デンタル 3240001018114
口腔スキャナー（３Ｄ）対応のＣＡＤ／ＣＡＭ設備導
入による歯科技工の革新的サービス体制確立

広島信用金庫

1977 2934210504 広島県 株式会社ヒロヨシ 9240001039749
船舶用家具の品質・生産性向上と船舶用家具市場にお
ける差別化

株式会社もみじ銀行

1978 2934210507 広島県 シグマー電機工業株式会社 3240001004568
小型部品搭載機の導入による試作基板等の部品実装の
品質と生産性向上の実現

広島県商工会連合会

1979 2934210508 広島県 東洋合成株式会社 7240001015306
破砕機の装着可能な油圧ショベル導入による廃棄物処
理加工の内製化

広島県商工会連合会

1980 2934210510 広島県 山崎歯科クリニック
最先端ＣＴ機器を活用した地域の難関治療の引き受け
による、フラッグシップ化

株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

1981 2934210511 広島県 有限会社中国金型 1240002029228
新鋭放電加工機導入によるプロセスの改善と生産性向
上

株式会社広島銀行

1982 2934210515 広島県 広島日本電子工業株式会社 3240001009542
レーザ焼入れ技術を活用した大幅な生産性向上と新技
術の開発による競争力強化

株式会社Ｇサポート

1983 2934210522 広島県 ダックケーブル株式会社 1240001006384
“未病予防”をキーワードに、ＩｏＴを活用したメン
タルヘルスケアサービスの構築

株式会社広島銀行

1984 2934210524 広島県 クラタ食品有限会社 9240002040350
アルコールフリーの冷凍蒸し中華麺によるムスリム・
ベジタリアン市場への新商品開発（アルコールフ
リー・アニマルフリー レンジアップラーメン）

福山商工会議所

1985 2934210527 広島県 株式会社サトシゲ 6240001030719
需要高まるＣＬＴ材を用いた造作材製造体制の構築及
び普及に向けた新展開

株式会社広島銀行

1986 2934210528 広島県 朝日商会有限会社 4240002046575
歴史ある府中家具の匠技術を活かした“次世代型ＣＬ
Ｔ製造”の内製化と短納期、多品種小ロット対応

株式会社もみじ銀行

1987 2934210529 広島県 有限会社ナカムラ鉄工 7240002028091
高速，高精度ベンディングマシン導入による生産性，
受注量の拡大

広島県商工会連合会

1988 2934210530 広島県 篠原テキスタイル株式会社 4240001030885
独自の高機能なエシカル・デニム生地の開発及び生産
体制の構築

広島県商工会連合会
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1989 2934210531 広島県 株式会社セイキ 1240001005337
薄畳などに対応した最新設備導入とインバウンド需要
により売上利益拡大

公益財団法人広島市産業振興センター

1990 2934210533 広島県 株式会社ＨＥＩＳＥＩ ＷＯＲＫＳ 9240001047396
経験の浅いオペレータが使いやすいＣＮＣ旋盤の導入
による社内生産体制の構築

広島県商工会連合会

1991 2934210536 広島県 森永工業株式会社 1240001028255
研磨作業の自動化による、生産性の向上と多能工化及
び機械の多台持ち体制の構築を目指す

堀和行

1992 2934210537 広島県 パレ・フタバ株式会社 8120901007999
自動裁断システム導入による高付加価値特許商品の社
内一貫生産体制構築と量産ニーズ対応

株式会社広島銀行

1993 2934210538 広島県 有限会社菅鉄工所 9240002049747
パイプ曲げ加工の高精度化による生産効率向上と加工
工程の最適化

広島県商工会連合会

1994 2934210539 広島県 株式会社香木堂 5240001052672
生産性・食の安全性向上と新商品開発による新たな販
路拡大の実現

広島県商工会連合会

1995 2934210540 広島県 株式会社福嶋製作所 7240001029529
ディーゼルエンジン等鋳造向け木型製造に対する顧客
要求の高精度の実現

株式会社もみじ銀行

1996 2934210541 広島県 有限会社シンセイ 9240002031044
緩衝材加工の内製化でリードタイム短縮とコスト低減
を図り受注拡大を目指す

広島県商工会連合会

1997 2934210543 広島県 なかがわ石材店
自走クレーン導入で多様化するお墓ニーズに対応する
体制を整える

広島県商工会連合会

1998 2934210544 広島県 川根柚子協同組合 6240005012655
川根柚子ブランドの商品安定供給と受注拡大を図るた
めの設備増強計画

広島県商工会連合会

1999 2934210545 広島県 株式会社光 5240001009739
世界唯一の技術力で制作する「立体形状の圧縮タオ
ル」のデザイン性強化により新市場開拓

広島商工会議所

2000 2934210546 広島県 奥田工作所
ＮＣフライス盤の新規導入による組立治具用位置決め
基準ピンの生産性向上

広島県商工会連合会

2001 2934210548 広島県 株式会社キャステム 4240001034952
極小・複雑形状・特殊材料である高度医療部材に関す
る製造技術の確立と安定量産化への取り組み

株式会社中国銀行

2002 2934210549 広島県 株式会社江波工作所 7240001001487
最新型ＮＣ旋盤と熟練作業者の融合によるリードタイ
ム短縮及び半自動化

株式会社広島銀行

2003 2934210552 広島県 協同精機株式会社 6240001030388
経営革新計画に基づく新分野参入をバックアップする
生産体制作り

福山商工会議所

2004 2934210553 広島県 宏栄産業株式会社 5240001030505
ＮＣ木工旋盤の導入による木製ペングリップ生産体制
の構築

公益財団法人ひろしま産業振興機構

2005 2935210203 山口県 礒金醸造工場
生産工程革新による、甘酒と生米麹の生産性向上で、
機会損失を解消し売上拡大

西中国信用金庫

2006 2935210206 山口県 吉本歯科医院
先端設備導入による革新的な歯科医療展開で顧客満足
度と生産性向上

株式会社西京銀行

2007 2935210208 山口県 フードテック株式会社 4250001015217
全国の菓子屋、食品企業向けの新商品求肥シートの開
発

株式会社山口銀行

2008 2935210209 山口県 株式会社ふじたプリント社 2250001009229
最新オフセット印刷機導入による生産性向上及び小
ロット・短納期市場開拓

株式会社西京銀行

2009 2935210220 山口県 株式会社梅本商会 1250001009411
建築・製造分野の人手不足を解消する鋼材販売サービ
スの提供

株式会社西京銀行

2010 2935210222 山口県 畳工房いくた
畳＝和室からの脱却、ライフスタイルに合ったオー
ダーメイド置き畳の提案で商圏拡大

株式会社山口銀行

2011 2935210223 山口県 有限会社みつや・トロアメゾン 6250002006444
主力商品計画生産と地元食材新商品の製造環境構築で
の市場浸透・拡大

権藤和幸

2012 2935210225 山口県 協和機工株式会社 3250001001473
新型トルクレンチの導入でトルク管理の見える化を図
り新規顧客層を開拓

株式会社西京銀行

2013 2935210227 山口県 株式会社ハニードライ 7250001006980
医療・介護施設入所者の私物衣類に特化した洗濯代行
サービスの開発・提供

株式会社山口銀行

2014 2935210229 山口県 株式会社ミツヤ 1250001015277
レーザークリーニング装置導入による鋼構造物インフ
ラ補修作業の革新

株式会社西京銀行

2015 2935210231 山口県 株式会社エムビーエス 9250001004074 ＲＰＡを活用した業務品質の向上と営業力強化 税理士法人いそべ

2016 2935210237 山口県 株式会社島津商会 2250001003818
品質の劣る廃プラスチックから高品質なフィルムへの
リサイクル

株式会社山口銀行

2017 2935210238 山口県 株式会社日報ステーション 4250001008567
小規模企業を支援する応援日報コンサルティングシス
テムの開発

株式会社西京銀行

2018 2935210239 山口県 株式会社ＭＩＨＯＲＩ 6250001000753
有機野菜ペースト製造設備の高度化による食品製造プ
ロセスの確立

株式会社山口銀行

2019 2935210242 山口県 中国電化工業株式会社 7250001002096
医療機器の新しい滅菌方法に対応した高機能陽極酸化
皮膜の開発及び事業化

株式会社西京銀行

2020 2935210243 山口県 有限会社梅乃葉 4250002013640
「剣先イカ炙り焼き」の生産工程改善による製造原価
低減と販路開拓

株式会社山口銀行

2021 2935210244 山口県 共同産業株式会社 9250001009899
３次元測量サービスを活用したＩＣＴ施工の取組みと
女性の戦力化を実現

株式会社西京銀行

2022 2935210245 山口県 株式会社平清 7250001017029
山口県初！先祖伝来の天然鮎押し寿司の製造ラインの
構築と製造販売

公益財団法人やまぐち産業振興財団

2023 2935210246 山口県 株式会社林商店 2250001009187 鉄骨ＣＡＤシステム導入による鉄骨設計業務の効率化 株式会社西京銀行

2024 2935210247 山口県 わたなべ歯科診療所
三次元画像診断を利用した歯周組織再生療法の実現と
総合病院との連携による全身疾患予防の確立

株式会社西京銀行

2025 2935210250 山口県 株式会社ミヤハラ 8250001009735
３次元測定機導入による立体形状の検査精度体制の確
立

株式会社伊予銀行

2026 2935210251 山口県 大興工業株式会社 3250001011448
ＩｏＴやクラウドを用いた保守業務の高度化と従業員
の技術・技能の継承

株式会社山口銀行

2027 2935210253 山口県 株式会社巧健 8250001014149
ファイバーレーザー溶接機導入による高付加価値板金
溶接製品の生産性向上の構築

株式会社広島銀行
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2028 2935210255 山口県 株式会社岩中製作所 4250001012255
カイゼンカメラを活用した「生産現場の見える化」に
よる生産性向上と技能承継

株式会社もみじ銀行

2029 2935210257 山口県 安全自動車株式会社 1250001011111
ＡＳＶ（先進安全技術自動車）および水性塗料に対応
する板金塗装ラインの構築

柳井卓正

2030 2935210258 山口県 徳山興産株式会社 5250001009069
奈切工場の新生産管理システム導入による生産、開発
能力の強化と２工場一体化生産管理の実現

株式会社山口銀行

2031 2935210260 山口県 株式会社ナガオカ 1250001007704
日本初  商品品質を長期にわたり保持することを可能
にする連続冷凍システムの開発

株式会社山口銀行

2032 2935210263 山口県 有限会社梶谷工業 6250002006980
環境性能に優れた「（竹繊維＋バーク）苗床」の事業
化による売り上げ倍増実現

株式会社山口銀行

2033 2935210264 山口県 株式会社吉祥 5250001003146
急速冷凍システムと自動揚げ機による、仕出し弁当製
造工程の生産性向上

特定非営利活動法人横浜中小企業診断士会

2034 2935210266 山口県 株式会社テクノウェル 1250001009758
水素ステーション用超高圧配管ユニットシステムのワ
ンストップ製作体制の構築

株式会社山口銀行

2035 2935210267 山口県 株式会社澄川酒造場 8250001008126
海外市場への商圏の拡大に向けた品質管理体制の強化
と作業効率の向上

株式会社山口銀行

2036 2935210268 山口県 株式会社木原組 2250001008569
デジタル技術の導入による化学プラント向けリバース
エンジニアリングの事業化

防府商工会議所

2037 2935210269 山口県 やまぐち県酪乳業株式会社 4250001006975
キャップ付き大型紙パック製品を製造することによる
販路拡大

株式会社山口銀行

2038 2935210270 山口県
有限会社メディカルソフトウェアラボラト
リー

3260002021643
低コストと医療事業継続計画を両立させた統合型医療
ＩＣＴクラウドシステムのためのシステム基盤の導入

税理士法人いそべ

2039 2935210273 山口県 静食品株式会社 8250001013621
ジビエ加工品の開発製造と、山口県産和牛１００％ウ
インナーの開発製造

公益財団法人やまぐち産業振興財団

2040 2935210274 山口県 和宏産業株式会社 6250001011759
測量コンサルタント会社との連携による、ドローンを
利用した測量事業の実施

株式会社山口銀行

2041 2935210275 山口県 株式会社アン・シャーリー 9250001007705
山口県産農作物を活用した、当社オリジナルドーナツ
の新開発

西中国信用金庫

2042 2935210280 山口県 徳山計量器株式会社 1250001009064 分銅の販売　及び　修理　メンテナンス 株式会社商工組合中央金庫

2043 2936210141 徳島県 大亜ツール工学株式会社 2480001001294
小規模事業者でも出来る！マシニングセンター５軸加
工機化計画

株式会社阿波銀行

2044 2936210147 徳島県 株式会社ドリームハウス 2480001004685
延反機およびプロッター導入による裁断工程の省力化
及び受注拡大

徳島県商工会連合会

2045 2936210151 徳島県 小石製作所
小型切削加工による未利用木材を活用した製品の試作
開発

鍛昌志

2046 2936210152 徳島県 協業組合徳島印刷センター 3480005000655
スーパー１００年印刷（清潔で色あせない技術と更に
丈夫で長持ち経年劣化に強い印刷製品）で新しい印刷
需要の開拓

株式会社阿波銀行

2047 2936210153 徳島県 有限会社阿波食品 8480002010149 新商品　鶏肉加工品（レトルト食品）の開発 株式会社井上総合事務所

2048 2936210154 徳島県 有限会社大坂工務店 5480002013930
木工加工機導入による３次元曲面オリジナルデザイン
加工の商品化事業

阿南信用金庫

2049 2936210157 徳島県 東光株式会社 7480001001777
リンパ浮腫患者様向け及び身体障害者向け新機能（着
脱容易＆履き心地さの向上）付き弾性衣料の開発

公益財団法人とくしま産業振興機構

2050 2936210160 徳島県 株式会社ファウント 7480001007386
食品・薬品製造機械の特殊部品加工における精度と能
率向上

株式会社阿波銀行

2051 2936210161 徳島県 有限会社冨士木工 8480002015775
最新式の高性能スライドソー導入による生産性向上事
業

徳島県商工会連合会

2052 2936210163 徳島県 有限会社柚冬庵 2480002014353
「木頭ゆず」を活用した新商品の販路開拓に向けた供
給体制の構築

徳島県商工会連合会

2053 2936210164 徳島県 株式会社本家松浦酒造場 8480001010026
高級酒の海外輸出量増加のための増産体制強化と品質
向上

株式会社徳島銀行

2054 2936210165 徳島県 有限会社前田食糧 2480002015847
話題沸騰中のもち麦ともち麦粉を使った類似品のない
安心安全な加工食品の開発と販売

株式会社井上総合事務所

2055 2936210168 徳島県 西地食品有限会社 5480002013468
柑橘皮を殺菌処理加工した製品の量産化と海外への販
売展開

株式会社阿波銀行

2056 2936210169 徳島県 株式会社小谷義肢 7480001000671
義肢装具三次元切削システム導入による手作業の変革
事業

税理士法人すばる会計

2057 2936210170 徳島県 米崎印刷株式会社 2480001007242
地域観光情報誌発刊で地域活性化実現と受注型製造業
脱却をめざす

阿南信用金庫

2058 2936210171 徳島県 株式会社みやび 8480001006412 耕作放棄地・休耕田を利用した季節型別農業の実施 株式会社四国銀行

2059 2936210175 徳島県 有限会社福屋 5480002003907
水溶性阿波藍色素を使用した菓子で東京２０２０市場
の創成と生産性向上

徳島信用金庫

2060 2936210179 徳島県 かねこみそ株式会社 3480001005402
独自の製麹装置の導入による多品種少量生産と付加価
値向上への取組

株式会社阿波銀行

2061 2937210001 香川県 株式会社おおみね 8470001012130
消費者が求める新たな冷凍さぬきうどんの事業化に向
けた設備投資

株式会社香川銀行

2062 2937210005 香川県 株式会社三祥 8470001005571
レーザ切断加工システムの確立による生産性向上及び
強固な基盤体制作り

税理士法人合同経営

2063 2937210008 香川県 株式会社村上製作所 5470001004015
ロボット及びＩＯＴの活用による高付加価値な生産体
制の確立

公益財団法人かがわ産業支援財団

2064 2937210011 香川県 有限会社中西水産 2470002005064
全自動乾海苔製造機の導入による品質向上・コスト削
減と生産量増加による売上拡大

和泉潤

2065 2937210014 香川県 有限会社サンエス 7470002016602
最新型レーザー切断機導入で、製造費用の削減及び工
期短縮により生産性の向上を目指す。

観音寺信用金庫

2066 2937210017 香川県 長尾工業所
フルデジタル溶接機導入及びＩｏＴシステム導入によ
る製造管理体制の構築

石丸正人
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2067 2937210020 香川県 有限会社溝渕溶工 7470002011017
アルミ製バルクカートの生産を足がかりとした、航空
関係への進出事業

観音寺信用金庫

2068 2937210023 香川県 株式会社小西興発 5470001010608
最新型充填砂包装機導入による生産性向上と作業環境
の改善

観音寺信用金庫

2069 2937210027 香川県 株式会社平和鉄工所 4470001009279
ハイブリッド・ドライブベンダーの導入による生産性
向上・競争力強化

株式会社百十四銀行

2070 2937210028 香川県 安田技研株式会社 8470001007725
最新鋼板折り曲げ加工機と自社開発特許申請特殊金型
による鋼板曲げの新工法で製品の高精度化と短納期化
を実現する

山本純

2071 2937210031 香川県 株式会社麺棒 8470001008351
大手コンビニエンスストアへの惣菜商品展開と麺質改
善による売上拡大と利益向上

中林孝司

2072 2937210034 香川県 タクマ技研工業株式会社 6470001010565
先端設備を導入し、効率化を図り、歪みの無い高品質
な製品作り計画

香川県商工会連合会

2073 2937210036 香川県 橋本特殊工業株式会社 8470001003369
最新ＮＣ自動チップソー研磨機の導入によるアルミ圧
延製品向け低騒音チップソーの性能及び生産性の向上

公益財団法人かがわ産業支援財団

2074 2937210038 香川県 株式会社コレヤ 1470001016749
立体造形の溶接効率を飛躍的に向上させる「３次元溶
接」

株式会社中国銀行

2075 2937210039 香川県 サンエイ株式会社 8470001001554
物流・ＥＣ市場の成長に対応した独自特許工法の高度
化

株式会社香川銀行

2076 2937210040 香川県 ニューデンタルリサーチ株式会社 3470001006797
義歯等製作工程の刷新を通したサービスの高付加価値
化と利益体質への変革

株式会社中国銀行

2077 2937210041 香川県 有限会社ダイコク 3470002000155
四国初の「水平型大型振動ふるい機」の導入による庵
治石業界における資源循環システムの構築

株式会社香川銀行

2078 2937210042 香川県 亀野鉄工有限会社 7470002016593
最新型ハイブリッド・ドライブ・ベンダーの導入によ
る作業工程の効率化及び生産性の向上

観音寺信用金庫

2079 2937210043 香川県 原溶接工業所
「スーパーアクティブ溶接法」技術導入による溶接の
高速化・高精度化・作業工程の削減

観音寺信用金庫

2080 2937210044 香川県 伊藤製麺所
補助機材導入による生産効率品質向上及び若手雇用促
進事業

株式会社百十四銀行

2081 2937210048 香川県 株式会社オーキッド 3470001005213
新規事業の開拓及び既存事業規模拡大に伴う生産性向
上のための設備導入計画

株式会社百十四銀行

2082 2937210049 香川県 吉原食糧株式会社 1470001009240
おいしさと機能性に優れた大麦粉体の開発、及び粉砕
技術の確立

株式会社百十四銀行

2083 2937210052 香川県 株式会社スナガワ 5470001011647
特急品に対応できる戦略的生産管理システム構築によ
る生産性の向上

香川県商工会連合会

2084 2937210302 香川県 株式会社エヌディシージャパン 2470001000735
発注管理、顧客管理のＩＴ化で客層の特徴をととらえ
た品揃えを実現

吉川和良

2085 2937210303 香川県 岩崎食品株式会社 2470001000586
高感度の自動海苔選別機を導入し、異物が混入した海
苔製品を出荷するリスクを削減する

株式会社エクステンド

2086 2937210304 香川県 やまさきペットクリニック
民間四国初！動物血液透析装置により動物の命をつな
ぐ高度医療の提供

高松信用金庫

2087 2937210305 香川県 株式会社ウエストアライアンス 1470001006015
新ＩＴシステム導入による自動販売機商品の付加価値
向上戦略

株式会社高知銀行

2088 2937210306 香川県 有限会社電マーク 3470002007704
ドローン測量の新技術導入による生産性向上と精度安
定化の実現

高松商工会議所

2089 2937210314 香川県 株式会社ネクスト・ウィズダム 6470001017040
地域の社会資源を最大限に活用する業界初の双方向対
話型コールセンターの設置

高松信用金庫

2090 2937210315 香川県 松井歯科医院
院内完結型下顎調整用スプリント治療の確立による睡
眠時無呼吸症候群治療の提供

株式会社百十四銀行

2091 2937210317 香川県 かさいデンタルクリニック
患者の骨格を基準に最適な適合を実現する歯科治療方
法の開発

松永智子

2092 2938210004 愛媛県 株式会社中央動力 3500001010102
新たな装置導入によるボイラ設備メンテナンスにおけ
るボイラチューブ抜管工事の改善事業

株式会社西条産業情報支援センター

2093 2938210005 愛媛県 株式会社萩尾鉄工所 4500001010217 建設機械関連部品の労働生産性向上事業 株式会社百十四銀行

2094 2938210006 愛媛県 明紀エンジニアリング株式会社 9500001020186
ミニ・クローラークレーン導入による作業工程の抜本
的な改善と生産性の向上

観音寺信用金庫

2095 2938210007 愛媛県 有限会社田中鉄工所 1500002016637
超高硬度圧延ロール高精度加工技術の開発及び多台持
ちによる生産性向上

株式会社伊予銀行

2096 2938210009 愛媛県 えひめ洋紙株式会社 7500001000859 紙加工への進出による納期短縮と収益確保 株式会社愛媛銀行

2097 2938210012 愛媛県 エネロ株式会社 9500001001698
ＬＰガス容器自動マーキング装置によるオートメー
ション化・高デザイン容器制作事業

株式会社伊予銀行

2098 2938210014 愛媛県 株式会社石材振興会 4500001002346
新ＧＰＳ測位技術「ＲＴＫ」を用いた墓地管理サービ
スの事業化

株式会社伊予銀行

2099 2938210015 愛媛県 ベスト産業株式会社 4500001003625
ＡＩを活用した「エクステリア・ビジュアル提案サー
ビス」の導入による受注拡大

愛媛信用金庫

2100 2938210016 愛媛県 安永広告株式会社 3500001004178
気象センサー（ＩＯＴ）を活用したデジタルサイネー
ジの導入による新事業の確立

株式会社愛媛銀行

2101 2938210017 愛媛県 株式会社山鐵 6500002008704
「段取り鉄筋ユニット工法」の導入による生産性向上
と受注拡大

株式会社愛媛銀行

2102 2938210018 愛媛県 一宮運輸株式会社 4500001009622
バラ物自動仕分けシステム（ＰＡＳ）導入による省人
化と物量増加への対応

森田正雄

2103 2938210019 愛媛県 新興工機株式会社 9500001002044
携帯型三次元ＣＡＤ・ＣＡＭシステムを活用した、実
験用冶具設計・受注の効率化

株式会社伊予銀行

2104 2938210020 愛媛県 四国熱錬株式会社 2500001009913
エコーチップ５５０及びポータブル硬度計導入による
硬度測定の精度向上

株式会社愛媛銀行

2105 2938210022 愛媛県 株式会社中温 5500001002691
基幹業務システムと現場情報管理機器の導入による生
産性向上事業

松山商工会議所
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2106 2938210025 愛媛県 入江工研株式会社 3010001070443
高剛性・大型立形マシニングセンターの導入による高
性能加工技術の確立

株式会社商工組合中央金庫

2107 2938210026 愛媛県 有限会社おおかめ調剤薬局 1500002009640
在宅業務とかかりつけ薬局業務を拡充するための調剤
工程の効率化

株式会社愛媛銀行

2108 2938210028 愛媛県 株式会社シーネット 3500001014664
ロールラベル検査装置導入による作業の効率化、品質
管理体制の高度化が可能にする新分野への進出

観音寺信用金庫

2109 2938210031 愛媛県 サンヨー食品株式会社 2500001014640
ランク選別用Ｘ線検査装置導入による牡蠣フライ用原
料牡蠣の、低コスト化と品質及び生産性向上

観音寺信用金庫

2110 2938210036 愛媛県 小富士モータース
コンピューター調色システムの導入による顧客への車
体色の提案方法の確立及び調色作業の効率化

株式会社愛媛銀行

2111 2938210038 愛媛県 協和紙工株式会社 2500001014260
当社独自の受注システムに対応する為、便箋製本機の
導入

株式会社伊予銀行

2112 2938210042 愛媛県 株式会社プラス機工エンジニアリング 5500001007360
カラーカメラによる、農産物の表面腐れ・欠陥（障
害）の自動選別機機械の開発

株式会社愛媛銀行

2113 2938210043 愛媛県 株式会社善家自動車 9500001020590
自動制御化された自動車を確実に整備する為の最新鋭
車両測定機導入

株式会社伊予銀行

2114 2938210050 愛媛県 髙橋賢次
愛好家が待ち望むカカオのテロワールの追求及びチョ
コレートの安定供給

愛媛信用金庫

2115 2938210051 愛媛県 有限会社杉盛工務店 7500002011062
ＩＯＴを活用した、現場働き方改革の推進による受注
機会の創出

株式会社愛媛銀行

2116 2938210055 愛媛県 梅美人酒造株式会社 6500001008259
「純米酒」の長期品質維持に向けての火入れ（熱殺
菌）プロセスの構築

株式会社愛媛銀行

2117 2938210056 愛媛県 株式会社宇和島プロジェクト 1500003001051
人手不足解消のため計量工程自動化・ライン化により
作業時間短縮と品質向上

株式会社ＳＲＳコメンスメント

2118 2938210057 愛媛県 株式会社フィースト 2500001006282
環境対応の次世代型水性塗装設備導入による生産性向
上と市場獲得

愛媛県商工会連合会

2119 2938210061 愛媛県 株式会社愛媛建設コンサルタント 7500001000719
レーザースキャナー導入による３次元地形モデルの精
度向上

株式会社伊予銀行

2120 2938210062 愛媛県 有限会社ヒロワークス 3500002005646
三次元測定機、光学顕微鏡を導入し、加工精度を上げ
て付加価値を高め、売上拡大を目指す

株式会社愛媛銀行

2121 2938210066 愛媛県 榮光酒造株式会社 8500001000890
吟醸用の精米歩合６０％の米麹を使った「甘酒」製造
ラインの確立

株式会社伊予銀行

2122 2938210067 愛媛県 株式会社田口工業所 6500001010074
アルミ厚板溶接の自動化による生産性向上と作業環境
の改善

公益財団法人えひめ東予産業創造センター

2123 2938210068 愛媛県 株式会社ふくや 2500001019838
愛媛県初導入のＩＴシステムと機械設備導入による高
品質防炎加工サービスの実現

株式会社愛媛銀行

2124 2938210070 愛媛県 タニイワ商事株式会社 6500001014703
特殊ポリフィルムにも対応する自動製袋機導入による
生産性向上

観音寺信用金庫

2125 2938210073 愛媛県 株式会社世起 9500001004890
一個一個が美味しく見える個包装による賞味期限の延
長を伴う売上増強計画

株式会社伊予銀行

2126 2938210075 愛媛県 株式会社共栄木材 8500001004966
ＣＡＤ制御による高度木材加工の簡素化と技術継承の
為の最新機器導入

株式会社伊予銀行

2127 2938210077 愛媛県 たたみ善
全自動反転式返縫機の導入による製造時間短縮と幅広
い畳製作での販路開拓

株式会社伊予銀行

2128 2938210083 愛媛県 株式会社ＷＥＳＴ 1500001018460 溶接用ロボット導入による生産性向上 愛媛県商工会連合会

2129 2938210087 愛媛県 泉製紙株式会社 3500001014549
超高層オフィスビル用・循環型トイレ紙の１個包装品
量産化計画

観音寺信用金庫

2130 2938210089 愛媛県 エヒメ紙工株式会社 1500001014567
高精細カメラと異物検査システム導入よる検品作業の
自動化及びの効率化

観音寺信用金庫

2131 2938210090 愛媛県 株式会社横内造園 9500001014840 屋上緑化の短納期化を実現させる高所緑化技術の向上 観音寺信用金庫

2132 2938210091 愛媛県 株式会社夢・たまご 9500001008231
生産の均一化を主とした収益性の改善と働き方改革の
ための計画

株式会社愛媛銀行

2133 2938210092 愛媛県 福田電工株式会社 5500001017764 パワーボール導入による新ケーブル延線工法の確立 観音寺信用金庫

2134 2938210093 愛媛県 金生運輸株式会社 4500001014614
高速パレット洗浄技術導入による高衛生化に向けた社
内管理体制の構築

観音寺信用金庫

2135 2938210094 愛媛県 ヱスケヱ鉄工株式会社 8500001011252 『オートパイロットウインチシステム』の開発 株式会社伊予銀行

2136 2939210106 高知県 有限会社高橋豆富 9490002003175
プレハブ冷蔵庫導入による生産効率向上と豆腐製造プ
ロセスの改善

高知商工会議所

2137 2939210108 高知県 株式会社ワイズ 1490001003794
金属切断メーカーから機械部品一次加工メーカーを目
指しての設備投資

株式会社四国銀行

2138 2939210109 高知県 菱高精機株式会社 5490001005845
高度で高性能な切削工具の評価システムの導入と評価
体制の構築

高知県商工会連合会

2139 2939210113 高知県 株式会社アピタ 7490001000076
汎用液体製袋充填包装機導入による新市場への販路拡
大と顧客満足度の向上

株式会社高知銀行

2140 2939210114 高知県 ロスマン株式会社 1490001006442
ＣＡＤ／ＣＡＭ自動延反機・裁断機導入による生産革
新と個別受注対応への取組

米田大作

2141 2939210116 高知県 井上石灰工業株式会社 5490001006141
バイブロミル導入による石灰製品製造プロセスの生産
性向上

株式会社四国銀行

2142 2939210119 高知県 株式会社拓新技術コンサルタント 5490001004855
土佐佐賀キノコの菌床製造の内製化による生産プロセ
ス改善及び量産化事業

高知県商工会連合会

2143 2939210120 高知県 宮進商店
市場、販売形態の転換を目的とした食品衛生管理の高
次化及び業務効率化

須崎商工会議所

2144 2939210122 高知県 株式会社アミノエース 5490001003601
ミレービスケット２枚入の生産の自動化及び、新商品
への展開

株式会社四国銀行
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2145 2939210125 高知県 亀泉酒造株式会社 8490001005438
最新成分分析器を導入することによる品質向上、安定
を行い同時に生産性向上を行う事業

株式会社高知銀行

2146 2939210129 高知県 ほっか菜しまさき
絞り込んだ商圏内で個別ニーズを徹底的に満たす、高
齢者向け弁当宅配サービス事業

高知県商工会連合会

2147 2939210131 高知県 株式会社タナカシヨク 9490001001444
豆腐加工品の新たな販路拡大のため特殊冷凍設備及び
豆腐凝固設備の導入

株式会社四国銀行

2148 2939210132 高知県 有限会社アリス 1490002000353
高知県初導入！ＣＴ設備設置による高度診療対応可能
な動物の「地域中核病院」設立

特定非営利活動法人こうち企業支援センター

2149 2939210134 高知県 あさぎ歯科医院
ＣＴ機器活用による、周辺地域の患者様への理想の咬
合の無痛での提供

株式会社高知銀行

2150 2939210135 高知県 匠自動車
新時代の板金塗装業への挑戦～生産性向上、女性活
躍、法令遵守対応～

高知商工会議所

2151 2939210136 高知県 株式会社アリサワ 8490001006056
特定名称酒の瓶詰の自動化による生産性及び品質の向
上

乾京子

2152 2939210137 高知県 高知旭光精工株式会社 6130001010566
５軸制御マシニングセンタ導入による航空機産業の製
品開発事業への取組み

株式会社四国銀行

2153 2940210715 福岡県 株式会社サリア 2290801022897
３Ｄプリンターと切削技術の融合によるハイブリッド
インプラント施術商品の事業展開

株式会社北九州銀行

2154 2940210724 福岡県 株式会社ウエキ産業 6290001052642
針葉樹の直行積層合板に、更に九州産広葉樹を積層し
た什器用素材ＰＬＴの製造方法確立

大川商工会議所

2155 2940210727 福岡県 有限会社杏里ファーム 2290002054708
自社栽培農産物のアイス開発ノウハウを活用したアイ
スキャンデー等ＯＤＭ事業

吉田和之

2156 2940210731 福岡県 株式会社快適空間ＦＣ 8290001024615
モーターパラグライダーにレーザー計測器を搭載して
計測するシステム

福岡商工会議所

2157 2940210735 福岡県 株式会社喜多屋 7290001047179 日本酒を変える！純米大吟醸酒専用酵母の育種・開発 株式会社商工組合中央金庫

2158 2940210737 福岡県 三泉化成株式会社 8290001019103
センシング技術の活用による生産性を向上させた押出
成形生産プロセスの確立

株式会社西日本シティ銀行

2159 2940210740 福岡県 株式会社リノリビング 5290001074167
業務効率化システムを最大限活用した空室対策へのソ
リューション提供

田村惟人

2160 2940210741 福岡県 株式会社中島ターレット 8290801011151
航空宇宙部品の加工信頼性向上と低コスト化実現のた
めの複合加工機の導入

株式会社北九州銀行

2161 2940210742 福岡県 信和工業株式会社 5290001033627
多品種少量生産対応ロボットによるワークハンドリン
グ装置導入からの生産性の大幅向上取組

税理士法人野田税務会計事務所

2162 2940210743 福岡県 株式会社カンノ製作所 9290801000814 革新的技術による電子回路基板検査プロセスの自動化 北九州商工会議所

2163 2940210749 福岡県 株式会社アポロジャパン 4020001084400
インバウンド対策スクリーンコードマルチ言語対応ア
プリ開発

財団法人福岡県中小企業振興センター

2164 2940210751 福岡県 有限会社粕屋じゅうたんクリーニング工場 7290002038301
業務用クリーニングのノウハウを活かし、介護施設の
私物クリーニング事業の本格拡大

坂本淳

2165 2940210752 福岡県 水谷鉄工株式会社 8290001054075
三次元測定機の導入によるタンク部品の高精度化対応
及びコスト競争力強化

合同会社スマイル・サポート・コンサルト

2166 2940210753 福岡県 株式会社坂本電機製作所 1290001013343
水準器用センサの技術導入と新計測システム開発と量
産立上げ

税理士法人エム・エイ・シー

2167 2940210756 福岡県 株式会社タカイシ 1290001053926
真空タンブラーとＩｏＴ対応自動充填包装システムの
導入による「百年麹からあげ」の生産性向上と事業の
新展開

大牟田商工会議所

2168 2940210757 福岡県 有限会社小川製作所 2290002000273 スーパーエンプラによる高品質製品の確立 株式会社福岡銀行

2169 2940210758 福岡県 株式会社ナッツ 2290801011223
業界初、生産プロセスの革新によるキャンピングカー
供給不足の解消

公益財団法人北九州産業学術推進機構

2170 2940210761 福岡県 からあげ本舗
半解凍で食べる“日本一＂美味しい「フローズンフラ
イドチキン」の生産体制構築

久留米商工会議所

2171 2940210766 福岡県 株式会社昭和管工 9290001046666
３Ｄレーザースキャナー及びドローンを活用した工事
進捗管理サービスの提供

西元知基

2172 2940210768 福岡県 久留米工具研磨
精密測定機導入で新品並み加工精度、工具寿命の再研
磨工具提供による売上向上

久留米商工会議所

2173 2940210769 福岡県 森崎工芸株式会社 8290001053267
高精度加工機械導入による高機能・小ロット床頭台の
生産プロセスの構築

髙木秀輝

2174 2940210770 福岡県 株式会社しんこう 3290801001727
新規設備を導入し味付けの違う製品を効率よく生産す
る方法の確立

株式会社商工組合中央金庫

2175 2940210772 福岡県 株式会社ボーテックス 5290001067567
海外展開も視野に入れた急速冷凍機導入による新商品
供給体制の整備

福岡県商工会連合会

2176 2940210774 福岡県 株式会社ナダヨシ 9290001036782
３次元ＣＡＤと自動プログラムソフトを利用した生産
方式の改善計画

株式会社西日本シティ銀行

2177 2940210777 福岡県 株式会社マルミツサンヨー 7290001047518 ミカン缶詰加工における良品実・選別工程の自動化 福岡県商工会連合会

2178 2940210778 福岡県 株式会社見昇 6290001012992
鳥害対策商品「撃退ドットマン」の需要増、大ロット
対応、新素材商品への対応を図る為の、生産プロセス
構築の事業化

樋口陽子

2179 2940210779 福岡県 有限会社執行製作所 1290002015628
新型水道用メタル入りフランジの製造・販売に向けた
生産性向上の取り組み

古閑宏

2180 2940210780 福岡県 桑野紡織有限会社 3290002047149
ＣＡＤ及び自動裁断機導入による伝統的な久留米織衣
料の生産効率化

株式会社筑邦銀行

2181 2940210781 福岡県 株式会社クロワッサン 4290001040649 ７２時間長期熟成パンの製法の確立と生産性の向上 福岡県商工会連合会

2182 2940210782 福岡県 新栄工業株式会社 2290001052927
溶接ロボット導入による省力化及び新製品の受注獲得
による収益力の向上

合同会社スマイル・サポート・コンサルト

2183 2940210783 福岡県 平和フーズ工業有限会社 5290002017505
「福岡県産『ラー麦』小麦粉」を使用した中華皮（餃
子皮等）の開発及び生産拡大

福岡商工会議所
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2184 2940210784 福岡県 ワイルド化成株式会社 8290801004048
高精度測定機導入・製造プロセス改革による品質及び
生産性の向上

北九州商工会議所

2185 2940210786 福岡県 ギフトハンズきのした
“業界初”終活ノートシステムの独自開発による生産
性の飛躍的向上

大川信用金庫

2186 2940210787 福岡県 有限会社ウインドデコール 1290002001470
自動縫製機増強とＣＡＤ導入でカーテンメーカー縫製
Ｎｏ．１を不動に！

福岡商工会議所

2187 2940210788 福岡県 山本建具
今までにない色あいの買い求め易い「ワンポイント組
子建具」の開発

大川信用金庫

2188 2940210789 福岡県 株式会社佑和プロテック 7290001042493
加工精度向上による半導体封止用金型の部品の受注拡
大

福岡県商工会連合会

2189 2940210790 福岡県 丸栄化工株式会社 6290801003555
新規金型、移送手段、検査方法を用いた大型タンク製
造方法の開発

公益財団法人北九州産業学術推進機構

2190 2940210791 福岡県 株式会社マツザキ 2290001019843
プレス両面打ち抜き加工機によるセキュリティラベル
加工精度と生産性の向上

株式会社佐賀銀行

2191 2940210792 福岡県 株式会社富士精工 8290801013024
高機能マシニングセンターとＣＡＤ／ＣＡＭシステム
導入による精密樹脂部品の生産性向上

株式会社商工組合中央金庫

2192 2940210793 福岡県 有限会社エフツーアート 2290002043256
レーザー加工機による製造工程の内製化と独自商品の
製造、Ｂ２Ｃ市場への進出

福岡県商工会連合会

2193 2940210795 福岡県 有限会社白糸酒造 3290002033330
ネオサーマルタンク導入による品質向上及び作業効率
ＵＰによる生産性向上

株式会社福岡銀行

2194 2940210796 福岡県 水野運送株式会社 5240001032261
割付図作成ソフトと連動した最新設備による断熱材ユ
ニット化製品の新展開

株式会社広島銀行

2195 2940210797 福岡県 株式会社カネガエ 2290001047605
外食産業向け福岡県産混合米の精米加工における小
ロット対応の実現

福岡県商工会連合会

2196 2940210799 福岡県 プラントメイクＲＩＳＥ株式会社 8290801018725
プラント製作における３Ｄ技術を用いた革新的サービ
スの創出

公益財団法人北九州産業学術推進機構

2197 2940210802 福岡県 有限会社ＩＣＩデンタルオフィス 2290002043339
歯科技工士業界の働き方改革！業務の最適化と高品質
化を実現するデジタルワークフローの構築

朝倉商工会議所

2198 2940210809 福岡県 有限会社光島精研 1290002035139
新型プロファイル研削盤導入による次世代自動車分野
における事業拡大

米倉博彦

2199 2940210820 福岡県 フードアトリエ湖舟
栄養そのままに健康と美を盛り込んだ、野菜と花入り
グラノーラの商品化

永松浩樹

2200 2940210822 福岡県 有限会社高田製材所 5290002053566
木材取り扱い種類世界一のノウハウを活用した「低水
分率木材」の開発

大川信用金庫

2201 2940210850 福岡県 有限会社エコアシスト 5290002052469
加熱研磨方式による住宅用ソーラーパネルのリサイク
ル技術の確立

株式会社筑邦銀行

2202 2940210852 福岡県 ケーキのメルシィ
和テイスト洋菓子の高品質大量生産体制の確立と販路
拡大事業

福岡県商工会連合会

2203 2940210854 福岡県 有限会社英ルーテック 3290802017160
金属加工部品製造における、生産管理システム導入に
よる生産性向上と製品品質向上

米倉博彦

2204 2940210855 福岡県 やまぐちデンタルクリニック
歯列矯正治療プロセスを改善し患者のＱｏＬを高める
口腔内スキャナーの導入

米倉博彦

2205 2940210859 福岡県 株式会社郷原組 2290001050674
測量と施工の３次元ＩＣＴ化による工事品質および生
産性の向上

米倉博彦

2206 2940210861 福岡県 株式会社コトブキ産業 8290001001242
現場管理の「見える化」と複雑化する報告業務の合理
化・効率化事業

株式会社筑邦銀行

2207 2940210863 福岡県 ヤマト機販株式会社 3290001039353
レーザー回折式粒度測定装置の導入による試験工程の
効率化と見える化

福岡県商工会連合会

2208 2940210865 福岡県 株式会社上津役製作所 9290801009954
ＡＩ搭載曲げ加工機導入による技術力強化と精密化・
効率化の実現

北九州商工会議所

2209 2940210867 福岡県 福岡県醬油醸造協同組合 5290005006629
醤油醸造における屋外大型発酵タンクの全自動発酵制
御システムの導入

株式会社商工組合中央金庫

2210 2940210868 福岡県 有限会社スポーツ館 6290002033749
最新刺繍機及びプリント加工機の導入によるマーク加
工の高度化

福岡県商工会連合会

2211 2940210872 福岡県 株式会社Ｂｒａｖｅｒｉｄｇｅ 3290001024256
新セルラー規格（ＬＴＥ－Ｍ）に対応した、低価格・
小型ＧＰＳ端末の開発と量産化

株式会社福岡銀行

2212 2940210875 福岡県 アトラス化成株式会社 5290001036299
高齢者の嚥下機能を促進させる介護事業者向け食器の
研究開発

中野税理士法人

2213 2940210877 福岡県 株式会社カクマル 1290001004474
測量用材の色と品質に拘り、日本初のカラー印字製品
を産み出す為の、生産プロセス構築計画事業

株式会社北九州銀行

2214 2940210880 福岡県 オアシス珈琲有限会社 4290002044995
生豆洗浄技術設備導入による品質・生産効率向上を
図った高品質な新製品販売

福岡県商工会連合会

2215 2940210881 福岡県 有限会社釜﨑ファインツール 5290002035069
マグネシウムの成形用金型の製造への本格参入による
売上拡大

福岡県商工会連合会

2216 2940210883 福岡県 株式会社福彫 6290001041570
アクリル製看板・表札の受注増に向けた彫刻工程（及
び前工程）の生産性向上

株式会社佐賀銀行

2217 2940210884 福岡県
株式会社ゴルディアス・コンサルティング
＆パートナーズ

7290003005192
テキストマイニングを使用した意識調査ツール導入に
よる経営指導品質の向上と展開

藤井尊則

2218 2940210885 福岡県 有限会社坂本産業 7290002034333
フッ素を配合した汚れの付かない革新的な塗壁材の開
発及び生産性の向上

坂本淳

2219 2940210887 福岡県 有限会社田舎庵 7290802012265
通販用高級鰻蒲焼製造の内製化による生産能力増強と
コスト削減の取り組み

佐藤修一

2220 2940210890 福岡県 Ｙ＆Ｙ歯科クリニック
妊産婦に対する負担の少ない歯科治療「マタニティ歯
科外来」サービスの提供

株式会社福岡銀行

2221 2940210894 福岡県 株式会社水摩製作所 5290001081320
複合旋盤導入による軸物加工における生産性及び品質
向上の取り組み

金子浩一

2222 2940210896 福岡県 株式会社ホームドライ 8290001053390
クニーニング品の２４時間受付・引取りを可能とする
システムの実現

大牟田柳川信用金庫
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2223 2940210901 福岡県 プロスパー産業株式会社 8290001017809
流通ＢＭＳシステム導入によるアパレル物流の生産性
向上を図る取り組み

福岡商工会議所

2224 2940210902 福岡県 五龍工業株式会社 1290801001381 鋼線溶接工程の製造プロセス改善による生産効率化 福岡ひびき信用金庫

2225 2940210911 福岡県 筑豊製菓株式会社 5290001045523
伝統製法を守りながら、顧客ニーズに対応した餅の提
供と製造環境改善

福岡県商工会連合会

2226 2940210912 福岡県 株式会社オートプロニーズちくご 9290001047540
先端設備（リフト）導入による、整備の安全性を図り
生産性向上

筑後商工会議所

2227 2940210922 福岡県 株式会社日東工業所 3290001039485
新型プレスブレーキ導入による金属プレス加工技術の
高度化と販路拡大

株式会社西日本シティ銀行

2228 2940210931 福岡県 旬菜弁当
食材乾燥機を導入し、旬を味わえる地場産加工品の開
発・販売

福岡県商工会連合会

2229 2940210935 福岡県 株式会社クリハラ 4290001048683
最新鋭ハイブリッドドライブベンダー導入による板金
加工精度の向上及び短納期、コスト削減の実現

久留米商工会議所

2230 2940210937 福岡県 曽根金属工業株式会社 5290801002120
可動式カッターの導入による高剛性鉄スクラップ処理
の生産性向上

株式会社福岡銀行

2231 2940210939 福岡県 シーエススチール株式会社 8290001039233
形鋼加工の製造プロセス改善による生産性向上への取
り組み

金子浩一

2232 2940210940 福岡県 ミリオンソフト株式会社 7290001055231
軟質ポリウレタンにおける複雑かつ立体的加工への挑
戦・販路開拓

福岡県商工会連合会

2233 2940210944 福岡県 二瀬窯業株式会社 2290001045708
リサイクル原料を利用した高速施工可能な新規アス
ファルト道路修繕用表層材の開発

株式会社福岡銀行

2234 2940210950 福岡県 東洋ラミテック株式会社 6290001061370
最新鋭ＮＣランニングソー機の導入による生産効率の
向上

大川信用金庫

2235 2940210952 福岡県 株式会社佐藤鉄工所 7290001044060
最新ＣＮＣ旋盤導入による生産性の向上とゴム製品加
工への新展開

福岡県商工会連合会

2236 2940210954 福岡県 菊美人酒造株式会社 4290001052776
伝統技術と計数管理の融合した酒造りと革新的な市場
での革新的な酒販売

福岡県商工会連合会

2237 2940210955 福岡県 有限会社古蓮 4290002053757 冷凍技術を使った国産うなぎの安定した提供の取組 福岡県商工会連合会

2238 2940210956 福岡県 有限会社カワヅオート 2290002048676
小さな整備工場でもできる、スピーディー大型タイヤ
交換

筑後信用金庫

2239 2940210957 福岡県 株式会社宝パック 3290001047661
最先端の粉末茶加工関連設備の導入による包装加工
ニーズ多様化への対応

福岡県商工会連合会

2240 2940210958 福岡県 株式会社トリムデザインウエストジャパン 5290801002574
ＵＶプリンター導入による環境型塗装代替技術サービ
スの確立

北九州商工会議所

2241 2940210959 福岡県 合名会社ｌａｐａｉｘ 7290003000978
独自スキームを昇華させる、個室定点施術で高付加価
値の実現

福岡商工会議所

2242 2940210961 福岡県 信和ミート
多様化する中・外食業界ニーズに対応する生産体制構
築事業

株式会社筑邦銀行

2243 2940210964 福岡県 Ｒｏｕｔｅ２８
調色システムと塗装ガン洗浄機導入による生産性向上
と従業員の負担軽減

福岡県商工会連合会

2244 2940210965 福岡県 有限会社大牟田エコクリーン 7290002056170 高品質の紙分を製造する剥離紙選別装置の導入 大牟田商工会議所

2245 2940210966 福岡県 株式会社ワークス 9290801011638
ロボット導入による超硬合金製球面ロッドピンの増産
体制の確立

福岡ひびき信用金庫

2246 2940210971 福岡県 西日本住機株式会社 9290001053035
高性能全自動エッジ貼り機導入による、変種変量小
ロット生産を可能とするラインの構築

大川信用金庫

2247 2940210974 福岡県 株式会社湖月 4290001051885 先端設備導入による餃子の生産性向上及び販路拡大 久留米商工会議所

2248 2940210986 福岡県 日建エンジニアリング株式会社 6290801010436
減肉・扁平・シワを抑制した大径鋼管の極小Ｒ曲げ加
工技術の開発

株式会社北九州銀行

2249 2940210987 福岡県 引津丸仲西藤正
糸島牡蠣ブランドの拡大を目指す！牡蠣養殖の収穫プ
ロセス改善事業

北野孝志

2250 2941210132 佐賀県 田口電機工業株式会社 2300001006385
シンクロトロン光Ｘ線を利用するＬＩＧＡ微細めっき
加工技術による食品異物検出装置用・高性能Ｘ線格子
デバイスの試作品開発事業

佐賀県商工会連合会

2251 2941210133 佐賀県 有限会社ワールドサービス 7290002047748
鉄の縞板等の曲げ加工の内製化と加工技術向上による
大型トラック架装の短納期対応計画

シェアビジョン株式会社

2252 2941210136 佐賀県 株式会社花一 2300001005255
見えない失注を無くし、計画生産を実現する生産体制
の構築

佐賀県商工会連合会

2253 2941210137 佐賀県 有限会社小野板金 5300002007421
片流れ屋根住宅を豪雨から守る最新折曲機による長尺
厚板の精密曲げ加工

佐賀県商工会連合会

2254 2941210140 佐賀県 山口産業株式会社 8300001003625
新型装置の導入による高品質・低コストの日除け製品
の開発と製造

株式会社佐賀銀行

2255 2941210144 佐賀県 株式会社益正グループ 5290001020492
海外展開を見据えたレトルトカレーの新商品開発と製
造体制の再構築

株式会社福岡銀行

2256 2941210148 佐賀県 鳥巣窯
独自の表面構造を持つ唐津焼による、洋食分野及び建
築分野への市場拡大事業

佐賀県商工会連合会

2257 2941210149 佐賀県 株式会社三和ダイテック 8300001006900
最新鋭立型マシニングセンタ導入による効率的かつ高
精度な金型の加工体制構築

株式会社佐賀銀行

2258 2941210151 佐賀県 西研グラフィックス株式会社 2290001014092
アーム式の複合型三次元測定機による現地調査の効率
化と高度化

佐賀県商工会連合会

2259 2941210152 佐賀県 株式会社九州コーユー 5300001003322
自治体への業務改善提案による新たなビジネス展開事
業

株式会社商工組合中央金庫

2260 2941210154 佐賀県 株式会社ＡＲＩＴＡＰＬＵＳ 6300001010788
ＮＣ加工機の導入による新商品開発能力の向上と産地
構造改革

谷口　茂雅

2261 2941210158 佐賀県 日工株式会社 9300001007294
スポット溶接の見えない仕事で効率化　難現場にチャ
レンジする体制構築

唐津商工会議所
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2262 2941210161 佐賀県 株式会社東馬 5300001003248
インテリア家具業界脅威の返品率１％を実現する生産
プロセス改善

佐賀商工会議所

2263 2941210164 佐賀県 株式会社鹿島製作所 8300001004904
土壌改良機の部品加工における加工精度向上と生産性
向上の取り組み

松本　康彦

2264 2941210165 佐賀県 株式会社カワセテック 5300001009220
精密板金加工における、溶接工程改善による生産性の
向上

金子　浩一

2265 2941210167 佐賀県 株式会社勝栄機工 9300001005554
卓越した技術とパイプベンダーの導入にて短納期と受
注拡大の実現

税理士法人アップパートナーズ

2266 2941210168 佐賀県 株式会社貞包鉄工所 2300001003176
ローダ付きＮＣ旋盤を用いた無人運転による超精密加
工技術の開発

横尾　慎哉

2267 2941210173 佐賀県 株式会社ブルーム 8300001007329
世界初の微生物検査技術の導入による化粧品品質保証
サービスの確立

唐津商工会議所

2268 2941210174 佐賀県 有限会社古賀機械 9300002005322
溶接ロボットシステムの導入による品質改善、生産性
向上

大串　智之

2269 2942210217 長崎県 金子真珠養殖株式会社 8310001004507
レントゲン装置を使った真珠貝検査の自動化による生
産性向上

株式会社親和銀行

2270 2942210218 長崎県 あつみ産業株式会社 5310001009590
当社の人気商品『天熟食パン』の増産体制整備と売上
拡大

平島学

2271 2942210219 長崎県 有限会社一誠陶器 8310002012335
高精度な陶磁器生地製造部門新設による陶磁器製品の
多角化推進

長崎県商工会連合会

2272 2942210220 長崎県 かわさき歯科医院
長崎市内初バリアフリートイレ配備の健常者・要介護
者・障害者受け入れ事業計画

株式会社十八銀行

2273 2942210222 長崎県 福田酒造株式会社 6310001010449
洗米・製麹工程における酒質向上により、競争力強化
と拡大する海外市場の開拓

株式会社十八銀行

2274 2942210223 長崎県 有限会社梅寿軒 8310002004299
カステラ製造に係る伝統技術の数値化と生産性向上に
よる商品不足解消

三谷利博

2275 2942210225 長崎県 株式会社中嶋屋本店 4310001000336
更に美味しく身体にやさしい「ダシ」文化を提供し競
争力を強化する

有田俊郎

2276 2942210227 長崎県 株式会社ウラノ 7030001060471
航空機エンジン部品加工の全工程をロボット化し、生
産拡大を図る

株式会社親和銀行

2277 2942210229 長崎県 有限会社天神ボデー 1310002010790 最先端塗装ブース導入による生産性向上計画 税理士法人ウィズラン

2278 2942210230 長崎県 長星開発株式会社 6310001001126
最新油圧ショベル・圧砕機導入による作業効率・生産
性向上

長崎商工会議所

2279 2942210231 長崎県 月香園製茶株式会社 6310001003287
日本一の長崎県産そのぎ茶の贈答品増産に向けた生産
性向上事業

長崎商工会議所

2280 2942210237 長崎県 カコイ食品株式会社 4310001000344
地元素材を活用した超プレミアム商品を旗艦展開し、
新規顧客開拓を行う

長崎県商工会連合会

2281 2942210240 長崎県 有限会社天洋水産 3310002016621 最新魚体処理機導入による生産性向上と売上の拡大 長崎県商工会連合会

2282 2942210244 長崎県 株式会社トーセン溶建 8310001013400 生産性向上を目指す専門性の高い自社工場の整備 松尾友平

2283 2942210246 長崎県 株式会社藤田チェリー豆総本店 3310001009700
チェリー豆シリーズの国内・海外販路拡大のための生
産体制の充実

株式会社エイチ・エーエル

2284 2942210247 長崎県 プレテック島原協同組合 5310005005264
サイディング加工機導入による工期の大幅短縮と販売
拡大

株式会社十八銀行

2285 2942210248 長崎県 有限会社いくた 4310002009104
和菓子部門の生産体制強化と「いくたブランド」構築
による売上拡大

佐世保商工会議所

2286 2942210249 長崎県 株式会社スマートデザイン 3310001012761
高精度３Ｄレーザースキャナー購入、利用による生産
性向上と新ビジネスの実現

佐世保商工会議所

2287 2942210251 長崎県 梅ヶ枝酒造株式会社 9310001005165
新規スピリッツ免許取得に伴う新商品「ジン」の製造
設備導入で事業拡大と競争力を強化

株式会社商工組合中央金庫

2288 2942210254 長崎県 合同会社ＩＳＯ飛鳥 3310003000467
国内外向け、ＩＳＯマネジメントシステムＷｅｂ運用
サービスの提供

長崎商工会議所

2289 2942210256 長崎県 サンモーターサービス株式会社 1310001014958
３次元ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による市場リーチ
力の強化

長崎三菱信用組合

2290 2942210257 長崎県 やまぐち歯科クリニック
設備投資による診療体制全体の精度向上と新サービス
の開始

株式会社十八銀行

2291 2942210259 長崎県 有限会社新西海自動車学校 5310002014004
高機能ドライブシミュレータと指定外講習による生産
性向上計画

長崎県商工会連合会

2292 2942210261 長崎県 玄海測量設計株式会社 9310001010850
測量作業における３Ｄスキャナ付トータルステーショ
ンの導入による測量精度と生産性の向上

米倉博彦

2293 2942210262 長崎県 有限会社協立鉄工所 6310002001496
最先端設計環境構築による大型精密工作機械の機能レ
ベルアップ

長崎三菱信用組合

2294 2942210264 長崎県 有限会社辻川水産 2310002019617
サーモン養殖の生産性向上及びブランドサーモンの加
工品製造による販路拡大

株式会社親和銀行

2295 2942210265 長崎県 オオシマ農産株式会社 9310001007129
甘藷加工で最新の乾式自動皮むき機等を導入し、生産
性向上と売上拡大を図る。

長崎県商工会連合会

2296 2942210266 長崎県 株式会社ビューホテル壱岐 1310001010148
インバウンド対応による新たなサービスの提供で集客
強化を図る

長崎県商工会連合会

2297 2942210273 長崎県 株式会社マシナリーテック 6310002007469
量産品専用の生産ライン完結による物流関連機器メー
カーへの挑戦

長崎三菱信用組合

2298 2942210275 長崎県 株式会社むらべ 5310001011662
宝の海の恵みを世界へ離島の水産資源と人のチカラを
つなぐ体制構築

伊万里信用金庫

2299 2942210276 長崎県 有限会社ナカタ 3310002006548
県産魚の高付加価値商品の販路拡大に係る生産性の向
上

長崎県商工会連合会

2300 2942210278 長崎県 株式会社虎屋 4310001014823
乾麺用自動計量機等導入により生産性を向上させて売
上高増を実現

長崎県商工会連合会
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2301 2942210282 長崎県 株式会社平成機工 8310001003376 製造環境の高度化による新事業分野の拡大と成長 長崎三菱信用組合

2302 2942210284 長崎県 有限会社吉本食品 1310002006021
経営歴６２年間の漬物製造技術活用型「甘酒」製造・
市場展開事業

徳山幸正

2303 2942210285 長崎県 島原せんべい本舗
島原手焼煎餅の商圏拡大に伴う、製造プロセス改善及
び更なる生産性向上

長崎県商工会連合会

2304 2942210287 長崎県 有限会社土井牧場ハム製造所 8310002017425
生肉の臭いを抑え賞味期限延長となる無添加ハムの開
発事業

株式会社親和銀行

2305 2942210289 長崎県 株式会社サンフリード 6310001000697
最新の色・光選別機導入による、精米加工の高品質化
及び生産性向上

佐世保商工会議所

2306 2942210295 長崎県 有限会社吉川土木コンサルタント 8310002005990
ＩＣＴの可視化解析技術導入による技術力向上及び品
質改善を目指す事業

株式会社長崎銀行

2307 2942210296 長崎県 高橋歯科医院
地域の高齢者や障害者への高度な歯科診療の提供に向
けた歯科用ＣＴの導入

株式会社十八銀行

2308 2942210297 長崎県 流体テクノ株式会社 6310002012683
最適化手法を用いた船型開発の実現による設計生産性
の向上

税理士法人ウィズラン

2309 2942210298 長崎県 株式会社ささや 6310001000672
先端機器導入による、生産能力向上、顧客ニーズ対応
及び市場開拓

株式会社十八銀行

2310 2942210305 長崎県 洗濯工房
クリーニング業のＩＴ化、付加価値提案による顧客満
足度向上事業

長崎県商工会連合会

2311 2942210307 長崎県 有限会社木村蒲鉾 4310002001424
深絞り真空機導入による生産力の大幅な向上と個食化
への対応

長崎商工会議所

2312 2943210005 熊本県 株式会社ツツミ 2330001010839
ＰＴＣ電気式床暖房システムへのロボット自動化技術
導入に伴う生産性向上事業

株式会社肥後銀行

2313 2943210007 熊本県 株式会社江良水産 5330001019811
“低温乾燥”による「煮干し」製品の高品質化及び付
加価値の向上

牛深商工会議所

2314 2943210008 熊本県 アーク・リソース株式会社 1330001000361
基礎医学分野で用いるマウスやラット研究用試薬の生
産能力の向上

公益財団法人くまもと産業支援財団

2315 2943210012 熊本県 シナジーシステム株式会社 3330001011233
自社ＳＩ技術と最新マシニングセンタの融合による内
製化率と生産性の向上

西岡隆

2316 2943210015 熊本県 有限会社大塚倉庫運輸 8330002016020
半導体の性能向上に貢献する最新半導体製造装置向け
高精密樹脂部品製造技術開発事業

株式会社肥後銀行

2317 2943210019 熊本県 有限会社草野企画 2330002014079
店舗数拡大を可能にする最新鋭オリジナル餃子梱包シ
ステムの導入

園田剛士

2318 2943210023 熊本県 有限会社坂本石灰工業所 1330002021357 高機能マイクロカプセルの事業化 株式会社商工組合中央金庫

2319 2943210026 熊本県 有限会社舞織カーテン 9330002010939
業界初の斬新で独創的なアイデア、機能性を有した新
商品の企画・販売

塚本満

2320 2943210028 熊本県 有限会社モードレディース 3330002022163
ＩＯＴ対応型自動裁断機導入で小ロット・「超」短納
期を提供する事業

熊本県商工会連合会

2321 2943210029 熊本県 熊本ワインファーム株式会社 5330001021453
熊本産のブドウを原料とした、瓶内二次発酵ワインの
開発

税理士法人Ｋ・Ｔ・Ｔｗｏ

2322 2943210031 熊本県 株式会社ユニケア 4330001015712
非接触型ＩＴ介護ロボットによる利用者と家族への革
新的サービス

株式会社熊本銀行

2323 2943210032 熊本県 マルキン食品株式会社 5330001004458
新商品開発と既存商品増産の両課題を解決する新設備
導入による売上アップ

池上道夫

2324 2943210033 熊本県 株式会社井手口建設 8330001011583
建築現場から排出される廃棄物を有効活用するリサイ
クルループの構築

株式会社熊本銀行

2325 2943210038 熊本県 株式会社金沢電気設備 3330001000806
ＩＴを活用した管理システム開発による情報共有と革
新的サービス

株式会社りそな銀行

2326 2943210043 熊本県 有限会社城下工務店 9330002020046
ＩＣＴ技術を導入した施工工程における革新的な生産
性向上の取組

米倉博彦

2327 2943210052 熊本県 トラスト九州株式会社 2330001016522
新分野への３Ｄレーザースキャナーの活用と合わせた
営業システムの構築

熊本商工会議所

2328 2943210054 熊本県 株式会社九州クラフト工業 5330001008376
特殊印刷物の製造検査仕上げ工程の自動化及び一連化
とＱＣＤ実現

株式会社肥後銀行

2329 2943210062 熊本県 株式会社永瀬パーツ 2330001003330
クラウド型部品販売システムの導入による働き方改善
の実現と顧客満足度の向上

株式会社肥後銀行

2330 2943210068 熊本県 株式会社ワコー 4330001005003
ＵＡＶレーザー測量システムを用いた高精度３次元地
形データの提供による生産性向上

株式会社肥後銀行

2331 2943210070 熊本県 株式会社柊喜コネクト 9330001021235
営業・業務支援クラウドシステムの導入で高齢者住宅
案内センター事業の商圏の拡大を図る

杉山直樹

2332 2943210075 熊本県 有限会社阿蘇天然アイス 7330002023728
顧客ニーズに対応食物アレルギーフリー・アイスク
リームの開発

熊本県商工会連合会

2333 2943210076 熊本県 株式会社ユニックス 4330001004814
早い、正確！住宅外壁材プレカットのためのドローン
計測システムの開発

株式会社肥後銀行

2334 2943210079 熊本県 テクノデザイン株式会社 4330001009210
次世代パワー半導体生産装置・検査装置の生産体制構
築

木永博昭

2335 2943210085 熊本県 ネクサス株式会社 2330001011754
ＣＡＥ流動解析技術を活用したマグネシウム成形金型
開発の高効率化

株式会社商工組合中央金庫

2336 2943210088 熊本県 株式会社カネヒロ 3010001014136
５軸加工精度向上（ＣＡＭソフト導入）による、顧客
ニーズに対応した試作加工を目指す

株式会社商工組合中央金庫

2337 2943210089 熊本県 三栄工業株式会社 1330001011623
ＳＲＣ造の鉄骨製作を機械化し生産プロセスを革新す
る事業

公益財団法人くまもと産業支援財団

2338 2943210093 熊本県 株式会社林田製材 4330001011166
５軸モルダー導入による高品質なヒノキ板材加工の低
コスト化・短納期化の実現

前之園博一

2339 2943210095 熊本県 猿渡辰喜
絶対湿度コントロールによる高効率型全自動乾海苔製
造システムの確立

園田剛士
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2340 2943210097 熊本県 有限会社森のぱんや 7330002024197
冷凍技術導入を契機とした生産体制抜本改革と冷凍パ
ン新事業展開

熊本県商工会連合会

2341 2943210104 熊本県 株式会社ＨＯＳＨＩＫＯ Ｌｉｎｋｓ 2330001025250
国産野菜の付加価値を高めるＨＡＣＣＰ認証工場での
乾燥野菜の製品開発

株式会社熊本銀行

2342 2943210106 熊本県 有限会社高木商店 8330002024535
海苔製造ラインオートメーション化による品質強化及
び新商品開発事業

谷口昌孝

2343 2943210109 熊本県 株式会社吉村建設 2330001011688
革新的施工技術の導入による受益者への高付加価値提
供事業

西村和真

2344 2943210111 熊本県 株式会社たたみ工房福島 6330001011016
新製造ラインの導入による高品質な「ヘリなし畳」の
製造と畳店のネットワーク化

熊本県商工会連合会

2345 2943210113 熊本県 株式会社森工業 5330001012287 ＵＡＶ測量による建設工事の生産性革命 郷良文

2346 2943210114 熊本県 株式会社山本建築 3330002018038
自動二面鉋盤導入による製材仕上げ工程の品質向上と
効率化

中村哲也

2347 2943210115 熊本県 そのだ動物病院
飼主とペットのＱＯＬを飛躍的に高める革新的サービ
ス開発事業

熊本県商工会連合会

2348 2943210120 熊本県 フラッグス株式会社 3330001019482
広告機能を備えた多機能型衛生シート、アドレット®の
拡販

園田剛士

2349 2943210122 熊本県 躍進
最新カーテンヒダ縫い自動機導入による生産性向上計
画と雇用創出

飯田敏晴

2350 2943210124 熊本県 阿蘇薬草園株式会社 4330001018921
「飲む」から「食べる」へ　阿蘇とうきびの新しい活
用方法による新規顧客開拓

熊本県商工会連合会

2351 2943210126 熊本県 株式会社緒方建設 1330001009601
Ｃａｔグレード３Ｄ導入による押土・仕上げ整地作業
の自動制御化と生産性向上計画

税理士法人熊本東会計センター

2352 2943210127 熊本県 葵精機株式会社 4020001075754
高精度大型薄肉形状部品加工技術開発における品質保
証体制の確立

株式会社三井住友銀行

2353 2944210001 大分県 草屋本舗株式会社 3320001008040
国産飼料の販路拡大に向けた飼料用米及び関連製品の
小ロット量産体制を確立

大分みらい信用金庫

2354 2944210003 大分県 株式会社原田商店 1320001009073
豊後水道産ちりめんの安定供給システム構築によるブ
ランド力強化事業。

大分信用金庫

2355 2944210007 大分県 富双シート株式会社 3120901028281
特殊改造したプレス機を導入し部品の内製化、先進的
な材料を使用しコスト低下を図る。

株式会社大分銀行

2356 2944210008 大分県 株式会社ＹＵＦＵＩＮ－ＩＣＨＩＺＵ 9320001015865
訪日外国人が買いたくなる「ｋａｗａｉｉ」和菓子の
製造・販売

大分県商工会連合会

2357 2944210010 大分県 株式会社成美 3320001015268
自動袋詰シール機の導入による生産性向上及びＯＤＭ
受注体制の強化

大分県商工会連合会

2358 2944210012 大分県 二豊製疊有限会社 1320002020962
次世代『琉球畳』で創造する「和とアート空間」の提
案による需要開拓

神鳥慶子

2359 2944210013 大分県 株式会社大川技研 4320001002934
新しい顕微鏡によるデータ収集の効率化、および分
析・解析業務拡大のためのデジタルマイクロスコープ
購入

公益財団法人大分県産業創造機構

2360 2944210014 大分県 ぶんご銘醸株式会社 1320001009180
当社オリジナルブランド「麹の杜」の確立と新サービ
ス事業進出による顧客層拡大戦略

株式会社伊予銀行

2361 2944210018 大分県 株式会社ホーシン 6120001157598
キリンジャッキの精度及び生産効率を向上させる生産
システムの構築

株式会社商工組合中央金庫

2362 2944210019 大分県 小野高速印刷株式会社 4140001058193
自社工場の自動化に向け、人力に左右されない製造環
境への取組みを開始する事業です。

大分商工会議所

2363 2944210021 大分県 有限会社イースト 7320002009496 県下初、人工大理石を使用したＬＥＤ看板の開発 株式会社大分銀行

2364 2944210023 大分県 パック・ミズタニ株式会社 4120001046555
強耐水４層強化段ボール製造加工機導入による市場開
拓

宇佐商工会議所

2365 2944210027 大分県 株式会社アイ・エス・アイ 4320001008337 精密板金＆機械加工複合製品の生産性改善と売上拡大 税理士法人大分綜合会計事務所

2366 2944210028 大分県 株式会社九州セミコンダクターＫＡＷ 6290801016177
大型自動装置の生産に取り組むため生産能力向上及び
安全性確保の為の天井クレーン導入

公益財団法人大分県産業創造機構

2367 2944210032 大分県 株式会社カワベ 4320001009582
最新設備の導入により生産性向上を図り、電力会社型
式認定品の受注を目指す。

公益財団法人大分県産業創造機構

2368 2944210035 大分県 豊洋精工株式会社 6320001008319
超精密レーザー溶接機導入により成形メーカーとして
九州初の革新的な金型事業の実現

公益財団法人大分県産業創造機構

2369 2944210038 大分県 株式会社やまろ渡邉 3320001009154 高速スライサー導入による加工効率改善と販路拡大 大分県商工会連合会

2370 2944210039 大分県
ロイヤルクリーナー株式会社リファイン大
分

7320001009860
タオルフォルダー導入で労働生産性を高め、大分県の
シェア№１を目指す！！

株式会社豊和銀行

2371 2944210046 大分県 タカキ製作所株式会社 1320001001708
最新鋭機能搭載機器導入による作業効率、生産性、安
全性の劇的向上！

公益財団法人大分県産業創造機構

2372 2944210047 大分県 株式会社レディーコア 9320001010370
高精度カメラ搭載の自動裁断機導入による柄物生地の
生産性向上

株式会社大分銀行

2373 2944210048 大分県 株式会社臼杵鋼鈑工業所 9320201000023
パイプ鋼材を高精度、高速に加工可能なＣＮＣパイプ
自動切断機の導入による生産性向上

公益財団法人大分県産業創造機構

2374 2944210049 大分県 株式会社日田十条 8320001010165
大径木加工の阻害要因である帯鋸変形の自動調整化に
よる生産効率の向上

日田商工会議所

2375 2944210056 大分県 合同会社漁村女性グループめばる 6320003001544
充填機導入による既存商品及び新商品の生産・販売強
化を実現

大分県商工会連合会

2376 2944210057 大分県 有限会社マルサン商店 5320002017278
ＨＡＣＣＰ制度化に向けた衛生環境の改善と作業フ
ロー改善による生産性向上

大分県商工会連合会

2377 2944210060 大分県 藤丸建設有限会社 1320002005930
目指せ、スーパー大工！４面自動カンナ盤導入による
生産性向上

大分みらい信用金庫

2378 2944210071 大分県 弥生石材株式会社 2320001009139
河川流出土砂の有効利用と砕砂プラント自動化システ
ム導入による大幅な生産性アップ計画

株式会社伊予銀行
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2379 2944210078 大分県 株式会社村ネットワーク 5320005006443 高度加工設備導入による新商品開発と売上拡大事業 大分県商工会連合会

2380 2944210084 大分県 極東印刷紙工株式会社 4320001000987
パッケージ印刷における制作技術の高度化と新サービ
ス創出による販路開拓

税理士法人シーウエイブ代表社員瀬山豊

2381 2944210086 大分県 松崎鉄工株式会社 4320001002570
鉄骨溶接ロボットによる溶接工程の品質及び生産性の
向上

大串　智之

2382 2944210087 大分県 ホンダ繊維株式会社 8320001010958
医療現場向け機能性ユニフォーム事業におけるボトル
ネックの解消と自動化の推進

株式会社大分銀行

2383 2945210201 宮崎県 有限会社高千穂農林産物加工部会 3350002013573
レトルト機器導入による新商品販売及びレトルト加工
受託事業への進出

宮崎県商工会連合会

2384 2945210207 宮崎県 森山工業株式会社 7350001007060
アーム型ロボット導入による特殊金属加工の自動化の
確立

株式会社宮崎銀行

2385 2945210208 宮崎県 有限会社モトショップ　ウイリー 3350002004944
大型バイク部品の生産プロセス改善によるラインナッ
プ充実及び売上拡大

宮崎商工会議所

2386 2945210209 宮崎県 株式会社山洋製作所 6350002007481
電算システム導入により経営管理面の効率化と利益率
年３％向上をめざす。

高鍋信用金庫

2387 2945210211 宮崎県 株式会社モリタ 4350001004102
精密高速加工機を導入して、航空機部品の高精度加工
方法の確立と量産化を実現する

宮崎県商工会連合会

2388 2945210212 宮崎県 有限会社ミッキークリーニング 8350002009492
難洗衣料等のクリーニングサービスの導入と業務効率
の向上

西都商工会議所

2389 2945210213 宮崎県 有限会社木佐貫鉄工所 1350002018426 最新式形鋼加工機の導入による高生産性の実現 小林商工会議所

2390 2945210215 宮崎県 細島港荷役振興株式会社 4350001006115
輸出杉丸太の船荷役効率化と安全性改善の荷役用エン
ジングラブ導入

日向商工会議所

2391 2945210216 宮崎県 株式会社日向中島鉄工所 9350001006093
ＩｏＴを活用した生産・設備管理情報の見える化によ
る生産性の向上

株式会社鹿児島銀行

2392 2945210219 宮崎県 日之影特産果樹振興会
ゆず関連商品の生産性向上及び国産レモン加工への取
り組み

宮崎県商工会連合会

2393 2945210224 宮崎県 片田製作所
生産ラインの改善による短納期の実現と受注体制確立
のための天井クレーンの導入

日向商工会議所

2394 2945210225 宮崎県 若宮水産株式会社 8350001007126
労働集約的な包装工程に高速冷凍魚箱製函機を導入
し、サイクルタイムを大幅短縮する事業

延岡信用金庫

2395 2945210226 宮崎県 株式会社親協 7350001002730
地方自治体の財源不足解消に貢献する低コスト橋梁点
検事業

宮崎商工会議所

2396 2945210228 宮崎県 有限会社黒岩建具店 1350002016553
最先端ＮＣパネルソーを活用した作業効率改善による
販路拡大事業

日南商工会議所

2397 2945210230 宮崎県 株式会社加藤えのき 1350002005416
液体種菌培養の採用による製造コスト削減を図り、収
量世界一の「えのき茸」生産基地を目指す

株式会社西日本シティ銀行

2398 2945210232 宮崎県 オリンピア工業株式会社 3012801000307
フィンチューブマシンの後工程設備整備による生産性
の向上と受注拡大

株式会社商工組合中央金庫

2399 2945210234 宮崎県 紘洋堂 名入れ機導入による販路拡大及び購買意欲促進 宮崎県商工会連合会

2400 2945210235 宮崎県 あさひ電機有限会社 7350002013702
自走式高所作業車導入による作業効率改善及び収益性
の改善

株式会社宮崎太陽銀行

2401 2945210236 宮崎県 株式会社安藤商事 3350001012700
産業用無人航空機と水中ドローンを利活用した新たな
サービス展開

長井寿郎

2402 2945210239 宮崎県 有限会社山和木工所 3350002015165
最先端加工方法による生産性向上及び高品質向上を実
現し新規商品の販路拡大

株式会社宮崎銀行

2403 2945210240 宮崎県 有限会社すし源 6350002010667
最新冷凍設備の導入による労働時間の平準化及び新商
品開発・販路拡大事業

日向商工会議所

2404 2945210241 宮崎県 株式会社ケイディエム 5350001005990
ＵＡＶ及び３次元計測技術を活用した生産性向上を可
能とする安全かつ高精度な測量設計技術の開発とその
サービス提供

株式会社鹿児島銀行

2405 2945210242 宮崎県 株式会社ＡＰＰ 5350001012863
規格外の宮崎県産農産物を活用した「オリジナル土産
菓子」の試作開発

小林商工会議所

2406 2945210251 宮崎県 寺田たたみ・ふすま店
技術的に難しいが、将来性の見込める“薄畳（うすだ
たみ）”の生産性・品質向上

小林商工会議所

2407 2945210253 宮崎県 有限会社風月堂 4350002018002
「元祖チーズ饅頭」製造のボトルネック工程（袋詰
め）の生産性・品質向上

小林商工会議所

2408 2945210258 宮崎県 和光コンクリート工業株式会社 6350001006154
養生温度管理プロセスの自動化による品質保証体制の
向上

株式会社宮崎銀行

2409 2945210261 宮崎県 南薩食鳥株式会社 3340001012817
高鍋新工場操業による、生産量の増加と安全性強化事
業

高鍋商工会議所

2410 2945210263 宮崎県 株式会社九州建設サポート 5350001011048
３Ｄレーザースキャナー導入による、ＩＣＴ施工のフ
ルサポート体制構築及び付加価値向上

株式会社宮崎銀行

2411 2945210264 宮崎県 株式会社黒木本店 2350001005705
ラックフォークと国産材樽導入による生産性向上と高
付加価値商品製造

高鍋商工会議所

2412 2945210266 宮崎県 株式会社修電舎 9350001006812
高精度自動電線加工機導入による生産プロセス改善と
一括受注体制の確立

株式会社宮崎銀行

2413 2946210002 鹿児島県 株式会社日野洋蘭園 4340001010407
ＱＲコードを活用した胡蝶蘭栽培管理の見える化と生
産性向上

税理士法人さくら優和パートナーズ

2414 2946210007 鹿児島県 鹿児島製茶株式会社 9340001000898
高性能粉砕機導入による生産力の増強及び販路拡大の
推進

小迫義仁

2415 2946210010 鹿児島県 有限会社プロシードサカキ 5340002018381
ボタン付けミシンによる生産体制の改善と自社ブラン
ド製品販売へ

税理士法人ＨＩＴＯＴＯパートナーズ

2416 2946210012 鹿児島県 有限会社田中林業 3340002017542
３次元計測による、森林資源調査の高精度化で生産・
受注プロセスの確立

鹿児島県商工会連合会

2417 2946210014 鹿児島県 新和技術コンサルタント株式会社 3340001005358
ドローン搭載型レーザースキャナーシステム導入によ
る事業拡大

株式会社鹿児島銀行
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2418 2946210016 鹿児島県 有限会社宮之城誠秀製茶 2340002018426
色彩選別機導入による荒茶の品質と安定性の向上とブ
ランド力強化

税理士法人ＨＩＴＯＴＯパートナーズ

2419 2946210020 鹿児島県 有限会社原田米店 4340002017302
匠の強みと機械の技術精度による自社ブランド米のラ
インナップ向上と市場開発

鹿児島県商工会連合会

2420 2946210022 鹿児島県 濵田酒造株式会社 4340001009011
天然アロマ回収技術導入による香りに優れた酒類の効
果的効率的製造

株式会社商工組合中央金庫

2421 2946210031 鹿児島県 株式会社ワカマツ自動車 4340001004821 新技術に対応した安心で安全な自動車修復サービス 鹿児島県商工会連合会

2422 2946210032 鹿児島県 株式会社タバタ 6340001016971
簡易牛舎ユニットの生産性と品質の向上を図る生産プ
ロセスの革新

株式会社さくら優和コンサルタント

2423 2946210042 鹿児島県 有限会社サンワ技研 9340002028360 高品質、短納期化に対応するための先端設備の導入 株式会社鹿児島銀行

2424 2946210046 鹿児島県 株式会社丸和工業 3340001004070
社会インフラのニーズに応える！多目的形鋼加工機の
導入による大幅な生産性、品質向上と収益力強化！

株式会社鹿児島銀行

2425 2946210051 鹿児島県 株式会社三州園 5340001001982
後発酵茶（こうはっこうちゃ）等の品質・生産性向上
とティーバッグ化への取り組み

鹿児島商工会議所

2426 2946210053 鹿児島県 株式会社国土技術コンサルタンツ 2340001001671
測量観測のプロセス改善による生産性向上と受注拡大
による競争力強化

税理士法人押井会計

2427 2946210056 鹿児島県 ユニオンＦＢＣ株式会社 4290001059656
高速・高精密ワイヤ放電加工機導入による高生産性プ
ロセスの確立

株式会社筑邦銀行

2428 2946210057 鹿児島県 株式会社エムアンドエム 3340001010820
急速冷凍技術により、奄美ブランド豚餃子にリッチな
食感を加えてネット販売を拡大する事業

特定非営利活動法人横浜中小企業診断士会

2429 2946210060 鹿児島県 株式会社梅月堂 4340001013434
他社にない手作り和菓子を首都圏へ！ 和菓子の製造プ
ロセスを改善し生産性と売上を格段に向上させる！

鹿児島県商工会連合会

2430 2946210064 鹿児島県 薩南製糖株式会社 5340001012591
「自動原料糖供給設備」導入による生産性向上および
製造環境改善の実現

株式会社商工組合中央金庫

2431 2946210071 鹿児島県 有限会社かねやま 4340002002576
多品目多規格のカット野菜製造に係る生産性向上の為
の新機械導入

株式会社南日本銀行

2432 2946210072 鹿児島県 ひぃ坊家
鹿児島の優良特産品を使った、無添加餃子の量産化事
業

鹿児島県商工会連合会

2433 2946210076 鹿児島県 町田酒造株式会社 4340001010737
最新レーザ加工機導入による瓶やラベル等に地域特性
あふれる オリジナルデザインを彫刻した黒糖焼酎の製
造販売

鹿児島県商工会連合会

2434 2946210079 鹿児島県 有限会社カーガレージ鹿児島 9340002002398
独立系鹿児島初！コンピュータ計測システム導入によ
る次世代自動車整備・鈑金事業の確立

鹿児島商工会議所

2435 2946210082 鹿児島県 有限会社プロテック 9340002024509
自動車専用ボルトの特殊加工（長物ボルト）に取り組
む新分野への実現化事業

鹿児島県商工会連合会

2436 2946210086 鹿児島県 株式会社中園久太郎商店 5340001009489 オートチェッカ導入による生産プロセスの改善 鹿児島県商工会連合会

2437 2946210090 鹿児島県 株式会社前田建設 8340001010733
工期短縮による生産性向上と働き方改革を図るための
ＩＣＴ事業

鹿児島県商工会連合会

2438 2946210091 鹿児島県 株式会社ヒカル 2340001010706
３次元測量システムによる「ＩＣＴ施工対応測量サー
ビス」の開発事業

鹿児島県商工会連合会

2439 2946210093 鹿児島県 株式会社ＫＯＧＥＮ 7340001019890
最新の同時５軸複合加工機を用いた、大手試作開発市
場への本格参入と高度加工技術者の育成。

鹿児島県商工会連合会

2440 2946210095 鹿児島県 株式会社勇建設 5340001010851
測量作業の現場改善と精度向上による工期短縮を目的
としたＩＣＴ事業

鹿児島県商工会連合会

2441 2946210096 鹿児島県 有限会社三昧堂商事 8340002027768
顧客満足度アップと生産性向上を図るための新たなプ
リントサービス事業

鹿児島県商工会連合会

2442 2947210002 沖縄県 株式会社日進ホールディングス 4360001004373 平板の穿孔工程の効率化と精度向上 税理士法人那覇中央会計

2443 2947210007 沖縄県 沖縄東京計装株式会社 1360001018979
革新的成分分析計及び測定器導入による生産効率大幅
改善及び販路拡大

公益財団法人沖縄県産業振興公社

2444 2947210009 沖縄県 ＮＴＩ株式会社 4360001016600
難加工形状部品に対応した生産設備導入による高効率
生産体制の確立

株式会社第四銀行

2445 2947210010 沖縄県 株式会社首里知念製菓 3360001019810
琉球菓子・和菓子の製造工程の一部機械化による量産
化体制の確立

株式会社琉球銀行

2446 2947210011 沖縄県 株式会社アトラス 3360001010380
減圧蒸留装置導入によるバイオディーゼル燃料の高品
質化及び生産効率改善

株式会社沖縄海邦銀行

2447 2947210014 沖縄県 株式会社ヨギファーム 6360001016929
自社生産食肉加工の生産向上、品質向上及び商品開発
に係る事業

沖縄県商工会連合会

2448 2947210015 沖縄県 本原畳店
６次産業化の確立！　い草ハーベスター導入による生
産性の向上

沖縄県商工会連合会

2449 2947210017 沖縄県 株式会社ミーティッジ 4360001000430
食肉における凍結・スライス技術の高度化による生産
性、品質、歩留まりの向上

税理士法人グローアップサポート

2450 2947210018 沖縄県 三高水産株式会社 9360001002570
沖縄県産マグロを使った高品質マグロたたき（ネギト
ロ）の製造

ＥＹ税理士法人

2451 2947210019 沖縄県 有限会社鮮魚仲買マルエイ商事 8360002008493
急速冷凍、保管設備導入による高品質長期保存を通し
た生産性向上計画

株式会社琉球銀行

2452 2947210024 沖縄県 山香 小袋充填の付加価値向上等による販路開拓 沖縄県商工会連合会

2453 2947210030 沖縄県 おおみ歯科医院
院内ラボ新設による沖縄初のワンデーインプラントの
実施

株式会社沖縄海邦銀行

2454 2947210031 沖縄県 丸正織物工房 ボイラ設備染色導入による製造環境改善 沖縄県商工会連合会

2455 2947210032 沖縄県 農業生産法人株式会社マルシェ沖縄 9360001006076 紅芋ペーストの量産体制構築と製造環境の整備 沖縄県商工会連合会

2456 2947210037 沖縄県 株式会社かわまん商店 9360001010251
沖縄県産藻類加工品の製造効率化による新規市場開拓
事業

株式会社琉球銀行
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2457 2947210038 沖縄県 有限会社島酒家 6360002000287
沖縄県産農産物を活用した新商品事業化のための製造
体制整備事業

沖縄県商工会連合会

2458 2947210039 沖縄県 沖縄高速印刷株式会社 8360001006449
デジタル印刷事業の新規設備導入による収益向上と納
期短縮の実現

株式会社琉球銀行

2459 2947210044 沖縄県 株式会社白水堂 7360001009790
耐久性・耐火性に優れるＣＬＴ材を活用した民泊リ
フォーム家具事業

株式会社琉球銀行

2460 2947210046 沖縄県 有限会社進盛工業 1360002014242
一次加工の生産性向上と販路拡大のための新型プラズ
マ加工機導入

大串智之

2461 2947210049 沖縄県 有限会社ミサキ工業 7360002007356
多目的形鋼加工機の導入による一次加工の内製化と市
場開拓

大串智之

2462 2947210050 沖縄県 株式会社アイアム 9360001002785
自動印刷機導入による生産能力向上と手動印刷の付加
価値向上

株式会社沖縄銀行

2463 2947210051 沖縄県 有限会社宮城工業 8360002017305
一次加工の生産性向上と競争力強化を目的としたユ
ニットワーカー導入

大串智之

2464 2947210053 沖縄県 合同会社稲建装 9360003007980
実は木造が沖縄の気候に適している！木造住宅普及の
ための耐力壁事業

株式会社沖縄銀行

2465 2947210054 沖縄県 シュガーソルト垣乃花株式会社 6360001008075
黒糖シロップ小袋の量産化と包装工程改善による製造
コストの見直し

沖縄県商工会連合会

2466 幹事企業：株式会社せんのは 
幹事企業：
2040001095554 

幹事企業：大嵩正博 

2467 連携体１：株式会社農亜
連携体１：
6040001091946

連携体１：大嵩正博

2468 2947210068 沖縄県 株式会社日本バイオテック 9360001005350 海ぶどう養殖技術の改善による収穫量増と収益改善 株式会社琉球銀行

2469 2947210072 沖縄県 有限会社晃永調査測量 6360002011672
ドローンによる３次元測量と設計の４次元化で設計業
務の可視化

沖縄商工会議所

2470 2947210078 沖縄県 株式会社開邦工業 5360001008019 新技術を用いたフライアッシュ分級装置の試作開発 キムタカ税理士法人

2471 2947210089 沖縄県 有限会社豊見山鉄工 2360002010546
一次加工工程の生産性向上と効率的な軽量鉄骨生産体
制の確立

大串智之

2947210065 国産食材を使ったハラル認証食品の開発と海外展開沖縄県


