
受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

1 01120032 北海道 医化学創薬株式会社 糖ペプチド合成用の固定化糖鎖付加酵素の開発

2 01120035 北海道 シンセメック株式会社 超省力化を目指した新カボチャ乱切り装置の開発

3 01120040 北海道 株式会社ヒルコ 省力化屋根融雪装置

4 01120045 北海道 媚山鉄工株式会社 鉄骨柱溶接ロボット化

5 01120046 北海道 株式会社太田精器
次世代向けガラス基板加工及び高効率化加工による加工プロセスの高
精度化

6 01120047 北海道 英機工業株式会社 廃摩擦材を再利用した耐水性建材用成形体の開発

7 01120050 北海道 北海バネ株式会社 生産性向上による低価格コイルスプリングの開発

8 01120053 北海道 横山食品株式会社 ドイツ製ミキサーを利用したパン粉製品改良事業

9 01120057 北海道 北海道ワイン株式会社 ブドウ発酵残渣を活用した新規化粧素材の試作開発

10 01120063 北海道 本田農機工業株式会社 走行型枝豆収穫機に関する走行車体の開発

11 01120065 北海道 第一金属株式会社 300tプレス段替自動化による設備能力向上とコスト競争力の強化

12 01120066 北海道 旭川計量機株式会社 農産物のランク選別装置における画像処理装置の試作開発

13 01120067 北海道 池田食品株式会社
消費者のニーズの多様化に対応する〝甘納豆″の高付加価値化を実
現する新たな加工プロセスの開発

14 01120070 北海道 株式会社アールアンドイー 解体効率向上を目的とした重機アタッチメントシステムの実用化

15 01120075 北海道
バイオマテックジャパン株式
会社

医薬部外品用易溶性プロテオグリカンの試作開発

16 01120076 北海道 株式会社池田熱処理工業 自動車用クラッチ板熱処理における低コスト熱処理方法の試作開発

17 01120078 北海道 株式会社フジワラ ３次元曲面を取入れた鉛フリーメタルジグの試作開発

18 01120081 北海道 株式会社メディア・マジック
次世代高性能携帯端末向け組込アプリケーション開発プロセス短縮シ
ステムの試作

19 01120083 北海道 株式会社アミノアップ化学 発酵処理した長芋未利用資源の有効成分探索と機能性食品の開発

20 01120085 北海道 岩田醸造株式会社 高機能性発酵タマネギ味噌の開発

21 01120086 北海道 株式会社昭和冷凍プラント 保存期間を長期化した臓器保存液製造装置の開発

22 01120088 北海道 有限会社馬場機械製作所 先進的・実験的な難加工材加工需要に対応可能な体制の確立事業

23 01120091 北海道 アドバリーシステム株式会社 放送向け局外中継用小型音声無線伝送装置の試作開発

24 01120092 北海道 株式会社活里
道産オーガニック穀類・野菜・ハーブを原料とする高品質発酵ドリンクの
開発

平成２４年度補正「ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金」
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受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

25 01120093 北海道 株式会社安田鉄工所 ノンスカラップ工法の対応と短納期化の実現

26 01120095 北海道 株式会社ホクエイ
価格競争力強化のための、新型自動塗装装置の導入による塗装技術
の高度化と生産プロセスの見直し

27 01120096 北海道 株式会社アルブロ 木型・鋳造一貫生産体制による多品種・小ロ化及び短納期化

28 01120097 北海道 株式会社帝国設計事務所 飛翔体を利用した小型橋梁点検システムの試作・開発

29 01120098 北海道 株式会社北村鉄工所 NCフライス盤導入による切削技術の高度化および生産性の向上

30 01120099 北海道 株式会社天狗堂宝船 連続供給型餅菓子製造技術の試作開発

31 01120101 北海道
株式会社メイセイ・エンジニ
アリング

橋梁等構造物点検システムの導入による正確で低コストな構造物点検
体制の確立事業

32 01120102 北海道 株式会社ティスリー 高品位の雑貨および小物製品のブランド開発と製造・販売

33 01120103 北海道 日生バイオ株式会社
北海道産乳酸菌発酵技術による美容・関節・抗老化用高機能性食品素
材の開発

34 01120105 北海道 訓子府機械工業株式会社
農業機械や食品機械等の多品種小ロットの部品生産に対応した切削加
工技術の開発

35 01120106 北海道 株式会社静内衛生社 シーディング剤（機能調整剤）の自動固形化装置の設備導入

36 01120116 北海道 株式会社セコニック ＥＬ照明の長寿命化

37 01120124 北海道
株式会社ディ・ビー・シー・シ
ステム研究所

焼却炉への長寿命熱電対保護管・鞘の開発

38 01120126 北海道 株式会社コムテック2000
ボディアクション操作で動かせる電動車椅子ユーザインタフェースの試
作開発

39 01120132 北海道 株式会社ASCe(アスク) レジ横販売用 汁物自動供給機の開発

40 01120136 北海道 株式会社北央技研
自社独自検査方法の確立により他社との差別化を図り事業展開を拡大
する

41 01120139 北海道 株式会社村瀬鉄工所
ダクタイル鋳鉄異形管の品質安定性の確保及び、高生産性のための溶
射自動化装置の導入

42 01120142 北海道 大栄工業株式会社
主要取引先からの小口化・短納期化要請に対応するための高精度ベン
ディングマシン導入による品質の向上と生産リードタイムの短縮

43 01120147 北海道 長谷製菓株式会社 地産原料を活用した自動菓子製造装置の導入

44 01120150 北海道 株式会社 高橋組
電解凝集法を採用した噴流攪拌固液分離装置及び回転生物膜接触装
置による難分解性有機物含有排水処理システムの開発

45 01120151 北海道 ハピーオール株式会社 光ファイバ端面遮光用プラスチック製極小キャップの試作

46 01120154 北海道 株式会社ナップ
新設備導入による全自動端子圧着機用各種金属部品の加工時間短縮
と高精度化

47 01120156 北海道
株式会社北海道バイオイン
ダストリー

北海道産ソバ蜜混合百花蜜を用いた機能性発酵食品の開発

48 01120157 北海道 興和工業株式会社 アルコール混合ガソリン用タンク内面ライニング材製造技術の開発

49 01120158 北海道 株式会社ヤブシタ 空調室外機用気流分離システムの試作開発及び事業化

50 01120159 北海道 アテリオ・バイオ株式会社 エビデンスに基づく腸内環境改善食品の開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

51 01120162 北海道
上原ネームプレート工業株
式会社

自動車用金属薄膜装飾部品の低コスト化

52 01120164 北海道 株式会社イシカリ
取引先からの要請による小口・短納期・低廉化と価格競争力強化のた
めのＣＮＣ制御導入による高精度化・高機能化と生産プロセスの改善

53 01120168 北海道 北見プレス株式会社 オートスリッターシステム導入による生産性向上の実現

54 01120169 北海道 株式会社北村そば製粉
加熱水蒸気処理による丸抜きの菌数抑制により高付加価値の蕎麦の
新たな流通の実現

55 01120171 北海道
システムデザイン開発株式
会社
サンエス電気通信株式会社

海外市場向環境モニタリングセンサー端末の組込再開発とグローバル
クラウドシステム構築

56 01120172 北海道
株式会社エヌビィー健康研
究所

抗体医薬品の機能性向上と生産技術の高度化

57 01120174 北海道 株式会社サカイ技研
金属光造形複合加工機を用いた試作開発用プラスチック金型の納期短
縮化

58 01120175 北海道 丸共水産株式会社 水産物由来機能食品の冷凍空調技術を活用した高度生産体制の構築

59 01120176 北海道 株式会社アクト
デンプン加工食品工場から排出される難処理水を簡便で安定的に処理
できるシステム装置の開発

60 01120178 北海道 網走ビール株式会社 地ビールの発酵貯蔵タンクの増設

61 01120179 北海道 株式会社西野製作所 独自研究成果を組み込んだ熱処理設備の導入事業

62 01120180 北海道
アーク・システム・ソリュー
ションスﾞ株式会社

形式手法適用コストを低減する組込みソフトウェア開発向け形式モデル
ライブラリの試作開発

63 01120185 北海道 株式会社テクノフェイス
スマートフォン･タブレット向け、高セキュリティ・オフライン型ＣＲＭクライ
アントアプリケーションの試作開発

64 01120188 北海道 寿産業株式会社 施肥ブロック製造用攪拌機とプレス成型機の開発

65 01120192 北海道
有限会社十勝野フロマー
ジュ

国内外の市場に向けた発酵食品活用のアイスクリーム生産性の強化

66 01120195 北海道 株式会社北斗電子 農産物･海産物簡易スクリーニング放射線検出器（HFC01）の実用化

67 01120196 北海道 株式会社粧薬研究所
脱泡クリーム充填機など最先端化粧品製造機器と自動ライン化システ
ムの導入による生産能力拡大と製造コスト低減の実現

68 01120197 北海道 川越製袋株式会社 薬袋製造工程における接着剤塗布検出システムの構築

69 01120199 北海道 株式会社北海道ニーズ レンタル移動製氷車の開発

70 01120211 北海道 エコモット株式会社 モバイルネットワークを活用した遠隔監視端末の開発

71 01120217 北海道 株式会社シーイーフォックス
病院の効率的経営を実現するセンサー技術を利用した医療サービス分
析システムの開発

72 02120019 青森県 株式会社光城精工 医用コンセントタップの開発

73 02120028 青森県 株式会社合食八戸工場 ジュール加熱と冷凍・乾燥を利用した新食感の水産乾燥品の開発

74 02120030 青森県
株式会社テクニカル　弘前営
業所

視覚障害者の自立を実現する残存視力の有効活用メガネの試作と評
価

75 02120033 青森県 有限会社ビット・テック 燃料電池スタック搭載小型移動体電源の試作開発・商品化

76 02120036 青森県 日本砿研株式会社
省エネルギー・低コスト固液分離技術を活用した連続粘土鉱物精製シス
テムの開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

77 02120039 青森県 中村弘前株式会社
切削加工技術の向上による、デザイン性の高い遊具の開発事業～家族
の絆アミューズメントパークの提案

78 02120043 青森県 株式会社ワーロック 電解メッキ方法の成膜の安定性向上とその管理システムの構築

79 02120044 青森県
青森エンジニアリング株式会
社

原子力発電所施設向け溶接技術の高度化と排水処理装置の試作開発

80 02120045 青森県 エクトム株式会社 偏肉厚形状樹脂形成に用いる高精度な金型の試作開発

81 02120047 青森県
旭光通信システム株式会社
八戸事業所

IP音声呼出電話機の試作開発

82 02120048 青森県 東和電機工業株式会社 非破壊型魚脂肪等光測定計の試作開発

83 02120050 青森県
多摩川モバイル電装株式会
社　福地工場

制振制御サーボシステムの開発

84 02120051 青森県 株式会社オーエフ青森 高性能・高品質なヒューズの試作開発

85 02120054 青森県 株式会社橘機工 加工ノウハウのデータベース化による生産プロセス強化

86 02120056 青森県
日本パルスモーター株式会
社　岩木工場

直動運動型ステッピングモータ（リニアステップ）の超高精度制御化計画

87 02120057 青森県
大泉開発株式会社　鶴田事
業本部

完全分割化した採熱井による地下水循環融雪装置の試作開発

88 02120058 青森県
株式会社和山ネットワーク研
究所　青森事業所

通信機能付ホームタンク用油量計の研究開発とそれを用いた新サービ
スの検討

89 02120059 青森県 東北建機工業株式会社
太陽電池アレイ設置用架台の一貫生産施工体制確立のための設備投
資

90 02120060 青森県 八戸製氷冷蔵株式会社 地域資源を活かした清涼飲料商品展開事業

91 02120062 青森県 有限会社forte 双方向骨伝導音声ガイドシステムの試作開発

92 02120063 青森県 株式会社長谷川鉄工
自動化設備の導入により「品質向上」と「短納期化」を図り、新機能の開
発・付加で新規取引先をゲット!!

93 03120017 岩手県 株式会社中原光電子研究所
脳深部刺激用光・電気ハイブリッドガラス電極実現のための石英ガラス
と金属の複合化

94 03120020 岩手県 竹内真空被膜株式会社 ヘッドアップディスプレイ用大型凹面ガラスミラーの製品化

95 03120021 岩手県 株式会社エレック北上 柔軟性樹脂粒子に金属層を形成したコネクターピンの開発

96 03120024 岩手県 株式会社東光舎 刃先端の粗さを制御した理美容鋏の開発

97 03120025 岩手県 株式会社ニュートン 偏光ゴーグル型サングラスレンズの市場拡大の為の設備投資

98 03120028 岩手県 志田工業 わかめ中芯裂き加工用省力化装置の開発と生産体制の構築

99 03120029 岩手県 有限会社前田合金鋳造所
鋳造用アルミニウム合金の溶湯処理技術強化による高品質自動車部
品の試作開発

100 03120031 岩手県 ECO-A株式会社
小径丸棒/丸パイプ専用通電拡散接合装置（模型）と医療用手術器具
鋼製小物（以下、「鋼製小物」という。）の試作開発

101 03120034 岩手県 谷村電気精機株式会社 YAGレーザー溶接機導入による板金加工要素技術の向上

102 03120036 岩手県 及川冷蔵株式会社 新・三陸太郎（さんま天日干し）の試作研究開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

103 03120037 岩手県 株式会社岩鋳 南部鉄器の表面処理プロセスの強化による納期短縮化

104 03120039 岩手県 株式会社千田精密工業 加速器装置用部品製造

105 03120040 岩手県 株式会社小林精機 生産スケジュール高密度化による短納期受注の拡大

106 03120043 岩手県 株式会社水沢鋳工所 多軸工作機械による短納期化及び精度保証

107 03120046 岩手県 有限会社及春鋳造所 カラフル全面ホーロー処理厨房用南部鉄器の試作開発

108 03120047 岩手県 株式会社妙徳 積層成形加工技術を応用した小ロット・短納期生産システム構築事業

109 03120051 岩手県 品川光学株式会社
コバルトクロムモリブデン（CCM）合金の医療用人工股関節（骨頭、ライ
ナー）の超精密切削方法を用いた試作

110 03120053 岩手県 株式会社スペック
木質バイオマスボイラー用高温耐食皮膜装置の開発・製作と皮膜作製
事業

111 03120054 岩手県 有限会社ベルモデル
3D-CAD／CAM技術を活用した、製品開発を支える「金型レス」の「試作
センター」化に向けた設備強化と技術高度化

112 03120056 岩手県 モビコム株式会社
自動車向け次世代情報提供サービス用の安価且つ低消費電力型高速
通信端末の開発と提供

113 03120058 岩手県 有限会社エフアンドディ 高性能プローブのニッチ市場に特化した応用評価と事業インフラの確立

114 03120059 岩手県 株式会社小原建設
営農効率化のための暗渠排水路用被覆材（フィルター材）の生産性向
上

115 03120060 岩手県 和田工業株式会社 新型ワイヤー放電加工機導入による プレス精密金型の製作工期短縮

116 03120062 岩手県 和同産業株式会社 評価技術を考慮したアスベスト粉塵対策防止装置の試作開発

117 03120063 岩手県 東北資材工業株式会社 水耕栽培装置開発と生産ラインの不良率低減

118 03120067 岩手県 有限会社サワ 大径・特殊ネジ対応の組立工程用ねじ保持機の開発

119 03120069 岩手県 株式会社富士通研製作所 放電加工機導入による試作金型製作の短納期化

120 03120071 岩手県 三共精密金型株式会社 MIDのスマートフォン市場対応技術等の開発

121 03120077 岩手県
株式会社パターンアート研究
所

舌運動精密測定用ウェアラブルセンサシステムの開発

122 03120085 岩手県 株式会社東洋レンズ
車載カメラ用超広角小口径ガラスレンズの低コスト化プロセス技術の開
発

123 04120018 宮城県 シンワ電装株式会社
「3Dプリント技術を用いる樹脂部品製造設備」の導入、製造技術確立に
よる電子機器設計試作サービスの付加価値・競争力向上

124 04120020 宮城県 株式会社堀尾製作所
バーコードシステム導入による生産管理の高度化と多品種少量生産お
よび短納期化実現事業

125 04120025 宮城県 東北電子産業株式会社 可搬型プローブ式振動粘度計の開発、商品化

126 04120027 宮城県 共伸プラスチック株式会社
「ウエルドラインの発生しない塗装レス高品位樹脂成形品の量産製造を
実現できる世界初のゲート圧縮カット複合成形法の開発」

127 04120029 宮城県 明治合成株式会社 ダイレクト加飾システムによる特注部品対応

128 04120036 宮城県 株式会社邦友 起立補助装置の開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

129 04120037 宮城県 冨田マテックス株式会社
広軌高速鉄道用の画像処理等を利用した高精度軌道検測器の試作品
開発

130 04120038 宮城県 株式会社畠茂商店 鉄道用分岐ゲージの量産化技術確立

131 04120039 宮城県 株式会社コムコム
食用油酸化抑制装置「カラット君」の抑制原理の解明、抑制効果及び、
安全性向上試験。

132 04120040 宮城県 株式会社ティ・ディ・シー 長尺フープ状金属箔超精密鏡面加工量産対応設備の開発

133 04120043 宮城県 ゼライス株式会社 再生医療向け低反発性ゼラチンスポンジの開発

134 04120044 宮城県 株式会社コスモス
ゴム製品のプレス加工及びカーボンフェザーのプレス加工に関する技
術開発

135 04120045 宮城県 株式会社藤田鉄工所 部品製作高度化事業

136 04120046 宮城県 株式会社ソーリンク
画像センターとサーボモータを使用する高精度位置決め技術を付加し
た「貼付装置」・「塗布装置」の拡販

137 04120048 宮城県 株式会社エヌエス機器 複雑形状（曲面、多面体）の研磨装置・開発と加工販売

138 04120051 宮城県 株式会社ウチダ 車載リレー用コア部品の低価格化を実現するプレス加工技術開発

139 04120057 宮城県 凌和電子株式会社
プラスチック成形品生産工程における静電気発生位置検出装置の試作
開発

140 04120058 宮城県 株式会社エムジー
大地震による高層ビルの長周期地震動による揺れに対応した制震キャ
スターの開発

141 04120060 宮城県 有限会社ホンテック
アルミガイドロールの加工時間短縮を目的とした円筒研削加工の研究
開発

142 04120063 宮城県 株式会社新澤醸造店 未利用資源の果汁化それに伴うリキュール類・ジュース類の製造開発

143 04120064 宮城県
バイスリープロジェクツ株式
会社

画像処理組込みソフトを用いた汎用表面欠陥検査装置の開発

144 04120065 宮城県 ヤマカノ醸造株式会社 豆乳を原料とする新規な低塩・高旨味調味料の製造

145 04120067 宮城県 ヤマセ電気株式会社
最先端ワイヤー放電加工機による金型加工時間の短縮及び新規顧客
の取り込み強化

146 04120070 宮城県 株式会社北光 バスバー（金属端子）への電子部品実装のプロセス構築

147 04120072 宮城県
テセラ・テクノロジー株式会
社

露地栽培および施設栽培に最適な環境センサを活用したスマートアグリ
システムの開発

148 04120073 宮城県 株式会社マグファイン プローブに塗装する絶縁塗膜の加工し易い塗料の開発

149 04120074 宮城県
株式会社日進エンジニアリン
グ

エンドミル（切削工具）向け新コーティングの開発

150 04120075 宮城県
トライポッドワークス株式会
社

中小病院向け医療画像データ長期保管用機器の試作開発

151 04120077 宮城県 東北オータス株式会社
飲料自販機での買物時にスマートホンをポイントカードとして利用できる
機器の試作開発事業

152 04120080 宮城県 太子食品工業株式会社
新たな微生物利活用技術の開発による、生産合理性を保有する健康志
向型大豆食品の開発

153 04120081 宮城県 株式会社フォトニックラティス 半導体検査装置用深紫外線偏光子の事業化

154 04120082 宮城県 株式会社エクシオン 車載型生体情報通信プロセッサの試作開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

155 04120093 宮城県 ケー・エス・ケー株式会社
住宅産業が抱える課題解決に向けた発泡断熱材製品加工ラインのプロ
セス強化について

156 04120096 宮城県
株式会社スクリブル・デザイ
ン

自社開発ＯＳと携帯端末を有効活用した建設機械無線メンテナンスシス
テムの構築及び試作開発

157 04120097 宮城県 東杜シーテック株式会社
飲料水メーカー向け「後付け可能かつ低コスト」なホットメルト検査装置
の試作開発

158 05120030 秋田県 三浦電子株式会社
食中毒対策を目的とした水道蛇口取付型電解次亜水生成装置の試作
品開発

159 05120032 秋田県 株式会社青山精工 医療機器開発及び産学連携共同研究開発、航空機産業の業務拡大

160 05120033 秋田県 株式会社嶋田ハム 発酵サラミソーセージの開発による競争力強化事業

161 05120038 秋田県 エヌピーエス株式会社 DNA自動抽出装置用消耗品の新構造開発及び全世界販売

162 05120040 秋田県 東電化工業株式会社 Cu付きセラミック基板の量産プロセスの開発

163 05120042 秋田県 株式会社セーコン 発泡射出成形による生分解性樹脂製煙火用玉皮の開発

164 05120043 秋田県 千代田興業株式会社
高品質、短納期物件の受注競争力向上　溶接ロボットシステム＜石松
＞の導入（増設）

165 05120044 秋田県 株式会社東洋ドリル 難削加工用切削工具の高信頼性化および生産効率向上

166 05120046 秋田県 宮腰精機株式会社 デジタル印刷機部品製造工程のボトルネック工程の改善

167 05120049 秋田県 株式会社増田鉄工場
鋳造シュミレーション技術の活用によるポンプ用ステンレス鋳鋼部品の
鋳造方案の確立

168 05120050 秋田県 株式会社秋田研磨工業
レーザー加工によるサファイアクリスタルデザイン多様化への新技術開
発

169 05120051 秋田県 株式会社リミックス 電気自動車用温気式PTCヒーターの商品化

170 05120053 秋田県 株式会社齋彌酒造店 優れた香味を有する新たな「並行複発酵」技術の開発

171 05120055 秋田県
日貿産業株式会社　横手工
場

多品種、小ロット、短納期に即応する生産体制確立事業

172 05120056 秋田県 大東精機株式会社 次世代半導体の大型ウエハー製造装置用超精密部品加工技術の確立

173 05120059 秋田県 株式会社アスター 自動車生産ライン投入に向けたカシメ機械装置の開発

174 05120062 秋田県 株式会社アキタ・アダマンド マシニングセンター導入による加工技術の向上とコスト対応

175 05120063 秋田県 株式会社ムカイ ユニット式軟質素材用試験装置の開発と給電・搬送技術の確立

176 05120067 秋田県 太平化成工業株式会社 マグネシウムダイカスト製品の化成皮膜処理工程の確立

177 05120071 秋田県 有限会社池田木型製作所 高耐久性鋳造用金型模型の製造技術開発

178 05120072 秋田県 秋田渥美工業株式会社 原価低減による補修用ウォーターポンプ販路拡大

179 05120073 秋田県 株式会社大館製作所 複合加工機導入による工程の集約化

180 05120076 秋田県 秋田青木精機株式会社 CNC自動旋盤導入による自動車部品事業の競争力強化



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

181 05120078 秋田県 株式会社テラヘルツ研究所 高周波電界強度測定システムの開発

182 05120080 秋田県 新政酒造株式会社 四季醸造化による、より鮮度の高い日本酒の製造

183 05120081 秋田県 有限会社けやき セラミックス加工技術の確立

184 05120082 秋田県 株式会社秋田今野商店 発酵法による真菌類由来抗酸化サプリメント原体の開発

185 05120083 秋田県 株式会社アクトラス 点滴看視装置の高性能化

186 05120084 秋田県 新屋工業株式会社 小型白熱電球用調光器具に取り付け可能なLED電球の試作開発

187 05120089 秋田県 株式会社品川合成製作所 車載事業参入に向けた大型成形機及び付帯設備の購入

188 05120101 秋田県 株式会社協和精密工業
医療機器及びレース用自動車に係る精密部品の試作製造と生産システ
ムの構築

189 05120102 秋田県 インスペック株式会社
両面フレキシブル基盤（FPC）用ロールtoロールパターン検査装置（AOI）
の開発と拡販

190 05120103 秋田県 株式会社モリセイ秋田工場
ドアモール・ロアサッシュ生産プロセスを見直し、自動化・ロボット化によ
る生産性向上と製品ラインナップの多様化

191 05120104 秋田県 株式会社アイセス 雪国仕様のローコスト版ソーラー街灯の開発

192 05120106 秋田県 株式会社進プレ 新型設備による生産性向上（航空機部品）

193 05120108 秋田県 ENEX株式会社 農業周年栽培用　地下水熱利用ヒートポンプシステムの開発

194 05120113 秋田県 協和精工株式会社 鏡面加工可能なcBNエンドミルの開発

195 05120114 秋田県 株式会社エス・エフ・ティー 無線点火方式及び音楽との同期による花火打ち上げシステム

196 05120117 秋田県 有限会社冨岡商店 高精度な茶筒の制作技術の確立

197 06120008 山形県 オプテックス工業株式会社 高精度切削加工機導入計画

198 06120009 山形県 ジャスト株式会社 総形電着砥石のトランケーション技術の開発

199 06120013 山形県 株式会社丸範 航空宇宙産業への新規参入

200 06120014 山形県 山形化成工業株式会社 カーボンナノチューブ添加発泡体を包含する多段階成形技術の開発

201 06120015 山形県 川西精密株式会社 工作機械用の切削研削部品における高精度な測定技術の確立

202 06120017 山形県 東亜熱研工業株式会社 高効率熱交換器の商品化への開発

203 06120019 山形県 有限会社渡辺製作所
環境・省エネ問題に適応した船舶用ディーゼルエンジンの企業グループ
による製造の取り組み

204 06120021 山形県 株式会社佐竹製作所 切削部品の当日受注・加工・出荷対応の実現（Time Innovation）

205 06120023 山形県 株式会社太陽機械製作所 高精度位置合わせ試作機の開発

206 06120027 山形県 富士電子株式会社 視覚障害者向け歩行補助具開発事業



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

207 06120028 山形県 アリオンテック株式会社 次世代Ф 450mm用半導体製造装置向け開発部品の製造設備

208 06120031 山形県
三協オイルレス工業株式会
社

新中型カムユニットにおける生産の効率化

209 06120033 山形県 株式会社サン技研 小型・高速電着ワイヤー製造装置の開発

210 06120035 山形県 株式会社石澤製作所 耳鼻科診療用医療機器の試作開発

211 06120037 山形県 株式会社柴田製作所
リサイクル性に優れた鋳型を用いた高機能鋳鉄の多品種少量生産体
制の確立

212 06120038 山形県 株式会社ニクニ白鷹
Nis Gunを用いたプレーナプラズマによる大面積への高効率スパッタリン
グ成膜方式の確立

213 06120039 山形県 株式会社伊藤熱処理 自動高周波焼入れ装置の導入

214 06120042 山形県 株式会社ナカノアパレル
縫製生産効率改善のための縫製ライン改変及びそれに伴う設備改善、
導入

215 06120043 山形県 株式会社エクセルソフト
高速位置制御組み込みソフトウェア開発による低価格包装機械制御ユ
ニットの試作品開発

216 06120044 山形県 株式会社東北情報センター 次世代向けLCD評価用プラットフォーム開発

217 06120045 山形県 株式会社明立
タレット精密旋盤による油圧制御弁弁体の高精度低コスト加工技術の
開発

218 06120049 山形県 株式会社渡会電気土木 回転式抜根洗浄機の試作

219 06120050 山形県 株式会社徳正合板 立体感のあるエンボスパネルの開発

220 06120055 山形県 アルス株式会社 高断熱木製サッシの規格化及び量産化

221 06120057 山形県 ミクロン精密株式会社 負荷検出型内面研削技術の開発

222 06120061 山形県 株式会社川崎精工 マシニングセンタ（NC工作機械）の導入

223 06120062 山形県 佐藤繊維株式会社
フォークランド（英国領）ウールを使用したスポンディング及び高白度の
糸の開発

224 06120068 山形県 株式会社タカハタ電子 医療用有機EL照明商品の製品品質向上

225 06120073 山形県
オーガニックライティング株
式会社

美容関連・美術関連の照明装置試作開発、テスト販売計画

226 06120076 山形県 旭陽電機株式会社 塗装工程の内製化による制御盤筺体生産の一貫化

227 06120078 山形県
ヒューマン・メタボローム・テ
クノロジーズ株式会社

キャピラリー精密加工機・温度コントローラの開発によるメタボローム測
定技術の高精度化

228 06120081 山形県 株式会社千代田商事 カーボンナノチューブ水性ゲルの迅速調製法の構築

229 06120090 山形県 株式会社高研 コラーゲンハニカム培養担体の再生医療応用に向けたスペック化

230 06120092 山形県 株式会社シーアイテクニカル
小口化、短納期化に対応する半導体・液晶露光装置の高精度部品加工
の試作・生産能力の強化

231 06120093 山形県 スパイバー株式会社
発酵生産技術を用いた超高機能フィブロインタンパク質の製造プロセス
開発

232 06120095 山形県 東北精機工業株式会社 新型搬送機構を備えた高性能次世代ICハンドラーの開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

233 06120096 山形県 日本重化学工業株式会社 アルミニウム溶湯保持炉用アンダーL型浸漬ヒーターの開発

234 06120099 山形県 株式会社高橋型精 融着加熱プレス法による量産プロセスの確立

235 06120101 山形県 プレファクト株式会社 ステンレス鋼製ニードルローラーガイドの開発および製品化

236 06120105 山形県 株式会社クラフトワン 熱硬化性樹脂を使用した薄型製品用金型の開発

237 06120106 山形県 日本刃物株式会社 レーザー溶接による高硬度機械刃物の開発

238 06120109 山形県 神町電子株式会社 CAE導入による試作・生産プロセスの強化

239 06120110 山形県 株式会社山形樋口製作所
ロボット小型溶接技術の汎用性拡大及び新たな技術開発による建設業
への参入

240 06120117 山形県 株式会社東洋技研 交通信号機等重要施設の停電時における非常用電源設備の開発

241 06120119 山形県 株式会社原田製作所 キー溝加工導入による生産一元化とコストダウンの実現

242 07120002 福島県 有限会社黒岩工作所
自動NCフライス盤導入による多品種少量生産と短納期製品の生産性
向上計画

243 07120003 福島県
有限会社品川通信計装サー
ビス

P型Ge半導体検出器設備投資事業

244 07120005 福島県 株式会社アリーナ
部品内臓基板内の狭間隔部品実装技術及びWLP-LSIﾁｯﾌﾟ実装技術確
立、継続事業。

245 07120006 福島県 東洋シャフト株式会社 ボールねじの静音化および低振動化に向けた製造技術の確立

246 07120007 福島県 林精器製造株式会社
生産スケジューラシステムによるリードタイムを半減する「革新生産シス
テム」の構築

247 07120008 福島県 有限会社新村工業所
レーザー溶接機による納期短縮と顧客ニーズへの対応及び特殊加工
技術の確立

248 07120011 福島県 株式会社大協製作所 高ニッケル共析　亜鉛-ニッケル合金めっき新規事業

249 07120012 福島県 株式会社エクストエンジニア
独自の小ロット.短納期・緊急品に対応する専用生産管理ソフト導入と
キャドカム活用で受注確率の倍増と収益倍増計画

250 07120014 福島県 有限会社吾妻プレス工業 厚板加工可能設備投資

251 07120015 福島県 東北精密工業株式会社 高精度加工技術の発展と確実な加工精度の保証体制の確立

252 07120017 福島県
福島タカラ電気工業株式会
社

設備投資による納期・利益確保と受注拡大

253 07120018 福島県 株式会社富樫縫製 多品種少量生産実現事業

254 07120019 福島県 株式会社三義漆器店
塗料のコーティング作用を強化した汚れが付着し難い「合成漆器」の試
作開発及び環境配慮型商品としての位置付けをした海外市場開拓事業

255 07120020 福島県 株式会社川仙食品 過冷却冷凍技術を用いた汎用冷凍設備の試作開発事業

256 07120023 福島県 株式会社彌満和プレシジョン ハイブリッドねじ切り丸ダイスの試作開発

257 07120025 福島県 株式会社ニッセイ
アルミ鍛造化により軽量化及び加工箇所を低減しコストダウンしたスク
ロールブロワの開発

258 07120026 福島県 有限会社岡崎 リンゴ果糖蜜の試作開発事業



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

259 07120027 福島県 株式会社東京エンゼル本社 高齢化社会で求められるニッチ分野製品の商品化と量産体制の構築

260 07120029 福島県 株式会社サンライト プラスチック自動レーザーカットシステム

261 07120030 福島県 東和株式会社 着用快適性に優れた防刃用衣料素材の開発及び物性評価

262 07120034 福島県 加藤鉄工株式会社 カット野菜の粉砕と脱水・減量化装置の開発・試作

263 07120035 福島県 西田精機株式会社 一貫生産管理情報システムの開発・導入

264 07120036 福島県 株式会社スター精機 超精密研削加工の開発

265 07120039 福島県 株式会社サクラテック
設備を導入し、単品、小ロット対応と短納期化を実現し、さらなる市場獲
得を実現する。

266 07120041 福島県 アルス株式会社 多段形状を備えたMEMSセンサー部分露出半導体モジュール開発

267 07120042 福島県 株式会社GClue 組み込み向けLua　VM（Micro　Lua）と評価ボードの開発

268 07120051 福島県 東北ネヂ製造株式会社 高強度、高弾性の鉄道橋枕木固定用特殊ボトル開発

269 07120056 福島県 有限会社高橋工業所 複合化における加工工程間の大幅な集約

270 07120064 福島県
バックス情報システム株式会
社

「機器異常検知連動緊急連絡システムの開発」

271 07120075 福島県 ティエフオー株式会社 熱間鍛造品の型割面方向への熱間大径下穴あけ

272 07120077 福島県 アサヒ電子株式会社 次世代・高感度音声認識マイクアレイユニット省力化機器導入計画

273 07120084 福島県 関口工業株式会社
排気ガス規制に対応した高精度ﾊﾟｲﾌﾟﾍﾞﾛｰｽﾞ製品製造に係るﾊｲﾄﾞﾛﾌｫｰ
ﾐﾝｸﾞ成形技術の確立

274 07120090 福島県 株式会社羽田工業所
新規設備導入による品質安定化および作業効率向上と新たな市場獲
得による収益確保

275 07120092 福島県 有限会社西坂工業所
工作機械導入計画（NCﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ導入による生産増大・増収・増益・
販路拡大）

276 07120093 福島県 株式会社村越機型製作所 溶接精度向上計画

277 07120094 福島県 株式会社旭電化 硬質クロムメッキにおける、大型部品に特化した設備の導入

278 07120098 福島県 株式会社宝来屋本店 「糀・栄養ドリンク」製造販売

279 07120101 福島県 株式会社EXCERA 製品評価における顧客要求の満足と加工技術向上への取り組み

280 07120102 福島県 株式会社アトム 超小型・高出力の減速機構付φ 8モータの開発

281 07120104 福島県 株式会社高橋電機製作所 カスタム電源・電子負荷装置の短納期化

282 07120106 福島県 有限会社白虎食品
福島県産果物・野菜を使用しドライ真空加工による新たな紅茶商品開
発と販売

283 07120107 福島県 株式会社ＩＴＣテック 短納期対応のためのリードタイム短縮及び品質管理サービスの向上

284 07120108 福島県 武蔵野精機株式会社
高精度OA部品（現像ローラー用フランジ付高精度溝スリーブ）の製造技
術確立



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

285 07120109 福島県 有限会社松川製作所 超硬直彫り開発事業

286 07120111 福島県 福島セラミック株式会社 高品質真空ハーメチック（気密端子）応用製品の一貫生産ラインの構築

287 07120112 福島県 株式会社福装２１
ＩＴ支援システムによる競争力強化のための低コスト高付加価値生産の
確立

288 07120115 福島県 株式会社五十嵐製麺
真空冷却機導入による山都そばの品質向上及び、新たな市場への短
納期供給の仕組み作り

289 07120116 福島県 株式会社デザイニウム 伝統玩具リデザインプロジェクト『アンビエント・トイ』シリーズの開発

290 08120048 茨城県 株式会社エムテック 常時補正制御型マイクロNC旋盤の高効率化プログラム開発

291 08120053 茨城県 株式会社エス・ジー・シー
火炎封止軒天井板の特許実用化のための難燃性熱膨張チューブの工
業生産技術の実用化

292 08120063 茨城県 株式会社蔵持 ICタグの一貫製造装置の設計開発

293 08120066 茨城県 株式会社マイクロフェーズ シランガス発生機構を有するシリコン化学蒸着膜作製装置の試作

294 08120067 茨城県 株式会社日昌製作所 高信頼性で生産性の高い水冷パワーモジュールベースの開発

295 08120068 茨城県 有限会社大森製作所
人工衛星の標準バランスシステムに装着されるチタン材・一体化複雑部
品の高能率・高付加価値を目的に、５軸加工機によるワンクランプ多面
連続加工技術の開発

296 08120070 茨城県 株式会社小澤鐵工所 リチウムイオン電池部品（電極）切削の高効率化技術の確立

297 08120071 茨城県 株式会社ティエス フォーム成形を応用したチタン合金材料の３次元曲げ加工技術開発

298 08120077 茨城県 システム計測株式会社
全周回転掘削機１台で障害撤去、軸部掘削・排土拡底部掘削・排土を
低振動・低騒音で可能にする治具を用いた場所打ち杭施工機器の開
発。

299 08120083 茨城県
株式会社コンピューター総合
研究所

風評被害を払拭する高感度非破壊放射能測定システムの開発

300 08120084 茨城県 東邦工板株式会社
鋼製ドラム缶用部材製造の半自動化設備導入によるコスト削減及び品
質向上

301 08120086 茨城県 大成ブリキ印刷株式会社 高品質要求品専用ラインの構築による存在領域の確立

302 08120087 茨城県 エーテック株式会社 スマート計測機能付き工業内視鏡システムの開発

303 08120088 茨城県 ヤマト精機株式会社 5軸切削加工技術等を活かした難加工部品の供給

304 08120096 茨城県 株式会社朝日精機製作所 連続式水素雰囲気炉の導入による外国製品との差別化

305 08120097 茨城県 株式会社小沢食品 急速冷凍・加熱処理によるロングライフ食品の開発と事業化

306 08120098 茨城県 不二プラスチック株式会社 医療用樹脂成形品の射出成形加工装置の開発

307 08120099 茨城県 株式会社ユミノ金属工業 非熟練作業者対応形のトレース機能付簡易溶接断装置の開発

308 08120101 茨城県 株式会社幸手スプリング 医療業界のニーズに応える世界最小ばね・加工技術の開発

309 08120105 茨城県 木内酒造合資会社
ビール醸造の醗酵技術を活用した茨城産りんご発泡酒の製造技術の
開発及び商品化



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

310 08120107 茨城県 株式会社石本製作所 タレットパンチプレス導入による継続的受注の強化

311 08120115 茨城県 株式会社練馬製作所 トナーカートリッジ用封緘シール製造コスト35％削減

312 08120116 茨城県 株式会社昭和螺旋管製作所 地下水を利用した冷却装置の開発製造

313 08120119 茨城県 株式会社ユードム マルチGPS機能／気象センサ搭載型CO2濃度計の開発

314 08120122 茨城県 株式会社ハイペック 省エネ型自動車用樹脂成形機構部品の試作開発

315 08120124 茨城県 有限会社鈴木工業所
試作開発・政策情報ＩＴ化のための3次元CAD/CAMシステムの導入によ
る迅速な試作サービスの提供

316 08120126 茨城県 株式会社カドワキ 強ネジレ「ヘリカルリングギヤ」の高精度、低コスト加工技術の開発

317 08120130 茨城県 株式会社ロジックデザイン 高度情報通知型状態センサーシステムの試作開発

318 08120132 茨城県 有限会社赤津製作所 蒸気タービン用高温スタットボルトの一貫加工体制の確立

319 08120133 茨城県 株式会社インテグラル
既存住宅の省エネ性・耐震性にかかる住宅性能診断サービスの試作開
発

320 08120134 茨城県
株式会社白土プリント配線製
作所

LED用土手一体基板の開発（高輝度のＬＥＤ照明用）

321 08120138 茨城県 株式会社野村アーテック 高級塗装建材の開発・製品化「ピアノ磨き塗装品を国内・海外へ発信」

322 08120140 茨城県 株式会社第一機電 省エネ型放電プラズマ焼結装置の開発

323 08120143 茨城県
株式会社Bee Beans
Technologies

SiTCP　Clientの開発と応用機器市場への投入

324 08120145 茨城県 株式会社安田 急速殺菌活水化装置を用いた高品位発酵もみがら製造システム開発

325 08120146 茨城県 檜山工業株式会社 高速レーザーめっき技術による金薄膜付石英系部品の開発

326 08120147 茨城県 株式会社茨城製作所
水流で発電可能な小水力発電装置の製品化に向けた高効率化、生産
性の向上及び低コスト化の実現

327 08120148 茨城県
アイエス・テクノロジー・ジャ
パン株式会社

iPS細胞自動培養装置

328 08120150 茨城県 新光電子株式会社 非干渉多点支持締結機構による超高速・高精度動的重量計の開発

329 08120153 茨城県 常北運輸株式会社
シェルモールド製造における業務改善による価格競争力強化ならびに
付加価値事業計画

330 08120154 茨城県
泰榮エンジニアリング株式会
社

ディスペンサを用いた高精度レーザめっき装置の試作開発

331 08120158 茨城県 株式会社赤津工業所
転造技術（塑性加工）の広域化による小口化・短納期化型への体制構
築

332 08120160 茨城県 株式会社ピコサーム パルス光加熱用の高真空・高温試料セルの開発

333 08120162 茨城県 大塚セラミックス株式会社 次世代自動車用ヒューズ向けセラミックケースの開発

334 08120163 茨城県
茨城プレイティング工業株式
会社

半導体用コンタクトプローグの新たな合金めっきプロセスの試作開発及
び量産化

335 08120172 茨城県 株式会社アサイン
法改正による分園化が進む児童養護施設向け低価格、高セキュリティ
を組込みソフトウェアで実現する携帯端末の開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

336 08120177 茨城県 株式会社安秀工業
独自精密板金プレス技術を応用した超精密複写機定着器部品生産技
術の試作開発

337 08120180 茨城県 樋桁ダイカスト株式会社 新ダイカスト材料使用による多様化するニーズへの取組み

338 08120181 茨城県
株式会社環境経営総合研究
所

有機性廃棄物磁気分解装置の開発

339 08120184 茨城県 株式会社ネクシモ
図書館向け 高齢者利用の利便性とデジタルデバイドに配慮した館内モ
バイル端末の開発

340 08120185 茨城県 有限会社黒沢製作所
多種少量医療精密部品をグループテクノロジー手法で類似品集約・中
量化を行いNC加工可能とし、この集約品を複合工作機により素材から
完成品まで一貫で製造する生産方式の開発

341 08120186 茨城県
アジアエンジニアリング株式
会社

難切削材料【CFPP】に対応した高度な型彫り放電加工技術の開発

342 08120190 茨城県 株式会社日港製作所 半導体用異種部品の同時プレス加工及び面押し加工技術の確立

343 08120192 茨城県 株式会社石﨑製作所 先端着脱式ベッドナイフ（芝刈り機の下刃）の試作開発

344 08120194 茨城県 株式会社渡辺製作所
制御盤ボックスの板金・溶接・塗装の作業効率性向上によるワンストッ
プ化事業

345 08120201 茨城県
エス・ケー・ワイマテリアル株
式会社

金属板金曲げ加工における、ベンディング（曲げ加工）システムの、板金
設計用ＣＡＤサーバーとのＬＡＮ接続による現場作業の省力化。

346 08120202 茨城県 株式会社水戸理化ガラス 高輝度・高安定シースルータイプ重水素ランプの開発・事業化

347 08120204 茨城県 有限会社ジオテック 防災監視のための気泡管画像を用いた傾斜計測装置の試作

348 08120205 茨城県 有限会社ケイテック 小水力発電装置部品の短納期での試作品加工の実現

349 08120208 茨城県 株式会社常総電子産業
ウーブンブレードを利用したハーネス（電気配線製品）の普及・拡大する
為の事業

350 08120209 茨城県 下妻電化工業株式会社 高機能型工業用硬質３価クロム複合めっき法の開発

351 08120210 茨城県 株式会社SAT 微小流量制御方式による薄膜コータの試作開発

352 08120213 茨城県 有限会社宮本製作所
短納期対応の為の４軸マシニングセンタによる円筒上のポケット加工と
輪郭曲面加工等の一体加工技術の開発

353 08120217 茨城県 有限会社光和精機製作所
3Dプリンタ導入及びクラウドコンピューターを使用した3DCADスケッチシ
ステムの構築並びにX線で脳内構造を可視化する脳の3Dモデルの開発

354 08120218 茨城県 荻野工業株式会社
新しい工法（ねじり鍛造工法）による高強度軽合金ピストン冷却用オイル
ジェットBODYの試作開発

355 08120219 茨城県 CarrierIntegration株式会社 接着実装を用いたフレキシブル半導体プロセスの実証試作

356 08120221 茨城県 パーカーS・N工業株式会社 高性能浸炭焼入装置導入による歪み低減高強度化技術の開発

357 08120222 茨城県 株式会社アルファ・ジャパン 電子デバイスの薄肉インサート成形の技術開発

358 08120226 茨城県 株式会社宏機製作所
自動車タイヤホイール用高意匠3D形状センターキャップの金属調加飾
フィルムIMD成形技術による開発および製品化

359 08120227 茨城県 多賀電気株式会社
食品の超音波切断における切断抵抗の低減を目的とした切断装置の
試作開発

360 08120228 茨城県 株式会社ジェネシス 多目的型産業用インクジェットコントローラ試作品の開発

361 08120229 茨城県 株式会社金山製作所 過剰締め付け防止機能付き樹脂継手の試作開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

362 08120231 茨城県 株式会社協栄テクニカ 医療器具（滅菌装置）の生産設備投資事業

363 08120232 茨城県
トーノファインプレーティング
株式会社

微細パターン樹脂成形における、精密スタンパーと金型の金属接合に
よる一体化試作開発

364 08120233 茨城県 ソルピー工業株式会社 超耐熱性ポリイミドの複合成形に関する製造実証

365 08120236 茨城県 株式会社アルファニー 新素材開発用高真空熱処理炉の試作

366 08120237 茨城県 株式会社ＭＴＤ
建物外壁など重量構造物と鉄骨躯体と位置合わせと、比溶接結合を容
易にする下地金物の試作開発

367 08120238 茨城県 株式会社コーヨー
複雑形状の切削部品における小ロット短納期対応の複合加工ＣＡＭシ
ステムの構築

368 08120239 茨城県 株式会社後藤製作所 溶接のフルデジタル化及び溶接条件の不活性化による競争力向上

369 08120241 茨城県
日本モータシステム株式会
社

超省エネACモーターの開発

370 08120244 茨城県 株式会社HTD
次世代パワーデバイスや、ダイヤモンド製造等に使用する温度制御用
加熱・冷却プレートの開発

371 08120246 茨城県 株式会社海老澤精機製作所 ４軸制御マシニングセンター導入による生産プロセス強化事業

372 08120247 茨城県 株式会社伊藤鋳造鉄工所
鋳物切削粉の流通改善と圧縮装置導入による材料リサイクルシステム
の開発

373 08120248 茨城県 秋山精鋼株式会社 表面欠陥見逃し防止の為の外観自動検査装置の開発

374 08120250 茨城県 株式会社保科製作所 放射線防護服の効率的生産システムの構築

375 08120252 茨城県
ＷＰＣコーポレーション株式
会社

競争化強化に係る発泡性木材プラスチック再生複合材の難燃化技術開
発事業

376 08120253 茨城県 千穂田精衡株式会社 動力の循環機構を備えた高速往復摺動・屈曲装置の試作開発

377 08120254 茨城県 WaferIntegration株式会社 半導体故障解析用ナノプローバ試作機改造、実用化

378 08120255 茨城県 株式会社ワールドケミカル 浮遊固形物回転式回収分離システムの開発

379 08120256 茨城県 大丸鐡興株式会社
災害時、断水復旧までの家庭用非常時給水装置の導入と工程等の効
率化

380 08120258 茨城県 セキグチ精工株式会社 新規金型における短納期化及びコストダウン

381 08120260 茨城県 株式会社三友製作所 マニピュレータ内蔵型透過電子顕微鏡(TEM）用試料ホルダの開発

382 08120267 茨城県 東京発條株式会社 オリジナル”ナット圧入自動機”製作事業

383 08120269 茨城県 株式会社茨城技研 環境対応次世代EV向け小型高機能電気接点の開発

384 08120273 茨城県 株式会社カワマタ・テクノス ゴム成形用バリレス金型の試作開発

385 08120274 茨城県 株式会社真空デバイス 電子顕微鏡用試料の凍結真空乾燥装置自動化の開発

386 08120275 茨城県 株式会社トプスシステムズ
メニーコアを活用した画像認識システム向け超高性能並列分散処理ソ
フトウェアの開発・製造

387 08120276 茨城県
株式会社つくば燃料電池研
究所

形態保持炭素化法による和紙を原料とした燃料電池用ガス拡散層の製
作



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

388 08120277 茨城県
千代田メインテナンス株式会
社

新技術の放射性汚染隔離着脱機能を備えた防護服の開発

389 08120283 茨城県 水木電機工業株式会社
制御・配電盤事業における競争力強化のための生産管理システムの開
発

390 08120284 茨城県 日東電気株式会社 風力発電機用ナセルカバーの試作成形及び大型化への取り組み

391 08120286 茨城県
株式会社中村自工大成製作
所

鉄道車両向け銅製熱交換器用新型放熱フィンの量産化の確立

392 08120288 茨城県 株式会社三和精機
小径・長尺・多スリット状タンク品の高効率生産を目的に、楔心金式複合
型と特殊プレス成型工法を開発ｴｱｺﾝ・ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ用タンク品を高効率に
製造するプレス成形技術の開発

393 08120292 茨城県 つくばテクノロジー株式会社 耐環境性能搭載レーザ超音波可視化検査装置の試作開発

394 08120295 茨城県 有限会社清和製作所 加工時間の短縮、寸法精度向上のための、複合旋盤機の導入

395 08120297 茨城県
三和ニードルベアリング株式
会社

加圧ガス冷却真空焼入れ炉導入によるハイス鋼一貫生産体制の構築

396 08120300 茨城県 オーツケミカル株式会社
製鉄用CCL（カラーコーティングライン）向けアプリケーターロールの試
作開発

397 08120310 茨城県 株式会社原製作所 3m以上の大型クーラーに関する受注競争力の強化

398 08120312 茨城県 森島酒造株式会社 自醸酒「大観」製造の更なる高度化・高品質化

399 08120317 茨城県 日東電線工業株式会社
独自の生産管理アドオンシステム導入により生産プロセスを強化し、受
注拡大、業務効率化を図る。

400 08120318 茨城県
株式会社エヌエスティー製作
所

ステアリングシャフトのスプライン部に施すナイロンコーディング新地下
処理生産方式の開発

401 08120323 茨城県 泰榮電器株式会社
最新鋭ディスペンサ（表面実装用接着剤塗布装置）導入による新規分
野の事業開拓

402 08120324 茨城県
根本エンジニアリング株式会
社

LNG発電所向極低温用（-165℃）環境対応型国産ノンフロンウレタン保
冷材の開発

403 08120326 茨城県 平沼産業株式会社
全有機炭素測定装置TOC-2300用21CFR Part１１支援ソフトウェアの開
発

404 08120330 茨城県
S.P.エンジニアリング株式会
社

高齢化社会に適合した「高機能無電化自動ドア」の試作開発

405 08120333 茨城県 株式会社創和工業
大型ワーク用３次元精密切削加工機によるアクリル部品の透明切削加
工技術の開発

406 08120335 茨城県 株式会社産栄ゴム工業 小ロット多品種に対応した自動成形機の試作開発

407 08120337 茨城県 株式会社谷崎製作所 新興国に打ち勝つ低コスト・高品質を実現する生産プロセス強化事業

408 08120338 茨城県 日本シーマ株式会社 新規ポリオレフィン系難燃性粘・接着剤の確立開発・生産・販売

409 09120049 栃木県 株式会社雀宮産業
ウォータージェット機での難削材・高硬度材・新材料の加工技術高度化
に関する調査・研究による高精度化・低価格化・短納期化の実現。

410 09120050 栃木県 株式会社晃和
引張力を受けるM12ボルト用ナット座金（仮称：大座面積ナット座金）の
開発および事業化

411 09120054 栃木県 豊友工業株式会社
金属プレス加工工程のレーザー加工システム機導入によるマテリアル
ハンドリング向上によって夜間無人化・生産性向上・物流改善・短納期
対応による競争力の強化

412 09120056 栃木県 株式会社錦エンジニアリング 生花の結束・包装装置の開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

413 09120057 栃木県 桑名商事株式会社
特性の異なる二種類の微粒子を共析した低摩耗・高耐久性、無電解複
合めっき膜の開発

414 09120060 栃木県 有限会社スペクトルデザイン 近赤外・中赤外光を用いたモバイル型分析システムの開発

415 09120068 栃木県 株式会社オノプラント
航空機部品製造における生産量拡大、短納期化、低コストを実現する
生産体制の構築

416 09120071 栃木県
株式会社大日光・エンジニア
リング

海外生産に打ち勝つ極小ビス締めロボットの開発・販売

417 09120073 栃木県 有限会社加藤研磨工業
短納期化と低コスト製品に対抗しうる製品を生産する為のチップソー用
供給装置付研磨機の導入。

418 09120074 栃木県 有限会社岩上商店
米麹及び米麹関連製品の大量取引対応・短納期化・高品質化による売
り上げ向上

419 09120075 栃木県 株式会社高橋プロダクト 自動車用プレス金型の短納期化の為の設計・製造システムの開発

420 09120076 栃木県 株式会社清国
プラズマ溶接技術の高度化による、高精度、低コストな自動車触媒用部
品の試作発表

421 09120080 栃木県 株式会社鎌田スプリング
新たな医療機器の事業化に向けた「コイルバネから細径中空パイプ作
製技術の開発」

422 09120084 栃木県 株式会社野中工業所
NC旋盤を用いた突切り切削加工による高硬度ボールねじの低コスト加
工法の確立。

423 09120088 栃木県 株式会社サンテクノロジー ボーイング787：量産部品加工における生産性及び収益性の強化

424 09120096 栃木県 株式会社竹沢精機 人工ダイヤモンド（DIA）、立法晶窒化ホウ素（CBN）の固着技術開発

425 09120102 栃木県 株式会社カシワセ
ビル屋上防水シート止め用新規応力低減ディスク金具の自動組立機の
試作開発。

426 09120108 栃木県 株式会社サイトウ化成 温度管理用物流資材の開発

427 09120112 栃木県 金子メディックス株式会社
電解ｲﾝﾌﾟﾛｾｽﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ（ELID：ｴﾘｯﾄﾞ）研削法による注射針の穴あけ加工
技術の開発

428 09120113 栃木県 金井染工株式会社 医療、福祉現場のニーズに応える綿染色生産プロセスの高度化

429 09120114 栃木県 有限会社新栄精機 多軸加工機の導入による耐熱合金の高能率加工

430 09120115 栃木県
株式会社エヌ・エステクニカ
ル

『コスト削減』『短納期化』を図るためのサブスピンドル搭載NC自動複合
旋盤及びバー材供給機の導入

431 09120118 栃木県 東都工業株式会社
乳幼児喘息患者に適用可能な気道炎症状態評価装置の設計と試作開
発

432 09120119 栃木県 株式会社スズテック ブーケ製作自動装置の試作開発

433 09120120 栃木県 株式会社堀江パーツ工業 顧客ニーズの多様化に対応できる一括受注生産システムの構築

434 09120122 栃木県 東京フォーミング株式会社
薄肉ステンレスパイプのバルジ加工にエラストマーを用いない加工法の
確立

435 09120123 栃木県 株式会社城北工範製作所 金属のサブミクロン機械加工による安定生産体制の構築

436 09120125 栃木県 ウエサワワークス株式会社 航空機部品難削材加工における工期の短縮及び歩留まりの改善

437 09120127 栃木県 ムロオカ産業株式会社
三次元の曲面カットを特徴とするブロー成形車載用空調ダクトの製造プ
ロセスの開発

438 09120130 栃木県 株式会社テツカクリエート
航空機部品等に用いられる複合材料（ＣＦＲＰ）の試験片切削加工の高
速化、高精度による収益向上



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

439 09120133 栃木県 株式会社共伸 自動車部品・電子部品における試作製品の短納期対応及び高品質化

440 09120134 栃木県 株式会社伊澤技術研究所 【加工プロセスの集約・省力化】

441 09120137 栃木県 株式会社オプトニクス精密
微細加工技術を用いた新規化粧用品のシミ・シワ軽減を目的としたディ
ンプルシートの開発

442 09120138 栃木県 日伸工業株式会社
自動車の電動式パワーステアリング（ＥＰＳ）モータ用精密プレス部品の
開発

443 09120141 栃木県 株式会社進恵技研
金型製造における低コスト・短納期・即作業工数４０％減を可能とする
“モデリング作業レス化”への挑戦！

444 09120142 栃木県 株式会社アイ電子工業
テラヘルツ計測システムの内製化によるコスト低減およびプローブ種類
の拡充

445 09120143 栃木県 昭和金型株式会社
金型技術をベースとした、精密加工部品の多品種少量短納期生産への
展開

446 09120145 栃木県 小山鋼材株式会社 高速・高精度切断機導入による短納期化と競争力強化

447 09120148 栃木県 株式会社外池酒造店
地域の果実等を使った消費者のワイン造り体験をからめたこだわりの
小ロットワインの製造

448 09120149 栃木県 日冷工業株式会社
表面張力応用気液分離器及び遠心式気液分離器の原価低減、シリー
ズ機種の開発

449 09120151 栃木県 森山産業株式会社 長尺型LED照明100～200フリーボルト製品の開発・量産

450 09120152 栃木県 有限会社小池経編染工所 海外販路開拓のための新染色機の導入

451 09120155 栃木県 株式会社古賀
切削・研削加工における加工現象の見える化の為の振動周波数帯域
毎分岐装置の開発。

452 09120157 栃木県 株式会社渡辺製作所
生産ライン情報をリアルタイムに収集し生産効率改善を行うタッチパネ
ル装置の開発

453 09120158 栃木県 昭和パック株式会社 低コスト、小ロット、短納期を実現する新しいホログラムの印刷方法

454 09120159 栃木県 オプトウエア株式会社 レーザー走査方式プレス部品傷検査装置の開発

455 09120160 栃木県 興新特殊鋼株式会社 加工済材料販売強化事業

456 09120162 栃木県 株式会社関根製作所
高速レーザー切断による高強度合金鋼加工の生産性向上及び競争力
強化

457 09120163 栃木県 琢真産業株式会社
自動搬送装置（ガントリーローダー）付き複合旋盤機による生産強化計
画

458 09120165 栃木県 有限会社見目精密工業
『形状品質及び測定数値保証を向上させるための最新規格対応測定器
の導入』

459 09120169 栃木県 関東農機株式会社 中国市場への販路拡大に向けた競争力の強化

460 09120170 栃木県 株式会社シンシ
熱可塑性樹脂の真空・圧空成形型の内製化等による一貫生産体制の
確立と少量多品種対応のための設備投資

461 09120174 栃木県 株式会社オガタ・エスメック 有孔保護シートのサンプル製作（サンプル出荷のため）

462 09120178 栃木県 東陽機器工業株式会社 切削加工の高精度化と品質保証による建設機械部品の受注拡大

463 09120183 栃木県
株式会社ファーマーズ・フォ
レスト

GABA富化麦芽を用いた機能性ビールの開発

464 09120185 栃木県 宮本工業株式会社
鍛造による小型・超肉薄・最軽量ＨＤＤベースプレート製造法の開発と試
作



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

465 09120186 栃木県 栃木精工株式会社
医療器具のＥＯＧ（エチレンオキサイドガス）滅菌装置導入による小口化
対応

466 09120187 栃木県 株式会社インフェック
自動車試作板金の主要製品の加工法（金型技術／プレス技術）高度化
による生産プロセス強化

467 09120188 栃木県 株式会社マルキョー
既存ワイナリーが参入することが困難な顧客に応じたオーダーメイドワ
インの醸造、販売

468 09120189 栃木県 株式会社イエロー 普及型防災用折りたたみヘルメットの開発

469 09120193 栃木県 株式会社トーコー技研
自動車用ハブスプラインの加工を1工程化「1ショット成形」に集約する金
型の開発

470 09120197 栃木県 有限会社齋藤製作所 加工技術と加工処理時間短縮化設備増強計画

471 09120200 栃木県 株式会社湯原製作所
中空パイプ曲げRの小R化加工技術の開発（製品の小型化・少量化で販
路拡大）

472 09120202 栃木県 株式会社すが野
らっきょうの乳酸発酵過程の確実性向上による品質向上とマーケット
シェアのアップ

473 09120208 栃木県 栃誠工機株式会社
富士重工業アルミダイカスト製自動車エンジン部品（製品名：Ｂ12チェー
ンカバー）のバリ取り加工ライン自動化に関する構想・設計

474 09120209 栃木県 村田発條株式会社 インテリジェントフォーミングマシン導入による生産プロセス強化

475 09120211 栃木県 石川ガスケット株式会社 多品種少量生産での品質管理の出来る製品及びシステムの開発

476 09120214 栃木県 株式会社カネコ
プラスチック成形加工の高度化による婦人靴「塗りヒール」の高品質化
および短納期化

477 09120215 栃木県 小林酒造株式会社
日本酒醸造における醪の新規固液分離システムの導入による売上向
上

478 09120218 栃木県 株式会社特殊阿部製版所 パッド印刷工法によるモバイルデバイスアンテナ転写技術の確立

479 09120221 栃木県 株式会社タスク 成形部品の社内オゾン処理による品質向上と競争力強化

480 09120222 栃木県 株式会社サカエ工業
３Ｄプリンター及び高速射出成形機導入による、試作品作製の短納期
化

481 09120226 栃木県 荒川技研株式会社
ロボドリル増設によるプラスチック試作の生産能力向上及び納期の超特
急化事業

482 09120227 栃木県 株式会社みやもと 商業デザインノウハウを活用した３Ｄ印刷機による造形事業

483 09120228 栃木県 有限会社愛和精密製作所
ウォータージェットカッターの新制御方式による高精度で複雑な切削加
工部品の試作

484 09120235 栃木県 有限会社共和直線工業所
市場の要望に応え、新商品提供の為、複雑な補強筋の一貫加工法を開
発する。

485 10120001 群馬県 日本ハイコム株式会社
高機能マイクロ波鋳型乾燥炉開発による高品質精密鋳造業界への事
業展開

486 10120007 群馬県 有限会社五十嵐研磨工業 高級車向けAT（トランスミッション）部品の超精密研磨技術の開発

487 10120011 群馬県 後藤ガット有限会社 新機構弦楽器用調弦装置の量産化計画

488 10120012 群馬県 株式会社黒沢レース
太陽光を部屋の明かりに変換する省エネウィンドトリートメントの試作開
発

489 10120015 群馬県 スダテック株式会社
エコカー用モーターコア試作部品の高速・高精度切削技術による納期短
縮体制の確立

490 10120016 群馬県 藤焼結合金株式会社
溶製材に替わる焼結冷間鍛造工法を用いた自動車用低コスト高強度材
の実用化



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

491 10120028 群馬県 朝倉染布株式会社
乾燥工程での温度等の制御技術確立による、合繊生地の付加価値加
工の高次化、省エネ化等の実現

492 10120030 群馬県 有限会社富士ハードクロム 硬質クロムめっき工程の短縮化と、めっき皮膜の耐久性の向上

493 10120031 群馬県 有限会社群馬フィルター
バグフィルターろ布製作における溶着技術の確立と自動化システムの
構築

494 10120037 群馬県 小林編織株式会社 安心で高品質な介護用防水シーツ生地の提供

495 10120039 群馬県 八木工業株式会社 アルカリ還元水使用切削液による工具寿命向上の開発と量産化

496 10120042 群馬県 赤城車体工業株式会社 キャリアカー塗装の高耐久性化方法の改善

497 10120046 群馬県 株式会社彦部科学 ハイブリッド成形を用いた樹脂製ランプシェイドの開発

498 10120049 群馬県 株式会社ワークステーション 成長産業分野における新規5軸制御3次元レーザー加工機の試作開発

499 10120053 群馬県 日東電化工業株式会社
「多品種小ロットニーズに応える高耐食亜鉛系合金めっき複合ラインの
開発」

500 10120055 群馬県 株式会社桐生ソウイング
消音材裁断における癒着のない裁断品質の実現と廃棄裁断クズの大
幅削減

501 10120061 群馬県 株式会社日東システム開発
製造業向け生産設備における無線技術を活用した自動通報システムの
試作開発

502 10120062 群馬県 株式会社タイヨ－ 大型航空機用エンジン部品の切削加工体制の確立

503 10120063 群馬県 株式会社カザマ技研開発
独自開発の「断熱・耐震一括改修技術（特許取得済）」を狭小道路市街
地内の建築物に施工するために行う小型機械設備の試作品開発

504 10120067 群馬県
株式会社高崎共同計算セン
タ－

多機能型バッテリーシュミレータの試作開発

505 10120069 群馬県 鹿島エレクトロ産業株式会社
新規設備投資による、海外生産「タイ国」流失防止及び国内継続生産確
保

506 10120072 群馬県 有限会社大河原製作所
光学機器部品切削加工の小ロット短納期・高精度化のためのMC機導
入と試作開発

507 10120073 群馬県 株式会社海老沼製作所
金属部品の切削・研削加工において1μ 以下の高度な加工技術を開発
し、超精密加工企業に特化した企業として収益向上を目指す。

508 10120074 群馬県 株式会社セイコーレジン 熱可塑性エラストマー樹脂のホットランナー化の推進

509 10120075 群馬県 関東化学株式会社 電動射出成形機による高品質製品の受注拡大

510 10120076 群馬県 株式会社ヌカベ 画像判定検査機開発による機械加工部品検査の自動化

511 10120077 群馬県 有限会社沢田製作所
NC旋盤加工での最高精度を目指した両端面センタ振れ0.01mm以下品
の自動化

512 10120079 群馬県 株式会社須藤機械
小・中・大型トラック部品切削加工におけるグローバル競争力強化に向
けた生産効率向上と新生産プロセス開発事業

513 10120080 群馬県 三幸機械株式会社 アルミニウム製大型部品の高精密研削加工技術開発

514 10120082 群馬県 株式会社清光金型 地域ニーズに対応するグラファイト電極製作の生産性向上

515 10120084 群馬県 三進工業株式会社 スーパーエンプラ部品の超音波溶着加工の確立による新市場開拓

516 10120086 群馬県
株式会社藤岡寺田電機製作
所

通信事業者向け小型中継器用“ハイブリッドソーラー電源システム”の
開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

517 10120088 群馬県 蔵前産業株式会社 高精度重粒子線治療に必要なプラスチックフィルターの開発

518 10120096 群馬県
株式会社フジカケプランニン
グ

次世代型「透明ハニカムパネル」開発

519 10120097 群馬県 株式会社富岡富士製作所 特殊筺体設計の内製化による生産リードタイム短縮と品質向上

520 10120099 群馬県 株式会社羽鳥鉄工所
セパレート型免震装置の小ロット短納期・高精度化のための三次元測
定機導入と試作･製造

521 10120100 群馬県 株式会社松井ニット技研
当社特殊素材を用いた製品の生産性向上に向けた、セット技術の高度
化

522 10120104 群馬県 株式会社エヌテック 難切削材の高精度旋盤切削加工技術の開発

523 10120105 群馬県 有限会社白石製作所
医療機械における作業効率性向上に資する、省力化対応技術の試作
品開発

524 10120107 群馬県
有限会社平成モールディン
グ

不良現象の可視化によるプラスチック部品の薄肉化開発

525 10120109 群馬県 O2Oapparel ライフスタイル対応型セパレートタイプ子守帯の開発

526 10120110 群馬県 株式会社長井精機 電力の安定的供給に向けた火力発電タービンブレード加工の時間短縮

527 10120113 群馬県 有限会社山口精工 次世代自動車用超軽量冷却フィンのための金型開発

528 10120114 群馬県 愛和電子株式会社 鉄道車両用ドアシステム小型部品の内製化

529 10120116 群馬県 株式会社竹村製作所 電線管用付属品のハブコスト低減による売り上げの増進

530 10120117 群馬県 株式会社テクス清水 特殊車両向けコンビネーションスイッチの開発

531 10120118 群馬県 株式会社丸二精機
「次世代自動車向け多品種小ロットに対応する自動切削加工システム
の開発」

532 10120119 群馬県 株式会社英技研
逆転の発想による指紋認証錠を搭載した、新発想意匠,新機能ロッカー
の試作開発

533 10120120 群馬県 株式会社築山製作所 F型プラグの個装袋入れ自動機導入による作業効率化と低コスト化

534 10120123 群馬県 株式会社プロト技研 多品種・少量生産にも適用可能な軽量装飾メッキ製品の生産技術開発

535 10120124 群馬県 共和産業株式会社
生産管理システム再構築による自動車・航空機等開発試作部品加工の
短納期化への対応

536 10120126 群馬県 有限会社雅工業
板金と塗装の一元管理体制を構築し、高品質、短納期型の高付加価値
サービスを提供

537 10120128 群馬県 サンヨー株式会社 流体評価センサー部品の切削加工精度向上と信頼性向上

538 10120132 群馬県 高陽精工株式会社
航空機エンジン部品製作及び加工用・検査用治具製作における加工・
検査技術の確立

539 10120136 群馬県 株式会社アイエムアイ 幅広、深絞りアルミ二次電池ケースの生産性向上

540 10120138 群馬県 梅原モデル株式会社
低コスト・短納期を目指したプラスチック製品のウェット切削加工による
試作開発

541 10120139 群馬県 アイ・フィールド有限会社 ステンレス製2軸スイベルジョイントの試作

542 10120141 群馬県 株式会社タカノ
食品関連機械用の「安全な潤滑剤を一体化した高精度無給油シャフト」
の試作開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

543 10120143 群馬県 株式会社オギテック
高強度鋼板等難加工薄板材対応型プレス成形シュミレーションソフトウ
エアー商品化開発

544 10120144 群馬県 東邦工業株式会社
重粒子線治療治具（補償フィルター）積層化切替における高精度治具部
品の製造開発

545 10120146 群馬県 株式会社村上製作所 三次元曲面の切削加工技術を用いた有機残渣処理用撹拌機の開発

546 10120150 群馬県 株式会社一倉製作所
射出成形における金型内部でのガス焼け不良の改善技術と成形システ
ムの開発

547 10120154 群馬県 エムティーエス株式会社 世界初、日本発の血管内視鏡の試作・開発及び量産の一翼を担う。

548 10120155 群馬県 有限会社浅間高原麦酒
自家製麦芽・ホップでのビール醸造と生産効率向上、品質向上、個別対
応力の強化、短納期化への対応事業

549 10120156 群馬県 クシダ工業株式会社
メガソーラー用パワーコンディショナーの函体製作に伴う生産システム
の構築

550 10120157 群馬県 有限会社岩崎工業
炭酸ガス冷媒用を主眼とした熱交換器フィンの少量多品種に対応する
生産効率化の推進

551 10120159 群馬県 上毛食品工業株式会社
老化抑制作用を有するH61株乳酸菌を使用した機能性ヨーグルト製品
の開発とスタンディングパック化

552 10120160 群馬県 山恵鉄工株式会社 『厚鋼板溶接における自動化と溶接変形低減の両立』

553 10120161 群馬県 株式会社コスモ
高精度転写プリントシステムと機能性ポリエステル繊維による和装
ニューテイスト製品の開発

554 10120162 群馬県 京王歯研
歯科医療補綴部門に工業界の最先端CAD／CAMシステムを導入した
精密切削加工でインプラント補綴物の製作方法の確立

555 10120167 群馬県 株式会社龍八製作所
『特殊車輌用の部品製作における、溶接作業の高度化及び生産体制の
強化』

556 10120168 群馬県 小林当織物株式会社 柄変化を長尺に展開した織物開発と織物納期短縮システム構築

557 10120169 群馬県
株式会社古川テクニカコーポ
レーション

自動車用プレス部品溶接プラント向けの「短期・高精度治具位置決め調
整システム」の開発

558 10120174 群馬県 ウエスタン塗装株式会社
工業製品塗装（金属）における省資源、省エネルギー及び環境に優しい
塗装方法の開発

559 10120176 群馬県 有限会社今井鉄工所 低燃費車、ハイブリッド車用CVTトランスミッション部品の生産性向上

560 10120182 群馬県 有限会社イワサキ精工
印刷用ポリプロピレンフィルム成形時の巻き取りローラー面に、極微細
な凹凸加工する技術開発

561 10120183 群馬県 株式会社浦和製作所 小ロット・短納期に対応するフレキシブル自動ラインの構築

562 10120186 群馬県
株式会社ショーダクリエイ
ティブ

ミニライト「中空スポーク」アルミホイールの量産技術開発及び販売

563 10120187 群馬県 株式会社藤生製作所
自動車用リングギヤの「熱処理用治具」及び「切削・研削加工用治具」
の開発・販売

564 10120190 群馬県 株式会社サンレジン
プラスチック成形製品の精度・品質向上のための低圧成形アプリケー
ションの導入

565 10120191 群馬県 親和有限会社
マフラー及びストールの多品種大量生産の短納期化のための架物の新
規開発

566 10120195 群馬県 有限会社ジュコー精機 世界初のR山ネジナットを切削で量産化する事業

567 10120196 群馬県 株式会社町田製作所
半導体放熱用ヒートシンク製造における、ワンストップ、高品質加工技術
の構築

568 10120201 群馬県 有限会社サンテックス 半導体製造装置・医療機器向け難削ステンレス材バルブ加工の効率化



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

569 10120202 群馬県 株式会社上山織物
IT化による特殊金襴織物の小ロット、多品種化に対応するための、製造
工程の確立。

570 10120203 群馬県 有限会社ナカムラ 丸モノ部品の反転加工精度向上に関わる開発

571 10120205 群馬県 有限会社トーミ精工 次世代サーバー向けの光ファイバー接続端子の試作開発

572 10120209 群馬県 ユミテック株式会社 次世代自動車向け小型・軽量ワイヤーハーネスの開発

573 10120211 群馬県 大幸精密成型株式会社 スーパーエンジニアリングプラスチック成形品の安定受注・生産

574 10120212 群馬県 有限会社須藤工機製作所
金型設計・製作における大幅な工数削減を実現した生産プロセス強化
及び納期短縮化

575 10120213 群馬県 永井酒造株式会社
日本酒造りのための温度環境整備と超高品質純米大吟醸（デザート
SAKE）の開発

576 10120215 群馬県 株式会社神戸万吉商店 発酵技術を用いた健康効果と嗜好性の高い桑茶の開発

577 10120220 群馬県 有限会社モリクラフト
高精度微細加工機導入による微細穴加工の技術開発で顧客ニーズを
実現

578 10120223 群馬県 株式会社高木製作所 「多品種小ロット板金部品の短納期バリ・面取り加工システムの開発」

579 10120226 群馬県 正田醤油株式会社 発酵の最適化による高品質減塩醤油の開発

580 10120230 群馬県 株式会社ピーエルエム
｢高品質外観立体成形技術の開発及び3Dフィギュア製造による国内外
ニッチ市場への展開」

581 10120231 群馬県 三山鋼機株式会社 作業現場における溶接作業の自動溶接化

582 10120233 群馬県 有限会社中嶋製作所 「トラック架装部品の短納期＆低コストなプレス・溶接工程の開発」

583 10120234 群馬県 株式会社群鐵 ロボット溶接技術によるスチール手摺24時間生産体制の確立

584 10120236 群馬県 株式会社SOGA
冷凍空調機器用漏れ検査装置向けのヘリウム回収装置の開発と検査
システムの確立

585 10120241 群馬県 福島工業株式会社 次世代自動車用車軸系部品における一体精密板金部品の試作開発

586 10120243 群馬県
有限会社高麗プラスチック工
業

射出成形全工程のクリーン化に拠る製品清浄度の向上

587 10120244 群馬県 有限会社川場物産センター
発酵薬草茶の製造に係る生産効率向上・品質向上・原価低減・短納期
化への対応事業

588 10120246 群馬県 日本ゼウス工業株式会社
廃棄処分される賞味期限切れ液体食品の発酵処理による再生利用装
置の開発と試作

589 10120247 群馬県 サガミプライズ株式会社 薄アルミ基板の基板構造・部品実装・曲げに関する構造と技術

590 10120248 群馬県 有限会社桐生明治製作所 平型形状物加工技術導入による試作品開発

591 10120253 群馬県 フジセン技工株式会社 フォークリフトの揚力を用いた圧縮式ゴミ減容機の開発、及び製品化

592 10120254 群馬県
株式会社リアライズコン
ピュータエンジニアリング

リチウムイオンキャパシタによる動力回生装置の開発

593 10120256 群馬県 同和発條株式会社
『建設機械用　超精密コイルスプリング製造における生産管理システ
ム』の構築

594 10120257 群馬県 有限会社アプリ
次亜塩素酸ナトリウム希薄水溶液の微粒子噴霧技術による除菌および
腐敗臭の消臭技術



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

595 10120259 群馬県 株式会社豊田技研
金属プレス抜き工程の金型レス加工による短納期・低コスト製品の試作
開発

596 10120260 群馬県 株式会社土屋合成 曲面印刷多色化対応全自動パッド印刷機の開発

597 10120261 群馬県 近藤酒造株式会社 通年流通を可能にする新吟醸生試作開発

598 10120265 群馬県
株式会社大塚プラスチック工
業

射出成形金型と印刷版を排除し、納期を75％短縮するオンデマンド工
法の実現

599 10120269 群馬県 株式会社正田製作所
自動車用ステアリング部品の内径異形状シャフトの高精度成型加工技
術の高度化

600 10120270 群馬県 株式会社スリーアイ 射出成形機モニタリング装置の試作開発

601 10120271 群馬県 手島精管株式会社
小外径・内面鏡面のステンレスパイプを実現させる為の設備導入と世界
へのPR

602 10120272 群馬県 三信工業株式会社
優れた断熱効果と高いリサイクル性の金属製平面真空断熱パネルの開
発と市場獲得。

603 10120274 群馬県 株式会社MARS Company 水産物等の高品質生鮮流通を可能にする全自動製氷システムの開発

604 10120276 群馬県 株式会社深堀鉄工所
医薬品プラント設備等に対応したプラズマ自動溶接技術による高品質・
短納期化の実現

605 10120277 群馬県 アールテイ工業有限会社 電力熱量監視・記録システムを付与した高周波焼入加工技術の構築

606 10120289 群馬県 株式会社丸山機械製作所 「製品の軽量化・リードタイム短縮を実現するシャフト加工技術の開発」

607 10120291 群馬県 管水工業株式会社
老朽化下水道管長寿命化更生（補修）材料における耐震性強化に向け
た試作開発

608 10120297 群馬県
株式会社日本アクチュエータ
工業

AT用制御部品における旋削、研削加工の一貫製造開発

609 10120300 群馬県 株式会社鈴木機械 ウェアラブルカメラ用取り付け金具製造手法確立と試作品製造

610 10120301 群馬県 有限会社キタ・システム アスファルトプラントにおける超音波レベル計のシステム開発

611 10120303 群馬県 土田酒造株式会社 県産果実を発酵させた本物嗜好の発泡性果実酒の開発

612 10120304 群馬県 株式会社ペリテック
業界初EtherCAT対応の新エネルギー分野向け多チャンネルリチウム
バッテリエミュレータの開発

613 10120305 群馬県 江川工業株式会社 踏切脱線防止の為のレール凍結防止ヒートパイプの試作開発

614 10120307 群馬県 浅間酒造株式会社 りんごワイン・リキュールの発泡性商品の開発

615 10120311 群馬県 株式会社協正金型製作所 大型金型・試作開発型工程の短納期・高品質化

616 10120314 群馬県 株式会社アンザイ FRP板自動製作試作機

617 10120315 群馬県 株式会社ビット 長寿命・高精度な特殊専用工具の小ロット・短納期への対応

618 10120320 群馬県 株式会社吉田鉄工所
自動車駆動系部品の生産及びメーカー増産計画における生産体制の
強化

619 10120322 群馬県 株式会社数理設計研究所 広域災害に対応する超長距離防災通信機の試作

620 10120323 群馬県 プラスト精工株式会社
短納期・低コスト・高品質対応の自動車用複雑形状部品生産体制の構
築



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

621 10120324 群馬県 オー・ケー・ビー株式会社
付着水除去機能を有する熱交換器用アルミ扁平管の製造方法および
製造装置の試作開発

622 10120331 群馬県 山口精機株式会社 自動車部品開発における試作品の短納期・低コスト化

623 10120332 群馬県 株式会社梁瀬産業社 角膜に対する悪影響が少ない防腐剤フリー点眼薬用新型容器の開発

624 10120335 群馬県 加栄レース株式会社 機能性ストレッチ素材を使用した室内装飾品の試作開発

625 10120337 群馬県 株式会社山岸製作所
EV・HEV研究開発部品の革新的生産システム構築によるリードタイム
1/2への挑戦

626 10120346 群馬県 株式会社ユウ.ベル ターボチャージャー用鋳造中子成形機の改良と中子試作開発

627 10120348 群馬県 関工業株式会社 肉厚4mm薄肉ポンプケーシングの試作開発

628 10120358 群馬県 株式会社朝倉ジャージー 寝具の高機能化・多様化に対応する工程能力強化と新商品の開発

629 10120360 群馬県
株式会社ユー・コーポレー
ション

レンズ周辺部品における、小径スピンドルの試作開発

630 10120361 群馬県 株式会社中沢工業所
自動車用制御装置用のプレス部品におけるワンストップ化による寸法
精度向上のための試作開発

631 10120363 群馬県 株式会社下井田製作所 自動車足回り部品の試作を短納期・高精度で供給する体制の構築

632 10120368 群馬県 株式会社落合鉄工所 複雑化する試作受注に対応した設備強化と製造方法の確立

633 10120370 群馬県 株式会社ハーメック 腰掛タイプの高気圧酸素キャビン試作開発

634 10120372 群馬県 有限会社岡田樹脂工業 Pクリップ成型品の自動リール巻き取り装置の開発

635 10120374 群馬県 株式会社小間工業 半導体検査装置ユニット部品加工のスピードアップ化

636 10120377 群馬県
株式会社秋葉ダイカスト工業
所

高防犯性能且つ安価なハイセキュリティーキーシリンダーの製造技術の
開発

637 10120379 群馬県 有限会社丸隆製販 塩ビ成形デスクマット自動生産ラインの強化

638 10120380 群馬県 株式会社ワークジョイ 『健康管理用小型複合生体情報モニターシステムの試作開発』

639 10120381 群馬県 有限会社田中樹脂工業
最新電動成形機導入で海外生産コストに負けない生産プロセスの開発
で海外流出を防ぐ

640 10120382 群馬県 有限会社小板橋産業
特殊ネジ加工の工程集約と自動化により競争力のある製造工程の構
築

641 10120383 群馬県 勝山精機株式会社
切削工具の高能率・長寿命化を目的とした工具刃先ホーニング処理プ
ロセスの開発

642 10120385 群馬県 エム・エス・ジー株式会社 高信頼度定位置印刷技術を用いたマイクロ波シールドワンウェイ容器

643 10120386 群馬県 株式会社ヒロイ
緊急救命用医療機器の電池パック製造における高信頼性自動化装置
の開発

644 10120391 群馬県 東栄化学工業株式会社 金型設計内製化による競争力の向上

645 10120392 群馬県 富士油圧精機株式会社 製本工程において傷・コスレの発生しない次世代型給紙装置の開発

646 10120393 群馬県 有限会社宮下製作所 自動車部品（クリップ）の試作・量産をワンストップ化



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

647 10120396 群馬県 長谷川有機株式会社 全電動射出成形機による自動車部品のハイサイクル製造開発

648 10120403 群馬県 株式会社アドテックス 冷凍空調用コンプレッサ駆動装置の開発

649 10120409 群馬県 株式会社友禅丸菱 オリジナリティの高いスマートフォンケース製造技術開発

650 10120411 群馬県 株式会社錦野金型工業 大型金型に対応した高精度・短納期金型メンテナンスシステムの開発

651 10120416 群馬県 石坂コイル株式会社
放電加工機導入による、カーエアコン用配管パイプの生産体制強化とエ
コキュート（自然冷媒ヒートポンプ給湯器）やエネファーム（家庭用燃料
電池）の配管業界への新規参入

652 11120003 埼玉県 株式会社協同商事 高品質を長期間保持できる地ビール等小ロット缶ビールの試作開発

653 11120008 埼玉県 株式会社東京チタニウム
海底資源探査用チタン製高精度格納容器の生産プロセス強化のため
の開発事業

654 11120010 埼玉県 株式会社サンタイプ 太陽電池電極向けスクリーン印刷版用感光性乳剤の開発

655 11120013 埼玉県 株式会社パルメトリクス 車載用リチウムイオン電池の熱危険性評価システムの試作

656 11120014 埼玉県 株式会社　ライフテック 非侵襲型センシングによる感染症患者迅速検出システムの開発

657 11120019 埼玉県
新世代加工システム株式会
社

初心者が使え、生産性向上が図れる新ELID研削専用パルス電源装置
の試作開発

658 11120020 埼玉県 株式会社アグリクラスター 超省エネ化を達成する大空間空調向け

659 11120021 埼玉県 株式会社　二ノ宮製作所 直行率の高い板金から塗装までの一貫生産体制の構築

660 11120023 埼玉県 株式会社北陽製作所
多品種少量生産のコストダウンという顧客ニーズに対応するための複
合機導入

661 11120024 埼玉県 株式会社レナ・システムズ 真空機器向け光学式観察装置の開発

662 11120026 埼玉県 株式会社大成 周辺状況に影響されない水道漏水検知器の試作開発

663 11120028 埼玉県 株式会社アクロス 新製法によるC/Cコンポジット製匣鉢（こうばち）による省エネ実現

664 11120030 埼玉県 コスモリサーチ株式会社 研究機関向け高速リアルタイム解析装置の試作開発

665 11120037 埼玉県 ポーライト株式会社 未開発領域である小モジュール焼結歯車転造技術の開発

666 11120038 埼玉県 株式会社金子製作所
超微細人工臓器切削部品に対する自動検査を可能とするハンドリング
機構の開発と運用

667 11120041 埼玉県 有限会社エマージェンシー 「飛散防止格子鉄蓋（ELV型）」鋳物製作用金型の開発

668 11120043 埼玉県 株式会社田島軽金属
将来のアルミ合金リサイクルを前提とした自動車外装パネル用アルミ鋳
物

669 11120044 埼玉県 今泉工業株式会社
フィラー付YAGレーザ溶接機による気密溶接、異種金属溶接技術の確
立

670 11120045 埼玉県 株式会社寿技研 ３Dデザイン提案による医療周辺機器の開発及び製造

671 11120047 埼玉県 マック産業機器株式会社 太陽電池用シリコン基板切断加工後の高効率高精度分離装置の開発

672 11120049 埼玉県 三芳合金工業株式会社
竪型連続鋳造装置を用いた切削性に優れる固体潤滑剤高分散合金の
開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

673 11120050 埼玉県 有限会社アイデアマップ 高周波移動焼入れのシミュレーションツールの開発

674 11120052 埼玉県 有限会社丸忠木型製作所 木型製作の生産技術の融合による短納期化への段組み

675 11120057 埼玉県
株式会社コスミック　エム
イー

小児鼠径ヘルニア手術に用いる、スリットを入れた新発想のニードル
キットの開発

676 11120058 埼玉県 株式会社第一金属製作所
医療器械の精密溶接加工を可能にするHybrid YAGレーザーシステムの
開発

677 11120061 埼玉県
株式会社ウェルディングアロ
イズ・ジャパン

肉盛溶接による火力発電用のボイラ水冷壁パネル補修技術の開発

678 11120063 埼玉県 株式会社ハイピーテック
コントローラ・ドライバ一体型ステッピングモータ（仮称：ST-ServoCMB）
の開発・製造・販売

679 11120065 埼玉県 内田精研有限会社
航空・宇宙関連エンジン部品加工における生産効率化によるコストダウ
ンと納期短縮の実現

680 11120066 埼玉県 株式会社メステック
低価格、高メンテナンス性、高機能のロングストロークピエゾステージと
コントローラーの開発

681 11120068 埼玉県 株式会社クリスタルアート
次世代CMOSカメラモジュール等、半導体サブストレート・高密度・高多
層メイン基盤の座グリ加工

682 11120069 埼玉県 株式会社テイエムシイ
独自の積層厚肉成型技術を用いたブロック材の開発と高精度加工部品
への展開（弊社呼称：OPM工法　特許出願済み）

683 11120071 埼玉県 株式会社特殊金属エクセル
超伝導線製造の低コスト化、短納期化をもたらす超鏡面金属コイル基
材の試作開発

684 11120074 埼玉県 関口産業株式会社 アルミ鍛造サスペンションダンパーボディの開発

685 11120075 埼玉県 株式会社ベルノ技研
微量血液検査装置に内蔵される倒立位相差顕微鏡の小型・低コスト化
技術の開発

686 11120076 埼玉県 株式会社industria
瞬間ろ過精度を向上させた工作機械用遠心分離式フィルターの試作開
発

687 11120078 埼玉県
ミナトエンジニアリング株式
会社

高性能真空乾燥装置の開発

688 11120079 埼玉県 Ptek Lab 株式会社 無線通信信号電子計測器用ローノイズ/高感度な受信技術の開発

689 11120081 埼玉県 大起理化工業株式会社 オールインワン型土壌水分センサとデータ収集監視システムの開発

690 11120089 埼玉県 株式会社高純度化学研究所
次世代ハードディスク向け高機能スパッタリングターゲットの製造技術
開発

691 11120091 埼玉県 富士平工業株式会社 牛の人工授精用部品の検査自動化技術の確立によるコストダウン

692 11120093 埼玉県 電光工業株式会社
低コスト・小型軽量のモータ始動器の試作開発及びその検査測定設備
の改良

693 11120097 埼玉県 アキム株式会社 増設型真空シーム溶接装置の試作開発

694 11120101 埼玉県 日本伸管株式会社
エレベーター用部材のアルミ化に伴う、一貫生産ライン構築による短納
期化。

695 11120102 埼玉県 株式会社アルマ 超精密特殊アルマイト処理の量産化開発

696 11120104 埼玉県 東京リッチ産業株式会社 更なる多品種少量生産に対応でき利益が出る企業体質作り計画

697 11120109 埼玉県 元郷塗装工業株式会社
不良率の低減と品質の工場を目的とした静電塗装ブース増設による市
場競争力の強化

698 11120111 埼玉県 カネパッケージ株式会社
紙の繊維である段ボールを使って発泡スチロールよりも優れた緩衝材
の試作開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

699 11120113 埼玉県 三矢精工株式会社
「鉄／ステンレス一体複合型クラッチ」の高効率・高品質な切削加工法
の開発

700 11120130 埼玉県 ポリコール興業株式会社 文具・化粧品容器用・着色見本作成工程の短縮

701 11120131 埼玉県 有限会社大真パッケージ
パウチ袋の4面同時コーナーカット加工機導入による、インライン加工で
の製造時間の短縮と品質の安定化

702 11120132 埼玉県 伊藤鉄工株式会社 耐震機能付き高機能排水システムの開発

703 11120139 埼玉県 タツムテクノロジー株式会社
サスペンション　マウンティングの新溶接制御による溶接性能（品質、生
産性、外観）向上の達成

704 11120142 埼玉県 株式会社セラミック加工技研 製造コスト削減を実現するためのジルコニア製位置決めピンの開発

705 11120145 埼玉県 有限会社田島製作所
高速・高精度ワイヤ放電加工用電極線による「微細・夜間・無人」加工の
実現

706 11120151 埼玉県 株式会社ウッディーコイケ
真空防塵・防蜂処理設備導入によるホウ酸処理ブレスカット材の品質と
生産性の向上

707 11120152 埼玉県 北上工機株式会社 図面レス切削加工による短納期化への対応

708 11120154 埼玉県 株式会社光英科学研究所
中性脂肪吸収抑制効果を有する乳酸菌生産物質関連食品の開発と生
産技術の高度化

709 11120156 埼玉県 株式会社小島光学製作所 光学レンズ用　芯取り加工の内製化によるリードタイム短縮と不良低減

710 11120160 埼玉県 エイトリー工業株式会社 自動車用耐熱プラスチックパイプの三次元ブロー成形加工技術の開発

711 11120167 埼玉県 株式会社原田製作所 災害緊急時等の現場対応型浄水器の開発と販売

712 11120170 埼玉県
株式会社フィッシャー・インス
トルメンツ

低価格インデンテーション試験機の開発

713 11120171 埼玉県 株式会社矢坂製作所 レーザ溶着による無色透明樹脂の高級化粧品容器製造方法の開発

714 11120172 埼玉県 セリック株式会社 体動・離床センサ（ＢＶＳ）を用いた安否情報システムの試作開発

715 11120173 埼玉県 東洋パーツ株式会社
超小型直立平行二輪型パーソナルモビリティービークル（=P.M.V.）の実
用化開発

716 11120178 埼玉県
グローバル・コーティング株
式会社

自動車用小物部品等への量産性の高い自動タンブラー塗装プロセスの
開発

717 11120184 埼玉県 三洋テグス株式会社
草刈用バイオ（生分解性）コードの騒音対策のためのスパイラル化開発
と試作

718 11120186 埼玉県 有限会社大竹製作所 電気通信ケーブル敷設用工具類の開発

719 11120187 埼玉県 有限会社恩田鈑金製作所
ペンディングロール機導入による各種金属製品の納期短縮と製品精度
向上

720 11120190 埼玉県 株式会社エフティーワークス バーマロイ製品の短納期を実現するための水素炉の購入

721 11120191 埼玉県 協育歯車工業株式会社 高精度・高効率・低騒音の実用小型（小モジュールサイズ）歯車の開発

722 11120197 埼玉県 三協精密工業株式会社 事業拡大による生産設備の導入

723 11120198 埼玉県 株式会社サカイヤ 金属接合成形による構造体接合法の開発

724 11120199 埼玉県 ＪＰＮ株式会社 ミニ油圧シリンダ用ピストンロッドＡｓｓｙの高精度内製化



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

725 11120200 埼玉県 日型工業株式会社 試作リバースエンジニアリング工法の一層の改善

726 11120201 埼玉県 株式会社会田製作所 パイプの小R曲げ加工の開発

727 11120203 埼玉県 とりまつ畳株式会社 日本の伝統文化を守る、『衛生的で本格的な省エネ床暖房畳』の開発

728 11120204 埼玉県 株式会社　ビットサイン 電源日調達地域対応、簡易操作・省電力可搬式サイネージの開発

729 11120205 埼玉県 阿倍被服株式会社
昇華転写と自動カッティングシステムを使用したスポーツユニフォーム
の試作

730 11120206 埼玉県 株式会社清水精機 高効率・省エネルギー化未来溶接の革新的新技術開発

731 11120210 埼玉県 株式会社平田商店 防衛装備用プラスチック射出成形品の生産性向上と省エネ化

732 11120211 埼玉県 株式会社大同機械 簡便に設置できる粉塵飛散防止プラスチックシートの高度化開発

733 11120214 埼玉県 株式会社東亜工業
跳ね上げ式手摺の生産性向上を目標としたワンストップ化の設備導入
計画。

734 11120215 埼玉県 有限会社杉山樹脂工業
高機能射出成型機導入による、短納期・高品質プラスチック製品の生産
システムの構築

735 11120218 埼玉県
株式会社ナウエストテクノロ
ジー

長周期地震動による大きな移動や転倒を防止するためのインテリジェン
トキャスターの開発

736 11120219 埼玉県 アクセプト株式会社
作業者の技術に依存しない万能精密板金曲げ加工治具の開発・製品
化

737 11120224 埼玉県 日ノ出樹脂工業株式会社
リサイクルPET樹脂に難燃性を後加工出来る安全で低価格なマスター
バッチの開発

738 11120225 埼玉県 日本サービック　株式会社
顧客の大幅なコストダウンを実現させる全自動多軸ボビンレス巻線機の
開発

739 11120226 埼玉県 テリーサ研究所 高温はんだ実用化事業

740 11120227 埼玉県
株式会社東都ラバーインダ
ストリー

樹脂及び軽金属によるゴム成型型開発事業

741 11120228 埼玉県 マノ精工株式会社
切削加工技術を活かした試作・小ロット、短納期受注対応のバーコード
を活用した生産管理システム構築

742 11120230 埼玉県 株式会社真工社 プラスチックめっき技術を応用した、高機能被膜の新規開発

743 11120235 埼玉県
有限会社伊藤プラスチック工
業

堅型射出成型機導入による多品種少量・短納期ニーズへの対応

744 11120236 埼玉県
マテックエンジニアリング株
式会社

シェルマシン及びバランシングマシン導入による鋳物製品の短納期化

745 11120237 埼玉県 株式会社リトルデバイス ゴム弾性をスプリング機能としたコネクター用電子接点端子の開発

746 11120240 埼玉県 ヒノデメタル株式会社
打痕等不良削減による原価低減及び軽量化・薄肉化する新規受注獲
得による売上確保

747 11120241 埼玉県 株式会社　オネストワン ３Ｄプリンターを用いた試作冶具デザインの効率化。

748 11120242 埼玉県 東洋鋳工株式会社 精密自動車部品に対応出来る縦型自動造型システムの開発

749 11120243 埼玉県 理研化機工業株式会社 冷間鍛造順送プレス工法によるプレス製品強度ＵＰ技術の開発

750 11120245 埼玉県
富士商工マシナリー株式会
社

カメラ付画像処理プレスのショット数の倍増



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

751 11120246 埼玉県 西部スチール株式会社 ＤＢヘッド生産性倍増計画

752 11120247 埼玉県 モリタ工業株式会社 真空洗浄装置更改によるガス機器製品の生産プロセス効率化

753 11120248 埼玉県 和光精機株式会社
最新ＮＣ旋盤導入による高付加価値製品の製造ならびに小ロット部品
対応化事業

754 11120250 埼玉県 株式会社伊東製作所
安全対策が難しいマグネシウムの加工技術の習得によるニッチ市場進
出と組織力強化

755 11120251 埼玉県 株式会社リーデンス 草刈機用コードストッパーの連続インサート成形法の開発

756 11120252 埼玉県 有限会社タイロン
極薄＆極厚・高透明・高鋼生・無延伸ＰＰ枚葉シート「スーパータイロン」
の開発・事業化

757 11120254 埼玉県 有限会社天ヶ瀬工業
プレス加工の基盤技術を使って、農家が行うネギの土揚げ作業が楽に
なる耕運機の刃を開発する。

758 11120256 埼玉県 株式会社　信濃製作所
新型エアーグライダー開発に必要な、高性能コレットチャック（グライ
ダー先端に取り付ける磁石をキャッチングする部品）の開発

759 11120258 埼玉県 ＦＬＯＸ株式会社
車載用有機発光素子に向けた高耐久性有機半導体コロイドインクの試
作

760 11120260 埼玉県 株式会社茂山製作所 医療機器・航空機の切削加工部品の開発

761 11120261 埼玉県 株式会社弘輝テック 加熱水蒸気を利用した熱破損しないプリント配線基板再生装置の開発

762 11120264 埼玉県 株式会社第一化成製作所
深底・美観包装容器に適した射出成型機の改造のダウンサイジングに
よる成形工程の効率化

763 11120266 埼玉県 日商精密光学株式会社 オートフォーカスＸＹＺ測定機の開発

764 11120268 埼玉県 東邦化研株式会社 水素用材料への表面被膜（表面改質）の試作開発

765 11120270 埼玉県 株式会社新井製作所 セミドライ高速プレス加工法の実用化

766 11120271 埼玉県 ハナコメディカル株式会社 オンラインＨＤＦ用血液回路の開発

767 11120273 埼玉県 株式会社オプセル
超高密度プリント配線板用のレーザー直接描画と描画された細線の
レーザー検査機能を併せ持つ装置の開発

768 11120274 埼玉県 株式会社新堀製作所 高性能でコンパクトなアークロボットの導入による生産性・品質向上

769 11120278 埼玉県 株式会社松田製作所 Ｅ－ＬＩＭ（Ｅｐｏｘｙ　ｌｉｑｕｉｄ　Ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ　Ｍｏｌｄ）システムの開発

770 11120279 埼玉県 株式会社セミコンクリエイト 次世代ウエハー４５０ｍｍ対応枚葉洗浄機の開発

771 11120281 埼玉県 ファイバーラボ株式会社 .13μ m帯光アンプ（PDFA）の低価格化技術の開発

772 11120285 埼玉県 内田工機株式会社 尺取虫式加工法によるマグネット固定式超コンパクトフライスの開発

773 11120286 埼玉県
株式会社ワイ・インターナショ
ナル

３次元姿勢計測法によるバイクフィッティングシステムの開発

774 11120291 埼玉県 株式会社天谷製作所
常圧CVD方式による耐用電離（PV）基板へのAL2O3（アルミナ）パッシ
ベーション成膜技術開発

775 11120292 埼玉県 株式会社岡田製作所 金属プレス加工におけるシングルバー型トランスファー装置の導入

776 11120294 埼玉県 イーソル株式会社 普及型農場環境情報計測装置の開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

777 11120298 埼玉県 ゴトー工業株式会社 部品製作内製化による短納期化とコストダウン

778 11120299 埼玉県 株式会社一会設備 原材料の有効利用並びに生産性工場による競争力強化計画

779 11120300 埼玉県 賛羊株式会社
被災地における港湾部の護岸復旧工事の工期短縮、コスト削減を目的
とした、護岸法面の凹凸適合性、帯貫通性、耐破断性に優れた中～高
幅防砂シートの開発と検査設備導入

780 11120301 埼玉県 株式会社コバヤシユニオン 生産効率向上並びに有機肥料の効果向上プロジェクト

781 11120306 埼玉県 株式会社ユーパーツ
自動車エンジンの技術変遷に対応したエンジン始動装置「かけるくん4」
の開発

782 11120307 埼玉県 株式会社ベルニクス フルデジタル制御AC/DC電源の開発

783 11120312 埼玉県 サイエンス株式会社 海外（東南アジア）向け排熱回収型高性能冷却システムの開発

784 11120314 埼玉県 株式会社ミック 脊髄損傷者用ロボット型免荷式歩行訓練システムの開発

785 11120316 埼玉県 株式会社遠藤精機製作所 医療機器向け射出成型用金型製作の為の低コスト短納期化の実現

786 11120317 埼玉県 株式会社トライアルパーク 板鍛造プレス用2次元成形シミュレーションソフトウェアの開発

787 11120320 埼玉県 株式会社ハママツ
健康被害と職場環境を大幅に改善する”有機溶剤を使わない新型塗装
機”の開発

788 11120322 埼玉県 龍江精工株式会社
プラシチック容器ゴムの減容化を図る新方式詰め替えパッケージシステ
ムの開発

789 11120323 埼玉県 富山薬品工業株式会社 高性能アルミ電解コンデンサ用新規薬品の合成

790 11120324 埼玉県 エコデザイン株式会社 大容量（オゾン発生量４００ｇ・ｈ）オゾン発生器の開発

791 11120337 埼玉県 ソフトロニクス株式会社 チップマウンタ用低価格サーボモータ製造における生産設備の開発

792 11120342 埼玉県 株式会社オプトラン
高解像度Ｘ線画像センサーに搭載される高品質シンチレータ膜の量産
技術開発

793 11120350 埼玉県 株式会社中川機器製作所 新素材部品の締結技術獲得による新市場開拓戦略

794 11120351 埼玉県 有限会社田上製作所 複合総形切削工具の試作開発計画

795 11120353 埼玉県 有限会社ノガミ電子
多品種・小ロット部品等向けの整列機導入による検査効率化とリードタ
イム短縮を図る

796 11120354 埼玉県 東京ブレイズ株式会社
「ろう付け」材料及び「ろう付け」加工製品の機械的性能評価スピード
アップによる品質信頼性サービス向上計画

797 11120357 埼玉県 日生技研株式会社
ベッド上の生体挙動非接触見守りシステムの開発による介護機材市場
への参入

798 11120361 埼玉県 ハイドロギヤー株式会社 船舶用油圧機器ストップバルブの革新的生産方法の確立

799 11120362 埼玉県
武蔵野ファインガラス株式会
社

携帯端末用の低ノイズＡＧガラス加工方法の開発

800 11120366 埼玉県 株式会社ヴィクトリー 環境負荷の無い切粉洗浄装置の試作開発

801 11120368 埼玉県 テクノプラン株式会社 低価格・高感度使い捨てＵＨＦ帯パッシブ（電池無）タグシステムの開発

802 11120369 埼玉県 リンクサーキット株式会社
オゾン濃度測定監視システム多点サンプリング装置の量産化に向けた
開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

803 11120370 埼玉県 株式会社タクモス精機
洗浄工程が不要もしくは洗浄工程の負担を大幅に削減するサーミスタ
テスターの開発

804 11120371 埼玉県 創研工業株式会社 高精度・高清浄度液体噴霧システム試作開発事業

805 11120372 埼玉県 池上金型工業株式会社 多様化したナノレベル製品の超微細金型試作開発

806 11120373 埼玉県 有限会社モリシゲ物産 エゴマ種子搾油残渣の醗酵による高付加価値機能性食品の試作開発

807 11120374 埼玉県 株式会社アズテック
鍛造用半凝固スラリーのプレホーム装置の製作（半凝固鍛造技術の開
発）

808 11120375 埼玉県 株式会社柴崎製作所 高精度微量分注ノズルの開発

809 11120382 埼玉県 高美精機株式会社 多品種小ロット生産体制構築によるカスタマイズ製品拡大と試作品開発

810 11120386 埼玉県 東洋樹脂株式会社 センサー・微小部品搬送用ローコスト粘着トレイの試作開発

811 11120391 埼玉県 株式会社ハマ電子 自動パック制御システムによる災害、医療、福祉用簡易トイレの開発

812 11120392 埼玉県 最上ＣＡＮ株式会社
インキ缶における重量・価格面の競争力強化を目的とした素材板厚の
国内最薄化

813 11120393 埼玉県 株式会社オプトハブ スペクトル測定装置の高性能化

814 11120394 埼玉県 有限会社アリューズ
超音波鏡面加工を応用した医療部品応用チタン材の鏡面加工製品の
開発

815 11120395 埼玉県
株式会社　杉山チエン製作
所

触媒を用いた大気圧ＤＬＣによる環境に優しく高摩耗性・耐食性に優れ
たローラチェーンの試作開発

816 11120397 埼玉県 株式会社清水電機製作所 同時５軸曲面加工システムによる半導体露光装置部品の開発

817 11120398 埼玉県 株式会社ＩＣＳＴ ワイヤレス・リストバンド・モニター開発

818 11120401 埼玉県 株式会社日本テクノ 自動機・産業機械向け超精密転造滑りネジの開発・事業化

819 11120402 埼玉県 株式会社アペレ 活性化全血凝固時間測定機（ＡＣＴ）用カートリッジの開発

820 11120405 埼玉県
株式会社エフケー光学研究
所

フラットパネル用フッ素塗布装置の開発

821 11120407 埼玉県 株式会社大和製作所 ウエハバンプ形成におけるギ酸注入による熱処理プロセスの開発

822 11120409 埼玉県 株式会社コモテック
高イオウ燃料使用可の自動フィルタ再生式ディーゼル黒煙除去装置（Ｄ
ＰＦ）の開発

823 11120420 埼玉県 有限会社光沢 3Dプリンタによる形状記憶樹脂製品の作製

824 11120423 埼玉県 小原歯車工業株式会社 ラックの高精度化、コストダウンによりボールネジ市場への拡張

825 11120424 埼玉県 株式会社チタカ 高圧ポンプ用ブランジャーの生産性向上と小型軽量化の開発

826 11120428 埼玉県 株式会社ユナイト
金型内溶融樹脂の流速を自己制御する射出成形機コントローラーの開
発

827 12120017 千葉県 株式会社ラインワークス
多目的溶接（溶接ロボット搭載型、溶接トーチ搭載型、高所作業用）支
援装置の開発

828 12120019 千葉県 林時計工業株式会社 マイクロ波電力素子組立における新技術開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

829 12120020 千葉県 OST株式会社 集束超音波用ファントムの試作開発

830 12120025 千葉県 株式会社関鉄工所 難削材におけるテストピース加工

831 12120026 千葉県 株式会社ニッチュー 動力伝達部品長寿命化ショットピーニング処理効果実証技術の確立

832 12120030 千葉県 株式会社ファソテック
生体質感造形と3Dモデリング技術を用いた胸腔鏡・胸郭モデルの商品
開発

833 12120032 千葉県 株式会社大西熱学
自動車エンジン試験に使用される省エネ対応で、低湿度の吸入空気供
給装置の試作開発

834 12120035 千葉県 ニホンハンダ株式会社 電子部品実装用導電性接着剤の低価格化

835 12120036 千葉県 ヨシザワエルエー株式会社 次世代型医用画像診断装置（SPECT）用の大型鉛コリメータ試作開発

836 12120040 千葉県
しのはらプレスサービス株式
会社

「融合プレス加工法」の実用化を目指して行う難加工製品の試作開発

837 12120042 千葉県 株式会社オプティ
プリント基板実装用高耐熱・長寿命レーザはんだ加工ヘッドの量産化に
向けた製造装置の開発

838 12120044 千葉県 株式会社藤井製作所
切削加工と3次元計測の効率化による粒子線がん治療用器具の短納期
化開発

839 12120048 千葉県
株式会社プロテイン・エクス
プレス

ブレビバチルス菌を用いた有用タンパク質の高品質製造技術の開発

840 12120052 千葉県 日機電装株式会社 ムービングマグネット方式の高精度サーボモータ制御システムの開発

841 12120053 千葉県 ナプソン株式会社 高速/高精度のウエハー平坦度測定装置の試作開発

842 12120054 千葉県 株式会社みらい 人工光型植物工場における機能性野菜の生産技術と試作品の開発

843 12120055 千葉県
エム・エム・プラスチック株式
会社

給湯器運搬用木製パレットのプラスチック化検討開発

844 12120056 千葉県 株式会社エーディエス 文化財用大型スキャナ及び表示システムの試作開発

845 12120060 千葉県 株式会社トリマティス 近距離大気／ガス計測のための超小型ライダーの開発

846 12120061 千葉県 株式会社エヌ・シィー・エス
高性能・高耐久性の工作機械用軸受部品の試作品開発及びテスト販売
事業

847 12120063 千葉県 株式会社竹中製作所 既存膜式ガスメーターのスマートメーターへの改造開発

848 12120064 千葉県 株式会社新上 自社製品の強化による楽器関連市場の開拓

849 12120067 千葉県 フィーサ株式会社 高精度バルブゲートシステムの開発

850 12120069 千葉県 株式会社アイ・メデックス 優れたパルスオキシメーター用プローブ開発

851 12120070 千葉県 株式会社新領域技術研究所 MRI（超伝導断層画像装置）用HCS（ヘリウム循環装置）の開発

852 12120071 千葉県 有限会社石田製作所 小物精密部品受注増を目的とするNC旋盤導入による生産効率化

853 12120073 千葉県
株式会社メイプルバイオラボ
ラトリーズ

筋肉疾患診断薬及び筋ジストロフィー症診断薬の開発

854 12120074 千葉県 株式会社昭和精機
超精密研削加工に向けた設備機の増設・環境整備及び測定機器の導
入



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

855 12120075 千葉県 鎌ケ谷製袋株式会社 エアー式製袋ヒートシール検査装置「けんさくんⅡ」の開発事業

856 12120077 千葉県
有限会社協和デンタル・ラボ
ラトリー

CAD/CAMを用いた歯科技工物の新素材対応、及び、歯科技工のデジ
タル革命への準備

857 12120078 千葉県 東和パーツ株式会社
外部エネルギーを使用しない、ブレーキ機能付きヘリカルインターナル
ギヤードモーター（以下ハスバギヤードモーターとする）の開発

858 12120081 千葉県 株式会社河野製作所 低侵襲医療を実現する眼科用前嚢切開刀の開発

859 12120082 千葉県 株式会社樋口製作所 フエルフィラーヒンジのインライン自動検査装置の開発

860 12120084 千葉県 船橋電子株式会社 モーター整流子製造方法のワンストップ化

861 12120085 千葉県 赤星工業株式会社 チタンの表面研磨における最適作業条件の研究開発

862 12120086 千葉県 株式会社平和化学工業所 植物由来プラスチックを利用した環境配慮型包装容器の製造技術開発

863 12120088 千葉県 京葉ベンド株式会社
2次元ファイバーレーザーパイプ切断機及びレーザー切断機を組み込ん
だパイプベンダーシステムの新規開発

864 12120089 千葉県 フルトラム株式会社 ロボットに替わる、内視鏡手術の支援デバイスの開発

865 12120096 千葉県  株式会社ヤマトマネキン
ローコスト軽量金型を用いたディスプレイ器具の国内一貫生産体制の
構築

866 12120101 千葉県 株式会社フッカクローム 炭素繊維を使用したロール上のめっき技術開発と試作研究

867 12120109 千葉県 株式会社精工技研 微細形状による反射防止機能を有する光学成形品の事業開発

868 12120111 千葉県 プログレッシオ合同会社 半導体製造装置向けグリースレス振り子式真空バルブの開発

869 12120116 千葉県
株式会社エイ・オー・テクノロ
ジーズ

新情報処理原理のプロセッサによる画像物体位置検出装置の試作開
発

870 12120131 千葉県 株式会社いしだ屋
電子レンジ対応包装袋開発事業（電子レンジで調理や再加熱の可能な
袋を開発）

871 12120133 千葉県 株式会社ニチオン 腹腔鏡下ニードルデバイスの開発

872 12120134 千葉県 有限会社日本クレセント
心房細動治療用電極カテーテルの操作性向上に資する製造プロセスの
確立

873 12120138 千葉県 コスモテック株式会社 新たな部材の結合技術による防災・備蓄倉庫の開発及び販売

874 12120141 千葉県 小澤産業株式会社
橋梁免震及び落橋防止装置製作における製造コスト削減及び高効率
化による工期短縮事業

875 12120143 千葉県 株式会社寺田本家 酒粕・麹でおいしく楽しく元気に発酵生活を

876 12120149 千葉県 エスケイ工業有限会社
バイオマス暖房機燃料用木質チップ乾燥機（遠隔制御機能付き）の試作
開発

877 12120152 千葉県 岡本硝子株式会社 3D形状のスマートフォン用カバーガラスの成型金型の開発

878 12120154 千葉県 ケーイーエフ株式会社
射出成型によるバリ無しインクジェットプリンター用ゴム製品の開発およ
び量産技術の構築

879 12120157 千葉県 菊川工業株式会社
摩擦撹拌接合を使用 した高意匠建築用内外装金属製品の試作開発と
事業化

880 12120159 千葉県 株式会社カトー 高い強靭性を有する高耐摩耗性大型鋳鉄部品の試作開発と事業化



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

881 12120162 千葉県 株式会社関根産業 バイオマスの高速メタン発酵システムの試作

882 12120165 千葉県
株式会社マーキュリーシステ
ム

2D映像を3D映像に自動変換するセットトップボックス（STB）の開発

883 12120168 千葉県 株式会社トーテック 難めっき材、 チタ ンへのめっき加工

884 12120171 千葉県 株式会社イワサテック 汎用NC工作機による山歯ポンプローターの製作

885 12120175 千葉県 株式会社KHK野田
材料の残留応力を低減した加工方法により低コストで高精度歯車の生
産体制を構築

886 12120177 千葉県 株式会社吉野機械製作所
業界初、省電力・汎用型最新サーボプレスブレーキの開発と量産化へ
の対応

887 12120179 千葉県 株式会社鈴木ラテックス 挟持部ずれを生じ難<した樹脂製の風船用クリップ

888 12120180 千葉県 東京ケミカル株式会社
新製品開発のスピードアップ（コストダウン）並びに小ロット短納期品対
応型テストコーターの製作

889 12120183 千葉県
株式会社セリッシュエフ
ディー

大腸菌発酵による高純度人工増殖因子ペプチドの試作開発

890 12120185 千葉県 三立機械工業株式会社 操作の安全を目的にした油圧式アリゲーターシャーリング

891 12120186 千葉県 株式会社阪上製作所
複合旋盤導入による試作品製作効率化・短納期化と、それによる量産
品受注増の実現

892 12120187 千葉県 株式会社大同工業
冶具を活かし蝶番金物を溶接ロボットと連動させで高精度に取り付ける
試作装置

893 12120191 千葉県 株式会社国際情報ネット
「模造品流出防止に資す新しい考え方」による真贋判定システムの市場
への提供

894 12120192 千葉県 株式会社藤井製作所 特殊銅合金の細線材加工を可能にする為の細線材熱処理技術の開発

895 12120196 千葉県 有限会社エスエヌ金型 小型対向液圧成形装置の試作開発による高精度金型の実現

896 12120200 千葉県
株式会社アーティエンス・ラ
ボ

世界初「動く3Dカラーホログラム」ハンディライト型の製品開発及び実用
化

897 12120202 千葉県
タクボエンジニアリング株式
会社

モバイル機器向け塗装外観検査装置の試作開発

898 12120203 千葉県 株式会社インスメタル
高速パレットチェンジャー導入における大ロット受注獲得及び夜間無人
運転計画

899 13120133 東京都
株式会社システム・プロダク
ツ

基板設計でのＥＭＣシミュレーション解析の標準対応化と最新ＣＡＤ活用
短納期化サービスの開発

900 13120134 東京都 株式会社システムクラフト シームレスなセンサネットワークプラットフォームの開発

901 13120135 東京都 株式会社東陽製作所 開発試作品部品の受注拡大のための体制整備事業

902 13120136 東京都 テクノアルファ株式会社
半導体後工程検査に特化した、画像処理内蔵型外観測定器の試作開
発

903 13120137 東京都
株式会社アプライド・マイクロ
システム

微少液滴塗布システムの高精度品の製品化

904 13120140 東京都 安藤工業株式会社 Ｎ７００Ａ新幹線支持ピンの新工法による製作

905 13120141 東京都 株式会社エム・エー・ティ 難切削・研削物の加工プロセス開発

906 13120142 東京都 有限会社朝日鍍金工場 多品種少量対応型自動亜鉛めっき装置の導入



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

907 13120147 東京都 株式会社ミラック光学
業界初　スマートフォンを活用できる産業用顕微鏡アダプターの試作開
発

908 13120148 東京都 大東食研株式会社 醗酵原料を用いた調味料開発の高度化

909 13120149 東京都 有限会社樋口工作所 高精度・高効率化した紙管ラベル平巻き機の試作機の開発

910 13120153 東京都
有限会社ティー・アイ・アン
ド・アイ

自動高速卓上ビニタイ結束機の開発

911 13120154 東京都 八幡鍍金工業株式会社 環境対応黒色クロムめっき工程の試作実用化

912 13120155 東京都 株式会社テクアルファ 微小力測定システムを利用した細胞シート力学評価装置の開發

913 13120156 東京都 有限会社光電鍍工業所
光反射性及び反射防止性を向上させたＬＥＤオゾン濃度測定装置の開
発

914 13120157 東京都 有限会社クラウン 自力歩行困難な犬用車椅子の試作開発

915 13120160 東京都 フリー工業株式会社 金網製の残存化粧型枠の軽量容易安価な改良製品の開発

916 13120161 東京都 日電高周波株式会社
自動車用高張力鋼板の熱間プレス用高汎用型高周波誘導加熱装置の
試作開発

917 13120164 東京都 株式会社レーザック 風力発電ローターブレード向けセンシング装置の開発

918 13120165 東京都 株式会社小野電機製作所 宇宙機器技術を応用化した「医療現場用微小力作動アーム」の開発

919 13120168 東京都 宮城精工株式会社
三次元測定機導入での品質管理強化、歩留まり向上、短納期化による
製品競争力の強化

920 13120171 東京都 プラン・ドゥ・ソイル株式会社
杭、地盤改良等を対象としたボアホールソナーを用いた非破壊検査に
おける高性能センサーシステムの開発

921 13120174 東京都 株式会社酒井新 鋼管切断機新規導入による取引先対応計画

922 13120177 東京都 株式会社マテックス 複合加工機導入による製品の高精度化

923 13120178 東京都 株式会社原工業所
複雑形状アルミ鋳造部品の生産リードタイムを短縮する自動化ラインの
開発

924 13120179 東京都
株式会社エムケイティタイ
セー

超音波利用による連続式の高機能化学合成技術の開発と装置の試作
開発

925 13120184 東京都
イースタン電子工業株式会
社

ゴムコァ通電ボールを応用したコンタクトシステムの量産化開発

926 13120185 東京都 株式会社南武 メカニカルシール型ロータリジョイント（分配器）の開発

927 13120187 東京都 三共鍍金株式会社 減圧乾燥装置の新規導入

928 13120189 東京都 飯田電子設計株式会社 ＡＥＤ遠隔監視管理装置の開発

929 13120190 東京都 株式会社ＡｎｙＤｅｓｉｇｎ ネット対応、傾斜気泡菅型、デジタル精密水準器の開発

930 13120191 東京都 有限会社バックフィールド
高真空技術を生かした高効率でコンパクトなヘリウム再凝縮装置の試
作開発

931 13120193 東京都 筑波鉄工株式会社
溶接欠陥克服に向けた太径・異材対応ロウ付け技術・加工治具の試作
開発

932 13120195 東京都
株式会社ユーカリ光学研究
所

半導体検査装置用レンズ材料の脱レアメタルによるレンズの安定・安価
な供給化



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

933 13120196 東京都 コーメックス電子株式会社 圧電式ステージ用超精密超高速デジタル制御装置の高機能化

934 13120201 東京都 株式会社ミニモ
リフロー炉の窒素化及びＬＥＤ検査の自動化等による実装品質の高度
化

935 13120202 東京都 ヨシザワ株式会社 高精度部品の生産体制の確立

936 13120204 東京都 株式会社赤ん坊カンパニー
フックプロジェクト　【介護・福祉、トラベル、アウトドア業界の様々な用
途・シーンに役立つフックの開発】

937 13120205 東京都 ホットマン株式会社
「シルバー女性向け高級製品技術を応用したヤング～ミセス向け製品
開発」

938 13120207 東京都 株式会社アドフューテック 可搬型土壌放射能深さ分布その場測定装置の試作品開発

939 13120208 東京都 太田鍍金工業株式会社 アルミ素材に対する直接亜鉛回転めっき技術の試作開発

940 13120211 東京都 株式会社ヒカリ 腱鞘炎用ハサミの開発

941 13120214 東京都 日本フォーミング株式会社
世界トップレベルのＮＣワイヤフォーミング技術による新興国に勝つもの
づくり

942 13120217 東京都 キーナスデザイン株式会社 デスクトップ温調機の高能力化

943 13120218 東京都 三鎮工業株式会社
超高精度が要求されるスマートフォン向け精密小径部品の量産加工体
制の確立

944 13120221 東京都 株式会社三ツ矢 金属粉体に電気めっきにより表面処理を行う手法の開発・試作

945 13120223 東京都
コダマコーポレーション株式
会社

金型技術を活用した短納期プラスチック製品製造方式の開発

946 13120226 東京都 大日精機株式会社
イエプコ処理の内製化による、プラスチック成形金型の品質の向上と納
期短縮化

947 13120227 東京都 株式会社スカイネット 呼吸リハビリ療法時代謝測定用の呼吸・測定両立回路の製品開発

948 13120229 東京都 有限会社フジセイ
絹繊維加工技術を使った化粧品市場のニッチ分野「シルクボディケアブ
ラシ」の試作品開発

949 13120230 東京都 Ａｐｅｘ株式会社（アペックス） コンバージョンＥＶの車種専用部品ワンストップサービスの開発

950 13120232 東京都 株式会社ニッシン ベテラン社員の高付加価値作業の標準化。

951 13120234 東京都 株式会社北嶋絞製作所 大型自動へら絞り加工機の開発による、難加工素材への対応

952 13120245 東京都 株式会社電機精工社 変圧器・リアクトル用　大電流条巻線機の開発

953 13120246 東京都
株式会社日野エンジニアリン
グ

バス用案内表示モニタのＣＰＵボード内製化実現による品質向上

954 13120248 東京都
株式会社カラーテクノシステ
ム

「歯科用３次元分光式色彩計の試作開発」

955 13120249 東京都
アオキ住宅機材販売株式会
社

風のない天井放射除湿冷房装置の、顧客ニーズに即応できる生産体制
の整備

956 13120252 東京都 株式会社ジーデバイス 傾斜・振動センサを応用した小型盗難防止機器の開発

957 13120259 東京都 株式会社ハイボット 内径３インチ用小径配管点検ロボット新製品の開発

958 13120277 東京都 大成企業株式会社
～バイオの力で地球を守る～廃水処理水の水質改善と省エネルギー化
を実現する余剰汚泥量ゼロミッション



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

959 13120278 東京都 株式会社東京信友
緊急避難時の呼びかけを、体感（振動）と文字で知らせる「腕時計型送
受信機」の試作開発

960 13120280 東京都 インテグラン株式会社 リチウムイオン電池充放電試験機の開発

961 13120282 東京都 オーバートーン株式会社 組込システム開発を加速させる設計プラットフォーム開発

962 13120283 東京都 株式会社EVTD研究所
リチウムイオンバッテリ（LiB)組電池稼働中の容量ばらつき是正充電器
の商品化

963 13120284 東京都 藤井電機工業株式会社
省電力を実現する従来型蛍光灯一括調光システムおよび省電力型照
明器具の開発

964 13120286 東京都 分光計器株式会社 高感度可視分光システムの試作

965 13120290 東京都
エイディシーテクノロジー株
式会社

小ロット需要向けＢｌｕｅｔｏｏｔｈコンプリートモジュールＺＥＡＬ－Ｓ０２の試
作開発（仕掛品）

966 13120291 東京都 株式会社三栄精機工業 立形・横形マシニングセンターを駆使した三次元曲面加工

967 13120299 東京都 株式会社吉増製作所 最新設備の導入による特殊金属板金プレス加工の生産プロセス強化

968 13120302 東京都 株式会社ケアコム ベッドサイド周辺機器のマルチインターフェースＢＯＸの開発

969 13120304 東京都 株式会社バイオネット研究所 モバイル技術を活用したリハビリ支援運動量測定システムの試作開発

970 13120305 東京都 吉田プラ工業株式会社 高い密閉機構を備えたワンタッチ開閉キャップ容器の開発

971 13120308 東京都 株式会社西村製作所
二次元高性能サーボプレス加工機による複雑形状に対応する微細穴
加工技術の開発

972 13120309 東京都 富士プリント工業株式会社 部品内蔵基板の試作・開発

973 13120310 東京都 株式会社多摩スプリング 引き抜き加工技術を駆使した高機能ばねの多品種、短納期化生産

974 13120315 東京都 株式会社フォトンデザイン ＳｉＣ半導体における基底面転位結晶欠陥評価装置の開発

975 13120316 東京都 株式会社指田製作所 真空チャンバー製作におけるＱＣＤ向上のためのヘール加工設備導入

976 13120325 東京都 エーエルティー株式会社

独自生産管理ソフトの導入で、多品種少量の生産プロセスを強化し、工
数・負荷管理の実現、製造原価の低減、受注拡大を目指す。個別受注
生産に対応した独自システムの活用により、見積から売上までの一元
管理によるリードタイムの短縮や、製造原価の削減をより強化した生産
管理システムの構築で、競合他社との差別化を図り、受注拡大を目指
す。

977 13120327 東京都 日昭工業株式会社 鉄道車両向け高耐水性変圧器の真空含浸プロセスの開発

978 13120328 東京都 株式会社ＰＡＲＡＭ
固定矩形のマルチビーム形成手段（ＰＳＡ）によるマスクレス・電子線直
接描画技術の開発

979 13120329 東京都 ＭＳＩ．ＴＯＫＹＯ株式会社
微量薬物の成分を迅速かつ精密に測定する、オンサイト小型質量分析
計の開発

980 13120330 東京都 株式会社八木製作所
歪みレス切削研磨加工技術による有機ＥＬパネル用評価装置部品の試
作開発

981 13120331 東京都 株式会社桂精密 医療器具用微細パイプへの曲げ・カット及び細穴加工の実現

982 13120332 東京都 増幸クローム精鍍株式会社 防衛及び航空・宇宙関連部品の表面処理事業の拡大



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

983 13120335 東京都 有限会社三裕製作所 複雑形状部品における工程削減・高効率化を実現する試作開発

984 13120344 東京都 株式会社造研 スリッター付コルゲートチューブ切断機の開発

985 13120346 東京都 株式会社三幸社 高速型ワイシャツプレス機試作開発

986 13120347 東京都 北川電機株式会社 パワーエレクトロニクス装置向け低損失リアクトルの試作開発

987 13120348 東京都 日本電磁測器株式会社
電気自動車・ハイブリット車用モータ、風力発電用発電機等の高性能磁
石を高効率で磁化する着磁機の試作開発

988 13120350 東京都 武州工業株式会社
『人間協調型ロボットを利用した多品種変量生産を可能とするパイプ部
品１個流し製造ラインの試作開発』

989 13120353 東京都 株式会社石井製作所
中から大ロットの旋盤加工部品の内製化及び新規受注獲得の為のＮＣ
旋盤導入

990 13120355 東京都 株式会社ベアーメディック 内視鏡手術における、より低侵襲な臓器回収医療機器の開発

991 13120357 東京都 株式会社アイツーアイ技研 食品工場製造ラインにおける省力化機器開発

992 13120360 東京都
株式会社ナラハラオートテク
ニカル

マシニングセンター＋超音波スピンドルによるガラスの切削加工技術の
確立

993 13120362 東京都 株式会社福井製作所
レーザー加工機の導入による受注拡大及び内製化による生産性向上
事業

994 13120363 東京都 株式会社友和 １００個までの試作加工、少量量産品に対応する生産プロセス強化

995 13120365 東京都 株式会社マシンワールド
プラスチックレンズの多品種生産の効率化短納期化を実現する生産管
理システムの構築

996 13120367 東京都 株式会社トランスコア ＩＣタグセンサーを用いた水防システムの試作開発

997 13120368 東京都 株式会社エコサム 受動喫煙被害を抑制する卓上型副流煙清浄機の製品開発

998 13120370 東京都 吉田テクノワークス株式会社
特異成形技術を使った“ＢｔｏＣビジネス”への挑戦　「スローオープン
ポップアップ機構付き容器」開発

999 13120372 東京都 株式会社ロッソ ６軸駆動制御によるライドシミュレータの試作開発

1000 13120373 東京都 中央電子システム株式会社
高効率出力安定化発電装置（特許申請中）を利用した冷凍車及び冷凍
工場の開発

1001 13120377 東京都 タカヤマジャパン株式会社 省エネ・生産コスト削減を目的とした新しいハンダゴテの開発

1002 13120383 東京都 有限会社とみ 【衝撃吸収パット・縫製技術の改良による　介護予防兼体型補正下着】

1003 13120388 東京都 山下マテリアル株式会社 熱伝導プラスチックを用いたブロック材の開発

1004 13120389 東京都
株式会社アイ・ティ・エンジニ
アリング

「可搬型自動打音検査システム」の開発。

1005 13120396 東京都 株式会社バイオット ｉＰＳ細胞の量産化装置の開発

1006 13120399 東京都
株式会社アヘッドラボラト
リーズ

機能及び審美的義肢の研究開発及び普及

1007 13120400 東京都 合同会社微細加工研究所 動力プレス機械構造規格適用小型精密サーボプレス機の試作開発

1008 13120402 東京都 有限会社野村工業
テレスコカバ－製造における、溶接設備導入と仕掛品棚・運搬台車開発
による多多品種少量・短納期対応事業



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

1009 13120403 東京都 株式会社ｉＭｏｔｔ
真空ポンプ追加による膜質・技術力向上を行う、セグメントＤＬＣ生産プ
ロセスの強化

1010 13120406 東京都 株式会社セイホー ３次元製造機を用いた短納期対応型試作開発の確立

1011 13120408 東京都 ネオアーク株式会社 小型高出力Ｈｅ－Ｎｅレーザ管の開発

1012 13120411 東京都 株式会社エヌエスシー
鍛造設備大型部品加工機（横フライス中ぐり盤）制御装置の改良による
大型部品（最大８０ｔ）の短納期化

1013 13120412 東京都 株式会社共和製作所
パンチングプレス／レーザー複合機を用いた短納期化と高品質加工の
実現

1014 13120417 東京都 プロモツール株式会社
スマートフォンを使用し、クラウドで本格的肌診断を行うシステムの試作
開発

1015 13120420 東京都
アドバンストシステムズ株式
会社

次世代高速サンプリングボード

1016 13120424 東京都 株式会社ノヴァ電子 ５相ステッピングモータドライバ内蔵２軸コントローラ開発計画

1017 13120426 東京都 株式会社鬼塚硝子 試験管製造装置の位置決め性能高度化による硝子セル生産性向上

1018 13120428 東京都 新電子株式会社
セラミックパッケージ対応　超微細パターン外観検査装置（試作機）の開
発

1019 13120429 東京都 株式会社ビルドシステム 画像マッチングを用いた位置決め装置の試作

1020 13120431 東京都 金鈴精工株式会社
小径・超深穴・外径内径同軸切削加工技術による内部給油式小径研磨
ツールの試作開発

1021 13120433 東京都 西武電機株式会社 ベローズ式センサ製造工程、製造設備の合理化

1022 13120434 東京都 Ｐｅｎｔａ－Ｃ株式会社
Ｂｉ－ｊｉａ水大容量小型霧化器の新型試作開発による売上・収益性の向
上

1023 13120435 東京都 羽鳥産業株式会社 切削加工機械増設による生産能力増強とコスト低減

1024 13120442 東京都 株式会社島田電機製作所 エレベーター向け新型ＬＥＤ照明の開発

1025 13120444 東京都 大洋ツール株式会社 超硬総型カッターの安定供給態勢の確立

1026 13120445 東京都 株式会社精工ドリル 精密な穴を開ける極細超硬ドリル製作プロジェクト

1027 13120448 東京都 エスジー精密株式会社
超精密ワイヤ放電加工機により超微細加工に対応、ニッチ分野特化体
制づくり

1028 13120452 東京都 西都プレス工業株式会社 高精度、高速パンチングマシン更新による競争力強化計画

1029 13120453 東京都 株式会社ナノテック マスクアライナーの顧客個別対応力強化と高性能化の為の試作開発

1030 13120454 東京都 株式会社丸昇酸素工業所 設備強化による高品質、短納期、受注増計画

1031 13120456 東京都 日本橋梁工業株式会社
橋梁用伸縮継手装置（縦目地）の滑り対策強化と長寿命化の為の試作
開発

1032 13120457 東京都 今村鍍金工業株式会社 超少ロットに対応した超短納期型プラスチックめっき事業

1033 13120458 東京都 有限会社サトー精機 型崩れしやすい「軟体食材（カニカマなど）」の自動搬送機の開発

1034 13120465 東京都
スーパーレジン工業株式会
社

モバイル用ＣＦＲＰカバー成形技術の開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

1035 13120467 東京都 前場電機株式会社 流体加熱反応装置における熱伝導高効率化部品の試作開発

1036 13120468 東京都 ＢｉｏｅｃｏＪＡＰＡＮ株式会社 オイルフリー切削液及びその供給循環装置の開発

1037 13120470 東京都 トーマス科学器械株式会社
冷凍機出力制御温度調節器を使用した省電力化と高い温度安定性を
実現する新製品開発

1038 13120474 東京都 株式会社クラフト 燃料電池自動車普及に向けたセパレータ金型における技術開発

1039 13120476 東京都 株式会社城南キー 新たなスロッターマシン導入による高精度・短納期・低価格の実現

1040 13120483 東京都 株式会社アドリンクス 装着し易く外れ難い新メッキ技術を使った新構造ＩＣクリップの試作開発

1041 13120484 東京都 タマチ工業株式会社
「逆流性胆管炎の予防を実現する次世代胆道用メタリックステントの開
発」

1042 13120491 東京都 株式会社ソニック
小型沿岸漁船で使用可能な小型且つ防滴仕様で底質計測機能を兼ね
備えた魚体長魚探の開発

1043 13120493 東京都 株式会社アフィット
プリンタ技術を応用した染料インクによる繊維テープへのオンデマンド染
色印刷

1044 13120494 東京都 株式会社サンテック
Ｌｉｇｈｔ　Ｏｎ　Ｇｌａｓｓ（ＬＥＤ素子をガラスにダイレクトボンディングした製
品）の開発と販売

1045 13120496 東京都 有限会社アイワ精密
短納期のための「特殊工具の内製化」と「寸法測定のアナログからデジ
タル化」へ

1046 13120499 東京都 株式会社関東製作所
高精度成形用大型特殊中空成形用金型、並びに金型構造の簡略化に
係る事業

1047 13120500 東京都 有限会社ユウキ製作所
「納期リードタイム短縮要望対応・加工時間短縮・加工精度向上の為の
技術開発」

1048 13120505 東京都
サンケイエンジニアリング有
限会社

ワンストップ化を実現する複合加熱炉の開発

1049 13120508 東京都 株式会社ＫＯＳＵＧＥ 特殊軽量鞄用スタンパブル剛性シート基材の開発

1050 13120512 東京都
株式会社アドバンス・マ
ザー・ファクトリー

低圧・加圧装置開発による石膏鋳造法の確立

1051 13120513 東京都
ＤＥＳＴＩＮＹ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯ
ＮＡＬ株式会社

日本初カラーコンタクトレンズ製造・研究開発事業

1052 13120517 東京都 株式会社エヌ・シー・エヌ
木造ラーメン架構に使用する高強度・高剛性の柱脚接合金具（ＬＳＢ）の
開発

1053 13120518 東京都 株式会社伊和起ゲージ ボールねじのナット部品増産に向けた専用製造装置の開発

1054 13120520 東京都 株式会社佐藤工業所 シロッコファンブレード加工の自動化

1055 13120523 東京都 ケミカル機器株式会社 操作性に優れ安価な生体用内圧検査システムの試作開発

1056 13120524 東京都 株式会社清和光学製作所
半導体デバイスパターンニング工程の低コスト化に寄与する露光用レン
ズの開発

1057 13120525 東京都 株式会社コレクトメディアス 工事不要、全機種完全互換直管型ＬＥＤ照明の開発

1058 13120527 東京都
株式会社日本アプライドテク
ノロジ

独自冷凍空調技術を生かした環境試験用極低温／高温ガス発生装置
の試作開発

1059 13120528 東京都 株式会社ダイトク
ダイカスト製品の不良率改善を目的とした減圧ＰＦダイカスト法装置の普
及

1060 13120529 東京都 株式会社テムテック研究所 高耐蝕性薬液・純水用小型流量計



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

1061 13120530 東京都 株式会社ユニフローズ 高性能薬液注入シリンジポンプ及びシリンジの試作

1062 13120531 東京都 小松ばね工業株式会社 傾斜ばねの量産技術開発

1063 13120533 東京都 株式会社押野電気製作所 ソケットＬＥＤの開発

1064 13120536 東京都 株式会社松尾工業所
短納期対応サービスを目的とする、ロボット付ＭＩＧ溶接を使用した熱ひ
ずみ低減化による工数短縮

1065 13120537 東京都 嵯峨電機工業株式会社 高出力のＬＥＤを使用した作業用および検査用照明器具

1066 13120542 東京都
株式会社新盛インダストリー
ズ

ラベルプリンターの組み込みソフトウェアの開発及び評価

1067 13120543 東京都 株式会社モリセイ
震災時にキャスター付き重量機器の暴走を防ぐ超衝撃吸収ゴム・プラス
ティック材とキャスターストッパーの試作開発

1068 13120545 東京都 有限会社根津製作所 ＬＥＤ用高機能レンズ開発による、顧客ニーズに適合した新製品の創生

1069 13120546 東京都 松田金型工業株式会社 鉄心モーターコアの選択的封止プロセスの開発

1070 13120548 東京都 株式会社浜野製作所 溶接工程の高度化による医療用カート生産プロセスの強化

1071 13120552 東京都 高宝工業株式会社
金属プレス曲げ工程のサーボベンダー導入による生産性向上とコストダ
ウン

1072 13120553 東京都 株式会社クレステック 電子ビーム描画装置用　パターン発生器の高速化

1073 13120555 東京都 株式会社アテック
大学の研究成果を利用して、９５％の発電効率を実現する発電機の開
発

1074 13120556 東京都 株式会社ジースポート
ＭＥＭＳジャイロ・加速度センサによる歩行障害予防のための高機能歩
数計の試作開発

1075 13120559 東京都 ユコー株式会社 「国産繊維製品メーカーならではの付加価値の開発による競争力強化」

1076 13120560 東京都 株式会社汀線科学研究所
発酵管理の高度化に資する高分解能エレクトロスプレーイオン化イオン
モビリティ分光計の試作開発

1077 13120561 東京都 株式会社シマ研究所 非液相型化学発光法によるＢ型肝炎ウイルスの迅速測定法の開発

1078 13120564 東京都 ログイン株式会社
銀糸による通電作用を利用したリハビリ用アンダーウェア及びサポー
ターの開発

1079 13120565 東京都
株式会社マイクロ流体システ
ム工房

マイクロコントローラ一体型マイクロ流体デバイスの開発

1080 13120566 東京都 株式会社ラポールシステム
カバーガラス等の加工工程内エッジ欠陥検査用高性能低価格検査機の
開発

1081 13120567 東京都
株式会社金属化工技術研究
所

樹脂素材品に対するメッキ加工前処理薬剤の新市場獲得、並びに劇薬
の無水クロム酸不使用により作業環境と排水処理における環境改善へ
の貢献。

1082 13120570 東京都 ナップ株式会社 同時５軸加工ＣＡＤ／ＣＡＭの導入によるリードタイムの短縮と品質向上

1083 13120573 東京都 株式会社理学相原精機 「小口高精度加工品へのコストならびに短納期対応」

1084 13120576 東京都 有限会社コヤマ軽工業
複合機（パンチ加工・レーザー加工機）導入（工程統合）による多品種・
小ロット・短納期化

1085 13120578 東京都 三益工業株式会社 航空機用油圧制御装置中核部品の生産効率化技術の開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

1086 13120584 東京都 株式会社プライムネット 新型基板を搭載した純水装置の開発

1087 13120585 東京都 株式会社東洋ボデー
設計工程の効率化によるタイムリーなオーダーメイド型トラック車体生産
方式の確立

1088 13120588 東京都 日本ヒーター株式会社 多品種少量生産に適したパイプ減径加工法の実現

1089 13120593 東京都 株式会社メデック
内視鏡向け精密切削部品の試作～量産体制の強化による独占的競争
優位の確立

1090 13120594 東京都 株式会社星製作所 デザイン性を反映させた３次元形状板金筐体の試作開発

1091 13120597 東京都 十川産業株式会社 樹脂製チューブ・ホース高機能化要求に対する製品開発

1092 13120601 東京都 エルテック株式会社 透過素材表面へのレーザー加工技術の高度化による販路拡大

1093 13120603 東京都 舶用電球株式会社 サンマＬＥＤ集魚灯の軽量化

1094 13120604 東京都 新巧塗装工業株式会社 小ロット高品質塗装システム導入計画

1095 13120606 東京都 テクノス 切削加工に係る高精度、短納期生産性の向上

1096 13120607 東京都 株式会社アートデータ 高齢者を見守る組込みソフトウェアの試作開発

1097 13120608 東京都 株式会社三幸製作所
医療用什器等の製造における多品種少量生産、短納期に対応可能な
生産体制の構築

1098 13120609 東京都 讃星工業株式会社
マイクロバブル水・ナノバブル水を応用し環境改善に寄与する、安価な
湿式スクラバー設備の試作開発

1099 13120610 東京都 宮坂醸造株式会社
味の定量化技術による発酵調味料（味噌）製品の高度化（高品質化・低
コスト化）

1100 13120611 東京都 株式会社ベックス 導電性ゲル電極を用いた細胞へのエレクトロポレーション

1101 13120613 東京都 株式会社オルテナジー
屋根に穴を開けずに太陽光発電システムを設置する工法の架台増産
事業

1102 13120614 東京都 株式会社米山製作所
最高速ウォータジェット切削加工技術開発によるチタン製エネルギー機
器用部品の低コスト化

1103 13120615 東京都
インターナショナルダイヤモ
ンド株式会社

超砥粒レジノイド砥石の標準製品の開発

1104 13120617 東京都 株式会社富士機工 ＮＣフライスと電気炉の導入による金型の内製化・即納化

1105 13120619 東京都 株式会社ミリオンライト 手術用ＬＥＤ照明灯開発事業

1106 13120620 東京都 株式会社グレイスエンブ カバン袋物への新スパンコールデザインの提案

1107 13120622 東京都 株式会社不二電業社
一括受電方式における短工期化を可能とする変電設備ユニットの試作
開発

1108 13120623 東京都 平賀機械工業株式会社 パウチ用高速型給袋装置の試作開発

1109 13120624 東京都 岡野工業株式会社 大幅な燃費効率向上実現に向けた自動車エンジン部品開発事業

1110 13120626 東京都 株式会社マルタカ 「足指をマッサージする（動かす）為の装置」の開発

1111 13120630 東京都 イマテック株式会社 Ｙ型ダイアフラムバルブの開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

1112 13120631 東京都 株式会社杉本プリーツ 絹織物のプリーツ加工製品量産化の研究開発

1113 13120632 東京都 有限会社ハヤシ製作所 両面テープ自動貼り

1114 13120633 東京都 株式会社宇宙船 消火弾発射砲の試作開発

1115 13120637 東京都 株式会社プレック
従来品より切除性の向上した内視鏡先端鉗子（カンシ：細胞等を切除す
る部品）の試作開発

1116 13120639 東京都 新日本化金株式会社 安価な銀ペーストのための銀合金粉の開発

1117 13120642 東京都 気相成長株式会社 低コスト高効率研究開発用ＣＶＤ装置の開発

1118 13120644 東京都 株式会社極東精機製作所
高精度高速マシニングセンター導入による多品種少量生産のリードタイ
ム短縮

1119 13120645 東京都 株式会社コスモテック
優れた修復性能と塗装適正をもつ自己修復樹脂を用いた高機能性塗
料の開発

1120 13120647 東京都 ニックス株式会社 プラスチック容器の薄肉化・低コスト化を実現するための技術開発

1121 13120649 東京都 同和鍛造株式会社 高温用途高合金の微細結晶粒化に関する試作研究

1122 13120655 東京都 壺坂電機株式会社
デジタルカメラ感度調整工程に必要な高輝度・高演色性のＬＥＤ面光源
装置の開発

1123 13120662 東京都 秋川精機株式会社 光学部品の高精度加工

1124 13120663 東京都 特殊電機株式会社 大電流高圧電源のモジュール化

1125 13120664 東京都 株式会社ガイア
人体・環境に優しい強アルカリ洗浄水の、効率的な生産を可能とする製
造装置の開発

1126 13120665 東京都 株式会社溝上精工 コスト削減と短納期化対応

1127 13120666 東京都 株式会社イング 貴金属相場高騰に対応した結婚指輪向け新貴金属素材の開発

1128 13120668 東京都
有限会社イワキエンジニアリ
ング

新方式絶縁技術による環境負荷低減にむけた電子線描画装置用電子
銃電源の開発

1129 13120669 東京都 株式会社ミューテクノ 複雑３次元形状金属プレスの量産設備の導入

1130 13120671 東京都 調布電子工業株式会社 析出硬化系ステンレス６３１素材を複雑形状にプレス加工する為の工法

1131 13120672 東京都 ケミテック株式会社
紫外線や環境温度で色が変化し、視覚的に楽しめるジェルネイル用樹
脂の開発

1132 13120673 東京都 有限会社ツジテクノサービス 「石炭ミル用高性能大型スキューベベルギヤの開発」

1133 13120677 東京都 株式会社桂川精螺製作所 塑性加工の加工速度に対応した高速切削機の開発

1134 13120678 東京都 メイホー株式会社
国際競争力を高める新しい表面処理・ハイブリットコーティング技術の開
発導入計画

1135 13120679 東京都 三省電機株式会社
広帯域小型内蔵アンテナの開発、及び同アンテナのデバイス実装技術
の開発

1136 13120680 東京都 ダイナトロン株式会社 膜厚検査装置の開発

1137 13120687 東京都 あき電器株式会社 ＩＣカードを用いた自転車用スマートキーの開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

1138 13120691 東京都 株式会社大東工業 半導体製造装置に使用するフィラメントの価値向上対策

1139 13120694 東京都 城南電気精器株式会社 ＭＥＭＳ対応超小型・低コストの消費電力測定機器の開発

1140 13120697 東京都 三鷹光器株式会社
３Ｄプリンターを用いたワックス成形時間の大幅な短縮による製品開発
の短期化とコスト削減

1141 13120698 東京都 株式会社勝電技研
環境配慮型高耐久性塗装技術構築によるエネルギー関連設備市場の
開拓

1142 13120701 東京都 高電工業株式会社 新規ＤＮＡマイクロアレイスキャナーの開発

1143 13120704 東京都
株式会社ジーベックテクノロ
ジー

手教示バリ取り・研磨ロボットの開発

1144 13120705 東京都 株式会社アストロン
輝度測定技術の高度化により輝度ムラの測定を可能とするブルーライト
輝度計の試作開発

1145 13120712 東京都 東邦コネックス株式会社 すだれ式配力筋ユニットの開発

1146 13120713 東京都 木田工業株式会社 樹脂切削加工技術の見直しによる競争力の向上

1147 13120718 東京都 秀和工業株式会社 精密平面研磨加工における合理化とプロセスイノベーション

1148 13120720 東京都 株式会社ラヤマパック
卓上真空成形機（オリジナルパッケージメーカー）および付属キットの開
発事業計画

1149 13120722 東京都 株式会社アドニクス 超小型衛星用バス機器の試作開発

1150 13120726 東京都 墨田加工株式会社 半導体レーザによる熱可塑性樹脂の溶着方法の開発

1151 13120728 東京都 イーデーエム株式会社
食品への賞味期限表示の画像トレーサビリティ（トレーサビリティ機能を
向上するための画像保存装置の開発・製造）

1152 13120729 東京都
株式会社ワイ．エス．パーク
プロフェッショナル

美容師向けブラシ製造における植毛工程内製化による生産プロセス強
化計画

1153 13120730 東京都 ユウエツ精機株式会社 「光通信用電気接続部品における超小型超高速コネクタの試作開発」

1154 13120733 東京都 株式会社八洋
高性能測定器導入による高精度切削加工部品の短納期対応システム
の構築

1155 13120734 東京都 株式会社新日東電化 不良率の低減とコストダウンの確立

1156 13120736 東京都 山下電気株式会社 大型樹脂部品のウエルドレス成形実用化

1157 13120737 東京都 株式会社優工社
塗装における洗浄・脱脂技術の高度化による多品種生産・短納期化の
実現

1158 13120743 東京都 株式会社日本アレフ 転倒検知から孤独死を防ぐ生活見守りシステムの試作機開発

1159 13120744 東京都 株式会社日之出電機製作所 生産設備強化による多品種少量生産の効率化、および短納期化

1160 13120749 東京都 株式会社岩間工業所 医療用部品切削加工の簡易的製作システムの開発

1161 13120750 東京都 光和精工株式会社 次世代自動車向け「高機能複合小型コネクター」の試作開発

1162 13120755 東京都 栄商金属株式会社 ＦＡＣＥ美容のハンドテクニックティーチングマシンの開発。

1163 13120756 東京都
東京コイルエンジニアリング
株式会社

超小型ストロボ用コイルパッケージの開発
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1164 13120757 東京都 株式会社協福製作所 横中繰りフライス盤汎用機ＮＣ化による技術継承＆ＱＣＤ強化

1165 13120759 東京都
株式会社セキコーポレーショ
ン

金属プレス加工の多品種、短納期対応型生産システムの構築

1166 13120764 東京都
イーティーシステムエンジニ
アリング株式会社

密閉型スピンカップ方式によるレジスト膜均一塗布装置の開発

1167 13120765 東京都 株式会社ＣＯＮＮＥＸＴ
ＰＯＳ端末を効率的に開発するためのソフトウェア部品開発と試験環境
の構築

1168 13120768 東京都 有限会社テクノ菅谷 高感度で観測領域が広い小型ひずみ・応力観測計器の開発

1169 13120769 東京都
株式会社田中医科器械製作
所

製造品目拡大および納期短縮による売上高増加のための工場拡充計
画

1170 13120771 東京都 奥原電気株式会社 卓上型小型簡易リフロー炉

1171 13120773 東京都 株式会社カラーチップス パーソナルギフト向けオリジナル時計製造の試作開発事業

1172 13120776 東京都 株式会社プラント
パラジウム合金による高品位な鋳造製法の確立と若者向け宝飾市場へ
の展開

1173 13120777 東京都 株式会社ナガセ
航空・宇宙分野および医療・食品分野参入のための生産効率化および
短納期化

1174 13120778 東京都 有限会社オリオン機工 座り心地に注力した高齢者生活支援のための電動昇降座椅子の開発

1175 13120779 東京都 株式会社三美テックス
多品種少量生産対応　２０Ｌペール缶容器外装表示の仕様改革　テー
パー容器用ラベラー

1176 13120784 東京都
東成エレクトロビーム株式会
社

レーザを用いた金属表面塗装剥離装置の試作開発

1177 13120787 東京都 石川金網株式会社 デザインアートパンチングの競争力アップと品質向上計画

1178 13120788 東京都 グリーンブルー株式会社
可搬型温室効果ガス自動採取装置「ＡＧＳＳ」の高度化およびコストダウ
ン

1179 13120789 東京都 アトセンス株式会社 低燃費自動車の開発と排気ガス規制に貢献できる質量流量計の開発

1180 13120790 東京都 株式会社ジプコン 足場組立の作業効率アップと安全性を向上させるアンカーキャップ

1181 13120791 東京都
株式会社ダイワイノベーショ
ン

ネット通販用梱包事業

1182 13120792 東京都 株式会社ミディー 来店客行動データ自動センシング端末の開発

1183 13120797 東京都 株式会社ケーナインラボ
新規有胞子性乳酸菌（バチルス・コアグランス）と免疫活性機材（パン酵
母由来１．３／１．６－β グルカン）を活用した新規機能性食品の開発

1184 13120801 東京都 株式会社石井精工 ＮＣ旋盤及びＣＡＭ導入による部品加工事業の展開

1185 13120802 東京都 株式会社司測研 エンジン排気流量の高精度計測装置の開発

1186 13120804 東京都 創美環境技研合同会社
切削液微細によるコストカットと短納期に加え、切削液中のゴミを取り除
く装置

1187 13120807 東京都 翔栄システム株式会社 絶縁体厚み測定用インテリジェント機能付き静電容量センサの開発

1188 13120808 東京都
株式会社ＶＥＳＴＥＣ　ＪＡＰＡ
Ｎ

言葉を発するだけで情報・家電機器を自由に操作できるリモコンの開発

1189 13120809 東京都 カインズ株式会社
自動車部品等の接続に不可欠な多品種少量ハーネスの安定供給及び
コストダウンへの対応力強化



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

1190 13120810 東京都 株式会社エー・アール・アイ 国の有用特許を用いた音声認識プリプロセッサの開発

1191 13120811 東京都 株式会社梅田製作所 黒色無電解ニッケルめっきの安定化

1192 13120814 東京都 株式会社ハヤセ 画像寸法測定機導入による品質強化と受注の拡大

1193 13120815 東京都 ソルーション株式会社 電子制御を用いない建造物用アクティブ制振装置の試作開発

1194 13120816 東京都 株式会社ローヤル企画 電子書籍閲覧システムの開発による事業拡大

1195 13120820 東京都 日本ガーター株式会社
樹脂原材料からエンボスキャリアテープを成形する新たな生産プロセス
の試作開発と設備導入

1196 13120821 東京都 株式会社東鋼 乳がんにおける乳房温存療法向け手術補助具の開発

1197 13120825 東京都
株式会社ワイヤレスコミュニ
ケーション研究所

小電力無線によるセンサーネットワークの長距離伝送・小型化機器の開
発

1198 13120830 東京都
エル・エス・アイジャパン株式
会社

ＵＨＦ帯位置認識タグの開発

1199 13120832 東京都 アオト印刷株式会社
少ロット化・短納期化を目的とした小型平版フレキソ印刷機の開発によ
る食品包装材に適した安全な素材を使用したファストフード包装用耐油
袋の製造

1200 13120833 東京都 株式会社東新製作所
溶接組立のＶＥ＆ＶＡ提案を可能にする設計および生産管理の仕組み
の開発

1201 13120838 東京都 林総事株式会社 「軽量鉄まくらぎ」の製作プロジェクト

1202 13120843 東京都 ＨＫＴ株式会社 電磁弁樹脂化

1203 13120845 東京都
有限会社プラスチック工房秋
川

医療研究開発装置分野におけるアクリル難加工への対応強化

1204 13120847 東京都
株式会社グローエンジニアリ
ング

自動で位置調節を行う石臼式微粉砕機の開発

1205 13120848 東京都
システム・インテグレーション
株式会社

遠隔診療のための安価な双方向通信・情報配信プラットフォームの試作

1206 13120851 東京都 株式会社丸和製作所 ギフト市場のニッチ分野に特化した金属アクセサリー事業体制の構築

1207 13120855 東京都 日本ノーベル株式会社 フェリカ端末自動測定システムの開発

1208 13120858 東京都 菱和工業株式会社 製造コストと環境負荷の大幅低減を実現した新たな成形部品の開発

1209 13120867 東京都
株式会社タッチパネル研究
所

学童用テーブルコンピューターの開発

1210 13120869 東京都 株式会社カナック企画
自動車運転の安全性および操作性向上を実現可能とする音声認識機
能を搭載した車載装置の試作開発

1211 13120871 東京都 真田機械株式会社 金属精密加工技術の低価格化と高品質化の両立

1212 13120873 東京都 株式会社武田産業 低価格な伸縮性ポリエチレンフィルムを使った緩衝梱包材の事業化

1213 13120875 東京都 トキワ精機株式会社 高圧油圧配管用継手製造におけるＯリング自動装着技術の開発

1214 13120876 東京都 株式会社ハイテック フィルム両面露光装置用フォトマスク密着ギャップ制御システム開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

1215 13120877 東京都 株式会社エイム ファイバーレーザーを利用したハンディートーチ式溶接機の試作開発

1216 13120878 東京都 ビクタス株式会社
「耐騒音型音声認識に最適化したＤＥＣＴ方式ワイヤレス・ヘッドセット、
及び業務用モバイル端末上で動く耐騒音型音声認識ミドルウェアの開
発」

1217 13120880 東京都 株式会社太陽イービーテック 異形状・長尺高精度機器の接合技術の開発

1218 13120881 東京都 二幸削進工業株式会社 既設下水道管の耐震化のための掘削装置の開発

1219 13120889 東京都 株式会社岡部製作所 新溶接技術導入計画

1220 14120001 神奈川県 田中プレス工業株式会社 大型リチウムイオン電池の蓋一体型安全弁の開発

1221 14120006 神奈川県 T S S 株式会社 高熱拡散メタル基板の生産性向上

1222 14120008 神奈川県 株式会社不二ＷＰＣ
動力伝達部品(歯車など)の長寿命化，省エネ化，低騒音化などを目的
にした，生産プロセス強化による表面改質法の開発と長寿命動力伝達
部品の開発

1223 14120012 神奈川県 株式会社阿部機械製作所
医療用超音波メス用アルミ部品の生産時間の短縮及び品質向上による
国際競争力の向上

1224 14120014 神奈川県 株式会社昭和真空 白色LED発行デバイスの色度調整用真空成膜装置の試作開発

1225 14120016 神奈川県 株式会社光学技研 高フィネスエタロンの開発

1226 14120025 神奈川県 寿工業株式会社
成形加工技術を活用した医療用プラスチックチューブの先端成形方法
の開発

1227 14120027 神奈川県 日本濾水機工業株式会社
排水中のレアアースやレアメタル等を効率的に捕捉する回収装置の開
発

1228 14120028 神奈川県 株式会社第五電子工業
切削技術の高度化による半導体製造装置部品の試作加工技術力の強
化

1229 14120029 神奈川県 株式会社フェニックス工業 シンニング加工とシリカコーティングによるドリル研磨技術の試作開発

1230 14120033 神奈川県 オーセンテック株式会社 金属粉塵除去装置の開発

1231 14120045 神奈川県 株式会社エー・シー・イー 超小型反応炉による気相成長装置の開発

1232 14120046 神奈川県 相模螺子株式会社 真空装置部品における圧倒的な生産性の向上による競争力の強化

1233 14120047 神奈川県 株式会社オーネックス
表面化合物層中のポーラス構造制御による機械的特性に優れた窒化
処理部品の提供

1234 14120050 神奈川県 株式会社オプトロン 非接触式土石流センサの開発と製品化

1235 14120052 神奈川県
株式会社関東高圧容器製作
所

大型周及び縦自動周溶接省力化技術確立による生産、納入体制の強
化

1236 14120053 神奈川県 株式会社武杉製作所 クオリティ・コストセービング・リードタイムのパフォーマンスアップ

1237 14120056 神奈川県 株式会社MTK 次世代パワー半導体用洗浄装置の試作品製造

1238 14120061 神奈川県
株式会社ミヨシ・ロジスティッ
クス

成形部品装飾に用いる熱転写真空装置の開発

1239 14120063 神奈川県 株式会社ヘリオス 低価格帯破砕機の開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

1240 14120064 神奈川県 アップコン株式会社
地盤沈下修正・空隙空洞充填の低コスト施工と工期短縮を実現させる
混合装置の開発

1241 14120065 神奈川県
有限会社ティワイアソシエイ
ツ

オープンフォーマットdxfデータを利用した板金曲げ機械用NC（数値制
御）装置開発

1242 14120067 神奈川県
株式会社カドワキカラーワー
クス

建築外装アルミ建材へのテラコッタ調ポリエステル粉体塗料開発および
塗装方法

1243 14120070 神奈川県 株式会社フクハラ 中大型空気圧縮機用省エネ型電磁式ドレントラップの試作・開発

1244 14120071 神奈川県 永進テクノ株式会社
精密工作機械向けクーラントタンク内の流動するスラッジと浮上油を一
度に回収する、機械稼働率を大きく向上させる多機能クーラント清浄装
置の試作開発

1245 14120072 神奈川県 株式会社互省製作所 「敷き板止めねじ（通称シートねじ）」の最適品質の確立と量産技術開発

1246 14120074 神奈川県 中岡プレス工業株式会社 溶接技術の高度化による生産プロセス強化事業

1247 14120078 神奈川県 真留真製作所
先端設備導入による生産プロセス強化で小口化・短納期化に対応出来
る体制の実現

1248 14120079 神奈川県 株式会社特殊計測
圧縮成形(プレス)データ収録装置の高速化･高荷重化及び、積層対応
による拡販

1249 14120080 神奈川県
株式会社ビービーエーカン
パニー

筆記具用精密切削工具の製造用半自動化装置の開発

1250 14120084 神奈川県 インターテクノ株式会社 耐高温環境仕様物理検層装置の試作開発

1251 14120085 神奈川県 シィ・アール・ケイ株式会社 フォースセンサ（荷重センサ）の量産技術開発及び量産体制の構築

1252 14120088 神奈川県 日本サーモニクス株式会社
高周波誘導加熱と超音波振動を利用し大気中でアルミパイプを接合で
きる装置の開発

1253 14120092 神奈川県 アルファクス株式会社
太陽光・人工光併用ハウス及び閉鎖型植物工場に不可欠な「人工光」
照明・器具の開発

1254 14120096 神奈川県 株式会社ニックス
超高精度・高摺動プラスチック成型技術による流体動圧軸受部品の開
発

1255 14120097 神奈川県 株式会社一条機械製作所 海外生産製品の国内生産移行に向けた生産体制の確立

1256 14120106 神奈川県 サガミ計測株式会社
表面プラズモン共鳴（ＳＰＲ）を利用したレジオネラ菌のモニタリング計測
器

1257 14120108 神奈川県 アクト電子株式会社
JIS規格レーザー安全基準クラス3R（出力5mW以下）のレーザー・ドップ
ラセンサーの試作

1258 14120111 神奈川県
イノベーションアンドトレード
パートナーズ株式会社

プレス加工の安全確保と生産性を向上させる画像認識による安全制御
装置の試作開発

1259 14120112 神奈川県 株式会社ファースト 「鋳造部品の３次元データを用いた自動外観検査」に関する試作開発

1260 14120113 神奈川県
株式会社ブルー・スターＲ＆
Ｄ

超音波による微小バリ取り技術開発

1261 14120114 神奈川県 株式会社コイワイ
３Ｄ積層砂型を用いた鋳鋼、ステンレス鋳物による車両用ターボチャー
ジャー試作鋳物品の開発と生産化

1262 14120115 神奈川県 日本光機工業株式会社 ＬＥＤを光源とする交通標識灯用高性能レンズの試作、開発

1263 14120118 神奈川県 ツツミ産業株式会社
金型を使用せずにマグネシウム板の加工を可能にしたアタッシュケース
の軽量化の実現

1264 14120124 神奈川県 株式会社アイビット 医療過誤防止のための外科用ガーゼカウントシステムの開発、試作



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

1265 14120125 神奈川県 三愛電子工業株式会社 超指向性音響システムのデジタル化による小型化と低価格化

1266 14120129 神奈川県 ワッティー株式会社 真空雰囲気内対応の高温ヒータ開発

1267 14120130 神奈川県 株式会社メディアプラス
画期的な外部センサー接続方法を使用したスマートフォン向け測定シス
テムの開発

1268 14120132 神奈川県 イーラムダネット株式会社 安全装置付光エネルギー伝送装置

1269 14120133 神奈川県 株式会社ザイキューブ 半導体チップ（個片）への貫通電極形成技術開発

1270 14120134 神奈川県 株式会社ミックラボ
LIB、LIC、その他次世代LIBにおける安全、簡便、安価な電池安全性評
価ツールの開発・試作及び評価手法の確立による実業化

1271 14120135 神奈川県
マイクロモジュールテクノロ
ジー株式会社

高感度イメージセンサ用高信頼性パッケージの開発及びクリーン製造プ
ロセスの確立

1272 14120136 神奈川県 川本重工株式会社
希土類元素が不要な超高強度・軽量・安価なマグネシウム合金の試作
開発

1273 14120146 神奈川県 東京整流器株式会社
直流給電による高効率な発電システムと災害時の電源供給システムの
構築

1274 14120149 神奈川県 株式会社横浜工業 盗難防止ボルト製造に関する穴あけ工程自動化計画

1275 14120165 神奈川県
株式会社小田原エンジニア
リング

新型直巻き巻線機の開発

1276 14120168 神奈川県 株式会社宇津木計器
船舶の安全運航並びに省エネ運航のための指標を計測・制御する装置
の試作開発

1277 14120169 神奈川県 相模ピーシーアイ株式会社 長寿命ＳＵＳキャリア加工機開発

1278 14120170 神奈川県 藤田精密株式会社 ニッチ分野での業務拡大のため、生産プロセスの整備

1279 14120172 神奈川県 東海シヤリング株式会社 輸送機械器具用ＮＣ装置付きプレス曲げ加工機導入

1280 14120174 神奈川県 レボックス株式会社 細胞蛍光発光高速センシング技術の開発

1281 14120178 神奈川県 有限会社藤本精機
樹脂材料メーカーからのエンドユーザー提案用研究開発金型における
研磨レス化

1282 14120179 神奈川県 スズコー精密株式会社 非接触式予圧トルク検査機の開発

1283 14120186 神奈川県 スタビリティ株式会社
組込みソフトウェア構造自動図式化ツールによる品質向上とその省力
化

1284 14120188 神奈川県 三和クリエーション株式会社
微細超硬材への高速・高精度加工を実現する小型・高エネルギー密度
放電加工法及び装置の試作開発

1285 14120191 神奈川県
株式会社三和技術総合研究
所

小規模事業所向け省エネシステムのマイコン試作開発

1286 14120195 神奈川県 関東冶金工業株式会社 マイクロ波を応用した炭素繊維・黒鉛繊維製造炉の開発

1287 14120202 神奈川県 ジャパンプローブ株式会社 非接触・空中伝搬超音波検査装置（NAUT21）の高速化、インライン対応

1288 14120209 神奈川県
ピースダイヤモンド工業株式
会社

原子力プラントを計画的に廃炉にする金属構造物の切断技術の開発

1289 14120212 神奈川県 森田テック株式会社
半導体・電子部品の信頼性評価に向けた高精度磁界計測装置の試作
開発

1290 14120216 神奈川県 株式会社コンタクト
ハイコストパフォーマンス半自動型300mmウェハー容器洗浄・乾燥装置
の開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

1291 14120221 神奈川県 フェイス株式会社
EMS事業での無鉛ハンダ付け均一品質化と技能柔軟対応化の為のロ
ボット活用

1292 14120224 神奈川県 都市拡業株式会社
水改質による給水管劣化対策の効果を判定する「酸化速度測定装置」
の試作開発

1293 14120225 神奈川県 日本精密株式会社
森林除染作業等に関わる堆積物（落葉･表土等）の吸引回収装置の開
発

1294 14120227 神奈川県
ウイザップタングステン工業
株式会社

タングステンフィラメントの自動検査選別機

1295 14120228 神奈川県 東立化工株式会社 真空減圧機構を備えた食品等の保管容器の開発

1296 14120229 神奈川県 ベルテックス株式会社
冷却設備導入によるキレート剤の高生産効率化および製造エネルギー
削減計画

1297 14120234 神奈川県 株式会社スペクトラテック
スペクトラム拡散技術を用いた全頭用超小型高感度光脳機能測定装置
の開発

1298 14120237 神奈川県 株式会社ティ・エム・リサーチ
高性能ストレージデバイスの産業応用を容易にする組込みモジュール
の開発

1299 14120245 神奈川県
株式会社片桐エンジニアリン
グ

環境配慮型プラズマ滅菌処理装置の開発

1300 14120246 神奈川県
カンタムエレクトロニクス株式
会社

パルスレーザによる受精卵検査器具の試作開発

1301 14120250 神奈川県 横浜金属株式会社
貴金属鋳造用リサイクル原料のサンプリング方法改善による低コスト･
短納期型生産技術の開発

1302 14120252 神奈川県 東洋化成株式会社 超精密転写技術の開発によるアナログレコード盤の極限性能追及

1303 14120254 神奈川県 株式会社検査技術研究所 次世代非接触超音波検査装置に用いる超音波探触子の試作開発

1304 14120258 神奈川県 アテネ株式会社 電子部品の次期高精細配線印刷用グラビア版の開発

1305 14120261 神奈川県 株式会社厚木ミクロ フラットパネルデバイス用基板のフレキシブルフィルム化

1306 14120266 神奈川県 株式会社大丸製作所
最先端の溶接技術を活用し、大幅に性能・処理能力を改善した有機廃
棄物磁気分解装置の開発

1307 14120267 神奈川県 三宝精機工業株式会社 歯切り盤NC化改造の為のシステム及びソフトウエア開発

1308 14120268 神奈川県 株式会社藤田電機製作所 薄型・小型・低価格の昼と夜光学フィルターの切替機構開発

1309 14120269 神奈川県 株式会社明輝
次世代自動車生産を視野に入れた次世代金型の試作開発及び高品質
短納期化の実現

1310 14120270 神奈川県 株式会社テージーケー 省エネルギー型カーエアコン向け電動膨張弁の開発

1311 14120274 神奈川県 株式会社信光社
電子デバイス分野におけるサファイアの薄型基板及び高平行度基板の
開発

1312 14120275 神奈川県 アイ電子株式会社 2GHz 及び 10GHz 高出力 高効率 超小型 GaN 増幅器の開発

1313 14120280 神奈川県 シンコー技研株式会社 トリアジン系非汚染性オゾン亀裂防止剤の開発

1314 14120283 神奈川県
クローバーエンジニアリング
株式会社

カレンダー名入れ自動印刷機

1315 14120288 神奈川県 株式会社プロテック カテーテル操作特性測定評価装置の試作開発

1316 14120289 神奈川県 服部板金工業有限会社 発泡性プラスチック/アルミ複合板の絞り加工技術の開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

1317 14120292 神奈川県 三木プーリ株式会社 軽量・高強度マグネシウムを用いた革新的軸継手（カップリング）の開発

1318 14120293 神奈川県 株式会社清水精機 建設機械部品のワンストップ受注化に向けた熱処理工程の内製化

1319 14120294 神奈川県 株式会社長谷川製作所 切削研磨技術を活用した直動軸受用アルミシャフトの製造方法の開発

1320 14120301 神奈川県 株式会社芝技研 硬脆性材料に対する高速孔明け加工方式及び、加工機の実用化

1321 14120303 神奈川県 ウインテスト株式会社
LCDドライバICテスターのリアルタイム高速制御と、Windows GUIでの簡
便な操作性の両立を実現

1322 14120304 神奈川県 東洋ドライルーブ株式会社 新規評価技術を用いた自動車ワイパー向けコーティング剤の開発

1323 14120305 神奈川県 株式会社三和鉄工所 ガラスびんプランジャーの製造工程の時間短縮によるコストダウン

1324 14120306 神奈川県 株式会社協栄ダイカスト
新たなアルミ溶解保持炉導入による高品質かつエネルギーコストを３０
パーセント削減したダイカスト法の確立

1325 14120308 神奈川県
株式会社クロコアートファクト
リー

軽量ハウス型トレーラーにおける 重量積載物対応 フレーム接合締結
技術の開発

1326 14120309 神奈川県 株式会社ソーアップ
ロコモティブシンドロームの予防・改善を目的とした、ホームフィットネス
機器の試作開発

1327 14120312 神奈川県 システム技研株式会社 ３Ｄプリンター導入による機械加工領域の広域化

1328 14120313 神奈川県 株式会社日昇テクノロジー
太陽光発電システム用の系統連系型高効率小型パワーコンディショナ
の開発（ソーラーパネル監視機能付き）

1329 14120316 神奈川県
株式会社キーストーンテクノ
ロジー

LED波長制御技術を活用した都市型食料生産システムの開発

1330 14120319 神奈川県 有限会社シブヤ 30％ガラス入り樹脂の試作品製作用ブロックの開発

1331 14120320 神奈川県
マツダエンジニアリング株式
会社

安価で使いやすい、独居高齢者向け安否確認機器の開発、製造、販売

1332 14120321 神奈川県 株式会社アポロジャパン リハビリ仕様音声ペンとコンテンツ開発

1333 14120322 神奈川県
株式会社クライムエヌシー
デー

型調整を削減させるデジタルノウハウの確立と機能満載データの開発

1334 14120323 神奈川県 株式会社Ｃｏｏｌ Ｓｏｆｔ
ソフトウェアの分散並列処理化のための細粒度分割支援ツールの開
発・製造

1335 14120326 神奈川県
株式会社アンドウ・ディー
ケー

エポキシ樹脂を中心とするコンポジット材料へのナノフィラーの均一拡散
混合技術の開発

1336 14120327 神奈川県 株式会社東京化学研究所 球状酸化アルミニウムの合成

1337 14120330 神奈川県 上代工業株式会社
エレベーター部品の材料切断から穴明け加工まで工程を一貫生産する
ことによる短納期の実現

1338 14120331 神奈川県 城山工業株式会社
陸屋根および折板屋根用の金属製ソーラー架台の構造最適化と合理
的製造技術の開発

1339 14120334 神奈川県
ＳＯＬＩＺＥ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ株式会
社

プラスチック部品の接着工法開発

1340 14120335 神奈川県 有限会社高城電気製作所
従来品に比べ最大３５パーセント放熱効率の上昇を実現する、新工法
による放熱板の試作開発

1341 14120338 神奈川県 株式会社ツユキ製作所
カーボン部品の超精密ミクロン仕上げ技術の開発による量産体制の確
立

1342 14120339 神奈川県 株式会社ＭＥＭＯテクノス 空間騒音消去システムの実用化研究開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

1343 14120340 神奈川県 メゾテクダイヤ株式会社 スラリーレス加工を目指した半固定法による研磨砥石の開発

1344 14120341 神奈川県 さがみはらＩＴ協同組合
福祉施設で働く介護スタッフの事務作業軽減を目的とした「音声による
介護記録作成支援機器」の試作、開発

1345 14120342 神奈川県 株式会社テクネ計測
広域測定範囲を網羅した露点計の自動校正設備開発による校正サー
ビス展開

1346 14120343 神奈川県 株式会社荏原精密 絞り加工製品受注拡大計画

1347 14120344 神奈川県 株式会社大和ケミカル 自動射出成形機による高精度・高品質加工への対応

1348 14120346 神奈川県 株式会社ニッシン工業 ピザ生地パン生地用急速冷凍ユニットの開発製造

1349 14120348 神奈川県 株式会社ヨシツカ精機 粉末冶金によるアルミヒートシンクの高熱伝導か技術の開発

1350 14120350 神奈川県 旭工業有限会社 カーボン材のワイヤーカット加工

1351 14120351 神奈川県 三愛エコシステム株式会社 研削盤用超微粒子の切削液状化装置の開発

1352 14120352 神奈川県 キャッツ株式会社
フィーチャモデルを適用した最適なテストパターンの自動抽出による信
頼性向上とコスト削減

1353 14120354 神奈川県 有限会社ランテクノロジー
多様なユーザーに対応可能な、手軽で高性能なマイクロレーザーの開
発

1354 14120355 神奈川県
東京Ｒ&Ｄコンポジット工業
株式会社

ハイエンドCFRP製自転車の開発と販売(ニッチ分野)

1355 14120357 神奈川県
有限会社オービタルエンジニ
アリング

蛇行細管ヒートシートの開発

1356 14120360 神奈川県 有限会社ケミカル電子
新規化学物質を用いた電子デバイス向け環境負荷低減型水溶性金属
防錆処理剤の開発

1357 14120361 神奈川県
株式会社サンケイエンジニア
リング

微細異種金属接合技術を用いた半導体向けハイブリッドプローブの開
発・量産化

1358 14120365 神奈川県 株式会社ハイスポット 救急医療機関選定の広域ネットワーク化のための情報共有装置の開発

1359 14120367 神奈川県 株式会社イフェクト
照明メーカの在庫リスク低減、高演色・高効率を実現する
『リモートフォスファーLEDモジュール』の試作・開発

1360 14120368 神奈川県 株式会社テクノラボ 大物プラスチック外装用の射出成形簡易型の開発

1361 14120369 神奈川県
株式会社テックアイオーサー
ビス

顔貌とICカードによる認証システムの開発事業

1362 14120371 神奈川県 アイトリックス株式会社 単層・単結晶グラフェン 生産と実用化

1363 14120373 神奈川県 ソフテックス株式会社
従来実現出来なかった高精度の自動計測を実現する電子デバイス向け
X線品質検査装置の開発

1364 14120374 神奈川県 有限会社鈴木機械彫刻所 3次元製造物の高精度切削と高速化

1365 14120376 神奈川県 有限会社小向製作所 マシニングセンタ導入による顧客ニーズ対応と低コスト化の実現

1366 14120377 神奈川県 大日機械工業株式会社 新しい電磁誘導非破壊検査技術の開発

1367 14120378 神奈川県
エイジィーコーポレーション有
限会社

国産・軽量金属製パレットの開発及び製造と販売

1368 14120379 神奈川県
株式会社環境経営ホール
ディングス

ソーラーボール発電システムの試作開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

1369 14120380 神奈川県 株式会社ファムプロダクツ
画期的カード成型技術を用いた世界最薄天然木材とプラスチックの融
合新素材の開発

1370 14120381 神奈川県 株式会社超電導機構 部材締結技術による低コスト高出力複合コイルの開発試作

1371 14120385 神奈川県 エクストコム株式会社 独創的な構造の小型・高精度・高分解能エンコーダの開発

1372 14120387 神奈川県 神王工業株式会社 NC旋盤による高精度・低コストのコンクリートドリルの製造

1373 14120388 神奈川県 株式会社アプリスター 車載制御ソフトウェアのエレ・メカ協調検証ツールの試作開発

1374 14120397 神奈川県 サクラテック株式会社 準ミリ波帯デュアルモードレーダを用いた安全監視装置の開発

1375 14120398 神奈川県 株式会社ＴＭＰ 衛星搭載観測機器用超軽量低熱膨張サンドイッチパネル

1376 14120401 神奈川県 東雄技研株式会社
スプレーアップ成形法による炭素繊維複合材のコスト低減と高生産性の
実現

1377 14120402 神奈川県
株式会社キャロットシステム
ズ

データ通信専用ＳＩＭカードを利用した生体反応センサおよびクラウド型
安否確認ソフトの開発

1378 14120403 神奈川県 株式会社ジー・ティー 小型準天頂衛星対応cm級測位計算表示端末の試作開発

1379 14120406 神奈川県 株式会社シノテスト
伸技術搭載自動分析装置導入による既存試薬の性能改善及び新試薬
研究開発の高度化

1380 14120410 神奈川県 ＳＣＩＶＡＸ株式会社
フォトニッククリスタルを用いたインフルエンザ簡易高感度検査技術の開
発

1381 14120411 神奈川県 日本フイルター株式会社 フッ素系樹脂（ETFE）による分離膜の製造法の確立

1382 14120412 神奈川県 海内工業株式会社
試作開発時における超高精度精密板金部品の短納期供給とそれを実
現するための設備改良と導入

1383 14120414 神奈川県 泉橋酒造株式会社
発泡性を付加した日本酒を夏でも安定した品質で常温流通可能にする
ための設備導入計画

1384 14120415 神奈川県 株式会社藤ベンド
航空機関連部品の特殊形状加工による高精度な加工技術の確立と、
量産に向けた生産管理プロセスの強化

1385 14120419 神奈川県 株式会社ＫＭＣ 機上自動車工具研削装置の開発

1386 14120420 神奈川県 株式会社ディムコ
プリンタブルエレクトロニクスを支えるデッドフラット・ベルトステージシス
テムの開発

1387 14120421 神奈川県
株式会社ネットワーク・コー
ポレーション

ガス工業炉用エネルギー見える化システム開発

1388 14120424 神奈川県 株式会社向洋技研 高速溶接技術を応用したNCスタッド溶接機の開発

1389 14120425 神奈川県 丸栄工業株式会社 「グローバル市場での受注拡大」を目的としたコスト競争力の強化

1390 14120428 神奈川県 東京計装株式会社
一酸化炭素(CO)レーザーを用いたフッ素系樹脂接合部の完全密封溶
着法の実用化

1391 14120429 神奈川県 株式会社カズテクニカ 広範囲高精度マイクロ波式レベル計

1392 14120430 神奈川県
株式会社マックピーアンドエ
ス

フレア配管システムの導入

1393 14120433 神奈川県 レモンガス株式会社
熱電需要予測により経済性及び環境性を向上させた小規模スマートマ
ンション向けエネルギーマネジメントシステムの開発

1394 15120078 新潟県 三共化成株式会社
高効率昇温冷却射出成形と微細スルーホール技術による表面実装型
電子部品パッケージ用回路基板の間発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

1395 15120080 新潟県 株式会社 ジャステム 透明体等ウェーハのキズ・パーティクル自動検査装置の試作開発

1396 15120081 新潟県 株式会社野崎プレス
高防水性の業務用はかり向け品(SUS304) の生産性向上によるコスト
競争力の強化

1397 15120084 新潟県 株式会社スノーピーク 「焚火台」増産を目的とした溶接ラインの増強計画

1398 15120086 新潟県 株式会社カエリヤマ 農業機械向けユニバーサルジョイントヨークの製造技術開発

1399 15120089 新潟県 株式会社古澤製作所
変種変量生産に対応するためのリードタイム短縮と工程統合による高
効率加工の実現

1400 15120090 新潟県 株式会社ハセテック
ステンレス素材に対応した製造工程の確立と自社オリジナル製品の開
発

1401 15120093 新潟県 コイルスネーク株式会社 プラント工場における温度センサー用保護管加工の機械導入

1402 15120094 新潟県 株式会社野水機械製作所 タービンプレード自動研磨機の開発

1403 15120095 新潟県 ケイセイ医科工業株式会社 重症患者治療装置の低圧制御に関する組込みソフトウェアの開発

1404 15120096 新潟県
ケイセイエンジニアリング株
式会社

難縫合部位対応スキンステープラーの研究開発

1405 15120098 新潟県 佐渡精密株式会社 航空機エンジン部品試作における競争力強化

1406 15120101 新潟県 株式会社新潟セイキ
汎用機能とNC機能を合わせ持つNC旋盤の導入による技能伝承と少
量・多品種生産強化計画

1407 15120102 新潟県 有限会社シンエー木型工業
地域の金型、鋳造、両メーカーの3次元データ共有による製造能力強化
と品質保証の高度化

1408 15120103 新潟県 株式会社ワンロード ニッケル基合金鍛造金型製造方法の最適化

1409 15120104 新潟県 明和工業株式会社
複合繊維材料と高精度溶接を用いた空中無人輸送機の軽量高剛性機
体の開発

1410 15120107 新潟県 根茂織物株式会社 繊維用接着剤自動塗布装置の開発

1411 15120112 新潟県 越後札紙株式会社 CTP導入による不良削減で、販路獲得

1412 15120113 新潟県 株式会社　トライテック 軟包装印刷向けのインクジェットシステム開発及び製作

1413 15120114 新潟県 株式会社　山口製作所 焼結ダイアモンドを用いた高精度、高耐久性精密金型の開発

1414 15120119 新潟県 株式会社カバサワ カーブソー製造設備の導入による海外市場への販売拡大

1415 15120122 新潟県 株式会社アルモ アルミニウムを主な素形材とした商品開発

1416 15120125 新潟県 株式会社下条製作所
玄関機能を兼ね備えたオリジナルなデザイン性を追求したレターポスト
の開発

1417 15120127 新潟県 株式会社大菱計器製作所
製造現場のニーズに合った商品開発が可能な生産管理システムの導
入

1418 15120131 新潟県 吉田金属工業株式会社 研磨装置システム導入による担い手不足解消と受注数量拡大の実現

1419 15120133 新潟県 株式会社ワタナベ 溶接用ガン延長化による高難易度溶接の実現

1420 15120140 新潟県 ジェイ・ティ・メタル株式会社
チタン精密鋳造と切削加工によるデザイン性に優れた携帯用薬入れの
開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

1421 15120142 新潟県 株式会社新武 金型製造に係わる高難度対応納期短縮計画

1422 15120143 新潟県 株式会社片岡製作所 片面刃物研削盤導入強化による、小口化短納期要求体制構築事業

1423 15120146 新潟県 株式会社大原鉄工所
可搬型ディーゼルエンジン発電機をベースとした90kWバイオガスエンジ
ン発電機の開発事業

1424 15120149 新潟県 有限会社長谷川挽物製作所 海外生産コストと対峙する為の工程改善によるコストダウン

1425 15120150 新潟県 株式会社小林工具製作所 充電ドリル用アタッチメント式ケーブルカッターの開発

1426 15120151 新潟県 有限会社芳賀熔接工業 溶接ロボット導入による溶接技術の信頼性と生産性向上

1427 15120154 新潟県 株式会社有本製作所
工程内製化による納期・コスト競争力強化のためのアウトサート結合(
ふち巻き) 専用機の設備

1428 15120157 新潟県 株式会社三松製作所 平面研削盤（両面研削加工効率機）の新技術修得と関連設備投資

1429 15120159 新潟県 株式会社タナベ カーボンナノファイバーの高温連続焼成技術の開発

1430 15120163 新潟県 株式会社科学計器研究所 プログラム対話方式自動型内菌研削盤の開発

1431 15120166 新潟県 株式会社山津電機 画像認識入出力装置の媒体接触部の開発

1432 15120171 新潟県 有限会社今井技巧
精密医療器具及び精密医療要素部品を対象とした形状補修技術の高
度化

1433 15120176 新潟県 金三鋼業株式会社

引張りや曲げに対する抵抗性、伸び能力や防水性に特段優れたポリ
マーと称する合成高分子材料を用いたポリマーコンクリートで成形したU
字側溝と狭小幅グレーチングを組み合わせた新しい排水システムの開
発

1434 15120178 新潟県 栄通信工業株式会社 関数出力対応自動トリミング装置の開発

1435 15120179 新潟県 株式会社フジ機工 高密度実装を実現するプリント基板エッチング装置に関する技術

1436 15120180 新潟県 株式会社川﨑合成樹脂 炊飯器釜を傷つけにくい御飯シャモジの開発

1437 15120182 新潟県 ナシモト工業株式会社 サーボプレス機導入による尖端刃物の生産プロセス強化

1438 15120187 新潟県 藤田化成株式会社 食材固定機能を持つ野菜調理器の開発

1439 15120189 新潟県 株式会社アビコ技術研究所 高剛性ナノ回転テーブルの開発（高硬度素材研削用）

1440 15120194 新潟県 日本制御株式会社 プリント基板へのバラ部品挿入の自動化技術の開発

1441 15120198 新潟県 株式会社三条工機製作所 新しいタイプの「液体酸素充填器」の開発

1442 15120200 新潟県 株式会社悠心 新型逆止弁および生産機の開発

1443 15120201 新潟県 ウエノテックス株式会社 タイヤ破砕機の開発

1444 15120203 新潟県 皆川農器製造株式会社 5軸マシニングセンターによる複雑形状刃物の切削、研削加工の自動化

1445 15120205 新潟県 株式会社中野科学
次世代の品質管理と環境規制に対応する電解砥粒研磨処理プロセス
の充実



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

1446 15120208 新潟県 株式会社コミテック 新工法開発による新規メーカーへの拡販活動強化

1447 15120210 新潟県 株式会社笠原成形所 品質保証システムを付加した生産管理システムの構築

1448 15120211 新潟県 新井田鉄工所 熱可塑性炭素繊維強化プラスチック 成形用 加熱・搬送ユニットの開発

1449 15120214 新潟県 有限会社山泰鋳工所 低価格、量産可能、高精度シェルモード砂型鋳造の開発

1450 15120221 新潟県 共栄テック株式会社 超塑性加工法によるチタン合金製ステムの開発

1451 15120222 新潟県 尾畑酒造株式会社 小ロット搾りたて出荷に対応した学校蔵プロジェクト

1452 15120223 新潟県 株式会社シンターランド
「ACサーボ加圧機構を有する中型放電プラズマ焼結(SP S)装置の試作
開発」

1453 15120226 新潟県 オリンピア照明株式会社
植物工場用工場事業拡大のための植物工場用照明および植物栽培機
器の試作開発

1454 15120227 新潟県 株式会社イシイ精機
精密金型技術を用いた意匠性の高い建築資材を大量生産する金型の
試作開発

1455 15120230 新潟県 JMR株式会社
市場ニーズに則した革新的機能を有する白内障用眼科吸引管の試作
開発

1456 15120235 新潟県 有限会社柄沢ヤスリ 自動爪ヤスリ目立て機 及び 全自動研削機の導入

1457 15120238 新潟県 港屋株式会社
野獣動物等侵入防止電気柵用、防草通電の機能性繊維（シート）開発
実証試験

1458 15120243 新潟県 興和電子工業株式会社 表面実装用トランス製造の効率化

1459 15120245 新潟県 田辺プレス株式会社 マグネシウム合金製介護歩行車の試作開発

1460 15120246 新潟県 株式会社ATRヤマト
北米向けレジャー用小型航空機（LSA）の試作1号機の試作開発プロ
ジェクト

1461 15120247 新潟県 小片鉄工株式会社 高効率ボイラの製造、販売

1462 15120248 新潟県 長岡スプリング株式会社 NCフォーミングマシン導入による異形スプリング製造能力強化

1463 15120249 新潟県
コネクテックジャパン株式会
社

ソフトバンプ接合による有機基板・次世代半導体パッケージの試作開発

1464 15120250 新潟県 株式会社富田刃物
コンクリート面清掃除草用回転刃の量産用設計・試作及び金型の開発
国際特許の取得

1465 15120259 新潟県 株式会社満日製作所 3D CAD/CAM導入による製造リードタイム短縮と受注拡大の実現

1466 15120261 新潟県 株式会社ヤマト工業 市場シェア拡大強化に向けた「新構造プレス金型」開発事業

1467 15120266 新潟県 株式会社きものブレイン 獣毛系繊維のピリング抑制の確立

1468 15120268 新潟県 株式会社関川製作所 「ブラストマシン改良型」導入による新商品事業

1469 15120271 新潟県 N-ルミネセンス株式会社 リモートフォスファー用高機能蛍光体の試作開発

1470 15120275 新潟県 燕シェルサービス株式会社 製品の品質向上の為の発光分析装置導入

1471 15120276 新潟県 ｳｴｷﾊｳｽ株式会社 システム導入による建築工期短縮と受注拡大の実現



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

1472 15120277 新潟県 株式会社 ハシモト ステンレス製大型食器洗浄槽の開発

1473 15120278 新潟県 モトコマ株式会社
最先端のワイヤーカット放電加工機導入による理美容鋏生産量の増加
と海外新規販路拡大

1474 15120281 新潟県 株式会社ネッツ 量産用中型タブリード製造装置の開発

1475 15120283 新潟県 株式会社田中衡機工業所
電子はかり製造における塗装工程改善による短納期化、及び耐久性向
上による農業・畜産向け各種計量器開発加速。

1476 15120284 新潟県 株式会社北雪酒造
連続高速遠心機（吟醸もろみ上槽システム）の導入による付加価値日
本酒の製造

1477 15120286 新潟県 株式会社柄沢製作所 メカ式サーボプレス機導入

1478 15120287 新潟県 上越農機株式会社 自社製ヒューム集塵機製造の開発

1479 15120291 新潟県 株式会社エーシートライ
完全人工光型植物工場の低価格化と自動化を実現するための試作開
発

1480 15120292 新潟県 東伸洋行株式会社 適時、適応できるテーラーメイド義歯素材の開発と普及

1481 15120298 新潟県 株式会社青芳製作所 高齢者・障がい者用キッチン用品の開発

1482 15120302 新潟県 有限会社武政製作所 高性能切削機械導入による量産・短納期化の実現

1483 15120304 新潟県 ＹＳＥＣ株式会社 バイオ燃料及び灯油を燃料とした小型発電機の開発

1484 15120311 新潟県 下村工業株式会社
冷却解析による最適な金型製作技術の確立と家庭用りんご皮むき器の
試作開発への応用

1485 15120314 新潟県 株式会社ヘルツ 機能向上型スマートコントローラの実用化研究事業

1486 15120317 新潟県 藤寅工業株式会社
海外得意先からの多品種少量受注と短納期に対応する為の自動化設
備の導入

1487 15120319 新潟県 カネコ総業株式会社 園芸用木工品の婉曲加工技術開発による差別化戦略

1488 15120321 新潟県 株式会社後藤鉄工所 転造盤を用いた歯車製品の短納期、低コスト化の実現

1489 15120324 新潟県 株式会社佐藤製作所 業務用乾式日商事L瓶加熱装置の菌晶化

1490 15120325 新潟県 株式会社クボ製作所 合成樹脂試作用の調合設備導入による品質安定化

1491 15120326 新潟県 株式会社シンコーテック
多品種少量生産に対応した短納期による売り上げ拡大のための設備内
製化

1492 15120327 新潟県 長岡空調工業株式会社
ＣＡＤ・ＴＩＧ溶接機・ﾌﾟﾚｽﾌﾟﾚｰｷ等の導入による提案型企業・脱下請企業
への経営革新事業（商売のやり方の革新を目指して）

1493 15120330 新潟県 ハル電子株式会社 積層コアのコア損失改善による事業拡大

1494 15120331 新潟県 ケーエスエス株式会社 コンパクトな複合位置決めアクチュエータの開発と生産方式の確立

1495 15120333 新潟県 大島農機株式会社 自然環境を考慮した建設機械製品の部品塗装の改善による受注拡大

1496 15120334 新潟県
株式会社アオヤギコ－ポレ
－ション

「自動ロボットライン機能付大型プレス機」導入により生産の効率化およ
び小ロット・短納期への対応を可能とする

1497 15120337 新潟県 新潟三吉工業株式会社 交通信号機用給電筐体の試作開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

1498 15120338 新潟県 株式会社ダイワメ力ニック 「先進性ある超高圧加工容器の軽量化・量産開発加工プロジェクト」

1499 15120339 新潟県 小林製作所 ピンセット、毛抜き、骨抜きの新製品開発と生産拡大

1500 15120340 新潟県 ホシノ工業株式会社 産業資材用細巾ベルト拡販のための生産方式

1501 15120341 新潟県
株式会社東京ロストワックス
工業

セラミックス粒子分散アルミニウム合金(通称MMC材)を用いた精密鋳造
品の開発

1502 15120343 新潟県 株式会社WELCON 拡散接合体の表面加工技術および最適条件の探索

1503 15120344 新潟県 バクマ工業株式会社
コンピュータシステム一元化による住宅設備製品の生産リードタイム短
縮、低コスト化の実現。

1504 15120345 新潟県 株式会社南雲製作所 超硬材料等 高硬度材料への精密微細切削加工技術の確立

1505 15120348 新潟県 サカエテクノ株式会社 2色成形機導入による生産能力向上計画

1506 15120349 新潟県 株式会社シーモス 【家庭用.洗浄．エコ.便利グッズの開発】 深物洗浄 ワニワニ棒（仮名）

1507 15120351 新潟県
丸正ニットファクトリー株式会
社

ニット製品の特殊成型編み機とプレス機による、生産工程の短絡化等で
の生産効率向上によるコスト削減及び、新製品開発での競争力改善計
画

1508 15120354 新潟県 株式会社オータニツール 新型ワイヤ放電加工機導入による短納期化と高精度化の実現

1509 15120355 新潟県 北越融雪株式会社 きのこ廃菌床ペレット燃焼ボイラー製造事業

1510 15120356 新潟県 株式会社片山抜型製作所 薄板材を切削加工する超高速小径エンドミル加工機の開発

1511 15120360 新潟県 マコー株式会社 新製品の開発・商品化に伴う生産・業務管理システムの強化

1512 15120362 新潟県 島田工場 チタン指輪用直彫り４軸小型加工機の導入

1513 15120364 新潟県 井佐鉄工株式会社
固定５軸加工機導入による多面加工の納期短縮と複雑形状部品への
対応力強化計画

1514 15120366 新潟県 株式会社タナ力金型 航空機の高品質化に貢献する小型軽量化製品の鍛造金型

1515 15120368 新潟県 株式会社タケダ
チタニウム製(純チタン、6-4チタン)海洋測定器の長期的な受注確保と
安定供給の向上

1516 15120370 新潟県 株式会社テック長沢 産業用印刷機向け高精度側板の開発

1517 15120371 新潟県 宇佐美工業株式会社 短納期、小口化対応による競争力強化のための塗装ロボッ卜導入

1518 15120375 新潟県 株式会社高又製作所 太陽光パネル設置用取付金具の生産数アップと効率化

1519 15120377 新潟県 マイテック株式会社
次世代パワーデバイス用の基材である難削材(GaN、サファイヤ、SiC)ウ
エーハの切断・研削加工、及び洗浄技術の確立

1520 15120378 新潟県 株式会社シナダ
フレキシブルな設定を可能とする高圧油圧式アップセッタ（据込鍛造機）
の開発

1521 15120381 新潟県 株式会社加茂製作所
3Dプリンタ設置と技術導入による下請け体質から開発体質への企業改
善

1522 15120384 新潟県
株式会社マルト長谷川工作
所

ニッパー類の洗浄ラインの導入



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

1523 15120386 新潟県
第一ニットマーケティング株
式会社

「店舗型アパレルの追加発注に対応する為の生産管理システム導入」

1524 15120389 新潟県 株式会社ヤチダ
電子ビーム溶接をキー工程とした、試作、開発案件の受注量の拡大と、
短納期対応強化

1525 15120390 新潟県 有限会社大塚金属工業
小規模農地対応ビニールハウス「元気ハウス」の開発・普及促進による
「豊かで美しい農村」再生事業

1526 15120393 新潟県 株式会社北陸製作所 角形鋼管の端部継手形式改善のための試作およびその商品化

1527 15120398 新潟県 エヌ・エス・エス株式会社
大型回転部品における加工精度・幾何公差確保のための計測技術の
開発

1528 15120402 新潟県 三星工業株式会社 5軸FW装置の開発

1529 15120403 新潟県 瑞穂医科工業株式会社 患者の骨形状に適合した整形外科インプラントの試作・開発

1530 15120405 新潟県 株式会社川崎製作所 全自動式丸鋸切断面取機による重量測定管理切断

1531 15120406 新潟県 株式会社セライズ LED高ワットCOB用ソケットの試作から量産への一貫体制の確立

1532 15120411 新潟県 株式会社吉田鉄工所 チタン材・特殊材の高精度加工に伴う計測検査体制の強化

1533 15120417 新潟県 株式会社黒崎鉄工所 自動簡易溶接用冶具試作開発による作業効率改善と製品化計画

1534 15120420 新潟県 有限会社小林製作所
ファイバーレーザー溶接機導入による医療機器部品等に使用されるス
テンレス鋼の高温割れを抑制した精密溶接技術の開発

1535 15120422 新潟県 株式会社共栄鍛工所 ショットブラストによる鍛造品の仕上げ加工の開発

1536 15120423 新潟県 株式会社磯部ハイテック 大型発電用エンジン部品の試作開発

1537 15120425 新潟県 株式会社サカタ製作所 地上設置型ソーラー架台及び基礎の開発

1538 15120433 新潟県 株式会社外山製作所
炭素繊維と熱可塑性樹脂を含浸、組み合わせた複合材料(CFRTP)の
ロール成形技術の開発。

1539 15120434 新潟県 イオカ精密工業株式会社 スマートフォンタッチパネル基板反り検査装置

1540 15120438 新潟県 株式会社関鉄工所
生産管理システム導入による１）迅速な見積・納期回答、２）小ロット・短
納期化対応、３）原価管理による収益性改善計画

1541 15120439 新潟県 株式会社ルミナスジャパン 硝子封止した植物育成用のLED補光光源開発と実証

1542 15120446 新潟県 株式会社大善
マグネシウム合金を利用した、軽量かつ高精度単軸テーブルの試作開
発

1543 15120447 新潟県 株式会社テクノアイ
耐プラズマ性フッ化物焼結体の大型化開発に関する加工機器の設備投
資

1544 15120448 新潟県 株式会社大興製作所 大型光学部品製作用のレンズ研磨機の設備投資とその市場参入

1545 15120451 新潟県 株式会社ヤマキュウ カーボンUDプリプレグの量産化対応

1546 15120452 新潟県 ハガセイコー株式会社 鉄筋結束工具の生産システムの合理化

1547 15120455 新潟県 有限会社貫木産業 ＷＰＣ薄板の製法および加工方法の改善による生産合理化

1548 16120063 富山県 株式会社山口技研
ステンレス製高精度冶具製作プロセスにおける研削技術の確立につい
て



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

1549 16120064 富山県 三英工業株式会社
新計測手法により三次元データ復元と金型メンテナンス改革及びその
市場の占有

1550 16120065 富山県 株式会社マスオカ
自動車アルミ部材加工に必要な自社オリジナル曲げ機械装置の開発及
び一貫加工ラインの確立

1551 16120066 富山県 株式会社戸出Ｏ-Ｆｉｔ
成形加工メーカーの求めに応えるプラスチック複合材料の小口生産体
制の開発

1552 16120067 富山県 株式会社フロンティア
特許取得済み技術による点字金型の実用化と、点字打刻加工機の開
発および点字金型の販路開拓。

1553 16120068 富山県 株式会社フジエー
ビル建材金属プレス部品における、機械板金技術による機械加工での
一体化の曲げ開発事業案

1554 16120071 富山県 北陸エステアール協同組合
炭素繊維編物で強化された熱可塑性樹脂プリプレグの開発による事業
化

1555 16120072 富山県 勝星産業株式会社
薄手塩化ビニールディップ手袋及び耐切創塩化ビニールディップ手袋の
試作・開発事業

1556 16120073 富山県 株式会社ウイン・ディー 携帯電話の試作モデル製作における超短納期化への対応

1557 16120074 富山県 株式会社明研
独自の品質管理システム及び生産管理システムの導入により、高付加
価値・高品質・小ロット・特急対応に強みを出し、受注拡大と収益倍増計
画

1558 16120077 富山県 株式会社高畠 高精度長尺NC加工機導入計画

1559 16120078 富山県 三陽陸運株式会社
人工大理石のリサイクルによるセラミックス製造に不可欠な「アルミナ」
抽出の為の『微粒チップ』の試作事業（固定歯・回転歯・スクリーンの高
硬度素材への改良事業）

1560 16120080 富山県
有限会社モメンタムファクト
リー・Orii

発色技法｢斑紋黒染色｣｢斑紋純銀色｣によるアクセントパネルを一貫生
産し建築分野へ市場獲得

1561 16120082 富山県 株式会社タニハタ 店舗装飾等に適合した意匠性の高い大型組子欄間の開発

1562 16120083 富山県 北陸アルミニウム株式会社
圧力鍋における鋳造技術の高度化による生産プロセスの向上で高付加
価値商品の競争力強化

1563 16120084 富山県 ファインネクス株式会社 車載用コネクタ端子の開発

1564 16120085 富山県 有限会社熊野機工 ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ ～最新ＮＣと技術融合で海外市場奪回～

1565 16120086 富山県 株式会社ナガエ
ダイカストPF鋳造技術による鋳巣を極小する高精度化の研究開発で、
新たな販路開拓を目指す。

1566 16120087 富山県 株式会社クリエイトダイス プレス曲げ絞り製品の生産工程短縮化の試作開発

1567 16120089 富山県
ピー・エフ・オートメーション株
式会社

Plant Data Siteの開発及び販売促進

1568 16120090 富山県 木村産業株式会社
混合廃プラスチックと可燃性廃棄物を主原料としたＲＰＦ（古紙及び廃プ
ラスチック類を主原料とした高品位の固形燃料）の製造事業

1569 16120092 富山県 有限会社アラミ塗装
樹脂部品へのこれまでにない鏡面塗装技術の確立と機械化による生産
体制の高度化

1570 16120098 富山県 日本安全産業株式会社 試作開発のスピードアップ計画

1571 16120099 富山県 株式会社三幸 射出成形金型製造における、短納期化・トータルサービスの向上

1572 16120100 富山県 株式会社セイキ 高速回転で実現する特殊アルミ合金加工を活かした新分野への参入

1573 16120104 富山県 株式会社ビーセーフ Ｈ鋼式落石防護柵の嵩上用接合金具の開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

1574 16120106 富山県 カナヤママシナリー株式会社 アルミとカーボン繊維によるハイブリッド超軽量高剛性車いすの開発

1575 16120107 富山県 沼田製粉株式会社 工業用アルフアーでんぷんの設備改善による生産アイテムの拡大

1576 16120111 富山県 新保軽合金工業株式会社
再生地金に供されるアルミ切粉（ダライ粉）の付着油脱油機器（装置）の
試作開発

1577 16120112 富山県 速水発条株式会社
一次巻きゼンマイばねに炭素繊維強化プラスチック複合材料
（CarbonFiberReinforcedPlastic：ＣＦＲＰ）を張り付ける装置の開発

1578 16120113 富山県 株式会社速星精工
軸受の切り欠け製品の量産化対応によるコスト・生産量の競争力の強
化

1579 16120117 富山県 有限会社苗加製作所 業務用アルミ釜の生産プロセスの革新事業

1580 16120119 富山県 株式会社カイスイマレン 回転成形で射出成形に近い成形技術開発

1581 16120120 富山県
有限会社タケオカ自動車工
芸

５０ｃｃ１人乗りミニカー用「燃費改善システム」の開発

1582 16120122 富山県 ナカオテクニカ株式会社
パターン印刷された板状製品の精密測定手段（高精度測定顕微鏡）の
導入

1583 16120125 富山県 アビリティー
小型家電リサイクル法対象品目からのプラスチック原料の生産及びレア
メタルの高濃度化加工技術による国内リサイクル率増加のための設備
投資

1584 16120126 富山県 株式会社高田製作所
切削加工の微細化による「純錫」商品の高付加価値化に向けた試作・
開発事業

1585 16120127 富山県 有限会社食養の杜とやま
未来の栄養機能性発酵食品として、松葉を活用した「松葉発酵こんぶ」
の商品化に関する研究開発

1586 16120129 富山県 株式会社メタルウェア
―大物・広幅・長尺材適応―自社オリジナル金型ＮＣパンチプレスの試
作開発による産業用機械部品加工業界への参入

1587 16120130 富山県 株式会社源 手軽に食べられる『ますのすし』の試作開発、量産化事業

1588 16120131 富山県 株式会社ミヤモリ
ＩＴ投資によりお客様の小口化・短納期化ニーズに対応する無線端末を
利用した生産管理システムの構築事業

1589 16120135 富山県 大庭工業株式会社
銑鉄鋳造品の後工程である切削等に影響する焼鈍技術の内作化によ
る顧客ニーズへの対応

1590 16120136 富山県 三雄工業株式会社 熟練工の技術とＩＣ先端器材活用による非鉄金属溶接の安定需給

1591 16120138 富山県 スズキ工業株式会社
珪藻土焼成粒を用いた大型アルミニウム板高温ブロー成形型の開発と
大型成形品の試作

1592 16120139 富山県 株式会社ユニゾーン 再生医療を最終目的とした組織生成用超精密電鋳金型の開発

1593 16120141 富山県 エフアイニット株式会社
国内ニット製品の多様な消費者ニーズに対応した高付加価値商品の開
発

1594 16120142 富山県 第一編物株式会社
ロータリーコーティングマシンを使用した付加価値の高い機能性を付帯
できる繊維染色加工技術の開発

1595 16120146 富山県 三光鍍金工業株式会社 金属微粉末への均質めっき技術の開発

1596 16120149 富山県 株式会社三輝
新たな「勘合式アルミパレット」の商品化と製作に必要な専用組立装置
を独自開発して販路開拓に取組む

1597 16120155 富山県 株式会社研友 パレット収納機能付きセラミック基板分割装置の開発

1598 16120157 富山県 株式会社堀プラスチック富山
鉛フリー実現に向けた高比重複合材の混合調製による新たな樹脂成形
方法の試作開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

1599 16120158 富山県 株式会社KＥＣ 小水力・小型風力発電用　機器・制御ソフトの試作開発

1600 16120161 富山県 株式会社ハイメック
フレンツェル眼鏡用の簡易着脱式「撮像及びワイヤレス表示システム」
の開発

1601 16120164 富山県 太平株式会社 CFRTP(炭素繊維強化熱可塑性樹脂)を用いた高摺動駆動部品の開発

1602 16120167 富山県 株式会社シキノハイテック 単独発電向けマイクロ水力発電システムの開発

1603 16120168 富山県 株式会社協和製作所
高度な３Ｄデータ活用による複雑形状・多品種少量鋳造品の一環生産
体制の構築

1604 16120171 富山県 高岡金網株式会社
特注鉄筋製品の加工技術の高精度化及び大幅な生産効率の向上によ
り顧客へ貢献

1605 16120179 富山県 旭醤油味噌株式会社 生産地限定高付加価値の米　および味噌」の新規開発事業

1606 16120180 富山県 株式会社高松メッキ 皮膜絶縁技術の高度化による基板高密度化技術の開発

1607 16120181 富山県 戸出化成株式会社
金型クランプの自動化によりリードタイムを大幅に短縮し、多品種少量
生産・短納期化を強化

1608 16120184 富山県
株式会社ＶＩＣインターナショ
ナル

ガラス気泡内超微量ガス分析装置の開発

1609 16120187 富山県 株式会社小谷製作所 ファイバーレーザー溶接機導入事業

1610 16120188 富山県 コンチネンタル株式会社
超高真空チャンバーの精密部品加工工程の開発による一貫生産体制
の構築

1611 16120189 富山県 株式会社今井機業場 経編ニット生地を使用したワーキング・ユニフォームの開発

1612 16120190 富山県 株式会社北熱 真空熱処理（焼入れ焼戻し）技術の高度化

1613 16120193 富山県 北陸電機製造株式会社 フリー・ポジショニング機能を備えた高効率ワイヤレス給電装置の開発

1614 16120200 富山県 株式会社ゼフィール
ペットに特化したプリントオーダービジネス対応設備導入による新規
マーケットの創出。

1615 16120206 富山県 株式会社石金精機
高抗張力鋼（4330V-BAR）切削加工技術確立によるリードタイム短縮と
競争力強化

1616 16120207 富山県 富山県味噌協業組合 ボイラーの更新によるコスト削減及び味噌の品質向上を図る事業

1617 16120209 富山県 新光硝子工業株式会社
半自動曲げガラス加工用連続炉の開発・導入によるコンビ三分野の市
場獲得

1618 16120210 富山県 株式会社エヌエス・ブレーン マイクロカプセル附着（噴射式）加工機の開発

1619 16120219 富山県 ミユキ化成株式会社
画像寸法測定機と三次元測定機導入による新規顧客開拓と短納期対
応化

1620 16120220 富山県 株式会社旭東機械製作所
自動車部品用鍛造金型の小ロット化対応生産ラインの再構築で国際競
争力強化を目指す

1621 16120224 富山県 株式会社トヨバックス
網状鋼板製のコンクリート型枠工法向け専用ボルト生産に係る専用自
動加工機械の改良製作

1622 16120227 富山県 株式会社スカイ
自動ワインダー(紡績機械)の電気ダクトを海外生産から国内生産回帰
への技術革新

1623 16120229 富山県 キタノ製作株式会社
解析を用いたインサート成形による相溶性能を高めた設計および型内
移送システムによる成形法の開発

1624 16120232 富山県 川端鐵工株式会社 川端式たらい型水車市場投入キックオフ事業



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

1625 16120234 富山県 株式会社加藤歯車 加藤歯車小口化短納期化対応プロジェクト

1626 16120236 富山県 富山県金型協同組合 グローバル化に対する保証体制と検査サービスの提供

1627 16120240 富山県 富山県綿スフ織物工業組合 綿ｽｳ織物たて糸糊付け成型ドラムの加熱方式の改善

1628 16120241 富山県 株式会社高岡製作所
銑鉄鋳物部品の鋳造欠陥を大幅に改善し、生産性向上と高品質部品
の安定供給を実現

1629 16120246 富山県
株式会社ＴＯＰＵバイオ研究
所

医薬品代謝予測受託サービス事業

1630 16120247 富山県
ケーシーアイ・ワープニット株
式会社

少量原糸準備機導入による小ロット対応技術の開発

1631 16120248 富山県 株式会社村中手芸 衣服用機能性消臭シール（商品名：ノービオ）の生産工程の開発

1632 16120250 富山県 株式会社エフアンドエム CNC円筒研削盤導入による超硬度金属製金型製作への参入

1633 17120051 石川県 株式会社箔一
金沢箔を使用した工芸品、及び装飾品の新生産プロセス構築による競
争力強化

1634 17120052 石川県 ディーエムチェーン協同組合
特許を活かした生産設備の開発と高機能スポーツサポーターに新たな
機能を付加させた試作品の開発

1635 17120053 石川県 株式会社梶鋳工所 鋳造・塗装・切削加工技術の高度化と一貫生産に係る試作開発

1636 17120058 石川県 荒澤ターポリン株式会社 ポリプロピレン融着メッシュフィルターの一貫製造体制の構築

1637 17120062 石川県 冨士工業株式会社 低流動性ＰＢＴ樹脂で壁厚0．5mm以下の薄肉ケース成形技術の開発

1638 17120065 石川県 加賀種食品工業株式会社
全国初の“CAD・CAMによる最中型の自社製造化”で納期短縮、品質向
上、コストダウン！

1639 17120070 石川県 株式会社石名坂製作所 高精度金型部品の加工時間を短縮するシステムの構築

1640 17120072 石川県 株式会社石野製作所
福祉施設等で女性が容易に組み立てられる軽量回転寿司型コンベアの
開発

1641 17120073 石川県 北陸鋳材株式会社 木材型を使った室温ブロー式中子造形システムの構築

1642 17120075 石川県 株式会社マルショー
ガスタービン部品（動翼、静翼）を高精度・高効率で加工するシステムの
構築

1643 17120076 石川県
株式会社新木プラスチック工
業所

三次元（3Ｄ）プリンターを活用し、新製品を短納期で試作するシステム
の構築

1644 17120077 石川県 伊藤工業株式会社
玉軸受け内外輪の転動面を含め一体で成形可能なプレスシステムの開
発

1645 17120079 石川県 明和工業株式会社
熱分解装置(バイオマス用熱分解炉)開発の効率化・費用削減及び生産
スタッフの技術向上

1646 17120083 石川県
メカトロ・アソシエーツ株式会
社

産業用ロボットを活用した溶接部仕上げ作業用切削加工機の試作開発

1647 17120084 石川県 株式会社中田エンジン ガス発電機エンジンの国内再生事業

1648 17120086 石川県 石川メッキ工業株式会社 半光沢ニッケルバレルめっきの導入

1649 17120087 石川県 前川精工株式会社 高強度特殊鋼板の精密打ち抜き加工技術の開発

1650 17120088 石川県 直源醤油株式会社 多品種少量生産による小口化・短納期化計画



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

1651 17120089 石川県 会宝産業株式会社
自動車エンジンの品質判定基準（JRS1））を拡張し、リユース・ハイブリッ
ド自動車用の品質判定基準（JRS-ＨＶ）システムの開発

1652 17120096 石川県 太陽キャスト株式会社
サーボ式鋳造機と温調式カセット金型取付プラットホームベース一体化
による、高効率ダイカストシステムの開発

1653 17120101 石川県 株式会社田中建設
廃棄物を利用した地盤改良材を製造するための、熱処理技術を活用し
た製造装置の開発と実証

1654 17120102 石川県 株式会社ヨシダセイコー
内視鏡下外科手術における動作信頼性の高い処置具（鉗子）の試作開
発

1655 17120103 石川県 フジマシナリー株式会社 静電スプレーコーターの開発

1656 17120107 石川県 株式会社ポーラスター
通電処理技術の導入により米飯が硬くなる流通条件下でも柔らかくて美
味しい冷凍寿司の開発

1657 17120111 石川県 有限会社小松鋳型製作所
壊れやすい薄肉・複雑形状中子の取り出しと仕上げ工程の自動化技術
の試作開発

1658 17120112 石川県 株式会社木村精工 次世代レーザ加工機向け高精度光学部品の試作開発及び受注拡大

1659 17120113 石川県 丸井織物株式会社
サンプル見本生地を早く作成する為の一貫製造の独自設備ラインの設
計・開発

1660 17120116 石川県 株式会社原田鉄工所
塗料ノズル穴加工における専用工具を用いた工程削減による納期短縮
化

1661 17120119 石川県 株式会社稲穂 高効率薄肉加工プロセスを用いた非鉄・難削材基板の試作開発

1662 17120120 石川県 小松パワートロン株式会社 製品競争力のある2kW出力単相インバータの製品化

1663 17120121 石川県 株式会社不二ゴム工業
樹脂成形製品の新たな生産システム構築のため金型製造を不要とした
生産設備の導入

1664 17120124 石川県 加賀電化工業株式会社
高機能フィルム生産機械向けアルミローラーのメッキ密着性向上および
耐食性強化

1665 17120125 石川県 株式会社朝日電機製作所
電子部品・デバイス実装事業の成長産業分野のビジネスモデル競争力
強化

1666 17120127 石川県 竹中繊維株式会社
特許を活用した高機能カメラストラップの事業化に向けた生産設備の開
発と試作品開発

1667 17120131 石川県 株式会社明石合銅
鋳造技術を利用した高強度と高耐焼付性を有する大物摺動部品の量
産化技術開発

1668 17120134 石川県 マイクロプロセス株式会社
小型精密金型の微小熱処理や樹脂残渣クリーニング用超小型ＴＥＡ－
ＣＯ2レーザーの開発

1669 17120145 石川県 株式会社ＢＢＳ金明 EDGE POLISH SYSTEM の高品質化

1670 17120149 石川県 アサヒ装設株式会社 基幹製品につながる前工程機器＝生パン粉付け機の新規開発と改良

1671 17120150 石川県 株式会社アイデン
制御盤内ハーネスの仮想配線システムの高度化に伴う、新生産プロセ
スの開発

1672 17120152 石川県 株式会社金田鉄工所 加工屑付着を防ぐ高品質、高能率の樹脂二次加工方法の開発

1673 17120153 石川県 光興業株式会社
高度なＩＴ技術を活用し、多種少量生産の自動車部品を歩留まり良く、短
納期で作るシステムの構築

1674 17120154 石川県 大野醤油醸造協業組合 木槽とジュール熱による短期発酵

1675 17120155 石川県
オリエンタルチエン工業株式
会社

特殊金属結晶構造を利用した医療部材の開発

1676 17120156 石川県 株式会社オノモリ 試験用中型真空乾燥機（RVD）の製作



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

1677 17120159 石川県 株式会社LNSヨシダ
切削加工におけるコンベヤの切粉回収率の向上および切削液の高品
質化

1678 17120162 石川県 株式会社西山産業 牛首紬の特徴を活かした新しい洋装生地の開発

1679 17120164 石川県 株式会社ベローズ久世 板厚0.3mmの深絞りが行える自動プレスの開発

1680 17120165 石川県 株式会社アクトリー 生産コストの削減による競争力向上

1681 17120166 石川県 株式会社サンワマシナリー 無接着剤ラミネート処理装置の試作開発

1682 17120167 石川県 株式会社コイズミ 銀の特性を活かした銀のメッシュ織物による新しい製品づくり

1683 17120169 石川県 株式会社鍵主工業 製造プロセス改良による高耐熱・高断熱珪藻土れんがの試作開発

1684 17120170 石川県 有限会社 山上工業 品質向上･納期短縮を実現するYAGレーザー溶接システムの開発

1685 17120173 石川県 株式会社小松電業所
建設機械用タンク製造におけるヘリウムガスを利用したリークテスト技
術の確立

1686 17120175 石川県 北陸ウエブ株式会社
緩衝伸縮Ｂ面ファスナー用織りゴム資材の試作品開発のための技術開
発及び生産設備の開発

1687 17120176 石川県 株式会社スミタ シニア層向け高機能軽量キャリーバックの開発

1688 17120178 石川県 株式会社シコウ
自律走行可能な低床型無人搬送車の地図生成と位置決めに関する研
究開発

1689 17120181 石川県 有限会社エフ・エム・シー
IT 機器と高精度加工機を活用し、多品種・少ロット生産と短納期へ対応
したものづくり事業

1690 17120185 石川県 株式会社東振精機 風力発電機向け等の大径球面ころホーニング加工機の開発

1691 17120187 石川県 株式会社東振テクニカル 高精度小径部品対応の小型円筒心なし研削盤の開発

1692 17120188 石川県 馬場化学工業株式会社
小ロットに対応した水菓子（ゼリー、水羊羹など）用容器等生産システム
の開発

1693 17120189 石川県 Hikari Design Labs
レールガイドを兼ねたマイクロ波導波管から可動部へ非接触給電を行う
マルチ搬送システム（仮称：Micro-NCT）の基礎開発

1694 17120190 石川県 有限会社美川タンパク GABAを生産する乳酸菌を利用した高機能性納豆の製品化

1695 17120191 石川県 株式会社イスルギ
「珪藻土製品「soil」生産プロセス改善計画～手作りから機械へシリコン
から金型へ～」事業

1696 17120193 石川県 玉田工業株式会社 生産リードタイム短縮の為の塗装機の開発

1697 17120195 石川県
株式会社アースエンジニアリ
ング

マテリアルリサイクルに対応した新型ペレット成形装置の試作開発

1698 17120197 石川県
株式会社オリジナークロス
ジャカード

最高基準の省エネ・防災機能を有する高級ジャカードオーダーカーテン
の開発

1699 17120199 石川県 株式会社羽田 生産性・意匠性に優れた新規中近東民族衣装用生地の試作開発

1700 17120203 石川県 株式会社林鍛造所 リードタイム短縮化のための鍛造用金型製造システムの開発

1701 17120205 石川県 コマツキカイ株式会社 ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞｼｰﾙ量産化のための旋削加工用特殊装置の開発

1702 17120209 石川県 菊姫合資会社
洗米による原料処理工程自動化システムの開発と酒造工程における品
質分析システムの開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

1703 17120211 石川県 株式会社COM-ONE 投薬管理と栄養管理のための体表面積測定システムの開発

1704 17120214 石川県
北陸ファイバーグラス株式会
社

ハイブリッド自動車用摩擦材に用いるガラス強化繊維の開発

1705 17120215 石川県 アイカム株式会社
御膳や飲料の自動配膳を可能とする高機能型回転寿司ベルトコンベア
システムの開発

1706 17120216 石川県 高山リード株式会社 製織用筬における筬羽締結法の改良

1707 17120217 石川県
株式会社日本パーツセン
ター

津波対策防波柵を構成する透光性有孔折板におけるプラスチック成形
品の試作開発

1708 17120226 石川県
株式会社金沢エンジニアリン
グシステムズ

《医療・介護施設向け》プライバシーに配慮したクライアント監視システ
ムの開発

1709 17120227 石川県 吉田司株式会社
サポーター一貫生産体制における小口化・短納期化に対応する生産管
理システムの構築

1710 17120229 石川県 株式会社ノトアロイ 超硬金型素材のニアネットシェイプ加工の取り組み

1711 17120230 石川県 株式会社ムツミテキスタイル
メンズ向けフィラメント・ジャガード素材の生産工程の改善及び高付加価
値商品の開発、試作

1712 17120233 石川県 株式会社フレスコーヴォ
汚染土壌・浄化システムにおける濁水化装置（ホッパー）の改良および
システム量産化

1713 17120236 石川県 かがつう株式会社 自動車用エアバッグの性能向上の為の高強度小型部品の開発

1714 18120038 福井県 鯖江精機株式会社 研削加工工程の社内一貫体制構築

1715 18120039 福井県 株式会社　ジャロック 微細加工用精密金型製作技術の開発

1716 18120040 福井県 有限会社　幸伸食品
発酵ごま豆腐の量産化と効率的な管理を行って高付価値製品化作りを
行う

1717 18120043 福井県 大成精工株式会社 医療機器製造のための社内生産工程の再構築

1718 18120044 福井県 株式会社カズマ オリジナルダブルラッセル機によるスマートな立体構造編物の製品化

1719 18120047 福井県 株式会社前澤金型 インクジェット式３次元造型機を用いためがね部品の試作開発

1720 18120049 福井県 株式会社　北川 ポリカーボネイと製明り採りの長尺品の製品化と短納期化

1721 18120050 福井県 株式会社秀峰 金型無しで高精度ブランケットを作る研究・開発

1722 18120051 福井県 ミツカワ株式会社 高保温性ミドルレイヤーを大幅軽量化する編物素材技術開発

1723 18120052 福井県 千成屋 発酵主力商品（もろみ）の加工改善と醤油のOEMによる販路拡大事業

1724 18120053 福井県 松文産業株式会社
C/Cコンポジットの成型形状の多様化に応えるプリフォームドヤーン
（PY)2軸シート製織装置と技術開発

1725 18120056 福井県 小浜製綱協同組合 原糸製造ライン新規設備導入計画

1726 18120064 福井県 北陸リトレッド株式会社 更生タイヤ製造における金型開発

1727 18120067 福井県 株式会社エヌ・ビー・ワイ 耳つき織物の生産効率化

1728 18120068 福井県 花山工業株式会社 水のリデュース型染色加工用洗浄装置の開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

1729 18120069 福井県 東工シャッター株式会社 アルミ型材の曲げ技術向上による短納期製品の実現

1730 18120070 福井県 手賀精工株式会社 腹腔鏡手術用部品の開発・製品化

1731 18120071 福井県 株式会社ヤマダ殖産
太繊度糸を数本合わせる（合撚）大型高速撚糸機（ダブルツイスター）の
開発と生産技術の確立

1732 18120073 福井県 株式会社中村加工所 リフォーム向け超薄型複層硝子の短納期化及び新商品開発

1733 18120075 福井県 株式会社M・T技研
冬季施工性と付着多急性に優れた既存コンクリート表面被覆材（塗装）
の開発

1734 18120076 福井県
株式会社身のこなしラボラト
リー

筋活動センサー　マッスルアライブの臨床研究者向け特価製品の試作
開発事業

1735 18120079 福井県 株式会社　松浦機械製作所
機械稼働監視と検査工程改善による加工工場の生産性向上（稼働率
70%目標）

1736 18120083 福井県 有限会社上田精工 環境問題推進プロジェクト

1737 18120084 福井県 株式会社　エル・ローズ シニア向け10歳若返り「アンチエイジング」インナーの企画開発

1738 18120088 福井県 株式会社　田中化学研究所
高機能粉体制御設備の開発による長寿命リチウムイオン二次電池正極
活物質の創製

1739 18120089 福井県 株式会社オーカワパン 地域の食文化に合わせたパン商品の提供体制構築事業

1740 18120091 福井県 株式会社ミツヤ
有用金属を選択的に回収できる高性能金属回収シート製造プロセスの
開発

1741 18120093 福井県
株式会社オーシンエムエル
ピー

発熱技術による国産品の開発事業とテスト販売

1742 18120094 福井県 植田工業株式会社 低コスト化大気腐食モニタリングセンサの試作開発

1743 18120096 福井県 株式会社一本義久保本店 高級清酒の熟成における酒質の向上

1744 18120097 福井県 有限会社髙嶋製作所 石英ガラス材による次世代半導体製造装置向け製品製造の体制構築

1745 18120099 福井県 株式会社ノイラボ
極細繊維を用いた世界最高の人工血管及びステントグラフト布帛の開
発

1746 18120100 福井県 エフティアパレル株式会社
ポリウレタンゴム素材の医療用ネット包帯の試作開発とそのための機
械・整経機の導入

1747 18120106 福井県 福伸工業株式会社
高機能プレス加工機導入によるカスタマイズ型洗浄装置生産システム
の構築

1748 18120108 福井県 北陸ヒーティング株式会社 省電力形超高音シーズヒーターの開発

1749 18120110 福井県 アイ・テック株式会社 金属の輝きを持つ超軽量樹脂眼鏡枠の試作・開発

1750 18120115 福井県 南越ケミカル株式会社 病原性微生物検出用培地のプラスチック容器化開発計画

1751 18120123 福井県 株式会社　ユティック カーテンエアバッグ部品用布製品印刷の機械化

1752 18120126 福井県 ウラセ株式会社 UHF帯RFIDファイバー用ICチップ実装装置の開発

1753 18120129 福井県
アイビーソリューション株式
会社

電子教科書（情報端末）による授業環境のためのインターネット接続制
御製品開発

1754 18120131 福井県 株式会社サンルックス
ハルトマン方式レンズ測定器の導入により、非球面レンズの光学検査
測定の改良



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

1755 18120132 福井県
株式会社アートファイネック
ス

RFIDによる医療機器等の所在・稼働状態管理用ユニットの開発

1756 18120135 福井県 日本真空化学株式会社 再生ホウ素ポリエチレン樹脂の開発

1757 18120137 福井県 株式会社SHINDO 細幅織物用多品種対応型測長機能付き巻取り装置の導入

1758 18120141 福井県 福井テキスタイル株式会社
『キャラクター着ぐるみ』に供する高機能ニット生地の試作開発及びその
製造設備の整備

1759 18120145 福井県 山甚撚糸株式会社
高機能かつ価格競争力のある羽毛代替素材の技術開発による医療・福
祉関連市場への進出

1760 18120158 福井県 福井シード株式会社 LEDを利用した苗の育苗と苗の長期保存が兼用できる育苗設備の開発

1761 18120159 福井県 フレッグ食品株式会社 凍結含浸法等を利用した見た目にも美味しいやわらか食の開発

1762 18120161 福井県 ホクコンマテリアル株式会社 戸建住宅の液状化被害軽減対策用の基礎工法の事業化

1763 18120162 福井県
株式会社白崎コーポレーショ
ン

屋上緑化および壁面緑化事業

1764 18120163 福井県 株式会社ワカヤマ 超親水性塗装による製品の機能性向上及び差別化

1765 18120164 福井県 株式会社ホソダSHC 看護学生教育用血管注射及び採血練習用モデルの開発

1766 18120165 福井県 相互ビニール化成株式会社 少ロット多品種短納期対応に向けた車内設備の確立

1767 18120166 福井県 有限会社井上木材センター
抜本的な生産性向上と商品の付加価値向上による海外市場（韓国）へ
の事業展開

1768 18120168 福井県 株式会社丸和 店舗改装をセルフで安価に短時間で可能にする和紙壁装材の開発

1769 18120169 福井県 株式会社コネクト.エス 適切な加圧量を実現したインナーウェア製品の開発とテスト販売

1770 18120171 福井県 株式会社ホクコン 道路横断暗渠（アンダーパス）のプレキャスト化事業

1771 18120172 福井県 酒井化学工業株式会社
フィルム製袋品納期短縮改善及びプラスチックダンボール小口受注対
応計画

1772 18120173 福井県 福井ミナセル株式会社 二次加工（製袋品）納期短縮改善

1773 18120176 福井県 木下鉄工株式会社 カップ容器自動投入ロボットの開発事業

1774 18120184 福井県 株式会社オナガメガネ
3Dイメージ、CAD/CAMデータを利用した三次元切削によるデザインか
ら試作への効率

1775 18120185 福井県
株式会社日本エー・エム・
シー

高効率生産システムの設備導入によるコスト競争力強化

1776 18120187 福井県 株式会社CFCデザイン
新製法による低価格な炭素繊維強化炭素複合材（C/Cコンポジット）の
実現

1777 18120188 福井県 株式会社米澤物産 形状維持機能を付与したオーダーカーテン用芯地の開発

1778 18120189 福井県 株式会社丸仁 高輝度再帰反射素材及びカラー反射糸の開発とテスト販売

1779 18120190 福井県 株式会社ダイエイ 廃プラスチックのペレット化を実現する溶融システムの導入

1780 18120194 福井県 株式会社　エクシート
成長産業であるジェネリック医薬品業界に特化した極薄紙クリーン印刷
物製造



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

1781 18120196 福井県 株式会社キュアテックス 和紙繊維製造の中核を担うスリット機の開発及び生産プロセス強化

1782 18120197 福井県 株式会社漆琳堂 漆塗布生産プロセスの開発による長耐久性漆椀の事業化

1783 18120199 福井県 株式会社　TOP
新巻工法により小型軽量化を可能とする移動体駆動用モータの試作開
発

1784 18120202 福井県
光生アルミニューム工業株
式会社

塗装手直し率削減

1785 19120020 山梨県 株式会社Ray 成形型製作方法の改善による試作モデルの成形加工事業

1786 19120021 山梨県 株式会社長田電材工業 次世代LEDヘッドランプリフレクタ金型製造技術の開発

1787 19120022 山梨県 甲府精鋲株式会社 極小ネジ用ネジ供給機の開発

1788 19120025 山梨県 株式会社エスアンドエッチ
μ TCA_FMC メザニンカードの実装可能なPCI-Express 規格の汎用評
価基板の研究開発

1789 19120026 山梨県 山陽精工株式会社 人工関節等のチタン三次元一体化形状部品の加工研究

1790 19120027 山梨県 株式会社ウインズ フッ素ガスを用いないLEDレジストプラズマ剝離SAKEプロセスの開発

1791 19120032 山梨県 上野電子株式会社 スキー＆スノーボード滑走面、エッジ研磨機の開発

1792 19120034 山梨県 有限会社丸眞熱処理工業
熱処理後の製品における安全性向上、短納期化に向けた磁気探傷器
の導入

1793 19120036 山梨県 株式会社ルミエール 山梨県にふさわしい発酵食品を使った地サイダーの開発

1794 19120038 山梨県 株式会社シャローム
超高圧発酵下におけるステビア発酵エキスの新規工業的製造法の確
立と機能性・安全性の実証評価

1795 19120039 山梨県 株式会社降矢技研
温間加工技術を用いた非磁性高強度オーステナイトステンレス細線の
製造とねじ等の非磁性高強度部品の量産試作開発

1796 19120046 山梨県 株式会社佐藤鋳造 Ｖプロセスによる、鋳物ホーロー 鍋・フライパンの製造販売

1797 19120047 山梨県 株式会社サニカ ロック板レス駐車場システムの開発

1798 19120049 山梨県 株式会社ネオシステム 歩行アシストロボットの制御プログラムの開発

1799 19120052 山梨県 ユウアイ電子工業株式会社
アルミ電線と銅端子の接合に関する量産技術開発及び試作（半田付け
と抵抗溶接を融合したハイブリッド接合技術の確立）

1800 19120053 山梨県 株式会社加藤電器製作所 光通信モジュール組立自動化装置の開発

1801 19120054 山梨県 株式会社アイウィーヴ ＳＩＰ電話機向け無線化モジュールの製品化

1802 19120055 山梨県 株式会社しらかわ
免震装置や大型加工機に使用されるボールネジナットの高硬度切削加
工の確立

1803 19120057 山梨県 株式会社茂呂製作所
ジクロロメタン等有機塩素系脱脂剤等に代わるオゾン水を用いた脱脂
装置の開発

1804 19120058 山梨県
アドバンスドメディカル株式
会社

ベッドからの転落を未然に防止する離床予知システム用の高機能薄型
センサの開発

1805 19120067 山梨県 株式会社サナミ製作所 シートリング製造における高硬度合金のプラズマ肉盛り工程の改善

1806 19120071 山梨県 株式会社清水製作所
多層押出成形技術を用いた高品質・高機能性製品の製造技術の確立
と商品の上市化



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

1807 19120073 山梨県 シナプテック株式会社 カロテノイドの効率的な生産方法の確立及び商品開発

1808 19120074 山梨県
株式会社オーテックエレクト
ロニクス

ＬＥＤ検査機の機能・性能向上と低コスト化に向けた開発による海外展
開

1809 19120075 山梨県 株式会社古守電化 3価クロメート処理ラインの原価低減

1810 19120076 山梨県 シーマ電子株式会社
新規凹版オフセット印刷技術を用いたフレキシブル配線基板の超微細
パターン作成方法の確立と工業的応用

1811 19120078 山梨県 株式会社森銀 溶接による低価格な薄板白金冶具の試作開発

1812 19120080 山梨県 株式会社塩山製作所 情報端末向けカバーガラスの曲げ加工の量産技術の確立

1813 19120082 山梨県 山梨銘醸株式会社
新規需要層(若者等)を標的顧客にした低アルコール発泡性日本酒の商
品開発

1814 19120086 山梨県 アサヤ食品株式会社 長期樽熟成による国産バルサミコ酢とワインビネガーの商品研究開発

1815 19120095 山梨県 株式会社光陽精密 超極薄水晶片の加工技術開発

1816 19120096 山梨県 道志ダンパー工業株式会社
熟練技術を必要としない自動車部品用多品種検査装置の開発と生産プ
ロセスの確立

1817 19120097 山梨県 株式会社富士見技研 大面積に対応した放射線遮へい塗料用塗装装置の開発

1818 19120098 山梨県 フジ・エレック株式会社
バレルめっき生産プロセスの見直しによる生産性向上のための設備導
入と加工技術の確立

1819 20120002 長野県 株式会社システムアドバンス IC―Package用フォトマスクの短納期体制構築

1820 20120003 長野県 株式会社アルプスツール 工作機械用スピンドル事業

1821 20120004 長野県 株式会社松一
金属新素材に対する新しい研削研磨手法の開発による腕時計部品の
実用化

1822 20120006 長野県 株式会社カサイテクノ 部品製造機器増設による生産プロセス強化事業

1823 20120009 長野県 サイミックス株式会社 超小型赤外線センサー用ウェハレベルパッケージの試作開発

1824 20120010 長野県 株式会社ニシムラ レンズ洗浄技術の高度化による組立行程の効率化

1825 20120011 長野県 アスリートFA株式会社 ピエゾ素子を用いた「高精度・低荷重」電子部品実装装置の試作開発

1826 20120012 長野県 株式会社ニチワ工業 金属セラミックスと耐衝撃吸収繊維板の開発

1827 20120013 長野県 株式会社ケントク
超高真空ターボ分子ポンプ用、ダイガスト製固定翼の高効率加工法の
確立

1828 20120014 長野県 株式会社東陽 内視鏡下手術用鉗子等の高速・高能率切削加工技術の開発

1829 20120015 長野県 ミナト光学工業株式会社 小型軽量の高精度１軸粗微動調整装置の開発

1830 20120016 長野県 株式会社ダイヤ精機製作所 インライン型・微細ミーリング加工機の開発

1831 20120017 長野県 株式会社河西精機製作所 CAM導入による携帯通信端末の検査用接触端子の試作対応力改善

1832 20120018 長野県 株式会社牛越製作所
Ａｕ基金属ガラス及びＰｔ基金属ガラスのダイガストによるネットシェイプ
成形技術の開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

1833 20120019 長野県 株式会社ミヤサカ工業
「自動車、変速機部品の研削工程での高精度化と不良ゼロ工程確立の
試作開発」

1834 20120022 長野県 株式会社赤羽製作所
ＣＡＴＩＡ　Ｖ５導入により切削加工と測定の精度を確保して、航空機構造
部品加工を行う

1835 20120023 長野県 株式会社テーケー
圧入プロジェクション接合による低コスト高信頼性の自動車部品の試作
開発

1836 20120024 長野県 コーエー精機株式会社
新規参入（宇宙・航空機産業等含む）のための最先端技術レベルの向
上　加工の蓄積による顧客対応力強化を目指した設備投資－ＮＣ複合
旋盤導入

1837 20120025 長野県
有限会社デザイン　アンド
テクノロジー

低価格新プラズマ発生装置の試作開発

1838 20120030 長野県 株式会社長野三洋化成
100％再利用樹脂を用いた耐水性・耐久性に優れた環境型リサイクル
ボード提供事業

1839 20120032 長野県 株式会社日本点眼薬研究所 多ユニット液中異物・容器外観検査機の開発

1840 20120033 長野県 有限会社平出製作所 整備導入により生産効率を上げ受注拡大を図る。

1841 20120037 長野県 株式会社マルヒ 導水管理込型マイクロ発電機の小型化と内製化

1842 20120042 長野県 株式会社ＬＡＤＶＩＫ エアバックバンドの国産化、開発

1843 20120043 長野県 株式会社サンクゼール ワインのぶどう残渣を利活用した高機能食品の試作開発

1844 20120044 長野県 野村ユニソン株式会社 ３次元ケーブル操作ロボットの高度化と実用化に向けた開発

1845 20120045 長野県 株式会社ショーシン スピードスプレーヤ専用動力伝達装置の開発・生産

1846 20120046 長野県 株式会社長野サンコー カシメ強度全数保証自動機の開発

1847 20120047 長野県 株式会社エー・アイ・エヌ 高齢者、障害者向け杖用スタンドライトの開発

1848 20120049 長野県 株式会社荻原製作所 家庭用燃料電池システム向け複合センサの開発

1849 20120053 長野県 株式会社ミツルヤ製作所
再生発泡ポリエチレン樹脂製家具「リポス家具（リサイクル　ポリ　スチレ
ン家具）の短納期化と他品種小ロット生産への対応

1850 20120054 長野県 有限会社矢崎製作所 小ロット・短納期に向けた冶工具システムの開発

1851 20120055 長野県 有限会社手嶋製作所 新発電システムの電極部品加工事業

1852 20120056 長野県 有限会社フィット プラスチック非球面レンズを用いた広視野眼鏡

1853 20120058 長野県 株式会社ヤマザキアクティブ
鍛造・プレス加工技術向上による、「新開発ゆるみ止め座金の量産体制
確立」にむけた試作開発

1854 20120059 長野県 有限会社イタクラ 同時切削加工化による競争力アップ

1855 20120061 長野県 株式会社コミヤマ 大物加工品の加工原価低減による受注拡大

1856 20120064 長野県 株式会社ミスズ
諸外国との競争力強化を目的とした新たな生産プロセスの構築と、次世
代を担う若い技術者の育成

1857 20120068 長野県 株式会社ミヤタ 塑性加工における工法改良に依る試作開発事業



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

1858 20120069 長野県 株式会社平出精密 極薄板精密板金加工における高精度歪計測装置の開発

1859 20120070 長野県 株式会社サンジェム 高精度デジタルマルチメータ用リニアリティ校正装置の開発

1860 20120071 長野県 有限会社デーデック
ばね製造の技術を活用した農業や家庭菜園における支柱締結部材の
商品化

1861 20120072 長野県 飯山精器株式会社
切削加工での最新ＩＴを活用したシステム開発による生産性向上や売上
拡大

1862 20120073 長野県 株式会社フロンティア 高耐圧プラスチックボンベの開発

1863 20120075 長野県 株式会社駒ヶ根電化 次世代ハイブリッド車搭載抵抗器向けの新たな「めっき工法」の開発

1864 20120076 長野県 プラテック工業株式会社 測定技術高度化による金型競争力の向上

1865 20120078 長野県 アルファーデザイン株式会社 電子式ディスプレーサを有する高効率スターリングエンジンの試作開発

1866 20120083 長野県
三共プラスチック工業株式会
社

生産性の良いＦＰＣ用狭ピッチコネクタ部品の試作開発

1867 20120093 長野県 有限会社桜企画 光造形によるインサート試作工法の開発

1868 20120098 長野県 株式会社松原ニット 安曇野市特産「穂高天産糸」を活用したゴム地成型による試作品開発

1869 20120100 長野県 長野精工株式会社
環境整備機械（乗用芝刈り機）のアルミ鋳造部品の特殊鋳造工法と部
品加工技術の試作開発

1870 20120101 長野県 中村製作所株式会社
プレス加工に於ける生産革新に挑戦し、海外工区との大幅な競争力向
上を図る為の生産プロセス開発。

1871 20120102 長野県 福源酒造株式会社
アルプス湧水・ひとごこち米を利用した低温醸造法による「吟醸発泡酒」
の開発

1872 20120106 長野県 三全精工株式会社 自動車燃料系複数部品の一体化金属プレス加工技術の開発

1873 20120108 長野県 株式会社ダイシン 複合旋盤の導入による生産プロセスを強化した生産体制の実現

1874 20120110 長野県
株式会社カウベルエンジニア
リング

ＮＦＣリーダー／ライタの開発

1875 20120113 長野県 飯田精密株式会社
新規生産管理システムの導入による品質管理の向上、低コスト化、納
期短縮の実現

1876 20120114 長野県 株式会社リバーセイコー 細径内視鏡による画像の鮮明化に資する試作機の開発

1877 20120117 長野県 株式会社宮坂ダイカスト 難易度高い大型インサートダイカスト部品の鋳造体制の確立

1878 20120118 長野県 株式会社和光電子
スクリーン印刷厚膜プロセス技術の高度化実現を目指す多重印刷技術
の試作開発

1879 20120120 長野県 小野ゴム工業株式会社
食品業界向けの金属探知機に反応するゴムシート及び製品の開発と製
造設備の増強

1880 20120124 長野県 株式会社アルゴル
顧客ニーズに対応する産業用低価格画像処理装置の組み込みソフト
ウェアの開発

1881 20120126 長野県 株式会社中外製作所 導電性繊維センサを使用した介護用睡眠状況モニタシステムの開発

1882 20120129 長野県 日本青銅株式会社 鉛等の有害物質を使わない、超耐磨耗　自己潤滑性鋳物の開発

1883 20120131 長野県 株式会社南安精工 超小型・高性能コンプレッサー（マイクロポンプ）の開発及び実用化



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

1884 20120132 長野県 株式会社アップルハイテック
高性能自動画像測定機導入による製品計測の合理化と品質管理能力
の向上、納期短縮、コストダウンの実現

1885 20120135 長野県 株式会社小沼技研 平板型高温水蒸気電解セルの大型化試作

1886 20120136 長野県 豊田化工株式会社 インサートプラスチック成形加工の無人化

1887 20120141 長野県 株式会社キンポーメルテック 品質向上と生産性向上を兼ね備えたスタッド溶接工程の強化計画

1888 20120142 長野県 昭和樹脂工業株式会社 ディスポーザブル吸引器の製造工程改善計画

1889 20120145 長野県 高島産業株式会社 確実で低コストな履歴・品質管理を行う医療機器製造システムの構築

1890 20120146 長野県 株式ケー・アイ・エス ハイブリッド・パネル（太陽光発電・集熱一体型パネル）の事業化

1891 20120147 長野県 株式会社エヌ・イー 航空宇宙関連開発品の試作加工

1892 20120148 長野県 レゾネッツ合同会社 高品位音声の多チャンネル伝送装置の開発・製造・販売

1893 20120158 長野県 株式会社エヌ・ティー・エス 省エネ型ポリエステル電着塗料の開発

1894 20120159 長野県 株式会社エフプラス 新製品立上げ評価の迅速化および評価精度の向上

1895 20120160 長野県 株式会社フェイバライツ ワイヤレス給電技術の開発と商品化

1896 20120161 長野県 オリオン機械株式会社 真空ポンプの製造に必要な部品切削技術の高度化

1897 20120163 長野県 株式会社ユニコン 生産管理・販売管理統合システムウェア導入による効率化と短納期化

1898 20120165 長野県 信州吉野電機株式会社
金属インサート成形による自動車センサー部品試作開発短納期化の体
制構築

1899 20120166 長野県 浅南工業株式会社 3次元一気通貫システムによる防災用高効率ポンプユニットの開発

1900 20120167 長野県 株式会社ｍｏＬＥ‘Ｓ　ＡＣＴ 熱間成型金型における拡散接合技術の高度化

1901 20120170 長野県 株式会社シムノン 金属箔レーザ加工の特異性研究と実用化開発

1902 20120175 長野県 株式会社おといち マンモグラフィ画像石灰化部分強調化ツールの開発と事業化

1903 20120176 長野県 株式会社エグロ
多様な機械開発の能率向上と短納期化を実現する生産管理システム
の構築

1904 20120177 長野県 株式会社ハマツール 特殊切削工具へ不滅印刷による普遍的識別方法の確立

1905 20120178 長野県 有限会社ミューテクノ
金型用パンチ、切削工具等の寸法精度向上の為の超精度測定機の導
入

1906 20120180 長野県 有限会社大庭金型製作所
高精度金型の品質、生産性向上による高付加価値化の実現と成長分
野での販路拡大

1907 20120182 長野県 日本装置開発株式会社 検査物固定型工業用ＣＴスキャンの開発

1908 20120185 長野県
株式会社マブチエスアンド
ティー

新インクジェットを用いた機能膜塗布装置の試作開発

1909 20120186 長野県 株式広田製作所 汎用的な組込みＬｉｎｕｘを活用したＳＳＤ評価試験システムの開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

1910 20120187 長野県 信濃機工株式会社 高圧クーラント装置用スクリューポンプの開発

1911 20120192 長野県 有限会社ウインテック Ｆ１向けエンジンの心臓部部品加工のための超高精度研削盤の導入

1912 20120194 長野県 有限会社ＥＳアドバイザー イオン交換樹脂の再生技術における高度化の試作開発

1913 20120197 長野県 リオン熱学株式会社
光触媒を使用した、環境物質の分解除去方法の確立と大型処理装置
の開発、製造、販売

1914 20120202 長野県 松本スプリング株式会社 角形の絶縁銅線の精密曲げ加工の試作開発

1915 20120204 長野県 株式会社三葉製作所 最新生産管理システム導入による、「生産性３割アップ」プロジェクト

1916 20120206 長野県 株式会社シミズテクノ
精密板金用金型製作の低コスト・短納期化を目的としたＭＣ専用クラン
プの開発と新研磨技術の導入

1917 20120210 長野県 株式会社石川製作所 手押し運搬車の安全ロック装置の開発

1918 20120215 長野県 有限会社ナツバタ製作所 長尺深穴切削における高精度加工技術の確立

1919 20120220 長野県 株式会社マル井 高品質な加工わさび原料を適宜に供給する冷凍保管システムの開発

1920 20120221 長野県 株式会社ワカ製作所
世界初の可視光通信による超小型衛星に使用する高信頼性電源シス
テムの開発

1921 20120222 長野県
パーフェクトゲージ工業株式
会社

デジタル出力を付与した、耐脈動小型アナログ圧力計の開発

1922 20120224 長野県 有限会社フォレスト NC用特注アタッチメントの開発によるワンストップサービスの提供

1923 20120226 長野県 株式会社エスケー精工
航空機・宇宙関連の部品及び治具の受注対応に向けた高精度加工技
術の獲得と短納期化の実現

1924 20120229 長野県 株式会社ナンシン 電気鍛造による高精度大口径薄肉パイプの鍛造

1925 20120235 長野県 株式会社オオタ
他品種・小ロット化とリアルタイム見える化のプレス生産管理システムの
開発

1926 20120236 長野県 中村工業株式会社 バーコード導入による工程進捗管理 及び 原価管理システムの構築

1927 20120238 長野県 株式会社宇敷製作所
高精度・複雑加工技術の習得と最新設備の導入で多品種少量生産・短
納期化ニーズに対応可能な生産体制を構築

1928 20120242 長野県 東京精電株式会社
電力モニター装置の組込ソフトウェア開発、及び制御システムの試作研
究開発

1929 20120246 長野県 日進精機株式会社
金型設計製作に関する熟練技術者への依存からデジタル化による納期
短縮化

1930 20120247 長野県 株式会社丸眞製作所
水素雰囲気下における金属部品の脆化を防止する表面処理部品の試
作開発

1931 20120253 長野県 Nikki Fron株式会社 長繊維熱可塑性プラスチックの成形加工サイクル短縮による量産化

1932 20120258 長野県 イデアシステム株式会社
高速検索機能を組み込んだハイブリッドデジタルレコーダーシステムの
試作開発

1933 20120262 長野県 ゴコー電工株式会社 分割コアモータの超高出力等の技法開発と製品化

1934 20120264 長野県 有限会社スワコ精密工業 難削材加工の技術開発による光学・医療分野への進出

1935 20120265 長野県
株式会社西澤電機計器製作
所

ロービジョン（弱視）患者の“視”生活を快適にする拡大読書器の開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

1936 20120266 長野県 株式会社桜井製作所
プレス加工における小径絞り部品の内側バリ無側面穴加工順送金型の
開発

1937 20120268 長野県 株式会社ナディック 卓上型微細パイプ横穴プレス加工機の開発

1938 20120270 長野県 中野スタンピング株式会社 先端加工設備導入による超短納期試作が対応可能な生産体制の構築

1939 20120272 長野県 株式会社竹屋 大豆煮汁の水素発酵を利用したエネルギー変換システムの開発

1940 20120273 長野県 株式会社エプテック 抗菌・防かび・防藻機能を付加した無電解ニッケルめっき皮膜の開発

1941 20120275 長野県 長野鍛工株式会社
熱間+冷間複合鍛造工法による小ロット高精度鍛造品の生産技術の確
立

1942 20120277 長野県 株式会社八光 液状シリコーン成形における多品種生産方式の試作・開発・商品化

1943 20120278 長野県 株式会社小松製作所 小水力向けポンプ逆転水車の低コスト・高効率化に関する開発事業

1944 20120282 長野県 ミマキ電子部品株式会社 小型画像認識装置の開発

1945 20120283 長野県 株式会社カンノ アルミニウム合金製造品種の多様化

1946 20120285 長野県 塚田理研工業株式会社 真空成膜法による　機能性及び加飾　付加の方法の確立

1947 20120290 長野県 株式会社ソーデナガノ 複雑多様な金属片へのチップ接合モンジュール品の試作開発

1948 20120292 長野県 オリオン精工株式会社 薄肉ステンレスパイプ冷却器の溶接技術開発・確立と設備投資

1949 20120300 長野県 株式会社メクトロン
マテリアルフローコスト会計（ＭＦＣＡ）プロセスを見える化する生産管理
システムの開発

1950 20120302 長野県 株式会社長鍛豊田製作所
エンジンバルブ鍛造用加熱装置の高度化による超多品種小ロット生産
ラインの構築

1951 20120304 長野県 信光工業株式会社 省エネ環境配慮型・多機能対応試作開発ラインの導入

1952 20120310 長野県
オリジンバイオテクノロジー
株式会社

液体培養菌糸植菌装置の開発

1953 20120318 長野県 株式会社ミナミサワ 省スペース型後付け自動水栓機器の開発

1954 20120320 長野県
ジェーシーシーエンジニアリ
ング株式会社

高速トップビューパッケージ受発光素子検査装置の開発

1955 20120321 長野県 サン工業株式会社 車載オートマチック機構部品への高機能アルマイト処理試作開発

1956 20120324 長野県 株式会社みやま 金属の樹脂への代替によるスーパーエンプラ自動車部品の試作開発

1957 20120328 長野県
多摩川テクノクリエイション株
式会社

ボーイング７３７ＭＡＸ搭載ＬＶＤＴの試作開発と高精度自動巻線機の開
発

1958 20120334 長野県 株式会社オーク電子 LED曲面発光型防犯灯の開発

1959 20120341 長野県 株式会社サーキットデザイン 小型動物用ＧＰＳ首輪の開発

1960 20120343 長野県 有限会社シナノ精密 受託加工品の高精度、短納期化に対する対策の強化

1961 20120349 長野県
有限会社ファインフォーミン
グ

アルミ鋳造鍛造法における小口化、短納期化に対応できる金型鋳造プ
ロセスの構築



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

1962 20120353 長野県 中央印刷株式会社 アルミ蒸着コールドホログラム箔による偽造防止印刷の開発

1963 20120362 長野県 株式会社オリジナルマインド セミプロ向け低価格CNC工作機械シリーズの開発

1964 20120367 長野県 株式会社日邦バルブ エネルギー損失を半減した水道用逆流防止器の事業化

1965 20120370 長野県 株式会社ニューオーディオ
高出力発光ダイオード向けの耐光性・耐熱性に優れた高機能放熱材の
試作開発

1966 20120372 長野県 株式会社小松プレシジョン
プレス化への工法転換を可能とする精密圧縮プレス加工技術の確立と
この技術利用による事業拡大

1967 20120373 長野県 有限会社高橋製作所 マイコンガスメーター用新構造小型感震器の開発

1968 21120052 岐阜県 余語匣鉢株式会社
セラミックス製容器の製造において、乾燥工程の短縮化及び省力化を
する造粒装置の導入

1969 21120059 岐阜県 日研株式会社
クロムフリー遮熱黒顔料による塗装プロセスにおける環境対策と省エネ
ルギー性付与

1970 21120062 岐阜県 株式会社DArt 自転車に代わる安全・軽快な次世代パーソナルモビリティーの開発

1971 21120063 岐阜県 株式会社テクノ共栄
自動車用ターボチャージャー向け鋳造用金型の高能率切削加工による
短納期化

1972 21120066 岐阜県 八幡化成株式会社
電動射出成型機導入による汎用樹脂(ポリプロピレン、ポリエチレン、
ABS樹脂等)製品の多品種・小ロット・短納期生産体制の強化と品質向
上の両立

1973 21120068 岐阜県 古川自動車鈑金有限会社 次世代の超高張力鋼板に対応した　スポット溶接機の導入

1974 21120069 岐阜県
株式会社東海メディカルプロ
ダクツ

多機能部材チューブの新工法開発

1975 21120078 岐阜県 株式会社文晶堂 鋼材切断面の酸化皮膜除去とバリ取り装置の開発

1976 21120080 岐阜県 株式会社ヒラタ
「より薄く」「より軽く」のニーズに応える超薄肉成型を実現するプラスチッ
ク成型品の試作開発

1977 21120081 岐阜県 株式会社山口製作所 砂型造形や流動解析等の鋳造技術確立による大型鋳造品の試作開発

1978 21120082 岐阜県 ピーピーエル株式会社
災害時の停電に備えた電動工具用バッテリーパックを活用した直流LED
照明灯用省エネ型「無停電コンバーター」の試作開発

1979 21120084 岐阜県 丸嘉工業株式会社 電磁ステンレス鋼を用いた鍛造および切削加工の試作開発

1980 21120085 岐阜県 藤沢工業株式会社 生産拡大・表面仕上げ美化事業

1981 21120086 岐阜県 株式会社ミノグループ
三次曲面に均一追従をした高信頼性回路形成用ハイブリッド印刷技術
の開発

1982 21120092 岐阜県 株式会社水野鉄工所
工具研磨機導入で航空機の難削材用最適工具開発により部品加工市
場の確保

1983 21120094 岐阜県 株式会社モールデック
『ワンストップ技術情報共有システム』活用の短納期・高品質プラスチッ
ク金型の試作開発

1984 21120096 岐阜県 関西触媒化学株式会社
硝酸ニッケル製造におけるコア工程の自動化による生産性向上と品質
安定化

1985 21120098 岐阜県 クマクラ工業株式会社 「紛体用サイロ装置の開発」

1986 21120099 岐阜県 西垣ポンプ製造株式会社
渦巻きポンプの性能向上・長寿命化、及びその量産化に向けた試作開
発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

1987 21120100 岐阜県 株式会社サイエンスネット 太陽光発電装置の発電量等を評価分析する管理システムの試作開発

1988 21120104 岐阜県 株式会社ソトージェイテック 設備投資による織物サンプル反製織工程の内製化

1989 21120107 岐阜県 長良製紙株式会社 ガラス合紙(再生紙)へ紫外線を照射する装置の開発

1990 21120113 岐阜県 株式会社セイネン
排水や汚染土壌の有害物質等の除去・無害化が安全にできる循環型
社会に貢献する『安定的な「酵素」』の開発

1991 21120115 岐阜県 川嶋工業株式会社 包丁生産における研磨工程の機械化技術の確立

1992 21120116 岐阜県 葵工機株式会社 CFRP（炭素繊維複合材料）のトリミング作業への新規参入

1993 21120117 岐阜県
株式会社ユニドコーポレー
ション

崩落した橋梁、法面などの危険区域での、無人自律飛翔体ＵＡＶによる
遠隔３Ｄ測量

1994 21120119 岐阜県 有限会社トリオ商事
長尺角型セラミック製品の生産性改善による市場獲得と省エネルギー
化

1995 21120122 岐阜県 株式会社山村製作所
住宅用太陽光発電システム向けパワーコンディショナ（略称パワコン）の
部品の短納期化

1996 21120124 岐阜県 株式会社田中鉄工所 複合NC旋盤加工による新技術の取り組み

1997 21120125 岐阜県 株式会社坂井製作所 洗浄工程全自動プロジェクト

1998 21120127 岐阜県 足立工業株式会社 内視鏡下外科手術用、高機能細径鉗子の試作開発

1999 21120128 岐阜県 株式会社深見製作所 レーザー溶接技術の確立による医療機器等の試作開発

2000 21120130 岐阜県 タイムオートマシン株式会社
高密着性表面を実現する樹脂・ゴムの塗装・印刷及び接着前処理用低
温フレーム溶射装置の試作開発

2001 21120131 岐阜県 中部クリーン株式会社 切削加工液の懸濁物質を取り除く遠心分離器の試作開発

2002 21120132 岐阜県 岐セン株式会社
マイクロ・ナノファイバー織編物の微細立毛加工による高感性・高機能
商品の開発

2003 21120134 岐阜県 長谷川刃物株式会社 ダンボール開封専用カッターの生産方式改善事業

2004 21120135 岐阜県 有限会社大堀研磨工業所
多品種少量部品の短納期、超高精度研削加工で付加価値の高い市場
開拓

2005 21120136 岐阜県 株式会社和晃精工 プレス金型短納期サイクル化の実現

2006 21120137 岐阜県 岐垣鋼業株式会社 スカラロボット用高回転減速機の新型偏芯シャフト試作・開発

2007 21120141 岐阜県
ミズタニバルブ工業株式会
社

トータルコスト削減を目指した簡易施工配管部材および補修・周辺部材
の新規開発

2008 21120145 岐阜県 岐阜ギヤー工業株式会社 自動車用量産歯車の加工工数を削減する複合転造工具の開発

2009 21120151 岐阜県 株式会社水生活製作所
銅合金製水栓の樹脂転換と３次元造形機による構造研究及び開発ﾘｰ
ﾄﾞﾀｲﾑ短縮

2010 21120153 岐阜県 株式会社ビー・アイ・テック
熱可塑性PEEK樹脂の超流動性を活用した高速・高性能プレス成形装
置の開発

2011 21120157 岐阜県 株式会社エスウッド
内装用不燃桧ストランドボードの低コスト化のための設備導入および試
作開発

2012 21120163 岐阜県 グランデックス株式会社 反射防止フィルム向け低価格ナノ中空シリカ粒子の開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

2013 21120167 岐阜県 有限会社深尾鉄工所 オンリーワン超精密切削技術の開発

2014 21120171 岐阜県
岐阜プラスチック工業株式会
社

熱可塑性樹脂によるハニカム構造体サンドイッチボードの３Ｄ成形加工
技術を用いた量産技術開発

2015 21120175 岐阜県 新世日本金属株式会社 レーザー加工機の無監視製造システム導入

2016 21120179 岐阜県 福田刃物工業株式会社
新規加工用装置の導入に伴う高精度の刃物及び工作機械部品の販売
力強化

2017 21120183 岐阜県 株式会社東海パウデックス
CADデータと３Dプリンターによるモデリングとの比較分析による溶接技
術の確立

2018 21120185 岐阜県 有限会社花村製作所
鋳造の砂型製造に関する自動造型機の導入及びその製造ライン新設
による競争力強化

2019 21120186 岐阜県 関戸機鋼株式会社
スパーギヤー10における生産プロセスの見直しによる価格競争力の向
上

2020 21120187 岐阜県 コーテック株式会社 インクジェットプリント方式によるロールスクリーン用生地の開発

2021 21120190 岐阜県 河合石灰工業株式会社
遮熱部品やレーザー加工を容易にする紫外線～赤外線吸収ベーマイト
の量産化検討

2022 21120193 岐阜県 東海理研株式会社
ＩＣキーを使用した入退管理装置の試作開発および製造管理システムの
構築

2023 21120197 岐阜県 株式会社臼田工業 試作部品の小口化・短納期化に対応した新・生産管理システムの開発

2024 21120198 岐阜県 林輝工業株式会社 航空分野における飛翔体の地上発射用架台の試作開発

2025 21120200 岐阜県 株式会社東海技研 ワイヤーカット放電加工機による超硬合金の微細加工法の確立

2026 21120201 岐阜県 有限会社高橋鉄工所 競技用車椅子向け3次元形状部品の高効率切削加工技術の開発

2027 21120205 岐阜県 株式会社ヤマセ 粘土鉱物を使用しないタイル用原料の開発

2028 21120211 岐阜県 株式会社ワイケーテック
植物繊維を用いた薄型・軽量、低コストの不燃ボードの試作開発

2029 21120213 岐阜県
株式会社イマオコーポレー
ション

多品種少量生産にフレキシブルに対応した組立式引込み治具の試作
開発

2030 21120215 岐阜県 株式会社インフォファーム
森林間伐提案時における所有者合意形成活動を具体化する営業ツー
ルの改良

2031 21120220 岐阜県 株式会社ミュウ
ハイテクとローテクの融合により伝統的製法を可能とした理美容鋏の試
作開発

2032 21120221 岐阜県 株式会社安桜 赤外線センサーを用いた業務用既設蛇口取替型自動水栓の開発

2033 21120222 岐阜県 生駒鍍金工業株式会社
脱塩素加工油を使用したステンレス製深絞りプレス部品の脱塩素洗浄
処理技術の確立

2034 21120225 岐阜県 岡村機工株式会社
三次元ＣＡＤおよびそのデータを利用するベンダーの導入による、製品
の納期短縮、生産効率アップ

2035 21120227 岐阜県 日比野化学工業株式会社
分解期間を制御可能とした生分解性プラスチック容器の開発と製造・販
売

2036 21120228 岐阜県
ツキオカフィルム製薬株式会
社

微粒子コーティングを用いた医薬品原末の苦味マスキングの試作開発

2037 21120233 岐阜県 株式会社カネキ製陶所
進化型光触媒担持多孔質セラミックスTioCERA（ティオセラ）試作用設備
の構築

2038 21120234 岐阜県 石川技研工業株式会社 新素材超精密加工化プロジェクト



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

2039 21120235 岐阜県 Y’sTEXTILE
織物ならではの凹凸のある付加価値の高いノベルティの開発・製造・販
売事業

2040 21120236 岐阜県 株式会社林鋳造所
鉄道車両ブレーキキャリパー向け鋳物素材の流動・凝固解析を用いた
歩留まり率向上

2041 21120241 岐阜県 有限会社アルファー工房 歯科補綴物の新素材のための射出・真空成形装置の開発

2042 21120245 岐阜県 株式会社ハシマ
縫製業界向け全自動延反機械における、4軸サーボモーター用組込み
ソフトウェア制御による試作開発

2043 21120248 岐阜県
株式会社フタバモデル製作
所

プレス成形によるカーボン部品の製作、成形技術の確立

2044 21120252 岐阜県 株式会社エヌテック ロータリー式　検査装置の開発

2045 21120253 岐阜県 株式会社太平洋久世製作所
自動車用タイヤバルブの小ロット、多品種、短納期、及び次世代タイヤ
バルブに対する事業

2046 21120254 岐阜県 株式会社協和製作所
山木・谷木木口加工及び汎用切削加工が可能で多機能な軸傾斜丸鋸
盤の試作品開発

2047 21120255 岐阜県 株式会社ダイワ
塗装ロボットの導入によるワンストップサービスの実現と、新塗装技術
の開発普及

2048 21120256 岐阜県
デジックスアンドリンク株式
会社

暗号キー運用による商品授受のための暗号キー付き冷蔵ロッカーと、
暗号キー付き冷蔵ロッカーを用いた『移動買い物難民向けステーション』
の管理ハードウェア及びソリューションの試作開発

2049 21120263 岐阜県 キョーラクテクノ株式会社 プラスチック２色（２種材）成形の低コスト・短納期に向けた開発

2050 21120266 岐阜県 有限会社金森工業 ステンレス溶接の品質及び生産能力向上による医療分野の売り上拡大

2051 21120267 岐阜県 株式会社メトーカケフ
世界初、超薄型・軽量シートソーラーの開発及びその設置可能な新工
法の開発

2052 21120269 岐阜県 ミワマサニット株式会社
弾性ポリウレタン糸を使用したハイストレッチプレーティング切替ストライ
プニット編地の開発

2053 21120270 岐阜県 佐伯綜合建設株式会社
アラミド繊維と鉄の締結を用い、短納期、低コストで耐震強度の高い耐
震補強製品の試作・開発

2054 21120272 岐阜県 東海神栄電子工業株式会社
プリント配線板のリファレンスにおける新工法の開発及び生産体制の確
立と販売市場の開拓

2055 21120273 岐阜県 日本熱処理株式会社 少量多品種生産への対応を可能とする熱処理工程の小口・短納期化

2056 21120274 岐阜県 アダプトゲン製薬株式会社
ニュートリゲノミクスにより有効性に関する科学的根拠を取得したヒアル
ロン酸健康食品の開発と医療系販路の開拓

2057 21120275 岐阜県 高木煙火株式会社 煙火製造工程の機械化

2058 21120276 岐阜県 水谷産業株式会社 ＰＦ（無孔性）ダイカスト法の確立

2059 21120285 岐阜県 株式会社DMテクノス
超硬材に替わる新セラミック材料を使用した、アルミニウム押出し金型・
引抜き用プラグの開発・製作

2060 21120287 岐阜県 株式会社岩田製作所
多機能位置決め器具（セットカラー）の品質向上、原価半減のための座
ぐり専用機の開発

2061 21120290 岐阜県 有限会社エドランド工業 機械刃物の切れ味と耐久性を高める刃物加工技術の確立

2062 21120291 岐阜県 艶金化学繊維株式会社
多品種小ロット向け、省エネルギー、生産効率のアップによる短納期対
応のための繊維染色整理加工用乾燥機の改良

2063 21120292 岐阜県 三星ケミカル株式会社
プラスチック製品の軽量化／肉薄化を実現する「グラスウール」コンパウ
ンド樹脂の試作開発

2064 21120294 岐阜県 山一商事株式会社
新たな農法を生み出すための有機微生物（好気性活性微生物群）を利
用した土壌改良体系化事業計画



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

2065 21120300 岐阜県 株式会社堀正 特殊プロッターで直に経糸にプリントした織物の商品化事業

2066 21120301 岐阜県 有限会社システムエムピィ 綿基布インクジェット捺染の前処理システムの開発

2067 21120303 岐阜県
シーエムシー技術開発株式
会社

CMC/樹脂多孔資複合材を用いた自動車用安全センサの開発

2068 21120305 岐阜県 徳田工業株式会社 航空部品の無人連続加工を可能にする革新的な生産技術開発

2069 21120311 岐阜県
天龍エアロコンポーネント株
式会社

下請け脱却に向けた複合材材料受入試験用小型オートクレーブ導入

2070 21120315 岐阜県 有限会社三高金型
樹脂金型製造の精度向上と短納期化及び、高精度加工の他分野への
転用

2071 21120320 岐阜県 株式会社東海技研工業 電気自動車用普通充電スタンド・筐体溶接品質改善事業

2072 21120323 岐阜県 株式会社マルセパン 糖尿病患者向け（糖質制限）のパン（発酵食品）の試作開発

2073 21120324 岐阜県 日研ツール株式会社
自動車産業における環境対策部品の規制強化に伴う高精度ノーズＲ工
具の安定供給化計画

2074 21120334 岐阜県 株式会社下川精工
ニッチ分野に特化した製品（耳掃除器）と製品の樹脂加工技術の改善及
び生産体制の確立

2075 21120338 岐阜県 板津刃物株式会社
高出力レーザーマーカーを導入し業務用包丁のロゴの品質向上及び短
納期や小口化への対応事業

2076 21120345 岐阜県
カイインダストリーズ株式会
社

医療器具の多品種化に対応するロボット及び画像処理を利用した組
立・検査技術の確立

2077 21120349 岐阜県 株式会社渡辺製作所
あらゆるプラスチック素材に対応するための射出成形機・押出機のスク
リュー製品開発

2078 21120351 岐阜県 朝日興業株式会社
自動車用プレス金型の大型化対応設備の導入、複雑化、納期短縮、対
応技術の確立

2079 21120352 岐阜県 吉田木材株式会社 建具製造事業

2080 21120354 岐阜県 名西テクモ 鋳造用模型製造の全工程をITの活用により自動化する試み

2081 21120355 岐阜県 合資会社杉山製作所
ｻﾌﾞｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ搭載NC自動盤導入による生産ﾌﾟﾛｾｽの強化および少量多
品種生産体制の確立

2082 21120356 岐阜県 株式会社マルケン工業
油機パイプ切削加工の生産効率向上・生産コスト削減のための設備導
入計画

2083 21120357 岐阜県 株式会社信立 複合旋盤による短納期対応

2084 21120364 岐阜県 東濃コアー株式会社 新生産設備の導入計画

2085 21120365 岐阜県 株式会社河村製作所 ガス腐食を防止する入子分割型プラスチック金型の確立

2086 21120366 岐阜県 株式会社富信 検査機能付出荷装置の製作により六角穴付ボルト短納期化の実現

2087 21120369 岐阜県 富山建材株式会社
住宅造作材用素材のプレス加工・カット加工・モールディング加工を組
合わせた一貫生産体制の確立

2088 21120374 岐阜県 鍋屋バイテック株式会社 コスト競争力・リードタイム短縮を実現させるバリ取り工程自動化

2089 21120377 岐阜県 株式会社エフ・ピー・エス チタン蒸着高機能光触媒ナノフィルターの試作・開発

2090 21120378 岐阜県 株式会社関ヶ原製作所 フォトマスク用ガラス基板加工事業拡大



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

2091 21120381 岐阜県 エーティー技研株式会社 天然由来素材の不燃化技術の開発

2092 21120383 岐阜県 ユニオン機工株式会社
精密ダイカスト技術の確立により金型寿命の倍増及びコストと環境の改
善

2093 21120384 岐阜県 株式会社トミタ 新型切断機及び３次元NC加工機の導入による労務の省力化

2094 21120385 岐阜県
エーピーシーエアロスペシャ
ルティ株式会社

機体部品の精密鋳造化とアルミ薄肉配管の溶接

2095 21120386 岐阜県 日新蜂蜜株式会社 醗酵黒ニンニク抽出液製造

2096 21120387 岐阜県
カーボンファイバーリサイク
ル工業株式会社

人工鋳物砂の連続焼成再生装置の開発

2097 21120388 岐阜県 株式会社東知 ゴム練生地シート分出し及び冷却設備の導入

2098 21120389 岐阜県 株式会社ライクスタカギ 「小食化」対応商品開発

2099 21120390 岐阜県 株式会社KMIMPRESS 軽量小型省エネサーボモータ応用裁断機を試作開発

2100 21120391 岐阜県 株式会社ミサト工業 新コンセプトの医療用ピンセット開発

2101 21120392 岐阜県 株式会社MARUKA 硝酸性窒素汚染地下水環境改善のための浄化材製造装置の開発

2102 21120394 岐阜県 豊実精工株式会社 超微粒子皮膜と機能性粒子による複合めっきの開発

2103 21120395 岐阜県 有限会社桜井ダイカスト工業 溶解段取りを削減にする特殊材使用ダイカスト製造プロセスの確立

2104 21120399 岐阜県 株式会社伊藤精密製作所 電気自動車関連部品獲得の為の工具開発と検査機能の拡充

2105 21120401 岐阜県 株式会社佐々木コーティング
塗工機のデジタル化改造による制御コントロール装置の開発と装置の
導入

2106 21120404 岐阜県 株式会社フクシマ化学 多品種、短納期に対応する為の設備増強計画

2107 21120406 岐阜県 株式会社高田工業 プラスチック成形品の製品の測定効率化

2108 21120407 岐阜県 株式会社マツバラ興業 鋳物中子用低臭気砂の実用化に向けた試作開発

2109 21120411 岐阜県 株式会社タカダ創美 防音・遮音等帆布製品の品質及び生産性の向上による事業拡大

2110 21120412 岐阜県
株式会社ナガセインテグレッ
クス

高剛性・軽量化を考慮した超精密加工機械の最適設計対応ソフトウェア
の開発

2111 21120413 岐阜県 三島精器株式会社 ベンダー機（鉄板曲げ加工機）導入による、短納期対応能力の向上

2112 22120073 静岡県 株式会社共栄製作所 ハイブリッド・電気自動車用特殊端子の開発

2113 22120074 静岡県 富士工業株式会社 超音波振動切削による高能率加工技術の開発

2114 22120076 静岡県 昭和金型工業株式会社 金型内中空部品組立システムを用いた試作開発

2115 22120078 静岡県 株式会社キャップ 高速昇温冷却温調金型による成形装置の高度化開発

2116 22120079 静岡県 株式会社フジキカイ
研磨材不要で、より精密加工が可能な「レ－ザ－ブラスト装置」の試作
開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

2117 22120080 静岡県 古山精機株式会社 高精度・低コストが要求される部品の切削・研削加工の製法開発

2118 22120082 静岡県 株式会社岡田製作所 面押しフックの開発

2119 22120083 静岡県
株式会社ユニオンパ－ツ工
業

シェル中子を用いたダイカスト鋳造の試作開発

2120 22120084 静岡県 神谷理研株式会社
ＡＶ機器向けアルミニウム素材への光沢黒色無電解ニッケルめっきの
開発

2121 22120088 静岡県
クリエイティブテクノロジ－株
式会社

金型冷却水タンク新仕切り板開発事業

2122 22120089 静岡県 株式会社今泉鋳造鉄工所 三次元測定機導入による高精度機械加工技術の確立

2123 22120093 静岡県 オーム電機株式会社 高発熱密度の熱源冷却用冷凍サイクル式コールドプレートの開発

2124 22120096 静岡県 株式会社サンウエルド
ＮＣ裁断機導入による「生産・原価」の各面で競争力を高めた一貫生産
方式への移行

2125 22120099 静岡県
株式会社オンデマンド研究
所

GHSラベル発行用150mm幅プリンター（サーマル転写方式）試作開発

2126 22120102 静岡県 株式会社平野工業製作所 超硬丸鋸切断加工技術の高精度化による低コスト製品の提供

2127 22120103 静岡県 株式会社オーテック 「新たな洗浄方式の確立による生産プロセス強化」

2128 22120105 静岡県 株式会社モールド技研
振動溶着工程導入による金型・治具設計から製品化までのプラスチック
成形品の一貫生産体制作り

2129 22120106 静岡県 エウレカ・ラボ株式会社 羽根せん断機能とミル機能とを一体化した微細化装置の試作・開発

2130 22120107 静岡県 橋本螺子株式会社
小口化・短納期化を実現する医療機器へのレーザーマーキング手法の
開発

2131 22120112 静岡県 三和メタル工業株式会社
道路用遮音壁として使用する「高耐侯性能アルミカバー製品」の試作開
発事業

2132 22120116 静岡県 株式会社精研 二次加工を不要とする超高精度切削加工技術の確立

2133 22120119 静岡県 第一工業株式会社 高トルク対応型アウトサートナットの開発

2134 22120125 静岡県 大宮精機株式会社
押出成形機用 クロスヘッドの小口化・短納期化のための試作開発及び
設備投資

2135 22120126 静岡県 株式会社ハイタック 高精度な小径加工機開発

2136 22120128 静岡県 株式会社旭洋工業製作所 コイルスリッタ－用　自動刃組み装置開発

2137 22120129 静岡県 有限会社タテック工業 下降式プレスブレーキの導入による小口化・短納期化への対応力強化

2138 22120130 静岡県 株式会社奥田 電子部品搬送用紙キャリヤテープの高速生産技術の開発

2139 22120135 静岡県 株式会社ナユタ ニッチ分野特化型の全天候型全周照射ＬＥＤ照明試作事業

2140 22120139 静岡県 株式会社ナカハラ 難削材・高硬度材深穴加工短時間・高精度切削技術を開発

2141 22120142 静岡県 清水電装株式会社 船舶用航海灯の試作開発

2142 22120143 静岡県 静パック有限会社 在庫・製造・入出荷管理サプライチェーンシステム導入



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

2143 22120144 静岡県 有限会社管造型工業 医療用ＬＥＤ照明機器の試作開発

2144 22120146 静岡県 株式会社大井製作所 超高速製材を実現するための革新的送材装置の試作開発

2145 22120150 静岡県 ハマニ化成株式会社
多品種・短納期の開発実現の為の簡易カットプログラム作成方式の確
立

2146 22120151 静岡県 日本防振工業株式会社
共振に対する効果的な減衰機構を付した高精度位置決め用ハニカム定
盤の開発

2147 22120157 静岡県 株式会社カナサシ重工
液状化現象発生時における地下埋設飲料水兼用耐震性貯水槽(60ｔ,40ｔ
型)の浮上防止機能付き製品の開発

2148 22120169 静岡県 株式会社木村鋳造所
消失模型鋳造法による鋳鋼鋳物生産の高度化により多様な顧客ニー
ズに対応する

2149 22120171 静岡県 株式会社ユニオン・マエダ
単品部品加工屋からアセンブリ製品製造メーカへの脱却のための独自
生産管理システム導入

2150 22120174 静岡県 株式会社いなさ 自社による短納期、ワンストップ化のための極薄塗膜塗装製品の開発

2151 22120175 静岡県 エムズジャパン株式会社
レジン・インジェクション・バキューム（ＲＩＶ）法成形による、マンホールト
イレ製品の開発

2152 22120178 静岡県 東陽機業株式会社
拡大する人工血管市場に対応可能な新ニードル式に依る織布技術の
確立

2153 22120179 静岡県 有限会社ツカサテック 多品種少量生産・短納期化のニーズに対応可能な体制強化

2154 22120180 静岡県 サカイ産業株式会社 広幅扁平炭素繊維織物の開発

2155 22120184 静岡県 高村工業株式会社 世界初ダブルコートカチオン電着塗装の更なる品質向上

2156 22120186 静岡県 株式会社友藤製作所 ワンランク上の加工精度向上へ品質管理平準化事業

2157 22120187 静岡県 株式会社三協 業界Ｎｏ.1を目指し・新ソフトカプセルライン（充填～乾燥）の開発

2158 22120188 静岡県 浜松ガスケット株式会社
エンジン用メタルガスケットにおける、試作品製作前に評価を可能にす
る開発手法の確立

2159 22120189 静岡県 東静工業株式会社
非接触光学式測定器により、消失模型鋳造法の模型製作における検査
工程を革新する。

2160 22120190 静岡県 株式会社サムウェイ デジタル信号処理を用いたNMR装置の開発

2161 22120191 静岡県 株式会社増田鉄工所 大型ワイヤー放電加工機導入によるプレス金型の精度向上と短納期化

2162 22120198 静岡県
プラスチック加工興和株式会
社

「省エネに有効な高強度軽量精密歯車加工用ホ－ニング砥石の開発」

2163 22120201 静岡県 エコン株式会社 汎用普及型ソフト始動器の新製品開発

2164 22120202 静岡県 セイリン株式会社 鍼灸針の部品(鍼管)の製造方式変更及び内製化

2165 22120203 静岡県 セイカ電子工業株式会社
プリント基板製造実装クリームハンダ印刷工程への新技術導入による
実装方法の多様化

2166 22120204 静岡県 株式会社ビートセンシング 真空滅菌器用過酸化水素センサーの開発

2167 22120212 静岡県 株式会社マイクロフィックス 極細精密金属管の探傷センサの開発、販売

2168 22120213 静岡県 東洋電産株式会社
中国等アジア諸国にできない超短納期、超高品質、小ロットの高付加価
値鋳造試作事業



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

2169 22120222 静岡県 株式会社東商 肥料形状変更による差別化商品の開発

2170 22120228 静岡県 有限会社シュウテック 厚板鋼板のスーパーブランク型の開発

2171 22120229 静岡県 有限会社ＯＭテック
メタルアート（金属を用いた工芸製品）製品製作技術向上及び市場開拓
業務

2172 22120231 静岡県 大石測器株式会社 微細表面欠陥を高精度・高速度で検出する装置の試作・開発

2173 22120232 静岡県
株式会社ジープロシューマー
ズ

中小零細企業向けクラウド型勤怠管理サービス

2174 22120233 静岡県 株式会社佐藤工機 純アルミ材冷媒分配器の切削加工自動化による小口・短納期化

2175 22120236 静岡県 エフ・シー・アイ株式会社 ポリアセタールアロイの新製造法

2176 22120238 静岡県 松本加工株式会社 ホットメルトの低圧成型技術に特化した競争力の強化

2177 22120239 静岡県 駿河ダイテック株式会社 連続成形に対応した熱間プレス成形用金型の試作開発

2178 22120241 静岡県
株式会社ブローチ研削工業
所

 生産管理システム導入によるNC設備の稼動能力向上／競争力強化

2179 22120243 静岡県 ユウセイ樹脂株式会社
少量多品種向け立体真空成型品打ち抜き工程へのトムソン刃型適用自
動機構の開発

2180 22120245 静岡県 イオインダストリー株式会社
自動車の内装デザイン樹脂部品におけるメタリック材着樹脂の意匠向
上成形品の試作開発

2181 22120249 静岡県 丸長鍍金株式会社
「パイプ等の内部メッキ技術の設備化・事業化」と「ＳＵＳ鋼の電解研磨
の開発・事業化」

2182 22120252 静岡県 有限会社ティケイ縫製
四輪車シート縫製加工の品質向上、及び生産体制のロス回避、迅速一
貫生産システム構築

2183 22120253 静岡県 土屋興業株式会社 全せん断金型における高剛性、長寿命金型部品の試作開発

2184 22120257 静岡県
有限会社三河工機袋井製作
所

ダイカストマシン導入によるミッション部品の増産・短納期ニーズに対応

2185 22120259 静岡県 協同組合ＨＡＭＩＮＧ 床擦れ防止用寝返り補助器の開発／製造

2186 22120263 静岡県 有限会社白井製作所 正確な工程リードタイムの把握による短納期、低コスト化の実現

2187 22120266 静岡県 株式会社ミヤキ
高速電解処理を活用した、セル式アルマイト処理装置開発とサービスの
提供

2188 22120268 静岡県 アベメイカーズ株式会社 製薬メーカー向け攪拌機タンク製造工程の短縮化による競争力強化

2189 22120270 静岡県 株式会社フジタ 生産性及び品質の向上と管理

2190 22120271 静岡県 青木工業株式会社
溶着によるプラスチック接合の短納期・低コスト化を実現する、金型レス
溶着機の試作開発

2191 22120272 静岡県 株式会社鈴木楽器製作所
「新しい演奏方法」「新しい演奏の楽しみ方」を実現するハーモニカの試
作開発及び製造販売

2192 22120273 静岡県 株式会社ケイアイ静岡 油含浸処理（OLAC）量産化設備投資計画

2193 22120276 静岡県 株式会社フジ技研 多工程プレス金型の効率化

2194 22120281 静岡県 株式会社松永商店 小口化・短納期化型に対応する新基幹管理システムの導入



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

2195 22120283 静岡県 株式会社エクセルジャパン ３Ｄプリンタ－用　汎用樹脂の開発

2196 22120289 静岡県 フジ精工株式会社
マグネシウム合金への新規表面処理技術の開発と軽量照明器具の試
作

2197 22120290 静岡県 株式会社上田紙工機 金属加工部品高度化事業

2198 22120296 静岡県
株式会社鈴木スプリング製
作所

金属を代替えする樹脂製ばね部品の加工技術の確立

2199 22120300 静岡県 川口細巾織物株式会社 耐震補強用ベルトの試作開発と生産設備増強（織機）

2200 22120301 静岡県 株式会社榛葉鉄工所
軽量化部品開発及び少量多品種生産に対応したレーザー溶接生産シ
ステムの開発

2201 22120304 静岡県 株式会社ナカキン パンフレットラック／フォトプリンターラックのニッチニーズ対応強化

2202 22120305 静岡県 株式会社セラフト
ジェットタオルにおけるマイクロプラズマ電子部品・デバイスの実装試作
品の活用

2203 22120307 静岡県 江間工業株式会社 離型剤自動スプレーロボットの導入によるコスト競争力強化の実現

2204 22120308 静岡県 株式会社ケージーケー 「次世代バリ取り機」の開発

2205 22120310 静岡県 株式会社協栄製作所
高精度鏡面金型製作技術を確立し、金型製作におけるコストと製品実
現の開発短納期化を実現

2206 22120311 静岡県 株式会社エイディーディー
超低温技術を利用した薄肉形状品のチャッキング技術と刃先切削性能
向上技術の開発

2207 22120316 静岡県 株式会社遠州
小型軽量で廉価なシートベルト用スルーアンカー及びプレス加工技術の
開発

2208 22120320 静岡県 株式会社富士セラミックス 圧電セラミック素子の量産化製造プロセス技術の開発

2209 22120322 静岡県 株式会社井出鉄工所 超大型複合研磨五面加工機改修工事事業

2210 22120324 静岡県
シナジーオプトシステムズ株
式会社

次世代光部品検査工程の削減、コスト減少を実現させるため、光部品
の搬送部・設置部に位置決め高速化技術を活用した、高精度・高速光
部品検査装置の開発

2211 22120325 静岡県 株式会社木下製作所
少量・試作製品の小口・短納期化を可能とする無人化切削加工技術の
開発と事業化

2212 22120328 静岡県 株式会社長谷川鐵工所 陸上発電用ガスエンジン向け環境負荷低減型高圧空気圧縮機の開発

2213 22120329 静岡県 有限会社岩倉溶接工業所
特殊合金溶接部の信頼性の向上に資する難接合剤の溶接技術の研究
開発

2214 22120330 静岡県 有限会社アステック開発 電気ノイズ耐性評価方法および近傍界電気ノイズ耐性評価装置の開発

2215 22120332 静岡県 有限会社共和製作所
両端加工自動機の導入による低コスト・高品質化に向けた生産プロセス
向上

2216 22120334 静岡県 株式会社トヨコー ハイパワーレーザー塗膜除去ヘッドの開発と事業化

2217 22120335 静岡県 株式会社汐見製作所 ３Ｄビジョンセンサロボットによる多品種少量生産対応ラインの構築

2218 22120336 静岡県 アストム株式会社 実装部品微小化、高精度化への対応による顧客試作開発品の獲得

2219 22120337 静岡県 株式会社ＮＮＨ
ホットチャンバ型鋳造機を用いた薄肉マグネシウムダイカスト部品の研
究開発

2220 22120341 静岡県 ハイステック株式会社 静電容量方式を用いた透明ラベルカウンター機の試作・開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

2221 22120343 静岡県 株式会社浜松ベジタブル 機器組込用小型オゾナイザーの高度制御によるソフトウェア開発

2222 22120345 静岡県 アイ・ピー・テック株式会社 PF（無孔性鋳造）ダイカスト製品の生産プロセス強化

2223 22120347 静岡県 株式会社浅沼技研
高精度・大型3次元測定機による複雑形状鋳造品の計測プロセスの実
現

2224 22120352 静岡県 勝亦精密工業株式会社 車載用小型モータ用シャフトの高精度・高能率加工

2225 22120353 静岡県 佐原工業株式会社 省ランナ・省スペースを目指したハイサクル成形技術の確立

2226 22120354 静岡県 株式会社杉山製作所 多面加工技術によるギヤ加工の高度化及び生産の効率化

2227 22120355 静岡県 マルスン株式会社 CAE（シミュレーション）での精度確保によるパネル初期品質の向上

2228 22120356 静岡県 パスコン株式会社 光センサ、半導体用プリント金メッキ基板の高精度検査事業

2229 22120359 静岡県 城北機業株式会社
高精度加工と高精度測定を合体させた量産技術の確立によるニッチ分
野の開拓

2230 22120361 静岡県 株式会社アサヒピ－.エム 小ロット・短納期部品への対応を可能とする生産管理システムの構築

2231 22120362 静岡県 株式会社ハラダ製茶農園 国内市場の嗜好（味覚）に適した国産烏龍茶の開発

2232 22120364 静岡県 イメージテック株式会社 異方向から計測するアパレル用Ｘ線検針装置の試作開発

2233 22120365 静岡県 株式会社山崎製作所
板金モノづくりシュミュレーションシステムの導入による多品種単品短納
期化の推進

2234 22120366 静岡県 株式会社サイダ・ＵＭＳ
粗ぴき加工から小径の仕上げ加工まで対応し、ミーリングやフライス加
工といった複合加工も可能なＭａｄ　ｉｎ　ｊａｐａｎの２１世紀型普通旋盤（6
尺）の開発

2235 22120367 静岡県 東亜工業株式会社
中国の伝統的な手作り餃子の形状を可能とする画期的な全自動水餃
子製造機の開発

2236 22120369 静岡県 株式会社友照工業
量産加工シュミレ－ション用切削加工条件付き生産に対応するための
高性能高速５軸加工機導入

2237 22120370 静岡県 株式会社山口製作所 組立工数削減・軽量化・リサイクル化対応の為のピポット樹脂化

2238 22120378 静岡県
サンヨーエンジニアリング株
式会社

アルミニウム板金向け絞り成形金型製作技術の開発

2239 22120384 静岡県 日興美術株式会社
【全体最適生産体制】推進化計画
生産管理システム導入・構築による生産プロセスの強化

2240 22120385 静岡県 株式会社青島歯車製作所 互換性のある高精度歯車の開発

2241 22120388 静岡県 株式会社東洋鐵工所 アルミダイキャスト部品のバリ取り５軸ＮＣ加工機の商品化

2242 22120389 静岡県
オーエムプランニング株式会
社

医療機器産業の小口化・短納期化ニーズに対応する切削加工体制の
構築

2243 22120392 静岡県 株式会社明和工業
横型マシニングセンター導入による多様なニーズへの対応と品質およ
び生産効率の向上

2244 22120397 静岡県 有限会社技研産業 ＦＲＰのマテリアルリサイクル方法の確立

2245 22120398 静岡県
株式会社石川工具研磨製作
所

切削加工技術の高度化(高精度・微細化、多品種少量、短納期化)に必
須となる、精密微細刃具の製造及び再研磨工程をマニュアル化し、生
産プロセスの強化を図る



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

2246 22120400 静岡県 株式会社松岡ｶｯﾀｰ製作所
住宅産業における在来軸組木造プレカット『替刃式ＰＣＤダイヤ刃物』の
試作開発

2247 22120401 静岡県 榎本工業株式会社
３Ｄ　ＣＡＤシステム導入による３Ｄ対応と、生産効率改善による短納期
化

2248 22120402 静岡県
日本ニューノーズル株式会
社

精密射出成形機部品の耐久性向上のための熱処理条件と熱処理炉の
メンテナンス方法の確立

2249 22120404 静岡県 有限会社東正電気開発
光受光部品を高性能化させるための溶接技術と異物混入除去方法の
提案サ－ビス

2250 22120405 静岡県 日本ビニロン株式会社
エアークリーナーの一貫生産ラインの構築及び省人化による低コスト製
品の生産

2251 22120408 静岡県 シンコーラミ工業株式会社 押出しラミネート加工における冷却効率アップによる生産性の向上

2252 22120412 静岡県 株式会社テクノサイエンス 透明塗装を検査可能かつ小型・低価格な色認識装置の新型機の開発

2253 22120414 静岡県 株式会社第一樹脂工業 高機能プラスチック製医療用滅菌コンテナの開発

2254 22120416 静岡県 株式会社川口化成 射出成形による『３Ｄ形状アイス容器』の開発製作

2255 22120421 静岡県 株式会社サンケミカル 三次元加工を施した壁面用装飾パネルの試作開発

2256 22120425 静岡県 三興マシニア株式会社 最新汎用フライス盤増設による角物精密試作品の短納期化の実現

2257 22120426 静岡県 河口精機株式会社 燃料電池車におけるガス配管部品のマシンング切削加工試作開発

2258 22120428 静岡県 三明電子産業株式会社 ＦＡ産業向けＷｉｎｄｏｗｓコントローラの開発

2259 22120431 静岡県 株式会社サイダ・FDS
触媒とマイクロ波による協奏的反応場を活用した高温高圧フロー型カッ
プリング反応技術の開発

2260 22120434 静岡県 協和工業株式会社
超短納期を可能にする「精密・複雑形状」の順送プレス製品の生産プロ
セス構築

2261 22120437 静岡県 株式会社ナントー精密 基板実装用、高品質・低価格「吸着ノズル」の開発・製品化

2262 22120439 静岡県 有限会社葛山製作所
高精度デジタルカメラによる自動車部品（プラグ）全方位自動検査機器
の開発

2263 22120441 静岡県 株式会社コーヨー化成
使用者の取り出し不満を解消する新機構のウェットシート容器の試作開
発

2264 22120444 静岡県 栗田産業株式会社
ワイヤー球状化処理システム導入による大物球状黒鉛鋳鉄製造プロセ
スの開発

2265 22120445 静岡県 芝原工業株式会社
小ロット・短納期化に対応可能な体制構築による個別受注品市場の獲
得

2266 22120448 静岡県 ハラダ製茶株式会社 グローバルな嗜好（香り）に適した香り緑茶の開発

2267 22120452 静岡県 渥美工業株式会社
レーザーを用いた局所焼入及び自己冷却による自動車部品の試作開
発事業

2268 22120453 静岡県 株式会社ニッショウ工販 射出成型金型の仕上げ工程の簡素化

2269 22120454 静岡県
橋本エンジニアリング株式会
社

低コスト長寿命チタン注湯ラドルの試作開発

2270 22120458 静岡県
株式会社ヤナギハラメカック
ス

小型ネジ挿入装置の開発

2271 22120461 静岡県 碌々産業株式会社
高い安定性と高い精度を維持し、高度化する客先ニーズに応える微細
加工環境の早期実現



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

2272 22120462 静岡県
株式会社マットエンジニアリ
ング

小口対応を必要とする高精度金型位置決め部品における超短納期一
貫生産体制の構築

2273 22120463 静岡県 有限会社山下精機
三次元測定機の導入による、加工から精密測定までのワンストップ体制
の確立

2274 22120466 静岡県 株式会社メナック
EPS(難燃性発泡スチロール)とPC(ポリカーボネート)の一体成形により
軽量・強化・難燃の各機能を有しユーザーの多様なデザインニーズに応
えられるボードの製造技術の開発

2275 22120471 静岡県 株式会社金子製作所 鋼板の高張力化に適応したプレス生産モデル構築のための試作開発

2276 22120472 静岡県 有限会社ケー・ティー・エス 匠の技の定量化

2277 22120474 静岡県 公進ケミカル株式会社 カーボンナノチューブを用いた機能性コーティング剤の提案

2278 22120475 静岡県 ジーニアルライト株式会社
レーザー光による骨加工装置のレーザーヘッド及び固定アームの開発・
検証

2279 22120477 静岡県 静岡製機株式会社 最先端設備導入による板金工程改革

2280 22120478 静岡県 株式会社京浜工業所 ベアリング用超仕上げ砥石の開発と生産効率化

2281 22120479 静岡県 興津螺旋株式会社 難加工素材の連続二次加工製品試作開発

2282 22120480 静岡県 有限会社前田重工業 杉・ヒノキの樹皮を利用した発酵有機堆肥の試作開発

2283 22120483 静岡県 株式会社アルモニコス 「プレス成型品向け次世代検査手法」の開発

2284 22120486 静岡県 株式会社愛和
ヒヤリ・ハットを防ぐ医療用酸素ボンベの警報機能付き残量モニタの開
発

2285 22120487 静岡県
双和プラスチックス工業株式
会社

クリーンブース設備による安心・安全な医療容器製品の製造計画

2286 22120488 静岡県 株式会社スルガ精密 精密プレス部品におけるコーナーエッジの実現

2287 22120492 静岡県 岳南有機株式会社 新QQ－SAVERの試作開発

2288 22120494 静岡県 株式会社洗心銅鐵工所 生産管理業務システム導入による業務効率化および納期短縮化

2289 22120495 静岡県 ＡｃｒｏｓｓＢｉｏ株式会社 マイクロバブルを用いた簡易発酵槽による微生物培養

2290 22120496 静岡県 株式会社ミズノテック
プレス機械のデジタルサーボ化による、加工技術の向上と工程短縮（低
コスト化）

2291 22120499 静岡県 有限会社モリ工業 高性能エアハイドロサーボプレスの実用化

2292 22120500 静岡県 株式会社東洋機械製作所 生産情報システムの構築

2293 22120501 静岡県 有限会社サンワシステム 高精度切削部品獲得の為の品質保証体制の確立

2294 22120502 静岡県 有限会社三和製作所 高精度切削部品製造技術確立

2295 22120504 静岡県 ケーアイ工業株式会社 精密金属プレス加工機導入による製品のコスト低減と短納期化

2296 22120506 静岡県 大丸工業株式会社
多品種少ロット生産体制強化の実現と細丸線材複雑形状ばねと線加工
品の機械部品開発

2297 22120509 静岡県 株式会社アコヤハイテック 超短納期での試作製作のための複合加工機



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

2298 22120517 静岡県 武藤染工株式会社 伝統産業においての生産の安定化と効率化

2299 22120519 静岡県 株式会社静岡鐡工所
卓上に乗る小型・軽量でありながら、軽金属まで加工できるマシニング
センターの開発

2300 22120520 静岡県
株式会社アルプスエンジニア
リング

NCマイクロブラスト装置による高速部品加工

2301 23120095 愛知県
日本ファンドリーサービス株
式会社

離型剤レスダイカスト法の開発

2302 23120098 愛知県 半田重工業株式会社 油圧シリンダーにおける、ピストンと一体構造チェックバルブの試作開発

2303 23120100 愛知県 株式会社瑞木製作所 超薄型・立モータ部品の試作開発（ダイレクト　ドライブ用）

2304 23120103 愛知県 加藤謙鉄工株式会社 スクリュー式位置決めユニット（標準型）の製造

2305 23120104 愛知県
株式会社伊藤精密工具製作
所

過去の加工実績をデータ化した多品種単品生産向けフィードバック型生
産管理システムの構築

2306 23120105 愛知県 和吾毛織株式会社
新開発による、婦人服一貫生産ブランド「ＴＩＮＡａｎｄＳＵＳＩＥ」の試作開
発

2307 23120106 愛知県 柏工業株式会社
カーデバイス向け精密切削部品の低価格化への生産プロセス強化事
業

2308 23120111 愛知県 株式会社コスモ電装
計算科学を利用しての注ぎ口装着後製品の動的重量測定および枚数
計測

2309 23120114 愛知県 株式会社ナイガイ
縫い代レス縫合生産システムによる高感性・ユニバーサルファッション
対応製品の試作開発

2310 23120116 愛知県 愛知ドビー株式会社
鋳物製ホーロー鍋「バーミキュラ」ブランドの「シェフ向けモデル」の試作・
開発事業

2311 23120117 愛知県 株式会社ケイ・オー
熱処理プレス加工用小型高周波誘導加熱制御装置の試作開発と製品
化および事業化

2312 23120118 愛知県
ディエスピーテクノロジ株式
会社

非線形性の強いトルク特性を持つモータのトリクリップルの低減を実現
できる組込型コントローラの試作開発。

2313 23120119 愛知県 ＫＳコンサルタント株式会社 多機能スイッチセンサを用いた水位計・浸水計の開発

2314 23120120 愛知県 アサヒ繊維工業株式会社 複合繊維を用いて、湿式法で成型したろ過材の試作・開発

2315 23120121 愛知県 株式会社三龍社
安全でシンプル・コンパクトなＰＭ形パルスモータ内蔵のコンベアローラ
の開発

2316 23120126 愛知県 寿金属工業株式会社 自動車用ダイカスト鋳物部品の高効率仕上げ技術の開発・確立

2317 23120128 愛知県 有限会社サンメカトロパーツ 真円精度０．５μ ｍｍ薄物部品及び加工保持具の開発製造

2318 23120129 愛知県
アプリエンジニアリング株式
会社

がん陽子線治療用高密度ポリエチレン樹脂レンズ（ボーラス）の高精度
化、短納期化事業

2319 23120130 愛知県 株式会社高瀬金型 大型フッ素樹脂製の医療機器部品・半導体部品の金型と成形加工技術

2320 23120131 愛知県 テーケー工業株式会社 プレス加工における試作工法の高度化

2321 23120134 愛知県
株式会社メックインターナショ
ナル

鋳造ダイカスト金型用表面処理のコスト低減

2322 23120137 愛知県 株式会社鳥越樹脂工業 プラスチック製品における小ロット、短納期に対応した塗装工程の確立

2323 23120139 愛知県 中村科学工業株式会社 対ガス機能付成形アダプタの試作開発と設計プロセスの高度化



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

2324 23120141 愛知県 株式会社ティーエヌ製作所
高天然素材度・耐熱ポリ乳酸樹脂製・精密射出成形品試作金型開発シ
ステムの確立

2325 23120144 愛知県 株式会社ジーエム
高精度３Ｄスキャン設備導入で、３次元ＣＡＤデータの無い鋳造木型を高
精度で復元！！

2326 23120145 愛知県 アジアクリエイト株式会社 電子部品・デバイスを実装した安全化措置モデル機の試作開発

2327 23120146 愛知県 株式会社ワールドラボ 耐プラズマ性に優れた透明セラミックスの開発と半導体産業への応用

2328 23120147 愛知県 弘陽精工株式会社 ファインセラミックへの微細加工と位置精度の向上及び生産性向上

2329 23120151 愛知県 メタルラボ株式会社
従来の切削工程を不要にした、高強度材の複雑プレス成形工程開発に
よる付加価値製品の製造

2330 23120153 愛知県 株式会社コーエー・テック 高精度ボルト生産における高速化と高品質維持の両立

2331 23120157 愛知県 株式会社レーザックス ＣＦＲＰ（炭素繊維強化プラスチック）高品位高速切断技術の開発

2332 23120158 愛知県 アイラ工業株式会社 食品加工業における廃棄物処理装置の開発

2333 23120163 愛知県 服部エンジニアリング
三次元測定機導入による切削加工工程への測定値の環元と高精度加
工管理体制の整備計画

2334 23120164 愛知県 中津川包装工業株式会社
超高強度段ボールを用いた大型品包装、超重量物包装の製品開発へ
の設備投資

2335 23120165 愛知県 マルムネグラビア株式会社
水性用ドライラミネーター機の開発による高効率化・高機能化および環
境負荷低減

2336 23120166 愛知県 株式会社小坂鉄工所 航空宇宙エンジン部品切削加工技術及び品質向上

2337 23120169 愛知県 豊大工業株式会社
自動車ドアトリムオーナメントの塗装変更による脱有機溶剤化とコスト低
減

2338 23120170 愛知県 サトープレス工業株式会社 高開口率微小孔フィルターのプレス加工

2339 23120172 愛知県 株式会社光製作所
航空機産業・自動車産業の精密部品の試作分野進出のための設備投
資

2340 23120173 愛知県 中部日本マルコ株式会社 光ファイバカプラを適用した非接触回線器材の研究開発

2341 23120175 愛知県 野口株式会社
永年のノウハウを凝縮した「極細生糸（きいと）」「高密度」「二重織り」を
併せ持つ世界に存在しない幻の織物の開発

2342 23120181 愛知県 東洋電機株式会社 水中可視光通信を利用した音声および映像転送装置の開発

2343 23120182 愛知県 株式会社チップトン 超高付加価値バレル研磨法の開発

2344 23120183 愛知県 愛知株式会社 特殊成形技術を使用した差別化椅子による販売拡充

2345 23120187 愛知県 三恵プラスチックス株式会社
自動車用ランプ向耐熱樹脂部品の歩留り向上を目的とする、ＣＡＥ解析
技術の確立及びコスト低減、短納期化

2346 23120189 愛知県 株式会社エルフォテック
微粒子高圧噴射によるパターン切削加工を使用したスマートフォン用ガ
ラス切断加工用装置及び加工方法の開発

2347 23120190 愛知県 株式会社フジミックス
排水処理用微生物製剤の少量化・低コスト化を目指した自動投入装置
の試作開発

2348 23120191 愛知県 サン・アクト株式会社 高効率化および事業拡大のための、ロボット自動塗装装置の導入

2349 23120193 愛知県 エーワン株式会社
「ＳｏＣ／ＦＰＧＡ」を利用した基板試作と組み込みソフトウェア開発環境
の構築



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

2350 23120194 愛知県 株式会社山田製作所 φ ２０以上の製品で同軸度１ミクロン以下の製品の生産体制を確立する

2351 23120195 愛知県 株式会社豊栄工業
植物由来樹脂・超臨界微細発泡射出成形・高齢者用３次元形状スプー
ン生産システムの構築

2352 23120196 愛知県 大日本木材防腐株式会社
自動シージングルータマシーン（ＣＡＤ連動）導入、及びパネル製作ライ
ン改造工事

2353 23120197 愛知県 株式会社アコー 高張力・高硬度材料加工技術による試作開発

2354 23120198 愛知県 株式会社ＳＰＦ レアメタルの溶接技術向上による高耐久性化学機器の開発・試作

2355 23120199 愛知県 グローベン株式会社
エクステリア（人工竹垣）部材用の高精度位置決め切断・加工専用機の
開発・導入による作業の効率化、短納期化

2356 23120201 愛知県 渡辺精密工業株式会社 高速・高精度ＮＣ研削加工機の導入

2357 23120202 愛知県 株式会社エーワン
塗料需要家様のフレキシブル生産に対応する為、小口調色及び短納期
対応能力を向上し強化する事業

2358 23120203 愛知県 株式会社マウンテック
「どこの国でもできる」でなく、「日本でしかできない」ものづくりを次代へ
つなぐ！

2359 23120204 愛知県 株式会社豊栄商会
電気ヒーター取鍋加熱設備〈３連　１５基〉導入による品質（アルミ溶湯温
度）の向上、コスト（燃料費）の低減

2360 23120205 愛知県 株式会社川根製作所
二種類の測定機器の導入による「切削加工・測定」の一貫体制の構築と
成長市場への参入

2361 23120207 愛知県 株式会社ＯＴＳＬ Ｉｎｔｅｇｒｉｔｙに対応した安全要求インポートツールの開発

2362 23120211 愛知県 福助工業株式会社
防災倉庫（自社製品）収納用コンパクト収納型蓄電機能付投光器の試
作開発

2363 23120213 愛知県 筒井工業株式会社 ビル外装アルミニウムサッシの環境配慮型塗装技術の確立

2364 23120216 愛知県 株式会社美鈴工業 安価なＬＥＤ基板を市場に提供する為の微配線技術の確立

2365 23120219 愛知県 株式会社山宝 バリ取り機を使ったＲ面取り技術開発による短納期化の実現

2366 23120220 愛知県 有限会社佐藤木型製作所 生活を豊かにする乗り物を使ったデザイングッズの開発

2367 23120221 愛知県 株式会社テスミック 大気圧プラズマ技術を応用したふとん乾燥車の試作開発

2368 23120222 愛知県 株式会社メイトクツールズ
健康長寿社会に向けた良品廉価なカスタムインソールの開発および量
産化

2369 23120225 愛知県 株式会社旭製作所
油圧ポンプのコア部品である「シリンダブロック」受注のための製造方法
の確立

2370 23120226 愛知県 横山興業株式会社
厚板の高面粗度全せん断プレス加工技術の量産実用化による生産性
向上

2371 23120227 愛知県 株式会社ユーシンテクノ
顧客ニーズに応えるフレキシブル方式の超大型ＬＥＤ投光器（３００Ｗ～
８００Ｗ）の試作開発

2372 23120228 愛知県 日本エムティ株式会社 工業用ドライ潤滑コーティング加工における革新的工法による事業拡大

2373 23120236 愛知県 ＮＴＣＣ製造名古屋株式会社 タイヤチェーンの『ドリームエコチェーン』製造。

2374 23120237 愛知県 株式会社ナゴヤ大島機械
染色整理排水の脱色および難分解性有機物質の低コスト分解除装置
および制御ソフトウェアーの開発

2375 23120238 愛知県 有限会社緑化成工業 機能性高電圧絶縁シートの研究開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

2376 23120241 愛知県 株式会社シーディアイ 多層カーボンナノチューブを利用したナノ発熱体の試作開発

2377 23120242 愛知県 マルワ工業株式会社
防災及び防犯で効果を発揮する蛍光シート及び反射シートの加工にお
いて省スペースの広幅スリッターマシン導入による生産効率アップ及び
短納期対応品の受注の獲得の実現

2378 23120244 愛知県 山栄毛織株式会社
伝統的な低速自動織機を活用した高い感性を有するメイド・イン・ジャパ
ン　メンズ服地の試作開発

2379 23120247 愛知県 株式会社アグメント
発酵技術を利用した厨房汚泥のペレット燃料製造と施設園芸用ストーブ
燃料実証実験事業

2380 23120249 愛知県 株式会社吉田鋳造研究所
高硬度金型の仕上げ取り代削減を目的とした熱処理時の変形量予測と
熱処理前加工の精度向上のための試作開発

2381 23120250 愛知県 茶松染色株式会社
染色加工における新しい感性に基づくデザイン・コンセプトや機能付与
を可能にするための生産プロセスの強化

2382 23120255 愛知県 株式会社寿原テクノス アルミダイカスト金型の長尺中子ピンの短納期化及び低コスト化

2383 23120256 愛知県 東陽工業株式会社 液状化対策薬液注入固化材超音波振動装置の製作

2384 23120258 愛知県 丸安ニット株式会社
希少ニット機械を使用し日本古来の竹糸や和紙糸で消費者向け商品開
発（生地・製品）を行う。

2385 23120259 愛知県 西枇工業株式会社
設計・開発プロセス強化による、納期短縮と低価格化を実現したオー
ダーメイド設備の試作開発

2386 23120261 愛知県 興和工業株式会社
立軸平面研削盤（砥石軸６０馬力ビルトイン電動機　切込量サーボ制
御）の試作を行う。

2387 23120263 愛知県 株式会社ヴイ・アイ・イー リードタイム短縮および不要化事業

2388 23120264 愛知県 株式会社吉見製作所
形状記憶合金テーパーコア芯を利用した脳血管内カテーテルガイドワイ
ヤーの事業化開発

2389 23120268 愛知県 阪部工業株式会社 ＩＴ技術を活用した新規品立ち上げ技術の構築

2390 23120271 愛知県 コトブキ精機株式会社 ダイカスト金型の高能率・高精度加工技術の開発・確立

2391 23120273 愛知県 有限会社中島精工
炭素繊維強化プラスチック（ＣＦＲＰ）の治具・専用機等、設備への利用
及び汎用材料開発

2392 23120274 愛知県 株式会社三水商工 高輝度・高耐久性の薄型蓄光シート開発

2393 23120275 愛知県 中央機器株式会社 自動車用ＡＴ部品である穴加工製品（ミドルリング）の低コスト化実現

2394 23120281 愛知県 茶久染色株式会社
プルシアンブルー担持繊維による放射線セシウムの回収技術の研究開
発。

2395 23120282 愛知県 トリニ化学株式会社 成形工程の効率的改善による低コスト化と生産能力の向上

2396 23120283 愛知県 株式会社マサシックス ３Ｄプリンターによる環境製品技術改善法

2397 23120284 愛知県 株式会社板倉製作所
高価な専用プレス機を必要としない、汎用プレス機による精密せん断加
工技術の確立

2398 23120285 愛知県 株式会社オオシマ
全周回転掘削機の掘削効果（トルク効率）を高める回転治具および増速
機の開発

2399 23120286 愛知県 株式会社ケーテック 独自開発による加工技術で生産した金型部品での市場獲得

2400 23120287 愛知県 株式会社オプコ
「サクションブロー成形による次世代環境対応車製品の開発」ターボ系
ホース類、フューエルインレットチューブ類、燃料電池水系ホース類等

2401 23120289 愛知県 株式会社豊電子工業 生産管理用スケジューラーソフト導入計画



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

2402 23120294 愛知県 株式会社ミガキの木村 新しい試みにて顧客ニーズに対応し競争力強化する為の事業計画

2403 23120295 愛知県 冨文毛織株式会社
クールビズ用服地素材およびその製造技術の開発（単一商品構成から
の脱却）

2404 23120301 愛知県 三信鉱工株式会社
愛知産絹雲母を用いた切削加工技術を向上させる新規複合遊離切削
材の開発

2405 23120303 愛知県 イクナム研設株式会社
国内市場に適した小型・安価な固液分離残渣脱水機（スクリュープレス
式）の開発

2406 23120306 愛知県 ミシマ株式会社
パッド印刷機に組み込むパッド（シリコン剤を混合）の生産性向上を図り
開発促進の為、攪拌機を購入し、顧客の幅広いニーズに対応する

2407 23120308 愛知県 株式会社伊藤製作所
大型ダイセットのメンテナンス納期を１／２に短縮する装置の開発と導
入

2408 23120313 愛知県 株式会社浅井製作所
自動車部品における金属プレス加工による精密せん断加工の試作開
発

2409 23120314 愛知県 株式会社鈴木化学工業所
振動溶着技術を応用した自動車用樹脂中空体部品の低コスト・低環境
負荷の実現

2410 23120317 愛知県 株式会社テイ・アイ・エス
少量多品種でモデルチェンジの頻繁な電子基板製造工程において、小
型ロボットを活用した「小型セル生産ロボットシステム」の試作開発

2411 23120318 愛知県 奥田工業株式会社 電子部品用薄肉アルミダイカスト品の試作品開発

2412 23120323 愛知県 フジデノロ株式会社 表面コーティングによる樹脂加工製品の高機能・高付加価値化

2413 23120324 愛知県 カウパック株式会社
画像解析技術利用しての欠点検出および欠点部分排除の大規模数値
制御システム

2414 23120325 愛知県 株式会社共栄鋳造所
砂処理設備の自動化、省人化による砂品質の安定化及び高品質鋳物
（複雑形状品）の受注拡大

2415 23120326 愛知県 株式会社光生 難削材（チタン、ステンレス）の超高精度加工技術の確立

2416 23120327 愛知県 京浜化成株式会社 ウール濃染加工剤の開発

2417 23120329 愛知県 有限会社名幸製作所
多品種・高品質製品実現のための高精度ネットワーク対応プレスブレー
キ導入計画

2418 23120332 愛知県 野場電工株式会社
操作性の向上と、音量及び音質調整を可能とした「骨伝導式高性能集
音器」の実用化

2419 23120333 愛知県 株式会社ＢＳＲ 小型Ｘ線源装置の開発

2420 23120334 愛知県 丸正精工株式会社
切削加工部品を量産プレス化の為の冷間鍛造と自動順送プレス金型の
融合

2421 23120335 愛知県 株式会社アトリエ
組込みソフトウェア要求仕様書の形式言語記述を支援するツールの試
作開発

2422 23120339 愛知県 中央窯業株式会社 取鍋電気予熱及び溶湯（アルミ）保温装置開発

2423 23120340 愛知県 有限会社加々良クリエイト 生産設備と新たな工法の導入による生産性向上と原価低減

2424 23120344 愛知県 株式会社協同電子 ＢＧＡ実装キバンの一貫生産化による短納期化並びに低コスト化

2425 23120355 愛知県 中日クラフト株式会社 高出力ＹＡＧレーザー溶接機による特殊材・異種材への肉盛溶接

2426 23120356 愛知県 中日本鋳工株式会社
油圧機器用鋳物で不可欠な油回路面研掃工程の自動化による、競争
力強化。

2427 23120360 愛知県 尾泉染色株式会社
染色加工難素材の染色加工技術の確立による産業資材分野への事業
拡大



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

2428 23120363 愛知県 株式会社暁技研 圧漏れ検査を容易にする可搬型密閉治具の試作開発

2429 23120365 愛知県 福富金属株式会社
試作品から量産までの受注ワンストップ化を目指すための最新プレス機
導入による生産プロセスの強化

2430 23120368 愛知県 有限会社ナカモリ
顧客ニーズに対応できる小ロット型の生産体制を構築し、販売の拡大を
実現します。

2431 23120370 愛知県 株式会社型善 軽量かつ高耐久性のノーパンクチューブの開発

2432 23120371 愛知県 有限会社志村プレス工業所
不動態皮膜（酸化皮膜）を有する金属素材を表面改質し発色及びレー
ザカラーマーキングをした金属プレート加工による墓誌、表札、表示
ボード等の試作・商品開発による新分野開拓計画

2433 23120376 愛知県 兼子合金株式会社
砂型低圧鋳造法を活用した、回転成形用高品質アルミニウム金型の試
作開発

2434 23120379 愛知県 株式会社曙製作所
高水準の切削加工技術を活かすＮＣ旋盤の導入による低コスト・リード
タイム短縮の実現と航空機部品市場における受注機会の拡大

2435 23120380 愛知県 株式会社フクテック 品質向上を目的とした溶剤塗装ライン

2436 23120381 愛知県 株式会社春日井マルカ陶業
複雑構造形状セラミックスの多品種少量生産に対応する金型と成型費
のコストダウンおよび熟練した職人技による製造方法からの脱却・安全
性の向上を目的とした製造方法の確立。

2437 23120385 愛知県
株式会社トーメーコーポレー
ション

世界の普及価格帯をターゲットにした眼科用超音波統合診断装置の試
作開発

2438 23120386 愛知県 東海挾範株式会社 非接触式内径寸法・形状測定装置開発計画

2439 23120389 愛知県 株式会社ケーツー 新規業界参入及び、事業拡大を目指す短納期体制の確立。

2440 23120390 愛知県 株式会社アカイタイル
マンション及びビル補修用タイルの生産納期を大幅に短縮化し販売す
る事業

2441 23120392 愛知県 株式会社ティーエイチエー 地元自動車関連企業との取引強化に向けた圧入測定試験装置の開発

2442 23120394 愛知県
ツーエス・テクノロジーズ株
式会社

ジェスチャ認識機能を持つ双方向型カメラの開発

2443 23120399 愛知県 株式会社ニシムラ
ＨＶ車用エンジンベアリングの新工法開発によるコスト競争力の強化と
品質向上

2444 23120401 愛知県 株式会社中川鉄工所 ５面加工機導入による短納期化

2445 23120402 愛知県 株式会社松尾製作所 プレス加工における生産工程の合理化

2446 23120404 愛知県 株式会社三陽製作所 ニアネットシェイプ成形鍛造による生産プロセスの強化

2447 23120406 愛知県 株式会社エムジーモールド
ブロー成形によるプラスチック中空体成形品の難加工を可能とする加工
技術の構築と、薄肉高剛性を実現するオレフィン系樹脂への添加剤混
練への取組み

2448 23120407 愛知県 丸井鉄工株式会社
横型ボーリング加工機導入による大型部品への対応強化及び仕上げ
工程の削減化

2449 23120408 愛知県 株式会社大矢鋳造所 切削屑を添加した遠心鋳造材の試作開発

2450 23120410 愛知県 株式会社神仲 耐震用、通気用対応瓦を成型するための特殊金型の開発

2451 23120411 愛知県 ＴＳＰ株式会社
一貫生産体制による短納期化及び高付加価値製品の販売に向けた設
備増強計画

2452 23120414 愛知県 大昌工業株式会社
キズ、カエリの削減ならびにコスト削減を目的とした自動輸送装置（マニ
プレーター）とタレットパンチングプレス（ＴＰＰ）連動による稼動率向上の
実現



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

2453 23120415 愛知県 株式会社ニノミヤ
「切削性及び機械的性質にすぐれた黒鉛微細化鋳鉄を建設機械用油圧
鋳物部品に適用するために不可欠な品質の保証及び向上に資する技
術の確立」

2454 23120416 愛知県 株式会社成田製作所
ナノ技術を用いた分子膜被覆による鉄道車両用連結幌の防水処理技
術の開発

2455 23120420 愛知県 千代田工業株式会社 管状熔接部材端部接合・デジタル位置決め・芯出し装置の開発

2456 23120421 愛知県 盟和精工株式会社 自動車部品の製作における工程連結システムの開発

2457 23120423 愛知県 株式会社テージー エアーマイクロメータによる形状計測装置の開発

2458 23120424 愛知県 有限会社岡小木型
粉末造型技術活用による鋳造用マスターモデル生産プロセス高度化へ
の実用試作開発

2459 23120425 愛知県 株式会社ＩＳＺＫ 新型ホールガーメント（無縫製ニット）編み機導入による競争力強化計画

2460 23120426 愛知県 ＮＵシステム株式会社 Ｓｉデバイス用大口径高密度ラジカルソースの試作開発

2461 23120427 愛知県 株式会社浅野屋
射出成形による高品質な立体構造プラスチック枠製造の事業化に向け
た試作開発と設備投資

2462 23120428 愛知県 有限会社加藤精密工業 超小型液体ロケットエンジン開発（あいちロケ丸プロジェクト）

2463 23120431 愛知県 株式会社ベステック
高性能モーターを実現するノズル・コア駆動型超高密度巻線機の試作
開発

2464 23120433 愛知県 株式会社石河製作所
当社独自技術の精密砂型鋳造工法「Ｉ．Ｐ．Ｃａｓｔ」に新たな生産プロセス
を組み込んだ超短納期工法の実用化

2465 23120439 愛知県 株式会社サンケン
老朽化水道管補修現場の問題解決に貢献する溶接火花養生マット・耐
震補強材を独自技術・ノウハウにより提供

2466 23120445 愛知県 扶桑化学株式会社 新製造技術の活用による高機能通気部材の開発。

2467 23120446 愛知県 株式会社磯村製作所 航空機産業の国際競争力強化と生産管理システムの構築

2468 23120447 愛知県 アイコー株式会社
コスト低減に向けた最先端設備の導入と新規受注獲得に向けた最新技
術の確立

2469 23120456 愛知県 有限会社テクノサイト
可視光型光触媒および多孔質セラミックを応用した、小型高機能、メン
テナンスフリー、安全な家庭用有害物質吸着分解装置「エアー浄化灯」
の研究開発

2470 23120457 愛知県 合同会社３Ｄｒａｇｏｎｓ ホログラム・シートレンズ作成用プリンタの製作

2471 23120458 愛知県 株式会社三笠製作所 圧縮空気用の線量計の開発

2472 23120462 愛知県 旭中部資材株式会社
【主題】　防災に強い特殊建築物向け「防火認定（以降、不燃）特殊パネ
ル」の開発　【副題】　高度ＮＣ切削加工及び真空成形技術を活用した
「不燃特殊パネル」の出隅コーナー量産化

2473 23120463 愛知県 有限会社みわ金型 ＱＤＣ金型の革新的３次元設計による一気通貫生産方式の研究開発

2474 23120466 愛知県 株式会社名古屋オイルレス 製造工程のバリゼロ化による市場開拓

2475 23120470 愛知県 山口化成工業株式会社 発泡スチロールの技術を中核とした組み合わせ容器の開発

2476 23120471 愛知県 株式会社泉製作所 メッキ設備及び排水処理設備更新

2477 23120472 愛知県
株式会社ファースト・テクノロ
ジーズ

ヒートポンプ式真空蒸発濃縮装置の高効率化と低コスト化開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

2478 23120478 愛知県 株式会社大橋機工
ガイドパイプの両端加工技術を自動化し、高精度・短納期・生産力向上
を目的とした切削加工機械導入事業

2479 23120479 愛知県 共和産業株式会社 精密成形加工部品を活用した高摺動フィーリング　サンバイザの開発

2480 23120485 愛知県 株式会社ペイントサービス
銀系抗菌剤（銀担持型光触媒）の付着をより緻密化・活性化させ、微細
な菌・ウィルス等に有効な抗菌塗装技術「スーパー抗菌コートＡｇ」の施
工技術及び効果の高度化

2481 23120487 愛知県 株式会社尾北
スタッドボルトのねじ転造の自動化による生産リードタイム短縮と工程削
減（２工程から１工程へ）による競争力確保、および圧造加工による付
加価値向上

2482 23120488 愛知県 株式会社ソトー
「連続樹脂付与における最適な樹脂液の自動調合と自動供給システム
の開発」

2483 23120493 愛知県 名東産業株式会社 現場型液相拡散接合法による鉄筋の自動溶接技術の実用化

2484 23120497 愛知県 名豊化成株式会社
自動車用「日射センサーカバー」外観検査のための「画像処理検査装
置」の導入

2485 23120501 愛知県 カネコ産業株式会社 ブロー成形を活かした水遣り不要のプランターの新商品開発

2486 23120502 愛知県 株式会社角建材店
ベンダーマシンの導入により建築板金業の高精度化・スピード化・多様
化対応の取り組み

2487 23120503 愛知県 有限会社ファインモールド プラスチック金型の精密加工による成形品の航空機模型の試作開発

2488 23120505 愛知県 プリントス株式会社 樹脂銘板のオンデマンド化に伴う一体型切削加工の開発

2489 23120508 愛知県 株式会社白惣
プロ野球選手及びアマチュア野球選手用木製バットのフルオーダーメイ
ド品における生産増強

2490 23120510 愛知県 艶清興業株式会社
高付加価値ファッション衣料の染色加工に適応したラボ設備の導入計
画

2491 23120511 愛知県 アタム技研株式会社 折りたたみ式多目的洗浄機

2492 23120512 愛知県 株式会社峯村金型
プレス部品の大型化に対応するため、プレス金型試し打ち材料加工の
ためのレーザーカットマシン設備投資事業計画

2493 23120513 愛知県 高広工業株式会社 ノーバックラッシュＮＣ円テーブルの部品精度向上による商品化

2494 23120514 愛知県 松山毛織株式会社 繊維技術を応用した新規放射線防護素材の試作開発。

2495 23120518 愛知県 タウンＥＶ株式会社 地域サービス業務に特化した軽自動車の電気自動車化

2496 23120520 愛知県 イイダ産業株式会社 耐熱性・耐疲労性を付加した導電性接着剤の開発および用途拡大

2497 23120524 愛知県 株式会社大日堂 印鑑製造業の技術力を活かした低コスト印影照合システムの開発

2498 23120527 愛知県 株式会社明吉製作所
最新複合ＮＣ旋盤導入による素材から製品まで一貫した生産体制の構
築

2499 23120530 愛知県 山田電機製造株式会社
低価格かつ汎用性の高い誘導モータを使用した給水ポンプ用インバー
タ制御装置の開発

2500 23120531 愛知県 イハラ鋼業株式会社 アーム式３次元測定機の導入により顧客満足度を向上

2501 23120532 愛知県 株式会社第一林製作所
最新加工設備とＮＣ加工応援ソフトの導入による多品種小ロットの製缶
品の精密加工のスピード化

2502 23120536 愛知県 株式会社高村鉄工所
「鋳造材料を廃止し、汎用鋼材を使用した産業用ロボット関節部品開発
事業」



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

2503 23120546 愛知県 高砂電気工業株式会社 細胞培養・評価に最適な小型培養液循環システムの開発

2504 23120548 愛知県 株式会社広島 高機能材料開発のための特殊雰囲気搬送機構の開発

2505 23120550 愛知県 株式会社丸ウ製陶所
透光性の高い歯列矯正用セラミックブラケットの開発と矯正大国アメリカ
での販路開拓

2506 23120551 愛知県 本多プラス株式会社
多品種少量にも低コスト対応が可能なプラスチック・ボトルへの加飾プロ
セスの開発

2507 23120560 愛知県 伊原電子工業株式会社
最新型ルータ導入による特殊形状基板の短納期化および高密度基板
の外形加工技術確立

2508 23120562 愛知県 株式会社ミフネ 自動車部品金属プレスの生産プロセスの強化

2509 23120563 愛知県 有限会社恒春社印刷所
新たな色彩表現を可能にし市場のニーズに対応、生産効率の向上とコ
ストダウンによる競争力の強化。

2510 23120564 愛知県
ジー・フォースジャパン株式
会社

産廃量大幅削減を可能にした手動型高速遠心分離式ろ過装置の試作
開発

2511 23120565 愛知県 佐藤工業株式会社
高性能金型部品開発・製作及び販売事業　～ｓＳ金型部品開発による
生産性向上、及び外販へ向けた取組～

2512 23120567 愛知県 三晃物産株式会社
大型３Ｄプリンタを用いた試作開発の低コスト化による競争力強化を目
的とした高い意匠性の大型プラスチック製鉢の製造・販売事業

2513 23120570 愛知県 株式会社成田製陶所
三次元網目構造多孔質セラミックスの原料調製工程等改善による骨格
強度の向上

2514 23120571 愛知県 株式会社ナノウェイヴ 超微粒子および超活性力を持った光触媒の開発とその塗料化

2515 23120572 愛知県 佐橋工業株式会社
軽量化に最適な長繊維の含有率が高い《高性能》熱可塑性複合材料を
使い高品質・高精度を可能にする成形技術の開発

2516 23120573 愛知県 寿原株式会社
冶具の高精度化による製品の高品質化・低コスト・短納期化を図るため
の機械導入

2517 23120580 愛知県 近藤鍍金工業株式会社 バレル及び治具の改良によるめっき膜厚の均一化、耐食性の向上

2518 23120584 愛知県 株式会社永田工作所 デジタル技術の導入による金属加工の高度化事業

2519 23120592 愛知県 有限会社エムシーケー ５軸マシニングセンタ導入計画

2520 23120593 愛知県 株式会社三光刃物製作所
特殊切削工具の台金及び工具ホルダーの製造における高精度化・短
納期化・小ロット対応の為の複合旋盤導入事業

2521 23120594 愛知県 株式会社弥富製作所 多種少量モーターフレームの高効率切削加工技術の開発

2522 23120595 愛知県 株式会社西澤 製品原料費コストダウンのためのＣＭＣ試作開発

2523 23120598 愛知県 中嶋合成株式会社
オリジナル工程管理システム導入による、単品多品種特急受注対応と
難加工材試作生産体制の確立計画

2524 23120600 愛知県 株式会社三宅精機 超小型高精度歯車加工のためのワイヤーカット放電加工機の導入

2525 23120601 愛知県 シンセロック株式会社
スチレン系エラストマーを用いた高性能寝具・介護用品向け詰物用中空
粒子（ビーズ）の開発

2526 23120602 愛知県
株式会社東海エンジニアリン
グ

粉体充填の均一化機構を付与した新規ＣＮＣ粉末プレス成形機の試作
開発

2527 23120603 愛知県
株式会社エヌシーシー・ファ
クトリー

対話式マシンニグセンターを用いた、製品製造の小口多様化、短納期
納入システムの確立

2528 23120609 愛知県 クミカ工業株式会社 射出成形品のウエルドラインの解消の為の研究開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

2529 23120610 愛知県 豊合金鋳造所
環境に配慮し「フラン」から「砂型」への移行と、コスト面の改善と技術面
の向上

2530 23120611 愛知県 メカニックス
把捉機構に関する特許技術を活用した主軸チャックホルダー自動交換
式ＮＣ旋盤の試作開発

2531 23120612 愛知県 有限会社服部製作所
複数形状部材加工品に対応することへの高品質低コスト化を目的とし
た高性能機械の導入による多品種少量生産・短納期化のニーズに対応
可能な体制の構築

2532 23120613 愛知県 株式会社明和ｅテック
生産設備・生産ラインの良品製造率向上解析ツールの開発（製品名ＤＳ
Ｃ）

2533 23120621 愛知県 株式会社アサノ化成 新規の抗菌性樹脂製エアコン部材の開発

2534 23120623 愛知県 内津工業株式会社 砕石砂製造プラントの開発

2535 23120625 愛知県 一陽染工株式会社 遠赤シートを活用した新型発酵ミキサーの開発と鶏糞の完熟肥料化

2536 23120627 愛知県 株式会社クロモリサーチ
ヒト人工染色体技術を利用した創薬スクリーニング目的のセルベース
アッセイ系の開発

2537 23120628 愛知県 アイセイハード株式会社
溶接技術を利用した微細金属炭化物分散強化型高機能耐摩耗耐腐食
性被膜の製造

2538 23120631 愛知県 株式会社スギヤス
粉体塗装設備導入により、塗装の耐磨耗性能を向上させる（テストライ
ンの導入）。

2539 23120639 愛知県 株式会社石川精工 研磨材をワーク表面で反復滑走させる「卓上型鏡面仕上機」の開発

2540 23120640 愛知県 矢留工業株式会社 大型溶接ダクトの軽量化と溶接作業の品質の安定化技術の開発

2541 23120641 愛知県 株式会社蒲郡製作所 マシニングセンタによる微細・精密部品加工技術及び測定技術の確立

2542 23120642 愛知県 フルタ電機株式会社
施設園芸向け空調装置　ヒートポンプを組み込んだ施設園芸向け環境
制御

2543 23120646 愛知県
株式会社キラ・コーポレー
ション

個別カスタマイズによるマシニングセンターの製作に最適な設計、製作
プロセスの構築

2544 23120648 愛知県 木下製網株式会社 組紐型貫通式無結節編網機の増設による生産力増強

2545 23120649 愛知県 旭産業株式会社
単相ＡＣ２２０Ｖ電源で駆動できる自動ドアギアレス駆動装置の試作開
発

2546 23120651 愛知県
有限会社サンメンテナンス工
機

細穴放電加工機による、傾斜穴（曲面）加工プロセスの高度技術化及び
自動化のシステム技術開発

2547 23120652 愛知県 株式会社ケーエスケー 消防用可変ノズルの事業化

2548 23120654 愛知県 有限会社エム・イー・ティー
調湿建材に適した調湿用竹活性炭の開発・試作と調湿建材の開発・試
作

2549 23120655 愛知県 株式会社吉田金型工業 デジタル化・設計手法変更による品質向上・コスト低減・短納期達成

2550 23120656 愛知県 株式会社亜細亜製作所 簡易型マイクロ波木材乾燥装置の開発

2551 23120659 愛知県 朝日精密工業株式会社 短納期・低コスト化を実現するハイブリッド金型の試作開発

2552 23120660 愛知県 朝日理化株式会社
自動車部品の不良品流出ゼロ体制確立と省工程化の実現のための高
性能複眼検査システムの導入

2553 23120663 愛知県 川西塗装株式会社 吹き付けた塗料を１００％塗着させる塗装機の試作開発

2554 23120665 愛知県 永興物産株式会社
各種試験機導入による環境負荷低減に資する高機能化学合成技術の
確立



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

2555 23120669 愛知県 有限会社近清商店
伝統工芸「絞り染め」製作工程における手作業工程部分の機械化によ
る純国産「絞り」製品の商品化

2556 23120670 愛知県 原田技研工業株式会社
精密プラスチック成形における生産管理の一元化、加工の自動化によ
る生産プロセスの改善

2557 23120671 愛知県 株式会社ナ・デックス
リチウムイオン電池の生産性と安全性を高める　レーザ溶接用シミュ
レーション機能付きインラインプロセスモニタリング装置の試作開発

2558 23120677 愛知県
アイケイケイ・ショット株式会
社

Ｈｙｂｒｉｄ分級法によって高精度分級された通電媒体ダミーボールの開発

2559 23120683 愛知県 合資会社新美利一鉄工所
溶接による金型・機械装置のパーツ補修の小口・短納期を可能とする生
産体制の構築

2560 23120686 愛知県 株式会社協和金型製作所
プラスチック射出成形における反り変形・応力変形を織り込んだ金型の
製作プロセス開発事業

2561 23120694 愛知県 匠整理株式会社 トリアセテートとウールの混紡糸を利用した後染め織物の試作開発

2562 23120696 愛知県 有限会社テルミ 配線支援システムのバージョンアップ

2563 23120697 愛知県 クロダイト工業株式会社
量産や試作における製品及び型の寸法保証精度の向上と短納期化の
研究開発

2564 23120701 愛知県 玉野化成株式会社 ウエルドレス成形方法を活用した樹脂製ワイパー部品の開発

2565 23120702 愛知県 有限会社杉浦加工 次世代自動車向け多品種中量生産を可能にするプレ加工ラインの開発

2566 23120703 愛知県 マツイ工業株式会社
多品種少量生産・短納期化を対応可能にする為の機械装置の購入、改
良、修繕。

2567 23120704 愛知県 有限会社サン・オリオン
クラウドを活用した個人ユーザー向け写真ジャカード織り布地配送シス
テムによる市場開拓

2568 23120707 愛知県 株式会社表面研究所
環境を配慮した水系塗料に適応するための技術開発と画像解析による
不良率低減・塗着効率の向上

2569 23120708 愛知県 株式会社ヤマキ
生産管理システムのＩＴ活用による多品種少量生産と納期短縮への対
応

2570 23120709 愛知県 株式会社鈴重
次世代型生産管理システムで実現する生産工程の見える化による顧客
満足度の向上

2571 23120711 愛知県 エムエスケー株式会社 大物少量の自動車機関系部品の総切削加工による試作開発

2572 23120712 愛知県 有限会社岡杉巧作所
マシニングセンタ用ツーリングのテーパー部のクリーニング機械の開発
製造

2573 23120714 愛知県 株式会社近藤機械製作所
自転車ハブ及び自転車製品に関する製造の高効率化による量産体制
の確立とコスト改善

2574 23120716 愛知県 株式会社コンドウ工機
３Ｄ　ＣＡＤ及びＡｕｔｏ　ＣＡＤ導入による設計業務生産性向上、他社との
差別化事業

2575 23120717 愛知県 株式会社ナミキ
自動車ＡＴ装置の中核部品である太陽歯車の小型軽量化を実現する試
作加工技術の向上

2576 23120722 愛知県 株式会社森鐵工所
孔明加工部品自動面取り搬送装置開発によるコスト低減・生産向上計
画

2577 23120723 愛知県 株式会社前畑精機 マルチパーツフィーダー（汎用部品整列供給装置）の開発

2578 23120724 愛知県 株式会社名南製作所
自社開発機ベニヤレース（原木切削機）により切削される単板品質の向
上

2579 23120726 愛知県 株式会社ダイコーゴム 極薄ゴムシートのサイド拡大開発事業

2580 23120727 愛知県 株式会社エスエヌシー 微風速センサーの試作開発による環境監視システムの機能向上



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

2581 23120728 愛知県 中川産業株式会社 戸建住宅向け軽量の断熱・消音材の試作開発

2582 23120729 愛知県 株式会社長崎工業
溶接技術革新にともなう新工法と溶接仕上げ削減による価格競争力と
省人力化

2583 23120730 愛知県 株式会社コンメックス
新型切削加工機（マシニングセンタ＋ＣＮＣ円テーブル）導入による生産
性の向上・売上ＵＰを実施する。

2584 23120731 愛知県 株式会社コンドウ精工
エアーバック用部品の冷間鍛造素材におけるリードタイム短縮化新工
法開発事業。

2585 23120736 愛知県 株式会社間瀬 賞味期限長期化が可能な豆腐製造ライン設備開発計画

2586 23120742 愛知県 吉良化成株式会社 生産プロセスの合理化による生産性の向上と価格競争力の強化

2587 23120745 愛知県 日研工業株式会社 六軸ロボットとレーザー加工機を組み合わせた機械設備の開発。

2588 23120746 愛知県 エムケイケイ株式会社
クレビス仕上げ穴のプレス工程内完結を実現する高精度ＦＢ加工の研
究開発

2589 23120750 愛知県 株式会社丸由製作所 細口経交差穴のバリ検査自動判定と検査自動化技術の試作開発

2590 23120752 愛知県 株式会社ホワイトインパクト ３Ｄプリンターによる超短納期試作モデル作成事業

2591 23120754 愛知県 みづほ興業株式会社 泡（Ｍｏｕｓｓｅ・ムース）加工による複合素材の機能商品等の開発

2592 23120756 愛知県 有限会社捲春 ４Ｄコーティング加工糸の開発

2593 23120761 愛知県 有限会社　忠圀鋏製作所 理美容鋏製造における個人仕様に対応する新商品と直接販売の開拓

2594 23120762 愛知県 株式会社志水製作所
サーボプレス導入による工法転換でのコスト低減及び難削材成形技術
の高度化

2595 23120765 愛知県 旭電気製鋼株式会社 省資源型高機能マルテンサイト系ステンレス鋳鋼の開発

2596 23120769 愛知県 有限会社和田工業 新型受給機と面取り機設置による生産プロセス強化計画

2597 23120771 愛知県 株式会社ワナミテック
国際規格の防水保護等級ＩＰ０２を満たす工作機械等用大型梱包鉄箱
の開発

2598 23120773 愛知県 株式会社富窪精機
ＣＡＤ／ＣＡＭシステムの顧客との統一化と生産管理システム導入によ
り、生産リードタイムを大幅に短縮し、受注と収益を拡大する計画

2599 23120774 愛知県 ミヤチ株式会社 大型ＬＥＤ投光器（４５０Ｗ／６００Ｗ）の試作開発及び量産設備投資

2600 23120785 愛知県 トリイ株式会社 染料の微細化による切り花染色用ブラック染料の商品開発事業

2601 23120786 愛知県 株式会社さくら電子
道路点検時の路面・壁面撮像（高速・高精度）大量データ記録システム
の小型化

2602 23120790 愛知県 有限会社石原鉄工
環境負荷低減が可納な冷間鍛造用小型・低コスト型潤滑剤塗布装置の
開発

2603 23120793 愛知県 丸中鍛工株式会社 マニュアルミッションの機能部品（分割ハブ・クラッチ）の一貫生産化

2604 23120794 愛知県 サフラン株式会社
電気・電子分野の微細加工（マスキング）を高機能化学合成により効率
化する為の試作開発

2605 23120795 愛知県 有限会社マークハンズ
スポーツウェアーのプリントデザインの縁取刺しゅう技術の確立及び商
品化

2606 23120799 愛知県 株式会社ナガト 効率的なＡＤＩ処理方法の導入



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

2607 23120804 愛知県 株式会社マエショウ
レーザー溶接による効率化及び薄型板金の歪みレス溶接市場への新
たな開拓

2608 23120806 愛知県 株式会社来光工業 生爪クランプ部の超硬チップ化試作開発による事業拡大

2609 23120807 愛知県 株式会社大豊機械
アルミ鍛造を使用した汎用テレスコローダー及びプログラムソフト開発に
よる新市場開拓

2610 23120812 愛知県 チヨダ工業株式会社 高精度測定によるナノレベルの加工を要する金型製作の実現

2611 23120817 愛知県 株式会社トーカイスパイラル 「ステンレススパイラル溶接管」の試作開発

2612 23120818 愛知県 株式会社アルファポイント デジタルサイネージ用の双方向近距離通信技術端末の開発

2613 23120819 愛知県 ビーティーティー株式会社 超精密切削工具研削用砥石の超音波振動ドレッシング装状の開発

2614 23120824 愛知県 富士可鍛工業株式会社 耐摩耗性、耐熱性に優れた材質開発及び軽量化に資する技術の向上

2615 23120825 愛知県 西岡可鍛工業株式会社 薄肉デファレンシャルケースの鋳造技術開発

2616 23120834 愛知県 有限会社富貴堂
「玉ようかん」充填締結作業の自動化による昭和の食文化の次世代へ
の継承

2617 23120835 愛知県 株式会社コクブ精機
顧客によって開発される製品に必要な高機能金型製作のリードタイム
短縮

2618 23120837 愛知県 株式会社イッシン 自動車シートの縫製技術を活かした介護用品の開発

2619 23120838 愛知県 近藤合成株式会社 プラスチック成形機械の高度化による製品の多品種事業化

2620 23120839 愛知県 株式会社コンテック 冷間圧造金型製作における国際競争力の向上。

2621 23120843 愛知県 株式会社エアロ 航空機組立用リベット寸法自動検査装置（システム）の開発

2622 23120855 愛知県 株式会社中部理化
アルミダイカスト製品の洗浄装置の開発による生産効率の改善とコスト
競争力の強化

2623 23120870 愛知県 株式会社中部電子製作所
インジェクター部品の加工方法をワントップ加工、出来る革新的生産技
術（３０％短縮）の開発及び品質向上が出来る生産プロセスの最適化計
画。

2624 23120874 愛知県 株式会社横井鉄工 一日の生産性を約２割向上させ、低コスト・短納期化を実現

2625 23120879 愛知県 大府精巧有限会社
機械用刃物製造における顧客からの「短納期製作依頼」及び「特殊形
状刃物製作依頼」に対するための生産体制の強化

2626 23120881 愛知県 株式会社半谷製作所 画像解析による塗装外観自動検査装置の開発

2627 23120883 愛知県 株式会社アイム 難加工性の精密金型材料に極微細な超深穴を加工する技術の開発

2628 23120885 愛知県 愛知電子工業株式会社 新機能パルスヒーターの開発

2629 23120886 愛知県 株式会社作石製作所 受注・生産一貫管理システム導入への投資

2630 23120887 愛知県
株式会社テクノクラートコー
ポレーション

新規高機能カテーテルの試作開発

2631 23120889 愛知県 青山株式会社
自動車用シート背当上部における衝突時安全規格に対応できる品質の
安定した不織布製緩衝材の生産方式の開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

2632 23120890 愛知県 株式会社タムラ 搬送ローラ用長尺シャフトの開発

2633 23120892 愛知県 愛知ヨーク株式会社 ヨーグルトラインの小ロット設備構築プロジェクト

2634 23120901 愛知県 鋤柄農機株式会社 農業機械製作における鉄板切断の短納期生産体制の構築

2635 23120907 愛知県 豊國工業株式会社 精密切削試作加工品の納期短縮生産準備プロセスの開発

2636 23120908 愛知県 有限会社ガイア
高精度研削と次世代コーティングの一貫生産による在庫レス・切削工具
レンタルシステムの開発

2637 24120042 三重県 森岡産業株式会社 自動車部品向け鉄製ハス歯歯車の生産性向上とコストダウン

2638 24120043 三重県 フタバ電子工業株式会社 X-Y軸移動型　基盤回路検査装置の導入

2639 24120045 三重県 小橋電機株式会社 生産管理の効率化と納期短縮のためのITシステム導入

2640 24120046 三重県 瀬古工業株式会社
チタン合金、ステンレス、インコネル、等難削材の高精度、高能率平面
研削加工技術の開発

2641 24120047 三重県 谷口石油精製株式会社 石油精製を目的とした新規触媒の開発

2642 24120048 三重県 ホクセイ株式会社 スーツケース型緊急避難簡易ベッド

2643 24120049 三重県 株式会社エスエ電子
災害時・非常時の使用に特化した消毒・殺菌用“弱酸性次亜塩素酸水”
生成装置の開発

2644 24120051 三重県 株式会社ファインデンタル
多様化する顧客ニーズに応えジルコニア素材での競争優位性がある技
工物を内製化

2645 24120053 三重県 ケーエム精工株式会社 耐震用ステンレス鋼製ねじの超耐食表面処理技術の開発

2646 24120054 三重県 株式会社エース設備 高効率浸漬塗装装置の試作開発

2647 24120056 三重県 中山水熱工業株式会社
機械の正常な状態を自動認識して自動的に良否判定を行う世界で初め
ての診断装置の開発と試作

2648 24120058 三重県 三重精機株式会社 燃料電池用難削材の高効率な微細加工方法の開発

2649 24120059 三重県 日陶顔料工業株式会社 ガラス研磨用酸化セリウム代替砥粒の応用開発

2650 24120061 三重県 城田鋳工株式会社 鉱山資源を運搬する超大型車両用のダクタイル鋳鉄部品の試作

2651 24120062 三重県 共栄産業株式会社
レーザー３次元印字機を使った樹脂射出成形品への印字システムの試
作・開発

2652 24120066 三重県 株式会社北岡鉄工所 微細形状測定用単結晶ダイヤモンド測定子の開発と応用

2653 24120068 三重県 株式会社ヨシザワ 再生PETトレーの品質向上に関する技術開発

2654 24120070 三重県 株式会社イセオリ 厚手断熱複合材クロスの開発

2655 24120072 三重県 双庸電子株式会社 全自動両端圧着機（C551S）の設備導入における付加価値及び売上UP

2656 24120074 三重県
有限会社二軒茶屋餅角屋本
店

輸出用常温流通ビールの開発及び商品化

2657 24120076 三重県
株式会社みつわポンプ製作
所

材質変更可能な小型サイズスラリーポンプの開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

2658 24120084 三重県 株式会社横山食品
がんもどき・厚揚げを使用した、調理済み含気レトルトパック新商品によ
る新分野の開拓

2659 24120086 三重県 株式会社尾鍋組
住宅用の砕石地盤改良技術に使用する装置の試作開発と地盤改良効
果の検証

2660 24120087 三重県
エフエンジニアリング株式会
社

低コスト・高機能駐車券処理機の試作開発

2661 24120089 三重県 中部産商株式会社 高ろ過率・高強度を有する鋳造用大型多孔ストレーナーの商品化

2662 24120090 三重県 伊勢金型工業株式会社
金型の生産プロセス強化による、国内製造での価格・収益優位性強化
及び海外需要取り込み

2663 24120091 三重県 おぼろタオル株式会社
「おぼろ」105年の伝統と感性を現代風にアレンジしたタオル製品の開発
及び多品種少量・短納期化生産の実現

2664 24120094 三重県 アキツ精機株式会社
消火栓ボックスの多様な顧客ニーズに応えるための自動調色システム
の導入

2665 24120095 三重県 橋本電子工業株式会社 ゼブラフィッシュ受精卵自動回収装置の開発

2666 24120096 三重県 株式会社光機械製作所
レーザー光とCCDカメラによる画像処理技術を用いて「刃具刃先の自動
検査装置」を開発する。

2667 24120098 三重県 株式会社イガコー 軽量・環境対応・短納期の新型ワイヤーロープ式避難はしごの開発

2668 24120101 三重県 有限会社瀬木鋳造所 高強度、高延性な一体型シャフトの試作品開発

2669 24120102 三重県 吉田機械興業株式会社 難合成ペプチド製造プロセスの開発

2670 24120105 三重県 中部製罐株式会社
革新的な機構を採用した新設備の導入により、製罐製造工程の飛躍的
な品質向上と生産性の改善により競争力の高い企業体質への転換を
図る

2671 24120106 三重県 株式会社美建 製造業様へ産業用ロボットの導入促進への技術開発

2672 24120107 三重県 株式会社奥村ゴム製作所 樹脂多層チューブ押出成形技術の確立

2673 24120109 三重県 進栄電子株式会社
「安心灯」の性能保証と販売価格引き下げ対策を織り込んだ新基軸試
作品の造出

2674 24120113 三重県 ユリカ株式会社
機能性食品用野菜の機能成分を生かした乾燥仕上げのための冷凍空
調設備の導入

2675 24120115 三重県
帝産大鐘ダイカスト工業株式
会社

多品種小ロット品の超短納期対応のための高効率的な生産システムの
構築

2676 24120118 三重県 株式会社マキテック 菌汚染の少ない、安全で、強固な食品用搬送機の設計開発

2677 24120122 三重県
株式会社マルタシェルサービ
ス

鋳造用シェル中子のバリ取り工具革新と次世代自動化装置の開発

2678 24120126 三重県 銀河電機工業株式会社 低振動ブラシレスモータの開発

2679 24120128 三重県 鈴木工業株式会社 エ業用コンパクト型誘導加熱ユニットの試作開発

2680 24120129 三重県 株式会社ハイテック
大電流時代に対応する世界初の大型トロイダル加工機の導入による太
巻きトロイダルの製造

2681 24120136 三重県 三貴株式会社
太陽光パネル用架台の製造を目的とした革新的順送プレス加工技術の
開発

2682 24120137 三重県
株式会社試作サポーター四
日市

研究用誘導加熱式撹拌・反応・測定装置の開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

2683 24120138 三重県 株式会社中川製作所
小型電子基板検査装置の高精度化のための超精密微細切削加工技術
の開発

2684 24120139 三重県 亀山製糸株式会社
ポリビニールアルコール（ＰＶＡ）ナノファイバー不織布の不溶化技術の
研究・開発と製品開発

2685 24120142 三重県
株式会社日本ワイドコミュニ
ケーションズ

自動車部品の信頼性評価システムの開発

2686 24120146 三重県 株式会社ミヤタテクニカル 高性能旋盤の導入による、大型金型事業への進出

2687 24120150 三重県 ミナミ産業株式会社
酵素失活、微細化技術による大豆発酵食品用の原料開発及び需要拡
大

2688 24120154 三重県 株式会社一十 『３Ｄプリンター』導入に依る金型製造プロセス短縮 効率アップ

2689 24120158 三重県 三重電子株式会社 感音性難聴対応スピーカーシステムの試作機の開発

2690 24120159 三重県 株式会社ユニテクノ ECOブランキング・プレスシステムの開発

2691 24120160 三重県 三重金属工業株式会社 新型点滴台のアタッチメント開発

2692 24120168 三重県 株式会社エルモ 接着防舷材の開発

2693 24120171 三重県 株式会社松阪鉄工所 幅広い顧客ニーズに迅速に対応できる生産現場力の向上

2694 24120172 三重県 株式会社ホーペック 需要拡大一途の軽量スリーブパイプ生産に向けての新製法確立

2695 24120173 三重県
日本ニューマチック工業株式
会社

多孔質膜予備乳化法を利用したケミカルトナーの製造及び製造装置の
試作開発

2696 24120182 三重県 尾鷲物産株式会社 鮮魚品の品質向上のための冷海水製造機の導入

2697 24120183 三重県 株式会社横井製作所 エアージャッキの開発

2698 25120016 滋賀県 株式会社クリスタル光学 超高精度・大型軽量自由曲面ミラー製造技術の開発

2699 25120017 滋賀県 株式会社カフィール
低コスト・高機能に対応したＬＥＤバックライト用光拡散レンズ実現のた
めの射出成形技術の試作開発

2700 25120019 滋賀県 ツジコー株式会社
植物由来の機能性成分制生成に利用するストレス深型装置の組み込
みソフト検証の設備投資

2701 25120020 滋賀県 丸五運送株式会社 下水管補修用強化プラスチック製材料製造の機械化ｋ

2702 25120022 滋賀県 石井産業株式会社 極小品エンボスキャリアテープ新事業

2703 25120027 滋賀県
株式会社比叡ゆば本舗ゆば
八

自動湯葉上げ制御装置と無人搬送装置の設計・開発空導入による湯葉
製造工程の自働化

2704 25120029 滋賀県 宮川バネ工業株式会社 マルチフォーミング加工の革新による、真円部品の開発。

2705 25120034 滋賀県 東洋化学株式会社 「自動袋入包装機」導入による包装作業の小口・短納期化と効率化

2706 25120036 滋賀県 株式会社アイティプランツ Wifi通信組込制御システムの試作とテスト販売

2707 25120037 滋賀県 株式会社セプト 大型リチウムイオン電池扁平巻取装置の試作開発

2708 25120040 滋賀県 兵神装備株式会社 触知図製造システム及び装置の開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

2709 25120044 滋賀県 株式会社ホック 可視光常温硬化型ＦＲＰ補修シートの品質改善と事業拡大

2710 25120049 滋賀県
株式会社光子発生技術研究
所

小型で低コストな高周波システムの開発による高精度X線CT検査装置

2711 25120056 滋賀県 草津電機株式会社 高齢者等の日常生活をサポートする立ち上がり補助椅子の試作開発

2712 25120057 滋賀県 株式会社平安製作所
低コスト化・高精度化を可能にした板金製「はすば歯車」製造工法野確
立と試作品の開発

2713 25120064 滋賀県 株式会社利川プラスチック ブロー整形における融着技術とインサート技術を用いた商品の開発

2714 25120066 滋賀県 湖北工業株式会社 先端計測・分析用キャピラリの量産技術

2715 25120067 滋賀県 株式会社オーミック
よりきめ細かく顧客ニーズをキャッチアップするための生産管理システ
ム構築

2716 25120068 滋賀県 株式会社アイゼン 新素材（バインダレスCBN）の工具製作、及び再研磨の試作研究

2717 25120070 滋賀県 合同会社アシュトック
高精度な水平補正を可能にするジャイロセンサー搭載型モーターの開
発

2718 25120072 滋賀県 株式会社矢島製作所 車載用リレーの構成部品「ケース」の試作・開発

2719 25120074 滋賀県 ターナ株式会社 省電力型データロガーとクラウド型データ管理システムの開発

2720 25120075 滋賀県 株式会社ナカサク 既存加工機の最新NC化で、競争力拡大事業

2721 25120076 滋賀県 株式会社濱中製作所
圧印加工と絞り加工を組み合わせた複合金型で、複数のプレス製品加
工に流用できる生産体制の確立

2722 25120079 滋賀県 新生化学工業株式会社 樹脂射出成形用試作金型の超短納期化を目指す金型加工手法の確立

2723 25120081 滋賀県 株式会社イワタ 獣毛素材を用いた寝具製造に関する新製造ラインの開発及び設備投資

2724 25120082 滋賀県 ベーシック株式会社 海外市場向け家庭用交互浄水逆流洗浄浄水器の試作品開発

2725 25120084 滋賀県 株式会社ロックウェーブ
1つのWEBサイトでパソコンやモバイルタブレット等、多様な機器に対応
が可能な電子商取引サイトのクラウドサービス開発。

2726 25120085 滋賀県 株式会社昭和バルブ製作所 新素材ＦＣＤ－Ｓを採用した蒸気ライン用途バルブの設計開発／試作

2727 25120090 滋賀県 有限会社聖和デンタル 歯科床用プラスチックを応用した吸着精度が高い入れ歯の製造

2728 25120091 滋賀県 リードテクノ株式会社 次世代携帯電話に搭載の低コスト積層型圧電アクチュエータの開発

2729 25120092 滋賀県
有限会社エコ＆エンジニアリ
ング

太陽電池素子の薄肉化に対応したハンダ付け用加熱ヘッドユニットの
開発

2730 25120093 滋賀県 日本熱源システム株式会社 アンモニアスクリュー冷凍機を用いた大型汎用高効率冷凍装置の開発

2731 25120097 滋賀県 株式会社岡田製作所
３次元加工機器の導入による電子部品生産用機械器具市場のシェア獲
得

2732 25120098 滋賀県 株式会社ナユタ
小規模団体が利用しやすい低価格なｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇシステムの構築及び
低コスト映像コンテンツ活用システムの試作開発

2733 25120099 滋賀県 株式会社ワークス松下
超高精度レーザー加工技術を用いた高精度、低コスト、低環境負荷の
新たなステンレススケールの試作開発

2734 25120100 滋賀県 株式会社ミヤジマ 小ロット即納期対応管理システムの構築（スピードこそ企業価値）



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

2735 25120101 滋賀県 株式会社セザック
高密度プリント基板の高さ方向を高速で測長できる３次元システムの開
発

2736 25120103 滋賀県 株式会社ニューライト工業 屈曲管の自動成形化

2737 25120107 滋賀県 株式会社ユニックス クリーンルーム用フィルタのワンストップ新生産方法の開発

2738 25120109 滋賀県 宮部鉄工株式会社 水道用バルブ（空気弁、補修弁）接水部品材料の鉛フリー製品の試作

2739 25120110 滋賀県 株式会社ミュー 自走カプセル内視鏡用磁場発生制御装置の空冷化のための改良開発

2740 25120113 滋賀県 有限会社ヴァンテック 排水処理設備向け金属触媒を用いたリン除去装置の開発

2741 25120114 滋賀県 株式会社アイテス 新素材・新材料に対応した、分析・解析のための切削加工技術の開発

2742 25120115 滋賀県
ジャパンコンミュテーター株
式会社

性能・品質を向上させた新たなフックタイプ整流子の試作開発

2743 25120116 滋賀県 株式会社清水鐵工所
無電源方式と電気信号方式の両者を兼ね備えた緊急遮断弁の製品開
発

2744 25120117 滋賀県 株式会社中戸研究所
有害物資（ＶＯＣ、オゾン，ＮＯｘ）の選択的吸着分離機構を備えた粒子
およびそれを用いたデバイスの開発

2745 25120126 滋賀県 株式会社日吉
化学発光法（Chemiluminescence法）を用いたコンパクトな迅速高感度
COD連続測定装置の開発

2746 25120128 滋賀県 関西オートメ機器株式会社 マイクロバブルを用いためっき処理槽における攪拌技術の開発

2747 25120129 滋賀県 株式会社丸宮穀粉
資源循環型社会を見据えた、食品リサイクルシステムを構築する為の
小豆残さ+米糠による発酵有機たい肥生産プラント整備事業

2748 25120130 滋賀県 福地製薬株式会社 スイッチOTC軟膏剤等の開発

2749 25120137 滋賀県 協和工業株式会社 フォークリフト用シリンダ軸受ブッシュの生産プロセス強化

2750 25120138 滋賀県 株式会社ファーストシステム 高速コネクタ組立装置開発事業

2751 25120139 滋賀県 関西産業株式会社 籾殻固形棒を燃料とする暖房機の利便性向上

2752 25120140 滋賀県 淀川ヒューテック株式会社
大型二次電池用の長期（１０年以上）シール特性を保有する超高品質ガ
スケットの試作開発

2753 25120141 滋賀県 株式会社ジーニック 一般監視用画像鮮明化組込モジュールの新分野向け開発環境整備

2754 25120142 滋賀県 アクアシステム株式会社 圧縮エアー駆動式ドラムバキュームクリーナー(ポンプ)の開発

2755 25120144 滋賀県
フロンティアシステム株式会
社

スマートフォン、タッチパネル用ガラス基板の高速検査実用化に向けて
の「ガラス基板卓上光学試験装置」の開発

2756 25120145 滋賀県
大阪ウェルディング工業株式
会社

マシンの分業体制確立による生産ラインの最適化と生産性向上

2757 25120146 滋賀県 株式会社ヤマト精工
製造ライン自動化と高効率治具の試作開発による低価格化への対応強
化

2758 25120148 滋賀県 株式会社カモガワ 超高精度ダイヤモンド・CBN電着工具の製造技術の開発

2759 26120033 京都府 プロニクス株式会社 精密寸法測定自動化事業

2760 26120034 京都府 株式会社橋電 外観検査機導入による実装技術の向上と新規受注の拡大



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

2761 26120036 京都府 株式会社ゼロ・サム
インド主要都市向けリアルタイム交通渋滞情報スマートフォンアプリの
試作開発

2762 26120042 京都府 株式会社ミズホ ＷＡ焼成炉（中型炉）の開発・導入

2763 26120043 京都府
中沼アートスクリーン株式会
社

スクリーン印刷によるインサート成形を超短納期化し潜在ニーズをつか
む

2764 26120044 京都府 東英産業株式会社 高品位・導電性平面静電植毛シートの開発・試作設備の導入

2765 26120045 京都府 株式会社ミツワ製作所
加飾フィルム製造ロスを資源とする電力エネルギー転換装置（試作品）
の開発

2766 26120046 京都府 株式会社衣川製作所 医療機器製作分野におけるレーザー溶接技術の導入・開発

2767 26120047 京都府 株式会社大日本科研 １μ mパターン向け光学エンジンの開発

2768 26120050 京都府 株式会社ヤマシナ 高強度アルミねじの生産技術の開発による生産効率化

2769 26120054 京都府 株式会社京都医療設計 生分解性材料から成る薬剤徐放性繊維の開発

2770 26120058 京都府 日本マイクロ光器株式会社 サブナノメータ精度レーザ干渉変位計測システムの試作開発

2771 26120059 京都府 太陽機械工業株式会社 自社開発歯車を利用したCVT用歯車式オイルポンプの商品化、販売

2772 26120061 京都府 株式会社ムラカミ 大型プラスチック板を小ロットで染色するための染色装置の導入

2773 26120065 京都府 ROCA株式会社
InAlGaO系半導体を用いた縦型ショットキー・バリア・ダイオードの試作
開発

2774 26120071 京都府
株式会社パウダーシステム
ズ

小粒径トナーへの適応を目指したラボ用新型気流分級機の開発

2775 26120074 京都府 洲崎鋳工株式会社
試作・特注品に対応した鋳造・機械加工の一貫生産による品質向上と
生産リードタイム短縮

2776 26120076 京都府 株式会社東洋レーベル 寝床内温度制御のヒーター式マットの開発

2777 26120080 京都府 有限会社綵巧
伝統工芸品くみひも「三軸組織（さんじくくみおり）」による創作裂地の製
織

2778 26120082 京都府
尾池パックマテリアル株式会
社

各種包装用フィルムの品質保証体制の拡充

2779 26120083 京都府 株式会社木村製作所
コストダウン及び高品質を達成する生産プロセス強化高精度・高効率複
合加工装置の導入

2780 26120084 京都府 株式会社プロト
成分分析評価を取り入れたアルミ鋳造品（試作品）の品質保証システム
の構築

2781 26120085 京都府
株式会社シャインエンジニア
リング

CAD/CAMシステム導入による金型・部品の生産プロセス改善/競争力
強化計画

2782 26120086 京都府 長津工業株式会社 マシニングセンタ用工具管理システム導入による生産プロセスの強化

2783 26120087 京都府 株式会社コト 英語発音評定ソフトウエアの開発

2784 26120089 京都府 株式会社坂製作所 低騒音・室内用ハンディタイプ　コンプレッサーの開発

2785 26120091 京都府 クロレラ食品ハック株式会社 機能性乳製品乳酸菌飲料の開発

2786 26120092 京都府 株式会社エンブロイド・タナカ 革新スパンコール刺繍でコンテンツ表現 普及拡大の為の設備増強



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

2787 26120093 京都府
株式会社ジェイ･サイエンス･
ラボ

生産用フロー式３KWマイクロ波化学合成装置の試作機製作

2788 26120095 京都府 上野金属工業株式会社
生産ライン入替えによる生産性向上と低価格製品にも対抗可能なコスト
競争力の確保

2789 26120096 京都府 津田電線株式会社 光ファイバ加工製品の設備改善及び新規光応用製品の開発・市場参入

2790 26120100 京都府
株式会社杉原精密金型製作
所

超高精細金型の高速度加工による納期短縮の実現

2791 26120103 京都府
株式会社シン・コーポレー
ション

アクリル高圧容器による　科学教育・展示実験用システムの開発

2792 26120104 京都府 株式会社写真化学 「プリンテッドエレクトロニクス用ブランケット樹脂材料の試作」

2793 26120105 京都府 株式会社プラムテック 半導体レーザーを用いたTDLAS微量水分計の製品化試作

2794 26120106 京都府 アルトリスト株式会社 食品業界における新ロボットシステム技術のユニット化商品開発

2795 26120108 京都府 日本蚕毛染色株式会社 PBT繊維の導電加工方法の確立

2796 26120109 京都府 株式会社京都科学
ハイドロゲル素材を用いた医療教育用シミュレータ製品の量産化による
コストダウン

2797 26120110 京都府
株式会社エステン化学研究
所

“環境にやさしい”次世代型漁網防汚塗料の開発・事業化

2798 26120111 京都府 株式会社カシフジ 小口化・短納期化に対応するための研削工程効率改善

2799 26120112 京都府
株式会社京都コンステラ・テ
クノロジーズ

医薬品副作用データベースを用いた安全性管理業務の為のシステム開
発

2800 26120113 京都府 株式会社イー・スクエア 大気圧プラズマを利用した薄膜製造装置の開発及び試作

2801 26120115 京都府 京都機械工具株式会社
各車種に対応するタイヤ脱着工具と自動検査装置を一体化した装置の
開発

2802 26120117 京都府 株式会社松田精工 多品種少量生産に対応した複合機導入による生産力ＵＰ

2803 26120119 京都府 有限会社杉本製作所 多品種・小ロット対応と加工精度向上のための高速汎用旋盤導入

2804 26120121 京都府 株式会社広瀬製作所 バリ取り機の導入で試作加工のリードタイムを従来比２７％削減

2805 26120125 京都府 株式会社京都製作所 ステンレス切削加工の高精度化および短納期化による競争力の強化

2806 26120126 京都府 ハクレイ酒造株式会社
酒蔵の発酵技術を生かしたＧＡＶＡ入り甘酒や酒饅頭の発酵食品の商
品化

2807 26120127 京都府 株式会社バイオベルデ
新規凍結保護物質を用いた、生殖医療用細胞凍結保存システムの開
発

2808 26120129 京都府 銭谷産業株式会社 プレス加工による高出力ＬＥＤ用金属パッケージの試作開発

2809 26120131 京都府
株式会社セムテックエンジニ
アリング

μ ｍサイズ微粒子を分級する篩及び分級装置の品質を保証する検査
装置の導入

2810 26120134 京都府 京都ＥＩＣ株式会社
高温・過酷な環境下で使用する特殊センサーと炉内監視装置の差作開
発

2811 26120137 京都府 株式会社シミウス 簡便に実装できる超薄型多点圧力センサの開発

2812 26120138 京都府 株式会社小林製作所 全方向駆動車輪を用いた電動車椅子の試作開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

2813 26120139 京都府 城陽化成株式会社 金属代替樹脂事業での成形技術確立

2814 26120144 京都府
株式会社ピックルスコーポ
レーション関西

真空機を用いた減圧処理によるキムチ製造における時間の短縮化及び
漬けムラの低減

2815 26120145 京都府
ゼネラルプロダクション株式
会社

海水淡水化斜軸式アキシャルピストンポンプの開発・試作

2816 26120151 京都府 山本精工株式会社 カスタムオーダーものづくりの高度化

2817 26120154 京都府
株式会社ウエダ・テクニカル
エントリー

鏡面加工を【高精度で高速に】行う「研削加工用工具」と「目立て・振れ
取り治具」の開発とテスト販売

2818 26120156 京都府 有限会社辻製作所 スポット溶接加工用新設備導入事業

2819 26120160 京都府 有限会社エスユー 高精度対応および多品種少量対応システムの確立

2820 26120161 京都府 亀岡電子株式会社 検出困難な導電性液体を検出可能な液面レベルセンサ開発事業

2821 26120162 京都府 エフ・ピー・ツール株式会社 ナノ構造スペシャルコーティング・オイルホール付きリーマの試作・開発

2822 26120163 京都府 テイカ精密株式会社 PTFEインサート成形の自動化

2823 26120164 京都府 タマヤ株式会社
「はがし太郎トレイ」の多層化フィルム仕様開発による販路拡大と応用
技術による他分野市場への進出

2824 26120166 京都府 株式会社有田製作所 切削加工技術における高精度・微細化に対応した測定機器の設備投資

2825 26120168 京都府 二九精密機械工業株式会社 特殊CAD/CAM導入による微細加工製品のダントツ製造原価低減事業

2826 26120182 京都府 有限会社ケーワイ商会
商社機能に特化した業務内容から開発業務へと飛躍を遂げる研究開発
事業！

2827 26120184 京都府 株式会社中定樹脂 マテリアルプラスチックサイクル事業の拡大

2828 26120185 京都府 ミツワ技研株式会社
セラミックチップ部品の更なる小型化・軽量化・高機能化・省電力化実現
のための超精密金型開発計画

2829 26120186 京都府 尾池工業株式会社 真空成膜法による機能性粒子の大量作製技術および装置の開発

2830 26120187 京都府 株式会社アドバン理研 超小型高純度・理化学用途窒素ガス発生装置の開発製品化

2831 26120189 京都府 株式会社西村製作所 自動切断巻取機における粉塵対策機構の試作開発

2832 26120194 京都府 株式会社辻製作所
試作産業進出に向けて世界最速＆最高の安心の提供を実現する為の
自動化設備の導入

2833 26120200 京都府 株式会社阪口製作所
超高張力鋼板（９８０Ｍｐａ級）のプレス加工技術を更に高める為、独自
の最適サーボモーシ

2834 26120201 京都府 ニューリー株式会社 検査用途 画像読取装置ラインナップの試作

2835 26120204 京都府 株式会社ＯＰＭラボラトリー 高鏡面性を持つSUS系金属造形部品の開発及び量産化

2836 26120205 京都府 株式会社谷テック 電縫管切断用丸鋸･フリクションマイタソ一に代わる鋸刃の開発

2837 26120206 京都府 京都電機器株式会社 産業用ＤＣ電源標準化（モジュール化）プロジェクト

2838 26120208 京都府 コスメディ製薬株式会社
世界初マイクロニードル化粧品の製造法革新による製造能力の飛躍的
向上



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

2839 26120209 京都府 宇治電器工業株式会社
電子ピアノものづくりの国内回帰による事業強化と雇用維持・拡大の取
組み

2840 26120212 京都府 株式会社もり
血圧上昇抑制効果を付与した「GABA・ACE阻害ペプチド糠漬（ぬかづ
け）製法」（仮称、以下「GABA・ACE阻害ペプチド糠漬製法」）による発酵
型新規京漬物の試作開発とテスト販売

2841 26120213 京都府 株式会社川勝總本家 充填機新設に伴う多品種少量生産の短納期化、作業効率向上

2842 26120215 京都府 宮井株式会社 世界初ゼロエミッションデジタル捺染システムを用いたふろしきの開発

2843 26120216 京都府 エルティーアイ株式会社 屋外対応高輝度全面蓄光・全面再帰反射シート開発

2844 26120221 京都府
大原パラヂウム化学株式会
社

次世代スポーツウェアーに向けた超臨界加工用高機能剤の開発

2845 26120222 京都府 有限会社青木商店 レーザーによるフィルムハーフカットの新工法開発と販路の拡大

2846 26120238 京都府 タカス技研 タップ折損防止機能付きCNCマイクロ雌ねじ加工機の開発

2847 26120240 京都府 株式会社山岡製作所
マシニングセンターによる焼入材の精密金型部品鏡面仕上げ加工技術
の確立

2848 26120241 京都府 ボンドテック株式会社
大口径ウエハの高精度・常温接合を達成するウエハ貼り合せ装置の開
発

2849 26120242 京都府 株式会社日興製作所 多品種少量・短納期受注を可能にする為の地産型事業計画

2850 26120245 京都府 ミヤコテック株式会社
プラスチック成形技術をベースにした、「環境配慮型樹脂成形品」の高
付加価値化工法の確立

2851 26120246 京都府 株式会社積進
3次元CAD/CAMソフトの導入による加工納期短縮化と、そのソフトの技
術習得の短期化

2852 26120249 京都府 田中精工株式会社
精密ダイカスト完成部品一貫生産の競争力強化を目指す設計・金型・製
造ナビシステムの試作開発

2853 26120251 京都府 京丹ＴＳＫ株式会社 新規取引の為の管理体制強化

2854 26120253 京都府 嶋田プレシジョン株式会社 高機能導光方式LED照明モジュール開発

2855 26120255 京都府 株式会社リハビテック 前十字靱帯損傷の術後リハビリを快適に行える膝装具の開発と販売

2856 26120256 京都府 株式会社毛戸製作所
新製品の開発「集塵フィルタ用清掃機器の新規開発及び独自生産管理
システムの新規導入」

2857 26120258 京都府 株式会社西嶋製作所
光学式ツールプリセッターの導入による段取り時間改善で多品種少量
生産の短納期化を実現

2858 26120259 京都府 株式会社大西製作所 三次元測定機導入による精密加工部品の高品質保証体制の強化

2859 26120260 京都府 株式会社京都試作工房
製造業特化型 試作フランチャイズ向け案件情報ネットワーク型システム
開発

2860 26120264 京都府 有限会社日双工業
CAD/CAMの追加により超短納期対応で差別化を図り、顧客サービスと
収益力を強化する。

2861 26120270 京都府 株式会社キョークロ
「表面処理における試作開発及び特注品の生産プロセスの高度化・効
率化による高付加価値化の実現」

2862 26120272 京都府 有限会社ミネルバライトラボ 高機能りん光発光材料（有機金属錯体材料）の開発

2863 26120280 京都府 株式会社トーア
独自超音波印加技術を駆使したナノバブル発生装置の開発・試作と
めっき工程への応用

2864 26120283 京都府 三和研磨工業株式会社 水溶性クーラント対応砥石の開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

2865 26120286 京都府 株式会社クロスエフェクト 『精密臓器シミュレーター教育普及用モデルの開発と事業化』

2866 26120294 京都府 株式会社ファーマフーズ 香醋抽出物による生活習慣病改善食品の開発

2867 27120083 大阪府 大和合成株式会社 ３Dプリンターの活用によるプラスチック成形品の開発期間の短縮化

2868 27120085 大阪府 飯田金属工業株式会社 ガス給湯器用燃焼バーナーの一貫生産システムの構築

2869 27120086 大阪府
ヤスダエンジニアリング株式
会社

「ミリングモール工法」による推進工事事業

2870 27120093 大阪府 長堀工業株式会社
『省エネルギー型バルブ構造を有し、分離時に配管内の流体が外部に
漏れない大流量配管継手の試作開発』

2871 27120094 大阪府 第一プラスチック株式会社 深絞りインモールド成形技術の確立

2872 27120095 大阪府 株式会社イシダ工作所
基幹部品専用加工体制の組成による更なる納期短縮化及び販売基盤
安定化計画

2873 27120096 大阪府 株式会社塚谷刃物製作所 腐食金型における刃先鏡面加工法の開発

2874 27120098 大阪府 株式会社三共合金鋳造所 希少金属の使用量を減じた超高温耐熱鋳造材料の開発

2875 27120105 大阪府 根来産業株式会社
デザイナーによる国内廃棄物を再生原料としたフェルトとレザーを組み
合わせたブランド商品の構築

2876 27120107 大阪府 滝沢歯車株式会社 高精度化・短納期化を確立し、高付加価値歯車の製造を目指す

2877 27120108 大阪府 プライミクス株式会社
次世代燃料電池や二次電池を実現するナノ粒子電極スラリー製造技術
と連続分散小型機開発

2878 27120110 大阪府 LBコア株式会社
新製品自動レーザ下げ振り器の価格競争力を実現する生産プロセスの
開発

2879 27120113 大阪府 株式会社松井製作所 炭素繊維強化樹脂リサイクリングに特化した低速破砕機開発

2880 27120114 大阪府 株式会社岩本モデル製作所 樹脂製金型によるリ－ドタイム短縮とコストダウンの確立

2881 27120115 大阪府
株式会社丸二スチール製作
所

リードタイム短縮ができる高効率乾燥炉の導入と傷の付き難い塗料の
家具への応用

2882 27120120 大阪府 株式会社ジェイテック ナノ集光用焦点距離可変型ミラー試作開発

2883 27120122 大阪府 株式会社東和製作所
新幹線重要保安部品の高効率高精度複合加工機による工程集約と品
質向上

2884 27120125 大阪府 浪速産業株式会社 太陽光発電パネル設置用金属架台のローコスト製造計画

2885 27120134 大阪府 棚橋電機株式会社 ソーラパネル品質検査装置

2886 27120135 大阪府 浅井金型株式会社 射出成形用チェンジシステム金型の高精度化の研究開発

2887 27120138 大阪府 株式会社窓飛
見守りシステム「くらしのおたより24時」で使用する腕時計型活動センサ
及び親ユニットの開発

2888 27120143 大阪府
フリッカーヘルスマネジメント
株式会社

高度汎用型交通安全管理システムの開発および高度化

2889 27120144 大阪府
三恵ハイプレシジョン株式会
社

粉体攪拌を主とした小型撹拌機の開発事業化および派生する粉砕効果
の確立

2890 27120147 大阪府 株式会社オカノブラスト
競技用オートバイの高性能化を目的とする新世代型噴射研磨加工装置
の試作開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

2891 27120148 大阪府 日本合成洗剤株式会社 天然系敏感肌用皮膚洗浄製品の開発

2892 27120150 大阪府 株式会社アイテック
高熱伝導性フィラーとしての超臨界水熱法でのアルミナ有機修飾の洗
浄・濃縮・乾燥装置の試作開発

2893 27120152 大阪府 株式会社ニシムラ 室内ドアー用「コンシールド　ドアクローザー」の試作開発

2894 27120153 大阪府 東亜精機工業株式会社 小型の外径内面兼用研削盤製作事業

2895 27120160 大阪府 株式会社ワイメックス
真空注型による、ゴム成形品における多品種少量・短納期化体制の構
築

2896 27120161 大阪府 南海金属株式会社 最新鋭溶接ロボットの導入による競争力強化

2897 27120162 大阪府 株式会社近正 ロボットを伴ったＮＣ研磨機の導入によるコストダウンの実現

2898 27120164 大阪府 株式会社中田製作所 アルミ素材に特化した超精密平面研削加工技術の融合

2899 27120165 大阪府 池鉄工株式会社 洗浄工程改善によるコスト競争力強化

2900 27120166 大阪府 近畿刃物工業株式会社 バーコードを利用した製造現場の見える化事業

2901 27120175 大阪府 阪上織布株式会社
自動車内装用レザー基布の製造における、電力費の削減による競争力
強化と社会貢献

2902 27120181 大阪府
日本ファスナー工業株式会
社

太径六角ボトル（M30）の低荷重ヘッダーでの製造技術の開発

2903 27120184 大阪府 株式会社前川製作所 ロボット用低損失超薄肉型大容量軸受の開発

2904 27120185 大阪府 株式会社ビジョンセンシング キャリブレーションレス低価格遠赤外線カメラの開発

2905 27120186 大阪府 常陽工学株式会社 2.5D(湾曲面)/3D(曲面)真空貼り合せ装置ヘッド開発

2906 27120189 大阪府 株式会社ユニテック 製剤装置の粉取機の試作開発

2907 27120195 大阪府 金野タオル株式会社
仕上げ縫製の内製化による小ロット・多品種・高付加価値・短納期生産
体制の構築

2908 27120203 大阪府 株式会社ヒューテック
国内旋盤加工品製品の単品・短納期製品及び、海外日系企業向け高
精度加工製品の単品・短納期対応サービス

2909 27120204 大阪府 株式会社藤原電子工業
プリント基板切断加工のバリ・ホコリ発生ゼロを実現する為のサーボプ
レスの導入

2910 27120205 大阪府 株式会社オーゼットケー ブラジャー用・新3次元立体ワイヤー（痛くないワイヤー）事業

2911 27120207 大阪府 株式会社プロジェ・ジャパン 様々な機能を併せ持つ高付加価値多機能糸の試作開発

2912 27120208 大阪府
ゴールドエンジニアリング株
式会社

プラスチック製品、製造工程の自動化

2913 27120212 大阪府 理研化学工業株式会社 スポンジ状筆先製造における低コスト化と短納期化

2914 27120213 大阪府 株式会社アポロウェーブ スパイラルコンタクトプローブ事業化

2915 27120214 大阪府 株式会社コダマ
振動方式のバレル研磨処理法を開発し、めっきとの一貫生産で競争力
の向上をめざす事業

2916 27120215 大阪府 日産ネジ株式会社 ボルト単体で緩みを抑える高性能ボルトの試作開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

2917 27120216 大阪府 株式会社日東電機工業 マルチ型　パッキン挿入と検査装置

2918 27120217 大阪府 エヌケーエヌ株式会社 騒音・振動吸収型等速ジョイントの開発

2919 27120220 大阪府 株式会社西村技研
切削品のバリ取り、面粗度ならびに工程能力の向上を実現する乾式バ
レル研磨工法の開発

2920 27120223 大阪府 株式会社小野製作所
最新型レーザー加工機導入による高品質・低価格精密板金加工の小
ロット・短納期対応

2921 27120226 大阪府 旭プレス工業株式会社 ゼロアスベストメタルジャケットガスケット開発計画

2922 27120227 大阪府 株式会社テクノ高槻 固体酸化物型燃料電池用燃料昇圧ブロワの技術開発

2923 27120228 大阪府 三光株式会社
ナノテクノロジー、プラスチックの表面化工を応用した新たなイムノクロマ
ト検査キットの開発

2924 27120229 大阪府 株式会社イー・プランニング 太陽光発電高効率化装置等の開発

2925 27120230 大阪府 東洋炉工業株式会社 メッシュベルト式連続熱処理炉用省エネ・新型リジェネバーナの開発

2926 27120231 大阪府 コーマ株式会社 ニッチ市場参入へ高機能・高付加価値商品開発体制の構築

2927 27120232 大阪府 株式会社WESTinx 動力伝達技術を用いた高耐久電気錠の試作開発

2928 27120237 大阪府 日興精機株式会社
切削加工における高速加工技術の確立による短納期対応および省エ
ネ化の実現

2929 27120238 大阪府 河村化工株式会社 金型の短期製作

2930 27120239 大阪府 ユーアイニクス株式会社
最新LSIパッケージ技術の導入による工業用電子計測機器の小型化対
応

2931 27120240 大阪府 株式会社朝日鉄工所
顧客ニーズである高精度・精密加工を強化する為の高精度ＮＣ旋盤の
導入

2932 27120241 大阪府 株式会社喜多製作所 半導体検査用高耐久コンタクトプローブとその生産技術の研究開発

2933 27120244 大阪府 朋友金属株式会社 薄肉鋳物技術を応用した木質バイオマスストーブの開発

2934 27120246 大阪府 大裕株式会社 消波ブロック吊上装置 の試作開発

2935 27120249 大阪府 株式会社ケミック 人や環境にやさしい高性能水溶性切削油剤の開発

2936 27120250 大阪府 株式会社広伸
長物の多品種少量品を一貫生産出来る『長尺用金属加工設備』の開
発・導入による競争力強化事業

2937 27120251 大阪府 株式会社ＩＢＳ 機械式ガスコント口ーラユニットの製品開発

2938 27120253 大阪府 冨士恵工業株式会社 縦型マニシングセンターによる短納期化事業計画

2939 27120256 大阪府 株式会社三木製作所 生体認証と動画による医薬品保管システムの開発

2940 27120257 大阪府
株式会社エイチ・アンド・
ティー

生殖発生毒性試験の科学的柔軟性に対応した医薬品等安全性試験支
援システムの試作開発と販売

2941 27120260 大阪府 北陽電機株式会社 表面検査用ブルーレーザースキャナの試作開発

2942 27120261 大阪府 タイヨー電機株式会社 高階調広視野画像処理検査装置の試作開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

2943 27120262 大阪府 株式会社松本機械製作所 ラボ用遠心分離機全面改良計画

2944 27120265 大阪府 株式会社成願
独自に開発する機能素材と製織技術を組合せた子供のためのタオル製
品の開発と販売

2945 27120267 大阪府 太洋マシナリー株式会社 消失模型鋳造用振動テーブルの開発

2946 27120274 大阪府 丸菱金属工業株式会社
「多品種少量・短納期に対応するフェルール研磨用めっきワイヤの生産
体制の構築」

2947 27120277 大阪府 株式会社ツムラ 滅菌装置の導入による一貫生産体制の構築

2948 27120278 大阪府 株式会社新免鉄工所 鋼構造物の狭隘空間への金属溶射機器の開発

2949 27120287 大阪府 ツバメタオル株式会社 無糊によるタオル高速量産化の為の織機、湿度システムの構築。

2950 27120288 大阪府 新興タオル株式会社 「おぅ！え～やん」タオルの生産能力向上と製造環境整備計画

2951 27120289 大阪府 トワロン株式会社 顧客の要求に対応する津波対策用ＩＲ被覆鋼線の開発

2952 27120302 大阪府 安積濾紙株式会社 ナノファイバーとの複合化による高機能フィルタ濾紙の開発と事業展開

2953 27120304 大阪府 八田工業株式会社
最新プラズマ窒化装置の導入による熱処理のワンストップ化および販
路拡大

2954 27120307 大阪府 株式会社アクアテック
バイオ・医療用高機能マイクロチューブポンプとそのデバイスの開発お
よび試作

2955 27120308 大阪府 株式会社センテック 超耐環境高機能ポリマー挙動測定装置の試作開発および設備投資

2956 27120310 大阪府 東洋スチール株式会社
多軸ロボット試作機の導入による金属プレス加工ラインの加工領域の
拡張と低コスト・小ロット・短納期対応を実現するための研究・開発

2957 27120311 大阪府 富士テクノ工業株式会社
高機能化学合成用、チューブ型金属ダイヤフラム（隔膜）を使ったスラ
リー液対応定量ポンプの開発

2958 27120315 大阪府 湯本電機株式会社 無人化によるプラスチック切削加工

2959 27120317 大阪府 ダイワタオル協同組合 防炎加工技術確立と新分野での展開

2960 27120323 大阪府 株式会社新幸機械製作所
水性フレキソ印刷機のインキ洗浄装置とインキ洗浄排水の浄化処理時
間の短縮による装置の小型化

2961 27120324 大阪府 藤原工業株式会社 防煙垂壁用避難誘導表示システムの開発と量産化

2962 27120326 大阪府 株式会社ディアローラ
二重形成ファイパー(ふたえまぶた形成のための目元雑貨) 「ABメジカ
ルファイバー2」 リニューアル計画

2963 27120328 大阪府 誠南工業株式会社
有機EL発光素子の短時間性能評価を可能にする水分透過率測定装置
の開発

2964 27120330 大阪府
株式会社富士パッキング工
業所

トムソン裁断機による樹脂サッシ用遮炎材製造加工の開発

2965 27120331 大阪府 アワーズテック株式会社
真空試料室を搭載したポータブル全反射蛍光Ｘ線分析装置の開発及び
製品化

2966 27120333 大阪府 モノプラス株式会社
３Ｄスキャナと３Ｄプリンターを活用した試作品による工業製品のデザイ
ン提案サービスの開発

2967 27120337 大阪府 有限会社今村化学
価格性能比の高い、立体構造炭素繊維強化プラスチック圧縮成形技術
の開発

2968 27120338 大阪府 抹式会社古谷鉄工所 次世代航空機部品等の特殊難削材精密加工技術の開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

2969 27120339 大阪府 株式会社生田金属工作所 複合加工機導入による短納期体制の構築

2970 27120340 大阪府 井上軸受工業株式会社 複合加工可能な研削盤導入による工程集約計画

2971 27120341 大阪府 三芝イーシ工業株式会社
ネットワーク接続型サーボベンダー導入による生産効率化、加工品質
向上、製造コスト削減

2972 27120342 大阪府 森鋼材株式会社 強度保証のアンカーボルト製作・高強度のアンカーボルト試作研究開発

2973 27120343 大阪府 株式会社REON 繊維状アクチュエーターを応用したリアリティ犬型ロボットの開発

2974 27120346 大阪府 森田化学工業株式会社 電気自動車普及のための新規なリチウムイオン電池添加剤

2975 27120347 大阪府 オサダ技研株式会社 アスファルト舗装の予防的維持補修工法

2976 27120354 大阪府
木田バルブ・ボール株式会
社

耐摩耗バルブボールの高速研磨機導入による短納期化の実現

2977 27120355 大阪府 鈴木合金株式会社
安全性信頼性を確保した、コンバージョンＥＶ専用制御装置の高度化試
作開発

2978 27120356 大阪府 第一鋼業株式会社 生産プロセスの集約による短納期ニーズへの対応

2979 27120359 大阪府 ビッグ精工株式会社 特殊小径刃物工具の開発

2980 27120360 大阪府 日本プラテック株式会社 CAD/CAMの導入による競争力強化事業案

2981 27120361 大阪府 アルファメック株式会社 ニッケルめっきの均一電着性向上によるコスト削減

2982 27120364 大阪府 株式会社吉見製作所 2スピンドル１タレッド様式 NC 自動旋盤導入

2983 27120365 大阪府 ナグシステム株式会社
リチウムイオン電池の性能向上のための抵抗溶接法・溶接ヘッドの開
発と事業化

2984 27120366 大阪府 株式会社インサイト 高齢者向けプッシュ型情報伝達支援機器の試作開発と販路開拓

2985 27120367 大阪府 井上染工株式会社 写真製版設備導入による短納期化体制の構築

2986 27120369 大阪府 株式会社辻本金属製作所 測定器及び補正システム導入による３次元曲げの一貫生産体制構築

2987 27120370 大阪府 株式会社メタルファンテック
工場内の加工機械のNC化により生産プロセスを改善しムダの無い生産
体制を構築し競争力強化を図る。

2988 27120371 大阪府 株式会社モリイ製作所
光学系アルミ精密加工事業拡大にむけた高性能マシニングセンターの
導入

2989 27120375 大阪府 能勢鋼材株式会社 航空機部品の一貫生産を実現するサプライチェーン構築事業

2990 27120376 大阪府 AntiCancer Japan株式会社
実験動物のがん細胞の増殖や転移を、細胞レベルで可視化する近赤
外蛍光センシング試薬の開発

2991 27120377 大阪府 株式会社サンコー
アルミ溶解・保持炉のグローバル展開における短納期化を実現するた
めの各種管理システムの構築

2992 27120386 大阪府 株式会社シミズ
樹脂めっき上への1コートで塗膜性能に優れ、環境負荷（ＶＯＣ）の低い
紫外線硬化型の有機-無機ハイブリッド電着塗料の開発

2993 27120387 大阪府 株式会社WEST 食品残渣リユース乳酸菌発酵飼料化システム

2994 27120388 大阪府 有限会社藤川樹脂
三次元デジタル造形技術による、体型にフィットする車いす及び身障者
用いす用ネックピローの開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

2995 27120390 大阪府 株式会社森川金型製作所 ライザーレス（無押湯）鋳造技術の確立

2996 27120391 大阪府 株式会社エム・システム技研 ユニバーサル直管式ＬＥＤランプの設計改善、試作

2997 27120393 大阪府 有限会社ジーテックス
ローコストで入店促進効果が即アップする簡易ソフト書込み式の特殊表
示電子看板の試作開発。

2998 27120394 大阪府 エースシステム株式会社
調味米飯製造の為の、噴霧・撹拌装置一体型　連続式蒸気炊飯システ
ムの開発

2999 27120396 大阪府 株式会社東穂
粘着性工ラストマ一複合押出成形品の量産技術強化による耐震材・
エッジ材分野への販路開拓体制強化

3000 27120397 大阪府 株式会社タイショーテクノ
複雑形状品の高精度化に対応するニアネットシェイプ成形冷間鍛造技
術の開発

3001 27120399 大阪府 チャンピオン工業株式会社
金型の磨き加工を電子ビームで行い、金型の短納期化と生産性の向上
を実現。

3002 27120401 大阪府 三光金属株式会社
太陽電池パネルのコスト削減に寄与する新たなインターコネクターの試
作開発

3003 27120402 大阪府 ヨロズ精工株式会社 自動単能機の導入によるCVJ生産体制の構築

3004 27120407 大阪府 メイク株式会社 横振動2本型測定原理を用いた高機能粘度センサーの試作開発

3005 27120410 大阪府 株式会社ダンデム
高性能ウレタンゴムLM9095Bを用いて製作した大型車輪の、ウレタンゴ
ムと芯体（ホイール部の金属部品)聞の接着強度の向上、安定化のため
の試作開発

3006 27120411 大阪府 株式会社興徳クリーナー
フッ酸廃液の組成管理による、中濃度フッ化カルシウム(CaF2)製造（リ
サイクル）事業

3007 27120413 大阪府 株式会社上田製作所 丸鋸切断機及びパイプ両端加工機導入による短納期化事業

3008 27120415 大阪府 株式会社ユニックス
高機能・高性能ポリウレタン原料の製造及び、新型ガン塗布装置の製
造販売

3009 27120416 大阪府 緑屋紙工株式会社 封筒紙製品の市場のニーズへの対応

3010 27120417 大阪府 株式会社エイトテック ソーラーエネルギーを利用した安全な飲料水生成システム装置の開発

3011 27120419 大阪府 株式会社レイトロン
次世代ユーザーインターフェイスＢＯＸにおける雑音に強く高認識率の
音声認識の実用化に向けた組込みソフトウェアの開発

3012 27120420 大阪府 さくら精機株式会社
小型横形マシニングセンタの導入により、中空ドリルの製造を現在３工
程から１工程に短縮し原価低減・品質向上及び納期短縮し販売増を狙
う。

3013 27120422 大阪府 五鈴精工硝子株式会社
電解インプロセスドレッシング鏡面研削法による非球面レンズアレイ金
型加工技術の開発

3014 27120424 大阪府 株式会社岡本製作所
設計段階からの試作品実現による機能、デザイン確認及び極小ロット
生産の効率化

3015 27120430 大阪府 サンズムーン株式会社 小規模駐輪場自転車管理システム

3016 27120443 大阪府 ダイユー食品株式会社 給袋式自動真空包装機導入による生産工程省力化体制の構築

3017 27120447 大阪府 株式会社依田真珠 人造真珠製造業のイノベーション：内職依存からの脱却

3018 27120448 大阪府 株式会社中辻鉄工所
検査設備導入による主要顧客の新製品大量生産対応を目的としたワン
ストップ化事業

3019 27120450 大阪府 有限会社川上製作所 異種金属接合材加工による新市場開拓



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

3020 27120451 大阪府 株式会社白水産業
樹脂加工品( シリコン) の一次元加工技術の高度化を図りコストダウン
を実現

3021 27120452 大阪府 有限会社ダイシン電子 バンチャー等撚り機の給線・断線管理装置

3022 27120453 大阪府 株式会社オーノ レーザー加工技術を応用したダストコントロールマットの開発及び販売

3023 27120456 大阪府 近畿工業株式会社
短納期要請に確実に応える、精密切削加工業の「小口化・短納期化型
生産体制の構築」

3024 27120465 大阪府 株式会社日本スペリア社
アルミニウムのはんだ付に適した、耐腐食性に優れたはんだ合金の試
作開発

3025 27120466 大阪府 高良鍍金株式会社 亜鉛高ニッケル合金めっきの技術確立

3026 27120468 大阪府 有限会社中部設計 可食性フィルム（専用オブラート）を用いた薬包チューブ形成装置の開発

3027 27120469 大阪府 南国フレキ工業株式会社 絶縁フレキシブルチューブ新規開発計画

3028 27120472 大阪府 大一化成工業株式会社
プラスチック射出成形品の自動吸着取り出し機の更新と生産工程の効
率化

3029 27120474 大阪府 協和鉄工株式会社 エジェクターを利用した真空濃縮脱水機の試作開発

3030 27120475 大阪府 ジョプラックス株式会社 エアーツール事業拡充計画

3031 27120476 大阪府 株式会社辰弥 Ｈ形鋼自動開先加工機導入に伴う梁製品の自社による一次加工

3032 27120479 大阪府 サラヤ株式会社 3Dプリンタ活用による容器開発の短納期化と設計品質向上

3033 27120481 大阪府 由良産商株式会社 航空機用一貫生産部品の品質要求に対応する検査機器導入

3034 27120483 大阪府 東海化成品株式会社
自社の樹脂加工生産ノウハウを組み込んだ5軸制御マシニングセンター
の導入

3035 27120486 大阪府 株式会社吉年
可鍛鋳鉄の焼なまし時間短縮で重油使用料削減を目指した新規合金
の試作開発

3036 27120487 大阪府 株式会社ナカキン
画像処理技術を用いた鋳造エンジン部品の鋳巣自動判定による生産プ
ロセス強化の開発

3037 27120489 大阪府 日本フッソ工業株式会社 多品種少量生産を可能にするフッ素樹脂コーティングの事業化

3038 27120490 大阪府
日本フッソテクノコート株式会
社

新型焼成炉導入による生産プロセスの強化

3039 27120491 大阪府 上商株式会社 超スーパー屋根材「スプレッドルーフ ＫＨ７型」生産設備導入計画

3040 27120494 大阪府
大和マーカント工業株式会
社

既存技術を転用した、ツインマーカー新規開発事業

3041 27120499 大阪府 株式会社アイエムデー工業
プレス後のバリ取り工程を削減する高精度バリレス金型の設計・製作技
術確立

3042 27120500 大阪府 株式会社ノチダ
超多品種少量生産プレス工程の設備自前改善による大幅な生産性向
上と絶対安全の確保

3043 27120501 大阪府 大盛化工株式会社 高純度安水に対応した製造専用ライン新設計商

3044 27120506 大阪府 サンコー精機株式会社
光学部品加工技術を舶用計器へ活用し、新しいマーケットを獲得する計
画

3045 27120508 大阪府 株式会社あさひパック 液体粘体小袋調味料の固形分噛み込み防止プロジェクト



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

3046 27120509 大阪府
エミリエ医療システム株式会
社

スパイラルシャワ一野菜洗浄装置の開発

3047 27120512 大阪府
株式会社シーエフワイヤー
ロープ

撚り戻りトルクの少ない高揚程クレーン用ワイヤーロープの開発

3048 27120514 大阪府 株式会社岩本金属製作所 タレットパンチングにおけるバリレス開発事業

3049 27120516 大阪府 株式会社ビームセンス
世界初、ナノレベルで微細に３D透過画像を撮影できる実用型小型X線
CT装置の試作開発

3050 27120519 大阪府
株式会社フリーベアコーポ
レーション

大型・重荷重対応製品の試作・開発力強化プロジェクト

3051 27120522 大阪府 有限会社テイ・エス・ディ 医薬品分野向け医薬剤の供給装置試作機の設計開発

3052 27120523 大阪府 山岡金属工業株式会社
顧客ニーズを簡単に機能設定できる日本製の高機能汎用型珈琲抽出
機の開発

3053 27120525 大阪府 大阪ジルコン工業株式会社
高度ろ過装置導入による鋳造鋳型用耐熱塗料（塗型剤）の品質向上計
画

3054 27120526 大阪府 株式会社ナガサカ 全自動スラリー回収脱水装置を利用した低コスト生産体制の整備

3055 27120530 大阪府 リッツジャパン株式会社
服飾業界の顧客ニーズに応える次世代副資材（ラベル等）の一貫生産
体制構築計画

3056 27120531 大阪府 株式会社テラダ 極低温冷凍機及び超高真空装置組立事業

3057 27120532 大阪府 二藤レール株式会社 小単重自動結束機導入による生産効率化計画

3058 27120543 大阪府 ヨコタ工業株式会社 工程集約による短納期化を目的とした複合加工機導入計画

3059 27120548 大阪府 竹利タオル有限会社
縫製機械による国産こだわりタオルを均一で綺麗な仕上がりにする試
作

3060 27120549 大阪府 フジ矢株式会社
金属熱処理法および設備の革新による従来製品( ペンチ・ニッパ）の改
良および新製品開発

3061 27120552 大阪府 I.S.C.Lab.株式会社 放射線検出器のヨウ化セシウム結晶大型化によるコストダウン

3062 27120554 大阪府 株式会社木田鉄工所 カートンブランクの高精度位置決め搬送機開発プロジェクト

3063 27120556 大阪府 布施精密発條株式会社 四頭式竪型ばね自動研削盤等の導入による生産性向上と高性能化

3064 27120557 大阪府 株式会社モリアン
不燃素材(ケイ酸カルシウム板) を使用した立体的内装壁面装飾部材の
開発及び製造

3065 27120558 大阪府 南宗味噌株式会社
「麹・塩麹・甘酒」のフリーズドライ製法による、粉粒体タイプの新製品の
開発事業」

3066 27120559 大阪府
スキルインフォメーションズ
株式会社

低コスト／小型化／医療現場の効率化を実現するリハビリ効果測定機
器の試作開発

3067 27120561 大阪府 大喜工業株式会社 建設機械用エンジンフードの開発

3068 27120564 大阪府 松勢鋼材株式会社 マシニング加工能力の拡大による金型部品加工事業の強化

3069 27120566 大阪府 株式会社中谷製作所 切削加工に係る精度を高め品質向上を測る、生産ﾌﾟﾛｾｽ強化型計画

3070 27120569 大阪府 株式会社大和真空 水耕栽培トレイの製作用接着剤塗布装置の開発

3071 27120570 大阪府 光精工株式会社
ステンレス鋼製座金組込ボトルの小口・短納期の為　最新の専用機械
に入れ替え



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

3072 27120571 大阪府 株式会社越智製作所 ステンレスフライスプレート加工事業の新規立ち上げ

3073 27120576 大阪府 太陽工業株式会社 線材製造機械におけるボビン適応型トラバース装置の試作開発

3074 27120579 大阪府 有限会社三宝金型製作所
表皮低比重層をもつスチロール成形を可能とする省エネ成形用特殊金
型の開発

3075 27120580 大阪府 株式会社島川製作所
クヌッセンブロア（温度勾配による誘導流れ）を用いた真空乾燥促進装
置の開発

3076 27120581 大阪府 永塚工業株式会社 研磨布ベルト接合工程連続化

3077 27120585 大阪府 株式会社ナスピア 組み込みによる汎用プラットフォーム型e-ラーニングシステムの開発

3078 27120586 大阪府 夏山金属工業株式会社 小型車用軽量2 ピースホイールの開発

3079 27120589 大阪府
株式会社朝日硬質鍍金工業
所

廃クロム酸社内リサイクル循環システムによるめっき処理の安定化及
び省資源化

3080 27120593 大阪府 株式会社大福鉄工所 1年ごとに生産性10%上げる設備投資

3081 27120594 大阪府 境川工業株式会社
産業用熱交換器における熱交換能力向上及び耐久性向上を目的とす
る試作開発

3082 27120596 大阪府 株式会社ＭＲＴ ハイエンドな小型植物育成インキュベータの試作開発

3083 27120598 大阪府 木村アルミ箔株式会社 食品そのものの風味をもった多様な可食シートの開発

3084 27120599 大阪府 株式会社光明製作所
「生産管理システムと自動搬送システムを使った一気通貫生産システム
の構築」

3085 27120605 大阪府 株式会社大谷機械製作所
独自生産管理ソフト導入により、生産プロセスの強化と納期管理・原価
管理を徹底し、cs(顧客満足)の向上による受注拡大と製造原価の5％低
減を目指す。

3086 27120608 大阪府 株式会社アーストレック 周辺機器が嵩張らずに携帯出来る新規ｉＰａｄケースの開発

3087 27120611 大阪府 株式会社粉室製作所 低カーボン鋼材料（線材）を利用した機能製品の開発

3088 27120612 大阪府 株式会社HOSHIKA 同時5軸複合加工機導入による特殊撹梓機部品の競争力強化

3089 27120613 大阪府 樽井プリント工業株式会社 ニット衣料の多品種少量生産への転換

3090 27120614 大阪府 知能技術株式会社
老朽化社会インフラ施設の内部の異常を外から離れて検出可能な装置
の試作開発

3091 27120615 大阪府 ミヤタ株式会社
プラスチック製品切削加工の多品種少量生産・短納期化のための設備
整備

3092 27120619 大阪府 株式会社グリーンプレジール
木粉の形状制御およびＰＰの構造制御による工業材料用高性能ＷＰＣ
の製造

3093 27120620 大阪府 有限会社大輝製作所
主軸台移動形複合ＣＮＣ自動旋盤により、品質向上 納期短縮 ２次工程
削減

3094 27120621 大阪府 旭紡績株式会社 新繊維加工法による高付加価値原糸の試作開発および生産性の向上

3095 27120624 大阪府 株式会社寿精密 弾性部材を用いた鉄ではない画期的なゆるみ止めナットの開発

3096 27120625 大阪府 株式会社サカイテック
素材固定型転造ネジ加工工程の開発を軸とした線材加工分野への特
化



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

3097 27120627 大阪府 コバヤシ産業株式会社 粉末冶金による低価格の高熱伝導・低膨張率材料の創成

3098 27120628 大阪府 フジキンソフト株式会社
顧客現場での他社とのサービス内容差別化の為の｢バルブﾞ解析ソフト
搭載モバイル機器の試作開発｣

3099 27120630 大阪府 株式会社エコ電子 少量品種の基板実装合理化

3100 27120632 大阪府 大阪コートロープ株式会社
iPS細胞の再生医療やリハビリ治療等の医学研究・生物科学研究にお
ける極細線を用いた脳波・筋電位測定システムの試作開発事業

3101 27120633 大阪府 ヨーホー電子株式会社 LEDを用いた看板向け薄型光学素子の開発

3102 27120634 大阪府 昭和電機株式会社 仰臥位エルゴメータの開発

3103 27120635 大阪府 宇宙開発合同会社 超小型人工衛星用モジュール化電源装置

3104 27120637 大阪府 株式会社高尾鉄工所 未利用バイオマスを利用した高効率な中規模蒸気ボイラーの開発

3105 27120638 大阪府 株式会社光洋
流体制御機器に使用される精密コイルばね製品の品質向上と生産性
向上によるコストダウン

3106 27120641 大阪府 株式会社木村工作所 住宅用地盤改良工事に伴う地盤改良用杭位置特定装置

3107 27120643 大阪府 大阪フォーミング株式会社 多重緩み止めナットの開発・市場開拓事業

3108 27120644 大阪府 太田金属株式会社 アルマイト処理ライン増設計図

3109 27120645 大阪府 株式会社マックス 乾燥工程を必要としない透明石鹸の開発

3110 27120646 大阪府 株式会社八木製作所 次世代の特殊素材(Ti. A L • SUS・Mg・非金属等) の複合加工

3111 27120650 大阪府 株式会社タフコン 「簡易型締めによる樹脂成型方法及び冷却時間短縮設備」の試作開発

3112 27120652 大阪府 司電機産業株式会社 健康野菜を土耕・有機で育てる回転型プチ工場

3113 27120653 大阪府 樋口金庫株式会社 空圧式薬品保管庫を用いた薬品管理システム

3114 27120654 大阪府 東興産業株式会社
生産管理ソフト導入により、小ロット・特急対応に強みを作り、受注拡大
と収益を倍増させる

3115 27120658 大阪府 株式会社モリモト医薬 経管投与用使い捨て医療用具（ＱＩバッグ)の製造試機の設計・開発

3116 27120661 大阪府 Ｅｆｌｉｇｏ合同会社 ゲル微粒子の膨潤作用を用いた芳香性粘着シートの試作開発

3117 27120662 大阪府 株式会社ビーアイシステム 脳神経疾患を簡単操作で診断・評価できる医療機器の改良

3118 27120664 大阪府 草川鉄工株式会社
顧客注文・工程管理の一貫電子情報化を目指した基幹生産管理システ
ムの構築

3119 27120666 大阪府 三興工業株式会社 リチウムイオン電池パックにおける精密抵抗溶接の高効率化

3120 27120667 大阪府 株式会社ＥＲテック 上肢リハビリ訓練装置の実用化に向けたコスト低減と利便性の向上

3121 27120668 大阪府
アルカディア・システムズ株
式会社

ＡＲ技術を使用したＬＥＤ照明交換シミュレーションシステム

3122 27120675 大阪府 オリオン粧品工業株式会社
不織布マスクにスプレーするだけでPM2.5をブロックする、市販用コー
ティング剤の開発と製造



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

3123 27120677 大阪府 有限会社岡本精工 精密立体打ち抜き金型の開発

3124 27120678 大阪府 株式会社竹中製作所
塗装環境のクリーン化技術の開発によるカーボンナノチューブ複合塗膜
の高品質化事業

3125 27120680 大阪府 株式会社太洋工作所 フレキシブル基板（ＦＰＣ）用高性能補強材の開発

3126 27120681 大阪府 株式会社ナカニ 伝統技法”広巾”の継承、注染の巾を広げる新製品開発事業

3127 27120682 大阪府 石井製作所 竹の根に付着した泥等の篩機（命名「土とるん」）の一般製造販売

3128 27120684 大阪府 北口精機株式会社 真空機器部品製造における競争力の強化

3129 27120686 大阪府
株式会社ナカニシプリント工
芸

オーバル形状容器のスクリーン印刷における製造原価・生産リードタイ
ム半減計画

3130 27120687 大阪府 株式会社平井製作所 ペンディングマシン導入による小口化・短納期化対応

3131 27120694 大阪府 山本産業株式会社
カーマット製造ライン改造によるインテリアニッチ分野への事業内容の
転換

3132 27120696 大阪府 宏進株式会社 中国向け低価格化粧品の試験開発事業

3133 27120697 大阪府 株式会社新幸製作所 ガス燃焼器に用いる耐熱合金の高効率加工技術の確立

3134 27120698 大阪府 臼谷電子株式会社 新規小型抵抗溶接機用 新標準電源の試作開発

3135 27120704 大阪府 株式会社ナガオテック 三次元測定器の新規導入による新規開拓とニーズへの対応

3136 27120705 大阪府 株式会社上杉輸送機製作所 レーザー加工機導入による、6輪スリム力一卜の試作・改善の短納期化

3137 27120710 大阪府 葵スプリング株式会社
自動車クラッチ部品タービンシェル用銅リング機械加工(ニッチ分野特化
型)

3138 27120714 大阪府 株式会社淀川NCC 超小型積層電子部品向け「高機能次世代型枚葉積層機」の開発

3139 27120723 大阪府 ハチスプロダクト株式会社
自社保有特許技術「フレッシュキープディスペンサー」の試作開発を行う
事業

3140 27120725 大阪府 株式会社アイソトープ 自社オリジナル森林和紙ニットの生産性向上

3141 27120729 大阪府 株式会社ひげ工房 気軽に購入できる、疾患や障がいのある方が楽に座れる座椅子の開発

3142 27120749 大阪府 菊池紙工株式会社 業界初 ファイバーレーザーによる金属製ボールペンへの直接印刷方法

3143 27120757 大阪府 フラッシュ精機株式会社 トルクレンチ内蔵型十字レンチの試作開発

3144 27120758 大阪府
株式会社アイジーエンジニア
リング

風力発電機向けベアリング製造機械用テーパー加締型製造事業

3145 27120759 大阪府 株式会社ウラカワ
HUBベアリング の熱処理変形を考慮した旋盤の導入とコストダウン実
現

3146 27120761 大阪府 株式会社ヤシマ精工
「硝子ボトルに求められる飾色性と質感とコストを追求した樹脂ボトルの
製品化」

3147 27120762 大阪府 株式会社ルビー 歯科用ワックスの増産

3148 27120764 大阪府 富士金属株式会社 複雑な深絞り製品における内外面外観検査の自動化



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

3149 27120767 大阪府 ナミテイ株式会社
摩擦圧接とプロジェクション溶接を用いたオンリーワン異形金属部品の
商品開発

3150 27120770 大阪府 株式会社田積製作所
小口対応力・短納期対応力の強化を目的とした高性能バリ取り設備導
入によるシェア拡大事業

3151 27120772 大阪府 日本カノマックス株式会社
国産初、高効率測定機能を備えた非接触流体速度計測装置の試作開
発

3152 27120774 大阪府 三粧化研株式会社 新タイプカプセル化粧品の商品化

3153 27120779 大阪府 クレバー産業株式会社 プリント配線板及び樹脂板外形加工の難切削材・高精度加工対応

3154 27120780 大阪府 株式会社土井金属製作所 ｶｯﾀｰﾅｲﾌﾎﾙﾀﾞｰ製造における小口、短納期化計画

3155 27120782 大阪府 幸邦化学株式会社 コースター用車輪ゴム製造の品質安定、短納期化、低コスト

3156 27120785 大阪府 有限会社森田製針所 極細ステンレスパイプP.Pカヌラ(注射針)開発

3157 27120786 大阪府 吉川化成株式会社
医療機器完成品の自社企画製造販売を実現する新製造システムの設
備投資

3158 27120787 大阪府 ピアス販売株式会社 安価で耐久性に優れたスポーツシューズ用高性能スパイクの試作開発

3159 27120791 大阪府 大研化学工業株式会社 マイルドナノ分散用超微小ジルコニアビーズの顧客開拓を図る。

3160 27120792 大阪府 株式会社ハイテックヤマテツ
精密加工プロセスにおける、複数の加工機の高度な連携・連動システ
ム開発

3161 27120793 大阪府 昭和工業株式会社 植毛の自動化によるブラシ製造効率化事業

3162 27120794 大阪府 日栄化工株式会社
静電容量式ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙに於ける、光学用特殊粘着製品の品質向上、及び
海外での競争力強化

3163 27120795 大阪府 株式会社ジーエスフード 「新感覚飲料」の開発に向けた製造技術の確立

3164 27120796 大阪府 株式会社米盛鉄工所
アジア新興国市場に対応しうる高精度・高速切削加工による低価格・高
品質機械の開発

3165 27120797 大阪府 株式会社大日電子 電力事業者向け６０ＭＨｚ帯アナログ携帯無線機の開発

3166 27120798 大阪府 大阪美錠工業株式会社 アパレル用紐止めの新シリーズ開発

3167 27120803 大阪府 有限会社大興 小規模醸造所から排出されるビール粕を利用した発酵飼料の製造販売

3168 27120806 大阪府 株式会社ボアシステム 「民間航空機の生産増強、高品質・ワンストップ化要求への対応」

3169 27120807 大阪府 浦谷商事株式会社 精密切削刃コンシェノレジュ部門の構築

3170 27120808 大阪府 大衛株式会社
不織布の加工技術を用いたディスポーザブル「腹腔鏡手術器具ホル
ダー』の試作開発

3171 27120809 大阪府 株式会社山田製作所 スラリーアイスの自動計量の機械化の試作開発

3172 27120810 大阪府 株式会社植田鉄工所 ５軸マシニングセンタによる大型やまば歯車の歯切加工

3173 27120811 大阪府 株式会社アスク 障がい者施設向け万能型電線剥離機の研究・試作開発。

3174 27120813 大阪府 三星産業貿易株式会社
加熱プレスフォージングによる熱可塑性カーボンコンポジット締結部品
の量産技術



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

3175 27120814 大阪府
アルスコーポレーション株式
会社

プロが使える園芸用電動バリカンを開発して普及させる

3176 27120815 大阪府 石田工業株式会社 高性能スポーツナイフの生産拡大に係る先端生産設備導入事業計画

3177 27120816 大阪府 協和ステンレス株式会社 JI S G 3447 1. 0 S対応サニタリーパイプ造管計画

3178 27120817 大阪府 日東商事株式会社 １-５ｍℓ/分という超微少流量の計測・自動安定化制御機の試作開発

3179 27120823 大阪府 株式会社アタリ 「ＡＴＡＲＩ　ＦＡＣＥ　ＰＲＯＪＥＣＴ」

3180 27120824 大阪府 小倉美術印刷株式会社 チューブサンドキーパー（吊下げ台紙）への製品セットアップの自動化

3181 27120826 大阪府 豊栄金属工業株式会社
車載向け充電池部品のリードタイム半減・コストを30%低減する生産革新
プロセスの開発

3182 27120827 大阪府 株式会社旭工業所 ハイブリットカー用二次電池部品の生産プロセス強化

3183 27120828 大阪府 大峰化学株式会社 医療介護機器用新ノブネジの企画開発

3184 27120830 大阪府 アイエスサポート株式会社 既設電柱の長寿命化を図る再生技術の開発

3185 27120831 大阪府 株式会社スリーエフ技研 高性能研磨材の組立半自動化による製造コスト削減計画

3186 27120838 大阪府 不二精工株式会社 リチウムイオン電池用「防護弁」開発・販売プロジェクト

3187 27120839 大阪府 株式会社ハセルック
金属代替部品として「ヒート＆クール成形」技術を用いた樹脂射出成形
品の開発提案と拡販

3188 27120842 大阪府 ジュラロン工業株式会社
連続機による低温多層蒸着成膜技術を用いたLED照明の色温度、色度
補正フィルターの試作開発

3189 27120843 大阪府
日本セルロイド化工株式会
社

連続繊維強化熱可塑性ＣＦＲＰの押出し成形技術の確立と締結部品の
試作開発

3190 27120844 大阪府 株式会社出雲
マシニングセンター導入による高品質・高精度部品加工の社内一貫生
産システムの構築

3191 27120845 大阪府 アイ・エス・エックス株式会社

ディスプレイポート出力を持った、液品ディスプレイ用点灯検査装置の開
発。ディスプレイポート(Display Port：DP）出カを待った液晶ディスプレイ
（LCD)向け点灯検査装置を開発し、2014年度に国内外のLCDメーカー
に安価な点灯検査システムとして受注を目指します。

3192 27120848 大阪府 双葉金属工業株式会社 無電力パワーアシスト機能付き在宅用介護ベッドの開発

3193 27120851 大阪府 株式会社ヒカリ
暮らしに便利さを与える、【レバー操作式の無段階角度訊節金具】の開
発事製造・販売事業

3194 27120856 大阪府 藤川金属工業株式会社 LEDライト用アルミコイニングインパクト部材の市場化

3195 27120857 大阪府 日本度器株式会社
「レーザー加工機導入による生産プロセス強化および新製品開発プロ
ジェクト」

3196 27120859 大阪府
インテグラル・テクノロジー株
式会社

樹脂流動・強度解析（中立面・オールヘキサ等）用自動モデリングシステ
ムの開発

3197 27120861 大阪府 株式会社生駒
既存クロムめっき施工部品の補修の際の部品全体の付着物除去、洗浄
による付加価値の向上

3198 27120864 大阪府 コムラ産業株式会社
自動車及び建機用スプリングの多品種少ロット、難加工化、短納期化に
対する強化計画

3199 27120869 大阪府 株式会社サカイ精工 成型研磨機導入による高精度金型の製造



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

3200 27120872 大阪府 和研工業株式会社
重機操作用次世代多機能「マルチE ジョイスティックJの試作開発から量
産準備

3201 27120875 大阪府 立尚工業株式会社 大口径ホース締結金具の開発

3202 27120876 大阪府 ＯＬＡイメージング株式会社
プラスチック成形レンズ及び光学部品製造業向けレンズ自動検査装置
の試作開発

3203 27120878 大阪府 西陣染色株式会社 新製品開発生産化に伴うプログラムコントローラーの更新

3204 27120881 大阪府 大日運輸株式会社
断熱建材の『板取り・切断加工システム』の導入による省エネ住宅向け
新市場の獲得

3205 27120884 大阪府 株式会社木幡計器製作所 デジタル式呼気圧計測器の試作開発

3206 27120885 大阪府 力スガアパレル株式会社 高齢者向け新素材和紙の健康肌着の開発・試作

3207 27120888 大阪府 田淵電機株式会社 アルミ撚り線接合技術確立

3208 27120891 大阪府 株式会社ダイロック 耐震構造木造住宅に使用する締結ボルトの研究と開発

3209 27120892 大阪府 株式会社佐野車輸製作所
搬送車輌重要保安部品切削加工の自動化による熟練技術・技能伝承と
多品種少量生産の短納期化

3210 27120893 大阪府 長田電機株式会社 変位計測用の超安価・高精度GPS観測システムの商品化

3211 27120894 大阪府 堺光学株式会社 特大口径レンズの製作可能サイズ拡大計画

3212 27120895 大阪府 有限会社新栄精器
高機能横穴加工機を使用した大物プレート部品の側面に対する横穴加
工工程の効率化による超短納期化の実現

3213 27120898 大阪府 有限会社森金属 省コスト・短納期で小ロット他品種の社会ニーズに対応した製品の開発

3214 27120899 大阪府 コニー・ケン株式会社 プラスチックスペレットの最適カッティングペレタイザーの開発計画

3215 27120900 大阪府 小林精工株式会社 車載用金属・樹脂加工事業への参入

3216 27120901 大阪府 水谷精工株式会社 長尺ロッド切断・端菌研削横型複合機の開発

3217 27120904 大阪府 ゴールデンダンス株式会社 騒音下での通信機器における送受信ヘッドセットの開発

3218 27120905 大阪府 トキワ工業株式会社 「画期的に透明な窓張り用遮熱フィルムの開発」

3219 27120906 大阪府 山本光学株式会社 お客様に最適な掛け心地を提供するカスタム眼鏡の開発・販売

3220 27120907 大阪府 アイセル株式会社 大量培養を目的としたバイオリアクター向け高性能撹拌翼の開発

3221 27120909 大阪府 株式会社双信
測定機更新による精度向上と測定シミュレーション導入による短納期化
の為の設備投資計画

3222 27120917 大阪府 株式会社可門プリントラボ
インターネットを利用した２１世紀型ものづくり一貫生産受託ビジネスモ
デル

3223 27120918 大阪府 株式会社成和製造所
多様な顧客ニーズに対応して、多品種のステンレス鋼の分析精度を大
幅に向上し、かつ、納期の短縮化を実現する設備投資（発光分析装置）
及びステンレス鋼の研究を行う

3224 27120919 大阪府 株式会社ジャパンフーヅ
「絶品!チョコレートソース」及び「安全口安心なトッピングソース」の開発
に向けた製造技術の確立

3225 27120921 大阪府 ハードロック工業株式会社
顧客満足させるための生産管理を含めた入出庫管理、在庫管理の強
化



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

3226 27120923 大阪府 株式会社オーシン
IHコンロ上であらゆるIH非対応調理器を使用可能にする家庭用加熱プ
レートの製作

3227 27120926 大阪府 スリープウェル株式会社 顧客の利便性と業務効率化を目指したITシステムの導入

3228 27120927 大阪府 マスター工業株式会社
最終全数良否判定検査に関する多品種少量生産・短納期化対応の為
の自動検査設備の導入

3229 27120929 大阪府 タカビシ化学株式会社 医療用の冷却・温熱シートの開発

3230 27120933 大阪府 バイオアイ株式会社
新規な植物組織崩壊酵素を用いた未利用資源の高度利用化技術の開
発

3231 27120934 大阪府 株式会社ベイビッグ
高齢者の安全/安心のための緊急通報と徘徊者検知を実現する新方式
の通信システム

3232 27120935 大阪府 株式会社有馬工業所
溶接品質向上による、製品品質向上、製品開発および環境対策市場の
受注拡大

3233 27120938 大阪府 コドモエナジー株式会社 アルミナ基板による蓄光式避難誘導標識板及び一般標識の開発と試作

3234 27120942 大阪府 株式会社ウシオ
短納期要請に応える、試作板金加工業の「ワンストップ化型一環生産体
制の構築」

3235 27120943 大阪府 株式会社大北製作所 新規立上げ世界最短の高精度リチウム電池ケース製造技術の開発

3236 27120946 大阪府 篠田商事株式会社 少ロット専用段ボールデジタル孔版印刷機の事業化

3237 27120949 大阪府 クリロン化成株式会社 機能性共押出フィルムの品質と生産性の向上

3238 27120953 大阪府 ナカヤマ精密株式会社 次世代ナノ加工技術の確立と製品への適用

3239 27120961 大阪府 株式会社友電舎 金属材料への絶縁樹脂コーティング処理の高度化と低価格化

3240 27120962 大阪府 山本金属工業株式会社 被削性モニタリング用熱計測工具の開発

3241 27120965 大阪府 三洋化学工業株式会社 ７÷１／８の企画力

3242 27120970 大阪府 フタイFT株式会社
射出成形方式によるPET樹脂の高付加価値製品群の統合製造装置の
試作開発。

3243 27120971 大阪府 株式会社スワトー
大量の浄水を可能とする「避難所生活用水供給装置」の試作機開発・検
証

3244 27120980 大阪府 株式会社トーホーテクノ 製砂用ボールミルの内張用・高破砕能力耐摩耗鋳物部品の試作

3245 27120982 大阪府 国光鍍金工業株式会社 車載電池用端子向けの無光沢ニッケルめっきの高精度量産化

3246 27120985 大阪府 塩野香料株式会社 おいしい減塩食品の試作開発

3247 27120986 大阪府 大和板紙株式会社 特殊機能紙の生産性向上

3248 27120988 大阪府 石井硝子工業 大地震に耐える防煙垂れ壁の研究開発

3249 27120989 大阪府 有限会社新成化学
LC/MS/MS新規導入により天然物の精製、合成、定量分析サービス事
業の拡充

3250 27120993 大阪府 株式会社トクピ製作所 超高圧クーラント装置の流通に付随する課題の研究開発

3251 27120995 大阪府 株式会社セラアンドアース コンクリート劣化防止のための下地塗料の試作開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

3252 27120998 大阪府 京西陣菓匠宗禅有限会社 独自の冷凍技術を使った凍りわらび餅の増産と、新昧の開発。

3253 27121000 大阪府 富士インパルス株式会社 高温飽和水蒸気を用いた防爆対応シール機の開発

3254 27121002 大阪府 株式会社プレス技術研究所
プレス加工における高精度高速トランスファーとクイックチェンジ金型技
術の開発

3255 27121006 大阪府 三郷金属工業株式会社 銅・アルミ等、難溶接材料のレーザー溶接

3256 27121012 大阪府 株式会社関西機器製作所 球面球座一体型ひずみゲージ式カ変換器の開発

3257 27121013 大阪府 株式会社クレブ
プラズマプロセスの分光分析における瞬間的変動検知と高純度化の実
現

3258 27121017 大阪府 ＯｐｔｉＷｏｒｋｓ株式会社
非球面、自由曲面加工における非接触輪郭制御型形状測定機の試作
開発

3259 27121018 大阪府 株式会社ベルテック 銅製設備基礎「ベルベース」小型・低価格版の試作開発

3260 27121021 大阪府 株式会社イオックス 次世代めっき技術による高周波対応電磁波シールド材の開発

3261 27121025 大阪府 岩田硝子工業株式会社 36号機底形状特異バイアル（瓶）成型機の性能向上

3262 27121028 大阪府 株式会社オーテック
火力発電に使用するタービンブレードの生産プロセス強化によって環境
ニーズに対応する

3263 27121029 大阪府 オテック株式会社 潤滑性・離型性・耐摩耗性に優れた硬質3価クロムめっきの試作開発

3264 27121031 大阪府 株式会社エフ・エー電子 超高抗張力ワイヤ製造技術の開発

3265 27121032 大阪府 株式会社清水鉄工所
航空機部品および医療機器部品製造に特化したCAD/CAMシステム及
び計測システムの開発

3266 27121034 大阪府 有限会社フジヤ金属工業所 高精度型ドライ真空ポンプケーシング量産化計画

3267 27121035 大阪府 シャープ化学工業株式会社
包装材料および充填設備の革新化による、簡便施工性2成分形接着剤
の市場創造

3268 27121037 大阪府 株式会社ワイ・ドライブ プリンテッドエレクトロニクス工法による有機FET回路素子の試作開発

3269 27121043 大阪府 株式会社新亀製作所 六角キーレンチのホルダー刷新に伴う射出成形機導入

3270 27121044 大阪府
株式会社クライムメディカル
システムズ

放射線治療用ＤＩＣＯＭ画像ネットワークシステム

3271 27121045 大阪府 特殊溶接棒株式会社 鋳鉄の欠陥補修に適した共金糸溶接材料の開発

3272 27121050 大阪府 茨木工業株式会社
ハイブリッド成形法とDirect Material Compounder(DMC)法とを組合せた
CFRTP(炭素繊維強化熱可塑性樹脂複合材)による高強度製品製造技
術及び量産化技術の開発

3273 27121058 大阪府 共和電機工業株式会社 抵抗値をプリセットとする標準型コイルの開発

3274 27121061 大阪府 有限会社吉谷製作所
高品質な多品種小ロット部品製造による競争力獲得のための設備投
資・社内体制整備の実施

3275 27121066 大阪府 吉泉産業株式会社
微酸性電解水を生成する装置を内蔵する洗浄機とブロワー式連続水切
り装置で構成されるカット野菜製造の洗浄・脱水ラインの試作開発

3276 27121074 大阪府 タケモトデンキ株式会社 在宅向け離床・徘徊検知システム

3277 27121080 大阪府
有限会社エムアンドジーキタ
デ

高精細フォトミラーを一品一様で実現する生産体制の構築



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

3278 27121086 大阪府 太陽ファスナー株式会社 表面改質による電食防止ステンレスねじの開発・試作

3279 27121088 大阪府 株式会社エヌデーエス
スマートフォンやタブレット端末等のモバイル機器と、多様な組込み製品
との連携を簡単に実現し、製品価値を高める汎用的なツールの試作開
発

3280 27121093 大阪府
株式会社イオンテクノセン
ター

イオン注入されたナノ粒子の量産化技術開発

3281 27121096 大阪府 株式会社南海精工所 大径ステンレス軸受(φ 110超)と特殊軸受の小ロット生産

3282 27121100 大阪府 株式会社伊藤金属製作所 高精度球菌加工の品質の安定による生産性向上

3283 27121106 大阪府 上野鉄工株式会社
製品に対する品質の向上と標準化及び均一化量産に対する優位性を
持つ

3284 27121107 大阪府 株式会社菊太屋 米穀の真空小分けラインの開発

3285 27121109 大阪府 森脇鉄工株式会社 グラビア印刷用シリンダー　リサイクル化事業

3286 27121114 大阪府 株式会社ユニスン
歯科学生のための業界初の"音゛による切削技術向上トレーニング機器
の試作開発

3287 27121116 大阪府
株式会社デジタルデザイン
サービス

骨関節領域における医療シミュレーションシステムの試作開発

3288 27121121 大阪府 誓和工具株式会社 自動車部品のプレス加工から鍛造加工への転換

3289 27121130 大阪府 株式会社いかるが牛乳 牛乳の賞味期限延長

3290 27121131 大阪府 山里産業株式会社 住宅分野向け燃料電池用温度センサーの増産対応について

3291 27121134 大阪府 吉川鐵工株式会社 電動リベッティングマシンの制御開発の計画

3292 27121136 大阪府 関西工事測量株式会社 ニッチ分野における国際化に向けた｢ひび割れ計測システム｣の構築

3293 27121137 大阪府 株式会社山本金属製作所 過酷環境条件下でのバッテリー釘刺し・圧壊試験機の開発

3294 27121145 大阪府 株式会社堀内機械
あらゆる油圧駆動機械の大幅省エネを実現する多軸制御ユニット一体
形シリンダの開発

3295 27121148 大阪府 大研化学製造販売株式会社 インクジェット用太陽電池導電性インクの開発

3296 27121150 大阪府
株式会社中央電機計器製作
所

遮断器の開閉操作特性誌験における開閉特性データの自動読取・解析
装置およびソフトウェアの開発

3297 27121153 大阪府 株式会社三原産業 コストダウンに向けた製造ラインの高効率化

3298 27121159 大阪府 株式会社佐藤製作所
次世代照明器具部品における製造工程の効率化及び高度精緻化の為
の新複合工作機の導入

3299 27121161 大阪府 ライトビーム株式会社
消費電力400W超（水銀灯1000W相当）の屋外大規模施設用高出力LED
照明の新製品開発

3300 27121162 大阪府 不二精機株式会社 磁性体を組み込んだ尿流量率計用の樹脂性軽量カップの開発・試作

3301 27121167 大阪府 株式会社アスコット
プラスチック製品製造業向け生産管理システム「多言語版ＡｓＰＬＡｓ」の
試作開発

3302 27121168 大阪府 日本精機株式会社
全工程デジタル制御電気短縮機（アプセッター）による、精密鍛造の高
度化



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

3303 27121171 大阪府 有光工業株式会社
衛生的で安全な水を作り出す国際競争力のある樹脂製高圧ポンプの開
発

3304 27121173 大阪府 山本精密株式会社 高効率油圧機器製品の精密加工技術の研究開発

3305 27121177 大阪府 大正医科器械株式会社 微細圧センサーの用途開発

3306 27121182 大阪府 ナルックス株式会社 革新的光インターフェイス用超精密小型複合レンズの試作開発

3307 27121184 大阪府 株式会社いわさき
先天性心疾患に対するカテーテルトレーニングシミュレータの商品化へ
向けた開発

3308 27121186 大阪府
富士セルロイド工業株式会
社

生産プロセス強化の為の全自動式ランニングソーの導入

3309 27121187 大阪府 有限会社美晃電子
低温同時焼成セラミックス(以下LTCCと記載)を基板素材とした高放熱
LEDユニットの試作、開発生産

3310 27121188 大阪府
山水エレクトロニクス株式会
社

低コストを実現する革新的印刷法によるフレキシブルプリント基板の
めっき試作開発

3311 27121193 大阪府 橋本鉄工株式会社 医療用ドリルの寿命評価システム開発

3312 27121195 大阪府 株式会社みかど製作所 圧接型半導体用金属端子(リングゲート)の試作開発

3313 27121201 大阪府 株式会社大西製作所
超高精度立型複合研磨機導入と当社の研磨技術ノウハウによる生産
革新を図る

3314 27121210 大阪府 中山外株式会社
試作による型作りから裁断工程をｼｽﾃﾑ管理し、革の原価・裁断の効率
化・納期短縮を実現し生産プロセスの強化を図る。

3315 27121213 大阪府 相互ネジ株式会社 核磁気共鳴画像法（ＭＲＩ）機器向け超高精度高硬度ネジの開発

3316 27121214 大阪府 杉山金属株式会社
ステンレス素材に防汚塗装・錆風・石目調などの特殊塗装を施したエク
ステリア・インテリア商品の企画・製作・販売

3317 27121215 大阪府 株式会社Aglaia けん引式レール研磨機の開発

3318 27121216 大阪府 株式会社エムジェイテック
高速歯切加工による歯付ベルト用プーリの加工時間75%短縮を利用した
短納期化

3319 27121221 大阪府
マイクロ・ビークル・ラボ株式
会社

リチウムイオン電池モジュールの充放電評価システムの開発

3320 27121224 大阪府 興亜電機株式会社
誘導電圧調整器(IVR：Induction Voltage Regulator)用鉄心の内製化設
備開発による競争力の強化

3321 27121227 大阪府 フジテック株式会社 照明器具部品の曲げ加工工程における段取り作業の削減

3322 27121228 大阪府 太平工機株式会社
高性能自動加工機械導入による作業効率向上化実現、品質安定性の
強化及び拡販

3323 27121231 大阪府 富士金属工業株式会社 ラインのネック工程改善による生産性の改善

3324 27121233 大阪府 株式会社SKB 一般住宅、介護施設用の静音・快適な自閉引戸ユニットの開発

3325 27121234 大阪府 三澤繊維株式会社 複合不織布による自動車向け吸音材の試作開発

3326 27121235 大阪府 株式会社三栄金属製作所 金属プレス加工の多様化の追及と新しい市場の開拓

3327 27121237 大阪府 株式会社アオキ 航空機部品の低コスト・短納期・高品質を実現する切削加工技術開発

3328 27121241 大阪府
エイ・ジェイ・アイ ビア有限会
社

ビール醸造の醗酵技術を活用した箕面産ゆずを使用した発泡酒の製造
販売の拡大化



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

3329 27121246 大阪府
株式会社アイティーコーポ
レーション

伸縮管を活用した超コンパクト高性能熱交換器の開発

3330 28120043 兵庫県 株式会社Wave Technology
二次電池の充電性能を最大限引き出す急速・劣化抑制充電器（スマー
ト充電器）の開発

3331 28120044 兵庫県 松村石油化成株式会社 放射線選択感応着色シートの開発

3332 28120045 兵庫県 株式会社三和製作所 5軸加工機導入による工程短縮、生産性向上計画

3333 28120046 兵庫県 株式会社ミタチ 各種、危険体感シュミレータの開発

3334 28120050 兵庫県 関西鉄工株式会社
植物由来の機能性成分生成に利用するストレス負荷型装置の組み込
みソフトと高効率粉末化検証の設備投資

3335 28120056 兵庫県 有限会社佐野商店 合わせガラスのプラスチック中間膜リサイクル事業

3336 28120057 兵庫県 ウエムラ技研株式会社
ＤＭＬＳ法導入のための樹脂用３Ｄプリンタによる研究開発（航空用燃料
ﾉｽﾞﾙ試作品の開発期間の短縮化及び競争力強化）

3337 28120058 兵庫県 上村航機株式会社
3次元CAD/CAMを用いた3次元曲面形状精密加工（航空機部品）の競
争力強化

3338 28120059 兵庫県 ユタカ産業株式会社
CFRP（炭素繊維強化樹脂）の切削加工の研究開発および新市場への
参入

3339 28120061 兵庫県 株式会社梶原鉄工所 大型スクリューねじ内製化の為の設備導入計画

3340 28120063 兵庫県 フルヤ工業株式会社 多品種プラスチック成形品の複数不良項目検査装置の開発

3341 28120068 兵庫県 セイコー化工機株式会社 高清浄性を実現する磁気浮上ケミカルポンプの開発

3342 28120069 兵庫県 美岡工業株式会社 航空宇宙産業への進出

3343 28120070 兵庫県 フクシン金属工業株式会社 ロボット2号機の改造による生産効率の向上

3344 28120071 兵庫県
フコクインダストリー株式会
社

鉛電池の寿命監視機能付き高速充電器および電池再生装置の開発試
作

3345 28120072 兵庫県 大河内金属株式会社 航空宇宙防衛用アルミ・チタン切断加工品の小口化、短納期化

3346 28120074 兵庫県 株式会社ニッシン 高精細基板向け環境配慮型高速アッシング装置の試作開発

3347 28120080 兵庫県 株式会社前田精密製作所 精密加工技術と革新的減速方式による新型動力伝達機構の商品化

3348 28120084 兵庫県 ニシガキ工業株式会社 高精度・低価格型大径ドリル用研磨機の試作開発

3349 28120088 兵庫県 福伸電機株式会社 安全機能を向上させたハンドル形電動車いすの開発および量産化

3350 28120091 兵庫県 株式会社ユイ
ＣＡＤ、ＣＡＭシステムの導入による企画提案型企業への転換と小口化・
短納期化の実現

3351 28120092 兵庫県 株式会社中橋製作所 プレカット用角のみに於ける品質の向上と安定供給力の強化

3352 28120097 兵庫県 オリエンタル鍍金株式会社
生産性向上及び低コスト化を実現する硬質銀めっきの連続生産技術の
開発

3353 28120101 兵庫県 株式会社ナカイ 高品質・低コスト・短納期を実現する為の大型ＮＣ加工機の導入

3354 28120102 兵庫県 足立織物株式会社
新型真空圧縮パック機の導入による生産性および製品品質の向上計
画



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

3355 28120103 兵庫県 株式会社共立合金製作所 ナノカーボン複合材を用いた高強度超合金の開発および実用化

3356 28120104 兵庫県
エフ・シー・アール・アンドバ
イオ株式会社

理化学試料保存容器の蓋となるアルミエアーシールの試作開発

3357 28120107 兵庫県 米田工機株式会社 過熱水蒸気食品加工システムの立体スライドコンベアーへの適用開発

3358 28120109 兵庫県 井上ヒーター株式会社 熱効率を大幅に向上させる新型フィンの試作開発と実証テスト

3359 28120110 兵庫県 白光株式会社 環境配慮型はんだ吸い取りノズル及びこてチップの開発および量産化

3360 28120113 兵庫県 マーテック株式会社 リフティング　マグネットの開発

3361 28120114 兵庫県
神戸バイオロボティクス株式
会社

欧米向け理化学試料の保管容器の試作開発

3362 28120117 兵庫県 六甲電子株式会社 SiCウェハの研削・研磨・洗浄一貫加工体制の確立

3363 28120119 兵庫県 株式会社武内製作所 スマートフォン向け曲面ガラス成形装置の試作開発

3364 28120124 兵庫県 株式会社ヤマシタワークス
自動車産業向け金型及び製薬産業向け金型の多品種小ロット生産の
効率化

3365 28120128 兵庫県 マルカン酢株式会社 酢酸菌代謝デザイン技術を用いた新機能性食酢の開発

3366 28120129 兵庫県 株式会社エスジーユー
授産施設や作業所と連携したＬＥＤ自発光式縁石鋲等の製品開発と販
売システムの構築

3367 28120130 兵庫県 関西釦株式会社
新たなファッションの楽しみ方を提供する為のニューコンセプトボタンの
開発・製造

3368 28120132 兵庫県 サン工業株式会社
スマホ・タブレット向けタッチパネル用平坦化処理加飾保護カバーの量
産技術の開発

3369 28120134 兵庫県 有限会社セルビス 炊飯・蒸らし設備強化事業

3370 28120135 兵庫県 株式会社中央鉄工所 真空容器製作技術の高度化と関連装置の整備による生産体制の構築

3371 28120136 兵庫県 株式会社ホリホック ヒールホールドソックス（当該商品の仮名称）の実用化

3372 28120137 兵庫県 新日本溶業株式会社
建機部品生産における、多様化する顧客ニーズ(多品種少量生産・短納
期化・品質安定化・生産性向上、など)に対応するために新ロボットシス
テムを導入

3373 28120138 兵庫県 株式会社二川工業製作所
品質向上・コスト削減による競争力強化を目的としたアーム型三次元測
定機導入計画

3374 28120140 兵庫県 日本ワヰコ株式会社
アルミ合金製コネクティングロッドに対するカチ割り(破断分割)工法の開
発

3375 28120141 兵庫県 株式会社ヒロオカ
新規性のある形状の自転車ハンドルカバー開発でニッチ市場に販路開
拓

3376 28120142 兵庫県
株式会社ヒューズ・テクノネッ
ト

大比表面積活性炭の大量生産技術の確立

3377 28120143 兵庫県 新興金型工業株式会社 最新CAD/CAMの導入によるタイヤ金型製造工程の一新

3378 28120144 兵庫県 太陽鉱工株式会社 バナジウム系水素精製モジュールの試作

3379 28120148 兵庫県 太陽刷子株式会社
歯ブラシ製造における、加工自動機導入による生産技術の蓄積と短納
期対応の強化



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

3380 28120149 兵庫県 スター工業株式会社
最新鋭のプレスブレーキ設備の導入及び、プレスブレーキ曲げ加工の
位置決め用補助金型の開発

3381 28120151 兵庫県 株式会社ニッコウ 自動数値制御切削機等の導入による短納期化計画

3382 28120152 兵庫県 株式会社コウメイ 超小型電気自動車（EV「Electric Vehicle」）事業への参入

3383 28120153 兵庫県 有限会社中谷製作所 改善提案製品の量産化に伴う、設備増強

3384 28120155 兵庫県 八十島プロシード株式会社 実生体質感　高度手術トレーニング臓器モデルの開発

3385 28120156 兵庫県 尊徳長谷川鎌製作所 フレキシブル金型による斜め方向加圧工法

3386 28120158 兵庫県 株式会社ケイアイ・テック 最新設備導入し小口から大口まで、納期短縮受注のニーズに応える

3387 28120161 兵庫県 株式会社ブレイン 三次元赤外線距離センサを用いた商品識別システムの試作開発

3388 28120162 兵庫県 株式会社テキスタイル来住
デジタル捺染と付加価値織物（ジャガード織物他）の融合を通して、オン
デマンド生産によるビジネスモデルの確立を目指す。

3389 28120163 兵庫県 加美電機株式会社 充電池内蔵型(停電対応)LED照明器具の開発

3390 28120164 兵庫県 フロンティア株式会社 布団リサイクルから軍手の製品化

3391 28120165 兵庫県 大昭和精機株式会社 熱処理及び金属材料分析

3392 28120167 兵庫県 第一熱研株式会社 資源ガスの燃焼率測定機の試作・開発

3393 28120169 兵庫県 浅田化学工業株式会社 重合性金属塩モノマーの性能向上

3394 28120171 兵庫県 株式会社協和製作所
ギヤシャフトブランクの冷間鍛造化による大幅なコストダウンと国内・外
での競争力強化

3395 28120172 兵庫県 株式会社エイ・エム・ケイ
防犯カメラの大容量データをクラウドサービス化する、ビッグデータ・
データベース・システム（BDS）の開発

3396 28120174 兵庫県 株式会社計測器センター 大気中微小粒子状物質の簡易捕集装置試作

3397 28120176 兵庫県 株式会社耐熱性酵素研究所 酵素法によるグリセロリン酸の合成法の開発

3398 28120177 兵庫県 株式会社楯菱電産
高品質、低コストを実現するための生産管理・受発注管理一貫システム
の導入

3399 28120178 兵庫県 有限会社西面製作所 高機能・高精度の三次元NC旋盤導入による生産強化・短納期化

3400 28120180 兵庫県 株式会社キューブエッグ 空のワイン瓶等を照明器具に代える新規コルクライトの開発

3401 28120181 兵庫県 森合精機株式会社 油圧制御弁等の鋳鉄切削加工部品の高機能な洗浄装置の開発

3402 28120184 兵庫県 ケーエスエム株式会社 光学レンズ用高屈折性・低光学歪性の新規ＵＶ硬化樹脂の開発

3403 28120185 兵庫県 上月ウディックス株式会社 CAD・CAM・３D表示システムの導入

3404 28120186 兵庫県
クリーンテックス・ジャパン株
式会社

レンタルマットのセパレートタイプ化

3405 28120189 兵庫県 北斗電子工業株式会社 平行光を用いた液中微粒子検出センサーの開発及び試作



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

3406 28120190 兵庫県 三陽金属株式会社 半導体レーザー焼入れを利用した刃物の試作開発

3407 28120193 兵庫県 株式会社　特発三協製作所 多様化した顧客ニーズに対応する薄板ばね試作開発体制の構築

3408 28120194 兵庫県 株式会社サニー技研 車載組込みソフトウェア開発に対応した高信頼データロガーの試作

3409 28120195 兵庫県 阪神硝子工業株式会社 エコカー用途の超薄板曲面強化ガラスの生産方法の確立

3410 28120198 兵庫県 滝川工業株式会社 棒鋼の自動解束装置の試作開発

3411 28120200 兵庫県
株式会社湊川金属テスト
ピース製作所

プラント設備狭隘部対応用の放電サンプリング装置機能開発

3412 28120206 兵庫県 有限会社エーテック 特殊軽量鞄用繊維強化熱可塑性樹脂成形品の開発

3413 28120207 兵庫県 エフアイエス株式会社
新構造電気化学式センサを使用した、小型・高性能・低価格アルコール
チェッカーの開発

3414 28120208 兵庫県 扇化学工業株式会社 次世代半導体向けリードフレーム固定用新規接着剤の試作製造開発

3415 28120209 兵庫県 日本ノズル株式会社
リン捕集材（Zr－PVA)不織布製造テスト装置のナノ繊維不織布製造テ
スト装置への改造

3416 28120211 兵庫県 株式会社 ギヤテック
歯車製作工程の社内一貫生産体制強化に向けた、ＣＡＤ/ＣＡＭ整備事
業

3417 28120212 兵庫県 株式会社ユメックス 水銀フリー紫外線ランプの試作品の開発

3418 28120217 兵庫県 三木ポリマー株式会社 高機能化と低価格に対応した半導体チップ搬送トレイの試作開発

3419 28120222 兵庫県 株式会社アイトロニクス
形彫り放電加工機の面粗度向上（超微細加工電源開発）と操作性・生
産性向上

3420 28120233 兵庫県
株式会社アーバンマテリアル
ズ

Fe-Al特殊合金を用いた音響材料の試作・商品化

3421 28120235 兵庫県 日光金属工業株式会社
市場規模が小さい隙間となっているニッチ分野に特化した、リークゼロ
工法を用いた製品開発

3422 28120238 兵庫県 計測技研株式会社 建ち精度管理システムの新規機能の拡張

3423 28120239 兵庫県 日藤ポリゴン株式会社 大型ＮＣスロッターマシンの新規開発

3424 28120242 兵庫県 株式会社バンセイコウ
釣り針に対する品質・環境に配慮した釣り針の手動めっき生産ラインの
構築

3425 28120243 兵庫県 株式会社東豊精工
医療用特殊スプリング独自生産ライン開発による生産性向上とコスト削
減

3426 28120246 兵庫県 大関株式会社 酒粕由来乳化剤の製造技術の確立と商品提案のための用途開発

3427 28120247 兵庫県 株式会社森川製作所 ペット骨折治療用装具事業

3428 28120251 兵庫県 ハマックス株式会社
ニッケル基耐熱超合金における大型12ポイント熱間鍛造素形材の試作
開発

3429 28120254 兵庫県 和田山精機株式会社 焼き入れ鋼の直彫り加工化による金型製造工程の削減

3430 28120255 兵庫県 株式会社カコテクノス 切削油の精密浄化装置の開発

3431 28120256 兵庫県 株式会社二又鉄工所 主要設備更新による競争力強化計画



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

3432 28120257 兵庫県
株式会社アトラステクノサー
ビス

「真空・溶液浸潤装置」を付帯した、顧客ニーズ対応型真空フライプラン
トの試作開発

3433 28120264 兵庫県 新興化学工業株式会社 レアメタル製品の高機能化学合成事業

3434 28120265 兵庫県 新電機工業株式会社
圧縮エアー動力の伝達効率向上と発電利用によるエアーコンプレッサシ
ステムの省エネ化

3435 28120267 兵庫県 水青工業株式会社
耐オゾン性の優れた塩ビ相当材の射出成型化技術によるオゾン水生成
装置の競争力強化と普及促進

3436 28120276 兵庫県 服部テキスタイル株式会社
ホテル用高級ブライダルクロス・高級ベッドリネン生産に向けた機械装
置と試作研究

3437 28120277 兵庫県 サワダ精密株式会社 ガスタービン部品の内製化及びコスト低減化事業

3438 28120278 兵庫県 株式会社アイティーティー ビジュアルサーボを用いたロボットの位置決め制御技術の開発

3439 28120280 兵庫県 アリオテクノ株式会社
無人ワーク回収装置（CNC自動旋盤用）直径φ 25以上φ 50、全長125㎜
対応

3440 28120281 兵庫県 安福ゴム工業株式会社 グローバル競争力を持つエアクリーナーエレメントの製造方法の開発

3441 28120282 兵庫県 株式会社水田製作所
電磁誘導金型加熱冷却システムを適用した自動車向け付加価値部品
の製造技術開発

3442 28120285 兵庫県 キコー 株式会社 ハイブリッドファイバーレーザー溶接機導入による生産プロセス強化

3443 28120286 兵庫県 株式会社ニッセイ機工 加速器用超高真空仕様チャンバー製作技術の開発

3444 28120288 兵庫県
日本ジッパーチュービング株
式会社

新規なマイクロナノバブル発生装置の量産技術の開発

3445 28120289 兵庫県
株式会社カドコーポレーショ
ン

天然系素材でＦＲＰの物性を実現する「グリーン・コンポジット」中間材の
開発

3446 28120291 兵庫県 株式会社ジェイ・エヌ・エス 管理システム化サーバー開発

3447 28120294 兵庫県 株式会社中精機 最新設備の導入による金型製作の『短納期化』計画

3448 28120295 兵庫県 川瀬彦株式会社
ロータリープレス機の導入による大型・小ロット打ち抜き加工体制の構
築

3449 28120296 兵庫県 株式会社コンゴープロダクツ
ホワイトボードへ染色プリントを施した『サブリメイトボード』を用いた作戦
ボードの試作開発

3450 28120306 兵庫県 株式会社和光製作所 プレスカット方式によるゴム成形品製造方法の革新

3451 28120308 兵庫県 スタータック株式会社 ハイブリッドコールドコーティング装置の製造販売

3452 28120309 兵庫県 株式会社　ヤノ技研
無機系潜熱蓄熱カプセルの画期的な量産技術の開発とそのテストセー
ル

3453 28120310 兵庫県 川上織物株式会社
播州織産地の「製織下請け」から「自立・自販」を目指す生産システムの
構築

3454 28120314 兵庫県 株式会社ファルマクリエ神戸
可溶化シコニン溶液を用いた新規化粧品材料、染色液の試作品作製・
商品化

3455 28120316 兵庫県
株式会社シンセイコーポレー
ション

LTE（Wimax2+）対応端末機（ルータ）の開発

3456 28120317 兵庫県 菊正宗酒造株式会社
大吟醸酒の製麹工程の改善ならびに専用設備導入による生産プロセス
の強化

3457 28120318 兵庫県 扶桑電機工業株式会社
環境に優しい流動浸漬法による粉黛塗装製品の品質向上と生産性向
上



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

3458 28120319 兵庫県 蓬莱精工株式会社 生ゴミ破砕・脱水機(脱水効率向上機種)の試作開発

3459 28120320 兵庫県 スイコー株式会社 ロボット加工による樹脂製品の短納期化

3460 28120325 兵庫県 株式会社インテ
地中送電工事関連の付帯設備の品質向上（製造・販売）による新分野
への進出。

3461 28120327 兵庫県 株式会社 ナサダ 工具製作及び販売による売上向上と工具内製化によるコスト低減

3462 28120330 兵庫県 株式会社城内製作所
円筒容器用バンド製造における一貫生産体制の省力化を実現する設備
導入計画

3463 28120331 兵庫県 橋本精工株式会社
空気清浄機が対応できていない空間除菌消臭分野向け製品の開発事
業

3464 28120334 兵庫県 株式会社サーテック永田 アルミニウム合金表面の環境対応型高機能化技術の開発

3465 28120338 兵庫県 株式会社千代田精機 省エネ型気化器

3466 28120339 兵庫県 株式会社田中鉄工所 多品種小ロット部品試作品製造の量産移行への効率化

3467 28120340 兵庫県 株式会社三和金属工業所 製品開発設備導入

3468 28120341 兵庫県 大王電機株式会社 パワーモジュール用テスターの試作

3469 28120342 兵庫県 有限会社今村鐵工所 専用生産設備導入による生産性・短納期対応力・生産技術向上事業

3470 28120345 兵庫県 株式会社灘印刷 顧客ニーズ多様化に対応する製造体制構築事業

3471 28120347 兵庫県 株式会社日本フラッシュ 特殊CDスタッドピン事業拡大計画

3472 28120348 兵庫県 アユミ工業株式会社
基板・基板形状・位置決めマークに依存しない新方式位置決め装置の
開発

3473 28120349 兵庫県 株式会社いけうち 多様化する霧応用顧客要求への対応力強化

3474 28120350 兵庫県
株式会社センサーズ・アンド・
ワークス

多機能・小型化を目指した人感センシングモジュールの試作開発

3475 28120351 兵庫県 プレテック株式会社 バーリング加工法を進化させた厚肉バーリングタップによるナットレス化

3476 28120354 兵庫県 ボルツ株式会社
パーツフォーマを使用した冷間圧造によるヘリカルギヤ部品の試作開
発

3477 28120362 兵庫県 中井工業株式会社
各種強度部材の一体化を可能にする建築・建設等構造部用の複雑形
状小型鋳鋼品の開発

3478 28120365 兵庫県 酒井精工株式会社 手術用医療器具の製品ラインナップ拡充

3479 28120368 兵庫県 株式会社共和電子製作所
ロービジョン者（注１）のための障害物検出装置を備えた視覚支援機器
の開発  注１：ここでは「全盲ではないが日常生活に支障のある視覚障
がい者」を指す。

3480 28120376 兵庫県
株式会社フジ・データ・システ
ム

自律型ロボット用制御ユニットの試作開発

3481 28120382 兵庫県 株式会社オオナガ 航空機部品であるシリンダー・ピストンの安定的な量産体制の確立

3482 28120393 兵庫県 大城戸織布 アナログ織機と電子ジャガード融合化事業



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

3483 28120394 兵庫県 株式会社クマガワ 高耐久・高効率の工業炉用「ハイジェネレーティブ・バーナー」の開発

3484 28120400 兵庫県 株式会社城洋
高機能粉末合金の開発による加熱筒の耐性向上とスクリュ、ノズルの
一体生産

3485 28120402 兵庫県 株式会社大日製作所 旋削用工具ホルダーの防振機構の試作開発

3486 28120406 兵庫県 冨士発條株式会社
金属と樹脂の接合力を高める新たな表面処理方法の活用と工程集約
による電池電極蓋製造のコストダウン

3487 28120407 兵庫県 有限会社堀口鉄工所
真空装置の設計自由度の向上および当社全体の生産性・品質の向上
のための平面研削盤の導入

3488 29120015 奈良県 国広産業株式会社 世界初、バレル研磨用球体プラスチックメディアの開発

3489 29120020 奈良県 技研パーツ株式会社 放射性セシウム除去フィルターの開発

3490 29120021 奈良県 三晃精機株式会社 建設機械の燃料送給回路へ取付け可能な不正燃料判別器の試作開発

3491 29120022 奈良県 アスベル株式会社 「大型ダストボックスの新規開発」

3492 29120024 奈良県 株式会社十川ゴム
加硫制御機能を有する射出成形システムによる高機能フッ素ゴムシー
ル部分の生産技術開発

3493 29120025 奈良県 三和ダイヤ工販株式会社 バンドソー製造プロセスの改善

3494 29120027 奈良県 株式会社アクラム
チームスポーツウェアの多品種・小ロット・超短納期生産システムの構
築

3495 29120031 奈良県 株式会社墨運堂 低温乾燥により墨に乾燥技術の開発、生産性の改善

3496 29120034 奈良県 株式会社ラステック
早産等の重篤症状の早期発見と医療機関の負担の軽減を目指すICTを
駆使した妊婦健康管理（見守り）システムの試作開発

3497 29120040 奈良県 クラウン工業株式会社
三次元スキャナーとマシニングセンターによる短納期金型作製システム
の開発

3498 29120042 奈良県 ニード設備設計 近赤外線照射式「ボイラー用給水・燃焼空気加熱装置」の開発事業

3499 29120045 奈良県 広陵化学工業株式会社 インフルエンザウイルス判定用デバイスケースの事業化

3500 29120047 奈良県 国際化工株式会社
「メラミン樹脂製ハンドル付きカップ」自動仕上機の設備導入における短
納期化の実施計画

3501 29120049 奈良県 株式会社リングスター
自社ブランド[ドカットシリーズ]（プラスチック製工具箱）の新規商品開発
及び増産に伴う射出成形機追加導入

3502 29120053 奈良県 東洋精密工業株式会社 半導体製造装置部品・チャックプレートの高品位加工技術開発

3503 29120059 奈良県 株式会社カイバラ 炭化水素系膜（DLC)を被覆させた油圧機器摺動部材の試作開発

3504 29120062 奈良県 酒井伸線株式会社 SUS（ステンレス）細線伸線用ダイス内面の高品質形状成形装置の導入

3505 29120064 奈良県 株式会社呉竹 筆ペン・ペン等のニッチ分野での新型タイプペンの開発

3506 29120066 奈良県 ビッグテクノス株式会社 小型モバイル機器向け放熱粘着テープの試作開発

3507 29120070 奈良県 ダイワ精密プレス株式会社
難削性板材をプレス加工技術によって、肉厚及び形状が異なる製品の
試作開発

3508 29120074 奈良県 株式会社ウエムラ 高度な切削技術によってC-FRP製の六角ボトルの試作開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

3509 29120077 奈良県 テクノス株式会社 小型電子部品の非破壊検査用可搬型X線CT装置の試作開発

3510 29120080 奈良県 葛城工業株式会社 浴室周りデザインアクセサリー商品の試作開発

3511 29120083 奈良県 大洋ナット工業株式会社 細径鋼管（パイプ）の冷間鍛造化

3512 29120084 奈良県 大和化学工業株式会社 顧客ニーズに対応した精密機械輸送用ケースの試作開発

3513 29120090 奈良県 クツワ工業株式会社 高周波ウエルダーを用した新しいエンボス加工方法の導入

3514 29120091 奈良県 足高メリヤス株式会社 アミノコラーゲンファイバーを活用した繊維商品の試作開発

3515 29120092 奈良県 株式会社ハヤシ・ニット 自社オリジナル編み機による介護、スポーツサポーターの開発

3516 29120094 奈良県 株式会社ノブレス・セントラル 危険運転警告システム「セーフティドライバー」開発プロジェクト

3517 29120102 奈良県 有限会社サンマスター 昇華プリントの内製化によるデザイン提案型薄手ニット商品の試作開発

3518 29120103 奈良県 株式会社佐々木製作所
五軸マシニングセンター（M/C)の無人化システムの構築によって切削用
刃物の工具製品の試作品の開発

3519 29120105 奈良県 石井物産株式会社 奈良式柿渋の量産化による競争力の強化

3520 29120108 奈良県 今西靴下株式会社
国内初の「防水・透湿」機能を備え、素材配置が自在なスポーツ機能靴
下の開発

3521 29120109 奈良県 ヤマトクリエイト株式会社 マルチ対応型「高圧水銀灯電源装置」の開発

3522 29120110 奈良県 株式会社エスケイケイ
金型製造により培われた金属加工技術を用いた金属製スマートフォン
用保護ケースの開発

3523 29120111 奈良県 今西酒造株式会社
“Made in 三輪”無濾過生原酒・長期熟成日本酒『三諸杉ろまんシリー
ズ』の試作品開発

3524 29120113 奈良県 株式会社桝忠銘木店
5軸制御型NCルーター導入による特殊木質製品（建材）製造ライン増設
事業

3525 29120114 奈良県 株式会社スギテック
顧客満足、受注増に繋げる為の金型高精度化と製作体制の再構築事
業

3526 29120115 奈良県 君岡鉄工株式会社
くい丸（引抜き強度に優れ、繰り返し使用可能な鋼管杭）の細径タイプ
「極細くい丸」の試作・開発

3527 29120116 奈良県 株式会社タカトリ
カバーガラス一体型タッチパネル用化学強化ガラスの高効率・高精度切
断加工設置の開発

3528 29120118 奈良県 旭製粉株式会社
従来の小麦粉を使ったパンと同等の味と食感を実現した小麦成分ゼロ
の米粉パンの試作開発

3529 29120119 奈良県 株式会社吉川国工業所
新規商品のプラスチック製シューグリッド（靴箱）の企画・設計・試作に伴
う金型導入

3530 29120121 奈良県 三陽メリヤス株式会社 靴下自動検査機器開発計画

3531 30120002 和歌山県 ニッティド株式会社 島精機のホールガーメント機の導入による生産プロセス強化事業

3532 30120003 和歌山県 株式会社保田鉄工所 CFRP金型の開発事業計画

3533 30120007 和歌山県 エコ和歌山株式会社 パイル織物を利用した油分対応型の排水処理システムの研究開発

3534 30120009 和歌山県 南海スチール株式会社 耐震力向上のための全強度溶接機の導入



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

3535 30120012 和歌山県 三木理研工業株式会社 繊維処理薬剤の高品質化、生産性向上

3536 30120014 和歌山県 株式会社寿精密 シールリング生産における小口化、短納期化

3537 30120015 和歌山県 日進化学株式会社 高齢者向けに特化したヘアケア商品の開発

3538 30120016 和歌山県 株式会社興和製作所 溶接用開先加工機導入による生産性向上

3539 30120017 和歌山県 アイレス電子工業株式会社 生産販売統合管理システム導入による競争力の強化

3540 30120020 和歌山県 スガイ化学工業株式会社 高屈折率材料としてのジナフトチオフェン誘導体の開発と事業化

3541 30120021 和歌山県 株式会社湯川鋳造所 基幹業務システム構築による生産プロセスの強化、製品の高品質化

3542 30120023 和歌山県 築野食品工業株式会社 フェルラ酸の新規製造　―発酵・酵素法による検証―

3543 30120029 和歌山県 モリックス精工株式会社 生産ニーズ対応強化計画

3544 30120034 和歌山県 林撚糸株式会社
針葉樹の間伐材、及びマニラ麻から、抗菌及び多機能を加えた編める、
織れる和紙の糸を開発し、製造販売を行う。

3545 30120035 和歌山県 株式会社早和果樹園 早和果樹園ボリューム・ゾーン「有田みかんゼリー」開発

3546 30120037 和歌山県 株式会社メイワ 冷媒自然循環方式空調装置の開発

3547 30120039 和歌山県 阪和電子工業株式会社 静電気可視化装置の開発

3548 30120041 和歌山県 恵和株式会社 環境調和型バイオマス素材によるガラス代替フィルムの開発

3549 30120042 和歌山県 株式会社橘化成工業
インクジェット方式三次元造型機を用いた新商品試作開発と真空成型に
おける小Lot生産用型としての活用

3550 30120044 和歌山県 株式会社西沢インダストリー 生産プロセスの強化による低コスト化の実現

3551 30120050 和歌山県 大洋鋳造株式会社 造型砂と鋳造品の分離作業に於ける品質及び生産性の向上

3552 30120051 和歌山県 中野ＢＣ株式会社 加熱処理を用いた和歌山県産ショウガ加工品の試作品開発

3553 30120052 和歌山県 湯浅醤油有限会社 生（なま）醤油（天然醸造国産原料蔵仕込み）製造

3554 30120055 和歌山県 アクロナイネン株式会社 エンジン用ピストンのピン穴特殊形状切削加工用ピン穴加工機の導入

3555 30120057 和歌山県 太洋工業株式会社 高難易度品加工が可能な製造設備の導入

3556 30120060 和歌山県 株式会社丸和 生産効率の向上を目的とした環境に優しい最新機械の導入

3557 30120066 和歌山県 株式会社トガミ 超短納期対応NC加工機導入計画

3558 30120070 和歌山県 有限会社モリヤ ユニット家具小ロット多品種量産型計画

3559 30120076 和歌山県 ウィンナック株式会社
精密鋳造金型の型彫り工程における加工精度向上と金型部門の生産
能力向上

3560 30120077 和歌山県
有限会社アークコーポレー
ション

巨大地震津波避難誘導アークライトの自動点灯装置及び遠隔装置の開
発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

3561 30120078 和歌山県 有限会社ハヤシ・シザース 多品種、少量生産及びカスタム製作短納期計画

3562 30120079 和歌山県 笠野興産株式会社 医薬業界に導入されたGS1-128バーコード対応システムの導入

3563 30120081 和歌山県 株式会社平山
紀州産の桧間伐等を集荷加工し、韓国市場に内装用　壁材として、輸
出する新事業システムの構築

3564 30120082 和歌山県 寺本パイル織物株式会社 高品質織物の開発と国内生産織物の拡充

3565 30120086 和歌山県 株式会社一水産 賞味期限の長い釜揚げしらすで他社製品との差別化を図る

3566 30120091 和歌山県 株式会社尾高工作所
炭素水素系ワンバス式全自動洗浄機導入による短納期化、低コスト化
事業計画

3567 30120092 和歌山県 有限会社西出水産 水産魚類の冷蔵・冷凍による高品質長期維持保管

3568 30120096 和歌山県 株式会社小川製作所 「多品種少量生産市場への参入拡大」

3569 30120099 和歌山県 株式会社 スミロン
幼稚園、ユニット型老人施設等で発生する使用済み紙おむつ処理機開
発

3570 30120100 和歌山県 株式会社中矢パイル ジャガードパイル織物の少ロット生産ならびに短納期を可能にする計画

3571 30120102 和歌山県 アイエムティー株式会社 顕微鏡観察用試料の研磨前処理装置の試作開発

3572 30120104 和歌山県 株式会社 シガ木工
桐箪笥（きりだんす）の表面の塗装することによる新商品の開発（多色、
多目的化）

3573 30120106 和歌山県 ワコン株式会社 「医療品向け定温輸送システムの開発」

3574 30120107 和歌山県 株式会社中原製作所 新商品開発及び生産管理システム導入による競争力向上

3575 30120112 和歌山県 大阪精機工作株式会社 コルテスト試験片の精密研磨機械開発によるコスト合理化

3576 31120014 鳥取県
有限会社アイケー・産業シス
テム

独自技術を生かした長尺物旋削加工への取り組み！

3577 31120015 鳥取県 丸榮日産株式会社 高輝度・高耐久性の蓄光ゴム製品及び蓄光シート開発

3578 31120016 鳥取県 サンライズ工業株式会社 低コスト・高耐久性カラー遊技メダルの開発

3579 31120018 鳥取県 有限会社片山電機
鳥取県の観光地をアピールできるバリアフリー対応の車止めの試作・開
発

3580 31120023 鳥取県 株式会社レクサー・リサーチ 製造リードタイム向上のための工場内物流支援システムの開発

3581 31120025 鳥取県 鳥取県金属熱処理協業組合
熱処理炉内雰囲気の精密制御と監視技術向上による生産プロセスの
強化

3582 31120026 鳥取県 株式会社寺方工作所
難加工材のプレス生産化に向けた金型設計・計測検証の開発期間短縮
技術の確立

3583 31120027 鳥取県 旭東電気株式会社 家庭用燃料電池システム向け漏電遮断器の試作・開発

3584 31120028 鳥取県 スリーエステクノ株式会社 セパレート型床冷・暖房装置の開発

3585 31120033 鳥取県 株式会社清水 締結用部品加工の高度化

3586 31120035 鳥取県 株式会社エコマ 廃プラスチックリサイクル材「エコマウッド」の商品力の向上



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

3587 31120036 鳥取県 株式会社田中製作所 難加工材（ミニプリンタカッター刃）の精度安定と生産効率向上

3588 31120037 鳥取県 株式会社カノン
防刃性を具備し、発泡性樹脂材料を用いた緊急時のみ膨張する自動救
命胴衣の開発

3589 31120039 鳥取県 キンキ製造株式会社
超精密打ち抜き加工による自動織機用薄物硬質ステンレス鋼部品量産
化のための試作開発

3590 31120040 鳥取県 内外精機工業株式会社
彫刻用樹脂銘板材料における多品種の高速高精度位置決め自動切断
による小口化・短納期化の推進

3591 31120041 鳥取県 気高電機株式会社 プラスチック成形加工プロセス改善によるコスト競争力の強化計画

3592 31120042 鳥取県 安田精工株式会社
最先端３次元ＣＡＤ/ＣＡＭ/ＣＡＥの高度利用によるリードタイム半減・低
コスト化を実現する金型製造プロセス革新

3593 31120048 鳥取県
株式会社ジーピーシー研究
所

膜タンパクを標的とした医薬品探索研究に有効な発光細胞及びマウス
の開発

3594 31120049 鳥取県 株式会社鳥取メカシステム 高精度・微細加工体制の強化プロジェクト〔生産プロセス強化型〕

3595 31120050 鳥取県 株式会社海産物のきむらや 高度化された機能性を実現するナマコ抽出物の開発

3596 31120052 鳥取県 協業組合菊水フォージング
複合ＮＣ旋盤との組合せによる鍛造業のワンストップ化対応力強化と付
加価値増大

3597 32120006 島根県 清和鉄工株式会社 精密微小歯車の世界標準仕上加工機の開発

3598 32120007 島根県 秦精工株式会社 特殊ピンの工程短縮による短納期・低コスト化

3599 32120009 島根県 株式会社ナカサ スーパーコバルト合金低コスト加工技術の開発

3600 32120010 島根県 シマネ益田電子株式会社 LTCC(低温焼成積層セラミックス）基板自動分割装置の開発

3601 32120017 島根県 株式会社佐藤工務所 自社開発したEDLCを用いた蓄電ｼｽﾃﾑの開発と商品化

3602 32120019 島根県 山陰制御有限会社
検知精度が高く取付けが容易な離床センサーによる就寝状態確認シス
テムの事業化

3603 32120021 島根県 馬潟工業有限会社
航空機、エネルギー関連向特殊鋼素材製品の高付加価値、効率化加
工

3604 32120022 島根県 株式会社ファデコ
車載用ギヤシャフトの生産能力の向上と低コスト化による市場シェア・販
路の拡大

3605 32120023 島根県 アルファー食品株式会社
お赤飯の１億円以上／年の拡販を目指した新規AD小豆の開発・設備
投資

3606 32120026 島根県 城東化成株式会社
高剛性ハイスピンドルマシニグセンター導入による試作金型の短納期・
低コスト化

3607 32120030 島根県 ヨシワ工業株式会社 超低摩擦樹脂によるコールドボックス造型用樹脂型の試作開発

3608 32120031 島根県 株式会社トリコン 特殊配光LEDデバイスの量産化とインテリア照明への応用

3609 32120033 島根県 エステック株式会社 自動鋳鉄黒鉛球状化率測定装置の開発

3610 32120034 島根県 有限会社岩﨑目立加工所
製材帯鋸・丸鋸用チップ刃の多品種・短納期を実現する金属粉末射出
成形用金型加工の開発

3611 32120035 島根県 株式会社守谷刃物研究所 刃物専用研削装置の開発

3612 32120036 島根県 株式会社ベッセル島根
高品質・短納期・小口の受注に対して寸法測定の高精度化とスピード化
により品質管理の効率化を図り市場ニーズに即応する



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

3613 32120037 島根県 島根自動機株式会社 微少部品組立解析装置の開発

3614 32120038 島根県
株式会社島根電子今福製作
所

LEDモジュール色温度の安定化及び高輝度／高効率モジュールの研究
開発及び量産化

3615 32120043 島根県 有限会社永瀬工具研磨
切削工具研削加工における生産性の向上、及び高品質加工体制の構
築

3616 32120045 島根県 株式会社曽田鐵工
電子部品・デバイス実装技術における高精細及びファインピッチ対応印
刷装置の開発

3617 33120071 岡山県 小橋工業株式会社 自動制御農業用ロボットの試作開発

3618 33120073 岡山県 三乗工業株式会社 再生樹脂を利用し、成形加工技術を活用した薄物シートの開発

3619 33120077 岡山県 安田工業株式会社 研削自動化計画

3620 33120078 岡山県 株式会社ニッコーテック 整形外科用手術器具試作開発品の効率化

3621 33120079 岡山県 株式会社佐藤製作所 溶接構造物の品質と安全性の向上

3622 33120082 岡山県 株式会社山本自工社 3Ｄ－CAD導入によるバリ取り自動化促進と加工冶具最適化

3623 33120084 岡山県 株式会社ニッカリ 急傾斜地用電動モノレールにおける遠隔監視及び遠隔操縦システム

3624 33120085 岡山県 三協紙工有限会社
新規工場移転に伴う自動搬送装置付高出力レーザーカット機の増設に
係る設備投資

3625 33120089 岡山県 株式会社STU レアアース代替元素によるマグネシウム合金の高強度化技術の創生

3626 33120091 岡山県
株式会社精密スプリング製
作所

大型溶接製品の高精度・高効率で生産できる設備開発と受注計画

3627 33120092 岡山県 ムカイ鐵工株式会社 3D　CAD導入による生産品質および効率の向上

3628 33120094 岡山県 丸五ゴム工業株式会社 特殊樹脂積層燃料蒸散防止ホースの開発及び製造方法の確立

3629 33120095 岡山県 株式会社マリンフロート
東北復興護岸工事及びダム法面工事における水上での作業足場とな
る浮力体の開発

3630 33120097 岡山県 株式会社アキオカ 横型CNC施盤による引っ張り試験片の切削内製化

3631 33120098 岡山県
ユアサシステム機器株式会
社

自動車ハーネス環境耐久試験装置

3632 33120099 岡山県
マックエンジニアリング株式
会社

汎用型マイクロリアクターの試作開発

3633 33120102 岡山県 モリマシナリー株式会社
舶用エンジンの低燃費化に貢献する高性能インタークーラの高効率量
産設備の開発

3634 33120103 岡山県 光軽金属工業株式会社
アルミニウム合金鋳物試作品・1品物の木型レスによる短納期・低コスト
化

3635 33120106 岡山県 株式会社猿川
生産効率向上とリサイクルを可能にした、自動車ドア内張りシートの製
造装置の開発と製造方法の改善

3636 33120110 岡山県 みのる産業株式会社 自律走行型農薬散布ロボットの開発

3637 33120113 岡山県 株式会社阪本 大型マシニングセンタ導入による増産計画

3638 33120114 岡山県 有限会社国定農産 大手流通に対応できる青大豆きな粉の大量生産の実現



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

3639 33120115 岡山県 ユアサ工機株式会社 仮設コンテナ用ジャッキリフタの開設

3640 33120116 岡山県 タマデン工業株式会社 高効率で低価格なマイクロ水力発電装置の試作及び現地実証試験

3641 33120118 岡山県 有限会社まるみ麹本店 麹の技術を使った玄米を原料とする甘味料の開発

3642 33120120 岡山県 有限会社スナミ コルゲートフィンの高速大量生産技術確立によるコスト対応力の強化

3643 33120121 岡山県 日進ゴム株式会社 「ソーラーバネル内蔵の夜間避難誘導灯付き車止め支柱」の開発

3644 33120123 岡山県 倉敷精機株式会社 アーク溶接専用機の油煙除去装置の開発

3645 33120124 岡山県 株式会社メイト ボンド磁石を使用したIPMモータの試作提案

3646 33120125 岡山県 ナカシマプロペラ株式会社 省エネフィン付舵の開発

3647 33120130 岡山県 光陽産業株式会社 素材せん断作業の省人化による生産性向上

3648 33120131 岡山県 オーエム産業株式会社 アルミニウムへのコールドスプレー法による高機能薄膜の形成

3649 33120133 岡山県 有限会社エイト工業 施工工事付き設備資材製造への取り組みによる競争力強化

3650 33120135 岡山県 小橋金属株式会社 短納期ニーズに対応するための溶接工程の生産性向上

3651 33120137 岡山県 有限会社徳河製作所
プラズマ切削加工を生かした「コの字曲げ加工」と「ヘミング加工」を組み
合わせた新型階段の製造

3652 33120138 岡山県 株式会社キビ 1枚の畳の大きさを大判化する新機械の開発計画

3653 33120146 岡山県 株式会社エスケー チップソー研磨機の開発・試作

3654 33120148 岡山県 シバセ工業株式会社 ストロー生産設備改造・生産IT化事業

3655 33120151 岡山県 大宮工業株式会社 硝子研磨装置用自動不釣合い補正装置の開発

3656 33120153 岡山県 御津電子株式会社 低コスト体制の構築と短納期及び多品種小ロット生産対応の実現

3657 33120154 岡山県 日本オリーブ株式会社
高機能性素材・微生物変換オリーブ葉エキスを活用した化粧品の実用
化

3658 33120156 岡山県 株式会社クレスコ 航空機部品製作推進事業計画

3659 33120157 岡山県 山陽化学株式会社
橋梁補修の時間短縮とコスト削減を目指すプレキャストによるユニット型
伸縮継手の試作開発

3660 33120158 岡山県
Ｍ＆Ｇ　ケマテックスジャパン
株式会社

コンピュータ制御による細管流動を用いた高純度、高収率、高効率を実
現する連続有機合成・精製システムの試作開発

3661 33120161 岡山県 有限会社正藍屋
「オンリージャパンクオリティー」なスペシャルジーンズ製造に向けた体
制整備

3662 33120171 岡山県 株式会社川上鉄工所 資源生産性改善に係るワイヤ放電加工機導入事業

3663 33120172 岡山県 株式会社テオリ
高付加価値製品生産を目的とする竹材の3次元自由方向成形・集成一
体処理・加工装置の開発

3664 33120173 岡山県 株式会社ピーベス
ステアリングシャフトナイロンコーティング設備の試作開発及び生産体
制の改善



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

3665 33120176 岡山県 テスラム株式会社 プラスチックマグネットに於ける加工工数の削減と商品価値の向上

3666 33120178 岡山県 池田精工株式会社 「純チタンプレス義歯床の製造技術と製造義歯床の実用化」

3667 33120179 岡山県 みのる化成株式会社 自動車用吸気システムパイプの樹脂化研究

3668 33120183 岡山県 株式会社ＨＵＧＨＵＧ
盗撮・盗聴機器を利用した犯罪を抑止するための自動電波監視機器の
試作開発

3669 33120186 岡山県 作州機工株式会社 低騒音型チゼルの開発

3670 33120188 岡山県 株式会社長山鉄工所 廃プラスチック等のガス化装置の開発・試作

3671 33120189 岡山県 中国ゴム工業株式会社 ゴムロールの新規製法による試作および生産プロセスの強化

3672 33120191 岡山県 ペガサスキャンドル株式会社 プレス成型品の原料配合変更による品質向上とコスト削減

3673 33120192 岡山県 ランデス株式会社
コンクリート二次製品と鋼管杭を組み合わせた消波機能に優れた防波
堤の開発

3674 33120199 岡山県 上田ブレーキ株式会社 複合形成による車輪フランジ摩耗低減型研磨子（清掃子）の試作・開発

3675 33120200 岡山県 東進工業株式会社 自動CNC三次元測定機を活用した生産プロセス強化

3676 33120202 岡山県 ハリキ精工株式会社 新規加工法によるＣＶＴ関連部品の生産性及び品質の向上

3677 33120204 岡山県 岡山技研工業株式会社 『自動車、農業機械市場向け複合金型によるコスト競争力強化』

3678 33120213 岡山県 高橋金属株式会社 ダイキャスト製品生産の垂直統合事業

3679 33120214 岡山県 興亜耐火工業株式会社
ユーザーニーズに対応した高品質長寿命製品の開発を促進する高性
能熱膨張率計算装置の導入

3680 33120215 岡山県 株式会社藤原製作所 『次世代450mmウェハー』製造事業への取り組みによる競争力強化

3681 33120220 岡山県
株式会社英田エンジニアリン
グ

高靭性・耐摩耗性に優れた鋼材と高精度・高能率な平面研削盤の導入
による破砕機用高性能刃物の試作開発

3682 33120221 岡山県 株式会社伊丹製作所 新鋭機導入による生産能力の増強と事業高度化計画

3683 33120223 岡山県 ヤマメン株式会社
CGのファッションショー動画による提案販売と一貫生産による新しいビ
ジネスモデルの構築

3684 33120231 岡山県
KBKエンジニアリング株式会
社

遠心分離機等の振動診断技術開発

3685 33120235 岡山県 株式会社中原製作所 トンネル向け鋼管杭新製品開発

3686 33120236 岡山県 株式会社エスワン
高純度ガス供給及びサンプリングラインの自動溶接による低不純物溶
接配管ラインの製作および効率化

3687 33120241 岡山県 株式会社フジックス
国内メーカーのニーズに対応した研究開発用途向け・切削加工品の生
産体制の構築及び販路拡大

3688 33120242 岡山県 株式会社コウサイ 工法及び構造提案による付加価値の向上

3689 33120244 岡山県 株式会社タダノ レーザークリーニング事業

3690 33120248 岡山県 日本リビング株式会社 不正薬物取締に供する簡易検査キットの試作開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

3691 33120250 岡山県 株式会社奥島手延素麺工場 俊速解凍麺の冷凍設備の開発

3692 33120252 岡山県 ＩＫＯＭＡロボテック株式会社 短納期生産体制構築計画

3693 34120033 広島県 坂本デニム株式会社
洗浄薬剤使用ゼロ及びCO2削減を可能にする染色システムの実用化
開発

3694 34120036 広島県 株式会社泉工作所 少ロット化・短納期化ニーズに対応するため複合NC旋盤設備導入

3695 34120041 広島県 岩本工機株式会社 輸出用鉄製梱包パレット製造オートメーション化

3696 34120045 広島県 新生産業株式会社
市場ニーズに応える！「洗濯機用かさ上げ台」機能強化リニューアル計
画

3697 34120047 広島県 プレコ技研工業株式会社 曲げ加工の品質向上と効率化による多品種少量製品への短納期対応

3698 34120052 広島県 中塚被服株式会社 国内生産のに効率化と多品種小ロット対策

3699 34120054 広島県 マイメタリコン株式会社 ボイラーチューブ溶射皮膜の高品質化および溶射装置の開発

3700 34120055 広島県 大和工業株式会社
複合加工機導入(NC旋盤+マシニングセンター)による生産プロセスの改
善

3701 34120057 広島県 株式会社野村鍍金
低変形・高耐食・耐摩耗性・高密着性を有し、且つ有害物質無排出の皮
膜形成方法の開発

3702 34120058 広島県 真辺工業株式会社
高精度・複雑形状部品の加工を早期量産化・低コスト化する新量産プロ
セスの構築

3703 34120062 広島県 株式会社川口製作所 ゴムプラスチック成形用金型の納期短縮とコストダウン

3704 34120068 広島県 株式会社クリスタルプロセス
自動車塗装面用ガラスコート剤の技術を応用した長寿命親水コート剤
の開発

3705 34120072 広島県 シグマ株式会社
より微細な欠陥の検出と過剰判定の抑制を可能にする複数波長レー
ザーの多次元データ処理による傷検査装置の試作開発

3706 34120075 広島県 株式会社島村製作所 高精度数値制御式(CNC)円筒研削盤の導入による生産能力の増強

3707 34120077 広島県 株式会社イワサキ
成形シミュレーションソフト活用での納期短縮、及び高品質製品の実
現。

3708 34120088 広島県 株式会社トーキン
ロボット周辺装置の生産における、生産管理システム構築による生産納
期20%短縮化

3709 34120093 広島県 福山キッチン装飾株式会社 塗装工程の機械化による生産能力強化及び短納期化

3710 34120094 広島県 トラスト株式会社 金型技術の導入によるアルミダイカスト製品の一貫生産体制構築

3711 34120098 広島県 コスミック工業株式会社
ボール螺子用ナットの鋼球循環機構低価格品開発と生産能力改善によ
る競争力強化

3712 34120099 広島県 広機工株式会社 航空機等の複雑形状部品の高精度切削加工技術の開発

3713 34120100 広島県 株式会社プロテック 録画一体型防犯カメラ「安視ん君」の高画質化（メガピクセル化）

3714 34120101 広島県 株式会社池田鉄工所
高機能複合加工機の導入による難削材や高硬度材の加工に適応する
新生産体制の確立

3715 34120103 広島県 峯野鉄工株式会社 新機構｢鋳物砂クーラー｣の試作評価

3716 34120106 広島県 キソメック株式会社 大型高精度レーザー切断機増設による厚物品の増産・即納体制の確立



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

3717 34120107 広島県 株式会社レニアス 車両用樹脂窓の開発

3718 34120108 広島県 株式会社サンエス キャパシタを使用した蓄電モジュールの開発

3719 34120109 広島県 有木株式会社 JAPAN品質を守る生産工程強化プロジェクト

3720 34120112 広島県 アオイ化学工業株式会社
ダウエルバー（丸鋼鉄筋）塗装ラインのコスト・品質・環境改善（市場開
拓）

3721 34120113 広島県 株式会社ミルテル
革新的次世代がん診断を目指した血液中エクソソーム検出のための前
処理機器システムの開発

3722 34120115 広島県 豊テクノ株式会社
人工透析等に使用される金属性医療関連部品の機械加工における対
応能力強化

3723 34120116 広島県 有限会社堀本精工 TIG溶接と高精度多面複合切削の融合

3724 34120117 広島県 カワソーテクセル株式会社
医療機器等高機能透過窓に用いる各種窓材と金属材料の新接合技術
の試作開発

3725 34120122 広島県 株式会社日光電器
4軸制御マシニングセンター導入によるらせん異形形状切削加工の生
産体制強化

3726 34120125 広島県 キングパーツ株式会社
射出成型法による大型セラミック中子の生産体制の強化及び生産量の
拡大

3727 34120126 広島県 株式会社三暁
長尺物専用自動加工機導入による土木建築用金物の一貫生産・一括
管理体制の強化

3728 34120127 広島県 株式会社大晃産業 大型排気装置新設工事(大型構造物塗装用)

3729 34120128 広島県 株式会社カルファイン 高品質重質炭酸カルシウムの量産製造技術と設備の開発

3730 34120131 広島県 有限会社大和
冷却機能を強化した押し出し製麺機及び低価格・高品質の米粉麺の開
発

3731 34120139 広島県 株式会社メック技研
低価格で供給できる使い捨て（ワンデイ）ソフトコンタクトレンズの量産化
製造技術の確立

3732 34120144 広島県 有限会社瑞穂
熊野化粧筆製造工程の熟練技能および型具管理のＩＴ化による開発・生
産プロセス強化

3733 34120148 広島県 株式会社ハマダ 整形外科製品と手術道具を製作する試作開発システムの構築

3734 34120150 広島県 第一コンテク株式会社
途上国等の水事情に問題のある地域向けの手動型ＲＯ式飲料水製造
装置の試作開発

3735 34120151 広島県
株式会社テックコーポレー
ション

高殺菌力の食品衛生管理を実現する微細気泡酸性電解水生成装置の
試作開発

3736 34120155 広島県 株式会社ケミカル山本
当社特許技術に基づくステンレス鋼溶接焼け取り用の革新的電源器の
開発事業

3737 34120159 広島県 広島シンター株式会社
多品種少量生産に対応した粉末冶金複雑形状ハスバ歯車製造工法の
開発

3738 34120161 広島県 三福産業株式会社 NC横中ぐりフライス盤導入による加工能力の増強

3739 34120169 広島県 株式会社広洋電子
平面スパイラルコイルを用いた小型軽量の非接触型可変変圧装置の試
作開発

3740 34120170 広島県 光工業株式会社 病院等患者用備蓄特別非常食品の開発

3741 34120172 広島県 新中央工業株式会社
航空機用降着装置部品の高速フレーム溶射による環境対応化及び生
産効率50％アップ

3742 34120173 広島県 株式会社向井製作所 NC工作機械等主軸セルフ研磨修理の能力アップによるサービス向上



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

3743 34120178 広島県 入江株式会社
ダイカスト金型部品の新たな溶接工法確立による生産効率の向上と品
質向上の実現

3744 34120179 広島県
広島グラスビーズ工業株式
会社

高意匠性素材を用いた高付加価値加工ビーズの試作開発

3745 34120181 広島県 株式会社アカネ 複層構造放熱基板の品質検査を行う装置の導入と検査手法の確立

3746 34120184 広島県 中央精機株式会社
高性能ワイヤー放電加工機の増設によるSCNなど難削材の生産性向
上

3747 34120185 広島県 石田プラスチック株式会社
製品取出し・検査・梱包・箱替え自動化システムの構築による生産性向
上

3748 34120189 広島県 株式会社ヒロタニ EV、HVおよびPHEVの次世代自動車用繊維系防音材の開発

3749 34120193 広島県 オオアサ電子株式会社 化学強化ガラス向け切断装置の開発・製作

3750 34120199 広島県 有限会社三晃化成工業所 CAD、NCフライス設備導入による短納期化、新規製品開発計画

3751 34120200 広島県 オー・エイチ・ティー株式会社
フェーズドアレイ電極を用いた多端子電極ベアボード用非接触検査装置
の開発

3752 34120203 広島県 株式会社呉匠
構造物の健全性モニタリング用樹脂製モアレ縞シートの切断装置の試
作開発と実用化

3753 34120204 広島県 株式会社広島金型 金型製作の超短納期化によるプラスチック金型市場の獲得

3754 34120205 広島県 株式会社山本製作所
ガスベント・ハングリー射出成形法を用いた高機能樹脂製品の製造なら
びに市場獲得計画

3755 34120213 広島県 株式会社メカハウス シートメタル部品加工の製品精度向上と生産性向上

3756 34120214 広島県 柿原工業株式会社 艶消しめっきの質感・色感向上とその数値化評価に関する試作開発

3757 34120218 広島県 株式会社久保田鐵工所 クリーンディーゼル車用低騒音、低価格ドライブプレートの開発

3758 34120219 広島県 株式会社音戸工作所 プラネタリーキャリアのボス一体成形後の脚曲げ加工の試作検証

3759 34120220 広島県 株式会社タテイシ広美社 あらゆる通信と連携可能な停電時対応防災情報システムの開発

3760 34120221 広島県
株式会社エコログ・リサイクリ
ング・ジャパン

廃棄繊維製品由来の再生PET樹脂を原料とした医療系廃棄物回収容
器等大型射出成形品の試作開発

3761 34120224 広島県 株式会社利治鉄工
前工程・後工程の自動化による短納期・多品種少量生産対応と高付加
価値化の確立

3762 34120227 広島県
日本システムデザイン株式
会社

自動車用金型加工の高精度化を可能にする撮像式工具測定装置の商
品化

3763 34120228 広島県 株式会社キャステム 複雑な中空構造を有する金属焼結部分の開発

3764 34120229 広島県 有限会社田辺工業 ロボット化による外注委託品の内製化

3765 34120236 広島県 イシオカアパレル有限会社 事業内容変換開発

3766 34120237 広島県 大和重工株式会社 鋳物ホーロー浴槽の軽量化によるコスト削減と省資源化

3767 34120238 広島県 佐藤農機鋳造株式会社
メロン、スイカ、かぼちゃ等丸物果菜作物類の現地圃場での「可搬式表
面光沢磨き装置」の試作研究開発

3768 34120239 広島県 マルミ産業株式会社
FMSリニューアルによる多品種少量生産・短納期化・低コスト化への対
応



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

3769 34120240 広島県 株式会社シーエックスアール 構造物の安全と耐震化を推進する技術の高度化と装置試作

3770 34120241 広島県 株式会社光文堂 3D画像処理によるメモリアル製品の開発

3771 34120242 広島県 タイム株式会社
摩擦攪拌接合(FSW)技術を用いた液晶装置部品における生産技術の開
発・試作

3772 34120243 広島県 株式会社高村興業所 3次元CAD・CAM導入とスタッドNC化による生産性の向上

3773 34120246 広島県 株式会社ワイテック 超ハイテン材加工用金型の試作開発

3774 34120247 広島県 株式会社田口鋳造所 鋳型砂の破砕・冷却装置の更新による鋳物製品の生産プロセス強化

3775 34120251 広島県 株式会社オートテクニカ ファインプレス加工によるオイルポンプローターの試作開発

3776 34120253 広島県 株式会社西井製作所 射出形成装置産業における基盤強化

3777 34120254 広島県 株式会社海南鉄工所 バラ積み素材のピッキング技術の開発

3778 34120258 広島県 株式会社タハラ 住宅用階段資材の完全プレカット実現による販売拡大

3779 34120259 広島県 株式会社飯村鉄工所 覗き窓シート面修正装置の開発

3780 34120261 広島県 ミツヤ工業株式会社 顧客ニーズに対応した製造ラインの効率化

3781 34120262 広島県 篠原テキスタイル株式会社
企業提案力向上と新たな織物生地の創造による下請け企業からの脱
却

3782 34120263 広島県 ウラベ株式会社 PTG（臀部外側溝）サポート付軟性骨盤帯の開発

3783 34120268 広島県 早川ゴム株式会社
住宅の実棟を用いた試験評価によるより優れた住宅防音関連製品の開
発提案

3784 34120272 広島県 山岡鉄管株式会社
新製品（GENEX型ダクタイル鋳鉄異形管）生産及び効率的な生産体制
の構築による収益基盤の強化。

3785 35120031 山口県 大林産業株式会社 山口県産木材による新規事業『高品質集成材の製造・販売』の参入

3786 35120032 山口県 株式会社アクセス２１ マイク口フォグ搬送方式による油性離型剤静電塗布装置の開発

3787 35120033 山口県 株式会社伸和精工
円筒研磨機の導入等による精密加工部品の仕上げ作業の内製化によ
る作業工程の圧縮による生産性向上

3788 35120035 山口県 株式会社ダイシス スプリングワイヤーの同時２曲げ加工機の開発

3789 35120037 山口県 ウサガワ有限会社
食品スーパー市場進出に向けた生産工程のボトルネック解消による生
産能力の向上

3790 35120038 山口県 株式会社山下工業所 大型成形機導入による打ち出し板金加工の生産プロセスの強化

3791 35120039 山口県 白井興業株式会社
短納期製造・補修サービスの構築事業のための「NCロータリーテーブ
ル付きマシニングセンタ」導入

3792 35120043 山口県 株式会社大野製作所
食品、医薬品、航空機分野における3次元形状ワークの3D CADCAM導
入と高速高精度マシニングセンター加工

3793 35120046 山口県 株式会社宮川鉄工所 ＮＣフライス導入による短納期、技術・品質の更なる向上

3794 35120047 山口県 株式会社エス・エム・エイ
災害時等の緊急事態における公衆伝達のための車載移動型ＬＥＤ映像
装置「ビジョンランナー」の試作開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

3795 35120051 山口県 中国電化工業株式会社 真空特性を向上した半導体装置向けアルミニウム表面処理法の確立

3796 35120052 山口県 旭興産株式会社 アーク溶接ロボット用改良型３軸ポジショナの開発

3797 35120053 山口県 有限会社尾中鉄工所
溶接ロボット導入、専用ジグ開発によるハウスメー力部材製作の生産性
向上/小口短納期対応事業

3798 35120054 山口県 長屋工業株式会社 ＣＮＣ複合加工機導入

3799 35120056 山口県 株式会社ブンシジャパン 食品工場用作業シューズ洗浄装置の試作開発

3800 35120057 山口県 新和工業株式会社
切削加工を含む多品種少量生産に対応するため見積、受注システム等
を内包した生産管理システムの構築

3801 35120058 山口県 有限会社泉ダイス
多品種少量生産と高効率管理を実現する製造実行システムの開発およ
び販売。

3802 35120061 山口県 宇部協立産業株式会社 玉砂利敷き面の固定化用具の開発

3803 35120064 山口県
冨士高圧フレキシブルホー
ス株式会社

丸棒、６角材加工工程集約のための２スピンドルＮＣ複合加工旋盤導入

3804 35120065 山口県 河内板金工業株式会社
悪天候下等の低光量下においても充電を可能とする充電制御機能を装
備した、自立型LED照明装置(特許第大5215081号)向け多機能システム
基板(充電・放電・照度制御・機能変更リモコンを含む)の開発

3805 35120069 山口県 日新リフラテック株式会社 アルミニウム金型鋳造における高品質で長寿命の塗型剤の開発

3806 35120071 山口県 永岡鋼業株式会社
自動車新ワイパーシステム用ステンレス製バーティブラ材の生産効率
向上および品質向上

3807 35120076 山口県 株式会社オノダネイル 高強度樹脂アンカーの開発

3808 35120080 山口県 新立電機株式会社 低風速対応小型風力発電機用コントローラの開発

3809 35120081 山口県 株式会社エムビーエス 社会基盤構造物の強靭化を図るための塗装技術の開発

3810 35120082 山口県 共同産業株式会社 くず炭を利用した微粉化

3811 35120083 山口県 株式会社シーパーツ
産業用ロボットによる全自動品質管理機能付きタイヤ脱着システムの
開発

3812 35120086 山口県 中國工業株式会社
施設園芸用資材「ステンレス箔製テープヒーター」の商品完成度・生産
性の向上

3813 35120090 山口県 中央工業株式会社 ガス器具廃製品リサイクルの非鉄素材回収装置開発

3814 35120091 山口県 旭酒造株式会社
二酸化炭素マイク口バブルを用いた清酒の殺菌固酵素失活装置の試
作

3815 35120095 山口県 株式会社 エクスドリーム ソーシャル型家庭用電力計測デバイスの開発

3816 35120098 山口県 合同会社匠山泊
デニム素材の縫製技術を活かしたペット用ファッションインテリア市場の
開拓

3817 35120100 山口県 下関鍍金株式会社 高品質厚付無電解ニッケルめっき装置の開発

3818 35120102 山口県 株式会社イチキン 熱伝導コンパウンドの開発、製造

3819 35120110 山口県 多機能フィルター株式会社 壁面緑化を中心とした『厚層マット』の開発

3820 35120111 山口県 王子ゴム化成株式会社 可変式制御装置による石油移送用ゴムホースの生産ラインの強化



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

3821 36120009 徳島県 徳島電制株式会社 ＣＡＮコントローラーの開発

3822 36120013 徳島県 東西電工株式会社 超低温用高出力LED照明器具の試作

3823 36120014 徳島県 馬居化成工業株式会社 粉体加工技術を適用した高機能性無機化学製品の開発

3824 36120020 徳島県 阿波マシナリー株式会社 電池製造装置の積極的な提案

3825 36120021 徳島県
株式会社バンブーケミカル研
究所

竹素材を工業用途に広く利用するための高能率で安価な竹粉の一次、
及び二次加工機の開発

3826 36120023 徳島県 富士製紙企業組合
エッジ（耳）を残した機械抄きによる手漉き紙風合いの画材用紙やインク
ジェット用紙の製造

3827 36120024 徳島県
株式会社ミヨシキャスティン
グ

CBコントローラー導入による砂水安定及び省力化

3828 36120026 徳島県
長浜プラスチック工業株式会
社

プラスチック射出成形のハイサイクル化及び金型構造によるバイオプラ
成形技術の確立

3829 36120027 徳島県 四国化工機株式会社
溶接の抱える重大課題を解消する“溶接現象可視化技術”を適用した
全く新しい「溶接技量訓練装置」及び「溶接部可視化装置」の開発・販売

3830 36120029 徳島県 白山衣料　株式会社 小ロット製品に特化したワンストップ型縫製工場の構築

3831 36120034 徳島県 株式会社松浦機械製作所 多品種・小ロット・短納期に対応可能な生産体制の構築

3832 36120035 徳島県 ウマイ株式会社
長期保存可能な保存料無添加麺開発のための生産プロセス向上に資
する真空・脱気・完全密封化可能な包装機械の導入事業

3833 36120036 徳島県 東光株式会社
キャビネット式染色機導入による医療用ストッキングの高品質・短納期
の確立

3834 36120039 徳島県 株式会社マシンパーツ
製薬企業向け、電子ビーム金属改質技術を応用した高性能打鋲パンチ
の開発。

3835 37120012 香川県 プロテノバ株式会社
低分子化抗体医薬製造のための高結合型抗体結合タンパク質の試作
開発

3836 37120016 香川県 株式会社ユーミック 研削・研磨・めっき加工によるセンシング油空気圧部品の実用化

3837 37120020 香川県 株式会社今井鉄工所 工場設備（天井クレーン）に対する地震対策用機器の開発

3838 37120025 香川県 株式会社プロテック
競争力(高品質・短納期)強化を目的とした品質管理技術(測定技術)の
確立

3839 37120031 香川県 香川鋳造株式会社 複雑構造、かつ薄肉、精密鋳造技術の新プロセス確立

3840 37120033 香川県 株式会社協進精工
最適な締め付け状態と締結後の緩みを座金によりシグナル化した、より
安価な緩み止めナットの開発

3841 37120035 香川県 勇心酒造株式会社 米を原料とする機能性飲用素材の開発

3842 37120040 香川県 宝田電産株式会社 設計技術の高度化及び生産管理体制の強化

3843 37120041 香川県 有限会社ファイトロニクス 高密度実装電子基板と高性能組込みＣＰＵモジュールの試作開発

3844 37120042 香川県 株式会社福田高周波工業所
同時４軸加工横型マニシングセンタを用いた切削加工技術の高度化に
よる、新たな顧客への対応と生産プロセスの強化

3845 37120044 香川県 丸富士産業株式会社 高所作業車サブフレーム製造における仕掛期間短縮計画

3846 37120045 香川県 株式会社コマックス 長尺製品曲げ加工における生産プロセスの確立



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

3847 37120047 香川県 有限会社共立製作所
小ロット金属加工品の検査における高精度化・省力化システムの構築
による競争力強化

3848 37120049 香川県 株式会社長峰製作所 ハニカム金型へのチタンコーティングの確立

3849 37120050 香川県
株式会社朝日エンジニアリン
グ

最新設備の増強により「小ロット＆短納期＆高品質＆低価格」対応のベ
ストバランスを達成

3850 37120052 香川県 株式会社藤田製作所
生産プロセスの確立による競争力強化～マシニングセンターによる長尺
ボーリング（穴加工）加工技術の確立～

3851 37120054 香川県 株式会社エスシーエー
形状記憶合金ワイヤの微小振動を用いた触覚呈示器の開発及び末梢
神経検査装置の試作

3852 37120055 香川県 株式会社パル技研 「交通事故削減研究のための 交差点挙動監視センサの試作品開発」

3853 37120059 香川県 葵機工株式会社 長尺製品加工における生産プロセスの確立による競争力強化の推進

3854 37120060 香川県 高木綱業株式会社 ニッチ分野に特化した競争力を有するロープ製品の開発

3855 37120063 香川県 フジタ自動車工業株式会社 新規ﾚｰｻﾞｰ加工機導入による生産性及び品質向上計画

3856 37120064 香川県 株式会社イング 競争力（低コスト・短納期）強化を目的とした生産プロセスの確立

3857 37120065 香川県 鎌長製衡株式会社 三次元重心測量における検査・校正基準システムの開発

3858 37120066 香川県 自然免疫応用技研株式会社 植物発酵糖脂質素材の加工精製工程の省力化

3859 37120067 香川県 四国装備株式会社 パレット幌用可動式妻面開発・試作・販売

3860 38120038 愛媛県 パーカル株式会社
LTEに対応した、TCP/IP プロトコルスタック搭載 装置組込み型通信モ
ジュールの開発

3861 38120039 愛媛県 丸栄タオル株式会社 小口受注向き全自動短尺整経機による小ロット短納期計画

3862 38120040 愛媛県 株式会社いうら 昇降式シャワーキャリーの新規開発

3863 38120042 愛媛県 丸石製紙株式会社 包材生産ライン一貫化事業

3864 38120043 愛媛県 株式会社リバーテック 「電車電鉄車輌搭載」の「電子機器制御盤」の開発

3865 38120045 愛媛県 有限会社タカヨシ工業所
小ロット・短納期・低コスト対応を可能とする油圧系部品加工等設備の
高度化事業

3866 38120046 愛媛県 株式会社ファースト 専用画像検査装置を用いた高精度位置決め機構の開発

3867 38120047 愛媛県
ユースエンジニアリング株式
会社

ロールツーロール式小型真空成膜装置の高機能化

3868 38120048 愛媛県 株式会社フジコソ 植物の簡易水ストレスモニター制御システムの開発

3869 38120051 愛媛県 菅機械産業株式会社 汎用タイプの高精度位置決め装置の開発

3870 38120052 愛媛県 株式会社アテックス
電動車いすの傾斜センサーを用いた制御における組込みソフトウェアの
試作開発

3871 38120054 愛媛県 田中技研株式会社 医療器具部品の微細加工品質保証技術

3872 38120055 愛媛県 鈴木樹脂工業株式会社 納期短縮化・低コスト化・新商品開発等の設備投資



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

3873 38120058 愛媛県 竹中金網株式会社
難削材（高付加価値素材）を使用した高精度金網製造加工技術の試作
開発

3874 38120063 愛媛県 入江工研株式会社 真空置換高純度グローブボックスの開発

3875 38120064 愛媛県 柚山瓦工業株式会社
機能性テラコッタ建材を新規事業化するための機器設備とその試作開
発

3876 38120066 愛媛県 株式会社鹿野製作所
高精度・高効率（五面）複合加工施設設備による多品種少量・短納期生
産体制構築と新規受注拡大事業計画

3877 38120067 愛媛県 渦潮電機株式会社 船舶搭載用途に特化した二次電池充放電用双方向インバータの開発

3878 38120068 愛媛県 コンテックス㈱ 大口ジャガード機導入による短納期化事業

3879 38120069 愛媛県 株式会社トーヨ
40MPa対応高圧洗浄作業用防護服の試作製造、販売及び検査体制の
構築

3880 38120071 愛媛県
株式会社谷口金属熱処理工
業所

小径長尺製品の低定歪焼入技術開発

3881 38120072 愛媛県 株式会社タケチ 医療用チューブ開発・試作ラインの構築

3882 38120073 愛媛県 株式会社三宅工業 航空機部品製造用精密加工治具開発のための設備導入

3883 38120079 愛媛県 株式会社栗田鋳造所 仕上工程自動化による付加価値の創造

3884 38120080 愛媛県 株式会社飯尾電機 医療機器用電磁コイル絶縁性能高度化のための設備導入

3885 38120083 愛媛県
小田エンジニアリング株式会
社

金型製作における工期短縮化達成および、それに伴う市場獲得の規模
拡大

3886 38120087 愛媛県 株式会社ＴＥＣＨ２１
3軸切削による加工精度の向上及び多品種少量生産に対応できるため
の新たな設備投資

3887 38120088 愛媛県 株式会社藤田製作所
大型鋳物部品バリ取り仕上げ時の製品固定・反転用５ｔポジショナーの
開発

3888 38120089 愛媛県 株式会社大亀製作所 安定受注確保のための競争力強化設備の導入

3889 38120098 愛媛県 株式会社愛亀 自走式大型ショットブラスト機における密閉式集塵・回収装置の開発

3890 38120099 愛媛県 株式会社髙須賀製作所 市場で優位性の見込めるＮＣ付き厚板鉄板用折り曲げ機械の導入

3891 38120101 愛媛県 株式会社愛新鉄工所
多軸マシニングセンターの最適切削プログラムによる高スループット加
工技術の開発

3892 38120104 愛媛県 株式会社豊和工業 新型造型機の導入による薄肉鋳造技術の実現

3893 38120107 愛媛県 株式会社ＫＥＩＮＳ 超小型モビリティ向け運行サポートシステムの試作開発

3894 38120108 愛媛県 小川ポンプ工業株式会社 消防自動車の軽量化における構成部品の開発

3895 38120110 愛媛県 秀長水産株式会社
『養殖真鯛の未利用部位の粉末化・造粒等による食育及び栄養補助食
品素材等の試作開発』

3896 38120114 愛媛県 有限会社曽我部製作所
門型加工機に非回転固定工具を取付可能にして、NC万能工作機として
利用出来る様にする事業

3897 38120122 愛媛県 株式会社松山機型工業 3Dプリンター技術導入による開発品の高効率化

3898 38120123 愛媛県
株式会社パルソフトウェア・
サービス

顧客ニーズにきめ細かく対応できる新たな遠隔監視装置の試作開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

3899 38120124 愛媛県 株式会社トミオカテント
エアコン室外機用 遮光日除けメッシュ「涼（スズ）パネル」の試作と節電
効果実証実験

3900 38120127 愛媛県 株式会社アドメテック 腫瘍治療のための微細電気式加熱針の試作・開発

3901 38120129 愛媛県 シンワ株式会社 天然高分子原料を使用した超微細繊維による美容用シートの開発

3902 38120137 愛媛県 株式会社ユタカ 航空機部品受注の為、グローバル競争に対応した生産設備強化

3903 38120139 愛媛県 酒井興産株式会社
廃多芯電線処分の生産コスト削減等を主目的とした自動外部被覆分離
装置の開発

3904 38120143 愛媛県 株式会社髙橋精工
複合、短納期での精密加工製品に適用する為の、新規切削加工技術
の開発

3905 39120021 高知県 株式会社土佐電子 光学式マウスを用いた次世代ＡＧＶ用センサーデバイスの開発

3906 39120022 高知県 株式会社ヘイワ原紙 ダイコーター設備購入

3907 39120024 高知県 株式会社マシュール
大地震により想定される二次災害に対応した非常用持ち出しウエア―
の企画開発

3908 39120025 高知県 株式会社コスモ工房 自動車内装木質パネル製造のための突き板ラミネートシステムの開発

3909 39120031 高知県 有限会社大協工産
動力伝達部品の表面処理技術の確立による機械式地震感知装置の開
発

3910 39120032 高知県 東洋平成ポリマー株式会社 延伸加工技術による通気性フィルムの開発

3911 39120033 高知県 穂岐山刃物株式会社
ＭＳコーティング技術を応用した包丁の戦略的モデル開発と国内・海外
販路開拓及び含漆塗装を利用した包丁鞘と柄の開発

3912 39120036 高知県
パシフィックソフトウェア開発
株式会社

グラブ兼起重機船向け超音波測深システムの試作開発

3913 39120037 高知県 睦月電機株式会社
車載用電池・パワー半導体の冷却を目的とした軽量水冷ユニットの開
発

3914 39120041 高知県 株式会社泉井鐵工所 ダイレクト製氷が可能なスラリーアイス製造装置の試作開発

3915 39120043 高知県 東洋電化工業株式会社 黒鉛球状化用Hi-Mｇコアードワイヤーの開発

3916 39120044 高知県 有限会社西岡酒造店
ユーザーニーズに応える品質向上と、製造プロセス改善による販路拡
大

3917 39120045 高知県 株式会社永野 「鮮度保持バッグ」製造プロセスの開発

3918 39120048 高知県 濵村鉄工有限会社 船舶の動力性能・燃費性能が向上可能な船底ジャケットの試作品製作

3919 39120049 高知県 株式会社栄光工業
最新塗装設備及びスポット溶接設備の導入による競争力強化と環境へ
の対応

3920 39120052 高知県 株式会社フロムハート
不織布を利用した防災用毛布3層化及び国産生産に伴う自社縫製機械
の開発

3921 39120053 高知県 株式会社坂本技研
次世代高能率加工を実現するための動バランス調整装置商品化のた
めの試作開発

3922 39120054 高知県 株式会社飯田鉄工 ショベル用アタッチメントの構成部品の機械加工化

3923 39120062 高知県 株式会社　相愛
木質ペレットヒーティングシステムにおける遠隔監視システムと管理体
制の構築

3924 39120064 高知県
株式会社パシフィックシステ
ム

GPSチップを用いて位置情報を演算するGPSワンタイムパスワード装置
の開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

3925 40120003 福岡県
東洋ステンレス研磨工業株
式会社

デザイン性の高い立体形状模様を有する意匠金属板及び、金属商品の
開発

3926 40120004 福岡県
株式会社創世エンジニアリン
グ

最先端5軸加工機：5軸CAM：干渉防止ｿﾌﾄを活用した金型及び金型部
品の高精度化、競争力強化への取組

3927 40120006 福岡県 株式会社陽和 「高温流体対応型-フッ素樹脂製溶着継手」の開発と量産

3928 40120007 福岡県
株式会社技術開発コンサル
タント

超低落差フラッタ方式マイクロ水力発電システムの開発

3929 40120008 福岡県 株式会社しくみデザイン キッズスペース向けサイネージ装置組込みソフトウェアの試作

3930 40120009 福岡県
有限会社テック・コンシェル
ジェ熊本

分析医療分野に広く役立つアレルギー診断装置の試作開発

3931 40120013 福岡県 株式会社メック 高生産性エレクトロスピニング法ナノファイバー量産機の試作開発

3932 40120018 福岡県
九州エンジニアリング株式会
社

ニッケルめっき排水の工場内リサイクルを実現する自動型ニッケル再資
源化装置の試作開発

3933 40120019 福岡県 リーフ株式会社 多品種少量生産に適したモジュール化汎用小型アームの開発

3934 40120024 福岡県 株式会社モバテック
スマートフォン等の高密度電子機器の廃棄基板再生技術開発と、廃棄
基板の一括再生請事業化

3935 40120025 福岡県 九溶技研株式会社 微粉末セラミック溶射技術を用いた高密度セラミックロールの開発

3936 40120027 福岡県 ゼン技研株式会社 無溶接による鉄筋締結金具（場所打ち杭／鉄筋組立用）の開発

3937 40120028 福岡県 株式会社ジー・イー・エヌ 小型軽量台車による高速通信搬送システムの開発

3938 40120029 福岡県 九州計測器株式会社 超多点空間分布の動的解析システムの開発

3939 40120031 福岡県 イシバシテクノ株式会社 金型開発体制の構築による超高張力鋼板材部品事業の拡大

3940 40120033 福岡県 くろがね運輸機工株式会社 クレーン作業の安全を支援する周辺監視装置の試作開発

3941 40120037 福岡県 第一施設工業株式会社
従来にないスパイラル方式の垂直連続搬送機（スパイラルリフター）の
開発

3942 40120040 福岡県 独楽工房　隈本木工所
３Ｄターニングマシーンを利用した国産木材の一体成形「独楽(コマ)」の
開発と生産

3943 40120041 福岡県 仁田原建具製作所
切削技術に優れた木工機械を導入し匠の技と融合させた建具技術活用
新商品開発事業

3944 40120042 福岡県 株式会社ｆｒｏｍGlobal
小冊子の新規創出マーケット（電子書籍市場）への対応とオンラインプ
ラットフォーム開発事業

3945 40120047 福岡県 株式会社九州共販 無線応用多チャンネル動的計測システムの試作

3946 40120053 福岡県 株式会社SUMIDA トレーラー 移動式オンサイト熱分解炭化設備

3947 40120060 福岡県 株式会社エヌ・エル・エー 麹菌発酵食品を用いた新規自然派アンチエイジング化粧品の開発

3948 40120065 福岡県 研機株式会社 食品・工業廃棄物再資源化のための連続式低温乾燥機の開発

3949 40120072 福岡県 有限会社津留﨑製作所
高速回転CNC複合加工機での砥石工具を用いた、歯面研削加工技術
の開発研究

3950 40120074 福岡県 株式会社ウエキ産業 地域材を用いた住宅建材用C.L.T.パネル製品の開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

3951 40120076 福岡県 九州塗料工業株式会社 環境負荷低減樹脂及び塗料の開発

3952 40120082 福岡県 株式会社昭和電気研究所 液晶パネル組立工程の自動検査装置開発

3953 40120092 福岡県 株式会社リョーワ 三次元高精度内面検査装置の開発

3954 40120096 福岡県 田村株式会社 医療機器塗装専用生産ラインの設置及び量産技術の確立

3955 40120097 福岡県
株式会社テッツコーポレー
ション

金属マグネシウムを利用した水質浄化技術の実用化(Fe, Mn, Zn, Cr, Ni,
B, As etc)

3956 40120099 福岡県 コヨウ株式会社
フルボ酸鉄・シリカ含有資材の環境改善(ヘドロ等)、海の磯焼け防止及
び農業用肥料への事業化

3957 40120102 福岡県 株式会社七洋製作所
製菓工場向け電気ガス併用全側面ガラス扉トンネルオーブンの試作開
発

3958 40120105 福岡県 株式会社正信 電気亜鉛めっき前処理プロセスの短縮化及び強化

3959 40120106 福岡県 熊川食料工業株式会社
高菜等の乳酸発酵による軟化処理技術を用いた新規高齢者用漬物の
開発

3960 40120107 福岡県
株式会社システム・ジェイ
ディー

太陽光発電システム向け遠隔診断装置の耐圧および信頼性向上のた
めの試作開発

3961 40120108 福岡県
株式会社パーソナル・グラ
ス・アイックス

コンタクトレンズ自動供給機の庫内環境等実証試験に供する試作機の
製作

3962 40120109 福岡県 株式会社松本電子工業 欠陥検出に特化した高速画像処理システムの開発

3963 40120110 福岡県 株式会社タケシタ 内部給油式マシニングセンタの導入による生産プロセス強化

3964 40120111 福岡県 丸栄化工株式会社 50年耐用可能なＦＲＰ管の製品開発及び評価技術の構築

3965 40120113 福岡県 大野工業株式会社 金属圧延用板巻中空ロールのコスト低減及び高品質化

3966 40120116 福岡県 有明技研株式会社 航空機向けチタン加工のコスト低減の為の技術開発

3967 40120119 福岡県 株式会社ティエスピー 育苗用シート状発泡体の開発

3968 40120121 福岡県 株式会社アステック入江 電気炉スラグのための新改質剤の商品化

3969 40120125 福岡県 株式会社ハタテック テレビドアホン付き電子錠の開発試作

3970 40120126 福岡県 株式会社Ｌａｆｌａ 複数の特定パターン情報に関する高速検出用ソフトウェアの開発

3971 40120127 福岡県 森尾プレス工業株式会社
「金属プレス金型における透過型センサーを用いた汎用型カス上がり検
知ユニットの試作開発と実用化」

3972 40120128 福岡県 有限会社今里  伝統繊維素材を使用したアクセサリータッセル製品の試作

3973 40120129 福岡県 ＱＥＬ株式会社
パワー半導体のはんだ付け工程において、ボイド“0"プロセスを可能と
する装置の確立(溶融はんだ接合装置)

3974 40120130 福岡県 合資会社若竹屋酒造場 長年の酒造り発酵技術を生かした、日本製「生マッコリ」の商品開発

3975 40120131 福岡県 桑原電工株式会社 回転機のレヤー絶縁劣化診断装置の開発

3976 40120133 福岡県 マイクロコート株式会社
あらゆる分野で簡単に導入できる汎用M2M ゲートウェイ開発（M2M
データ・イージークラウド化システム計画）



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

3977 40120136 福岡県 大久保設備工業株式会社 スパイラルエルボ（一体物）の製作

3978 40120137 福岡県 株式会社旭精機 高機能フッ素ゴムの開発

3979 40120138 福岡県 信号電材株式会社
ソーラー/商用電源によるハイブリッド型定周期式交通信号機向け電源
供給システム

3980 40120139 福岡県 晃大商事株式会社 封止部品製造用金型の自動最適加工システムの開発

3981 40120140 福岡県 飯塚ゴム工業株式会社 プラスチック部品の高精度加工技術の開発

3982 40120141 福岡県
エーアンドオーエンジニアリ
ング株式会社

LED導光方式光触媒空気清浄フィルターの試作開発

3983 40120144 福岡県 西邦機工株式会社 竹微粉末を下層に均一敷設する軽量苗床製造機の開発

3984 40120149 福岡県 福岡県醤油醸造協同組合 血圧調整作用を有する淡口醸造アミノ酸およびアミノ酸酢の試作開発

3985 40120151 福岡県 株式会社鴛海織物工場 博多織だからできた、タブレットPC及びスマートフォンケース開発事業

3986 40120152 福岡県
アスカコーポレーション株式
会社

給電ユニットの新規開発による品質向上

3987 40120156 福岡県 株式会社古賀歯車製作所 超高精度歯研ヘリカルラックの長尺化の研究開発

3988 40120159 福岡県 株式会社石橋製作所 風力発電用増速機の大型ギヤキー溝切削加工の生産プロセス強化

3989 40120160 福岡県
株式会社西日本ガラスリサ
イクルセンター

合わせガラスのプラスチック中間膜国内水平リサイクル事業

3990 40120161 福岡県 富士岐工産株式会社 コールドスプレー装置に用いる微粒子群供給装置の試作開発

3991 40120164 福岡県 共和技研株式会社
市場が待ち望む、エアー式ピッチングマシン TOPGUN の特性を生かし
た量産化による本格的事業化

3992 40120171 福岡県 ベストフーズ株式会社 加熱機能を持った弁当容器の開発・販売

3993 40120172 福岡県 株式会社田名部製作所 手足の病変部位洗浄用メタルシェルの開発

3994 40120173 福岡県 アールジェイ商事有限会社 ラマン分光波識別装置による混合プラスチックの分別回収事業

3995 40120177 福岡県 株式会社メタルテック 低照度下高抗菌性金属パネルの試作開発

3996 40120182 福岡県 株式会社岡部マイカ工業所
大型システム用表示モジュールの電子デバイス３次元実装技術による
開発

3997 40120186 福岡県 株式会社フジマウンテック
Android端末を活用し、中小飲食店向けに低コストと操作性を追求した
店舗システムの試作開発

3998 40120188 福岡県
株式会社戸畑ターレット工作
所

超高光束LED投光器用ベーパーチャンバーの開発

3999 40120189 福岡県 株式会社馬場木工
切削能力に優れた機械導入による自立支援家具(テーブル等)の生産能
力強化事業

4000 40120190 福岡県 株式会社シンクフリー
ビジョンカメラと変位センサを組み合わせた、高速ケーブル製造ラインに
おけるケーブル検査システムの研究開発

4001 40120193 福岡県
テイパ化工九州販売株式会
社

ナノバブルを利用したバラスト水の洗浄装置の開発

4002 40120195 福岡県 株式会社メイホー
液状シリコーンゴムのバリレス成形金型と自動生産システムの開発によ
る低価格かつ信頼性の高い車載用防水部品の試作開発。



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

4003 40120196 福岡県 株式会社ヘッズ 非接触給電に於けるコイルケーシングの試作開発

4004 40120201 福岡県 有限会社九州電化工業所 軽量耐磨耗用マグネシウム部材への表面処理の適用開発

4005 40120202 福岡県 日章工業株式会社
利用者の体重を動力とする無電源重力式開閉引戸の性能向上を目的
とした試作開発及び販路開拓

4006 40120203 福岡県 株式会社九州ＢＴＳ 鉛蓄電池（バッテリー）再生器の小型化及び工期短縮による販路拡大

4007 40120210 福岡県 株式会社中央産業
FRPプール及びジャグジーメーカー向け樹脂製グレーチングの開発及び
短納期化

4008 40120215 福岡県 有限会社吉田木型製作所
鋳鉄製調理鍋「ダッチオーブン」の商品化に向けた型製造技術及びデザ
インの試作、開発

4009 40120217 福岡県
株式会社アライズテクノロ
ジー

革新的製造プロセス技術開発（ミニマルファブ）用プラズマ源の開発

4010 40120220 福岡県 株式会社木村屋
パン用酵母・乳酸菌発行等を利用した長期保存可能な製パン製法の確
立

4011 40120221 福岡県 環境テクノス株式会社
環境配慮型・超低温固化陶土による窯業製品及び工業製品の性能向
上と高付加価値化

4012 40120224 福岡県 株式会社精和製作所 機械要素部品製造の新体制移行によるﾘｰﾄﾞﾀｲﾑ削減とｺｽﾄﾀﾞｳﾝ

4013 40120225 福岡県 株式会社アステア
複数異種部品の同時加工化による1000tタンデムプレスの生産プロセス
強化

4014 40120227 福岡県 株式会社リーボ
スマートフォンのBluetooth通信を用いた低コスト・カーシェアリング・シス
テムの開発

4015 40120231 福岡県 株式会社ネビラボ
「地域や家族による見守り社会を実現するセンサデバイスおよびセンサ
クラウド開発」

4016 40120233 福岡県 株式会社ミリオネット
買物弱者御用聞き組み込みソフトウェア開発事業（買物弱者へ移動販
売と御用聞き宅配）

4017 41120007 佐賀県 唐津化成株式会社
中子を利用した射出成形によるアンダーカット・中空形状のプラスチック
製品の試作・開発

4018 41120009 佐賀県 イイダ靴下株式会社 高齢者等歩行補助を目的とした３次元５指靴下の開発

4019 41120011 佐賀県 丸秀醤油株式会社 薬味醤油の開発及び製造販売

4020 41120014 佐賀県 株式会社ティ・アイ・エス 日本薬局方対応、漢方薬自動煎じ・袋注入・密閉機械の開発製品計画

4021 41120015 佐賀県 武井電機工業株式会社 レーザクリーニング装置の機能向上のための研究開発

4022 41120016 佐賀県 九州内田鍛工株式会社
形鋼加工機アイアンワーカー導入による加工時間の削減及び増産体制
の確立

4023 41120023 佐賀県 田口電機工業株式会社
パワー半導体基板に高精度の表面処理を行うためのめっき装置の開発
およびめっき条件の確立

4024 41120028 佐賀県 株式会社中村電機製作所 本質安全防爆接点バリアの試作開発

4025 41120030 佐賀県 熊本電気工業株式会社 シャインブライト製造の国産化工程の見直し事業

4026 41120031 佐賀県 東亜工機株式会社
１トン中周波誘導炉による高性能舶用・小型鋳鉄鋳物の開発・製造力の
構築

4027 41120032 佐賀県 株式会社YSK 高硬度・高耐銹性シャフトの評価システムの確立による拡販

4028 41120035 佐賀県 株式会社ワイビーエム 地中熱利用ヒートポンプシステム用自動制御温度応答試験装置の開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

4029 41120036 佐賀県 チクシ電気株式会社 ヒ素や重金属が除去可能な凝集剤を大量製造する製造装置の開発

4030 41120038 佐賀県 有限会社南里製作所 薄板硝子切断加工機の生産性・精度を向上させた加工機の試作

4031 41120039 佐賀県 サンビット株式会社 真空パック食品向けピッキングロボットハンドの試作開発

4032 41120043 佐賀県 株式会社AQUAPASS 医療用バッチ連続式超音波洗浄装置の開発

4033 41120044 佐賀県 株式会社セリタ建設 地盤改良における品質予測プログラムの構築プロジェクト

4034 42120018 長崎県 協和機工株式会社 クラウド＋３次元モデルを活用した鋼板加工支援装置の開発

4035 42120019 長崎県 ナガベア株式会社 ティーチング溶接ロボット導入による製品の競争力強化

4036 42120020 長崎県 エピクルー株式会社
エピタキシャル成長装置のウェハー載位エラー自動検出システムの開
発

4037 42120022 長崎県 粕谷製網株式会社
製造設備の改良により、製品の安定供給と多様化による競争力強化を
図る。

4038 42120024 長崎県 株式会社インテックス 高品質オンデマンド印刷機導入等による競争力強化

4039 42120025 長崎県 株式会社日本ビジネスソフト 人工透析患者におけるシャント状態の管理システムの試作開発

4040 42120027 長崎県 ミナミ化工産業株式会社 作業負荷・環境負荷を低減したステンレス用酸洗ペースト剤の開発

4041 42120028 長崎県 株式会社ウラノ 航空機難削材加工及び検査改善による競争力強化プロジェクト

4042 42120031 長崎県 大新技研株式会社 溶接用６軸ロボットの「教示レス」システム

4043 42120034 長崎県 重松工業株式会社 短納期化を狙った洗浄装置における一貫生産技術(内作化)の開発

4044 42120040 長崎県 株式会社濱田屋商店 ボールねじ軸材加工プロセスへの統合型生産管理システムの導入

4045 42120041 長崎県 有安オート 長崎県の地域性を考慮した超小型三輸EVの商品化

4046 42120042 長崎県 久保工業株式会社
従来の溶接H形鋼歪矯正装置にない自動制御化による機能向上での
市場獲得

4047 42120046 長崎県 西九工機有限会社
大型部品、難加工箇所の高精度加工化及び複合ライン化で生産効率を
アップし売上拡大及び競争力強化

4048 42120047 長崎県 出口工業株式会社 精密機械加工の実現化による競争力の強化および市場シェアの拡大

4049 42120049 長崎県 大石建設株式会社
海上養殖場における魚類生産性向上の為の鉛直流発生装置の開発に
よる競争力強化

4050 43120022 熊本県 山下機工株式会社 金属切削加工の高生産性、低コスト化実現のための試作・開発

4051 43120023 熊本県 南日本特殊加工株式会社 高付加価値カーボン製品の試作・開発

4052 43120025 熊本県 第一製網株式会社
多機能性微粒子製造装置の導入による低コスト化品の試作とその性能
評価

4053 43120027 熊本県
株式会社丸山ステンレス工
業

ステンレス鋼の精密板金加工における生産プロセスの高度化

4054 43120029 熊本県
日本エフ・アール・ピー株式
会社

FRP製覆工板（床板）の開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

4055 43120030 熊本県 株式会社プレシード 小型マイクロ減圧乾燥機の開発

4056 43120032 熊本県 株式会社エイムテック バルク貯槽20年検査、交換・廃棄作業支援システムの開発

4057 43120033 熊本県 株式会社テラシステム 低コスト化、開発力強化事業

4058 43120034 熊本県 新栄合板工業株式会社
新規木材成分抽出技術の応用可能性検証～植物色素・香気成分の商
品開発

4059 43120038 熊本県 株式会社九州エバーロイ 大型湿式CIPを用いた圧粉成形手法の改善

4060 43120042 熊本県 人吉アサノ電機株式会社 無線化による電力ピーク制御システム

4061 43120043 熊本県 株式会社峯樹木園
工場周年無菌養蚕技術を活用したサナギタケ冬虫夏草の大量安定生
産システムの試作開発

4062 43120044 熊本県
株式会社 エヌエーエスコー
ポレーション

タブレット端末と非接触ＩＣタグを利用した低コスト生産管理システムの構
築

4063 43120045 熊本県 九州電子株式会社 高出力レーザーモジュール開発

4064 43120050 熊本県 株式会社藤興機 ニッチ分野特化型　有機EL搭載大型サイネージ装置の商品化

4065 43120060 熊本県 株式会社エコファクトリー 次世代省エネ空間除菌加湿システムの実用化とテスト販売

4066 43120061 熊本県 旭千代田工業株式会社 ステンレス鋼に対する簡易浸炭処理

4067 43120063 熊本県 ネクサス株式会社 高濃度フィラー添加による車載用プラスチック成形品等の高強度化

4068 43120065 熊本県 応用電機株式会社 3次元検査による実装品質の安定と市場拡大

4069 43120067 熊本県 株式会社熊本アイディーエム 高濃度マイクロナノバブルの特性を応用した洗浄技術開発

4070 43120068 熊本県 株式会社くまさんメディクス 位置決め技術と画像処理でモールドズレを簡易に測定する専用機。

4071 43120073 熊本県
株式会社オジックテクノロ
ジーズ

薄型半導体に対応した無電解めつきの試作開発

4072 43120077 熊本県 つちやゴム株式会社
高分子吸音床材「ルリエ・ラグ」を用いた空調用室外機むけ消音器の開
発

4073 43120078 熊本県 株式会社TOP 小型・低価格パワーデバイス検査装置の開発

4074 43120079 熊本県 神田工業株式会社 建材用フレキシブルLEDチューブの開発

4075 43120081 熊本県 東邦電子株式会社 耐高温及び耐震性を備えた温度センサーの新規開発

4076 43120084 熊本県 花の香酒造株式会社 酒造技術を活かした新たな発酵飲料の開発と事業化

4077 43120085 熊本県 テイラーズ熊本株式会社 高収益農業実現のための温室用高耐久性自動空気循環装置の開発

4078 43120086 熊本県 熊本防錆株式会社
小口多品種対応型めっきラインの構築と樹脂高密着性リードフレーム製
造技術の開発

4079 43120087 熊本県 松合食品株式会社
酵母・乳酸菌の発酵機能を応用した「無添加丸大豆しょうゆ」の試作開
発

4080 43120088 熊本県 株式会社熊防メタル 光沢金めっき技術の開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

4081 43120089 熊本県 株式会社サンワハイテック 高度開発・設計環境整備事業

4082 43120091 熊本県 東洋テクノ株式会社
原料処理から発酵工程までを制御可能な『一体型自動製麹発酵装置』
の試作開発

4083 43120093 熊本県 株式会社イー・エル・テクノ 透明（両面発光）有機EL照明パネルの開発

4084 44120016 大分県 九州瑞穂株式会社 自動プレス機導入によるコストダウン

4085 44120017 大分県 株式会社ホックス 低コスト営農技術に寄与する太陽熱ハイブリッドシステムの開発

4086 44120018 大分県 株式会社徳永装器研究所 気管チューブのカフ圧管理機器の商品開発

4087 44120022 大分県 株式会社環境整備産業 使用済小型電子機器等の再資源化事業

4088 44120023 大分県 パック・ミズタニ株式会社 国内原材料リサイクル利用の強化特殊段ボール素材貼合事業

4089 44120024 大分県
ワイエイシイ株式会社／大
分工場

薄板シリコンウェーハへの配線高速形成

4090 44120026 大分県
エスティケイテクノロジー株
式会社

ハンダ付け精度改善による生産性向上施策

4091 44120032 大分県 株式会社東陽九州 漏洩磁束探傷法によるインライン自動判定機開発事業

4092 44120035 大分県 株式会社コーリツ
低価格かつ保守性の高い圃場環境モニタリングシステム（FMS）の試作
開発

4093 44120036 大分県 株式会社キューメイ研究所 血栓症迅速診断のための微量血液サンプリングデバイスの試作開発

4094 44120038 大分県 古手川産業株式会社 酸性ガス除去用の石灰ペレットの開発

4095 44120039 大分県 株式会社佐々木精工 精度測定器導入による品質の安定と販路の拡大

4096 44120042 大分県 株式会社戸高製作所 内航船向け高度運航支援システムの開発

4097 44120044 大分県 エネフォレスト株式会社 パーテーション型紫外線殺菌装置の実用化

4098 44120047 大分県 株式会社デンケン 高速・高精度位置決め（コンタクト）新型テストハンドラーの試作開発

4099 44120051 大分県 株式会社アイズ
負荷予測機能と劣化監視予知機能を持つ高機能・半導体生産プロセス
用冷凍循環装置の開発

4100 44120053 大分県 株式会社エイビス 独居老人みまもり支援サービス

4101 44120055 大分県 大分電子工業株式会社 ＩＣ挿抜・検査・巻取り一貫機の試作

4102 45120001 宮崎県 株式会社関谷 フルオート蓄電・電源供給付加装置の開発、改善

4103 45120005 宮崎県 ミツワハガネ株式会社 難切削材料の高精度、高効率製造による競争力強化

4104 45120006 宮崎県 吉玉精鍍株式会社
めっき後のシミ（ムラなど含む）不良撲滅による高付加価値めっきの創
出

4105 45120008 宮崎県 株式会社サニーシーリング メディカル向け耐溶剤性特殊ラベル開発

4106 45120009 宮崎県 株式会社インタープロ 固定型みまもりホン端末機器の開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

4107 45120012 宮崎県 株式会社アシストユウ 動画録画検索クラウドコンピューティングサービスの事業化

4108 45120015 宮崎県 株式会社昭和
CAD、CAM及び工作機導入による、多品種少量生産・多角化等、競争
力強化

4109 45120022 宮崎県
エス・ピージーテクノ株式会
社

シラス多孔質ガラス(SPG）膜の多様多品種要求に対応する製造システ
ムの構築

4110 45120028 宮崎県 有限会社籾木工業
高血糖者向けのジャンボ黒ニンニクを原料とする清涼飲料水の空調・熟
成技術の確立

4111 45120030 宮崎県 ミクロエース株式会社 超微小半導体チップ部品への最先端複合めっき技術

4112 45120035 宮崎県 富士シリシア化学株式会社 天然物から医薬リード化合物を抽出分離精製する技術の開発

4113 45120036 宮崎県 三和ニューテック株式会社 高性能基板実装設備による主事業の市場シェア拡大

4114 45120037 宮崎県 株式会社シーディエヌ 超ローパワーエナジーハーベスト用電源

4115 45120038 宮崎県
和光コンクリート工業株式会
社

自動位置決め、ソフトウェア制御を用いたプレミックスセメント用自動包
装機械導入

4116 46120031 鹿児島県 株式会社YPK ビーコン・システム（位置情報＿探索無線システム）製品の開発

4117 46120033 鹿児島県 キリシマ精工株式会社 取引先の高精度加工要求に応えるための設備導入

4118 46120034 鹿児島県 株式会社サンテック
携帯端末機器ディスプレイ用高精度・高速、光学系フィルム貼合装置開
発プロジェクト

4119 46120036 鹿児島県 株式会社エルム 高効率・低コスト追尾型太陽光発電システムの開発

4120 46120039 鹿児島県 株式会社東郷
高精度化プレス金型における雌型内面鏡面化対応の設備投資による
生産プロセス強化（内製化）

4121 46120040 鹿児島県 日本澱粉工業株式会社
機能性新規糖質1,5アンヒドログルシトールの効率的発酵生産の試みと
機能性評価

4122 46120042 鹿児島県
有限会社藤井ピアノサービ
ス

グランドピアノ並みのソフトペダル機能を有する新型アップライトピアノの
試作開発

4123 46120044 鹿児島県
株式会社日本計器鹿児島製
作所

植物育成用LEDランプの開発

4124 46120045 鹿児島県 株式会社井川産業 シラス（火山灰）を用いた微小な高強度バルーンの試作開発

4125 46120046 鹿児島県 株式会社オリンピア商事
アルミニウム二次加工製品（アルミインゴット）製造工程における作業安
全化・効率化（生産プロセス強化）及び省エネルギー化のための機械設
備の試作開発及び導入

4126 46120048 鹿児島県 日本有機株式会社 食品用微生物を活用した薩摩鴨肉・卵発酵製品の開発

4127 46120050 鹿児島県 株式会社海幸 真空技術等を活用した水産物加工品の試作品開発事業

4128 46120051 鹿児島県 エス・パックス株式会社 カッティングプロッターで形状提案・サービス強化

4129 46120055 鹿児島県
フェニックスプロテクノ有限会
社

最新ワイヤー放電加工機導入による多品種少量生産・短納期及び低ラ
ンニングコストの実現

4130 46120061 鹿児島県 株式会社鎌田工業 発酵味噌飼料による付加価値型養殖飼料の開発

4131 46120062 鹿児島県 農事組合法人南洲農場 鹿児島黒豚肉を用いた発酵食肉製品の新商品の研究開発



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

4132 46120067 鹿児島県 株式会社野崎美工舎
大型鋼板切断機（シャーリング）導入による多様化するニーズに対する
即応化

4133 46120070 鹿児島県 株式会社内野ケルン
円筒研削による、角度、コーナR付の加工及び研削砥石形成による異
形加工

4134 46120072 鹿児島県 五反田印刷
新規機械設備導入によるスピーディ・高精度・リーズナブルに印刷物の
加工ができる体制構築を図る事業

4135 46120073 鹿児島県 株式会社藤田ワークス
量産化設備対応を目指した高精度YAGレーザー溶接ロボットシステム
の構築（YAG溶接技術）

4136 46120076 鹿児島県 株式会社ホープ精工 複雑精密プレス部品受注獲得に向けたサーボプレス機導入

4137 46120078 鹿児島県 福山黒酢株式会社 体の中からキレイにする黒酢および黒酢加工品の開発

4138 46120079 鹿児島県 中園機工株式会社 半導体製造装置・太陽光発電装置の部品加工事業強化

4139 46120086 鹿児島県 西酒造株式会社 焼酎副産物と地域特産物を利用した食品開発

4140 46120089 鹿児島県 小正醸造株式会社
本格芋焼酎の発酵・製造工程における酒質影響要因の解明と新規酒
質の開発

4141 46120091 鹿児島県
株式会社岡野エレクトロニク
ス

実装事業の競争力強化のための設備投資

4142 46120092 鹿児島県 交和電気産業株式会社
紫外から赤外までの広い波長範囲をカバーする植物育成用のLED光源
の開発試作

4143 46120096 鹿児島県 九州化工株式会社 地域資源と独特な発酵技術を活用した発酵調味料の開発・改良

4144 46120099 鹿児島県 藤安醸造株式会社 米糠の栄養食材としての多機能商品の開発

4145 46120104 鹿児島県 株式会社省力化技研 移載ユニット高速動作開発

4146 46120106 鹿児島県 八幡金属株式会社 ５軸加工機の増強による精密加工分野への販路拡大

4147 46120110 鹿児島県 株式会社タカシ巧芸社
高精度工作機械の導入による高度な形状加工品に対応可能な技術基
盤の強化と短納期化並びに一人当たりの加工高の改善

4148 46120111 鹿児島県 株式会社サンライズ精工 短工程プレス成型技術による光通信用シールリングの量産化

4149 46120114 鹿児島県 東洋ツール工業株式会社
焼酎粕を用いたきのこ培地による高付加価値きのこの安定生産培地穴
明け装置の開発

4150 46120119 鹿児島県 株式会社サトウ精工 切粉圧縮処理装置の導入

4151 46120121 鹿児島県 アサダメッシュ株式会社
ステンレス極細線繊維の織編加工技術開発による世界初の最高微細
織物（メッシュ）実現による次世代型電子部品対応競争力強化

4152 46120122 鹿児島県 有限会社宝珠産業
屋久島の焼酎イモ等を乳酸発酵基質飼料に用いた畜産飼料の試作品
開発

4153 46120123 鹿児島県
有限会社橋口木材加工セン
ター

屋久杉の地材（間伐材）を活用した割箸の試作品開発

4154 47120003 沖縄県
株式会社マグナデザインネッ
ト

超小型ポータブルＬＴＥアナライザの開発と製品化

4155 47120004 沖縄県 カーインテリア　あぐに 六輪車改造の新商品開発

4156 47120005 沖縄県 有限会社海邦ベンダー工業 短納期化により顧客ニーズに応え競争力強化を実現する



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画

4157 47120009 沖縄県 株式会社未来企画
LED光源制御によるマジックミラー機能を有する発光窓構造である「光
のカーテン」システムの開発及び普及事業

4158 47120010 沖縄県 甲南化工株式会社 琉球泥藍を使用した微生物藍染染色装置と微生物製剤の開発

4159 47120011 沖縄県
株式会社アドバンス・オキナ
ワ

真空注型設備導入によるワンストップ化の実現

4160 47120012 沖縄県 株式会社フィールドシステム 「音響通信で町おこし」事業

4161 47120013 沖縄県 株式会社ピューズ 業務用途等に活用できる実用的な超小型ＥＶの試作開発

4162 47120017 沖縄県 株式会社沖縄計測 海上用磁気探査データ処理システムの製作


