
(受付番号順)

No. 受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

1 2523211503 愛知県 有限会社ケーティーワークス
新型プレス機導入による、高張力鋼板板金プレス製品用
順送金型の短納期生産体制の構築

名古屋銀行

2 2523211504 愛知県 株式会社丸長
瓦用原料の粘土製造における、未使用原料を有効活用
するための設備の導入事業

岡崎信用金庫

3 2523211508 愛知県 青田工業株式会社
試作シートカバーの一貫生産（裁断～縫製）による短納
期化と量産でのコスト低減

豊田信用金庫

4 2523211510 愛知県 株式会社ウツノ
新規機械制御方式による高表面品質・自動車部品製造
体制構築

三菱東京ＵＦＪ銀行

5 2523211512 愛知県 マルワ工業株式会社
導電性ウレタンシートの試作開発により、床ずれ防止介
護ベッドの機能性向上

春日井商工会議所

6 2523211515 愛知県
株式会社ＤＩＭＳ医科学研究
所

新薬審査体制に伴う新規安全性試験システム及び画像
処理装置の導入

株式会社翼コンサ
ルティング

7 2523211518 愛知県 株式会社タカハラ
高精度画像寸法測定器導入によるコネクタ端子小型化
に向けたマルチフォーミング加工の高度化

株式会社マイルス
トーン・コンサル
ティング・グループ

8 2523211523 愛知県 株式会社愛工金型製作所
新型マシニングを用いた新工法スライシング加工による
超短納期の試作型製作に向けた技術改良

名古屋銀行

9 2523211524 愛知県 株式会社トーア
二次元レーザー加工機の導入による制御盤に使用され
る多品種板金加工製品の生産性向上

岡崎商工会議所

10 2523211526 愛知県 理宝株式会社
ストップフリー機能等を備えた高機能ボールネジの試作
開発事業

岐阜信用金庫

11 2523211528 愛知県 日幸ライト工業株式会社
高精密自動車電装用プラスチックインサート成形部品の
試作開発

株式会社マイルス
トーン・コンサル
ティング・グループ

12 2523211529 愛知県 株式会社丸三金属
タッチセンサー用銅箔フィルムの３次元化とその金型の
内製化

碧海信用金庫

13 2523211536 愛知県 株式会社二興発条
難形状の線ばね技術取得によるばね分野の市場獲得と
競争力の強化

碧海信用金庫

14 2523211537 愛知県 東海工業株式会社
ＹＡＧレーザー溶接を活用した金型修繕技術の革新によ
る高付加価値化と市場獲得

碧海信用金庫

15 2523211544 愛知県 株式会社ハアーモニー
業界初のインバータ制御による可変速軽量シャッター用
電動開閉機市販化事業

百五銀行

16 2523211545 愛知県 有限会社高瀬研磨
精密金属研削の生産性を向上させてリードタイム短縮を
実現する技術の確立

名古屋銀行

17 2523211546 愛知県 株式会社新栄金型製作所
新型ワイヤ放電加工機導入による、人工透析装置用プ
ラスチック成形品金型の高精度短納期生産体制の構築

蒲郡信用金庫

18 2523211547 愛知県 三輪鋳物工業株式会社
最新鋭の表面処理装置導入により、表面処理技術の高度
化を図り、鋳造品の競争力を強化し、更に成長産業である
大型産業ロボットの重要鋳造品の新規受注を目指す

愛知銀行

19 2523211548 愛知県 中部産業株式会社
超々高張力鋼板製バンパーレインホースメントの熱間プ
レス加工技術の確立

碧海信用金庫

20 2523211550 愛知県 有限会社佐藤研磨工業所
高硬度の鋼材の精研削工程を切削加工に切り替え、工
程を削減する加工技術の開発

百五銀行

平成２５年度補正　中小企業・小規模事業者 ものづくり・商業・サービス革新事業

２次公募　採択案件一覧 （愛知県地域事務局）
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21 2523211551 愛知県 サトープレス工業株式会社
最新の三次元ＣＡＤ／ＣＡＭを活用したプレス部品生産プ
ロセスの構築

愛知銀行

22 2523211556 愛知県 株式会社鬼長
住宅用役物瓦製造工程における乾燥技術の向上による
一貫生産体制向上事業

岡崎信用金庫

23 2523211557 愛知県 株式会社イナック
試作品モデル製作における超短納期対応可能な真空注
型技術の開発

名古屋銀行

24 2523211560 愛知県 株式会社マルトモ
高効率コンプレッサーシステム導入による、①省エネ化、
②稼働率の向上。

名古屋銀行

25 2523211561 愛知県 石川工業株式会社
塗装加工ラインを産廃排出型から循環社会適応型へ変
革する

名古屋銀行

26 2523211565 愛知県 トヨアケメッキ株式会社
亜鉛めっき全自動静止ラインの導入とハイパージンク浴
めっきによる膜厚の均一化

碧海信用金庫

27 2523211570 愛知県 株式会社ナリタテクノ
流体解析システム導入による、安価かつ高効率なガス
バーナ試作開発

瀬戸信用金庫

28 2523211572 愛知県 金城化工株式会社
精密部品の金型内ゲートカット機構の開発によるところ
の、高難度新規受注に対応できる体制の構築及び生産
プロセスの強化。

大垣共立銀行

29 2523211574 愛知県 天海工業有限会社
大型金型連続加工と加工スケジュール自動生成装置の
研究開発

愛知銀行

30 2523211576 愛知県 フジデノロ株式会社
魚の鮮度・美味しさを評価する多成分同時測定センサ
チップ及びシステムの開発

商工組合中央金庫

31 2523211577 愛知県 鈴村工業株式会社
切削加工機の導入による真空成形品の寸法精度・品質
向上と短納期化

岡崎信用金庫

32 2523211578 愛知県 三鷹製版株式会社
医療機器部品製造における超短納期・精度向上・安心
安全の提供による競争力強化事業

岡崎信用金庫

33 2523211581 愛知県 玉野化成株式会社
ワンショット３Ｄ測定と特殊レーザー溶接による新規樹脂
製品の開発短縮

商工組合中央金庫

34 2523211587 愛知県 株式会社アドホック
外国人の「混乗」を実現する可搬型多言語ガイドシステ
ム”ＭＡＧＩＣＳ（仮称）”の試作

岡崎信用金庫

35 2523211588 愛知県 有限会社カネヨシ製菓
海鮮せんべい製造における生産性・付加価値向上を実
現させる生産プロセスの高度化

大垣共立銀行

36 2523211589 愛知県 株式会社ホシノ
多能工化と設備の導入による工具保持具（ツーリング）
のＱＣＤの向上

蒲郡信用金庫

37 2523211591 愛知県 株式会社瑞木製作所
航空宇宙複雑形状部品製造の工程集約と高精度加工
の確立

瀬戸信用金庫

38 2523211594 愛知県 有限会社野田工業製作所
高性能な溶接加工設備導入による非鉄金属の溶接加工
の生産性向上技術確立

名古屋銀行

39 2523211595 愛知県 宮都テクノ株式会社
革新的な真空成形方式を実現する、新たな機構を持った
金型の試作開発事業

株式会社ジェック
経営コンサルタント

40 2523211596 愛知県 中日精工株式会社 当社の歯車製造の技術力を生かした新製品の研究開発 豊川信用金庫
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41 2523211598 愛知県 株式会社奥田製作所
航空機産業の高機能化・軽量化ニーズに対応した複雑
形状部品の加工技術確立

岐阜信用金庫

42 2523211603 愛知県 株式会社近藤商店
梱包資材の曲げ・端面処理を可能としワンストップ化によ
る一貫製造体制の構築

中日信用金庫

43 2523211604 愛知県 有限会社八雲
団子製造技術の高度化による冷凍スイーツ「チョコだん
ご」の試作開発事業

豊橋信用金庫

44 2523211611 愛知県
有限会社ジェイ・シーワイヤリ
ングシステム

革新的な省力化生産ラインの設置による海外製品に対
抗するためのコスト低減事業

十六銀行

45 2523211612 愛知県 叶技研株式会社
高品質・低コスト・短納期を目的とした順送プレス生産体
制再構築事業

岡崎信用金庫

46 2523211613 愛知県 株式会社サン・ゴトー
生産能力強化に向けた溶接技術高度化のための設備
投資

岐阜信用金庫

47 2523211621 愛知県 チヨダ工業株式会社
「世界標準日本金型メーカーの一員として、場内マテハ
ン費用を半減し拡販・内部留保を実現します。（国際競争
力、雇用拡大）」

豊田信用金庫

48 2523211627 愛知県 有限会社八好製作所
高性能バイク用サスペンションに用いられるバルブハウ
ジングの複雑形状切削加工

碧海信用金庫

49 2523211629 愛知県 アサ倉工業株式会社
精密な型抜きとハーフカットができる裁断機導入による
受注拡大とコストダウンの推進

名古屋銀行

50 2523211639 愛知県 三輝工業株式会社
大型の自動車内装部品の射出成形におけるハイサイク
ル成形と品質高度化のための生産技術改良

名古屋銀行

51 2523211640 愛知県 株式会社三進製作所
亜鉛‐ニッケル合金めっき工程排液を無害化するプラズ
マ装置の試作開発

公益財団法人名古
屋産業振興公社

52 2523211641 愛知県 株式会社ソフトバリー
航空機組込ソフトウエア開発を担う人材育成及び受注の
ための基盤整備

名古屋銀行

53 2523211642 愛知県 有限会社豊和化成
バルブゲート機能付き金型を用いた精密成形加工技術
の確立事業

碧海信用金庫

54 2523211648 愛知県 株式会社中部精工
高度なレーザーマーキング技術と独自専用治具の試作
開発による新市場開拓事業

名古屋銀行

55 2523211654 愛知県 株式会社ケーアールアイ
次世代自動車で採用されるエンジンルーム内部品（バル
ブシャフト）の革新的な製造工程の実現

瀬戸信用金庫

56 2523211657 愛知県 日本ポリマー株式会社
フッ素樹脂シートの長寿命化を目的とした新規離型シー
トの試作開発

春日井商工会議所

57 2523211659 愛知県 株式会社ナノウェイヴ
超活性力を持った可視光型光触媒を使った室内および
農林水産業での応用と実用化

瀬戸信用金庫

58 2523211664 愛知県 有限会社ウエルダー北沢
ポリウレタン製で安全な患者認識用リストバンドの試作
開発

中京銀行

59 2523211672 愛知県 三州資材工業株式会社 電子開口織機の導入による新たな基材製造技術の確立 大垣共立銀行

60 2523211673 愛知県 新川工業有限会社
エンジン内部高精度部品の安定供給体制実現に向けた
プレス加工技術の高度化

西尾信用金庫
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61 2523211674 愛知県 株式会社高須鉄工
ハイブリッド車向けに必要な、難材・複雑形状品の高速
切削加工の実現

西尾信用金庫

62 2523211675 愛知県 藤野工業株式会社
三次元測定機導入による検査工程の改善および測定
データ蓄積による解析精度の向上

碧海信用金庫

63 2523211676 愛知県 有限会社斉藤モデル製作所
三次元測定機の導入による、さらに精密化された試作品
製作による新規市場獲得事業

岡崎信用金庫

64 2523211689 愛知県 株式会社成田製陶所
表面燃焼セラミック多孔板の生産性向上を目的とした原
料の改質

瀬戸信用金庫

65 2523211691 愛知県 岩田工業株式会社
高効率、高精度なハイブリッド用自動車電池カバー部品
の開発

名古屋銀行

66 2523211699 愛知県 株式会社酒井製作所
着脱が容易な軸締結構造を持つ高トルク伝達の自在軸
継手の開発

商工組合中央金庫

67 2523211700 愛知県 株式会社小林鐵工所
ワイヤー放電加工機の導入による受注体制の確立と試
作品開発による新規加工分野への進出

阿久比町商工会

68 2523211703 愛知県 ミヤ電子株式会社
微小電子部品と、異形電子部品を効率的で表面実装で
きる製造技術の開発

株式会社オオサ
ワ・ビジネス・コン
サルティング

69 2523211704 愛知県
株式会社キラ・コーポレーショ
ン

３次元測定器での工程内検査による工作機械製造工程
の高品質、高精度化の実現

名古屋銀行

70 2523211705 愛知県 有限会社新名工業岡崎
研削・バリ取り連続加工が可能な新型機械導入による工
程の集約化と量産体制の強化

岡崎商工会議所

71 2523211707 愛知県 株式会社岸本製作所
航空機業界等参入の為、「高精度研削盤」導入による、
超精密部品の製造工程の一貫生産体制の構築。

西尾信用金庫

72 2523211708 愛知県 株式会社岩谷電機製作所
ポンプ駆動用モータのトップランナーモータ規制に対応し
た試作開発

三菱東京ＵＦＪ銀行

73 2523211709 愛知県 福富金属株式会社
生産プロセス向上と人手不足の解消を狙う多軸ロボット
導入による自動車部品生産ラインの合理化

西尾信用金庫

74 2523211715 愛知県 株式会社ナガラ
カムリンクプレス技術の確立による厚板部品全せん断面
加工部品の試作開発

中央朝日コンサル
ティング株式会社

75 2523211716 愛知県 協和化工株式会社
再生樹脂製パレットに使用するすべり止め部品製造の
生産性・品質向上技術の確立

名古屋銀行

76 2523211717 愛知県 株式会社インターメディカル
自家骨へと再生できる生体内吸収性活性化人工骨の開
発

中日信用金庫

77 2523211720 愛知県 岩瀬鉄工株式会社
次世代ハウジングリヤの開発に不可欠な高剛性ＮＣ旋
盤の導入

西尾信用金庫

78 2523211721 愛知県 株式会社荒井道製作所
次世代型自動車部品（ＡＴ）生産のための、最新鋭旋盤
機械導入による生産体制の強化事業

碧海信用金庫

79 2523211725 愛知県 株式会社タイヨーラベックス
最新射出成形機の導入により、防振ゴム製品の生産性
の向上を目指す

大嶋浩敬

80 2523211726 愛知県 株式会社ファインテクノ
レーザ加工機を使用したバリ取り加工機製造工程の効
率化と顧客ニーズ対応計画

株式会社エフアン
ドエム
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81 2523211727 愛知県
中部エンジニアリング株式会
社

繊維強化プラスチックの連続曲げ加工（ロールフォーミン
グ成形）機の試作・開発

碧海信用金庫

82 2523211729 愛知県 株式会社コーエー・テック
次世代自動車の為のアルミニウム製機能ボルトの開発
とその量産化

瀬戸商工会議所

83 2523211733 愛知県 吉岡歯科医院
３Ｄスキャナー・３Ｄプリンター導入によるインプラント治
療におけるサージカルガイドの内製化計画

株式会社エフアン
ドエム

84 2523211734 愛知県 株式会社メイドー
乗用車エンジン用コンロッドボルトにおける高品質ねじ転
造機の開発

三菱東京ＵＦＪ銀行

85 2523211735 愛知県 有限会社青山木型製作所
木工用５軸加工機の導入による、デザインモデル加工の
工程短縮

岡崎信用金庫

86 2523211738 愛知県 株式会社磯村製作所
多品種少量生産の航空機部品の長時間連続加工を実
現するシステムの構築

大垣共立銀行

87 2523211739 愛知県 株式会社イロハ巧芸舎
マチ付車検証入れの量産化と高級車用車検証入れの試
作・開発

守山商工会

88 2523211740 愛知県 岩川鉄工株式会社
難削材加工技術を活かし、工程短縮による短納期かつ
低コストを武器に航空機産業へ参入する

寺尾省介

89 2523211743 愛知県 有限会社ピーツー
溶接処理の生産工程改善による試作品製造の短納期化
及び高強度化事業

岡崎信用金庫

90 2523211750 愛知県 ユニテックシステム株式会社
超小型卓上ＮＣ複合加工機の開発とＦＡネットワークを活
用した生産システムの試作開発

岐阜信用金庫

91 2523211752 愛知県 有限会社伸技機工
自動車用熱交換器、薄板アルミフィン精密金型の試作開
発

岡崎信用金庫

92 2523211754 愛知県 株式会社昭栄精機
ＣＮＣ旋盤の導入による受注が急増する小型サーボモー
タ用シャフト製造ラインの革新・増強

岡崎信用金庫

93 2523211755 愛知県 コクネ製作株式会社
鋳物部品に適した生産管理システムの構築・導入による
低コスト・短納期生産の実現

西尾信用金庫

94 2523211757 愛知県 佐藤醸造株式会社
家庭用醤油の市場獲得を目指す為の新機能性容器に
対応した生産体制の構築

三菱東京ＵＦＪ銀行

95 2523211759 愛知県 株式会社ハラタ
洗浄機製造の生産性向上・高品質化に対応する生産プ
ロセスの強化

三菱東京ＵＦＪ銀行

96 2523211768 愛知県 株式会社鳥越樹脂工業
航空機内装品に使用するフェノール樹脂部品への精密
な表面加飾技術の確立

尾西信用金庫

97 2523211769 愛知県 株式会社葵精工
３次元座標測定器導入による測定技術の向上、及び効
率化のための設備投資

十六銀行

98 2523211770 愛知県
大山エンジニアリング株式会
社

ＣＮＣ三次元測定機による航空宇宙精密部品加工の技
術競争力強化

瀬戸信用金庫

99 2523211772 愛知県 株式会社ケーツー
高精度放電加工機の導入による、機能・意匠一体型製
品の製造

岡崎信用金庫

100 2523211773 愛知県 株式会社Ｇ－ＴＥＣＨ
転造機導入による難加工形状部品の転造技術の確立と
切削部品の低コスト化

大垣共立銀行
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101 2523211781 愛知県 株式会社協同電子
３Ｄプリンターを使用した環境改善機器の開発のスピード
アップと低コスト化

十六銀行

102 2523211785 愛知県 株式会社相羽製作所
塗装ロボット導入により塗膜高品質安定化、生産性向
上、納期短縮化を実現

名古屋銀行

103 2523211787 愛知県 久野金属工業株式会社
高効率エンジン部品の精密プレス加工と一貫生産ライン
の構築事業

岡崎信用金庫

104 2523211795 愛知県 有限会社広和鉄工所
高精度５軸加工機導入による畳織り機製造から航空宇
宙産業への躍進事業

岡崎信用金庫

105 2523211796 愛知県 合資会社村松鉄工所
薬剤包装機の単品ロール旋盤加工の生産性向上と短納
期化の実現

愛知信用金庫

106 2523211797 愛知県 株式会社松尾製作所 回転角センサの外部磁界影響に関する研究開発 大垣共立銀行

107 2523211801 愛知県 株式会社シック
車体軽量化によるＣＯ２排出削減を実現するための超高
張力鋼板金型の試作開発事業

名古屋銀行

108 2523211803 愛知県 株式会社鶴ヶ崎鉄工
航空機向け加工治具の特殊インチピン・ブッシュの試作
及び量産体制の確立

豊川信用金庫

109 2523211804 愛知県 株式会社イハラ合成
エンジニアリングプラスチック・インサート樹脂部品の分
別・粉砕工程の自動化による劇的なコストダウンと高機
能性再生レジンの試作開発

名古屋銀行

110 2523211806 愛知県
株式会社伊藤プラスチック工
業

高難易度の軟質ゴム素材の複合成形と高精度ハイサイ
クル成形に向けた射出成形技術の改良

名古屋銀行

111 2523211812 愛知県 オリザ油化株式会社
放射線障害および筋力低下抑制作用を有する麹菌発酵
コメ胚芽エキスの試作開発

大垣共立銀行

112 2523211813 愛知県 中日クラフト株式会社
高出力半導体レーザー機による部分焼入れ処理の試作
開発

かがやき税理士法
人

113 2523211818 愛知県 株式会社尾川パイプ
ニップルの品質向上・短納期化を目的とした生産体制再
構築事業

岡崎信用金庫

114 2523211820 愛知県 株式会社明和ｅテック
鋳物部品生産ラインの品質・生産性向上に寄与する高
精度・高速非破壊検査装置の開発

岡崎信用金庫

115 2523211821 愛知県 株式会社クリタテクノ
高精度画像寸法測定器導入による高難度・高精密ゲー
ジ部品の試作開発と高水準品質保証体制の実現

株式会社マイルス
トーン・コンサル
ティング・グループ

116 2523211822 愛知県 株式会社酒井製作所
射出成形機と組立部門を一体化した社内完結型の自動
車用機器製造ラインを構築し、新規先の開拓を図る

名古屋銀行

117 2523211831 愛知県 株式会社小坂鉄工所
航空宇宙最新データシステム構築による民間航空機の
新型開発機の増産体制強化及び一貫生産プロセスの構
築

名古屋銀行

118 2523211832 愛知県 三友工業株式会社
レーザ加工分野の装置市場を獲得するためのレーザ加
工技術の開発

株式会社アタック
ス・ビジネス・コンサ
ルティング

119 2523211833 愛知県 畑中金型工業株式会社
精度向上、コスト低減、納期短縮に応えるために最新鋭
の放電加工機を導入し、かつ、金型製造技術の高度化
を進める

名古屋銀行

120 2523211835 愛知県 合資会社勿驚社
市場ニーズ獲得と省資源を実現する設備投資による国
際競争力向上。

名古屋銀行
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121 2523211838 愛知県 株式会社曙製作所
生産技術の更なる高度化を目指した自働化と量産品に
対する確かな品質保証との融合

豊橋信用金庫

122 2523211839 愛知県 株式会社犬飼製作所
最新鋭の立形マシニングセンタを導入し、工作機械の高機能
部品向け「木型模型の加工技術」を高度化し、大幅な生産性
向上、納期短縮、原価低減を図り、新分野への進出を目指す

名古屋銀行

123 2523211844 愛知県 株式会社三陽製作所
自動車用セパレートプレートの品質向上及びコスト削減
のための検査測定プロセス改善事業

愛知銀行

124 2523211846 愛知県 金虎酒造株式会社
販路拡充を目指した酒造設備改善による高級酒の酒質
向上と新ブランド酒の創出事業

静岡銀行

125 2523211847 愛知県 有限会社ウメムラ
難削材に使われる高硬度ＰＣＤ工具の高精度化と短納
期化の実現

碧海信用金庫

126 2523211850 愛知県 有限会社壁谷精密工業
「高効率ＩＥ３ギアモータ」の量産を支える中空軸の加工
精度向上事業

岡崎信用金庫

127 2523211851 愛知県 株式会社キノエ
機能評価実験用面板の製作において納期５０％短縮と
精度向上による競争力強化事業

岡崎信用金庫

128 2523211854 愛知県 有限会社タキコウ縫製
介護用縫製品製造の工程改善による高品質化及び短納
期化事業

岡崎信用金庫

129 2523211857 愛知県 株式会社エスミック
当社看板商品「煮干粉末“だしはこれ”」の生産性と品質
の向上に向けた生産プロセス改善

岡崎信用金庫

130 2523211859 愛知県 有限会社泰亀工業
「プラスチック加工総合企業」に向けての３次元ＮＣルー
タ設備の導入計画

税理士法人ユアブ
レインズ

131 2523211860 愛知県 株式会社犬飼鉄工所
フロントゲージタイプシャーリング機導入による高精度、
低コスト、短納期の実現

税理士法人ユアブ
レインズ

132 2523211861 愛知県 有限会社西河産業
複合加工機の導入による難加工素材の高精度加工の実
現と航空機関連部品市場等への新規参入

名古屋銀行

133 2523211863 愛知県 有限会社ナカシマ金型
加工品に係る測定作業の時間短縮と品質向上を目的と
した三次元測定機の導入

森田勝己

134 2523211867 愛知県 株式会社磯貝鉄工所
新規ＮＣ機導入による精密加工技術向上と大型品種対
応力の強化。

碧海信用金庫

135 2523211868 愛知県 株式会社八王子
超硬切削技術の活用と焼バメ工程の改善による超硬ダ
イスの短納期対応

アクセルコンサル
ティング株式会社

136 2523211871 愛知県 株式会社三重歯科技工所
義歯製造工程における加工処理の自動化による合理
化・生産効率化及び、新商品への挑戦

名古屋銀行

137 2523211874 愛知県 ヒラダン株式会社
糸縫合技術を導入し、新たな段ボールケース開発による
販路拡大事業

名古屋銀行

138 2523211881 愛知県 有限会社大清工業
製品品質向上及び技能の次世代伝承を目的とした生産
体制再構築事業

岡崎信用金庫

139 2523211882 愛知県 有限会社タカミ工業
超短納期ステンレス製缶を、内製で可能とする設備投
資。

岡崎信用金庫

140 2523211884 愛知県 株式会社セイコー
車いす利用者のための、普通乗用車（ワゴンタイプ）乗降
用介護リフトの開発

東春信用金庫
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141 2523211892 愛知県 株式会社ハットリマーキング
多機能で高意匠性を有した車両用サンシェードの開発と
製造

西尾信用金庫

142 2523211894 愛知県 中日本炉工業株式会社
小型アクティブスクリーンプラズマ窒化装置用プラズマ電
源及び制御技術の開発

岐阜信用金庫

143 2523211895 愛知県 株式会社シムス
内視鏡手術用鉗子交換支援ロボット（インテリジェントス
トッカー）

三井住友銀行

144 2523211899 愛知県 株式会社サンコー精機
オイルリザーバータンクの高張力鋼板精密プレス成形加
工技術の確立

碧海信用金庫

145 2523211901 愛知県 有限会社イナテック
航空宇宙機器部品市場獲得を目指すための高精度高
精密加工技術の開発

岡崎信用金庫

146 2523211902 愛知県 株式会社キョウデンシステム
全自動電線加工機の導入と専用ソフトウエアの開発によ
る新たな制御盤生産方式の確立

清水銀行

147 2523211903 愛知県 ユーアイ精機株式会社
次世代自動車軽量化のための超高張力鋼板用金型の
試作開発

あいち税理士法人

148 2523211904 愛知県 株式会社共和熱処理
酸化被膜の除去工程の増強、革新がもたらす熱処理一
括受注体制の拡充による受注拡大

岡崎信用金庫

149 2523211907 愛知県 株式会社シンコー
ローラーヘミング技術を活用した、航空機ボディー製造
工程の革新的な開発

東濃信用金庫

150 2523211908 愛知県 株式会社ディビーエス
国内初の鉄筋工事におけるＣＣ（コンパクトコイル）を利
用した革新的鉄筋細物加工と加工品流通計画

豊橋信用金庫

151 2523211909 愛知県 株式会社三喜工作所
特殊機能付きＮＣ自動盤導入による精密加工製品の品
質精度向上と競争力強化

あま市商工会

152 2523211910 愛知県
株式会社最新レーザ技術研
究センター

硬質・難切削材料の３次元加工用高能率・精密レーザ加
工機の試作

碧海信用金庫

153 2523211913 愛知県 マイクロフィルター株式会社
ガス・空気検知器等の金属焼結フィルタの立体造形に係
わる技術の高度化

ソフィア税理士法
人

154 2523211915 愛知県 三浩樹脂株式会社
・コスト競争力・企業個性の取得を目的とした、複雑形状
品（一体化）製造の実現及び製造プロセス定着化活動事
業

尾西信用金庫

155 2523211920 愛知県 鋳場化成有限会社
ガス発生対策を施した射出成形機と画像検査装置の導
入により、スーパーエンプラ製品のシェア拡大を目指す。

西尾信用金庫

156 2523211925 愛知県
スチールテックデグチ株式会
社

次世代航空機向けＣＦＲＰ製胴体製造用金型部品の品
質強化事業

名古屋銀行

157 2523211926 愛知県 有限会社鬼頭紙器製造所
パッケージ事業における貼函（はりばこ）製造技術高度
化の為の設備導入

名古屋銀行

158 2523211928 愛知県 大洋産業株式会社
営業力強化のため、自動検査装置導入を図り、社内一
貫生産体制を確立する

岡崎信用金庫

159 2523211929 愛知県 新生精機株式会社
自動車業界におけるＣＡＤデータ交換の損失リードタイム
半減に向けた設備投資

西尾信用金庫

160 2523211934 愛知県 株式会社ミックファーム大口
有害元素吸収能力の高い水生植物「マツバイ」を用いた
環境浄化製品の試作開発

名古屋銀行
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161 2523211937 愛知県 有限会社山田製作所 非熱レーザ加工によるカラーマーキング技術の構築 愛知銀行

162 2523211938 愛知県 ヘルメス株式会社
ウレタン樹脂の２重成型法による医療ケアシミュレーター
の試作開発

名古屋商工会議所

163 2523211944 愛知県 株式会社富窪精機
金型仕上げ工程での熟練技能による手作業のデジタル
化

大垣共立銀行

164 2523211945 愛知県 株式会社髙徳ゴム
多品種・小ロット・短納期に対応していくための生産工程
見える化事業計画

十六銀行

165 2523211946 愛知県 島岡製作所
作業効率４０％向上及び切削加工の代替となる高精度
金型製作を目指した自動研削盤の導入

岡崎信用金庫

166 2523211949 愛知県 進興金属工業株式会社
難切削加工素材の需要に対する設備導入による生産革
新

名古屋銀行

167 2523211952 愛知県 ワタナベフーマック株式会社
新規生産計画管理システムの導入によるスライサー製
造工程の革新

百五銀行

168 2523211953 愛知県 株式会社稲沢機械製作所
設備の導入と生産工程の改善によって自動検査装置の
高性能化と短納期に対応する

尾西信用金庫

169 2523211954 愛知県 中央株式会社 増加する建設機械向け修理部品製造の短納期化 大垣共立銀行

170 2523211955 愛知県 丸吉工業株式会社
「次世代自動車部品の為の量産型難加工設備導入と塑
性加工技術との融合」

中京銀行

171 2523211956 愛知県 株式会社ＣＴＫ
ＣＡＤ設計からＮＣ加工機へのデータ組込までをネット
ワークで一元管理した「設計支援システム」による鋼材加
工の短納期化・高精度化・低コスト化の実現

名古屋銀行

172 2523211957 愛知県 和光技研工業株式会社
バリレス成型品製造を実現するための高精度金型生産
プロセス改善事業

碧海信用金庫

173 2523211958 愛知県 株式会社前田鉄工所
高精度ＮＣ自動旋盤導入による金属精密加工に係る工
程短縮・内製化・短納期・低コスト化による競争力強化

岡崎信用金庫
齊藤雅裕

174 2523211959 愛知県 株式会社ＳＰＦ
高耐食性ニオブと炭素鋼の複合技術で臭素専用容器の
開発試作

蒲郡信用金庫

175 2523211970 愛知県 株式会社弘和
接着接合式保冷コンテナの開発および製造による健康・
医療分野への参入

大垣共立銀行

176 2523211972 愛知県 株式会社ネクスト
水封式水蒸気圧縮機（特許申請中）を応用した蒸留蒸発
装置の試作開発

瀬戸信用金庫

177 2523211973 愛知県 有限会社間下鉄工所 新規トランスミッション計画における生産プロセスの強化 西尾信用金庫

178 2523211978 愛知県 八ツ面金型
金型製作におけるバリの未然防止及び高精度加工、短
納期化に向けた高精密金型加工技術の確立

西尾信用金庫

179 2523211980 愛知県 有限会社日栄工業
三面同時加工機導入による新たなプラスチック製品向け
成形型の設計及び試作

岡崎商工会議所
名古屋銀行

180 2523211983 愛知県
ファイン・バイオメディカル有
限会社

カテーテル血管内手術用シミュレータＥＶＥのシステム化 東濃信用金庫

9/14
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181 2523211984 愛知県 池田工業株式会社
２スピンドルＮＣ旋盤導入による低コスト生産の実現及び
段取り替えの容易化

碧海信用金庫

182 2523211986 愛知県 オリオン電機株式会社
開業医への普及を目指すための光線過敏症試験装置
の試作開発

名古屋銀行

183 2523211987 愛知県 桜軽金属工業株式会社
高性能解析システム導入による製品不具合の原因究明
および高精度検査工程の確立

株式会社マイルス
トーン・コンサル
ティング・グループ

184 2523211988 愛知県 株式会社アライ
深曲げ対応可能なベンダーによる品質の安定と低コスト
化の実現

名古屋銀行

185 2523211989 愛知県 有限会社三明工業所
大手自動車メーカー開発現場からの短納期、多様な
ニーズ対応のための工作技術の改良

名古屋銀行

186 2523211990 愛知県 株式会社マップクエスト
無人小型ヘリと最先端ＧＩＳの融合による低コストで革新
的な橋梁維持管理システムの開発と運用ノウハウの確
立

豊橋信用金庫

187 2523211992 愛知県 大井田工業株式会社
防錆フィルムの販売拡大への対応を可能とするための
高性能加工ラインの導入

商工組合中央金庫

188 2523211996 愛知県 日研工業株式会社
超音波と多関節ロボットで、３次元形状の特殊フィルムを
自在にカットする技術開発

尾西信用金庫

189 2523211997 愛知県 有限会社石川製作所
パイプ端末加工用金型の短納期化を実現する為の生産
プロセスの強化

知立市商工会

190 2523211998 愛知県 芳田鐵工株式会社 難削材によるプーリーの加工実現による市場拡大事業 岡崎信用金庫

191 2523211999 愛知県 株式会社柴山鉄工所
エレベーターの高速化・短納期化に対応するための部品
の生産プロセス強化

岡崎信用金庫

192 2523212001 愛知県 兼子合金株式会社
鋳造欠陥防止に向け、競合他社に先駆けて取組む新た
な鋳造技術の確立

西尾信用金庫

193 2523212002 愛知県 株式会社杉生
２連式研削研磨機導入による省力化および品質向上を
通した地域材の受注拡大の実現

豊橋信用金庫

194 2523212003 愛知県 株式会社アルファポイント
４００ＭＨｚ帯を活用したセキュアな中距離双方向デジタ
ル無線通信技術の開発

名古屋銀行

195 2523212005 愛知県 株式会社アップリンクス
超音波溶着を行う自動設備の微細溝部品の切削に向け
た新工法・極小切り込み高送り加工の開発

名古屋銀行

196 2523212008 愛知県 株式会社小垣江鉄工所
２軸制御ロータリー研削盤導入による、半導体製造用セ
ラミックス加工の工程集約確立

百五銀行

197 2523212016 愛知県 株式会社三洋製作所
脱落欠損しない新型アパレル製品用タグファスナーの試
作開発

愛知銀行

198 2523212017 愛知県 大須賀鐵工株式会社
パレットライン導入により小物鋳物の『高品質』『低コスト』
『省エネ』を実現化する開発

愛知銀行

199 2523212024 愛知県 株式会社名古屋ウエノ
梱包緩衝材製造における３Ｄ加工機導入による生産体
制の刷新

岐阜信用金庫

200 2523212027 愛知県 アサヒテック株式会社
高精度スクリーン印刷製版のフィルムレス化に対応出来
る当社オリジナル感光性乳剤の開発

瀬戸信用金庫
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201 2523212033 愛知県 株式会社神仲
太陽光発電パネル設置における配線引込用陶器瓦の試
作開発

高浜市商工会

202 2523212034 愛知県 戸高補綴
歯科用３ＤＣＡＤ／ＣＡＭ導入による歯科補綴物の加工
技術の高度化と短納期化

高浜市商工会

203 2523212036 愛知県 株式会社プリンター
Ｗｅｂ受注システム技術の活用とデジタル印刷機の導入
による印刷新市場の拡大事業

百五銀行

204 2523212037 愛知県
福井ファイバーテック株式会
社

漁網技術を応用したオンリーワン革新的炭素繊維引抜
成形製造技術の開発

商工組合中央金庫

205 2523212038 愛知県 株式会社太陽社
拡散アクリルと木材を樹脂接着させた新しい発光型立体
文字看板の試作開発

岡崎商工会議所
岡崎信用金庫

206 2523212039 愛知県 モリックス株式会社
樹脂金型の試作立上の効率を改善し、新材料の開発に
よる原価の効率化

岐阜信用金庫

207 2523212043 愛知県 有限会社近藤製作所
設備導入による銅部品加工のコストダウンとフレキシブ
ル生産体制の構築

名古屋銀行

208 2523212044 愛知県 マックメタル株式会社
廃電線から銅と被覆材に分離し再利用するための国内
循環完結型事業に関するノウハウの確立

三菱東京ＵＦＪ銀行

209 2523212054 愛知県 株式会社吉田軽合金鋳造所
自硬性砂処理プラント導入による鋳造製品の品質向上
及び産廃量の削減

中京銀行

210 2523212055 愛知県 株式会社タカミツ
測定技術の高度化による経皮吸収性と粘着力を両立さ
せた開発体制の構築

株式会社マイルス
トーン・コンサル
ティング・グループ

211 2523212059 愛知県 テック株式会社
医療分野における衛生機能（防水・抗菌）を高める、診察
台、手術台類の部品開発

瀬戸信用金庫

212 2523212062 愛知県 有限会社ウイポップ
電動サーボ機構を導入した新型膨化式食品成形機の試
作開発

岡崎商工会議所
碧海信用金庫

213 2523212063 愛知県 キュリアス精機株式会社
スイス型自動盤での調整型ガイドブッシュ装置を取付け
によるコスト削減

豊川信用金庫

214 2523212074 愛知県 有限会社荒井金型製作所
樹脂成形金型製造におけるニッチ技術を強化するため
の深隅部加工・高効率化への技術改良

名古屋銀行

215 2523212078 愛知県 株式会社パワー精密
リチウム電池用金属缶深絞りプレス金型の長寿命化・低
コスト化技術開発

商工組合中央金庫

216 2523212079 愛知県 株式会社イワタツール
難削材加工用の切削工具の試験評価のための最新鋭
マシニングセンタの導入

名古屋銀行

217 2523212080 愛知県 平下塗装株式会社
障害者を活用した多色塗装による塗装工程の国内生産
への呼び戻し

碧海信用金庫
大府商工会議所

218 2523212084 愛知県
株式会社アイキューブテクノロ
ジ

物体位置姿勢認識技術を応用したロボットピッキングシ
ステムの試作開発

岡崎信用金庫

219 2523212087 愛知県 有限会社内田化成
有人（人の手）による金属製インサート挿入成形をロボッ
ト挿入による自動化

知多信用金庫

220 2523212088 愛知県 ミヤチ株式会社
ｅ－スマート照明（生活改善用ＬＥＤ照明）の高機能化試
作開発

豊橋信用金庫
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221 2523212089 愛知県 株式会社オサダツール
セラミックス素材の難削化に対応する研削加工技術の開
発

岡崎信用金庫

222 2523212098 愛知県 有限会社大同精機
小型ウォームギヤ製作の本格対応を可能にさせる「歯切
盤ＮＣ化」

岡崎信用金庫

223 2523212100 愛知県 株式会社峯村金型
自動車部品のハイテン化対応のためのサーボプレス用
金型開発事業

名古屋銀行

224 2523212102 愛知県 株式会社松江鉄工所
１ｓｔトライ後の金型調整期間の短縮による新たなビジネ
スチャンスの拡大

西尾信用金庫

225 2523212104 愛知県 株式会社スターシステム
ＮＣ旋盤の工具交換後の寸法精度維持と工程省力化の
製品開発と販売

中京銀行

226 2523212108 愛知県 株式會社ユニオン電子工業
塗装ラインにおける被塗装物の形状を認識するための
センサー開発

名古屋銀行

227 2523212110 愛知県 株式会社サポート
製造・運送・施工一貫受注確立を目指したプロセス構築
のための設備導入

富山銀行

228 2523212113 愛知県 有限会社久野鉄工
５軸マシニングセンタ導入による高精度加工の為の治具
製作とリードタイムの短縮

森田勝己

229 2523212120 愛知県 有限会社アイ・カチオン
自動車の軽量化に伴う新素材の塗装に対応した生産プ
ロセスの強化

碧海信用金庫

230 2523212121 愛知県 株式会社アトラスジャパン
安心・安全な抗ウイルスおしぼりサービス・生産体制の
構築

岡崎信用金庫

231 2523212124 愛知県 有限会社オーケーユー
深穴加工の高精度・高機能化のための生産プロセス強
化事業

名古屋銀行

232 2523212127 愛知県 福田工業株式会社
革新的なプレス加工技術により、コスト削減を可能にす
る生産体制を確立

株式会社みらい経
営

233 2523212131 愛知県 株式会社近藤精工
多面プリセットを活用した新工法・低振動高送り加工によ
る低剛性ワークの切削加工の自動化

名古屋銀行

234 2523212137 愛知県 日吉産業株式会社 高速高精度機導入による国際競争力強化 名古屋銀行

235 2523212138 愛知県 株式会社名神精工 金属加工の生産性向上による内製化の実現 大垣共立銀行

236 2523212139 愛知県 株式会社極東精機
自動車業界の開発のネック金型の一つである真空成形
用電鋳型の試作専用、短納期金型の開発

商工組合中央金庫

237 2523212140 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「高級調理
家電モデル」の試作・開発事業

愛知信用金庫

238 2523212141 愛知県
株式会社サニー技研
匠ソリューションズ株式会社

パーソナルモビリティ対応のレアアースレスモータ制御シ
ステムの開発

春名・田中法律事
務所

239 2523212142 愛知県
株式会社中部デザイン研究所
株式会社ハマダ工商

服薬コンプライアンスを改善する、長南式服薬状況確認
器の試作開発

名古屋銀行

240 2523212152 愛知県 株式会社ハーモニィ
医療介護等の人手不足軽減や環境向上のための電話
音声、ＦＡＸ等の文字化システムの開発

愛知銀行
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241 2523212155 愛知県 株式会社カネマタ
伝統工芸着物とＮＥＷデザインを融合し、電子カタログに
よるレンタルサービス構築

半田信用金庫

242 2523212157 愛知県 マルショウ建設株式会社
低頭地における基礎地盤工事の低コスト・短工期を実現
する重機システムの導入

中日信用金庫

243 2523212158 愛知県 ＳＰデザイン株式会社
建築現場の進捗管理や情報共有をクラウド利用で簡便
で汎用にサービス提供

松川幸弘

244 2523212162 愛知県
名古屋総合システム株式会
社

独居老人世帯向け地域密着型コンビニ戸配サービスの
システム開発

岡崎信用金庫

245 2523212163 愛知県 川隅鋳造株式会社 多品種少量に対応する効率的な生産体制の構築
東京中央経営株式
会社

246 2523212164 愛知県 有限会社エディットワン
新市場を開拓する制作費１／２の新・演奏会ＨＤマルチ
カメラ制作システム

碧海信用金庫

247 2523212169 愛知県
リサイクルテック・ジャパン株
式会社

遊技機液晶演出ＲＯＭ国内リユース事業 岡崎信用金庫

248 2523212170 愛知県 株式会社エネチタ・ホームエコ
顧客の不安解消、営業効率アップを目的とした外壁塗装
簡易見積サイトの開発

知多信用金庫

249 2523212174 愛知県 パスタライズ株式会社
安全・簡単・低コストで除菌できる使い切りの二酸化塩素
ガス薫蒸剤製品の開発

豊田信用金庫

250 2523212184 愛知県
ミニチュアファクトリー株式会
社

“世界初”特急レーン（自動搬送システム）とジオラマ鉄道
模型を活用した新世代カフェ

豊橋信用金庫

251 2523212185 愛知県 中日物産株式会社
地元小売店・スーパーを支える合理的ロジスティクスシス
テム構築計画

株式会社エフアン
ドエム

252 2523212187 愛知県 株式会社明伸
タイヤの安全管理をトータルで提供する提案型サービス
の確立

寺尾省介

253 2523212188 愛知県 有限会社エージーホーム
認知症高齢者の徘徊予防及び発見のための端末機とア
プリを使用した見守りシステムの開発

豊田信用金庫

254 2523212189 愛知県 株式会社安田商店
ＣＯ２を削減する地域内びんリユースシステム構築に取
り組む洗びん事業の開発

愛知銀行

255 2523212191 愛知県 株式会社オージーエヌ
設計業務の細分化と３Ｄ技術の導入による分業化での
短納期化と高品質化の実現

岡崎商工会議所

256 2523212196 愛知県 合資会社鳥文白井商店
運搬・加工段階におけるＨＡＣＣＰ対応型衛生管理の徹
底による食鳥の安全性向上

豊橋信用金庫

257 2523212202 愛知県 矢田織物加工株式会社
従来には無いエコで短工期の緞帳クリーニング及び再防
炎加工サービスの開発

大垣共立銀行

258 2523212208 愛知県 株式会社リオ ＩＴと動画を利用した現場教育の事業展開 岡崎信用金庫

259 2523212218 愛知県 有限会社名正印刷
マテリアル印刷に特化した新サービスに向けたドット微
小化と色彩再現性技術の高度化

名古屋銀行

260 2523212224 愛知県 山眞産業株式会社
桜に続く四季折々の花や葉と地産果実を活用したスイー
ツ用素材の開発と製造加工

商工組合中央金庫
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平成２５年度補正　中小企業・小規模事業者 ものづくり・商業・サービス革新事業

２次公募　採択案件一覧 （愛知県地域事務局）

261 2523212225 愛知県 小島食品製造株式会社
高齢者向けペースト状一食包装食品の開発及び生産ラ
インの確立

伊藤誠悟

262 2523212226 愛知県 株式会社コーヨー
リピート客開拓のための革新的な“ファンづくり”サービス
の開発

名古屋銀行

263 2523212231 愛知県 株式会社アルマダス
大型マルチコプター及びコンピューターグラフィック（ＣＧ）
等を活用した高品質パノラマコンテンツ制作

豊橋信用金庫

264 2523212232 愛知県 有限会社スイープ
低温触媒処理による廃プラスチックの処理装置の開発・
販売

いちい信用金庫

265 2523212234 愛知県 有限会社アクア
６面モニターを使った新しい表現方法を用いた動画広告
配信事業

名古屋銀行

266 2523212235 愛知県 ＴＳＰ株式会社
３Ｄプリンタの活用による販売促進ツールの強化及び省
資源・短納期化促進サービス事業

税理士法人アル
ファパートナーズ

267 2523212238 愛知県 有限会社旭光撚糸
バサルト繊維のバルキー加工の実施によるバグフィル
ター等の市場開拓

東京中央経営株式
会社

268 2523212239 愛知県 ライノセラス総業株式会社
マンション・ビルの長寿命化を目指した“排水管の蘇生”
事業の革新

岡崎信用金庫

269 2523212241 愛知県 株式会社アマノ
日本初！ドラッグストアが運営する「地域福祉と訪問介
護事業所支援事業」のサービス構築

大垣共立銀行

270 2523212242 愛知県 ＣＢＭ株式会社
小規模産業廃棄物業者向けクラウド型マニフェスト総合
管理システムの開発

愛知銀行

271 2523212245 愛知県 マツモト印刷株式会社
高性能オンデマンド印刷機の導入による多品種・少量生
産体制の確立

岡崎信用金庫

272 2523212256 愛知県 信光陸運株式会社
Ｗｅｂサービスの確立とシステム化を図り作業の効率化
及び高付加価値化で新市場へ進出

名古屋銀行

273 2523212260 愛知県 株式会社大林
防災対策工事の経験を活かした地震災害未然防止のた
めの地すべり調査事業への進出

豊橋信用金庫

274 2523212262 愛知県 トキワランバテック株式会社
３Ｄプリンターなど手軽に製造設備が利用できる“ものづ
くり”スペースの開発事業

大嶋浩敬

275 2523212263 愛知県 有限会社松華堂 豊田のブランド農作物を使った新しい焼き菓子の提供 豊田信用金庫

276 2523212274 愛知県 株式会社スピード 高精度３Ｄデータによる原型モデル提供サービス 瀬戸商工会議所

277 2523212279 愛知県 株式会社福祉情報事業団
「要介護者の家族を中心とする介護情報の共有伝達ＩＣＴ
システム」開発事業

十六銀行
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