平成２８年度補正 革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金
採択案件一覧（愛知県地域事務局）
（受付番号順）

No. 受付番号 都道府県
1

2823110002

申請者名称

愛知県 株式会社米のキムラ

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

9180001057278

老人要介護者の食の問題を解決する、新しい
玄米食品の生産体制の構築

岐阜信用金庫

株式会社くおんコン
サルティング・ネット
ワーク

2

2823110004

愛知県 明豊精機株式会社

7180001093077

新型ワイヤ放電加工機導入による、高精度航
空機モデル製作の実現

3

2823110006

愛知県 三嶺工業有限会社

4180002015990

ギヤ部品等を高精度ハードターニング加工す
る生産体制の構築

瀬戸信用金庫

4

2823110007

愛知県 日比野工業株式会社

7180301014872

先進自動車部品市場獲得のための異物測定
装置等による高精度技術品の開発

西垣経営会計事務
所

5

2823110008

愛知県 トーカイモールド株式会社 4180301001444

ＩＴシステムを導入し、金型製造の短納期化と
業務プロセス明確化を実現し、売上増を図る

岡崎商工会議所

6

2823110009

愛知県 株式会社明工舎製作所

6180001041318

ロット品の高精度加工に対応する生産体制の
確立

名古屋商工会議所

7

2823110010

愛知県 株式会社平松食品

7180301006894

つくだ煮業界初の革新的包装デザインによる
販路開拓事業

豊橋商工会議所

8

2823110012

愛知県 株式会社みなもと工業

6180001075051

工作機械部品塗装の高品質・低価格・短納期
と大型部品への対応

株式会社エフアンド
エム

9

2823110017

愛知県 矢作産業株式会社

8180301019482

超ハイテン部品用金型の内製化による質量
両面の生産能力向上計画

株式会社エフアンド
エム

検査工程の無人化による電力監視装置の短
納期化

愛知銀行

6180301009849

医療機器向けスパイラルチューブの革命的な
製造法の構築

豊橋信用金庫

10 2823110018

愛知県 株式会社トラステック愛知 2180001099269

11 2823110019

愛知県

12 2823110022

愛知県 株式会社東海精器

2180001006935

軽量かつ安全なアルミ自動車部品用金型の
品質保証と短納期化計画

株式会社エフアンド
エム

13 2823110028

愛知県 株式会社下川製作所

4180001014639

高速プレス用超硬金型の精密真円加工技術
の開発

佐原経営支援パー
トナー

14 2823110029

愛知県 あさひ精圧株式会社

3180001078627

高精度ねじ製造ノウハウの活用とボトルネッ
ク工程自動化による生産能力向上

名古屋銀行

15 2823110031

愛知県 株式会社岩井鉄工所

5180001080696

治具製作で培った技術力を活用した新分野
への進出

名古屋銀行

16 2823110033

愛知県

7180002084678

ＡＩ自動機を導入し、ＩＴを活用した革新的な生
産工程を開発

名古屋銀行

17 2823110035

愛知県 名都商事株式会社

6180001015684

フォークリフト用ウレタン緩衝材の増産と低価
格化を同時実現する生産体制の構築

愛知銀行

18 2823110037

愛知県 丸石醸造株式会社

6180301001979

洗米水用貯蔵設備導入による洗米水温の一
定化・米への吸水量の安定化で酒質向上

岡崎商工会議所

光洋スプリング工業株式
会社

有限会社オーツーファニ
チャー

19 2823110039

愛知県 千田鉄工株式会社

2180301013012

20 2823110040

愛知県 中部化成株式会社

8180301018674

食品工場向けライン搬送部品における部品
の大型化に対応するための金属曲げ加工技
術の高度化
ＣＦＲＴＰを使用した製品開発による、オフィス
家具に使用される金属部品の高強度プラス
チック化
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碧海信用金庫

豊田信用金庫

平成２８年度補正 革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金
採択案件一覧（愛知県地域事務局）
（受付番号順）

No. 受付番号 都道府県
21 2823110044

申請者名称

愛知県 杉浦工業株式会社

法人番号
8180301005904

事業計画名

認定支援機関名

自動切削機械を使用した鍛造金型の複合成
型技術開発

岡崎信用金庫

尾西信用金庫

22 2823110045

愛知県 株式会社稲沢機械製作所 2180001085624

医療機器の受注拡大を図るため、５軸制御加
工機を導入し、ＩｏＴ化による複数機械の監視
を行い高効率化生産を行う

23 2823110046

愛知県 近藤精密株式会社

8180301018253

高精度複合加工機の導入による、複雑・難削
材の短納期加工技術の開発

豊田商工会議所

24 2823110053

愛知県 合資会社伊藤木工所

2180003012188

地域密着で高齢者と子供を守るユニバーサ
ルデザイン家具の増産

三菱東京ＵＦＪ銀行

次世代自動車内装部品の受注獲得を目指し
たロボットによる発泡シール材自動貼付け技
術の開発
海外・国内メーカーとの業務提携に伴うデータ
管理強化と３Ｄ－ＣＡＤシステムによる技術交
流の最適化

25 2823110055

愛知県 株式会社フジワラ産業

5180301020963

26 2823110057

愛知県 株式会社ハラシン

1180002074998

27 2823110060

愛知県 旭金属株式会社

8180001029245

曲げ加工能力の獲得によるレーザー加工事
業の付加価値向上と受注拡大

十六銀行

28 2823110067

愛知県 株式会社牧製作所

4180301022606

大型製缶部品製造における国際競争力強化
を図るための生産プロセス改善の取り組み

蒲郡信用金庫

29 2823110068

愛知県 株式会社神戸企画

5180001086842

日本独自の意匠撚糸技術を活かしたホール
ガーメント事業

尾西信用金庫

30 2823110074

愛知県 東名化学工業株式会社

4180001076183

高機能・高精度な食品容器製造かつ環境に
貢献する生産プロセスの構築

名古屋銀行

31 2823110078

愛知県 株式会社山田製作所

8180301014566

高精度金型製作技術の実現によるバリレス
加工技術の確立

碧海信用金庫

32 2823110082

愛知県 有限会社ＲＧテック

8180002060579

冷間鍛造機械の進歩に自作刃具で寄り添う
特注工具の精密加工

名古屋銀行

33 2823110083

愛知県 株式会社Ｊｐキュービック

3180301011683

複雑な形状をした小型樹脂ギア製品の試作
開発に向けた複合加工機の導入

蒲郡信用金庫

34 2823110084

愛知県 有限会社朝岡パック

8180302026908

最新包装機械導入による海外輸出向け包装
サービスの展開に向けた試作開発

名古屋銀行

35 2823110087

愛知県 豊大工業株式会社

6180301019245

新規顧客向け自動車用ドアオーナメントの生
地裁断高速化による生産性向上

名古屋銀行

36 2823110088

愛知県 アルデックス株式会社

8180301004988

世界最高品質獲得と海外展開を含めたＢｔｏＣ
ビジネス参入

豊橋信用金庫

37 2823110090

愛知県 丸松織布株式会社

9180001083745

業界最薄産業用生地製造技術の確立

愛知銀行

38 2823110093

愛知県 有限会社トクダ

4180002089399

歯車の転造加工用ダイスをワイヤー放電加
工のみで短納期ロット生産する技術の開発

名古屋銀行

39 2823110094

愛知県 三洲化学工業株式会社

9180301015266

金属部品を代替化するエンジニアリングプラ
スチックの欠陥フリー成形技術の確立

Ａ－ＭＥＣ株式会社

40 2823110098

愛知県 株式会社ＥｖｅｒＯｎｗａｒｄ

9180001125324

金型ＩｏＴ化の研究開発

十六銀行
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豊田商工会議所

十六銀行

平成２８年度補正 革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金
採択案件一覧（愛知県地域事務局）
（受付番号順）

No. 受付番号 都道府県
41 2823110099

愛知県

申請者名称

ＵＴＳテクノロジー株式会
社

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

1021001055402

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈを利用した高齢者等見守り受信機
の試作・開発

中日信用金庫

尾西信用金庫

42 2823110106

愛知県 中伝毛織株式会社

8180001084331

ワインダー装置の革新による、極細繊維織物
／高密度ニット素材の品質及び生産効率の
向上

43 2823110108

愛知県 株式会社ナノウェイヴ

5180001079887

中性で基材劣化を起こさない超活性力光触
媒生産プロセスの改善

瀬戸信用金庫

44 2823110109

愛知県 株式会社日紹

5180001074707

インサート成形試作専用ライン構築による事
業拡大

春日井商工会議所

45 2823110113

愛知県 アイプラント株式会社

6180001003490

裏波溶接の採用に向けた手動溶接から自動
溶接への工程移管の取組

いつきビジネス
パートナー株式会
社

46 2823110114

愛知県 アサ倉工業株式会社

9180001018767

最新鋭ＮＣ高速精密自動裁断機の導入によ
る高効率生産体制と低コスト化の実現

名古屋銀行

47 2823110118

愛知県 大地株式会社

3180001097536

特別仕様の開先加工機導入による特殊加工
多様化及び加工プロセス革新事業

飛島村商工会
瀬戸信用金庫

48 2823110119

愛知県 株式会社倉知製作所

49 2823110121

愛知県 株式会社モデルプラネット 3180001013682

50 2823110124

愛知県

51 2823110127

株式会社伊勢安金網製作
所

1180301013938

高水圧ＮＣ制御洗浄機を活用した、バリ残り
作業の取り忘れや残りを防止することによる
生産プロセスの改善
大型３次元樹脂製品の試作開発や真空成形
型・治具等の高精度・高効率生産システムの
確立

西尾信用金庫

尾西信用金庫

8180301005086

ＩｏＴを活用した溶接条件管理による錆に強い
溶接金網の開発

蒲郡信用金庫

愛知県 合資会社竹内鉄工所

5180003004109

最新型のワイヤ放電加工機による短納期と
高精度加工への対応

西尾信用金庫

52 2823110131

愛知県 株式会社シンコー

9180001077383

自動車補修部品生産設備の製造ラインに対
するＩｏＴを活用した大幅改善開発

名古屋銀行

53 2823110132

愛知県 共英工業株式会社

3180301018134

高精度複雑形状医療機器部品の単工程完成
品加工実現と生産性向上

豊田信用金庫

54 2823110134

愛知県 畳のツノダ有限会社

1180002047046

衝撃緩和効果のある畳の製造と採寸方法の
近代化事業

瀬戸信用金庫

55 2823110135

愛知県 朝日理化株式会社

9180301022270

リアルタイム生産管理システム導入による、
次世代型新生産管理技術の確立

西尾信用金庫

56 2823110136

愛知県 伸光技研産業株式会社

6180001097161

顧客ニーズに応えた鍛造＋切削加工による
製造技術の研究開発

名古屋銀行

57 2823110138

愛知県 朝日精密工業株式会社

4180301022960

革新的次世代金型設計システムの構築によ
る大幅な生産性向上

西尾信用金庫

58 2823110140

愛知県 共栄樹脂

―

航空機分野の樹脂製品製造のため高精密製
造工程を開発

中京銀行

豊川信用金庫

大垣共立銀行
春日井商工会議所

59 2823110141

愛知県 株式会社鶴ヶ崎鉄工

1180301011553

ヘルス事業拡大のためのマシニングセンタと
画像寸法測定器導入によるカムローラーの生
産プロセスの改善

60 2823110143

愛知県 株式会社竹内ガクブチ

8180001074407

レーザー加工技術の高度化による新製品開
発・新市場開拓事業
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平成２８年度補正 革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金
採択案件一覧（愛知県地域事務局）
（受付番号順）

No. 受付番号 都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

61 2823110144

愛知県 株式会社竹田鉄工場

6180001017268

次世代自動車の軽量化に繋がる先端素材Ｃ
ＦＲＴＰ等製品の製造装置向けコア部品の精
密加工技術開発事業

62 2823110145

愛知県 株式会社プライオリティ

8180301020795

コンピュータＡＩを活用したターゲットポスティン
グ手法の開発

名古屋銀行

63 2823110146

愛知県 株式会社エーピーシィ

9180301012726

ウェザーストリップ３工程自動塗布装置の導
入による製品供給体制の確立

安城商工会議所
碧海信用金庫

64 2823110149

愛知県 株式会社中部精機製作所 8180001012738

外観目視検査の画像処理技術による自動化
研究

三菱東京ＵＦＪ銀行

65 2823110160

愛知県 有限会社井本精機

7180002021128

放電加工による革新的金型離型性向上に関
する開発

豊田信用金庫

66 2823110162

愛知県 株式会社メタルヒート

2180301016130

ＩｏＴネットワーク構築による熱処理業において
の生産性向上・技能継承に関わる実証実験

碧海信用金庫

67 2823110164

愛知県 株式会社化研

7180001011823

革新的なエラストマー樹脂の押出成形手法実
現による製品開発

名古屋商工会議所

68 2823110165

愛知県 合資会社西村製作所

3180003012939

最新のレーザー・パンチング複合加工機の導
入による新素材製品への新規展開事業

岡崎信用金庫

69 2823110168

愛知県

三貴ホールディングス株
式会社

8180001014511

オートクレーブ成形技術の確立による車椅子
ユーザーのＱＯＬ向上に資する車椅子の開発

株式会社エフアンド
エム

70 2823110174

愛知県

株式会社ティーエヌ製作
所

3180001083148

ナノコンポジットＰＬＡカウンタープレッシャー射
出成形技術の開発

いちい信用金庫

半田信用金庫

名古屋商工会議所

71 2823110181

愛知県 株式会社フレーバー

7180001104478

ＩＣＴを最大限に活用し、働きやすさや住みや
すさを追求した安心有料老人ホームの事業展
開

72 2823110182

愛知県 株式会社タカイ製作所

2180301027508

次世代自動車向け産業ロボット用バキューム
ハンドの開発

安城商工会議所
碧海信用金庫

73 2823110183

愛知県 株式会社カンダ住建

9180001098537

高品位鏡面塗装の製造プロセスの構築

名古屋銀行

―

伝統的工芸品・瀬戸染付焼の技術を活かした
高付加価値製品の製造における品質・生産
性の向上

瀬戸商工会議所

74 2823110194

愛知県 染付窯屋眞窯

75 2823110195

愛知県 かねふく食品有限会社

6180302014732

高齢者福祉施設向け、安心・安全・生食可能
なカット野菜の新開発

蒲郡信用金庫

76 2823110198

愛知県 有限会社メイオー電子

3180002070104

超小型衛星対応可能なＰＣＵ（電力コントロー
ラー）の開発

東春信用金庫

77 2823110199

愛知県

9180301002025

品質管理強化による光センサー用セラミック
ス絶縁板の不良率低減と高品質化

名古屋銀行

78 2823110201

愛知県 米津ブラシ株式会社

4180001036427

最新鋭植毛機の導入による短納期化の実現

商工組合中央金庫

79 2823110203

愛知県 伊藤機工株式会社

7180001014066

炉内部品と熱処理治具の長寿命化のため高
温機能耐熱鋳鋼の開発

碧海信用金庫

80 2823110208

愛知県 株式会社大地

6400001008954

耐冷熱環境性及び耐候性に優れたシリコーン
ゴム放熱基板の開発

十六銀行

株式会社ヤスフクセラミッ
クス
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平成２８年度補正 革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金
採択案件一覧（愛知県地域事務局）
（受付番号順）

No. 受付番号 都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

81 2823110209

愛知県 株式会社三光刃物製作所 1180001019517

ＣＡＤ・ＣＡＭ導入によるＣＦＲＰ用特殊イン
サート工具の試作・開発事業

名古屋銀行

82 2823110217

愛知県 中部産業株式会社

8180301014789

最先端電気自動車等の試作部品開発に向け
た超ミニマム化（納期、重量、原価）への変革

岡崎商工会議所
碧海信用金庫

83 2823110218

愛知県 有限会社ゼンコー

6180002011765

アルミ合金ボルトの疲労強度を向上させるね
じ山形状の新規開発

税理士法人タスク
マネジメント

84 2823110220

愛知県 新東株式会社

9180301015778

屋根からの雨だれ防止技術の開発による、快
適な住まい作りの実現

岡崎信用金庫

85 2823110221

愛知県 ベルエアー株式会社

6180001074904

観光地でのインバウンド向け飲食店予約支援
システムの試作

愛知銀行

86 2823110222

愛知県 株式会社タキオン

5180301013595

プレス加工における深絞り加工技術の高度化
による新工法提案体制の構築

西尾信用金庫

名古屋銀行

87 2823110225

愛知県 株式会社近藤精工

7180001091683

航空機部品の開拓に向けた高剛性マシニン
グの最大動力を自動制御するマクロシステム
の開発

88 2823110227

愛知県 玉野化成株式会社

3180001014862

ＩＯＴを活用した次世代微細加工プラスチック
製品の開発

商工組合中央金庫

89 2823110228

愛知県 有限会社石原製作所

9180302017906

医療機器向け極細高精度ばねの端面研磨工
程の見直しによる研磨加工技術の向上

岡崎信用金庫

90 2823110229

愛知県 株式会社生田工芸

2180301015058

自動車内装品縫製材製造の革新的な生産．
歩留り改善技術の確立

岡崎信用金庫

91 2823110230

愛知県 阪部工業株式会社

8180301022478

ＩＯＴ機能およびＡＩを活用した精密加工技術確
立による受注拡大事業

岡崎信用金庫

92 2823110234

愛知県 株式会社豊工

8180001098439

難素材への微細穴加工技術の確立とプロセ
ス改善

愛知信用金庫

93 2823110236

愛知県 立石ファイバー株式会社

5180001037853

新たな測定機器を導入し生産性の向上を図り
品質重視の企業体質を目指す

瀬戸信用金庫

豊川信用金庫

中日信用金庫

94 2823110240

愛知県 株式会社加藤カム技研

2180301010884

自動車部品業界の市場獲得を目指すための
最新の研磨加工機の導入によるカムシャフト
の生産プロセスの改善

95 2823110242

愛知県 株式会社ＩＴ工房Ｚ

7180001101913

施設園芸の生産性を高める、生育診断・施肥
管理システムの開発

96 2823110243

愛知県 株式会社近藤工作所

8180301012867

97 2823110246

愛知県 有限会社ハヤシ商店

6180302017074

98 2823110252

愛知県

99 2823110253

愛知県 株式会社タマリ工業

100 2823110254

有限会社三輪グランド印
刷

愛知県 伊藤鋳工株式会社

素材六面・三次元加工の同時複合化及び深
ストローク加工等の実現による高難度金型分
野への参入
３工程同期化による、ＪＩＴ生産方式向け「高精
度ＱＲ対応カンバン差し」の高速加工技術の
確立

安城商工会議所
大垣共立銀行

安城商工会議所
碧海信用金庫

3180002092164

ＵＶ－ＬＥＤプリンタとシルクスクリーン印刷の
融合により新市場へ進出

6180301022950

ＩｏＴとＡＩ導入による高効率・高精度生産システ 岡崎信用金庫
ムを導入した高度化製造ラインの構築

4180001018904

最新型立形旋盤導入による高精度制動輪の
製品化に向けた技術開発と短納期・高付加価
値化
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101 2823110258

愛知県 有限会社横井製作所

5180002089522

成形ドリル・カッターの３軸加工技術開発と新
規製品の実現

津島商工会議所

102 2823110259

愛知県 有限会社荒木製作所

1180002010672

医薬品包装機向けステンレス長尺軸の精密
旋盤加工技術の開発

名古屋銀行

103 2823110260

愛知県 株式会社オオタ精密

1180301027558

従来の５軸加工の課題解決への新技術「相
対速度一定アルゴリズム」の開発

豊橋信用金庫

104 2823110261

愛知県 サハシ特殊鋼株式会社

4180001006512

切断加工の高度化で省力化と生産力強化を
図る計画

名古屋銀行

安城商工会議所
愛知銀行

105 2823110262

愛知県 株式会社ランド

2180301013458

ＪＥＴＲＯ共同開発ルート直輸入オーガニック１
００％素材化粧品の製造・オンライントレーサ
ビリティ・販路開拓事業

106 2823110264

愛知県 株式会社ＳＰワークス

3180302008043

デジタルサーボプレスとＤＬＣコーティングによ
る塑性加工技術開発

豊橋信用金庫

8180001082871

溶接品質向上及び生産性向上によるコスト削
減を実現可能とする自動溶接機を用いためっ
き治具製造

尾西信用金庫

8180001052924

３Ｄプリンターによる入れ歯作製工程の革新
で生産性向上

百五銀行

107 2823110266

愛知県 真和興業株式会社

108 2823110269

愛知県

109 2823110271

愛知県 近藤印刷株式会社

6180001019421

アニメ業界への販売拡大に向けたオリジナル
商品生産の為の設備導入

十六銀行

110 2823110272

愛知県 株式会社テクノシンエイ

4180001076167

半導体製造装置向け部品の表面処理の高度
化の実現

東濃信用金庫

111 2823110273

愛知県 有限会社金村製作所

7180302021777

厚みのある刃材を特殊加工できる自動刃曲
げ機導入による圧倒的な競争力向上計画

一般社団法人
ヒューリットＭＦ

6180001091651

自動車部品用の金型加工精度の向上及び
リードタイム短縮を目指すため、新たな設計シ
ステムを利用した自動車部品用金型の試作
開発を進めます

愛知銀行

3180002058339

立体造形技術で光学印象への対応力を高め
る計画

東濃信用金庫

株式会社フジデンタルテク
ノ

112 2823110280

愛知県 衣浦機工株式会社

113 2823110281

愛知県

114 2823110288

愛知県 販売促進部株式会社

2180001046964

ＡＲを用いた内装シミュレーションシステムの
開発

アーツルードットコ
ム

115 2823110289

愛知県 株式会社カネマタ

3180001091621

Ｗｅｂを活用した着物のトータルコーディネート
提案事業

半田信用金庫

116 2823110290

愛知県 株式会社コンメックス

3180301002328

新興国の市場獲得を目指すためのロボットハ
ンドの短納期・低コスト化の技術開発

蒲郡信用金庫

117 2823110291

愛知県 有限会社日比製鞄所

9180002033889

厚革での高いデザイン性縫製技術の確立に
よる本物志向の厚革製品市場への参入

尾西信用金庫

118 2823110292

愛知県 株式会社カワセ

8180001025153

黒大豆焙煎加工における革新的選別プロセ
スの開発

名古屋銀行

119 2823110294

愛知県 藤田螺子工業株式会社

5180001032490

燃料噴射用重要部品の切削装置の開発

第三銀行

120 2823110301

愛知県 株式会社シンテック

7180001077872

積層式自動裁断機の導入による生産性向上
と新規取引を中心とした受注増加計画

三菱東京ＵＦＪ銀行

有限会社ノバデンタルラボ
ラトリー
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121 2823110304

愛知県 株式会社東栄超硬

3180001097189

ゲージ市場の売上拡大を目指す為の超硬合
金の内面研削加工技術の高度化

名古屋銀行

122 2823110306

愛知県 株式会社協越金型

7180001056546

精密金型製作における高精度測定機を用い
た品質保証の標準化・短納期化

桐山幸浩

123 2823110307

愛知県 株式会社泰平技研

3180001101396

金型製作の生産プロセス改善の取組み

小倉裕樹会計事務
所

124 2823110308

愛知県

4180302024709

「モノコック構造」による産業機械の小型化へ
の取組

十六銀行
豊田商工会議所

125 2823110311

愛知県 曙工業株式会社

4180301012623

寸法不具合ゼロを実現する薄物形状対応生
産ラインの構築

碧海信用金庫

126 2823110312

愛知県 榊原建工株式会社

9180301023277

最新鋭設備導入による鉄骨加工の短納期生
産体制の確立

名古屋銀行

127 2823110315

愛知県 株式会社中島紙工

3180001097957

時短設備導入による超短納期加工の実現と
消費者マーケットの新規開拓

名古屋銀行

128 2823110316

愛知県 株式会社中村セラミックス 3180001089970

高性能モータ用磁石を研ぎ上げる『両刀使い
新工程』の構築

名古屋銀行

129 2823110318

愛知県 有限会社浅田工業

5180002042786

工程の高度化に向けたプレスカット技術の導
入計画

中京銀行

130 2823110319

愛知県 株式会社トレフテクニカ

4180001076233

高速精密切削加工による金型仕上げ作業工
程の効率化

瀬戸信用金庫

131 2823110321

愛知県 株式会社エス・エヌ・ビー

9180301014664

ＣＡＥ解析を導入し超高張力鋼板の生産体制
を構築する

岡崎信用金庫

132 2823110324

愛知県 有限会社石黒製作所

1180002059207

ものづくり競争力強化の為のハンディ型三次
元測定機導入によるＱＣＤ向上

岡崎信用金庫

133 2823110325

愛知県 安井精工株式会社

7180001045557

ロボットによる全自動加工とＩｏＴを活用した
データ分析による高生産性工場の実現計画

名古屋銀行

百五銀行

有限会社ケイエムエンジ
ニア

134 2823110331

愛知県 佐藤工業株式会社

4180001030462

自動車用プレス部品の外観検査における精
度および効率向上のための画像認識技術の
導入

135 2823110340

愛知県 藤井鉄工株式会社

9180001015401

立形マシニングセンタと工具管理を共有したＩ
ｏＴ技術の構築

岡崎信用金庫

136 2823110341

愛知県 輝創株式会社

5180001104942

新規開発材料の品質向上の為の混合粉体分
散率計測装置の試作開発

大垣共立銀行

137 2823110343

愛知県 有限会社プロテック

6180002056397

量試一環体制の構築に向けた、エンジン部品
用金型の開発

碧海信用金庫

138 2823110344

愛知県 株式会社伊藤ハガネ

6180001034271

ＩｏＴとＡＩを活用し、「眠らない工場」を実現する

商工組合中央金庫

139 2823110348

愛知県 株式会社まみ

8180001013488

サンプル内製化により斬新なデザインのエコ
レザーバッグを製作

尾西信用金庫
名古屋商工会議所

140 2823110350

愛知県 合資会社村松鉄工所

9180003001531

最新型ＮＣ旋盤導入によるカム軸加工の生産
性向上と新工程の構築

名古屋銀行
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141 2823110351

愛知県 旭鉄工株式会社

6180301015005

非接触３次元測定器導入による、複雑形状金
型の精密加工を目指す更なる高品質、更なる
低コスト量産技術の実現

142 2823110352

愛知県 碧海パック株式会社

4180301013308

自動高度位置決めによる高機能ダンボール
内装材の高速フレキシブル生産体制の確立

安城商工会議所
岡崎信用金庫

143 2823110353

愛知県 有限会社イナテック

9180302015100

「工機・保全マーケット」部品を新規獲得する
ため、短納期による生産体制の確立

岡崎信用金庫

144 2823110354

愛知県 有限会社ナカシマ金型

8180302026890

ミクロン精度金型製作に必要な「平面・平行・
直角」創成研削技術の開発事業

税理士法人森田経
営

145 2823110355

愛知県 安田工機株式会社

1180001052195

プリント配線板精密加工装置の量産化に向け
た生産プロセスの改善

商工組合中央金庫

146 2823110357

愛知県 宇佐見合板株式会社

1180001098379

ＩｏＴを活用した３次元合板加工ラインの構築
による高付加価値製品の開発と生産性向上

商工組合中央金庫

名古屋銀行

147 2823110358

愛知県 渡辺精密工業株式会社

7180001007706

航空宇宙産業等の一品モノのフライス加工に
おける、ＮＣ技術と職人技術のシナジー効果
を目指した設備投資

148 2823110359

愛知県 暁技研工業株式会社

2180001066616

ウルトラハイテンに適応した高硬度金型部品
精密加工技術の構築

岡崎信用金庫

149 2823110360

愛知県 株式会社石亀工業

7180301012637

ロボット分野における量産品生産体制の確立
と工場のショールーム化の推進

愛知県中央信用組
合

150 2823110362

愛知県 長﨑ジャッキ株式会社

1180301015422

自動車追突防止システムに係る、革新的な整
備用機械の開発

三菱東京ＵＦＪ銀行

151 2823110363

愛知県 株式会社鈴木精機

2180301022533

５軸同時切削加工技術の確立と非接触検査
機のインライン化事業

愛知県中央信用組
合

152 2823110367

愛知県 豊光産業株式会社

3180001067225

アルミ合金板材加工の生産プロセス強化

十六銀行

7180001011930

５軸マシニングセンタ－と３ＤＣＡＤ／ＣＡＭ導
入による高精度加工とリードタイム短縮及び
コスト対応

名古屋銀行

5180305008212

国内初の対話式クラウド型経営コンサルタン
トで経営革新を促進

株式会社タスクー
ルｐｌｕｓ

2180001076375

生産管理システムとＡＩ搭載曲げ加工機導入
による工場間連携体制構築

名古屋銀行

安城商工会議所

153 2823110368

愛知県 木下精密工業株式会社

154 2823110369

愛知県

155 2823110377

愛知県 株式会社日の出製作所

税理士法人大平経営会計
事務所

156 2823110378

愛知県 株式会社明和

4180301013415

溶接ロボット導入と設備ＩｏＴ化により生産性向
上を図り、電池事業・半導体装置関連事業を
拡大する

157 2823110380

愛知県 株式会社ウチダ製作所

6180002088168

ＩｏＴとＡＩを活用した金型共同受注サービスの
構築

碧海信用金庫

158 2823110381

愛知県 株式会社中日技研

4180301013084

医療・航空分野市場獲得のための切断加工
能力強化と生産管理体制の構築

愛知銀行

159 2823110382

愛知県 泰東工業株式会社

5180301013034

ＩｏＴシステムを活用した樹脂生産ライン全体
の「見える化」による生産性向上への取組み

名古屋銀行

160 2823110385

愛知県 株式会社オオタカ

9180001027900

超ハイテン材リサイクルにおける革新的な
ロータリー刃の開発

名古屋銀行
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161 2823110386

愛知県 株式会社エム・ティ・エス

2180302017532

次世代の自動車部品、航空機部品の加工を
支える、短納期かつ高精度な治具製造体制
の確立

162 2823110387

愛知県 株式会社美津濃

2180001098353

ＮＣルーター加工機導入によるリードタイム短
縮と内製化及び受注高拡大

名古屋銀行

名古屋銀行

名古屋銀行

163 2823110388

愛知県 株式会社森鉄工所

8180001015740

最新型レーザ加工機を活用した食品工場向
け自社ブランド配管用キャップの精密穴あけ
加工技術の開発

164 2823110393

愛知県 株式会社山田製作所

9180001098495

医療ロボット用減速機に高い動作精度をもた
らすことが出来る偏心シャフトの試作開発

十六銀行

165 2823110394

愛知県

6180001013036

『ＩｏＴ・ＡＩ分析を活用した機械設備の劣化診
断・省エネ診断サービス』の開発

愛知銀行

166 2823110396

愛知県 株式会社高津製作所

1180001006754

マシニングセンタの導入による、ハイテン材用
プレス金型の高精度化・短納期化

百五銀行

株式会社ナゴヤ保缶化学
工業社

167 2823110404

愛知県 山加開発有限会社

3180302019734

168 2823110405

愛知県 有限会社英産業

4180302017092

169 2823110407

愛知県

石川コンクリート工業株式
会社

自動車部品メーカーの安全対策を４８時間以
内で対応させる精密鈑金立体造形技術の開
発事業
ワイヤ放電加工機による「次世代自動車性能
の向上に必要なアルミ薄型材の高度加工技
術開発」

税理士法人森田経
営

税理士法人森田経
営

3180301022276

高品質コンクリートブロック成型システムの開
発と商品ラインアップの充実

神谷英明税理士事
務所

税理士法人森田経
営

170 2823110408

愛知県 有限会社山椒製作所

8180002052956

横型４軸加工機とＩｏＴ技術の活用による５軸
加工機を超える高速荒取り加工技術の開発
事業

171 2823110411

愛知県 エーワン株式会社

3180001073776

組込み機器開発の時間短縮とコスト低減を可
能にするＭＣＵ基板の開発

春日井商工会議所

172 2823110412

愛知県 株式会社鳥越樹脂工業

2180001083280

スーパーエンプラなど高機能樹脂材を用いた
射出成形技術の確立

尾西信用金庫

173 2823110413

愛知県 有限会社澤田紙工

9180002011548

複雑な形状の紙製品の打抜加工で課題とな
る段取り替え短縮と品質向上

名古屋銀行

174 2823110414

株式会社タナカエンジニア
愛知県
リング

8180301023311

スピンドルユニット部品の高硬度材への高精
度加工技術の確立と一貫集約による短納期
化

税理士法人森田経
営

175 2823110415

愛知県 有限会社フィレンツェ

7180002019188

高品質なチョコレートの市場獲得を目指すた
めの機械化による生産プロセスの改善

岐阜信用金庫

176 2823110418

愛知県 株式会社環境科学研究所 8180001011830

環境分析事業の高付加価値化による新商圏
の市場獲得

名古屋銀行

中京銀行

177 2823110423

愛知県

株式会社クオリティライフ・
クリエイト

9180001063020

ＩＯＴでの患者動態情報収集とデータ解析によ
る医療事故防止と診療計画運用支援システ
ム開発と商品化～患者の安全！医療者の安
心！経営の安定！～

178 2823110424

愛知県

株式会社エムアイシーグ
ループ

7180301022347

インバウンド強化に向けたレンチキュラー印
刷技術の高度化による多言語製品の開発

西尾信用金庫

179 2823110434

愛知県 株式会社建和

1180301012857

日本初！金属プレスビッグデータとＣＡＥ差分
解析による自動工程設計システムの開発

岡崎信用金庫
安城商工会議所

180 2823110435

愛知県 久野金属工業株式会社

5180001014373

ＩｏＴで繋がるレーザー加工機と研磨機による
金型製作の超短納期化

岡崎信用金庫
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181 2823110439

愛知県 株式会社成田製作所

3180001010795

ナノファイバーを利用した断熱・吸音性能の向
上と新規事業の開発

岡崎信用金庫

182 2823110441

愛知県 谷脇工業株式会社

5180301013042

難削材荒加工の工数低減による新規強化プ
ラスチック金型への参入

安城商工会議所
西尾信用金庫

183 2823110443

愛知県 株式会社オーノギ

6180001024974

自動でホタテ貝殻焼成カルシウム溶液を生成
する装置の開発

名古屋商工会議所

税理士法人森田経
営

184 2823110444

愛知県 有限会社畠中工業

3180302017077

溶接ロボットと熟練工技術を融合させた独自
加工法により、多様化する建設資材溶接の自
動化実現及び高付加価値化計画

185 2823110445

愛知県 旭化学工業株式会社

5180301015006

特殊成形材料に対応した金型の生産プロセ
ス革新による金型高寿命化の実現

岡崎信用金庫

186 2823110446

愛知県 株式会社ラピス精器

9180001057864

高品質な電子部品用帯電防止３層ポリスチレ
ンキャリアテープ用シートの開発

愛知銀行

187 2823110449

愛知県 有限会社濱田プレス工業

6180002019081

プレス金型設計・作製におけるＩＴを活用した
短期化への取り組み

中京銀行

188 2823110450

愛知県 株式会社オオシマ

8180001029699

生産性向上を目的とした設備導入による成長
市場での優位性確保

商工組合中央金庫

189 2823110451

愛知県

有限会社内藤スプリング
製作所

5180002014356

２種のコイルを溶接する医療機器部品の精密
接合技術の確立

名古屋銀行

190 2823110455

愛知県

株式会社ニッコーインテッ
ク

3180001079154

自作金型と新型不良品撲滅スキームで導くＩｏ
Ｔ超量産体制の確立

名古屋銀行

191 2823110456

愛知県 株式会社サトウパイプ

1180001074173

顧客の求める配管加工の複雑化・短納期化
に応える金型製造工程の革新

東濃信用金庫

192 2823110459

愛知県 株式会社タナパックス

6180001031228

ＩＯＴ と自動製函ロボットによるジャストインタ
イム納品体制の確立

商工組合中央金庫

193 2823110460

愛知県 株式会社ブイテック

8180301017528

５軸マシニングセンターを活用した一貫生産
体制の構築による顧客ニーズへの対応

小倉裕樹会計事務
所

194 2823110461

愛知県 有限会社ワシノ製作所

3180002025132

真鍮製品の多品種少量生産を可能とする「Ｃ
ＮＣ自動旋盤の導入」による新分野進出事業

愛知信用金庫

195 2823110462

愛知県

9200001029497

搬送ロボットおよび海外市場開拓を目指す超
高精度アルミハニカムパネルの開発

岐阜信用金庫

196 2823110467

愛知県 豊國工業株式会社

7180301007018

最新のＮＣ複合加工機とＩｏＴの導入による高
精度の難削材切削加工技術の実現

商工組合中央金庫

197 2823110474

愛知県 柴田工業株式会社

2180301022509

最新塑性加工機導入による、新規車載セン
サー部品の生産性の高い新工法の確立

西尾信用金庫

198 2823110477

愛知県 堀江工業株式会社

5180001088161

形鋼の高精密加工技術の確立と生産プロセ
スの強化を図り、国土強靭化計画に寄与する

花木栄治税理士事
務所

199 2823110481

愛知県 株式会社ｉＣｏｒＮｅｔ研究所

9180001125828

心不全治療用心臓サポートネットデバイスの
設計・製造手法の改良

かがやき税理士法
人

200 2823110485

愛知県 株式会社ショウホウテック

5180301020377

切削技術の高度化による航空機治具部品の
ワンストップ受注事業

豊田商工会議所

株式会社ジャパンハニカ
ム

10/20

平成２８年度補正 革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金
採択案件一覧（愛知県地域事務局）
（受付番号順）

No. 受付番号 都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

201 2823110487

愛知県 オカウレ株式会社

4180301000314

廃ウレタン再製品化のための微細粉砕加工
技術の高度化事業

岡崎信用金庫
岡崎商工会議所

202 2823110488

愛知県 有限会社アイシステムズ

9180002068506

次世代自動車の生産設備に向けた検査技術
の開発

東春信用金庫

西尾信用金庫

203 2823110490

愛知県 株式会社協和金型製作所 9180301015191

５軸マシニングセンタ導入により樹脂歯車の
静音化を可能とした歯形の創成と新加工法の
確立を目指す

204 2823110491

愛知県 株式会社ヤマノ

7180301015607

新規焙煎装置の導入による、高品質ナッツの
加工技術の高度化及び生産性の向上

西尾信用金庫

205 2823110494

愛知県

5180301001773

車をキズから守る高機能プロテクションフィル
ムの多品種少量生産体制の確立

西尾信用金庫

206 2823110498

愛知県 大三鋼機株式会社

8180001037470

高反射材に対する高精度切断加工技術の確
立と生産プロセスの強化を図る

花木栄治税理士事
業所

207 2823110500

愛知県 株式会社はづ

8180301024144

経営力を向上させるセントラルキッチン構築

豊川信用金庫

208 2823110501

愛知県 株式会社治具屋

9180001071717

プラズマトーチのノズル面粗度を上げる生産
体制の構築

名古屋銀行

209 2823110505

愛知県

2180001066723

完全フルオーダー対応での制御盤製造自動
化プロセスの開発

十六銀行

210 2823110508

愛知県 山田美術印刷株式会社

8180001013785

市場のニーズを捉えた模倣防止ラベル技術
の確立

名古屋銀行

碧海信用金庫

株式会社ハットリマーキン
グ

キムラ制御システム株式
会社

211 2823110509

愛知県 株式会社神善

8180301012776

低スパッタ溶接と治具スライド式ロボットシス
テムの高度化による、新たな溶接プロセスの
確立

212 2823110510

愛知県 藤工業株式会社

7180001007284

新素材ＣＶＤ多結晶ダイヤモンドを用いた革
新的耐摩耗治工具の開発

中京銀行

213 2823110511

愛知県 株式会社サンケン

9180001100186

ＣＦＲＰリサイクル炭素繊維複合材による軽量
防音・電磁波遮蔽材の事業化

名古屋商工会議所

214 2823110512

愛知県

7180301011861

日本の伝統技術等を機械化して後世に残し
国内外に発信

豊橋信用金庫

215 2823110513

愛知県 有限会社戸谷表技

8180002080874

大幅時短！出図前の「事前提案型独自モデ
ル」の確立による生産性の向上

尾西信用金庫

216 2823110519

愛知県 有限会社高木工業

2180002023806

高精度バリレス金型製造技術の開発とその
生産プロセスの高度化

花木栄治税理士事
務所

217 2823110520

愛知県

3180001040586

多様なコーヒー風味の発達技術および味の
数値化による市場開拓

名古屋商工会議所

218 2823110521

愛知県 太田工業株式会社

9180301000540

最新五面加工マシニングセンタ導入による工
作機械部品加工の生産性向上

岡崎商工会議所
岡崎信用金庫

219 2823110522

愛知県 長苗印刷株式会社

2180001022437

目の動きをデータ化し、来店客の購買力を高
める効果的なＰＯＰを制作する新事業

愛知銀行

220 2823110523

愛知県 有限会社山田製作所

8180002077887

多面同時加工の高度化により、航空機治具
部品等の対応力向上

小倉裕樹会計事務
所

グローバルファクトリー株
式会社

株式会社ボンタイン珈琲
本社
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ＩｏＴ・ロボット・ＡＩを波及する次世代生産体系
「クロスリンク生産システム」のための型内セ
ンシング・型内ロボット搬送の基礎開発
リヘッダー機能の高度化による同一パーツ
フォーマー内での割型圧造加工の同時複合
化技術の開発

認定支援機関名
安城商工会議所
碧海信用金庫

221 2823110525

愛知県 株式会社サンワ金型

9180301012890

222 2823110526

愛知県 有限会社三宅ファスナー

4180302016210

223 2823110527

愛知県 株式会社大井野木製作所 5180301024898

木製ベッドフレームの高精度加工技術活用に
よる新商品供給体制の確立

岡崎信用金庫
岡崎商工会議所

224 2823110528

愛知県 株式会社ＮＩＭＵＲＡ

8180001097473

複雑形状・高精度・高効率レーザー加工シス
テムの確立

尾西信用金庫
愛西市商工会

225 2823110530

愛知県 株式会社犬飼鉄工所

4180001007898

最新鋭ワイヤ放電加工機の導入による金型
製造の生産性向上

税理士法人ユアブ
レインズ

226 2823110533

愛知県 安田印刷工業株式会社

5180001027490

自社の強み×ゴールド印刷×特殊加工で今
までにない販促グッズの確立

名古屋銀行

227 2823110537

愛知県

株式会社ジェイ・ピー・エ
ム

4180001023656

異業種の顧客ニーズに適合した金型の大型
化・低コストおよび短納期生産体制の実現

十六銀行

228 2823110540

愛知県 株式会社ライフク

6180001068542

新たな機械設備導入による受注生産排水管
の生産プロセスの確立

岡崎信用金庫

229 2823110541

愛知県 株式会社国盛化学

1180001010178

二色連続成形技術を応用した多関節型ケー
ブル案内保護具の開発

大垣共立銀行

岡崎信用金庫
安城商工会議所

安城商工会議所
岡崎信用金庫

230 2823110542

愛知県 有限会社三矢工業

6180302017297

横マシニング５軸化と側面ガンドリル加工の
実現による、大型高精度金型部品における無
人５軸深穴加工技術の確立

231 2823110543

愛知県 トーキンバウト株式会社

1180001115002

ＡＩを活用したインバウンド向け紹介記事自動
生成支援システム開発

名古屋銀行

232 2823110544

愛知県 有限会社マイワークス

9180002077515

超短納期に対応する生産体制の構築

小倉裕樹会計事務
所

233 2823110551

愛知県 株式会社中西製作所

2180001020358

部品加工業から組立てメーカーへの進化に向 名古屋銀行
けた生産ライン構築

234 2823110553

愛知県 菱源株式会社

1180001098180

受験者数増加のための印刷物の、効果の「見
える化」と工程の「見える化」を行う事業

名古屋銀行

235 2823110554

愛知県 有限会社三光化成

6180302005987

成形部品多種多数取りに対応する精密成形
加工技術の高度化

豊田信用金庫

236 2823110556

愛知県 有限会社河合精工

6180302014402

自動ＣＮＣ旋盤導入と弊社強みの連携で実現
する高品質・小ロット・短納期

名古屋銀行

237 2823110560

愛知県 大洋産業株式会社

6180001092567

新型のインサート部品供給機を用いた自動生
産システムの実現

岡崎信用金庫

238 2823110564

愛知県 株式会社三恵社

2180001012231

「絵本のような自分史」サービスの開発

大垣共立銀行

239 2823110567

愛知県 株式会社名南ゴム工業所 8180001094826 エレベーター扉用次世代摺動材の開発と量産 碧海信用金庫

240 2823110568

愛知県 有限会社小栗化成

4180302021672

エンプラ自動車部品の不良ゼロに向けた取り
組み
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241 2823110569

愛知県 株式会社志水製作所

5180001082775

検査箱詰ロボット導入による生産プロセスの
革新

いちい信用金庫

242 2823110570

愛知県 株式会社近藤ミシン商会

1180301023012

作業用手袋製造工程の自動化による生産性
向上設備の新規開発

西尾みなみ商工会

243 2823110571

愛知県 株式会社み乃龜

9180001005518

生地の仕上げ乾燥工程改善による伝統技法
あられの品質・生産性向上と不良削減

愛知銀行

244 2823110572

愛知県 株式会社旭製作所

5180001063552

建設機械業界向けバルブのアッセンブリー化
を目指したスプール製造技術開発

名古屋銀行

245 2823110575

愛知県

8180001029600

ＩＯＴを意識した企業・工場向けメッセンジャー
サービスの試作開発

名古屋商工会議所

246 2823110578

愛知県 有限会社間下鉄工所

4180302026960

高級車向けエルボのＣＮＣ平行２軸旋盤によ
る品質向上、生産性向上

西尾信用金庫

名古屋銀行

株式会社エンジニアリング
中部

247 2823110582

愛知県 株式会社ツジオカ

1180001087547

工作機械カバーユニット受注増に対応する
ファイバーレーザー加工機及びＩＯＴ・ＡＩ技術
導入による生産性向上

248 2823110583

愛知県 名古屋樹脂工業株式会社 3180001026503

医療機器、輸送機器の市場拡大の為の、熱
可塑性ＣＦＲＰシートを使用した製品開発

田中会計事務所

249 2823110585

愛知県 株式会社トーカイ薬局

業界初「調剤業務自動化」による、かかりつけ
薬剤師機能の高度化

大垣共立銀行

250 2823110586

愛知県 株式会社松栄電子研究所 2180001069775

病院食・介護食のとろみを測定する簡単とろ
み測定器の開発

公益財団法人中部
科学技術センター

251 2823110587

愛知県 株式会社有加工業

樹脂製クランプ・クリップ用金型の高精度加工
と超多数個取り＆多層金型の開発

岡崎商工会議所
岡崎信用金庫

5180001074558

9180301002215

工業炉市場での課題解決と新ビジネスモデル
の構築の為、ＩｏＴ／ＡＩ技術による新生産プロ
セスの実証導入
超軟質（Ａ硬度０）樹脂成形のハイサイクル
化・自動化を図り、医療・介護分野他、多分野
拡大を目指す

252 2823110588

愛知県 中日本炉工業株式会社

3180001098443

253 2823110589

愛知県 株式会社ナテック

5180001099365

254 2823110596

愛知県 株式会社フタバ

2180003000449

自動車部品用計測治具の高度化及び内製化
等による短納期化の実現

瀬戸信用金庫

255 2823110598

愛知県 ミクニ機工株式会社

5180301019799

寿命のため捨てられた自社製品に学ぶ！高
精度三次元スキャナー装置の導入事業

名古屋銀行

256 2823110601

愛知県 有限会社村上工業所

9180302019712

ＣＮＣ旋盤導入による高精度平歯車の開発及
び新規販路の開拓

知立市商工会

257 2823110602

愛知県 艶榮工業株式会社

9180301011174

「高品質」「短納期」を可能とした繊維製品の
新規防炎加工技術の確立

岡崎信用金庫

258 2823110607

愛知県 豊田化工株式会社

6180301019864

乾燥工程の合理化による高性能分離用シリ
カゲルの量産体制確立

豊田商工会議所

259 2823110616

愛知県 株式会社岩本組

8180001006095

鉄骨用３次元ＣＡＤシステム導入による納期
短縮及び生産性向上事業

木村茂徳税理士事
務所

260 2823110617

愛知県 株式会社富窪精機

2180001074602

燃料電池向け超精密シール用金型製造技術
の確立

大垣共立銀行
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261 2823110618

愛知県 有限会社ＳＡＴサービス

4180002062950

鍛造金型の動的シミュレーションを含む４Ｄ－
ＣＡＤ／ＣＡＭ／ＣＡＥシステムの構築

澤田直明税理士事
務所

262 2823110620

愛知県 株式会社名南精密製作所 8180001015690

ＶＶＴ部品の切削レス化を目指しＩｏＴ技術を導
入した研削加工技術の開発

大垣共立銀行

263 2823110621

愛知県 株式会社三晃

8180301019656

板金プレス加工における精密せん断打ち抜き
加工の工程削減による自動量産工程の確立

豊田信用金庫

264 2823110622

愛知県 千代田合成株式会社

5180001010595

射出成形データ活用により不良率低減を実現
する二色成形生産・品質体制の構築

瀬戸信用金庫

265 2823110627

愛知県 池田工業株式会社

9180301013690

コンプレッサー部品の薄肉化に対応する切削
加工技術の開発

碧海信用金庫

266 2823110628

愛知県 サカイ化成

試作開発環境整備による熱可塑性エラスト
マーの製品化実現計画

株式会社ダイワマ
ネジメント

3180302027431

量産金型製作技術と新型成形機の組合せに
より高品質樹脂製品のサンプル製作を実現
する

岡崎信用金庫

3180001031750

警備業向スマートフォンの位置情報を使った
上・下番報告業務の試作開発

名古屋商工会議所

―

267 2823110630

愛知県 有限会社ヨネプラ金型

268 2823110633

愛知県

269 2823110639

愛知県 愛星パック株式会社

3180001086448

ブランド・イメージ強化に資する審美性の高い
小型貼箱を実現する生産体制の構築

名古屋銀行

270 2823110641

愛知県 株式会社アイキューラボ

5180001061936

介護用おむつセンサーの開発

商工組合中央金庫

大垣共立銀行

株式会社トライアドシステ
ム

271 2823110643

愛知県 サン食品株式会社

3180001021909

海外向けコンニャクステーキの製造におけ
る、温度管理による品質向上ならびに製造工
程の効率化

272 2823110644

愛知県 株式会社レーザテック

1180001021332

チタン製航空機部品をレーザ加工で量産化対
応する革新的な工法の開発

商工組合中央金庫

273 2823110645

愛知県 株式会社太田工業所

8180001069282

「世界に日本の鉄道車両の安全を」複雑形状
パイプ加工の一貫生産体制構築事業

十六銀行

274 2823110649

愛知県 株式会社アイオテック

5180001045773

自動車部品等のＡＳＳＹ（アッシー）工程への
ロボット導入検証事業

名古屋銀行

275 2823110651

愛知県 株式会社ＨＹＣ

9180001122560

小規模店舗用超小型（バックヤード対応）パン
包装機の開発

瀬戸信用金庫

276 2823110652

愛知県 株式会社三水商工

3180001086340

研究開発期間短縮化・高度化を目的とした塗
工試作ラインの導入による新たな顧客対応

尾西信用金庫

277 2823110657

愛知県 有限会社一藤産業

7180302021397

曲げ工程と溶接工程の内製化による専用機
械の総合組立メーカーへの第一歩

豊田信用金庫
豊田商工会議所

278 2823110660

愛知県 野村工業株式会社

1180301014861

パイプ加工に於ける金型製作費及び製品加
工費の２０％原価低減

岡崎商工会議所
岡崎信用金庫

279 2823110662

愛知県 株式会社近藤鉄工所

3180001081589

ＩｏＴによる生産プロセスの最適化で次世代ス
マートファクトリーを実現する

東春信用金庫

280 2823110663

愛知県 有限会社玉川製作所

6180002026053

航空機・発電設備・燃料電池等の成長分野に
活用される難加工材製品の生産体制構築

名古屋銀行
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281 2823110665

愛知県

株式会社モリタアンドカン
パニー

4180001076596

外注工程の内製化によるバネ生産設備の開
発能力及び国際競争力の向上

愛知銀行

282 2823110666

愛知県

大栄フェルト産業株式会
社

5180001050674

海外製品に対抗する為の即納体制確立に向
けた工程集約による生産性向上

岐阜信用金庫

5180001108027

工業炉の省エネに欠かせない特殊形状断熱
材の品質、耐久性を大幅に向上させる金属箔
溶接設備導入

名古屋銀行

―

感覚的な香り効果の定量化・見える化による
付加価値向上

名古屋銀行

3180002017476

事業承継に向けた、高精度はめ合い加工の
生産体制と次期経営基盤の確立

名古屋銀行

1180001070874

１日でページ開設！超簡単ウェブページ制作
システムの開発と活用

名古屋銀行

283 2823110667

愛知県 株式会社メイセイ

284 2823110668

愛知県 バリバリー

285 2823110675

愛知県 有限会社上村鉄工

286 2823110676

愛知県

287 2823110677

愛知県 有限会社吉田工作所

4180002082271

弊社独自の３次元微細加工技術を用いたウ
レタン樹脂を母材とする次世代型治具の開発

名古屋銀行

288 2823110678

愛知県 株式会社サンワクリエイト

4180001093170

新たな測定機器導入と検査体制確立による
樹脂部品精度の向上

西尾信用金庫

碧海信用金庫

エヴリ・チューンズ株式会
社

289 2823110679

愛知県 丸安株式会社

7180301019797

ウイング型コンテナの製造開発による革新的
輸送形態の創造と中古トラックボデーの再利
用事業

290 2823110682

愛知県 株式会社渡辺自動車

6180001009711

世代横断・車両カルテ対応の業務システム導
入による顧客サービス向上

一般社団法人
ヒューリットＭＦ

291 2823110683

愛知県 株式会社ＩＮＢプランニング 4180001095456

ＩｏＴの推進・自動搬送ロボット導入によるゴム
コンパウンド生産プロセスの改善

大垣共立銀行

物流用木製パレットＮＣ自動製造装置の導入
による品質安定化、生産性・効率化の向上お
よび作業環境の改善の実現
端末加工機及び最新３次元画像測定機を導
入して顧客が要求するＲ精度の確保を実現す
る

292 2823110684

愛知県 明興産業株式会社

3180001092891

293 2823110685

愛知県 プロメタル工業株式会社

9180302003138

294 2823110686

愛知県 伊藤工業株式会社

2180001024739

蛍光Ｘ線測定装置の導入によるめっき処理プ
ロセス及び品質保証システムの革新

尾西信用金庫

295 2823110691

愛知県 株式会社サトウ工業

6180001046416

ハイブリット車向け大口径熱交換器用パイプ
の高精度な量産加工

名古屋銀行

4180001082917

ヘアサンプル用溶着カット機の導入によるヘ
アカラーサンプルの品質安定化・短納期化・
低コスト化の実現

十六銀行

2180001101447

運動・食事・睡眠メニューの診断システム開発
によるスポーツジム業界のサービス向上

名古屋銀行

9180002092943

高付加価値分野強化に向けた金属冠工程の
高度化計画

いちい信用金庫

7180001028917

ピッチ可変の長尺コイルばねの精密加工体制 公益財団法人中部
科学技術センター
の確立による生産性の向上

3180002018945

金属切削加工の精度向上のための検査体制
確立

296 2823110693

愛知県 株式会社スタッフス

297 2823110698

愛知県

298 2823110699

愛知県 有限会社モノカム

299 2823110700

愛知県

300 2823110704

愛知県 有限会社西川製作所

株式会社アルファスポー
ツ

株式会社瑞穂スプリング
製作所
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4180003012756

デリケートな赤ちゃんの肌守りたい！！日本
製高品質ベビー衣料生産力強化プロジェクト

名古屋銀行

302 2823110708

株式会社ヴイテックプロダ
愛知県
クト

9180301000111

スプリングピン自動組付け設備導入による自
動車用燃料系部品の効率的な生産方式の開
発

岡崎商工会議所

303 2823110709

愛知県 有限会社梅金

2180302003623

少人数家族向け市場獲得の為、包装機導入
による清浄度の改善

岡崎商工会議所

304 2823110712

愛知県 化成工業株式会社

4180001092437

粘弾性流体解析ソフト導入による試作工程の
短納期低コスト化と熟練技術の可視化

大府商工会議所

305 2823110717

愛知県 株式会社稲熊製作所

3180001014094

マルチスポット溶接機の導入と新工法の開発
による精密板金加工の生産革命

岡崎信用金庫

306 2823110721

愛知県 森松産業株式会社

6180001015742

最新の高精度カッティングマシン導入による
多品種少量生産品の拡販と生産性の向上

百五銀行

307 2823110722

愛知県 有限会社栄工業所

3180002064023

セラミック分野への進出するためにＣＮＣ円筒
研削盤を導入する

西尾信用金庫

308 2823110723

愛知県 大久保金型工業株式会社 8180301014673

加飾（シボ）と微細形状加工用電極製作技術
の開発

中京銀行

309 2823110725

愛知県 荒川工業株式会社

2180001066624

Ｉｏｔを活用した自動車用ターボ部品の難削材
加工費用低減による価格競争力の強化

名古屋銀行

西尾信用金庫

301 2823110706

愛知県 合資会社勿驚社

310 2823110728

愛知県 株式会社昭栄精機

3180001092529

日本初となる接触式超精密多点外径測定器
の開発によるサーボモータ用シャフト専用の
検査工程ラインの構築

311 2823110729

愛知県 昭和金型工業株式会社

7180301022512

焼入れ鋼の精密加工応用による自動車用精
密金型における３次元測定の新工法確立

西尾信用金庫

312 2823110731

愛知県 犬山精機株式会社

1180001080964

最新ＣＮＣ旋盤導入による特殊金型部品の高
精度・短納期・低コストの確立

大垣共立銀行

313 2823110737

愛知県 株式会社テラ・ラボ

2180001113450

特性に応じた無人航空機による三次元モデ
ルの生成データ等のオペレーター育成事業

川口士郎税理士事
務所

314 2823110740

愛知県 今泉歯科

デジタルＣＡＤＣＡＭシステムを導入し過疎化
地域の高齢者に口腔内健康を提供する事業

豊川信用金庫

315 2823110746

愛知県 共和産業株式会社

1180301018160

省電力化に貢献できる、サンバイザー内臓
「高性能照明用スイッチ」の開発

豊田信用金庫

316 2823110748

愛知県 株式会社かとう製菓

7180301023626

海外市場の販路拡大に向けた新商品開発及
び設備増強による新製法開発事業

碧海信用金庫

317 2823110754

愛知県 そだ歯科医院

―

画像分析の活用で、不明瞭不明確から安全
確実短時間治療への革新

生沼寛隆税理士事
務所

318 2823110755

愛知県 有限会社石島エンジニア

4180002017376

試験機製作に係る旋盤加工の高度化

小倉裕樹会計事務
所

319 2823110756

愛知県 シバタセスコ株式会社

5120001009957

高精度粘着技術を使用した医療現場で活躍
する感染予防テープの開発

阿波銀行

320 2823110757

愛知県 株式会社ジェットスタイル

2180001102602

同人サークルに対して小ロットのオリジナル
グッズを製造する事業計画

税理士上島一丈

―
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321 2823110759

愛知県 株式会社中田精工

7180001103496

端子抜き治具市場獲得の為、放電加工機導
入による加工工程の改善

名古屋銀行

322 2823110760

愛知県 株式会社衣浦鋳造所

8180301015184

ＣＮＣ大型三次元座標測定機を活用したモノ
づくり技術の開発と生産プロセス改善計画

愛知県中央信用組
合

商工組合中央金庫

323 2823110761

愛知県 株式会社タチ製作所

9180001045349

３Ｄ設計システムの導入による、５軸マシニン
グ加工機の最適活用による高度生産性の向
上

324 2823110764

愛知県 小島メリヤス有限会社

4180002087659

車用シートに使用する合成皮革の裏地素材
の新規開発

三菱東京ＵＦＪ銀行

325 2823110774

愛知県 船橋株式会社

4180001032533

日本一！視認性の高い子供用のオーダーメ
イドレインコートの試作開発

尾西信用金庫
名古屋商工会議所

326 2823110776

愛知県 東海日豊工業株式会社

4180301018851

ガラス入り特定防火設備の認定取得と精密
板金業界進出による受注拡大

豊田信用金庫

岡崎信用金庫

327 2823110780

愛知県 株式会社三琇プレシジョン 7180301015763

液状シリコーン樹脂と熱可塑性樹脂による異
種材一体成形品の生産プロセスの開発と量
産化

328 2823110781

愛知県 コクネ製作株式会社

3180301015230

半導体産業の市場獲得に向けた５軸加工機
導入によるアルミ部材の精密加工

西尾信用金庫

329 2823110782

愛知県 株式会社ウラン

1180301028606

一層構造のデカールの新開発による新分野
への販路拡大事業

豊田信用金庫

330 2823110783

愛知県 キムラ工業有限会社

7180302016570

フレキシブル三次元曲げ加工技術の高度化
による医療・福祉分野への参入

安城商工会議所
岡崎信用金庫

4180301017028

多工程プレスにより得られる製品を革新的専
用機により１基で完成、製造コストを激減させ
る

碧海信用金庫

7180301029623

中小製造業のための製造ライン遠隔モニタリ
ングシステム開発

碧海信用金庫

5180002066166

最新ＣＮＣ立形複合研削盤による高精度加工
技術の確立

株式会社シーピー
エーコンサル

碧海信用金庫

331 2823110784

愛知県 新生工業株式会社

332 2823110785

愛知県

333 2823110786

愛知県 有限会社伸光製作所

ｉＳｍａｒｔＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ株
式会社

334 2823110787

愛知県 株式会社藤工業所

7180001118718

金属部品の加工品質と安全性を向上するた
めのバリ取り機導入による生産プロセスの改
善

335 2823110789

愛知県 株式会社サポート

9230001010116

什器製造における切断・型抜き工程の自動
化・無人化による短納期対応の実現

富山銀行

336 2823110790

愛知県 つばめ自動車株式会社

6180001038339

車載用コミュニケーションロボットを活用した
外国人観光客案内サービス

株式会社タスクー
ルＰｌｕｓ

337 2823110791

愛知県

2180001026099

自動車大型部品用金型の製作時間短縮によ
る生産能力の向上計画

株式会社エフアンド
エム

338 2823110796

愛知県 有限会社加藤鉄工所

7180002025509

旋盤加工とマシニング加工のワンストップ化

瀬戸信用金庫

339 2823110798

愛知県 株式会社エム・オー・シー

9180001011714

高周波大電力送信機を試作開発するための
革新的技術の確立

すずき税理士事務
所

340 2823110799

愛知県 株式会社美和製作所

8180001098471

自動車部品の市場確保を目指す為の信頼性
の高い溶接ラインシステムの確立

十六銀行

立松モールド工業株式会
社
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新しい工法によるターボチャージャー鋳造部
品の製造

西尾信用金庫

愛知県 株式会社ユーアイテクニカ 2180001067275

画期的な特許技術チップワイパーによる製造
工程の集約

名古屋銀行

343 2823110803

愛知県 株式会社水谷

8180001084422

高級小物ブランド商品に付加価値を提供す
る、デザイン性の高い小型貼函提案事業

尾西信用金庫

344 2823110807

愛知県

4180001089409

多様な曲げＲにすべて対応可能なキャタピ
ラー（芋虫）マンドレルの製造方法

名古屋銀行

345 2823110808

愛知県 株式会社古久根

1180301015224

自動車産業の市場獲得に向けた、発光分析
機導入による高品質立体造形の実現

西尾信用金庫

有限会社竹内総合
研究所

341 2823110800

愛知県 中日本鋳工株式会社

342 2823110802

ユーアイ・エンジニアリン
グ株式会社

9180301022576

346 2823110809

愛知県 株式会社エイゼン

2180001092182

容器入り廃納豆の分別機を導入し、納豆残渣
を養豚飼料として供給し、豚肉のブランド化を
後押しする

347 2823110810

愛知県 株式会社エム・シー・イー

5180001014134

成形品製造工程の高度生産性向上活動によ
る一貫生産体制の構築事業

名古屋銀行

348 2823110811

愛知県 株式会社ニシムラ

7180301019062

厚板チタン材の精密プレス加工技術確立によ
る燃料電池部品の開発

碧海信用金庫

349 2823110812

愛知県 伊藤鉄工株式会社

4180301015650

自動車用旋盤加工部品の高品質化

岡崎信用金庫

350 2823110813

愛知県

3180301010355

環境分析サービスの見える化・短納期化

蒲郡信用金庫

351 2823110814

愛知県 株式会社トライテクス

6180001091899

ロボット事業参入のためのＣＮＣ旋盤導入に
よる精密部品量産への挑戦

名古屋銀行

352 2823110815

愛知県 株式会社脇田工業所

9180301013468

段差精度２μｍの実現による、同一高硬度材
でのメタル金型部品製造プロセスの構築

安城商工会議所
碧海信用金庫

353 2823110817

愛知県 株式会社テクノ豊栄

4180001097287

薄型複合ギヤの低コスト化及び短納期化を可 株式会社シーピー
エーコンサル
能にする技術開発と生産工法の確立

354 2823110819

愛知県 株式会社東洋工業所

5180001094399

設備の対応力向上による多様なメッシュベル
トの製造・拡販への取組み

前島和幸

355 2823110820

愛知県 株式会社サンビーオフィス 8180001036480

電子基板製造技術におけるＩｏＴとＡＩを用いた
新たな技術革新

株式会社シーピー
エーコンサル

356 2823110821

愛知県 株式会社佐藤鉄工所

9180001006499

次世代自動車の性能の向上に貢献する複雑
形状マンドレル加工技術開発事業

商工組合中央金庫

357 2823110822

愛知県 株式会社藤田製作所

3180001015431

新生産方式の導入による生産性・品質の向
上と収益向上・事業拡大

井上新

碧海信用金庫

株式会社東海分析化学研
究所

358 2823110823

愛知県 株式会社平野工業

9180001069455

ワイヤー放電加工技術を活用した超高精度
金属加工技術の高度化・多能工化と作業安
全性の向上

359 2823110826

愛知県 有限会社鈴木金型

6180302026133

浸漬式ワイヤ放電加工機導入による金型製
作の高品質化、短納期化、低コスト化

株式会社シーピー
エーコンサル

8180001021458

航空エンジン部品製造５軸ＭＣ旋削付と複合
加工機をＩｏＴ監視・保守・分析システムで精度
と稼働率を向上

十六銀行

360 2823110827

愛知県 熱田起業株式会社
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361 2823110830

愛知県 丸井鉄工株式会社

1180001083711

ＩＴ活用による１品対応の受注生産品生産の
効率化

名古屋銀行

362 2823110835

愛知県 有限会社三嶋商事

3180002062423

日本初！！技術とノウハウを集積・共有する
画期的な『転造開発センター』の設置

名古屋銀行

363 2823110840

愛知県 フェーデル株式会社

6180301026753

364 2823110841

愛知県 ミヤマ精工株式会社

3180301014926

365 2823110844

愛知県 有限会社神本樹脂工業所 6180302016539

366 2823110848

愛知県 有限会社シーリング石川

特殊ＣＮＣベンディングマシンの導入による自
動車シート向けワイヤ端末難加工技術の開
発
ＩｏＴによる低燃費・環境負荷低減を実現する
自動車直噴エンジン部品の効率的生産体制
と検査システムの確立
成型前精密シミュレーション技術の確立によ
る高機能樹脂製品のフロントローディング技
術の高度化

碧海信用金庫

碧海信用金庫

安城商工会議所
岡崎信用金庫

2180002051848

ニーズに対応した高付加価値製品の製造及
び提供

瀬戸信用金庫

8180301022305

サンドクラッシャー導入による鋳肌の良化と不
良低減のためのフルモールド鋳造の生産効
率の改善

西尾信用金庫

367 2823110849

愛知県 株式会社稲一鋳造所

368 2823110851

愛知県 株式会社鈴木化学工業所 5180301001146

高精度部品の低価格化に臨む、次世代もの
づくり現場の工程計画

岡崎信用金庫

369 2823110862

愛知県 澤歯科

治療法が限られる難症例や難患者への、安
心・安全な口腔外科手術サービスの提供

若杉公認会計士事
務所

9180001025714

圧着方式による極薄置き畳の製造ラインの確
立による全体最適の実現

株式会社ジェック経
営コンサルタント岐
阜事務所

3180302027514

最新トータル車検ラインシステムを導入し、地
域密着型の指定自動車整備工場化を通じて
のカーライフサービスを提供

西尾信用金庫

贈答品包装用房紐の多機能紐製造機の開
発・導入

中京銀行

370 2823110867

愛知県 株式会社柴田製畳所

―

371 2823110876

愛知県 有限会社荒川モータース

372 2823110881

愛知県 梶谷商店

373 2823110884

愛知県 株式会社イトキ

4180301000149

無垢造作材の劇的な製造プロセス改善に伴う 岡崎信用金庫
新サービス（据付家具製作）の確立

374 2823110887

愛知県 株式会社松江鉄工所

5180301015518

走行安全関連製品向け金型の受注拡大に向
けた放電加工の高度化

西尾信用金庫

375 2823110892

愛知県 株式会社名豊金型製作所 5180301009189

ワイヤー放電加工時に発生する（銅、真鍮）
電腐ゼロを達成する加工方法の開発

豊橋信用金庫

376 2823110898

愛知県 有限会社武藤設計

4180002019546

軟質系素材切断のための画期的な電動ポー
タブル工具の開発

十六銀行

377 2823110901

愛知県 株式会社さくら

1180001090716

火力・温度のデジタル管理による、コーヒー豆
の品質安定化と生産性向上

瀬戸商工会議所

378 2823110902

愛知県 株式会社名大ＳＫＹ

9180001080354

ＷＥＢ管理システムによる革新的な検定制度
の開発

中日信用金庫

1180302027251

高硬度スクリュー・金型温度安定化の複合活
用による高機能樹脂成型品のフレキシブル生
産体制の確立

安城商工会議所
碧海信用金庫

製造工程の改善による、製造原価の大幅な
削減及び収益の改善事業計画

中日信用金庫

―

379 2823110903

愛知県 有限会社壱武工業所

380 2823110905

愛知県 合資会社愛知紙管製造所 4180003007946
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381 2823110906

愛知県 株式会社名光精機

8010001077987

自動車の自動変速機用電磁弁部品スリーブ
素材の鋳造プロセス革新

大垣共立銀行

382 2823110908

愛知県 大栄技研工業株式会社

3180001094054

産業車両部品の生産性向上のための溶接ラ
インの新設

商工組合中央金庫

383 2823110911

有限会社デンタルワール
愛知県
ド

3180302010643

歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による生産
効率向上と新たな歯科技工物提供プロセス
の開発

豊橋商工信用組合

384 2823110912

愛知県 株式会社髙木化学研究所 1180301001546

ファイバーレーザーロボット溶接機を活用した
航空機向けアルミ内装品の製造

商工組合中央金庫

385 2823110913

愛知県 株式会社ＳＫデザイン

5180001097113

尾州産地に変革を。ニーズをもたらすフィラメ
ント織物サンプルへの挑戦

名古屋銀行

386 2823110934

愛知県 ＵＲ中部株式会社

2180001089278

高品質ＰＥＴボトルフレークの製造技術開発

商工組合中央金庫

387 2823110946

愛知県 岩瀬鉄工株式会社

8180301022321

自動車ＡＴ用部品における革新的な歪みのな
い薄肉リング加工技術の確立

岡崎信用金庫

388 2823110957

愛知県 株式会社ｈａｎｄｓｔｏｈａｎｄｓ 6180001061258

ＩｏＴ技術による高齢者見守りサービスを新聞
配達員が行う新規開発・付加価値サービスの
提供

岐阜信用金庫

389 2823110959

愛知県 加茂精工株式会社

7180301019847

ハードラック盤による高速歯切加工の実現

瀬戸信用金庫

390 2823110964

愛知県 株式会社光製作所

1200001011421

航空機エンジン部品（燃焼器）における画像
測定技術の研究

十六銀行

391 2823110965

愛知県 日本エムティ株式会社

7180001074721

小物部品向け高コストパフォーマンスな新表
面処理技術の実現

春日井商工会議所

392 2823110970

愛知県 有限会社マルミヤ家具

4180302009973

日本全国へ、匠が作るソファーの温もりを届
ける為の生産工程効率化

豊橋信用金庫

393 2823110971

愛知県 杉松産業株式会社

1180301014119

独自ノウハウを活かした鋳型中子（シェルモー 岡崎信用金庫
ルド）製造のバリ取り手作業工程を自動化

394 2823110976

愛知県 三友工機有限会社

2180002046658

超精密かつ効率的な品質管理のための測定
顕微鏡及び画像ユニットの導入

米津晋次税理士事
務所

395 2823110979

愛知県 株式会社豆福

3180003003946

最新型ひねり包装機導入による、豆菓子の生
産性向上

名古屋銀行

2180301011354

魚料理の面倒さを解消する高品質なワンアク
ション商品の提供と生産性向上による事業拡
大

蒲郡信用金庫

396 2823110990

愛知県 丸千水産株式会社
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