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はじめに

平成２9年１1月
愛知県中小企業団体中央会

　本会は、国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの

新事業を創出するため、認定支援機関と連携して、革新的な設

備投資やサービス・試作品の開発を支援し、ものづくり産業基

盤の底上げを図るとともに、経済活性化を実現することを目的と

して実施された平成24年度補正から平成27年度補正までのも

のづくり補助金に係る愛知県地域事務局の運営を行いました。

　本冊子は、本事業を活用して革新的な設備投資やサービス・

試作品の開発に取り組まれた中小企業・小規模事業者の成果

を事例集という形でまとめたものです。

　今後、新たな試作開発や設備投資等にチャレンジしようとす

る中小企業・小規模事業者の皆様にとって本冊子が参考となり

ましたら幸いです。

　なお、個別事例の調査におきましては関係各位の多大なご協

力を賜り、貴重なご意見を拝聴することができましたことを、こ

の場を借りて厚く御礼申し上げます。
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ロボットを活用した加工システム完成。
後工程の自動化を推進、
生産改革のスピードアップ

TOPIC
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自ら機械づくりに乗り出す

　さまざまな製品に組み込んで使う機
械要素とよばれる機能部品がある。
河﨑発條が得意とする各種精密バネ、
自動車用シートワイヤーも製品の性
能を支える重要な部品。中でも、自
動車向けでは精度はもちろん、耐久
性やデザイン性を求めるニーズに応
え、幅広く採用されている。
　受注が増えている自動車用シート
ワイヤーは、主にパッドのたわみや変
形を抑え、形状を安定させる役目が
ある。シートクッション内部に入るイ
ンサートワイヤーなど大きさ、形状は
さまざまだ。
　シートワイヤーはまっすぐな状態の
ワイヤーをベンディングという曲げ加
工の後、プレス加工で先端を丸める
（カール曲げ）という二つの工程を経

て形状を作る。曲げ加工は機械化し
ていたが、これまでカール加工は人
手による作業に頼っていた。
　常々、自動化を模索していたもの
の、同社が理想とする精度でカール
曲げができる機械設備が国内では見
つからなかった。堅調な受注に対応
するためにも「今しかない」（河崎裕
社長）と決断。取引のある金融機関
の担当者からものづくり補助金のメリ
ットを聞き、「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」を活用、自ら機械
づくりに乗り出した。

製造現場のノウハウ生かす

　自動化するにあたって、機械設備に
ロボットを組み合わせた新たな加工シ
ステムを採用することに決めたが、「完
成までは試行錯誤が続いた」（同）。と

りわけ、カール加工では理想の形状に
近づけるまでに困難の連続だった。
　当初は丸めた先端がよじれたり、
突き出たりと失敗が続いた。検討を
重ねた末、カール曲げに用いる金型
を自社で設計することにした。中堅社
員３人が中心となり、製造現場で培
った加工ノウハウを巧みに取り入れ、
完成にこぎつけた。
　また、加工したシートワイヤーをつ
かむためロボットに装着するチャック
も自社設計だ。

生産効率が格段に向上

　「完成まで半年近くかかったが、工
程短縮など一定の効果が得られた」
（同）と評価する。一つの工程で曲げ、
プレスの二つの加工ができるようにな
り、シートワイヤー製造の工程短縮を
実現した。

カール曲げ加工の一例

かわさきはつじょう

代表者役職名・氏名
	 :	代表取締役社長・
	 	 河崎裕
設立年月日	:	昭和４６年７月１日
住所	 :	〒４７０－０２０６
	 	 みよし市莇生町
	 	 水洗９－５
電話	 :	０５６１－３４－１１７１
ＦＡＸ	 :	０５６１－３４－１１７６
ＵＲＬ	 :	http://www.kawasaki-
	 	 spring.co.jp
Ｅ‐Ｍａｉｌ	 :	y-kawasaki@
	 	 kawasaki-spring.co.jp
資本金	 :	１０００万円
業種	 :	各種精密バネ、自動車
	 	 シート用ワイヤー製作

data

河﨑発條株式会社
自動車シートワイヤーの製造工程の短縮

自動車用シートワイヤーの受注増に対応
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　さらに、ロボットの導入で生産効率
化が格段に進んだ。導入前は次 と々
曲げ加工されたシートワイヤーの整
列が追いつかず、人海戦術で整理す
るのが常だった。現在、整列作業は
ロボットが担っている。
　同社のシートワイヤーを真横から見
ると、フラットな状態で、束ねた時に
扱いやすい。また、シートは薄型が
主流になっており「きれいにカールし
た先端形状は機能部品として優位性
がある」（同）と自負する。
　また、自らが金型やチャックを設計
し、苦心の末に作り上げたという経験
が社員にとって大きな自信になったと
いう。特に、若い社員にとっては成長
するための良い機会だったと振り返る。

ロボットで省人化対策も

　今後は「後工程とよばれる作業に

ロボットを多用していきたい」（同）
という。その一つがエンジン関連
の後工程だ。
　エンジンルーム内で主に使用され
ているケーブルクランプなどの部品が
ある。これらの部品は加工後に、耐
久性を高めるためメッキ処理する際、
部品同士がぶつからないように治具
に引っかけるように取りつける。この

作業にロボットを活用できるかどうか
検討を始めている。
　将来的には後工程をロボットが担
い、人でなければできない複雑で、
深い知識・経験が必要な業務に重点
的に人材を配置していく構想を描い
ている。製造現場の省人化対策も急
務なだけに、生産改革のスピードは
急ピッチで進みそうだ。

かわさきはつじょう

機械設備とロボットを組み合わせて新たな加工システムを完成。工程短縮につながった

エンジン関連でも自動化を目指している「後工程にロボットを多用していきたい」
と河崎社長
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芯なし研削盤用に全長800ｍｍと
長尺のダイヤモンド焼結体（PCD）製
治具を業界に先駆けて開発

TOPIC

02

長尺、長寿命の研削治具

　藤工業は、芯なし研削盤で加工対
象物（ワーク）を砥石にあてがう治具
（センターレスブレード）が売上高の
７割を占める。ベアリングなど高い形
状精度と耐摩耗性が求められる自動
車部品用を得意とする。超硬合金製
やセラミックス製に加え、極めて硬度
が高く長寿命のダイヤモンド焼結体
（PCD）製も手がける。
　大型の芯なし研削盤に対応する長
尺のセンターレスブレードは、同社で
は全長800ｍｍ、平行度精度５μｍ
の超硬合金製とセラミックス製を製品
化していた。これをPCD製にできれ
ば寿命が飛躍的に伸び生産性はさら
に上がる。しかしPCDは硬くて削りに
くく、従来は全長100ｍｍが限界だ
った。PCD製自体は好評で「長尺化

したい」と伊藤豊則社長が思案して
いた頃、ユーザーからの要望もあり、
800ｍｍタイプの開発を決断した。

新設備でダイヤ研削を模索

　ものづくり補助金の利用を「タイミ
ングが良かった」と伊藤社長は言う。
PCDの研磨ではダイヤモンドホイー
ルが目づまりしないよう砥石の回転速
度を調整する必要がある。「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」
を活用し、砥石の回転速度をインバ
ーターで制御できる平面研削盤を、
約1600万円かけて平成26年２月
に導入した。
　開発は伊藤社長以下５人で取り組
んだ。20年近いPCD加工の経験知と、
40年近い現場経験で培った伊藤社長
の勘により、最適な加工条件を求め、

長尺のＰＣＤ製センターレスブレード

さまざまな砥石の粒度や硬さ、回転
速度や送り速度を試した。生産技術
の桃井茂昌セクションマネージャーは
「２人は３カ月かかりきり。ワークが
当たる面の研磨だけで２カ月かかっ
た」と回顧する。
　平行度を保ちボデーとPCDを接着
する技術も難所だった。正確に接着
しないと余分な研磨シロが増え、加
工時間が増えてしまう。伊藤竜一副
工場長が接着専用治具を開発して乗
り越えた。製品は同年６月に完成した。

寿命数十倍に反響

　完成品は、テスト納入先のベアリン
グメーカーで高い評価を得た。同メー
カーは超硬合金製を２カ月に１度交
換するが、PCD製は３年後の今も交
換なし。摩耗分の計測値は、超硬合
金製が２カ月で68μｍ。PCD製は

ふじこうぎょう

代表者役職名・氏名
	 :	代表取締役社長・
	 	 伊藤豊則
設立年月日	:	昭和４０年７月１日
住所	 :	〒４５５－０８０３
	 	 名古屋市港区
	 	 入場２－４１１
電話	 :	０５２－３８３－８７８３
ＦＡＸ	 :	０５２－３８４－７３８３
ＵＲＬ	 :	http://fuji-inc.com
Ｅ‐Ｍａｉｌ	 :	 info@fuji-inc.com
資本金	 :	２４００万円
業種	 :	治具・工具製造

data

藤工業株式会社

精密切削加工による難削材ＰＣＤを用いた
大型ブレードの試作開発及び製造設備開発と導入

補助金は「タイミングが良かった」と語る伊藤社長
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３年で20μｍにも満たない。
　平成27年６月には機械技術関連
の展示会に出品し「反響があった」（桃
井マネージャー）。同年11月には日
本国際工作機械見本市（JIMTOF）
にも初参加。大手砥石メーカーが「こ
んな大きいモノに挑戦する会社があ
ったのか」と驚いたという。医療機器
の展示会では、直接には無関係のＰ
ＣＤ製長尺センターレスブレードが
来場者の目を引き、引き合いにつな
がった。これらＰＲが奏功し、現在ま
でに大手ベアリングメーカーを含む４
社から受注を得ている。

ダイヤの加工技術磨く

　一部受注に成功したが拡販はこれ
からである。超硬合金製に比べ長尺
PCDブレードの価格は８－10倍高い。
しかし寿命は数十倍あり、認知が広

がれば採用も増えると見ている。ベ
アリング以外にシャフトやバルブの研
磨でも一定の評価を得ており、さら
に用途開発を進める考えである。
　桃井マネージャーは「医療関連な
ど自動車部品用以外にも幅広く売って
いきたい」と分野拡大にも意欲を見
せている。PCDは磁性を帯びないタ
イプも供給でき、電子部品用治具な

ふじこうぎょう

長尺のＰＣＤ製治具のために導入した平面研削盤。砥石の回転速度をインバーターで制御できる

自動車部品用の治具を得意とする 社員が力を合わせ開発に取り組んだ

どでの用途も見込んでいる。
　伊藤社長は「中国の治具メーカー
も超硬合金製を製作するようになった。
我々はより先に行く」とPCD全般の
開発を強化する考えである。また
PCD以上に硬い、化学気相成長
（CVD）によるダイヤモンドの活用も
視野に入れ、ダイヤモンドの加工技
術をより磨いていく。
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インクジェットプリンターの
染色技術確立。生産体制構築と
インターネットの結びつきが生んだ成長

TOPIC

03

衰退する国内需要と課題

　マルスギは昭和29年以来、繊維プ
リント業を営んできた。工場内には主
力のオートスクリーン機が綿を中心に
法被や巾着、布教材、風呂敷など多
彩な製品をプリントしている。大ロッ
トで12色以下のプリントに対応し、プ
リント最大幅は160㎝。はじめに図案
やデータをもとに配色を決め、部位
にあわせた型を外注で作製する。そ
して染料を調合し、色あわせをする。
型を用いた手捺染（なっせん）で見
本を作った後、顧客の承認を得て製
造する流れだ。　
　杉原智博代表社員は「国内繊維産
業は、すでに終わった存在だ」と語る。
その証拠に名古屋市内では、すでに
同業者はいないという。この状況下

でいかに生き残って行くかが、同社
の今後の大きな課題となっていた。

技術課題と克服努力

　杉原代表社員は他社で営業職に就
いていたものの、友人たちのアドバイ
スにも押され、家業を継ぐ決心をす
る。入社後は、手間ひまや外注費が
かかるスクリーンプリントの反対側に
着目した。それは少量多品種、短納
期生産の世界だ。そのためにインク
ジェットプリンターを購入するも、黒
がグレーとなってしまうなど、色の質
は比べものにならないほどだった。
　そこで工程ごとに見直しを図った。
まずは前処理からと、生地に発色さ
せるための、のり剤の開発から始め
た。取引企業と成分の見直しなどを
何度も行うもうまく行かず、ふとした

思いつきで他社の製品を試したところ、
難なく課題をクリア。開発し続けたの
り剤も、条件次第でうまく発色し、生
地の薄手用、厚手用で使い分けがで
きるようになった。
　次の工程はインクジェットプリント
だ。インクの噴射部分が横に動き、
線を合わせて染め上げるので、プリン
ト面に横線が出てしまう。そこで際を
ぼかすことで、滑らかさを実現した。
加えて紙とは違い、伸び縮みする生
地へのプリント課題も克服した。

色彩管理と生産体制の確立へ

　残るは、蒸し・洗濯・乾燥の後工
程である。ここで必要な機械の購入
を目的に「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」に応募し、承認を受

有松絞にならい転写機を活用

まるすぎ

代表者役職名・氏名
	 :	代表社員・杉原智博
設立年月日	:	昭和２９年１月３０日
住所	 :	〒４６２－００２１
	 	 名古屋市北区
	 	 成願寺２丁目６番７号
電話	 :	０５２－９１３－３２３１
ＦＡＸ	 :	０５２－９１３－０４６３
ＵＲＬ	 :	http://marusugi-
	 	 print.com
Ｅ‐Ｍａｉｌ	 :	marusugi-jimu@
	 	 crocus.ocn.ne.jp
出資金	 :	１８０万円
業種	 :	繊維工業

data

スチーム機と乾燥機も導入した

合資会社マルスギ

日本伝統色の継承と高度な色彩管理技術を用いた
デジタル捺染綿製品の試作開発
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けた。テーマは「日本伝統色の継承
と高度な色彩管理技術を用いたデジ
タル捺染綿製品の試作開発」だ。
　蒸し工程は外注で試し続けたもの
の、目に見えず計測器のない蒸気量
の調整が甚だ難しく、生地と染着の
安定した条件出しが進まない。そこ
でスチーム機を購入し、管理体制の
強化で最適条件を導き出した。洗濯
機は高温で使用できるものを選び、
乾燥には、名古屋市の伝統産業、「有
松絞」での活用に習い、転写機を購
入した。
　これで、色彩管理技術とともに、一
貫生産体制が出来上がり、オートスク
リーンで２週間かかっていたものが、
１―２日間でできるという短納期化も
実現。そして次の目標の縫製へと事
は進む。工場内にスペースを設け、

ミシンなどを独自で購入し、最終製品
までの工程が完成した。

ネット時代の新しい形

　営業面で力を発揮していた問屋も、
業界の縮小に伴い廃業が続く。しか
し、ここでインターネットの普及が後
押しをする。これまでの常識にとらわ
れないデザインや、色指定の厳しい
アニメキャラクターのプリントなど、イ

ンターネットを通じ東京地区を中心に
顧客からの問い合わせが増え、直取
引が拡大したからだ。
　このようにして、平成29年度５月期
決算は、スクリーンプリントのみの時代
と比べ、1.8倍の売り上げを達成。「リ
ニア中央新幹線が開通したら、東京が
さらに近くなる。このチャンスを大い
に生かしたい」（同）と、若き経営者
は次の照準をしっかりと定めている。

まるすぎ

導入したインクジェットプリンターによって作られた製品。鮮やかな仕上げとなっている

首都圏との結びつきが強くなると
語る杉原代表社員

生き残りをかけて挑戦を続ける
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精密加工用治具製作の
職人作業を機械化。品質の安定化、
コスト競争力向上で受注増を図る

TOPIC

04 株式会社ヤマヂ精密

超高精度治具製作のための最新研削機導入による
生産プロセスの強化

高い精度の確保が課題

　中部地区はすでに集積が進んでい
る自動車産業に加え、開発が進む国
産小型ジェット旅客機「MRJ」などで
航空機産業の集積も進んでいる。自
動車や航空機向けに精密加工用の治
具やゲージを主力とするヤマヂ精密は
機械加工と場合によっては職人作業も
駆使して高精度な製品に仕上げている。
　このうち精度＋－0.01㎜を求められ
る航空機のジェットエンジンのタービ
ンブレード加工用の治具において、精
度を確保するのに手間がかかってい
た。治具のベースとなる土台の平面
加工を行う平面研磨機の老朽化や熱
による材料変化などが要因だ。その既
存の平面研磨機は平面度が10μｍま
でしか加工できないため、加工後に
職人がダイヤモンドの粉を使った手作

業で５μｍに仕上げていた。それでも
治具を組み上げたときに精度が出ず
に修正や検査を繰り返す時もあり、
競争力向上へのネックになっていた。

機械化で課題解決を図る

　土台の平面度仕上げの手作業は
10時間かかる。この作業を機械化で
省くことができれば納期短縮につなが
り、品質の安定化も図れる。
　そこで「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」を活用して高性能の
平面研削機を導入、３台あった平面
研磨機のうち１台と入れ替えた。
　平面研削機で土台の平面度を高精
度に加工することで、治具で位置決め
する際に求められる複雑な角度からな
る複数ポイントでの精度もほぼ修正作
業なしで出せるようになった。月間５

台程度の生産の一部ではあるが、何
年も経験が必要となる職人作業に頼
らずに高品質な製品ができるようにな
った価値は大きい。納期が５日短縮
の40日程度となり競争力が高まった。

価格競争力も向上し受注増

　平面研削盤導入による納期短縮に
加え、外注していた研磨工程などの
一部の内製化も図れ、治具やゲージ
のコスト競争力が高まった。見積もり
で提示する金額を従来から数％低く
するだけでも、競合他社に対し価格
優位性を出せる状況にあり、受注率
が高まっている。見積もりに出す時の
計算と実際の加工時の差異も縮まり、
利益を確保しやすくなった。
　新たに導入した平面研削盤は、航
空機エンジンのタービンブレード加工
用治具以外の治具やゲージの土台加

３次元測定機で製品を検査する

やまぢせいみつ

代表者役職名・氏名
	 :	代表取締役社長・
	 	 山本正志
設立年月日	:	昭和３０年５月２日
住所	 :	〒４７０－０１６２
	 	 愛知郡東郷町大字
	 	 春木字千子５５４番地１５７
電話	 :	０５２－８０２－７８８１
ＦＡＸ	 :	０５２－８０４－３８７７
ＵＲＬ	 :	http://www.
	 	 yamajiseimitsu.co.jp
Ｅ‐Ｍａｉｌ	 :	yamaji-1@poem.ocn.jp
資本金	 :	１０００万円
業種	 :	航空機や自動車関連の
	 	 治具、ゲージ製作

data

恒温室での治具ボーラー加工
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補助金で導入した平面研削盤。納期短縮に加え、外注工程の一部の内製化も図れた

手がけているゲージの一例

工にも活用している。位置決めポイン
トでの精度が＋－１μｍという高精
度な製品もあり、これらでも職人作業
を省いて工数や精度不良を減らし、
競争力向上につなげる。価格も10万
―500万円以上と広範囲にわたる。
取引先の自動車や航空機関連企業は
開発スピードアップのため、治具など
の調達サイクルも短くなり、納期短縮
の要請は強まっている。こうした要請
にも対応し、受注金額を年率で５％
増やす方針だ。

更なる設備投資で生産増強

　平面研削盤の導入に続き、平成
30年秋をめどにワイヤカット加工機
を１台増設して３台体制とする。ワ
イヤカット加工で高負荷がかかってい
るのを解消し、受注増に対応する。
投資額は1500万円程度の見込み。

加工室の温度を一定に保つ恒温室も
増設が必要と判断すれば500万円程
度上積みとなる。
　ワイヤカット加工機は治具やゲージ
の精度を高めるための部品の加工に
用いる機械だ。複雑な形状でも５μ
―10μｍの高精度を出すための肝と
なる部品で、最終仕上げや修正で手
作業が必要となる場合があるが、高

性能機を導入して手作業をなくすこと
で品質安定化やリードタイム短縮に
つなげる。
　平面研削盤加工やワイヤカット加
工で手作業から機械化する割合を高
めることで作業の平準化を図る。数カ
月の経験を積めば誰にでもできる作
業を増やしていくことで人材確保につ
なげる。

やまぢせいみつ

治具やゲージを主力としている
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５軸加工機で新たな加工にチャレンジ。
複雑加工や高度なプログラミング力で
競合との差別化図る

TOPIC

05 山鉄株式会社

５軸高速加工機導入による切削加工部品の高精度化、
低コスト化、短納期化による価格競争力の向上

競走激化の中で募る危機感

　昭和56年の創業以来、金属の切
削加工を専門としてきた山鉄は、主
に自動車の生産ラインを構成する設
備の金属部品を製造してきた。さら
に近年は競合の増加に伴い、各種
治具や金型の設計から加工、組み
付けにも手を広げている。近辺には
トヨタ自動車の本社や元町工場が立
地するまさに「トヨタのお膝元」にあ
り、顧客の９割以上はトヨタの１次
メーカーが占める。
　同社は生産数を増していく同業他
社にコストや納期面で後れを取り、競
争力を失いつつあることが課題だっ
た。その原因は平成16年からおよそ
10年もの間、設備投資できなかった
ことにある。特に同20年のリーマン・
ショックが及ぼした影響は大きく、苦

しい経営状態が続き、しばらくは事業
の立て直しに力を注いだ。なんとか
回復の兆しが見えてきた同24年ごろ、
競争力の低下に危機感を募らせてい
た山本和彦社長は、新しい機械の導
入を検討しはじめた。

起死回生の５軸MC導入

　機械導入で目指したのは単純な
効率アップだけにとどまらず、加工
内容の差別化を図ることだった。そ
こで目をつけたのが５軸制御のマシ
ニングセンター（ＭＣ）だ。当時、
所有していたＭＣは３軸。同業他
社内でも珍しかった５軸制御ＭＣで
あれば、加工の新たな可能性を広
げられると考えた。
　そして、同26年２月にオークマの
５軸制御ＭＣ「ＭＵ―6300Ｖ」を
導入した。当初は高額なため導入に

踏み切れずにいたが「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」に採
択され背中を押してもらったという。
　導入後、同機を使いこなすため
の試行錯誤が始まった。５軸のＭ
Ｃには５軸ならではの癖がある。
例えば、５軸のＭＣのテーブルは
ゆりかご状に回転できるが、宙づり
の状態になるため加工中の振動が
大きくなる。これを解消するには、
３軸加工と異なる条件を複数、テ
ストするなどの工夫が必要だった。
　また制御する軸が増える分、加
工のプログラミングが複雑になる。
金型や治具の設計製作で培ったＣ
ＡＤ／ＣＡＭ（コンピューター利用
設計・製造）のノウハウを駆使し、
より高度な加工に挑戦して研さんを
積んでいった。

「機械を使いこなしたい」と語る山本社長

やまてつ

代表者役職名・氏名
	 :	代表取締役・山本和彦
設立年月日	:	昭和５６年１１月２５日
住所	 :	〒４７１－０８７４
	 	 豊田市前田町
	 	 ５丁目30番地２
電話	 :	０５６５―３３―７７１５
ＦＡＸ	 :	０５６５―３３―６６１５
ＵＲＬ	 :	http://www.
	 	 yamatetsu.info
Ｅ‐Ｍａｉｌ	 :	yamatetsu@coffee.
	 	 ocn.ne.jp
資本金	 :	３００万円
業種	 :	自動車設備・
	 	 金型部品機械加工など

data

機械導入で複雑な加工が可能になった
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導入した５軸制御のマシニングセンター。新たな加工の可能性を広げている

蓄積したＣＡＤ／ＣＡＭのノウハウが強み

受注内容に変化ももたらす

　こうした試行錯誤の結果、５軸制
御ＭＣを安定して作動できるようにな
った同社は、大幅な加工効率アップ
を果たした。同機は多面加工ができ
るため段取り替えが減ったことと、主
軸の高速回転化が主な理由だ。同じ
部品を用いて加工時間を比較したと
ころ、従来機で１個あたり430分だ
ったのが５軸制御ＭＣでは313分と、
約28％もの短縮が確認できた。これ
により納期、コスト面で大きく競争力
を伸ばした。
　だが機械導入の最大の成果は、同
社に事業内容の転換をもたらしたこと
だ。導入前に比べ、複雑な加工の製
品など付加価値の高い仕事が増えた。
高度なプログラミングができるという
強みを生かして、図面ではうまく表現

できない形状の製品が手がけられる
ようになり、仕事の幅が広がった。こ
うした製品は競合も少なく、同社の受
注内訳の中で比率は上昇してきてい
る。今後はさらに、こうした製品の受
注を延ばしていく方針だ。

機械の可能性を引き出す

「もっと速く、効率良く動かすことが
できるはず。今は勉強の途中」と語

る山本社長の目にはまだ、数々の乗
り越えるべき課題が浮かんでいる。そ
の対策として社内教育を重視し、プロ
グラミングなどのノウハウをより多くの
社員に蓄積してもらう方針だ。まずは、
機械をより高い次元で使いこなすこと。
これにより仕事の品質を上げ、受注
を伸ばすのが目標だ。同社の探求の
道に終わりはない。今後も一歩一歩、
着実に歩んでいく。

やまてつ

幅広い受注に対応をしていく
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印刷・製版を取り巻く
時代のうねりを逆手に取って
ネイルシール事業で躍進

TOPIC

06

写真製版業で着実なあゆみ

　イングカワモトは大正14年の創
業で、90年以上の社歴を誇る。元々
のスタートは「写真製版業」。新聞
広告用の写植と写真製版に特化し
た事業を長年続けてきた。その後
新聞印刷が凸版からオフセットに
移行。平成の初めにはマッキントッ
シュが登場して印刷業界にさらに大
きな変革が起きる。「イラストレー
ター」や「フォトショップ」による
印刷データ作成が主流となっていく。
　同社はそうした時代のうねりの
中で、生き残りをかけてオンデマ
ンドデジタル印刷による出力セン
ターを開設したり、大判プリンター
を導入したり、デザイン・DTP部
門を拡充したりとさまざまな策を
打ってきた。

女性社員の一言から新展開

　独自の商品を「メーカー」として世
の中に発信できないかと模索を始め
る中、平成23年にスタートしたのが
ネイルサロン向けのネイルシールの
製造・販売という新事業。川本嘉博
社長は、そのきっかけをこう語る。「ネ
イルアート好きな弊社の女性社員の
『うちの設備と人材で、ネイルシール
ならすぐに始められるのでは』という
何気ない一言がすべての始まり」(同)。
　当時ネイルシールは数社から出て
いたものの、その中でよく売れて人気
だったのが２社程度。1社は、価格
も比較的高めの高級志向の商品。一
方、もう1社は女子高生をターゲット
とする低価格の商品。「それならばそ
の中間を行くような、ネイルサロン向
けの商品を売り出そう、ということに

なった」(同)。そしてほどなく商品化
に至ったのが、「ツメキラ」というシリ
ーズだ。「ネイルサロンをターゲット
とする商材を自社のデザイナーが中
心となって開発。それをネイルサロ
ンに材料を販売するディーラーに積
極的に売り込んだ。その結果、ネイ
ルの世界で起きた“千鳥格子柄ブー
ム”が追い風となり、千鳥格子柄を
扱っていた弊社に大量の注文が舞
い込んだ」(同)。このことをきっか
けにツメキラブランドが一気に全国
に知れ渡ることになる。

ビューティ部門が
全売上高の3分の1に

　その後、「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」の活用で、新た
に大型の出力機を導入。増え続ける

「シールの可能性は無限」と語る川本嘉博社長

いんぐかわもと

代表者役職名・氏名
	 :	 代表取締役社長・
	 	 川本嘉博
設立年月日	:	大正１３年１月１日
住所	 :	 〒４６０－０００８
	 	 名古屋市中区栄
	 	 ４丁目１７番１８号
	 	 川本ビル
電話	 :	０５２－２４１－３８２５
ＦＡＸ	 :	０５２－２４１－１７３２
ＵＲＬ	 :	http://www.ingk.jp
Ｅ‐Ｍａｉｌ	 :	kawamoto@ingk.jp
資本金	:	１０００万円
業種	 :	ネイルシールなどの製造・販売、
	 	 販売促進・企画・デザイン、
	 	 Webプロモーション、ソリュー
	 	 ション開発、オンデマンド印刷、
	 	 新聞製版

data

社内デザイナーがシールのデザインもこなす

株式会社イングカワモト

印刷工程の見直しと新機能追加による生産プロセスの
強化によるネイルシートの開発事業

15

受注に対応できる体制が整った。現
在はネイルシール以外に、直接体に
貼るタトゥーシールや、数年前からブ
ームになっているレジンアクセサリー 
(樹脂を使った手づくりアクセサリー )
のための「レジンシール」なども開発
し、販売を開始した。
　現在もオンデマンド印刷、デザイン、
DTP事業などが同社の主力ではある
ものの、ネイルシール、レジンシール、
タトゥーシールなどの「ビューティー
ビジネス部門」が全売上高の3分の
1を占める。平成28年にはネイルサ
ロン「weekend nails TSUMEKIRA」と、
レジンシールの専門ショップ「レジン
クラブ」もオープンさせた。

スポーツ向け
ボディシール開発にも注力

　今後、東京オリンピック開催なども

見据え、スポーツイベント向けの「ボ
ディシール」の開発と販売に力を入
れる考えだ。「体に直接貼るものだけ
に絆創膏用の接着剤を取り入れるな
ど、安全・安心という点にも力を入れ
たい。さらにオンデマンドの特性を生
かした小ロットマーケットの取り込み
も積極的に進める」(同)。ネイルサロ
ンのオーダーによるオリジナルシール

や、マグカップ用のシール、Tシャツ
用の転写シールなど市場は無限だ。

「積極的なリサーチと新たなニーズの
掘り起しにも力を入れたい」と川本社
長は意気込む。時代の変化をチャン
スととらえ、これまで培った業態から
大きく舵を切ろうとする同社。シール
の持つポテンシャルを探索する航海
は、まだ始まったばかりだ。

いんぐかわもと

ネイル用、レジン用ともにシールの種類は多彩

ショップはトレンドを探るア
ンテナショップでもある

シール以外にレジンアクセサ
リー用の材料が豊富に揃う
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電気遠赤外線式フライヤーを投入。
えびせんべいの賞味期限が延び、
生産効率の向上も達成

TOPIC

07

油で賞味期限が決まる

　カネヨシ製菓はえびせんべいの製
造や小売店舗の運営など、海鮮せん
べいに関する事業を手広く展開してい
る。平成27年には豊富なえびせんべ
いを販売する施設「えびせんパーク」
を知多郡美浜町にオープンし、地元
民や観光客から好評を博している。
　根強い人気を保ち、愛知県の“定
番のお菓子”でもあるえびせんべい
だが、その生産工程は生地を焼いて
プレスし、そのまま焼き切るか揚げ
て熱処理を行うのが一般的だ。同社
のえびせんべいも油で揚げて作って
いるものがある。
　えびせんべいの製造方法は昔から
あまり変わっておらず、揚げる工程は
ガスバーナーで釜を熱するものが主
流だった。しかし、その方法で行うと

中の油の温度は適温180度Ｃを保っ
ているつもりでもガスバーナーが直接
当たっている個所は300度Ｃにまで
なっており、気づかないうちに余分な
エネルギーを使ってしまう。また、常
温のせんべいを油に入れることで、
油の温度が変化し、作れば作るほど
油が劣化し、生産力が上がらないこ
とも問題視されている。えびせんべい
の賞味期限を決めるのは油の成分だ
が、油の温度が変化し続けていたた
め、賞味期限を延ばすことができて
いないのも悩みの種だった。

実例がなかった機械を導入

　賞味期限を延ばすためには、油の
温度を180度Ｃに保つことが大きな
ポイントとなる。えびせんべいを揚
げる大きな釜で、電気を利用して温
度調整することが以前は難しいとさ

せんべいの品質を徹底してチェック

れていたが、最近は技術が発達し、
電熱線でも温度が保てるようになって
きた。そこで、同社は釜に電熱線を
張り巡らせ、遠赤外線を上からあて、
熱することができる「電気遠赤外線
式フライヤー」を導入することにした。
これまで実例がなく、高価な設備だ
ったが「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」を活用し、チャ
レンジすることにした。
　今までの釜と異なり、新しい釜は油
の温度が下がると同時に遠赤外線が
反応して熱しはじめるため、油の温度
変化がなくなった。また、釜全体に
電熱線が通っていることから、無駄な
エネルギーを使わないようにもなった。
　導入前は「実例がなく効果の保
証もない。本当に量産できるのかが
不安だった」（濵本祥敬社長）。実

かねよしせいか

代表者役職名・氏名
	 :	代表取締役社長・
	 濵本祥敬
設立年月日	:	平成１１年１１月１４日
住所	 :	〒４７０－２４０９
	 	 知多郡美浜町
	 	 河和上前田３７０－１
電話	 :	０５６９－８２－０５４９
ＦＡＸ	 :	０５６９－８２－０９４３
ＵＲＬ	 :	http://kaneyoshiseika.jp
Ｅ‐Ｍａｉｌ	 :	 info@kaneyoshiseika.jp
資本金	:	３００万円
業種	 :	菓子製造業

data

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

海の幸を生かしたせんべいを製造
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験では実際の大きさや揚げる量も違
ったが、「チャレンジできたのは補助
金があったおかげだった」（同）。同
社では今後も釜を電気式に変えてい
きたいという。

賞味期限が１カ月延びる

　朝に揚げたえびせんべいと夕方に
揚げたえびせんべいでは油の痛み具
合が違うため、以前は夕方に揚げた
えびせんべいを基準にして賞味期限
を決めていた。電気遠赤外線式フラ
イヤーの導入後、朝夕の油の成分を
検査機関で調べたところ、その差が
なくなり、賞味期限を１カ月延ばすこ
とができたという。「これにより、えび
せんべいを購入したお客さまにも喜
ばれている」（同）。また、導入前は
生産を途中で３回止めて油をろ過し
ていたが、その手間がなくなったこと

も大きな効果だった。
　同社では導入から現在まで１日に
約１トンのえびせんべいを揚げ続け
ており、「仲の良い同業他社にも紹介
し、同じタイプのフライヤーを導入し
た会社もある」（同）ほど、そのメリッ
トを感じているようだ。

自信を持った商品作りへ

　導入した電気遠赤外線式フライ

かねよしせいか

導入した電気遠赤外線式フライヤー。油の温度を適温の１８０度Ｃに保てるようになった

「設備導入は成功だった」と胸を張る濱本社長 平成２８年には新工場を完成した

ヤーは揚げる商品全般に使うことが
できる。「今後の目標はこのフライ
ヤーを活用して新商品を作り、自社
の小売店を増やしていくこと」（同）
だ。店舗を持つことができれば、新
商品を自由に開発して販売すること
も可能になる。「自分たちが自信を
もって提供できるものを作り、販売
していきたい」と濱本社長は意気
込んでいる。
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６軸の垂直多関節ロボットで
バリ取り自動化。大幅な生産効率
アップとコストダウンを果たす

TOPIC

08

ネックだったバリ取り工程

　阪部工業は鋳鉄の専門メーカー。
主に自動車や建設機械、土木資材用
の部品を製造している。西尾市に三
つの工場を持ち、素材加工から最終
仕上げまで一貫して手がける。
4000kgという重量品にも対応してお
り、軽量、重量問わず幅広いニーズ
に応えている。
　売り上げのトップは自動車部品で、
全体の40―45％を占める。中でもメ
インで扱っているのが、デフケースな
ど足回りの部品だ。平成25年、同社
はデフケースの製造に明け暮れ、特
に仕上げ加工の工程はフル稼働を続
けていた。生田賢治加工部技術課課
長は「月に30日も稼働していたこと
もある」と、当時を振り返る。
　この仕上げ加工の一部の工程がバ

リ取りだ。バリ取り前の製品には、手
で触れると場合によってはケガをする
ほどの尖ったバリがある。これを工員
がルーターを使って地道に取っていく。
この際に出るクズは、四方八方へ飛
散して環境を悪化させる。何よりもネ
ックなのは、コスト要求が厳しい自動
車部品としては人手や時間がかかり
すぎる点だった。

ロボット導入で自動化に挑戦

　そこで同社はバリ取り工程にロボッ
トを導入し、工程を自動化することで
生産効率アップとコストダウンを図る
ことにした。「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」を使い、同26
年の８月にロボット導入を果たした。
同社が選択したのは、ファナックの６
軸垂直多関節ロボット。改造や手入

れのしやすさが決め手となった。
　ロボットは、購入してからのセット
アップに手間と時間がかかる。阪部
工業はセットアップメーカーの協力を
仰ぎながら、運用のためのテストを
重ねた。
　一番の課題は、先端工具に取り付
けるブラシの仕様だった。工員がル
ーターでバリ取りを行っていた際には、
ルーターで取りきれなかった「返りバ
リ」を砥石や工業用スポンジで取り
除いていた。ロボットの場合は、この
作業をブラシで行う。生田課長による
と「人の手は意外と精度が高い。た
った100分の１ｍｍのひっかかりも
感じ取れる」とのことで、同等の仕上
がりをロボットで実現するには、ブラ
シの仕様が鍵を握るというわけだ。
　そこで同社は、さまざまな種類のブ
ラシを試した。ブラシの硬さだけでな

自動車の足回り部品を主に手がける

さかべこうぎょう

代表者役職名・氏名
	 :	代表取締役社長・
	 	 阪部幸司
設立年月日	:	昭和２６年１２月１日
住所	 :	〒４４４－０３９８
	 	 西尾市中畑町
	 	 水荒井８
電話	 :	０５６３－５９－８１８１
ＦＡＸ	 :	０５６３－５９－４６７９
ＵＲＬ	 :	http://www.
	 	 sakabekogyo.jp
Ｅ‐Ｍａｉｌ	 :	 info@sakabekogyo.jp
資本金	 :	１０００万円
業種	 :	ダグタイル鋳鉄
	 	 などの製造

data

阪部工業株式会社

垂直多関節ロボット導入に伴うサイクルタイム短縮による
生産性向上とコスト削減

素材加工から最終仕上げまで一貫して行う
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く、毛の長さも重要な要素だ。長す
ぎれば広がってしまってバリが取れず、
短すぎれば硬さが出て製品に傷がつ
く。試行錯誤の結果、毛が長めのブ
ラシの根元をしばる方法で、満足な
仕上がりに行き着いた。

効率が約38％もアップ

　ロボットの導入により、バリ取り工
程の生産効率は大幅に改善した。バ
リ取り作業を人とロボットで比較したと
ころ、人が１時間あたり13個こなす
のに対し、ロボットは約38％アップの
18個という結果が出た。そのため加
工ライン全体で８人割り当てていた作
業人員が７人に減らせ、１人は人員
が不足している他の工程に配置できた。
バリ取りの際に出るクズも飛散せずま
とまって排出されるため、環境を汚す
ことなく廃棄することが可能になった。

試練が常のモノづくり

　しばらくは計画通りの成果を出して
いたバリ取りロボットだったが、同28
年７月ごろから状況に異変が起こっ
た。バリ取りを必要とする製品の受注
が、減りはじめたのだ。回復を見せ
ることなく下降が続き、現在はピーク
時の３分の１にまで落ち込んでいる。

　だが同社はめげてはいない。生産
体制を整えて実現した低コストを武器
に、類似製品の受注を目指して営業
活動を続けている。「顧客の状況が変
化するのは、珍しくない。我々は変
化に対応すべく知恵をしぼるだけ」と
語る生田課長。モノづくりに徹する同
社は今後も、ふりかかる試練をバネ
に進化を続けていく。

さかべこうぎょう

ロボットの活用でバリ取りの自動化を果たし、効率アップとコストダウンにつなげた

試行錯誤した「返りバリ」対策のブラシ 人手で行うのはクズの除去のみになった
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３ＤＣＧや３Ｄプリンターは、
新しい産業創出の起爆剤となるか

TOPIC

09 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

10カ年計画で
子ども向けプログラム実施

　製造業が盛んな愛知県に、デジタ
ルコンテンツやソフトウェア関連の企
業が少ないのはなぜか、これらジャ
ンルの企業誘致を進めるにはどうす
ればいいか、そうしたテーマの会議
が10年ほど前に東京で開かれ、瀬
戸市出身３DCGクリエイター岩木勇
一郎社長も参加した。
　それを機に愛知県の担当者と親し
くなり、さまざまな話をする中で、
瀬戸には瀬戸焼の歴史があり、そう
した伝統とデジタルの融合を図るこ
とで新たな産業が創出できないか、
というテーマが生まれた。「瀬戸焼
の造 形 技 術を若 者に継 承し、 ３
DCGモデラーを育てることは有効だ

と考えた」（岩木社長）。
　その流れから岩木社長の提言で、
瀬戸市主催で平成23年にスタート 
したのが「Seto CG Kid's Program」
というワークショップ。これはデジタ
ルコンテンツ制作の面白さを実体験
する講座で、３DCGやプログラミング、
陶器づくりなどを各分野のプロから学
ぶというもの。10カ年計画で小学生
が大学を卒業して地元に就職してもら
うことも目論んだ。
　その後、岩木社長は地元瀬戸市に
３DCG制作を中心とする会社、スピ
ードを立ち上げた。

３Ｄプリンターが
瀬戸焼と３ＤＣＧを橋渡し

　同社設立の3年目から、「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」
を活用して瀬戸焼と３DCGとの融合
を図る企画を本格始動させた。
　瀬戸市が日本最東端の生息地と
言われるオオサンショウウオをモチ
ーフに、３ DCG の正確さを生かし
た幾何学的で複雑なデザインや薄
い形状などを３Ｄプリンターで出力
して原型を作成。陶磁器では難しい
とされる表現を瀬戸焼で成形するこ
とに成功した。
　この技術を基に個性的なアクセサ
リーなどを企画・製作し、これも商品
としてすでに販売を始めた。「３Dプリ
ンターの登場が３DCGと瀬戸焼の技
術をつなぐ橋渡しの役目を果たしてく
れた。デジタルデータでしかない３
DCGを手で触れる実体のあるものに
変えてくれるから」(同)。

3DCGや3Dプリンターの可能性を語る岩木社長

代表者役職名・氏名
	 :	代表取締役・
	 	 岩木勇一郎
設立年月日	:	平成２４年７月２日
住所	 :	〒４８９－００４３
	 	 瀬戸市朝日町２８番地の２
電話	 :	０５６１－７６－０９８９
ＦＡＸ	 :	０５６１－７６－０９８９
東京スタジオ	:	〒151-0051
	 	 東京都渋谷区千駄ヶ谷
	 	 2-9-6	Barbison3	302
ＵＲＬ	 :	http://speedinc-jp.com
Ｅ‐Ｍａｉｌ	 :	info@speedinc-jp.com
資本金	 :	１０００万円
業種	 :	映像企画製作

data

３ＤＣＧと瀬戸焼の技術融合で誕生したアクセサリー

すぴーど
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3D	CGと3Dプリンタ
ーから生まれた瀬戸焼
のオオサンショウウオ
3DCGデータ（左上）、
3Dプリンターで出力
した原型（左下）、完
成モデル（右上）

瀬戸市主催、スピード企画・運営の「Seto	
CG	Kid's	Program」で講師を務める岩木社長

コアマーケットに柔軟な対応

　自社のオリジナルを商品化していく
ことに加え、OEMのオーダーにも対
応している。今年11月にはイギリス
で開催された「ハイパージャパン」と
いう展示会にもオオサンショウウオの
試作モデルやオリジナル商品などを
出展し、注目を集めた。
　グローバルマーケットを見据えて、
瀬戸市と自社を積極的に売り込む。
「大量生産・大量消費の時代は終わ
り、よりコアなマーケットが主流にな
ってきた。小ロットのモノづくりが３Ｄ
プリンターの登場で可能になった。小
ロット商品が高付加価値な高額商品
となり、利益率はぐんと上がった。そ
うした時代の流れにも柔軟に対応して
いきたい」(同)。

デジタルが未来産業を創出する

　今後、同社はオリジナル商品の新
しい展開に加え、３Ｄプリンターのデ
ータ作成サービスなどにも力を入れる。
「たとえばこれまであった製品も３
DCGを取り入れることでより精度を上
げたり精密化できたりできる。そこに
目を付けている業界は、ジャンルを

超えてたくさんある。逆に言えば、伝
統産業であれ、新しいジャンルであれ、
３DCGや３Dプリンターによって製品
やサービスにどんな進化がもたらされ
るのかを考える必要がある」(同)。
　３DCGや３Ｄプリンターというジャ
ンルが製造業に新たな可能性を呼び
込むとともに、新しい産業創出の起
爆剤となるのかもしれない。

瀬戸の商店街に溶け込むスピードの社屋

すぴーど



せらみっく じゃぱん
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陶磁器にカーボンナノチューブを応用。
電子レンジ調理器として
幅広い世代への普及を目指す

TOPIC

10 株式会社セラミック・ジャパン
ＣＮＴセラミックスを利用した機能性食器の試作

先進的な機能性食器を追求

　陶器の代名詞「瀬戸物」の語源と
なり、約1300年の歴史を持つと言わ
れるやきもののまち、愛知県瀬戸市。
陶器の工房がところ狭しと並ぶ中で、
セラミック・ジャパンはモダンでデザ
イン性の高い陶器の製造を手がけ、
異彩を放っている。
　そんな同社は「先進的で機能性
のある食器を作ることは、有無を
言わせず必要だった」（大橋正之
社長）との考えから、カーボンナノ
チューブ（ＣＮＴ）と陶器の研究
を行っていた、あいち産業科学技
術総合センター瀬戸窯業技術セン
ターの提案をきっかけに、ＣＮＴ
を活用した機能性食器の開発に取
り組んだ。

練り込まずに“塗布”する

　提案段階で同センターから提供さ
れた試作品は、土にＣＮＴを練り込
んだものだった。しかし、ＣＮＴは「銅
の約10倍」と言われる熱伝導性の高
さゆえに「研究所の中の特殊な窯で製
造できても、一般の窯では表面温度が
高くなりすぎるため、製造が難しかった」
（同）。さらに、練り込んだタイプの器
は電子レンジで温めると、電子レンジ
から発生するマイクロ波を吸収して器
全体が過度に発熱し、わずか７秒で
器が破裂することもあったという。
　そこで同社は、研究と試作のために
「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」を活用。「器を焼き上げ
てから底面にＣＮＴを塗布し、コー

ティングをする」と工程を変化させる
ことで、一般の窯での製造を可能に
した電子レンジ調理器「３ｍｉｎｕ
ｔｅｓ」を完成した。

約３分間で簡単に蒸し料理

　同製品はその名が示す通り、レン
ジで約３分温めることで、容器底の
ＣＮＴがマイクロ波で発熱、簡単に
蒸し料理を作ることができる。発熱部
分を底面のＣＮＴに集中させること
で容器上部の温度上昇を抑え、使い
やすさも追求した。
　ＣＮＴは濃度によってレンジ加熱後
の表面温度が300度Ｃを超えることも
ある。これに対し、同社は約１―１
.５％の間で濃度を細かく変化させた
溶液を陶器に塗り、電子レンジで温め
た後に表面の温度を計測するなど、デ

デザイン性の高い陶器を製造

代表者役職名・氏名
	 :	 代表取締役・大橋正之
設立年月日	:	昭和４８年６月２２日
住所	 :	 〒４８０－１２１８
	 	 瀬戸市中品野町６０－４
電話	 :	 ０５６１－４２－０１８２
ＦＡＸ	 :	 ０５６１－４１－１５６６
ＵＲＬ	 :	 http://www.ceramic-
	 	 japan.co.jp
Ｅ‐Ｍａｉｌ	 :	 mail@ceramic-japan.
	 	 co.jp
資本金	 :	 １０００万円
業種	 :	 オリジナル陶器製品の
	 	 製造、卸など

data

ＣＮＴ活用に意欲的な大橋社長

せらみっくじゃぱんせらみっく じゃぱん
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「３ｍｉｎｕｔｅｓ」の完成に向けて、試作を繰り返した。ＣＮＴを塗布しているのが特徴だ

「３ｍｉｎｕｔｅｓ」製造に用いる石膏型

ータを積み重ね、調理中の温度が
100度Ｃを超えない仕様に仕上げた。
　陶器独特の素材の収縮にも腐心した。
製品本体に使用した耐熱土は、焼き
上げると約７％縮小する。一方、ふた
部分には焼き上げると10％以上小さく
なる半磁土を使用。素材の違う二つが
かみ合うための試作も重ねた。
　発売は平成28年で市場にはまだ投
入したばかりだが、１人暮らしの世帯
を中心に月1000個程度販売すること
が目標だ。料理研究家と共同で作っ
たレシピ集も添えて、料理のジャンル
を問わない広い活用を提案する。

ＣＮＴ×陶磁器の可能性

   「シリコンスチーマーなど、電子レン
ジで調理ができる調理器はこれまでも
世に出されてきた。しかし、カラフル

なシリコンなどでは、食器として使う
ことに抵抗がある人々も一定数いた」
と大橋社長は分析する。シックな陶
器製のため、食卓にそのまま出しても
違和感が無いことが強みという同製
品。老若男女問わず提案できると大
橋社長は期待を寄せる。
　ＣＮＴは、工業製品においては

徐々に活用が進むが、食器での応用
は未開の状態。「もしも『３ｍｉｎｕ
ｔｅｓ』がこれから売れていけば、
食器もＣＮＴの応用の方法の一つに
なるのではないかと思う」と、大橋社
長はＣＮＴのさらなる活用に意欲を
見せる。新しい素材を武器に、モノ
づくりの原野を開拓していく。

発売した「３ｍｉｎｕｔｅｓ」

せらみっくじゃぱん
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ログＢＯＸを設置するだけで
温室内環境をデータ化。
農業ビジネスの未来を創る

TOPIC

11 株式会社IT工房Z

農業用ハウス環境モニタリングの市場拡大のための
高機能「あぐりログ」の試作開発

農業ＩＴは未開拓のジャンル

　モノづくり県として全国に名を馳
せる愛知県が、農業産出額全国７
位(平成26年度)の農業県であるこ
とはあまり知られていない。そんな
愛知県の農業、とくにハウス栽培の
分野で注目を集めるのが、ＩＴ工房
Ｚが開発・販売するモニタリングシ
ステム「あぐりログ」だ。愛知県農
業総合試験場からサーバー管理の
業務を受注したことをきっかけに、
農業分野のＩＴ化の立ち遅れを痛
感。伸びしろのあるジャンルと直感
して、農業未経験にも関わらず農業
分野に特化したＩＴ企業を立ち上げ
た。座光寺勇社長は「これまで栽培
環境を数値化して管理しようという取
り組みは希薄。経験と勘を頼りにし
た農業経営では立ちいかなくなった

部分をカバーしようと考えた」と語る。

手づくり計測器に引き合いが

　「まずは情報処理屋の立場から、ソ
フトウェアで農業に貢献できないかと
考えた。ニーズを探る中で、〝温室の
中の状態を把握するシステム〟が切
望されていると知った」(座光寺社長)。
それもできるだけ簡単で安価なものを、
と考えた。高価ではあったが、すでに
計測器は売り出されていた。パソコン
必須で、大掛かりな工事も必要だった。
「スマホでデータを見られるようにして
欲しい」という現場の声に応じて、市
販のマイコンやパーツを買い集めて
「手づくりの計測器」を試作した。展
示会に出品すると予想以上の引き合
いがあった。地元の国立大学から「10
個作ってほしい」と頼まれた。「もとも
とものづくりについては素人であり、

利益をどう上げるか、メンテナンスを
どうするか、ビジネスとして必須の課
題も後回しにしてしまった」「(同)。

低価格と手軽さをコンセプトに

　量産やメンテナンス対応のための
財源確保として「平成26年度補正も
のづくり商業・サービス革新補助金」
に応募した。ベンチャーハウスに入
居したおかげで、製造を任せられる
外注先はすぐに見つかった。愛知県
農業総合試験場とＪＡあいち経済
連のバックアップと補助金の助けによ
り、愛知県内で450台、県外に100
台ほど出荷できた。サービス全体の
ネーミングは『あぐりログ』とし、計
測器は『ログＢＯＸ』とした。1台の
価格は７万5000円。年間のデータ
管理費は２万4000円に設定した。
「一度試してみるか、と思える手軽さ

「あぐりログで愛知の農業に貢献したい」と語る座光寺社長

あいてぃこうぼうじー

代表者役職名・氏名
	 :	 代表取締役・座光寺勇
設立年月日	:	平成２３年７月１日
住所	 :	 〒４６２－００１５
	 	 名古屋市北区中味鋺
	 	 ３丁目６２９番地
	 	 Ａ－５０３
電話	 :	 ０５２－２３８－１３５５
ＦＡＸ	 :	 ０５２－２３８－１３５６
ＵＲＬ	 :	 http://itkobo-z.jp/
Ｅ‐Ｍａｉｌ	 :	 info@itkobo-z.jp
資本金	 :	 １０００万円
業種	 :	 温室向け環境
	 	 モニタリングサービス
	 「あぐりログ」の開発・運用

data

「ログBOX」は200×200×100mmとコンパクト
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と価格設定をコンセプトにした」(同)。
工事不要で、適切な場所に吊り下げ
るだけ。測定された「温度」、「湿度」、
「二酸化炭素濃度」のデータは、計
測器に内蔵された通信機器によって
サーバに送られ管理される。ユーザ
ーはいつでもスマホでデータをチェッ
クすることができる。

生産者同士の情報共有で
ブランド化も

　「先行する製品と差別化するために
考案したのが、生産者仲間で情報を
共有できるシステム」(同)。これまで
生産者間の情報交換は、言葉や書類
で感覚的に伝え合うしかなかった。生
産者間でデータを共有したいというニ
ーズはもともとあった。「あぐりログ」
のモニタリングサービスを使用してい
る生産者同士は、さまざまなデータの

共有、グラフでの比較などが可能とな
る(招待制による)。「生産者にとっては、
自分のやり方が正しいかどうかの判断
基準が生まれる。良い品種で収穫量
を上げることにより、地域作物のブラ
ンド化を図ることにもつながる」(同)。
　「農業はもともと天候などで収穫量
が大きく左右される。環境管理で少し
でも安定した収益を維持する助けが
できればと思う」(同)。オプションと

して日射量・土や土中水の温度・土
の中の水分量、肥料濃度などのセン
サーの追加が可能。今後は「水耕栽
培」のための液肥管理用センサーや
露地栽培用ログＢＯＸの開発にも着
手する予定だ。また、農業技術普及
員やJA営農指導員など農業の指導者
と農家を結ぶシステムとしても構築し
たいと考える。農業に新たな風を吹
き込む同社の今後に注目したい。

あいてぃこうぼうじー

ハウス栽培農家からは注目の的

「ログBOX」の設置は吊り下げるだけといたって簡単

データチェックはパソコンやスマホで簡単に
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プロパンガスと同等の大火力
バーナーを灯油で実現。市場投入の
ための量産体制確立に挑む

TOPIC

12

バーナー市場縮小に苦戦

　榮製機は、昭和12年に創業した
工具用ガスバーナーの老舗メーカー。
ガソリンや灯油を使う「トーチランプ」
が主流の頃から携わってきた、日本
のバーナー製造の草分け的存在だ。
工具用ガスバーナーの用途は、以前
まで水道管のロウ付けがメインだった。
だが現在は工法が変わり需要が減少
している一方、調理など多様な用途
で使用されるようになっている。
　また、同社が工具用ガスバーナー
事業のほかに柱としているのが、自
動車関連向けの金型事業と、精密
バイス事業だ。金型事業に取り組
むうちに金型製作のための精密バ
イスまで手がけるようになり、こちら
も事業化を果たした。特に精密バイ

ス事業では、職人の手による高精
度な仕上げ作業を徹底しており、多
くのユーザーに「作り込みがいい」
と愛顧されている。
　そんな高い技術を持つ同社だが、
主力のガスバーナー事業では市場が
縮小し、苦戦を強いられている。顧
客が従来の金物屋や管材屋から、ホ
ームセンターにとってかわった変化に
対応できなかったのも原因だ。

ニーズ拾い新製品に挑戦

　こうした中、同社が打ち出したの
が、顧客のニーズに応えるモノづく
りだ。これまでは一通りのラインナッ
プをそろえ、顧客に商品を選んでも
らうという、いわば「カタログ商売」
だった。そうした姿勢から脱却し、
より顧客の声を商品に反映すること

で生き残りを図ろうと考えた。
　そこで同社はある案件に出くわす。
プロパンガスの大火力バーナーを使
用する顧客から、プロパンガスより安
価な燃料である灯油で、同じような大
火力バーナーを作れないかと打診さ
れた。同社はこれをかなえる新製品
作りに挑むことにした。
　問題は、灯油の火力がプロパン
ガスより低いことだった。また灯油
は液体のままでは火をつけても燃焼
しない。燃焼させるには、液体に熱
を加えて気化させる必要がある。こ
のため圧縮空気を用いて灯油をミス
ト状にし、気化させなくても燃焼す
る仕組みを作り上げた。さらに、噴
射の勢いを大きくすることで、灯油
でもプロパンガスと同程度の大火力
を噴出することに成功した。

「顧客の声に柔軟に対応する」と強調する塩野社長

さかえせいき

代表者役職名・氏名
	 :	代表取締役・塩野泰弘
設立年月日	:	昭和１４年１２月８日
住所	 :	〒４４１－０１０５
	 	 豊川市伊奈町
	 	 佐脇原６８番地
電話	 :	０５３３－７３－１１９０
ＦＡＸ	 :	０５３３－７３－１１９６
ＵＲＬ	 :	http://www.sakae-
	 	 seiki.co.jp
Ｅ‐Ｍａｉｌ	 :	 info@sakae-seiki.co.jp
資本金	 :	３２４０万円
業種	 :	各種バーナー製品の
	 	 開発･製造･販売など

data

多様なバーナーを作り続けてきた

榮製機株式会社

灯油を代替燃料とする建築業向けガスバーナーの
量産技術確立と低価格化の実現
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工程集約でコスト削減

　製品を無事、顧客に納めると市場
投入への検討に入った。だが同製品
は市場価格に比べて高額すぎた。コ
ストを下げるために、作り方を変えて
量産体制を整える必要があった。
　そこで同社は「平成26年度補正も
のづくり・商業・サービス革新補助金」
を使い、スター精密のコンピューター
数値制御（ＣＮＣ）自動旋盤を導入。
これにより素材の切断と穴開けを一つ
の工程に集約し、コスト約25％の削
減見込みをつけた。その後、前述し
た新製品のリピート注文を受けたが、
新機能の付加を希望されてコストが
増加。25％削減したコストの範囲内
でやりくりし、１作目と同価格で提供
できた。

顧客の声に耳を傾け続ける

　量産体制が整ったところで、またも
や市場投入に障壁が現れた。１、２
作目をオーダーした顧客との契約によ
り、想定していた業種への販売ができ
なくなってしまったのだ。導入した機
械は既存の商品製造ラインで力を発
揮し、全事業の効率を押し上げている。

　同社の挑戦の姿勢は変わらない。
「強みは、顧客の声に柔軟に対応する
こと」と塩野泰弘社長。顧客から相
談があれば、カタログ商品も用途に
応じてカスタマイズする。こうした対
応で信頼関係を築き、高いリピート
率につなげている。丁寧に顧客の声
に耳を傾ける積み重ねの末に、市場
を席巻するような新製品の開発を狙う。

さかえせいき

ＣＮＣ自動旋盤を導入。素材の切断と穴開けを一工程に集約することでコスト削減につなげた

ベテランから若手まで技術一筋 高精度な仕上がりが強み（検査室）



28

航空機分野で新たな受注獲得へ向け、
５軸加工機を活用。高品質かつ
安定した加工を実現

TOPIC

13 高砂電気工業株式会社

高精度５軸研削加工機導入による
航空用精密部品生産プロセス改善とバルブ受注拡大

トップレベルのシェア

　細胞から宇宙まで―。高砂電気工
業は蓄積した技術やノウハウを駆使
し、流体制御に欠かせない優れたバ
ルブ、ポンプの数々を開発。血液検
査装置、排ガス・水質分析装置など
医療や環境分野に採用され、トップ
クラスのシェアを誇る。また、細胞
を培養する培地の交換作業を自動化
するシステム、米航空宇宙局（ＮＡ
ＳＡ）の宇宙実験用の超小型ポンプ
なども手がけ、バイオ・再生医療、
宇宙という最先端分野まで製品を供
給している。
　メインは医療分野で、血液検査装
置のほかに各種診断機器、人工透
析装置向けなどがあり、売上高の半
分以上を占めている。医療分野は製

品が一度採用となると、長く使い続
けられるという面がある。その一方、
変化を嫌う傾向があり、ニッチな分
野でもあることから、新規受注しにく
いという側面がある。

航空機産業参入へ本腰

　このため、同社は事業拡大に向け
積極的に新分野の開拓を進めていた。
「自動車は市場が大きいがコスト競
争が厳しく、今さら参入しづらい。ど
の分野が有望か」。こう模索を続け
る中で着目したのが航空機だった。
　航空機部品で基本的な多品種少
量生産は、同社も得意としている。
また、医療分野における競合企業が
航空機部品を手がけていることもあ
り、「当社も手がけられるはず」（末
永隆行製造部生産技術課主任）と考

え、参入を目指すことにした。
　当初はドリンクサーバーなど航空
機のギャレー（調理設備）系での受
注を図ったが、思うようにいかず、
難航した。模索を続ける中、油圧部
品の引き合いがあった。航空機は燃
費向上のため、部品の軽量化が求め
られている。さまざまなバルブ、ポ
ンプで小型・軽量化の実績がある同
社にとってはチャンスだ。航空機分
野専門のプロジェクトチームを立ち
上げ、航空宇宙産業の品質マネジメ
ント規格「ＪＩＳＱ９１００」の認
証も取得し、本腰を入れた。

夜間の無人加工も可能に

　しかし、「実際に取り組むと想像以
上にハードだった」（同）。図面の精
度を出すためには、従来の設備では

酸素供給用超軽量電磁バルブ

たかさごでんきこうぎょう

代表者役職名・氏名
	 :	 代表取締役社長・
	 	 浅井直也
設立年月日	:	昭和３４年７月１日
住所	 :	〒４５８－８５２２
	 	 名古屋市緑区
	 	 鳴海町杜若６６
電話	 :	０５２－８９１－２３０１
ＦＡＸ	 :	０５２－８９１－７３８６
ＵＲＬ	 :	http://www.
	 	 takasago-elec.co.jp
Ｅ‐Ｍａｉｌ	 :	info@takasago-
	 	 elec.co.jp
資本金	:	９０００万円
業種	 :	バルブ、ポンプなどの製造

data

多品種少量生産を得意とする
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ものづくり補助金で導入した５軸加工機。高精度・高速・微細な加工を安定してできる

難しい課題にも積極的に挑戦

難しく、また、人が介在すると徐々
に“ズレ”が生じてしまう。「いかに人
を介在させずに精度を一定で再現さ
せるか」。この実現には新しい設備
の導入が必要だった。
　そこで、「平成２６年度補正ものづ
くり・商業・サービス革新補助金」
を活用し、平成２８年初頭に５軸加
工機を導入した。高精度・高速・微
細加工が可能な機械で、「初期のセ
ットアップは苦労したものの、狙い通
り図面との誤差が少なく、高品質で、
安定した加工ができるようになった」
（同）。
　また、同機は無人運転もするため、
昼間にワークをセットしておけば、夜
間も自動で加工できる。社員への負
担を軽減することになり、これも大き
なメリットだった。

新規開発案件の受け皿に

　同社は同機を量産としてではなく、
試作や開発中心の設備として活用し
ている。同機の導入により、「従来は
できなかった加工が可能になった。
そうすると設計部門が『これはでき
ないか』と知恵を絞って色々と考え
てくれるようになった」（同）。同社に
は多くの相談が持ち込まれているが、

それに応えるための受け皿ができた
とも言える。
　現在、同社は航空機のハンドルや
翼関連の部品を受注しているが、主
力のバルブ部品ではない。今後は導
入した機械を使い、部品のより小型
・軽量化を追求していき、「バルブ部
品を受注したい」（同）と力を込める。
そして、将来は航空機分野を事業の
一つの柱にしたい考えだ。　

たかさごでんきこうぎょう

試作したバルブ部品
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日本に４台の大型超音波洗浄機を
導入、加速度的に引き合いが急増。
快適なオフィス空間を提供

TOPIC

14 株式会社武田商店　（おそうじまま  ビルぴかそ）

ブラインド清掃、修復を一貫して行うことによる
顧客ニーズへの対応サービスの実施

ビル部門の清掃を独立

　武田商店は平成７年５月、名古屋
ではいち早くハウスクリーニング事業
を始めた。当初は個人顧客を対象に
した「おそうじまま」を立ち上げた。
同13年には厚生労働省主催の第１
回創業ベンチャー国民フォーラムで
起業家部門地域振興賞を受賞し、新
聞やテレビの取材が増加。ユーザー
ニーズの多様化・高度化に伴って、
同23年にはビル部門の清掃を「ビル
ぴかそ」として独立させ、法人顧客
を対象にした清掃請負業を展開して
いる。ハウスクリーニングで長年培っ
た細やかな目線でビルクリーニングに
も対応。特殊技術が求められるイス
やソファのクリーニング、多くのユー
ザーが困っているブラインドの洗浄や

修理にも力を入れている。「こんなもの
までできるのか」というユーザーの声
が多く、オーダーは関西や北陸にも広
がってきている。

特注の大型超音波洗浄機

　最近はビル部門に力を注ぐ。３年前
の「メッセナゴヤ」でイスやソファのク
リーニングを実演し、クリーニング前
後を比較して見せると、一目瞭然の
違いに「どよめくほどの反響を呼んだ」
と武田陽子代表は振り返る。洗浄用
として米国製専用クリーニングマシン
とグリーンシールを取得した洗剤を使
うなど環境にも配慮。「平成26年度補
正ものづくり・商業・サービス革新補
助金」を利用して、ブラインド用に日
本に４台しかない特注の大型超音波
洗浄機（洗浄漕幅３ｍ）とアルカリイ

オン水生成機を導入したことを機に、
今年のメッセナゴヤではブラインドの
洗浄能力比較でアピール。いろいろ
な幅に対応できることから、新品同様
になる洗浄に反応が良く、繰り返しオ
ーダーが入るなど、「６月頃から引き
合いが加速度的に急増している」（武
田代表）。営業時間外にはユーザー
自身による搬入、搬出システムの「ブ
ラインドポストＢＯＸ」も始めた。

ニッチなブラインド洗浄

　ブラインドはメーカーや年代によっ
て種類がバラバラな上、ブラインドを
吊り下げる昇降コードなどの故障もあ
り、洗浄や修理が大変である。中には、
20年以上も手入れがしていないユー
ザーや洗浄できることを知らないユー
ザーも多く、「ニッチな事業とも言え

「お客様に喜んでいただくのが励み」と話す武田代表

たけだしょうてん

代表者役職名・氏名
	 :	代表・武田陽子
設立年月日	:	平成７年５月１日
住所	 :	〒４６０－００１２
	 	 名古屋市中区
	 	 千代田２－１０－５
電話	 :	０５２－２４１－１９４０
ＦＡＸ	 :	０５２－２４１－１９５６
ＵＲＬ	 :	http://www.
	 	 osoujimama.com	
	 :	http://www.
	 	 builpicasso.com
Ｅ‐Ｍａｉｌ	 :	yoko@osoujimama.com
資本金	 :	１０００万円
業種	 :	ハウスクリーニング、
	 	 ビルクリーニング

data

マスコットキャラクターのビル夫（左）			とまま子（右）
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る」と武田代表。また、大規模ビル
の建設ラッシュに伴い、建築年数が
経過したビルのオーナーや管理会社
は空室不安を抱える。そうしたところ
に、ブラインドの洗浄・修理を施して
物件の魅力を上げることで高稼働率
につながることを訴えかけていく。郵
便局など公共施設の改装工事の入札
案件は、ブラインドの洗浄に超音波
洗浄機を使用することが必須条件に
なってきているのも、快適なオフィス
空間を提供する同社にとっては追い
風になるとみている。

お客様の喜びが大きな誇り

　大型超音波洗浄機とｐＨ13.1（水
素イオン指数）を希釈したアルカリイ
オン電解水による強力な洗浄効果に
加え、丁寧な手作業での仕上げも好

評。洗浄機の底にある振動板で細か
い波動を起こし、ブラインドに入り込
んだ汚れを分解・洗浄できるのは大
きな武器。ブラインドの頑固な汚れを
落とし、新品に近い状態まできれい
にでき、タテ型・ヨコ型・ロール型な
どあらゆるタイプのブラインド超音波
洗浄だけでなく、修理ができる点も一
層ＰＲ。イスは１日150脚、ブライ

ンドだと１日80㎡洗浄でき、残留洗
剤もない環境配慮の点も訴え、受注
を確保していく。「常にお客様の目線
で考え、お掃除のプロとして質の高い
サービス」という姿勢で、「お客様に
喜んでいただくのが励みであり、大き
な誇り」と武田代表は胸を張る。全
国ハウスクリーニング協会副会長も務
め、業界の地位向上にも貢献している。

たけだしょうてん

大型超音波洗浄機とアルカリイオン電解水で強力に洗浄

ブラインドには頑固な汚れが付く 丁寧な手作業を心がけている

修理も行う



32

生産効率の見直しで内製化率アップ。
「粉砕・乾燥・ろ過分離」市場の
占有率向上を目指す

TOPIC

15

製品群の生産工程改善へ

　平成29年の今年、創業85周年、
設立70周年という節目の年を迎えた
マキノは、セラミックスをはじめ電池、
液晶、電子部品などの製造工程に使
われる精密分野の粉砕機や食品や化
学品業界、一般工場排水のみならず、
トンネル工事や土壌改良事業向けな
どに中小型から超大型フィルタープレ
スも製造販売するなど、高い技術力
を持つ豊富な製品群で「粉と水」の
技術を幅広い分野に提供している。
　生産する機械は顧客別に一品一様
なので、汎用機のように共通部品を
多く開発し、それらをどんどん組み立
てるという一般的手法を用いた生産
性向上は難題だ。しかし製造工程を集
約し、生産効率や内製化率のアップな

どで企業間競争力を培っていくことは、
間違いなく成長の鍵を握っている。

導入目的と加工部品の選定

　そこで「平成26年度補正ものづく
り・商業・サービス革新補助金」に
応募。「水処理機器及粉砕機器の市
場占有率向上を目指すための機器の
内製化率向上」を目的に事業計画を
提出し、採択を受けた。そして小物部
品の旋削、回転工具での切削工程を
１台に集約した複合型のコンピュータ
ー数値制御（ＣＮＣ）旋盤を導入した。
　ワークはフィルタープレスにスラリ
ーと呼ぶ液体や汚泥などが混ざった
工場排水などを圧送する、心臓部と
もいえるダイヤフラムポンプ内のピス
トンを選んだ。フィルタープレスは公
共事業や特殊分野用の排水処理機器

などに多く採用されていることもあり、
一定量の製造が常に見込まれるので、
このダイヤフラムポンプは定期的に前
もって製造しておく必要があった。こ
れが対象ワークに選ばれた理由である。

職人技の平準化と創意工夫

　これまでのピストン製造は、作業者
が自らの手足を使い加工する汎用旋
盤が多く用いられてきた。その加工は
「感と経験」が物を言う。当然、熟
練者が担当してきたのは言うまでも
ない。そしてその加工は１台の機械
で全てが終わるわけではなく、加工
物はその都度、他の機械に乗せ換え
られる。そのたびに加工前の調整が
必要だ。ここを省き、短縮すること
が生産性向上に直結すると考え、工
程改善が図られた。

設立７０周年を迎えた

まきの

代表者役職名・氏名
	 :	代表取締役社長・
	 	 牧野良信
設立年月日	:	昭和２２年７月２１日
住所	 :	〒４７９－８６２３
	 	 常滑市大曽町
	 	 ３丁目１番地
電話	 :	０５６９－３６－0111
ＦＡＸ	 :	０５６９－３５－６１８２
ＵＲＬ	 :	http://www.makino-
	 	 co.co.jp
Ｅ‐Ｍａｉｌ	 :	makino@makino-co.
	 	 co.jp
資本金	 :	１１億５４２１万円
業種	 :	機械器具製造業

data

多くの製品が並ぶ本社ショールーム

株式会社マキノ

水処理機器及び粉砕機器の市場占有率向上を目指すための
機器の内製化率向上
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　加工方法や手順も見直された。ま
た導入機で、加工の全てが可能かな
どもチェックされた。自動化に必要と
なった治具や、ピストン側面の穴あ
け加工用ドリルも開発した。このよう
な努力の積み重ねで、製品化までに
かかった時間をおよそ20％削減した
うえ、品質の安定化も実現した。

多岐にわたる導入効果

　削減できた時間は順次、他の部品
加工に向けられ、外注分を減らし、
内製化率をあげるという目的は着 と々
進んでいる。また多くの間接的効果も
生んだ。昨今のマンパワー不足の解
消もその一つ。さらに目の前で切粉
が出てくる汎用旋盤と違い安全生も
高いうえ、コンピューター制御は若い
人の評判も良いという。加えて、数

値制御（ＮＣ）フライス盤などを新
規独自購入するといった続く設備導入
に、牧野哲久常務取締役は「将来に
向けてさらにがんばろうという雰囲気
も生まれている」と語る。
　そして事業化成功の鍵は目的をは
っきりさせ、必要な機械を絞り込ん
でいたことだという。またかねてより
汎用旋盤と導入機との中間とも言え

る半自動機を活用していたことで、
技術的課題もほぼクリアできていた
ことを挙げる。
　同社は今後も、製品をより早く、
より安く提供することで占有率アップ
を図り、東京オリンピックやリニア
中央新幹線建設工事向けといった
予想される需要増に、しっかりと応
えていく考えだ。

まきの

補助金で導入した複合ＣＮＣ旋盤。小物部品の旋削、回転工具での切削工程を集約した

導入機で製造したピストン 公共工事向け大型フィルタープレス
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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 制度概要

補助対象者

日本国内に本社及び開発拠点を有する中小企業者

目的

本事業は、ものづくり中小企業・小規模事業者が実施する試作品の開発や設備投資等
に要する経費の一部を補助することにより、ものづくり中小企業・小規模事業者の競争
力強化を支援し、我が国製造業を支えるものづくり産業基盤の底上げを図るとともに、即
効的な需要の喚起と好循環を促し、経済活性化を実現することを目的に実施した。

募集期間

１次公募	 受付開始　　平成25年３月15日（金）
	 第一次締切　						〃	 	 	３月25日（月）	【当日消印有効】
	 第二次締切	　					〃	 	 	４月15日（月）	【当日消印有効】

2次公募	 受付開始　　平成２５年6月10日（月）
	 締切			　　　　			〃					7月10日（水）	【当日消印有効】

採択件数（愛知県地域事務局分）

１次公募	 ３７３件（第１次締切３７件、第２次締切３３６件）
２次公募　	 ３９８件

補助対象事業

ものづくり中小企業・小規模事業者が実施する試作品の開発や設備投資等の取組みであり、以
下の（１）から（３）の要件をすべて満たす事業であること

（１）顧客ニーズにきめ細かく対応した競争力強化の形態として、以下のいずれかの類型に
     概ね合致する事業であること
①小口化・短納期化型
グローバル競争が激化し、顧客ニーズが多様化する中、顧客からの多品種少量生産・短納期化のニーズに対応可能な
体制を構築

②ワンストップ化型
複数の技術を組み合わせた一貫生産体制の導入などを通じて、顧客の幅広いニーズに迅速に対応可能な体制を構築

③サービス化型
長年培った知恵と経験を活用し、顧客のニーズに対して中小企業側から積極的な提案を行うなど、製品以外の付加価
値をつけた形での商品提供が可能な体制を構築

④ニッチ分野特化型
潜在的なニーズがあるにもかかわらず、他社が気付かないまたは市場規模が小さいため参入しない隙間となっているニッ
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チ分野について、ものづくり中小企業・小規模事業者の高い技術力と機動力・柔軟性を活かし、経営資源を集中して
競争力を強化する体制を構築

⑤生産プロセス強化型
新興国企業との競合や原材料価格の高騰などを背景に、低価格化のニーズに応えるべく、ものづくり中小企業・小規
模事業者の柔軟性と技術力を活用して、従来の生産プロセスを見直し、生産性を向上させることで、品質を落とさずに
低コスト製品に対抗しうる製品を生産

（2）どのように他社と差別化し競争力を強化するかについての事業計画を提出し、
     その実効性について設定支援機関により確認されていること

（３）わが国製造業の競争力を支える「中小ものづくり高度化法」22分野の技術を
     活用した事業であること

対象経費の区分 補助率 補助上限額 補助下限額

原材料費、機械装置費、外注加工費、
技術導入費、直接人件費、委託費、

知的財産権関連経費、
専門家謝金、専門家旅費、運搬費、雑役務費

補助対象経費の
３分の２以内 1,000万円 100万円

補助対象経費及び補助率

事業スキーム

全国採択審査委員会

地域採択審査委員会

事業実施団体

（全国事務局）
（地域事務局）

基金管理団体

③審査・採択

認定支援機関

申請者（⑤以降は補助事業採択者）

①公募

②計画書申請

④採択

⑤補助事業
交付申請

交付決定

中間監査

事業実施・実績報告

補助金の請求

事業化状況報告・収益納付

助言・支援
確認 相談

ものづくり
中小企業・
小規模
事業者確定審査（交付額の確定）

補助金の支払
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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　制度概要

補助対象者

日本国内に本社及び開発拠点を現に有する中小企業者

事業の目的

本事業は、ものづくり・商業・サービスの分野で環境等の成長分野へ参入するなど、革新
的な取組にチャレンジする中小企業・小規模事業者に対し、地方産業競争力協議会と
も連携しつつ、試作品・新サービス開発、設備投資等を支援することを目的に実施した。

募集期間

１次公募	 受付開始　　平成26年2月17日（月）
	 第一次締切　						〃	 	 	３月14日（金）	【当日消印有効】
	 第二次締切	　					〃	 	 	5月14日（水）	【当日消印有効】

2次公募	 受付開始　　平成２6年7月1日（火）
	 締切			　　　　			〃					8月11日（月）	【当日消印有効】

採択件数（愛知県地域事務局分）

１次公募	 626件（第１次締切142件、第２次締切484件）
２次公募　	 277件

補助対象事業

【ものづくり技術】、【革新的サービス】の２類型で、それぞれについて「1.成長分野型」、「2.一般
型」、「3.小規模事業者型」があります。

（１）成長分野型

補助上限額 ： 1,500万円　補助率 ： 2/3　設備投資が必要
「成長分野」とは、「環境・エネルギー」「健康・医療」「航空・宇宙」
上記の３分野のいずれかに関する試作品・生産プロセスの改善・新サービス開発に取り組む者

（2）一般型

補助上限額 ： 1,000万円　補助率 ： 2/3　設備投資が必要
補助対象要件を満たす案件は、すべて申請可能
※１「1.成長分野型」「3.小規模事業者型」に該当する申請も、一般型に申請可能だが、複数の申請は不可。
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補助対象経費の区分 補助率 補助上限額 補助下限額

原材料費、機械装置費、直接人件費、
技術導入費、外注加工費、委託費、

知的財産権等関連経費、運搬費、専門家謝
金、専門家旅費、雑役務費

補助対象経費の
３分の２以内

「成長分野型」　１,５００万円
「一般型」　　　１,０００万円
「小規模事業者型」	７００万円

100万円

補助率等

事業スキーム

全国採択審査委員会

地域採択審査委員会

事業実施団体

（全国事務局）
（地域事務局）

基金管理団体

③審査・採択

認定支援機関

助言・支援
確認 相談

中小企業
小規模事業者

申請者（⑤以降は補助事業採択者）

①公募

②計画書申請

④採択

⑤補助事業
交付申請

交付決定

中間監査

事業実施・実績報告

補助金の請求

⑥事業化状況報告・収益納付

確定審査（交付額の確定）

補助金の支払

（3）小規模事業者型

補助上限額 ： 700万円　補助率 ： 2/3　設備投資は不可
「中小企業基本法」第2条第5項（昭和38年７月20日法律第154号）の「小規模企業者」に限る。

補助対象要件

【ものづくり技術】
（1）わが国製造業の競争力を支える「中小ものづくり高度化法」11分野の技術を活用した事業であること。
（2）どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作り、その実効性について認定支援機関の
　		確認を受けていること。

【革新的サービス】
（1）革新的な役務提供等を行う、３～５年の事業計画で「付加価値額」年率３％及び「経常利益」年率１％の向上を
　		達成する計画であること。
（2）どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作り、その実効性について
　		認定支援機関により確認されていること。
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平成２6年度補正

ものづくり・商業・サービス革新事業補助金
制度概要

補助対象者

日本国内に本社及び開発拠点を現に有する中小企業者

事業の目的

国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、認定支援
機関と連携して、革新的な設備投資やサービス・試作品の開発を行う中小企業を支
援することを目的に実施した。

募集期間

１次公募	 平成２７年２月１３日（金）～５月８日（金）
2次公募	 平成２７年６月２５日（木）～８月５日（水）

採択件数（愛知県地域事務局分）

１次公募	 ３７９件
２次公募　	 ３１５件

補助対象事業

【革新的サービス】、【ものづくり技術】、【共同設備投資】の３類型で、【革新的サービス】については
「一般型」、「コンパクト型」があります。

【ものづくり技術】

【共同設備投資】

・補助上限額：１，０００万円
・補助率：２／３
・設備投資が必要

・補助上限額：共同体で５，０００万円（５００万円／社）	
・補助率：２／３
・設備投資が必要
（「機械装置費」以外の経費は、事業管理者の「直接人件費」を除き補助対象経費として認めない。）

・補助上限額：１，０００万円
・補助率：２／３
・設備投資が必要

【革新的サービス】

一般型 コンパクト型

・補助上限額：７００万円
・補助率：２／３
・設備投資不可
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補助対象経費の区分 補助率 補助上限額 補助下限額

機械装置費、原材料費、直接人件費、
技術導入費、外注加工費、委託費、
知的財産権等関連経費、運搬費、

専門家経費、
雑役務費、クラウド利用費

補助対象経費の
３分の２以内

【革新的サービス】
一般型　１,０００万円
コンパクト型　７００万円
【ものづくり技術】
１,０００万円
【共同設備投資】
５，０００万円（５００万円／社）

100万円

補助率等

事業スキーム

全国採択審査委員会

地域採択審査委員会

事業実施団体

（全国事務局）
（地域事務局）

基金管理団体

③審査・採択

認定支援機関

助言・支援
確認 相談

中小企業

申請者（⑤以降は補助事業採択者）

①公募

②事業計画書申請

④採択

⑤補助事業
交付申請

交付決定

中間監査

事業実施・実績報告

補助金の請求

⑥事業化状況報告・収益納付

確定審査（交付額の確定）

補助金の支払

補助対象要件

【革新的サービス】
（１）「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービスの創出等であり、３～
　		５年の事業計画で「付加価値額」年率３％及び「経常利益」年率１％の向上を達成する計画であること。
（２）どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作り、その実効性について認定支援機関により確
　		認されていること。

【ものづくり技術】
（１）「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した革新的な試作品開発・生産プロセスの改善を行
　		い、生産性を向上させる計画であること。
（２）どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作り、その実効性について認定支援機関により確
　		認されていること。

【共同設備投資】
(採択案件がないため説明を省略)

・補助上限額：１，０００万円
・補助率：２／３
・設備投資が必要
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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
採択一覧（愛知県地域事務局）
【 １次公募 第一次締切 】

（採択発表時）

申請者名称 事業計画名

株式会社アヤボ 歯切工具等のワンストップ型超高精度リコンディショニングプロセスの開発

東洋樹脂株式会社 カーボンナノフィラーナノコンポジットによる軽量・高強度複合材料の開発

プリ・テック株式会社 素材である紙製強化ボードの加工において、新技術導入により新製品の試作開発を容易にしての需要拡大事業

加茂精工株式会社 アシストロボット用ピン歯車式ギアヘッドの開発

曙工業株式会社 難削材の精密切削加工によるワンストップ対応・短納期化の加速

株式会社ハマダ工商 樹脂成形ウォームホイールとウォームギアの高精度金型製法の開発

株式会社昭和電機製作所 高応答PMドライブ装置の試作開発

株式会社アイキューブテクノロジ 小型高速画像処理機能内蔵高画素カメラの試作開発

有限会社内田製作所 ユニット交換式金型による本型製作の低コスト化・短納期化・少量多品種対応・柔軟な設計変更対応を可能とする順送プレス量産システムの
開発

株式会社未来技術研究所 夢グリーン（微細藻類の卓上型・自動培養装置の試作開発）

株式会社クリエイト・プロ EV/PHV用充電器のポータブル機能チェックツールの試作開発及び製造/販売

協和工業株式会社 新たな動力伝達部品製造のためのインライン型装置導入による生産プロセスの強化

明光工業株式会社 セラミック部品等の表面処理加工

株式会社コデラダイナックス 高張力鋼板（ハイテン材）のプレス加工技術を活用した軽量化部品の試作開発

千代田電子工業株式会社 ポケットタイプの果実等非破壊測定器の試作開発

ユーアイ精機株式会社 次世代自動車の軽量化に向けて「マグネシウム合金」板材プレス金型の実用化計画

江洋圧接株式会社 大径摩擦圧接による異材接合技術の確立

株式会社イワタツール 難削材や新材料（ＣＦＲＰ等）への加工技術高度化に資するＰＣＤ・ｃＢＮドリル製造を高品質かつ低コストに行う専用小型研削盤の開発

マイウッド・ツー株式会社 オイルパームの樹幹を利用した外構用デッキ材の開発

中京油脂株式会社 プリンテッド・エレクトロニクスに対応した透明導電性部材化合物の開発

愛宕織物株式会社 薄地で軽く、デザイン性に富んだ高品質人工皮革織物の試作開発

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の開発

中伝毛織株式会社 高速エアー織機による耳ネーム付織布加工技術による試作開発

株式会社エージック 緻密な非酸化物系微小ビーズの開発

株式会社フロロテクノロジー 高微細成形用高性能離型剤の開発

東洋ライト工業株式会社 単波長LED光源を用いた高効率・省電力型の捕虫器の試作開発事業

前田工業株式会社 高出力用放物面鏡加工ヘッドによるハイブリッドレーザ溶接システムの開発

東海光学株式会社 ドライ切削による眼鏡レンズ玉型加工の一品一様、超短納期加工に対応する試作及び生産技術を創る

藤塗装工業株式会社 レーザー光を利用した塗装マスキング代替え技術の実用化

株式会社マクシス・シントー ACFﾊﾟｯｹｰｼﾞ接続用加熱加圧ﾌﾟﾚｽ装置の開発

豊橋鍍金工業株式会社 高電圧電気接点部品用省資源型銀めっきの試作開発

合資会社マルワイ矢野製陶所 スチーム加熱を応用した迅速セラミックス押出成形一貫生産システムの構築

株式会社アンスコ 「IT人材」と「管理システム」と「WEB」三位一体連携による、ねじの小口化・短納期化・付加価値技術高度化の実現事業

株式会社共栄洋晒工場 テーピング用伸縮布の加工工程における検反作業の高度化・効率化によるニッチ分野への特化

株式会社アイワ 電子機器の生産ラインに使用するパレット（ラインパレット）に適した、導電性低発泡樹脂製品の開発

株式会社鬼頭精器製作所 工程集約による工作機械回転工具ユニットの製造時間の短縮化

株式会社カネミヤ 廃プラ袋小型洗浄機の処理能力向上に必要となる破砕装置の開発製造
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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
採択一覧（愛知県地域事務局）
【 １次公募 第二次締切 】

（採択発表時）

申請者名称 事業計画名

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

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

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）

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

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

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

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

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

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

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

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

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。

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

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

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

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

有限会社サンメカトロパーツ 真円精度０．５μｍｍ薄物部品及び加工保持具の開発製造

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

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

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

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

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

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

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

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！！

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

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

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

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

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

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

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

株式会社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還元と高精度加工管理体制の整備計画

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

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

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

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

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

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

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

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

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

株式会社チップトン 超高付加価値バレル研磨法の開発

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

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

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



42

申請者名称 事業計画名

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

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

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

株式会社山田製作所 φ２０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

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

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

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

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

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

渡辺精密工業株式会社 高速・高精度ＮＣ研削加工機の導入

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

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！

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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。

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

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。

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

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

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

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

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

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

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

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。

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
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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

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

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

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

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

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

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

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）

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

京浜化成株式会社 ウール濃染加工剤の開発

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

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

株式会社ＢＳＲ 小型Ｘ線源装置の開発

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

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

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

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

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

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

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。

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

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

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

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。

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

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

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

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

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

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。

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

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

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。

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

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

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

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

株式会社中川鉄工所 ５面加工機導入による短納期化



44

申請者名称 事業計画名

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

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

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

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

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

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

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

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

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」

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

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

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

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

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

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

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

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

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）

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

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

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

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。

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

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

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

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

株式会社三笠製作所 圧縮空気用の線量計の開発

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

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

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

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

株式会社泉製作所 メッキ設備及び排水処理設備更新

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

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

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

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

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

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」

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

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

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

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

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

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

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

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

アタム技研株式会社 折りたたみ式多目的洗浄機

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
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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

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。

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

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

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

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

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

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

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

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」

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

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

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

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

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

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

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。

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

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～

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

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

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

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

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

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

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

有限会社エムシーケー ５軸マシニングセンタ導入計画

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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ＤＳＣ）

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

内津工業株式会社 砕石砂製造プラントの開発

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

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

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

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）。

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

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

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

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
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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

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

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

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

株式会社ケーエスケー 消防用可変ノズルの事業化

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

有限会社テルミ 配線支援システムのバージョンアップ

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

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

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

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。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

株式会社ダイコーゴム 極薄ゴムシートのサイズ拡大開発事業

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

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

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

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。

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。

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

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

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。

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

株式会社丸由製作所 細口径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

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

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
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有限会社捲春 ４Ｄコーティング加工糸の開発

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

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

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

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

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

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

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

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

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

有限会社石原鉄工 環境負荷低減が可能な冷間鍛造用小型・低コスト型潤滑剤塗布装置の開発

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

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

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

株式会社ナガト 効率的なＡＤＩ処理方法の導入

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

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

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

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

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

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

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置の開発

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

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

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

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

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

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

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。

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

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

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。

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

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」に対応するための生産体制の強化

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

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

愛知電子工業株式会社 新機能パルスヒーターの開発

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

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

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

株式会社タムラ 搬送ローラ用長尺シャフトの開発

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

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

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

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
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申請者名称 事業計画名

株式会社ジュトク 中・小零細製造業の最適労働環境の実現に向けたリメイク作業服の製造技術の開発

株式会社ビー・クラフト 性能評価対象試作品の一貫製作を目指すための試作開発

山旺理研株式会社 クロムめっき液中の不純物除去システム確立によるクロムめっき液の再生

株式会社山田製作所 電気自動車向けリチウム電池に使用される絶縁プレート生産用金型の開発

白金鍍金工業株式会社 マイクロ・ナノバブルによる表面処理後の残留溶剤除去の試作開発

三光金型株式会社 磁場界、及び構造解析を活用した設計手法による、骨伝導振動子の開発期間の短縮

前田バルブ工業株式会社 水道管を活用した「住宅仕様」の乾式スプリンクラーの低コスト化に向けた試作開発

オーエムヒーター株式会社 着磁能力向上の為の高圧着磁電源装置及びヨークの導入事業

ツカサ工業株式会社 生産方式改革及び設備強化による生産効率化計画

株式会社サンライズ 新たな試作プロセスの構築による金型の高精度化と射出成形品生産性の向上

三起化成株式会社 医療用チューブ製品の製造技術開発及び品質向上技術の開発

光洋スプリング工業株式会社 精密コイルバネ製造技術のデータ化による技術の伝承と短納期低コスト化の実現

株式会社三琇ファインツール 高速計測技術の応用による、金型製作技術の高度化と短納期化の確立

大久保金型工業株式会社 数値制御平面研削盤の導入により平面加工の高精度化・長寿命化・低価格化を実現したダイカスト金型の製造

有限会社白光舎 医療機関・施設等で着用する病衣・ユニフォームへのオゾンガス殺菌・脱臭による院内感染防止繊維加工

株式会社杉浦機械 航空宇宙産業用部品等の高精度化のための技術と試作品の開発事業

株式会社フジイ金型 先進的3D化設備の導入による金型成形シミュレーション技術の高度化

ムツミ産業株式会社 最新鋭電子顕微鏡元素分析機能搭載機で塗装品質評価、管理強化。

株式会社水谷鉄工所 複合素材を組み合わせた自動車用アクチュエーターケースの試作開発および工程開発

中村鉄工株式会社 多品少量種の生産に対応した生産管理システムの構築と運用

ビーエム工業株式会社 薄壁軽量保温容器の試作開発

小松プレス工業株式会社 溶接ロボットのリンク機能と外部軸を使用した溶接システムの開発

株式会社バリアス・ワークス 自動車の冷却水ハウジング用高精度プラスチック樹脂加工部品の短納期金型開発

株式会社堀江設計事務所 圧縮空気利用型無段変速機付自転車の試作開発による運転者の負担軽減と安全性向上

有限会社スキノス技研 心理・生理学研究用定性的発汗計測装置の試作開発

株式会社コネクティボ ネットワークセキュリティ製品の低価格化への生産プロセス強化事業

高木木工株式会社 NCボーリングマシン導入による小口化・短納期化対応可能な生産体制の構築

東海エコ工業株式会社 介護市場獲得を目指すための電気不要による車椅子利用者向時差式マット自動ドア開発

株式会社岡田鉄工所 油圧プレスマシンに使用される高精度部品のコスト削減

杉本ハガネ株式会社 新型設備導入を機に切削加工技術を高め市場競争力を確立する計画

東光工業株式会社 人参・ごぼう乱切り加工機械の開発

中部産業株式会社 自動車板金部品のプレス加工工程における新工法の研究開発

合資会社マルスギ 日本伝統色の継承と高度な色彩管理技術を用いたデジタル捺染綿製品の試作開発

株式会社小垣江鉄工所 CAD．CAM導入による、小径・低価格刃具を使用した、従来にない高速加工技術を研究し、高効率切削加工システム構築の実現

株式会社柘植製作所 多軸対応CAMシステム導入による加工範囲の拡大

株式会社ヤシロ技研 シャーレ包装機による新市場開拓を目指すための斜めピロー包装機の試作開発

株式会社三幸テック 小ロット短納期に対応した加工データ化業務への新システムの構築

安井精工株式会社 ヘミング加工技術により加工範囲を拡大した製品の試作開発

有限会社五ツ橋製菓 瞬間冷凍技術の導入による、生ういろうの販路拡大を目的とした全国進出計画

中島特殊鋼株式会社 ウォータージェット用研磨剤（ガーネット）のリサイクル回収技術

株式会社名美 シニアマーケットの市場確立・獲得を目指す機能付きファッションの試作開発

株式会社風岡塗装 大型製品対応自動洗浄設備導入による作業の効率化と高付加価値化で新市場へ進出

金城化工株式会社 ゴム製からプラスチック製（樹脂化）へ。　自動車のブレーキ及びクラッチのペダルパッドの試作・開発から量産化への生産プロセスの強化。

永井撚糸合資会社 高機能マスク市場への販売拡大を目指した現行品よりソフト感を高めたマスク紐の試作開発

アダチ鋼材株式会社 NC曲げ加工機導入による「高品質曲げ加工品」の納期、価格面で競争力を高めた供給体制の確立

株式会社片山電子 野球及びソフトボールのローコスト無線カウント表示器の開発

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
採択一覧（愛知県地域事務局）

【 2次公募 】
（採択発表時）
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株式会社コンドウ 多種少量向け簡易対話式円筒研削盤，LGK-300NCの試作開発

インクス株式会社 厨房用に特化した新型IHインバータの開発

株式会社水野精機 冷間鍛造によるニア・ネット・シェイプ自動車部品の試作開発

株式会社葵ファニチャー 多目的電動チェアの生産プロセス強化と新規リンク機構の試作開発事業

株式会社建重製作所 プレス成形シュミレーションシステム導入によるホットスタンプ及び超ハイテン材プレス試作部品の高精度・短納期化

株式会社遠藤製作所 最新複合NC旋盤による工程集約とリードタイムの短縮と品質向上の技術開発

株式会社エーピーシィ 小型成形機及び同時インジェクション設備の導入による顧客シェア拡大

井上鋳工株式会社 ダクタイル鋳鉄（FCD450～700）の材質別溶湯管理方法の確立と組成分析、品質保証の確立

神谷鉄工株式会社 コンプレッサシリンダ切削加工ラインの工程集約＆加工時間短縮

株式会社ケイユニフォームサービス アパレルの市場獲得を目指す為の縫製業のロボットによる再生

株式会社渥美工業所 橋梁長寿命化に対応した耐食性材料を曲げ加工する専用機の試作開発

和泉化成株式会社 成形機の変更によるサイクル時間の短縮とエネルギーコストの削減及び、新分野の開拓

さんわ機工有限会社 サイン業界等の新分野市場開拓に向けた、立体形状の高機能金属治具（新蓄光式避難誘導製品）の試作開発

株式会社鈴木製作所 金属プレス金型の精密および立体加工を可能にした設備導入

宮田毛織工業株式会社 プリント加工によるウール素材のハイゲージダブルニットの開発

大山工業株式会社 特殊鋼板曲げ加工技術精度向上計画（航空機用積層治具）

東洋クッション株式会社 土木資材製造ラインの生産プロセス強化

有限会社フルセ鉄工所 金型部品の高精度化、短納期化に対応するための生産プロセスの強化

株式会社ハアーモニー マイコン式インバータ制御による可変速軽量シャッター用開閉機の試作開発

株式会社東海機械製作所 アルミニウムを主材料とするLNGの大型貯蔵タンクや運搬船向けの構成部材の試作開発

株式会社ニッコーインテック 医療用カテーテルに使用する精密部品の試作開発

川口合成株式会社 各種薄手樹脂フィルムに対応する全面植毛技術の確立

株式会社小島産業 めっき加工の高品質化・低コスト化・環境配慮に対応した生産プロセスの強化

有限会社吉荒化工 工業塗装の新プロセス導入による多品種少量製品への対応と高品質化の実現

大野精工株式会社 超精密研削加工における短納期化の生産プロセス確立

増田ビニール株式会社 エラストマー発泡成形開発によるニッチ分野の市場創造事業計画

守田光学工業株式会社 高精度な偏角マイクロプリズムの試作開発

株式会社ホウショウEG 電力等のエネルギー源を必要としない生活用水生成のための簡易型濁水処理装置の試作開発

株式会社ヤマヂ精密 超高精度治具製作のための最新研削機導入による生産プロセスの強化

クシダ工業株式会社 バルブ部品生産能力向上及び試作開発強化

大弘株式会社 同時一体成形できるパイル（ナイロン短繊維）付きフィルムの試作・開発

有限会社寺部鉄工所 新生産プロセスの開発による多品種・小ロット・試作品ウォームギアの短納期の実現

昭和医科工業株式会社 試験冶具の作製及び3Dプリンタ導入による新プロセスの開発

三敬株式会社 オーダーメイドギフトに対応できる小口生産体制の構築、及び三河木綿のガーゼタオル素材の開発

株式会社山田製作所 金属プレス金型の短納期化と環境配慮した低コスト化の製造プロセス導入

株式会社イナック 医療分野の市場獲得を目指すため切削加工による人工骨削り出しの試作開発

有限会社明輝 乾燥炉の導入による品質向上と作業効率アップのための工場集約化の実現

株式会社マイセック 長尺仕様のチューブ交換式チューブヒーターの試作開発及び新分野への販売促進

櫻井技研工業株式会社 足場の市場獲得を目指すための強力永久磁石と脱着金具によるマグネット足場の試作開発

東名技研株式会社 特殊歯車の切削加工精度向上及び生産能力強化のための設備投資

株式会社田中スプリング SUS304を素材とした自動便座用コア部品の試作開発事業

加藤鉄工株式会社 インタークーラー部品の孔加工における、切削孔加工からプレス孔加工への転換

株式会社AIKIリオテック Ｔ型コートハンガーダイを用いた熱可塑性樹脂用の複合材成形装置の試作開発

株式会社平井減速機製作所 生産効率を高め顧客へのスピード対応を実現する最新の生産管理システム導入

株式会社加藤製作所 試作用の減圧凍結ラインを改良して、実用化を促進する。

日本街路灯製造株式会社 環境に配慮したオーダーメイドカバナBOXの製作

株式会社びーふる 3次元データからCADデータへの新たな変換手法の研究開発

株式会社マーチ 従来の電動二輪車両の3倍の航続距離を実現するための試作開発

丹羽工業株式会社 海外に勝てる価格競争力を達成するべく新設備導入による30%以上の生産性向上を目的とした設備投資

有限会社横井研削工業所 短納期で高精度加工管理体制の為の精密測定機器の整備計画

有限会社シンセイ印刷 デジタル印刷を中心とした印刷製品製造技術およびシステム開発
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申請者名称 事業計画名

株式会社テシオテクノロジ スマートフォンのユーザビリティ向上のための新デバイスの試作開発

株式会社エスケイモールド リアルな樹皮表面の加工技術の開発による住宅建材市場の革新

日本エンヂニヤ株式会社 小水力発電の稼働率向上を実現する、新型除塵装置の試作開発

川北特殊鋼株式会社 お客様の工程省略化を実現する特殊鋼の切断加工サービス体制構築

昭和精機株式会社 高蔵寺工場 生き残りを賭けたニッチ分野である高速ドットヘッド事業への設備投資

岐阜工業株式会社 ハイブリッド・ドライブベンダーによる高品質、短納期、低コストの実現

大仙産業株式会社 最新の真空技法を用いた老人福祉施設向け調理済み食材の開発。

有限会社荒木製作所 建設機械や産業機械向け銅合金油圧部品、軸受精密部品の試作開発及び受注獲得・航空機部品への拡大

株式会社酒井製作所 製缶・板金における複雑な立体形状材料の高精度且つ高速加工技術の開発

エバー株式会社 ぎょう虫卵検査のデジタル処理化による高速・高精度化

シー・ケィ・ケー株式会社 多結晶ダイヤモンド工具の耐摩耗性向上を目的とした試作開発及び生産体制の確立

有限会社羽田鉄工所 小型/低価格な部品集約システム装置の試作開発

株式会社河村スプリング 金型技術プロセスの強化による、最適品質の確立と高技術低コスト化の実現に向けた、製品の試作開発

ヤマコー産業株式会社 「カメラ検査装置」開発による、検査の高度化

昭和機械株式会社 内製化による金属プレス加工精度向上及び高品質維持のための設備投資

長谷川電器株式会社 冷間鍛造プレス加工法におけるデジタルサーボプレス導入による試作品開発・量産加工の高性能低コスト化の実現

株式会社ダートフリーク 日本国内及び海外市場におけるオートバイ用スポークホイールの試作開発

株式会社富田鋳工所 新黒鉛球状化プロセス導入による溶湯性状の高機能化と生産体制の確立

株式会社松浦紙器製作所 飛び出す絵本の機能を応用したポップを付けたオリジナルギフトケースの試作・開発事業

藤工業株式会社 精密切削加工による難削材PCDを用いた大型ブレードの試作開発及び製造設備開発と導入

株式会社デンケン アジア諸国との競争を勝ち抜く、溶接の人とロボットの協働による30%の大幅コストダウンの達成

東洋高周波工業株式会社 焼入機能力強化による多品種・少ロット・短納期・設変、新規品への対応

株式会社前田工作所 搬送装置というニッチな分野に特化し、高速化高機能化を図る試作開発

株式会社ニッテン フィブロネクチン自動分離精製装置の開発

河﨑発條株式会社 自動車シートワイヤーの製造工程の短縮

岡本漁網株式会社 超強力繊維を使用した「新タイプ　獣害防止ネット」の試作開発

エス・イー・ティー株式会社 低コスト化、且つ軽量化の自動車用ジョイント部品の開発

株式会社エイブプラスチックス 次世代型生産管理方式と次世代型成型機をマッチングさせ、低価格化に応える

株式会社シーエンジ 生産性向上のための網状構造体「C-CORE」の端面処理技術の開発

株式会社維研 デジタルプリントとコンピュータージャカード極細織物の融合

株式会社三枝 非鉄金属高速切削技術推進事業

水野板金有限会社 長尺物Ｒ形状の曲げの平行度を0.3㎜以下にする精密板金システムの開発

有限会社井本精機 金型加工の高精度化、短納期化、低コスト化とエラストマー用金型業界への新規参入

アピュアン株式会社 「打つ、捻る、押す」の多機能、且つ低振動、低騒音エアーハンマーの開発

寺尾機械株式会社 JIS規格に沿った高性能緩み止めボルトの試作開発

株式会社恵南電機 新機能性フィルムによる広角配光小型LED光源の試作開発

オリザ油化株式会社 フラボノイド変換発酵イチゴ種子エキスによる高齢者向けドライスキン改善剤の試作開発

株式会社フタバ化学 地域特産品等を用いたせっけん・スキンケア製品を生み出す試作乳化ライン構築

鈴木化成有限会社 高精度画像処理選別機能を付加して生産プロセス強化による小型プラスチック市場の開拓を目指す。

伊藤工業株式会社 平面研磨技術とフライス加工技術を融合した製造工程集約技術の開発事業

株式会社フカミ 高齢者に配慮した、低グレアLED照明用のプラスチック導光板精密加工の開発

アイティテクノ株式会社 光学製品の高度化に対応する超精密表面金型の、高精度磨きレス加工システムの開発

株式会社日鉄 高付加・高効率切削加工ラインの構築事業

日進電気株式会社 多品種少量の電子機器製造に特化した総合的部品管理システムの試作開発

丸松織布株式会社 コスト競争力を有する高付加価値医療用基布製造技術の開発

中部特殊鋼株式会社 大径鋼材切削切断の新サービス化に伴う投資事業

大山エンジニアリング株式会社 航空宇宙エンジン部品の高精度切削技術の試作開発と短納期化

株式会社石実メッキ工業所 欧州自動車部品市場へ参入するための『コバルト塩非含有の亜鉛めっき工程』の構築と試作開発

株式会社平松製作所 耐震補強・高圧架線金具等に使用する大型鍛造品の機械加工設備導入事業

株式会社オオヤブ 通信用ケーブル保持金具　タッピング加工の合理化とデジタル位置決め、自動検査装置の開発
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知多製鋲株式会社 既存設備のレトロフィットによる生産性と価格競争力の強化

国光スプリング工業株式会社 精密・多品種・小ロット製品の低価格・短納期を実現する最新の「画像寸法測定器」の導入

ツタイ工業株式会社 廃プラスチックを利用した自転車駐輪ラックの開発事業

株式会社名古屋精密金型 ＩＴ技術で技能伝承と短納期低コストを並行実現する金型製造工程の開発

東海漬物株式会社 乳酸菌と酵母の発酵技術を利用した新しいぬか床の開発とぬか漬け製品の試作開発

有限会社ALMEC INC 自動車部品組み立て工程における小型・低価格ボルト切り出し機の開発計画

サンソー技研株式会社 事後発泡型空洞充填材の現場製造簡素化及び充填性向上のためのプレ調合材料の試作開発

関谷醸造株式会社 低アルコール日本酒、及び発泡性を付加したアルコール飲料の開発

株式会社名南精密製作所 建設機械用電磁弁スリーブの高精度加工技術の開発

ベリテック三協株式会社 装飾メッキから物理特性を付与した機能メッキ事業への参入

株式会社美鈴工業 自動化設備ユニット導入による新素材熱源ヒータの製造コスト低減及び品質向上の両立

名興発條株式会社 高強度シャフト材曲げ製品の獲得を目指し工程短縮によるコスト低減の試作開発

シナノア株式会社 有機銀錯体による電磁波透過及び非導電性機能を有する光沢装飾表面処理工法開発

蝶プラ工業株式会社 中国製桐材「すのこベッド」の市場獲得を目指す為、プラスチック化による生産コストの30%引き下げを図る

小川染色株式会社 ナノカーボン・金属イオンを付加する為の、高機能染色を安定化させる低浴比染色機と反応乾燥機の試作開発

中野工業株式会社 ハンマー用マニプレーターによる自由鍛造品（リング、円盤形状）の製造

株式会社ティエムエフ 自動車・OA機器用樹脂フィルムの打ち抜き加工時の位置ずれ精度向上による高精度化事業

NUエコ・エンジニアリング株式会社 窒化物半導体パワーデバイス用大口径高密度ラジカル源の試作開発

株式会社仲井 工場・店舗などの屋根省エネ工法や太陽光パネル設置に活用できる金具及び新工法の開発

有限会社堀山技研工業 タレットパンチとボールスクリュープレスブレーキとの連動によるR曲げ加工技術の確立

株式会社ダイワエクセル 特殊形状工業ファスナー市場獲得を目指す為、めっき後工程自動化への設備投資及び試作開発

KTX株式会社 自動車内装部品向けの低価格で汎用性の高いトリミング装置の開発

日本クインライト株式会社 新規フレキシブルシートワインディング（FSW）成形機の開発と大口径積層管の試作

株式会社大藤製作所 三面同時仕上げ加工機導入による小口化・短納期化対応可能な生産体制の構築

株式会社三喜工作所 自動車部品等自社工程内ローコスト自動形状検査装置の開発と商品化

株式会社エル・ジーシー プラスチック異形押出し成形技術を活用した自動車部品収納箱の試作開発

ニッポー工業株式会社 高機能発泡ウレタンの試作開発事業

サカック株式会社 1台のプラスチック射出成型機で透明と色つきの部品両方が可能な生産体制の構築

株式会社昭栄精機 高速サーボモータにおける低振動、低騒音のモーターシャフトの試作開発と加工法の構築

極東ケミックス株式会社 機能を向上させた使い易いノズル付き接着剤向け軽量プラスチック容器の開発

三和式ベンチレーター株式会社 太陽光を採り入れた電気代ゼロの補助採光照明の試作開発

ゴトープラスチック株式会社 ブロー生産工程の生産リードタイム短縮を目的とした工程の開発

株式会社タイセイプラス 難燃性を必要とするターボチャージャー搭載自動車向け多層ブロー成形品の開発

株式会社中工 短納期・低コストを実現するための3DCAD導入による金属プレス加工の工程改善とオリジナルデザインを付与した試作開発

株式会社太飛 家庭用寝具へ高照度光照射技術を実装するための電子部品・デバイスの研究開発

株式会社マグニック 銀を用いたメッキ代替鏡面塗装技術の確立

株式会社キョードーポピンズ 高効率LED素子を使用した省エネで環境に優しい大型投光器の試作開発

菱輝技術センター株式会社 高精度金属プレス加工部品の熱処理後における100%不良流出を防ぐ画像診断装置付き検査装置の試作開発

株式会社東洋製作所 高齢者の安全性・快適性を考慮した、最適なセニアカー操作系統の開発・実装

株式会社伊藤プラスチック工業 人型ロボットを用いた多品種小ロット対応自動生産システムの実現

東陽機械興業株式会社 筐体の製作精度向上と、部品の内製化による自動搬送設備の競争力の強化

株式会社近藤商店 デジタル設計・3D加工等を可能とするマルチカッティングマシンを導入し、低コスト・短納期・高精度・小ロットの製品開発

株式会社ナガラ エンジン部品の市場獲得を目指すための鋳造品から冷間鍛造品への試作開発

株式会社奥田製作所 「産業機械業界向けの切削・熱処理・研削加工のワンストップ化の為の設備投資」

株式会社伊勢安金網製作所 従来より3～5倍の引張強度を持つ素線で製造する低コスト落石防護用金網の試作品開発

株式会社ワールドテック 電子式車両用警音器の開発

豊川印刷株式会社 葬儀業界の新市場に向けてオリジナルの会葬礼状「追悼のしおり」提供の為のCTP導入

株式会社ナノシーズ 耐熱無線センサーによる測定困難な工程環境の可視化システムの開発

株式会社オリエント総業 極小ロット・環境負荷低減を達成する水性インキを使用したフレキソ印刷機の開発

かきもと株式会社 消費者デザインによるステージ衣装のための、CAMを利用した広域アパレル事業の構築

株式会社マルジュー ガーゼ繊維製品の小口化短納期での生産システムの構築と付加価値商品の試作開発
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申請者名称 事業計画名

有限会社大丸本舗 職人技金太郎飴製造の専用自動機の開発・試作による事業拡大

日進工業株式会社 3Dプリンタ等の導入による試作品開発のスピードアップと提案力強化事業

東洋ファイン株式会社 異材樹脂の型内成形を可能とする射出樹脂成形型の開発及び製作と2色射出成形試作機械の導入

株式会社高木化学研究所 廃PETを活用した原着中空繊維の試作開発

株式会社タマリ工業 産業機械の市場獲得を目指すための　レーザハイブリッド溶接法による試作開発

株式会社ハットリマーキング デザイン性豊かな意匠によるカーラッピングの実現で対消費者市場等への進出

株式会社栗本工業 振動溶着機導入で顧客の幅広いニーズに対応可能な一貫生産体制確立

株式会社八百彦本店 食中毒防止用（特にノロウイルス対策用）手洗い監視システムの開発事業

有限会社長江鉄工所 試作ロスのゼロ化を目指した、『高性能荷重制御ベンディングマシン』の導入

株式会社くにまつ機開 高精度ワイヤー放電技術を利用したマシニングセンターの高機能化事業

株式会社松江鉄工所 自社固有の強みを生かした金型のグローバル市場へのチャレンジ

伸光技研産業株式会社 難加工ステンレス材の冷間圧造法による試作開発及び検査設備等導入

株式会社オークス 牛糞発酵燃料製造のための高速発酵処理技術の試作開発

株式会社マツザキ 木製フラッシュドア製作における多品種・量産加工を可能とする四面NC加工機への設備投資。

株式会社フカデン 発電効率維持の為、太陽光発電パネルの清掃を行うロボットの試作開発

立石ファイバー株式会社 付加価値の高い高精度平面研磨加工の技術確立と作業環境の改善

森藤技研工業株式会社 金属表面ショットブラスト加工の専用設備試作・開発による意匠パネル事業への拡大

鈴木鉄工株式会社 冷間鍛造機導入による自動車用パワーシート部品の工程集約化

株式会社メック プレス金型技術・工法開発によるシェア拡大

株式会社ヴィッツ 自動車および産業機械向け機能安全規格対応（ISO　26262，IEC　61508）高信頼通信ミドルウェアの試作開発

株式会社岸本製作所 ハイブリッド車向けに必要な、ステンレス製複雑形状品の切削加工技術の向上

株式会社鳥居発条製作所 小物ばね生産プロセスの強化と新分野への受注拡大

有限会社エムケイ・システム ワイヤレス機能をマイコン搭載して実現する制御装置の試作機開発

株式会社橋本鉄工所 建築鉄骨加工のコスト削減を目指した生産プロセスの強化事業

有限会社山田製作所 パルスレーザによる精密切削加工技術の構築

株式会社加藤カム技研 低燃費化に向けたエンジンカムの研削加工技術の獲得

株式会社三井酢店 野菜・果物を使用した醸造酢の新発酵技術・新製品開発と生産性向上を図る事業

山鉄株式会社 5軸高速加工機導入による切削加工部品の高精度化、低コスト化、短納期化による価格競争力の向上

ミニチュアファクトリー株式会社 ものづくり日本として海外輸入品に負けない為の新技術開発及び生産プロセスの強化

ミズホクラフト株式会社 最新型航空機の修理用キットの市場獲得を目指すためのヒーターとコントローラーの試作開発

株式会社中井製作所 高速・高精度の圧入機械を開発、導入し不良率の低減と生産能力を上げる。

山下機械株式会社 消耗工具類を含める生産財管理システムとその機材の試作開発

富士レジン化工株式会社 多成分原料を溶融混練する高機能押出機導入によるコストダウン、品質安定化

ツヤトモ株式会社 車両内装生地のエンボス加工の試作開発

株式会社名神精工 導光レンズなどの、厚肉成形の成形サイクルタイムの短縮するための試作開発

株式会社名古屋熱錬工業所 表面処理技術の高度化によるステンレスの耐食性・耐摩耗性の向上

株式会社サンコー技研 自動車部品の試作開発における「デザイン・イン」を推進する為の生産プロセス体制強化

株式会社内田製作所 工具研削機導入による小径工具研削の技能継承と生産体制の構築

株式会社ハモコ・ジャパン プレスインジェクションによるタブレット向け高光効率導光板の高速成形技術開発

株式会社エム・シー・ケー タッチパネル市場獲得を目指す為の歩留低減を実施する真空ラミネーターの試作開発

株式会社ユー・ティー・エム 肝臓がんに対する動脈塞栓術分野に特化したマイクロバルーンカテーテルの開発と製造支援設備

株式会社HEALTHYA 当社の永年のノウハウを凝縮した天然繊維の高機能・高デザインニット&製品（インナー）の開発

合資会社斉木研磨工業所 自動倉庫機器部品における、短納期・高精度のための難削材の加工方法の研究開発

孟鋼鉃株式会社 ＩＣＴを活用した「原価低減と納期短縮」で、ものづくり競争力の強化

株式会社富士技研 水素吸蔵特性を併せ持つ水素透過金属膜を利用した溶存水素濃度計の開発試作

石敏鐵工株式会社 省力化設備の導入による試作開発品のリードタイムの短縮

株式会社サイキ 高精度パイプ切削加工技術応用による大型部品の試作開発

株式会社日栄 ［射出成形＋圧縮成形技術］によるポンプ部品のプラスチック開発

株式会社新美鉄工所 超音波機器市場への進出及び高精密部品の試作開発

長尾工業有限会社 難加工のハイテン材をプレス加工するための設備導入及び試作開発
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三協合成株式会社 検査ゲージ（検査治具）製作における顧客ニーズ対応と新規顧客開拓のための設備強化事業

株式会社田中金型製作所 型彫り放電加工機の高性能化による人件費圧縮効果で短納期・低コスト化実現

ツカサ機工株式会社 車載用ホットプレスラインに伴う加熱ワークの新型搬送システム開発

株式会社ソイエンス 地盤補強用鋼管杭品質向上及びコストダウンのための溶接ロボット導入

株式会社中島工業
エンジニアリング SUS薄板低歪全周溶接による自動車用高性能環境試験装置の試作

株式会社シンテック 建設機械用スプールバリ取り自動化による生産性向上と品質安定化

株式会社羽根田商会 高温加熱用電子レンジるつぼの試作開発

山増電機製陶株式会社 特殊セラミックス充填物の試作開発と設備の構築

コクネ製作株式会社 『市場の精度要求確保のための非接触型３次元測定器の導入』

三洋技研株式会社 高精度金型製作システムの構築

株式会社ワイクリード パイプ端末加工用粗材の供給方向の識別と整列自動化

株式会社トレステック 難素材を高精度に無縫製編立加工する技術の開発

株式会社古久根 自社製品による新たな事業形態の確立のための試作開発

株式会社ウィン ダイカスト製造業者向けリサイクルアルミニウムインゴットの一貫生産体制構築事業

株式会社五合 “直感型”クレーンコントローラの操作情報管理システム構築

タツミ産業株式会社 ドライカーボン成形物の短サイクル量産成形技術の確立と応用

中瀬織布合資会社 最新型大口電子開口装置（ジャカード）とデザインシュミレーターの導入による商品開発の強化

株式会社睦木型 大型鋳物用模型において木型と発泡型のそれぞれの長所を同時に満たす新型模型の試作開発

有限会社鈴木プレス工業所 「小ロット」対応の生産プロセス開発及び「女子職人育成計画」

株式会社ケイテック 高精度・超精密化の位置決め精度向上に係る検査装置の試作開発及び設備導入

株式会社三洋化成 糸入りホース100%再生利用達成のための試作開発及び設備投資

株式会社よしいけ工業所 最新CNC旋盤導入による生産能力増強とコスト低減のシステム開発

UR中部株式会社 ペットボトルリサイクル事業の高付加価値化

株式会社正和鉄工所 金型製作において非接触３次元測定システムの活用による保証体制の開発と金型補修における展開

株式会社ホリウチ 高強度で安全且つ施工性に優れた太陽光発電パネル固定金具の試作開発

株式会社武山精密 ハイブリッド車の軽量化に必要な、金型の新たな溶接工法の開発

藤井整絨株式会社 ウール生地の超高圧・圧縮加工新技術の開発とレザー調生地の試作

株式会社ストライカー オンデマンド転写箔ルアー開発事業

株式会社ライフク 橋梁の長寿命化に寄与する排水設備の試作開発

有限会社入江金型工業所 破断面・ダレ・バリの発生を抑制し、高いせん断面比率を実現するプレス金型の試作開発事業

タツミ化成株式会社 住宅設備/部材向けの正圧弁（正圧緩和器）の開発／評価方法確立と大幅コスト削減

中川ゴム工業株式会社 3軸自動制御打抜機の活用による加工精度向上と小口対応力強化

CSS株式会社 切削工具用高精度ドラッグフィニッシュ処理プロセスの開発と刃先処理形状の最適化

中部冷間株式会社 3軸サーボ制御冷鍛プレス機導入による長尺自動車部品の試作開発

株式会社サンコー精機 新素材高張力鋼板における曲げ、絞り工程の工程短縮および短納期への取り組み

鋳場化成有限会社 省力化インサート成形工法の確立による生産性の向上とコスト競争力の強化

株式会社東海化学工業所 医薬品の品質保持期間を延長する高機能乾燥剤の開発

株式会社二村研磨工業所 製品管理システムの導入により、稼働率向上を図り納期短縮を実現

大和スリット株式会社 超高精度プレス部品製造を実現するバリ無し帯鋼製品の試作開発

株式会社三愛工業所 設備導入によるコスト削減及び品質安定化

株式会社中根工業 鋳物砂混練装置（ミキサ）の入れ替えとレイアウトの自動化

株式会社葵サービステクノ 粒子径0.5μ以下を捕集を可能とする高性能フィルターレスミストコレクターの試作開発

有限会社鈴木建具店 表面仕上げ工程、下地研磨工程機械化による塗装品質向上

宝合金鋳造合資会社 鋳物製品の肉厚数値の計測により、一体成型された製品の信頼性を向上させる

株式会社フジキカイ 弁当容器へのテープ貼りする機械の開発

株式会社浅井鉄工所 3次元CAD、CAMを使ったクランプ治具の高精度一体化に対応する加工体制の構築

キュリアス精機株式会社 油圧バルブ部品のクロス穴　複合加工化によるコスト半減化

株式会社オカスギ ショットブラスト用ゴム砥石メディアおよびメディア金型製造プレス機の試作開発

合同機工株式会社 試作市場を目指すための多軸加工機による試作品の短納期化と低コスト化

有限会社山田製作所 切削加工技術の高度化による高精度な油圧空圧小物部品等の試作開発事業

東洋精鋼株式会社 ピーニングにより強化された溶接止端部を非破壊で検査する装置の開発
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申請者名称 事業計画名

鍛治賢工業株式会社 地震に強い天井クレーン落下防止装置の開発

渥美鋳造株式会社 自社製品の改良及び製造・加工コスト削減の為のCNC旋盤設備導入

株式会社スガテック 新素材のカーボン材によるＥＶ等次世代自動車用軸受けの試作開発

中央製乳株式会社 乳酸菌FK-23入りヨーグルトの設計開発と設備投資による先駆的発酵技術の開発

株式会社大建化学 一般家庭向け窓ガラス用水性遮熱剤の開発

日之出化成株式会社 レーザー印刷による新製品・新分野の開発とコスト削減事業

株式会社サンウェイ 路面検査画像の日影部分を自動的に補正できるシステムの開発

株式会社松本義肢製作所 動物に負荷がかからないかたどりが出来る位置決め技術の開発及び設備導入

シバタテクノテキス株式会社 ステルス的に組み込むことのできるセンシングシステムのための導電性織物（e-テキスタイル）の開発

愛産樹脂工業株式会社 短納期・品違い防止システムの構築

株式会社中村 プレス業界における、生産プロセスの計量工程の軽減・計数100%保証の確立

株式会社愛和鉄工 耐震性能向上並びに短納期の実現を図るための高強度溶接機の導入

株式会社中根工業所 熱可塑性ウレタン樹脂成型方法の高度化による合理化事業

株式会社ナツメ 特殊銅合金の低コスト化・環境対応化を実現する新製造プロセスの開発

株式会社鈴木傔詞鉄工所 意匠性要求の高い製菓用金型の短納期化を図る製造方法の開発・導入

株式会社青山商店 航空機用炭素繊維熱処理用治具に使用される特殊鋼材（低膨張鋼板）の精密切断

大仙興業株式会社 プラスチック射出成型後の製品取出し時間高速化と正確性の向上

東海化学工業株式会社 検査工程の自動化による検査精度及び生産性の向上

フジタス工業株式会社 重点育成商品「畳める柔道場」の高品質化実現のための高精度ネットワーク対応プレス機器類導入計画

有限会社名南機械製作所 民間航空機部品の低コスト・短納期化できる品質保証システムの構築

有限会社栄工業所 マイスターハンドル付き円筒研削盤導入による高精度切削加工の実現

伊藤金型工業株式会社 目指せ！修正回数ゼロの金型作り。シュミレーション&巧みの技で、高張力鋼板の成形見込み値最適化。

鈴木特殊鋼株式会社 高品質・短納期を可能にする、高速切断加工機の導入

有限会社ゴールドワーク リサイクル原料を利用した油脂吸着材（ナノファイバー）製造の事業化

株式会社ジャパン・ティッシュ・
エンジニアリング オーダーメイド再生医療製品の生産管理システムの試作開発と生産効率化

松野工業有限会社 切削加工における試作加工分野進出に向けた試作治具作成及び試作加工の短納期化の開発

チタカ・インターナショナル・
フーズ株式会社 介護市場向けデザート商品の開発及び販路拡大

株式会社プロスティール戸谷 親会社要請と会社方針の一貫加工体制達成の為の順送プレス設備の導入

株式会社シンテック 身体バランス計測システムの試作開発

株式会社インディ・アソシエイツ AR技術と3D物理シミュレーション技術を使ったウェディング衣装試着システムの試作開発

有限会社協同プラスチック 最新NC設備を用いた精巧かつ安心・安全な児童向け遊具の提供

西村工業株式会社 営利生産者向け栽培用トレーの高機能化における試作開発

株式会社ケイアイワールド 国際競争力のある高精度で、コストパフォーマンスの高い超硬切削工具の開発

株式会社カワサキ 町工場で取組む環境に優しいクリーン塗装ブースの開発

株式会社エムアイシーグループ UV特殊印刷の市場獲得を目指すための、3D（立体）印刷の試作開発

共和化工株式会社 新型アプリケーション搭載射出成形機及び周辺機器導入による自動車シートベルト部品の高品質化及び低コスト化の実現

株式会社旭工業所 生産情報システムの構築による切削加工部品のQCDに関する顧客要求の実現

三位化学株式会社 精密プラスチック製品における小ロット、短納期に対応した品質保証体制の確立

株式会社菅沼 仕上げ工程省力化及び仕上げ検査工程の改善によるサイクルタイム短縮に資する設備投資

市川織布工場 テキスタイルを用いて、高通気性や新しいデザイン性を持つ屋外看板等の試作開発

ヤマハチケミカル株式会社 ペン先事業拡大を目指す為、機器導入による高品質製品の試作開発。

株式会社ヨコヤマ精工 大型プレス機の導入と複合加工の金型技術を活かして顧客ニーズに対応

オカタ産業株式会社 3Dスキャナ導入による試作・開発プロセスの高度化

株式会社筒井鉄工所 5軸複合機のCAD/CAMの導入と設備強化による生産プロセス強化

株式会社共宥社 プラスチック材料および木質材料の高機能化加工の生産プロセス強化事業

株式会社島由樹脂 『単一部品生産』から『ユニット品生産』へのビジネスモデル刷新事業

幸南工業株式会社 ブラスト機導入による工程の集約化とコスト削減

株式会社三幸製作所 高能率溶接機による圧力容器の納期短縮と溶接技術の確立

株式会社山城産業 新設備導入による生産効率向上・高機能化学合成技術の高度化事業
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伊藤機工株式会社 表面改質用低流量微粒子ピーニング装置の試作開発

株式会社東海塗装工業所 塗装治具のメンテナンスにより不良率低減並びに低コスト・高品質化の実現

有限会社タグチ鉄工所 操作性に優れた包装フィルム用グラビア印刷機（小ロット対応機）の開発

丸栄工業株式会社 転造機（ねじ切りの機械）の自動機導入によるコスト削減と効率化

エフテック株式会社 レーザー溶接技術を活用した気密性の高い精密金型の試作開発

セリム株式会社 排熱の温度差発電による再生エネルギーを利用した水冷装置及び、制御システムの試作開発

渡辺精工株式会社 切削加工サイズの拡大、精度向上、能率向上による短納期対応での競争力の向上

中部高熱工業株式会社 高機能断熱材を用いた省エネ・小型工業用電気炉装置の試作開発

有限会社石黒製作所 航空宇宙分野の試作開発における切削加工技術とＱＣＤの向上

株式会社八木製作所 金属切削加工の品質向上と生産性向上を目指す生産プロセス強化

大藪織物株式会社 椅子生地の品質向上を果たすジャカード織機の改良事業

株式会社イタノ 鍍金に替わる真空高圧熱による融着被膜融合機の試作開発

株式会社幸和製作所 住宅基礎工事用金属部品のリンクプレス機導入による高強度化

岩瀬鉄工株式会社 自動車試作部品開発における切削工程のワンストップ化

株式会社国盛化学 プラスチック段ボールや樹脂板などの板物を締結する「樹脂製ワンタッチ締結ピン」の試作開発

株式会社松尾製作所 非接触式ストップランプスイッチの試作開発

和光技研工業株式会社 次世代航空機CFRP穴あけ用特殊超硬工具の生産力強化事業

株式会社パワークリエイト ソーラーパネル毎の発電状況監視・遠隔監視システム開発事業

ティー・エム・ティーオカモト
株式会社 次世代リチウムイオン電池における超精密円弧補間精度の実現

ナガサキ工業株式会社 多品種少量生産の溶接作業の効率化と工程数削減による生産性向上実現事業

有限会社近藤研究所 次世代の超小型軽量ライト及び拡大鏡の開発

宇都宮工業株式会社 建築土台基礎部の巾止め金物の施工における省人化と特殊形状による原価低減のための試作開発

株式会社ヤマ伍三矢商店 安定した高品質と安全性確保の為、真空解凍技術を利用した水産加工品の試作開発

アサダ株式会社 固定式フロン漏えい検出器の試作開発

株式会社久門精機 乳児・医療向けシリコーン成型に向けたバリの生じない金型技術の試作開発

有限会社三河螺子 高精度・低コストが要求される次期新型エコカーのエンジン部品の試作開発

株式会社ワカイ産業 高精度ベンディングマシン導入による流線型カバーの試作

藤工業株式会社 太陽光発電パネル架台の開発と市場拡大

株式会社鬼頭 医療、製薬関連の市場獲得を目指すためのアクリルと金属の複合体の加工方法の開発

榊原精器株式会社 多品種生産の為のフレキシブルライン化、及び各種自動化システムの導入による製造体質の効率化

石原化学工業株式会社 食品用プラスチック容器の安全性向上を図る製造方法の開発・導入

株式会社新晃製作所 「板ガラスに防火性能を付与する防火シート」というニッチ分野の市場獲得を目指す試作開発

株式会社トヨテック 自動車用表示装置向け自由曲面ミラーの試作開発

株式会社清水フェルト工業 「廃熱エネルギーを循環利用した自動車内装材（遮音性の向上・軽量化）の試作開発」

株式会社佐津川モールド 樹脂インテークマニホールドのハイサイクル化と早期量産を目的とした金型設計開発

株式会社ノダ化成 プラスチック成形機械の高度化による生産性の向上と価格競争力の強化

株式会社ネオ 聞こえない人のものづくりナビ

千代田鋲螺株式会社 太陽光パネル取り付け用「新形状ボルト」の試作開発

トーカイモールド株式会社 薄型のプラスチック形状を有する口内法X線撮影用デバイスの生産体制の構築

株式会社三弘
株式会社HRD Technology 高機能材料の力学挙動解明に役立つその場観察用試験装置の開発

株式会社動研 HUD市場獲得に向けた塗装技術を活用したコンバイナ基板の試作開発

株式会社岩福セラミックス 平板瓦における雨垂れ防止袖瓦の金型試作開発

アイワスチール株式会社 多様化する顧客ニーズに対応した、短納期・低コスト・高品質の製品を提供する製造設備の導入

杉山電機株式会社 自動金属プレス現場で容易に打痕検出できるセンサシステムの開発

株式会社オカノ金型 自動化「型彫り放電加工機」の導入による高精度・短納期・低コストの実現と国際競争力強化

有限会社キットカッター 新射出成形法による光触媒入り樹脂製反射鋲試作開発及び設備導入

株式会社コメットカトウ 新規技術を用いた業務用厨房機器スチームコンベクションオーブンの試作開発

株式会社名南ゴム工業所 高機能樹脂フィルムを接着した特殊ゴム製品の歩留大幅改善と生産性向上の達成

株式会社オガワスプリング 高強度材料のピーニング処理技術による試作開発

株式会社渡辺製作所 高度化された工作機械の導入による生産効率の向上及び新加工方法の研究開発
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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
採択一覧（愛知県地域事務局）
【 １次公募 第一次締切 】

（採択発表時）

申請者名称 事業計画名

三恵プラスチックス株式会社 自動車用ランプ向け導光レンズ成形技術の高度化による航空機分野への参入

寿原株式会社 旋盤機械の導入による製品の高品質化・低コスト・短納期化の確立

株式会社オプトン 非接触広視野高分解能高精度４Ｋ工業用３Ｄ計測カメラの試作開発

黒龍産業株式会社 アミンコールドボックス法による鋳造用砂鋳型（中子）造型装置の高度化

杉浦工業株式会社 「ホットホビング法」と「放電加工機」の組み合わせによる新製造技術導入

株式会社ティーエヌ製作所 植物由来生分解性樹脂・ＣＯ₂超臨界射出成形による透明薄肉コンテナ製法の開発

村井鉄工株式会社 円筒研削機（ＮＣ付）を導入して、シャフトに特殊加工を施し生産性を向上させる。

中森技研株式会社 次世代航空機向けＣＦＲＰ製胴体製造用金型留冶具の品質強化事業

株式会社放電エンジニアリング エネルギー分野における難加工材切削加工技術の確立

有限会社ショーワコンフォート 自動車部品にナイロン性の毛を植え付ける加工方法の安定化、及び低コスト化

中京油脂株式会社 マイクロカプセルによる住宅建材用木質ボード用高耐久性防水剤の開発

株式会社平和電機 金型の温度調整を行う、長寿命で電気特性に優れたヒーターの試作開発

株式会社向陽工業 火力発電所向けガスタービン用軸受の、最終仕上げまでの一貫生産体制の構築

株式会社水野精機 福祉車両部品の効率生産を目的とした複合ＮＣ旋盤の導入

ニダイキ株式会社 『硬度粒子ロールを使用した有孔技術による透湿・通気・耐水機能の素材特性向上技術の確立』

三浦精工株式会社 防音性・防振性・気密性を向上するゴム成形用金型の試作開発事業

株式会社東栄超硬 超硬合金の加工技術を高度化した複雑高精度部品の試作開発

信濃工業株式会社 ５軸マシニングセンター導入による球面加工技術の確立と短納期化の実現

株式会社和田製作所 航空機胴体外板製品の薄肉精密加工と非接触３次元測定の一体技術の高度化

有限会社フロムフォーティ 立体ストックシステムの導入による成形加工の高精度化と効率的生産体制の構築

株式会社山田製作所 サーボプレス機の導入でガラスフェノール積層板加工時の設備耐久性を向上させ、生産効率の向上を目指す

有限会社サンエス ファインブランキングプレス用高硬度金型材の加工法の試作開発事業

株式会社東海メディカルプロダクツ 世界的に類を見ない高機能バルーンを備えた治療用カテーテルの開発

フジテック株式会社 燃料電池車に用いられるプレス部品の金型製造手法の試作開発事業

株式会社プラセス 自動車内装部品及びハンドルスイッチの塗装排除による試作開発

神星工機株式会社 産業用ロボット導入による生産性向上と生産ラインの省スペース化事業

株式会社ニノミヤ 複雑形状鋳造品の内部研掃、検査能力を飛躍的に向上する研掃装置等の導入

株式会社新和産業 新素材を用いた圧縮成形・発泡成形手法を確立する試作開発事業

株式会社竹入製作所 コンクリート構造物における高品質現場加工型ＦＲＰ補強材の開発

株式会社山形製作所 サーボプレス導入による生産性の大幅向上と省エネ化推進事業

株式会社アクアリング デジタル塗り絵・お絵描き参加型コミュニケーションシステムの開発

有限会社サンメンテナンス工機 高精度金型に於ける製造コスト４０％削減を目標とした革新的なシステム加工技術

渡辺精密工業株式会社 航空宇宙業界向けの複合角度複雑形状切削を可能とする設備投資の実施と高効率試作開発加工並びに技術伝承のチャレンジ

合資会社靖和鐵工 『最新工作機械の導入によるエネルギー関連への新規参入および生産プロセスの強化』

上根精機工業株式会社 高磁力マグネットを利用した金属異物除去装置の精度向上と量産化技術の開発

横井クレーン株式会社 地震対策と環境配慮を両立させた、都市型新・砕石杭工法への参入

株式会社石垣商店 非鉄金属ニッチ分野の新市場獲得に向け、最新鋭５軸複合機導入による、多品種少量・複雑形状化への挑戦

株式会社交邦磨棒鋼センター 精密切断を可能にするスーパーミガキ棒鋼切断機の導入

有限会社イワセ技研 大型ＮＣ加工機導入による一貫した技術の向上に伴う市場の獲得

阪部工業株式会社 垂直多関節ロボット導入に伴うサイクルタイム短縮による生産性向上とコスト削減

新東株式会社 フルフラットタイプ粘土瓦における自立焼成技術の開発

フジイ化工株式会社 環境配慮型プラスチックリサイクル材料の安定供給化事業

株式会社ヴイテックプロダクト 自動車の高い静粛性を実現する「軟質樹脂シール（隙詰）部品」の生産体制の構築

有限会社桃井精機 新型ワイヤ放電加工機導入による、厚板プレス品用金型の高精度・短納期生産体制の構築

株式会社協越金型 超小型マシニングセンター導入による、金型部品加工における生産プロセス革新

株式会社アムト ３Ｄモデル技術・構造の活用による３Ｄ造形機を用いた高品質製品の開発
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三恵プラスチックス株式会社 自動車用ランプ向け導光レンズ成形技術の高度化による航空機分野への参入

寿原株式会社 旋盤機械の導入による製品の高品質化・低コスト・短納期化の確立

株式会社オプトン 非接触広視野高分解能高精度４Ｋ工業用３Ｄ計測カメラの試作開発

黒龍産業株式会社 アミンコールドボックス法による鋳造用砂鋳型（中子）造型装置の高度化

杉浦工業株式会社 「ホットホビング法」と「放電加工機」の組み合わせによる新製造技術導入

株式会社ティーエヌ製作所 植物由来生分解性樹脂・ＣＯ₂超臨界射出成形による透明薄肉コンテナ製法の開発

村井鉄工株式会社 円筒研削機（ＮＣ付）を導入して、シャフトに特殊加工を施し生産性を向上させる。

中森技研株式会社 次世代航空機向けＣＦＲＰ製胴体製造用金型留冶具の品質強化事業

株式会社放電エンジニアリング エネルギー分野における難加工材切削加工技術の確立

有限会社ショーワコンフォート 自動車部品にナイロン性の毛を植え付ける加工方法の安定化、及び低コスト化

中京油脂株式会社 マイクロカプセルによる住宅建材用木質ボード用高耐久性防水剤の開発

株式会社平和電機 金型の温度調整を行う、長寿命で電気特性に優れたヒーターの試作開発

株式会社向陽工業 火力発電所向けガスタービン用軸受の、最終仕上げまでの一貫生産体制の構築

株式会社水野精機 福祉車両部品の効率生産を目的とした複合ＮＣ旋盤の導入

ニダイキ株式会社 『硬度粒子ロールを使用した有孔技術による透湿・通気・耐水機能の素材特性向上技術の確立』

三浦精工株式会社 防音性・防振性・気密性を向上するゴム成形用金型の試作開発事業

株式会社東栄超硬 超硬合金の加工技術を高度化した複雑高精度部品の試作開発

信濃工業株式会社 ５軸マシニングセンター導入による球面加工技術の確立と短納期化の実現

株式会社和田製作所 航空機胴体外板製品の薄肉精密加工と非接触３次元測定の一体技術の高度化

有限会社フロムフォーティ 立体ストックシステムの導入による成形加工の高精度化と効率的生産体制の構築

株式会社山田製作所 サーボプレス機の導入でガラスフェノール積層板加工時の設備耐久性を向上させ、生産効率の向上を目指す

有限会社サンエス ファインブランキングプレス用高硬度金型材の加工法の試作開発事業

株式会社東海メディカルプロダクツ 世界的に類を見ない高機能バルーンを備えた治療用カテーテルの開発

フジテック株式会社 燃料電池車に用いられるプレス部品の金型製造手法の試作開発事業

株式会社プラセス 自動車内装部品及びハンドルスイッチの塗装排除による試作開発

神星工機株式会社 産業用ロボット導入による生産性向上と生産ラインの省スペース化事業

株式会社ニノミヤ 複雑形状鋳造品の内部研掃、検査能力を飛躍的に向上する研掃装置等の導入

株式会社新和産業 新素材を用いた圧縮成形・発泡成形手法を確立する試作開発事業

株式会社竹入製作所 コンクリート構造物における高品質現場加工型ＦＲＰ補強材の開発

株式会社山形製作所 サーボプレス導入による生産性の大幅向上と省エネ化推進事業

株式会社アクアリング デジタル塗り絵・お絵描き参加型コミュニケーションシステムの開発

有限会社サンメンテナンス工機 高精度金型に於ける製造コスト４０％削減を目標とした革新的なシステム加工技術

渡辺精密工業株式会社 航空宇宙業界向けの複合角度複雑形状切削を可能とする設備投資の実施と高効率試作開発加工並びに技術伝承のチャレンジ

合資会社靖和鐵工 『最新工作機械の導入によるエネルギー関連への新規参入および生産プロセスの強化』

上根精機工業株式会社 高磁力マグネットを利用した金属異物除去装置の精度向上と量産化技術の開発

横井クレーン株式会社 地震対策と環境配慮を両立させた、都市型新・砕石杭工法への参入

株式会社石垣商店 非鉄金属ニッチ分野の新市場獲得に向け、最新鋭５軸複合機導入による、多品種少量・複雑形状化への挑戦

株式会社交邦磨棒鋼センター 精密切断を可能にするスーパーミガキ棒鋼切断機の導入

有限会社イワセ技研 大型ＮＣ加工機導入による一貫した技術の向上に伴う市場の獲得

阪部工業株式会社 垂直多関節ロボット導入に伴うサイクルタイム短縮による生産性向上とコスト削減

新東株式会社 フルフラットタイプ粘土瓦における自立焼成技術の開発

フジイ化工株式会社 環境配慮型プラスチックリサイクル材料の安定供給化事業

株式会社ヴイテックプロダクト 自動車の高い静粛性を実現する「軟質樹脂シール（隙詰）部品」の生産体制の構築

有限会社桃井精機 新型ワイヤ放電加工機導入による、厚板プレス品用金型の高精度・短納期生産体制の構築

株式会社協越金型 超小型マシニングセンター導入による、金型部品加工における生産プロセス革新

株式会社アムト ３Ｄモデル技術・構造の活用による３Ｄ造形機を用いた高品質製品の開発

株式会社ティエムエフ 電気電子部品における大型高速・高精度プレスによる精密部品の製造開発

東洋理工株式会社 複雑形状品に対し、塗着効率が高く環境負荷の低い塗装方法の研究開発

有限会社弥千代精機 「欲しい切削形状を一度に削り出せる」～生産効率化を実現するための切削工具の開発～

三和油化工業株式会社 有機溶剤の再資源化におけるリサイクル技術の高度化

有限会社栗原工作所 ハイパー付ＮＣベンダー導入による高品質な１Ｄ曲げパイプの製作技術の実現

関谷醸造株式会社 気温に左右されない高品質な清酒製造を可能にする取組み

株式会社建和 金属プレス分野における金型設計・加工内製化によるコスト削減及び提案営業力強化事業 

株式会社平松製作所 熱間鍛造技術を活用した立体造形による、風力発電機及び産業用ロボット向け増減速機部品の生産性及び品質向上に向けた全自動超鋼丸鋸切断機の導入事業

有限会社三翠鋸鋼業所 コストダウン要請に対応する新研磨法の試作開発及び設備導入

奥野工業株式会社 高精度、高信頼性油圧シリンダーを製造するための新規検査装置の開発

株式会社日新精工 世界で唯一“光造形（レーザー）＋切削加工”による画期的な“ワンマシン・ワンプロセス”を実現するための設備投資計画。

有限会社豊正精機 切削加工技術の精密化による高精度な基準金の開発事業

有限会社内田製作所 冷間鍛造順送プレス技術の開発と新規製品および新規取引先の獲得

有限会社井上製作所 細い線径かつ大きい外径の大物ばねの試作開発とその生産効率の向上

株式会社中村鉄工所 新多軸加工機を導入したＡＴ部品の生産ライン再構築による低コスト・高品質の実現

株式会社ウシオ工業 高張力鋼板等の大型プレス機用金型の精密性を向上させる検査体制の高度化

熱田起業株式会社 航空宇宙機器部品切削加工の工程集約と１人２台使用で効率化を図る

名古屋木材株式会社 密度傾斜の小さな大断面圧縮木材を用いた自動車内装部品の試作開発

有限会社鈴木研磨工業所 三菱リージョナルジェット機（ＭＲＪ）向け特殊ピンの試作及び量産体制の確立

曙工業株式会社 同時５軸マシニングセンタを用いた複雑形状部品の低コスト化の実現

安田工機株式会社 スピンドルユニット生産の内製化のためのスピンドルヘッド生産工程の確立

株式会社ヤマダ 高精度検査装置及びレーザーマーカ導入による金型部品製造の高精度化及びトレーサビリティー強化による製品品質向上の実現

スギヤマプラスチック株式会社 省エネ．低コスト．高品質な射出成形を実現する不具合監視装置内蔵ホットランナーシステムの開発

高砂電気工業株式会社 三次元測定機導入による航空宇宙産業用精密部品の生産プロセス改善

菱輝金型工業株式会社 航空宇宙向け超大物成形金型における精密同時５軸穴加工の実現

株式会社野田スクリーン 環境対応かつ高撥水撥油性・高耐熱性フッ素材料の開発

株式会社エコー計測 計測専門業者として培った測定技術の更なる高度化によるリバースエンジニアリング事業への展開

三晃合成工業株式会社 病院、救急医療で生体に安全で安くて使い易い樹脂製喉頭鏡ブレードの開発

昭和化成工業株式会社 低コスト・高品質化を目指した電動式射出成形機導入による生産プロセス強化

有限会社浅野工業 極小Ｒ曲げの部品加工に対応可能な生産体制の構築

株式会社タマリ工業 リチウムイオン電池用極薄箔電極の高速・高機能切断装置の試作開発と実証

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

協発工業株式会社 スポット溶接・検査工程の精度向上と効率化のための一貫自動システムの開発・導入

大島工業株式会社 自動車駆動系試作部品の受注獲得を目指すための切削加工の精度向上による短納期・コスト競争力の強化

株式会社奥田工業 高精度・短納期の精密板金加工の実現のためのネットワーク対応プレスブレーキの導入

本多電子株式会社 強力超音波用ハイドロホンの校正による品質信頼性向上

有限会社名南機械製作所 ５軸マシニングセンタの導入を軸とした工程改善による航空機部品の低コスト生産

名興発條株式会社 プレス抜きダレを最小限に抑える試作開発を成功させ、新規部品の獲得を目指す。

株式会社フジワラ 航空機用窓への機能性コーティングプロセス技術開発

愛巧ヘラ押工業株式会社 難加工のハイテン材をプレス加工するための設備導入及び試作開発

株式会社豊島技研 ＴＤ処理ピンの折損防止熱処理方法の試作開発

株式会社コイワボンドマニファクチャリング 新商品「ジーベスト」の製品化の為の試作・開発

株式会社日東 レーザパンチプレス複合機導入による太陽光発電用パワーコンデショナー筐体の受注拡大

金山化成株式会社 防蟻機能を付与させた建築用断熱材の生産に必要な薬剤含浸技術の確立

有限会社加藤製作所 自動車プラスチック部品の異材質一体成形金型による低コスト、短納期化の為の試作開発

榮バリュー株式会社 生産プロセスを強化して切削加工部門の受注拡大を図る。

斉藤鉄工株式会社 顧客ニーズに対応すべく、当社の強みである中～大物単品の切削加工技術の競争力を高めるための設備導入

株式会社テクウェル 放電加工による自動車試作部品の低コスト・短納期製造技術の開発

衣浦部品工業株式会社 ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを活用した、新形状表皮貼り込み品の設計開発

株式会社カワサキ 次世代型処理（ジルコニュウム化成処理）導入による革新的な塗装前処理の開発

株式会社豊栄工業 超耐熱ポリ乳酸・超臨界微細発泡射出成形・高齢者食器生産システムの開発
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株式会社竜製作所 ワイヤーカットによる精密加工の内製化と機械の機能品質向上のための開発

株式会社テイ・アイ・エス 最新ヒト型ロボットの活用を前提としたオフラインプログラムの開発

新東コーティング株式会社 寿命２倍、リードタイム１／２にした高耐腐食性樹脂コーティングの開発

中村電機工業株式会社 放熱フィン基板組み付け工程改善のための半自動機の導入

有限会社伊正製作所 ファイバーレーザー溶接機による金型補修と金属部品の微細部溶接の加工方法の開発

旭電気製鋼株式会社 高性能砂再生設備の導入による超低コストステンレス鋳鋼品の実現

株式会社名南ゴム工業所 シリコン製スポーツグッズに持続性芳香を付加するための技術開発

有限会社タチバナ金型製作所 超微細部・鏡面仕上げの機械化技術の開発によるレンズ部品の高度化

株式会社松野製作所 ２スピンドル型ＮＣ旋盤導入による加工費７８．９％削減に向けた生産プロセスの改善

株式会社高木化学研究所 自動車部品向け厚板銅板（銅製バスバー）のための精密加工技術の確立

株式会社二村研磨工業所 ＴＩＧロボット溶接によるステンレス板厚0.5ｍｍ、アルミニウム板厚0.8ｍｍの薄板新溶接技術の開発と医療機器業界への展開強化

日本エンジン株式会社 フライホイールなどの旋盤加工の誤差をなくし生産プロセスの効率化を実現

イイダ産業株式会社 高剛性・耐熱性・高品質を付加した軽量な航空宇宙用樹脂複合材料の開発

株式会社名南精密製作所 ターボ用モーターシャフトの高精度台形１条ネジ転造加工技術開発

有限会社北斗 健康・医療産業市場での需要拡大を目指す樹脂切削加工の高精度化

アイコー株式会社 自動車切削加工部品の品質精度向上に伴う形状変更の為の試作開発

有限会社ＳＡＴサービス クラウニング付部品の鍛造化を足がかりとした試作開発機能の構築

株式会社ヤマイチ 精密加工技術と自動検査技術の開発による電極チップの短納期化と低コスト化

ピーエムアイ有限会社 ３Ｄプリンタ活用で、新商品研究開発・短納期化・少量生産対応力強化事業

有限会社都築食品加工 レトルト新製品の開発に伴うレトルト殺菌装置の導入計画

株式会社コジマプラスチックス 車両走行統合安全機能向け、新方式成形機による軽量樹脂一体化製品の試作開発

株式会社ウォンツ センサ市場獲得に向けた小型低価格ソーシャルデバイスの試作開発

有限会社名貴モールド 高精度射出成型用金型の２４時間連続加工工法の開発と納期短縮・コスト低減

スミヤ精機株式会社 スカイビング加工による歯車加工技術の向上と生産プロセスの強化

有限会社矢田化学工業 塗装の品質安定化・生産性向上・低コスト化に対応した生産プロセスの強化

フレンズパン協業組合 パン品質向上を目指し顧客満足度を増すための新技術ガストンネルオーブンの設備計画。

株式会社エム・シー・イー ＪＩＳ規格Ｎ８級精度の樹脂歯車量産用金型製作及び製作リードタイムの短縮

松栄製鋲株式会社 高性能圧造機の導入による、自動車向け難加工形状部品用高効率鍛造工程の開発

マイウッド・ツー株式会社 国産材の圧縮・固定化による準不燃・難燃化材料の開発

株式会社アイワ 帯電防止機能を有する低発泡押出成形プラスチック製品の開発

川西塗装株式会社 塗装中の溶剤揮発を抑えるための革新的な塗装技術の確立及び機器の試作開発

株式会社カワムラ ３Ｄプリンター導入による金型・治具製作プロセスの革新及び検具製作の内製化

いその株式会社 ハイグレードプラスチックリサイクルにおける素材分別工程の設備開発

山八歯材工業株式会社 歯科医療におけるデジタル加工機を用いたガラスセラミックスブロック新素材の加工・開発

ガレージヤマイチ株式会社 大型車両レッカーのワンストップ化を可能とする特殊レッカー機械装置の導入

株式会社原田精工 精密加工技術の高度化、および事業拡大のための設備投資事業

八洲重量株式会社 顧客のニーズ（早く・楽に・優しく）に叶った革新的サービスの提供

株式会社ゼットネット 屋外で長期に使用できる蓄光式避難誘導サインの開発と販売拡大

株式会社ヘルスケアシステムズ 生活習慣病対策の起点となる新しい未病検査サービスの構築

知多セントラルシステムズ株式会社 日本初の「移動するジェラートバーの販売」の効率的な販売システムの確立

株式会社Ｐ＆Ｃサービス 航空宇宙機器の配管部品において高圧での耐圧・気密試験・検査を確立する。

日本エコシステム株式会社 クラウドを活用した統合型施工管理システムの開発

株式会社マルホウ 環境に優しい独自開発同時吸引式ウォータージェット洗浄サービス

東海漬物株式会社 加熱用調理設備導入による「おかず漬物（惣菜）」の開発

旭産業株式会社 基板実装工程におけるはんだ付け外観自動検査装置の導入
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申請者名称 事業計画名

前田バルブ工業株式会社 鉛フリー銅合金鋳物で発生する突起物を効率的に除去して低コスト化を実現させる計画

ＫＴＸ株式会社 薄肉炭素繊維成形を可能にするＭＰＭ金型の加工技術高度化の研究開発

株式会社マイティミズタニ 自動車用ボディ部品のプレス金型生産能力強化事業

株式会社水野電機 高回転・高効率モーター対応のためのバランス測定・調整技術の開発

株式会社サーテックカリヤ 自動車の軽量化を実現するポリマー繊維導電材の生産体制の構築

明光工業株式会社 めっき前処理技術を活用したバレル研磨・洗浄・乾燥等の表面処理加工

株式会社天野研磨工業所 大型円筒精密研磨加工の更なる市場獲得を目指すためのＮＣ円筒研削盤の導入

株式会社堀部鉄工所 自動車エンジンクランク軸ピン円周溝加工改善及び小型機試作開発

ＯＭＣ株式会社 医薬品メーカーに対するロボットを使ったクリーンな容器洗浄システムの開発

セイホーマックス株式会社 汎用機械部品メーカーから精密機械部品を含めた業務用機械部品メーカーへの転換と高付加価値企業への革新

大生熔接工業株式会社 鍛造金型の金型熔接で金型の耐久性向上を図る事業

東洋樹脂株式会社 ３Ｄ立体積層造形に用いる熱可塑性樹脂粉末材料の製造

山田精密株式会社 高機能平面研削機導入によるベアリング曲面研削加工工程の高度化実現

株式会社カンドリ工業 「家庭用燃料電池向けバルブ製品」におけるロウ付け異物混入原因解析とその対策による高度な『製品の信頼性』確保

中村鉄工株式会社 大型航空機部品の三次元測定サービス部門の確立

ナガサキ工業株式会社 精密金属加工の高度化および工程改善による多面形状部品加工実現事業

株式会社ヤスフクセラミックス ジルコニアセラミックスのコストを３０％削減した試作品開発

加茂精工株式会社 低発塵（クリーンルーム仕様）ＴＣＧユニットの試作開発

明文産業株式会社 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

高蔵工業株式会社 無痛注射針用砥石等、大型砥石の大幅な原価低減と短納期化を目的とする量産体制の構築

株式会社山明 生産性１．５倍、かつ省エネと環境配慮を図ったリサイクルプラント設備の導入

株式会社ジーピーセンター 最新インクジェット機、カッティング機の導入による印刷製品の高品質、短納期、低コスト化計画

名古屋ダイヤモンド工業株式会社 次世代精密加工ニーズを獲得する為の超精密ダイヤモンド工具の開発

株式会社吉田鋳造研究所 自動車用大径・長尺のトランスミッション部品製造用金型の生産能力強化事業

有限会社髙木金型製作 図面・指示書の電子化による、工程管理および設備稼働率向上プロジェクト

東洋電機株式会社 次世代情報化社会に対応した高速空間光伝送装置の開発

株式会社エイト工業 自動箱替機導入による自動車ワイパー部品に係る国際競争力のある生産体制の実現

グラストップ株式会社 『防汚・防藻・防カビ性能を有する新型ガラスコーティング剤の開発とその密着方法の研究開発』

有限会社本多薬局 最新型自動錠剤包装機の導入によるスピーディかつ分かりやすい処方薬の提供

株式会社東洋発酵 花粉症の予防及び治療を目的とした免疫力向上発酵製品の試作開発

株式会社中部パンチング工芸 繊維製品の国内生産拡大のための高度な刺繍製品の開発試作業務

ケイテック株式会社 長尺対応アイアンワーカ機・自動角度調整切り帯鋸・デジタル自動溶接機等導入で加工時間短縮とコスト削減の確立

株式会社旭製作所 高付加価値製品の受注を開拓する革新的設備投資での製造方法の確立

不二精工株式会社 受注数量と納期の大幅な変動に対応するための設備増強

カネハツ食品株式会社 味の数値化技術活用による和惣菜の商品開発高度化（高品質化・低コスト化）

株式会社伊藤商店 フライアッシュ及び高炉スラグ細骨材を利用した高性能コンクリート

有限会社Ｒｅａｌ　Ｓ．Ｒ．Ｋ 品質安定・短納期化を目的とした設備導入・生産体制再構築事業

株式会社シーエル化工 最新電動射出成型機を活用した熱可塑性樹脂成型技術の高度化による品質向上と低コスト・短納期の両立

株式会社メタルヒート 高速度工具鋼における環境負荷物質を含有しない低歪み且つ高寿命の最適な焼入工法の確立

成和電子工業株式会社 高精度インデックス式（４ケ焼）焼入れ機導入による精密高周波焼入れ技術の確立と短納期化の実現

グリーンフィクス株式会社 自動車測定技術を航空産業へ展開

丸石工業株式会社 セミドライ加工における精密加工部品の試作開発

東海挾範株式会社 異形状加工品の精度向上・安定品質・工数削減の確立

有限会社サンメカトロパーツ 工作機械の温度変化による加工寸法のバラつきを５μｍｍ以下にし、不良発生率を最小化する設備投資

オーエムヒーター株式会社 性能向上を目的とした機体補修加熱冶具の開発と自動穴加工ロボットの導入事業

株式会社ツジオカ 最新鋭の工作機械導入により難加工材の多面加工をシステム化した技術の確立

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
採択一覧（愛知県地域事務局）
【 １次公募 第二次締切 】

（採択発表時）
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アサヒ株式会社 断熱・遮熱・軽量・強度を兼ね備えたプラスチック製真空中空構造板を使った複合材の開発

株式会社神村交易 ３Ｄソリッド板金ＣＡＤ・ＣＡＭシステム導入による福祉車両装置の試作リードタイム短縮及び受注の拡大

株式会社ラマン 生産性・衛生面・コスト面での改善に向けた包装ラインへの設備投資

株式会社イコール 搬送用スクリューの生産工程削減による納期短縮とコスト低減による新市場への挑戦

株式会社司ケース 複合素材の一体成型技術を活用した高付加価値外付けキーボードの試作開発

有限会社近藤研究所 医療関係の課題解決の為、３Ｄプリンターなどの導入によるソリューションサービス事業展開

株式会社高瀬金型 医療・半導体装置部品向けの新材料バルブ部品の金型と成形加工技術

協和工業株式会社 操作性に優れた動力伝達要素部品の試作開発に要する生産設備の専用化

藤工業株式会社 情報通信機器・電子部品分野で使用される非磁性ＰＣＤ精密加工耐摩耗治工具の短納期化と高精度化

株式会社名古屋モウルド 古紙を利用した紙の造形品・見せるパッケージによる販路拡大

株式会社オカベカミコン 「カミコン」の製品高度化を図ることによって対応業種・業態の拡大、既存顧客の深堀を図る

株式会社名和樹脂 次世代ハイブリッド自動車向け機能部品向け試作品開発の高度化

サワダ工業株式会社 コネクタ部品の品質向上・短納期化・生産性向上の実現

中野製作所株式会社 最新鋭加工機を導入し、自動車用エンジン部品の加工技術の高度化を図り、新分野への進出を図る

株式会社南成製作所 高速域における難加工材、高硬度材の切削加工プロセスの効率化や工程の削減

株式会社ササメ・テック 浄水器用プラスチック製品の高品質要求に対応する成型技術の高度化及び新たな検査工程の確立

有限会社荒木製作所 「精密加工」技術を活用した発電機向けガスタービン用「半割形状すべり軸受メタル」の試作開発と生産性向上

キューブツール株式会社 高精度な樹脂成形品用振動溶着を実現する、振動溶着治具の開発

株式会社シラスナ 高輝度反射板の製造を目的とした設備導入・生産体制再構築事業

株式会社昭和電機製作所 海外製ＰＬＣを使用した鋼板加工機用高精度制御システムの試作開発

アタム技研株式会社 福祉介護用マットレス高性能洗浄・乾燥装置の実用化開発

ヤマコー産業株式会社 試作専用設備の導入及び専用ライン化によりワイヤーハーネス試作開発体制を強化し、競争力強化を実現する。

株式会社小菱屋 自社開発した業界初の製造方法、「トンネルフリーザー」方式を用いた新製品の開発

株式会社ホンダ 特別仕様の穴あけ・切断複合機導入による、多品種対応・生産プロセス強化事業

日進医療器株式会社 患者に優しく看護師に使いやすい新しい病院用車いすの開発

株式会社コットンテール 歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ装置を用いて作成する先進医療歯科補てつ物の臨床応用と定着

名豊化成株式会社 住宅及び工場用「ブレーカーカバー」の完全無人生産を目的とした「全自動製品冷却＆ストックシステム」導入計画

株式会社エスユウメック 自動外観判別検査装置導入によるハイブリッドカー関連部品の品質向上・短納期化・生産性向上の実現

正保鉄工株式会社 高精度画像寸法測定器導入による精密加工部品の品質向上・短納期化・生産性向上の実現

株式会社フロロコート名古屋 超微細医療機器部品へのふっ素樹脂コーティング技術の開発

八ッ藤工業有限会社 旋盤動作ソフトの導入による木材の複雑形状加工の実現

壽金属工業株式会社 自動車用ダイカスト鋳物部品の高効率生産技術の開発・確立

東和工業株式会社 縦型射出成型機を導入し最高の遮音性を持つウェザーストリップインナーを製作する。

東海合成株式会社 プラスチック射出成形部品について高難度新規受注に対応できる体制の構築

株式会社田中金型製作所 ワイヤーカット放電加工機の導入による超硬材を使用した金型の生産プロセスの向上

合資会社アイギ 変圧器用ガイシのシェア拡大を目的とするＮＣ旋盤を用いた製造方法の確立

株式会社三洋電機製作所 難加工材の寸法精度向上等を図る設備導入および加工技術の試作開発

株式会社ＯＨＳ 精度向上、コストダウン、短納期を目的とした生産体制再構築事業

新和スリット株式会社 大幅な品質向上、生産効率アップを図るためのスリッターマシン導入

株式会社エムエス製作所 ５軸加工技術の確立で二色成形を可能にする高付加価値金型を試作し、航空産業に参入する。

日本エムティ株式会社 表面処理加工部品の下地処理技術開発による耐摩耗性の向上（長寿命化）

日新電装株式会社 高力率コンバータの開発および高力率コンバータを組み込む省エネ型電源試験設備の開発

艶榮工業株式会社 短納期、低環境負荷、低コスト化を可能とする新エコロジー糊抜き精練加工システムの開発

中京バネ工業株式会社 高品質で短納期を実現する新たな生産体制の構築と環境関連分野への受注拡大

有限会社鈴木製作所 難加工プレス部品の精度向上におけるサーボプレス機の導入による生産プロセス革新

有限会社三浦製鋲所 高機能緩み防止ボルトの試作開発及び量産化

邦田工業株式会社 インクジェット印刷機の導入による基板の短納期化と高密度電子回路基板の文字形成技術の確立

谷脇工業株式会社 金型の精度向上とリードタイム短縮及びコスト改善による生産性向上

株式会社高田編物 リリヤン（糸を細かく編み込んだ手芸用のひも）加工用繊維機械の新規開発

株式会社プロト 多品種小ロット生産に対応するための３Ｄ造形システムを活用した試作品の短納期製作

申請者名称 事業計画名

61

株式会社河正 当社が独自開発した切削加工技術による特殊形状部品の量産加工の研究開発

株式会社プラネット 室内環境改善と生産を兼ねた小型植物工場および苗生産植物工場の試作開発

株式会社サカキバラコーポレーション 接着剤自動塗布化によるリードタイム短縮・コスト削減及び環境負荷物質削減事業

株式会社尾北 切削溝入れ加工とねじ転造の同時転造化（切削レス化）による生産性向上

ヤマサちくわ株式会社 ちくわ製造前処理工程における、低温高湿度解凍装置によるすり身品質の向上

株式会社伊勢安金網製作所 線材フォーミング加工機導入による「高品質３Ｄ曲げ加工品」の短納期と低コスト供給体制の確立

エーワン株式会社 耐環境性に優れた国産ＲＴＯＳによる組み込み型コンピュータの試作開発

愛知株式会社 輸出事業の拡大を目指すための特殊成形技術を使用した椅子の差別化機能の開発

株式会社レーザテック 介護・医療市場獲得を目指すためのドアクローザー用機械式タイマー型ストッパーの低コスト化試作開発

東海ホーロー株式会社 スマートメーター用銘板のプレス抜き加工工程の精度向上による生産プロセスの強化

国際電業株式会社 ３Ｄプリンターを活用した試作品開発などによる開発力強化

有限会社昭榮鋼建 バラ図展開の電子化・データベース化を活用した製造技術の開発と試作

株式会社光製作所 研磨工程、真円度測定工程の社内取込みによる、完成部品、生産体制の構築

株式会社志水製作所 金属箔の精密プレス加工による生産性向上と高品質の確立

株式会社名栄社 フィルムインサート成形法による自動車向けセンタークラスターパネル製造

株式会社サンアイ岡本 一般住宅向け両側支持アルミ製通路用シェルターの開発

菊田鉄工株式会社 産業用ロボット歯車の低コスト高精度化の実現

クサマ工業株式会社 難切削材である白銑を使用した圧延鋼材搬送ローラーの生産効率改善及び低コスト化に向けた新たな製造プロセスの開発

木下精密工業株式会社 航空業界ニーズの難削材に対応した加工技術向上に向けた設備導入

株式会社矢田工業所 変圧器流し塗り塗装ラインへの、最新環境性能の塗装ブース導入。

ミヤマ工業株式会社 精密成形研削盤を利用した高精度プレス製品の開発による競争力強化事業

有限会社メイコウ工業 環境負荷低減型　土質改良固化材の製造装置　試作・開発

泰東工業株式会社 順送６００ｔプレス機を活用した、新工法による切削レス加工の実現。

株式会社桂商会 優れた弾力性・耐久性を持つ英国羊毛純正の軽量原糸の開発と軽量布地の試作

船橋株式会社 雨合羽製造技術と防水特許を活用した車両用カーシートの縫合部における防水化・強度化事業

大誠精機株式会社 高精度加工可能なマシニングセンター導入による加工精度の向上

株式会社チップトン 高耐久性流体式研掃装置の試作開発

株式会社前田シェルサービス ステンレス製リングネジを活用した透明樹脂からなる圧縮空気浄化用エアフィルターの開発

伊原電子工業株式会社 マーク印刷の治具レス工法拡大によるプリント配線板の短納期化および高密度基板の製造技術確立

株式会社豊電子工業 焼入れ等の「表面処理」技術向け高周波誘導加熱電源の試作開発

株式会社アンスコ 「ものづくり人材の育成」と「製造現場の強化改善」と「接合技術の高度化」三位一体連携による、ねじの短納期化・低コスト化・付加価値技術
高度化の実現事業

三洋技研株式会社 住宅設備用金型市場の保守及び新規獲得を目指すための加工技術の向上による高難度金型製作技術の確立

株式会社三光セラミック 半湿式成形技術による複雑形状セラミック製品の成形量産化設備導入事業

株式会社三協 微細孔明放電加工機による生産能力向上と受注拡大

三洲電線株式会社 革新的生産方法の構築による多品種小ロット対応と高付加価値化事業

株式会社Ｒ＆Ｄソフトウエア マンション管理に特化した即時性の高いデジタルサイネージシステムの事業展開

株式会社小澤精工 自転車部品業界への進出における手作業工程の機械化による新たな生産体制の確立

知多製鋲株式会社 冷間鍛造における金型部品の内製化による、技術力及び価格競争力の強化

株式会社光伸テック ＹＡＧレーザー溶接機導入に依る次世代３次元精密板金加工計画

浜名エンジニアリング株式会社 制御設計・生産管理システム導入・強化による自動化装置設計製造プロセス革新プロジェクト

株式会社一新鋳造所 上下砂吹込型造型機による鋳物部品のニアネットシェイプ化の実現

株式会社知多スプリング ワイヤカット放電加工の設備投資による精密加工部品の生産効率向上と競争力強化

サハシ特殊鋼株式会社 破砕機用製品の生産能力等向上のための溶接ロボットへの設備投資

二村機器株式会社 剛性、精度、生産性を向上させた回転センターを製造するための最新の内面研削盤の導入

千代田合成株式会社 ＰＯＭ樹脂による機能性・加飾性（デザイン性）を持ち合わせた２色成形品の試作開発

三愛工業株式会社 眼科医療機器等の部品製造における加工精度の向上と短納期化計画

エフワイ成型株式会社 塗装レスプラスチック成形技術を生かした生産能力の拡大

アクティブ・ティ株式会社 安全性・信頼性の向上と省エネルギー生産体制の整備とを可能にするスマートコーティングシステムの開発

株式会社松栄電子研究所 顔面神経麻痺の検査と手術中神経探索機能を併せ持つ小型で安価な顔面神経刺激装置の試作・開発

株式会社びーふる 樹脂成形において、成形不良（バリ）をなくすシリコーン型の研究開発

株式会社昭和工業所 高張力鋼板の順送加工の精度向上を目的とした生産体制再構築事業
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株式会社足立熱処理研究所 生体非侵襲かつ超低消費電力の微小電気機械システム（ＭＥＭＳ）材料の３Ｃ－ＳｉＣ薄膜基板の開発

株式会社宍戸化成 オープンノズルでのハイサイクル射出成形技術開発による高品質化及び低コスト化の実現

株式会社小川製作所 超精密ワイヤー放電加工の精度保証に資するＣＮＣ画像測定機の導入と最適条件の確立

有限会社テクノヨシトミ プラスチック加工における工程改善による短納期化及び低コスト化

茶久染色株式会社 ナノカーボンを用いた高性能な非金属電線の試作開発

ほほえみ農園 トマトの低段密植栽培システムの導入による川下企業への直接販売事業

株式会社山田製作所 内径研削盤の導入による風力発電用油圧駆動部品の嵌合精度の高度化

ＩＮＯＵＥＦＡＣＴＯＲＹ株式会社 ダンボールの「立体造形」技術を活用した、身体障がい者向け座位補助具の試作開発

株式会社中部製版 段ボール印刷用フレキソ樹脂凸版向け特殊スクリーニング加工技術開発のための設備投資

産恵工業株式会社 ＮＣ旋盤複合機の導入による耐熱材「ニレジスト球状黒鉛鋳鉄」の切削加工技術の高度化

山忠本家酒造株式会社 清酒醪圧搾設備変更と圧搾環境の改善による品質向上と安定

株式会社実践環境研究所 簡易で低コストな排気ガス／排水浄化装置用ハイブリッドフイルターの開発。

竹内工業株式会社 ジャッキ事業シェア拡大のための、温間深絞り一体成形によるパイプ・溶接レス製品の開発

株式会社加藤カム技研 リバースエンジニアリングに対応した５軸切削加工技術の獲得

近藤工業株式会社 横型マシニングセンター導入により、高難度加工・試作加工の新規市場獲得事業

三信鉱工株式会社 切削加工用固体潤滑剤である微細化絹雲母の環境・エネルギーに配慮した製造プロセスでの開発

エムエス工業株式会社 高性能かつ大型部品対応により工作機械分野へ展開し、専門分野からの脱却と経営の安定化

鈴木鉄工株式会社 新型自動旋盤導入によるブランク切削高速化の実現

昭和医科工業株式会社 脊椎固定材料の品質及び信頼性の向上を図るための測定計測技術の向上

株式会社カワグチ 医療機器業界向け安全・高効率生産を実現する精密極小曲げロボットシステムの開発

日東高圧株式会社 ＬＰガス用プラスチック・コンポジット容器（２０㎏容量）の開発

有限会社ジャストプロダクツ 極小ロット（１個～５個）部品の製造効率を飛躍的に高める新開発された工作機械の導入

ＮＵシステム株式会社 半導体製造プロセス装置を高精度に制御するための非接触光学式基板温度計の開発

株式会社吉良紙工 ガラスに防汚性・防傷性・抗菌性を付与する超親水性無機塗料の開発と焼付塗装技術の確立

株式会社キョクトー 複合旋盤導入による製品製造の短納期化及び高度化の実現

株式会社澤田工業所 超多品種小ロット生産を強化するためのパイプ曲げ高精度化への技術改良

東浦三共株式会社 ファインブランキングプレス原理を活かした精密断面加工の技術革新事業

有限会社大塚製作所 高齢者や障害者・妊婦・腰痛疾患の方なども座ることが可能な椅子の量産化。

株式会社半谷製作所 「ホットプレス成形工法の試作開発」

杉浦味淋株式会社 製麹装置導入による純米本みりんの量産体制構築と多用途味淋麹調味料の開発・製造・販売事業

夢木香株式会社 木曽檜等の香り成分抽出水に精油を分散・混合させる芳香蒸留水の開発

ワイジェーエス販売株式会社 微細加工用、放電加工機回転付属装置の開発試作・製作事業

明和工業株式会社 従来品より耐久性を向上した自動車部品用脱脂洗浄剤と洗浄工程の開発

株式会社トタニ製作所 同時５軸加工機導入による航空機業界参入に向けた社内体制の構築

株式会社プラム精工 プラスチック金型新作受注増加を目指すため顧客のニーズに対応可能な設備投資

株式会社フコク東海 次世代自動車向け車載用精密電子基板の試作開発事業

株式会社丹羽鉄工所 省エネ焼入れ設備導入による試作・小口の短納期／低価格対応可能な一貫生産体制の構築

株式会社浅井歯科技研 歯科技工製品のデジタル生産に対応するためのＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入。

株式会社アイシンゴム 水道・ガスメーター、自動車部品用ゴム素材の加工手法の試作開発事業

株式会社日鉄 環境負荷と製造コスト低減化事業

名北ゴム株式会社 医療関連における　高速　高精度　特殊加工機による製造開発（クリーンルーム仕様）

株式会社国盛化学 プラスチック段ボールの幅延長のための量産性のある接合方法の開発

国光スプリング工業株式会社 高品質・低価格・短納期を実現する最新のばね加工機械「スプリングフォーマ」の導入と「画像センサ」による不良品ゼロの実現

株式会社吉原化工 プラスチックの押出し成形技術を活かした畳床・木製すのこ等の代替品となる新製品開発

後藤工業株式会社 航空・宇宙分野への更なるニーズ対応と品質力の向上

有限会社石黒製作所 航空宇宙部品製造における微細切削加工技術の確立とＱＣＤの向上

株式会社金丸製作所 自社海苔加工機械の生産日数の大幅短縮によるコストダウンと高精度機械の開発

有限会社アーティストリー 日本の技にイタリアデザインを導入し、エコロジーで安全な素材による独自ブランド家具の開発

株式会社カテックスエンジニアリング 樹脂製品の外観品質を向上させ、環境に配慮した塗装レス成形技術の開発。

有限会社高木製作所 新たな精密部品を受注する為の工程短縮、短納期及び量産化

申請者名称 事業計画名
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千路工業株式会社 新分野の受注拡大のための大径加工の量産化に向けた生産プロセスの強化

タツミ化成株式会社 ＵＶＦＧ（ウレタンフォームガスケット）塗布ラインの見直しによる、生産効率アップとコスト大幅削減

愛知シシュウ 刺繍とプリントを融合し、袋物、帽子など様々な完成品への立体造形の試作開発

株式会社誠工 セキュリティ性能が高く、多様な設置条件に対応可能な保管庫の製造および販売

株式会社東南 高性能な板金設備導入による製品の低コスト・短納期化の確立

株式会社システック 自動車部品評価期間を劇的に短縮するための内圧疲労試験機の開発

福助工業株式会社 金型レス高精度曲げ加工の技術高度化による大規模蓄電装置部品等の試作開発

西枇工業株式会社 検査測定機器事業進出のための操作力計測機能を付加した自動化装置の試作開発

朝日理化株式会社 次世代自動車部品市場参入のための、インサート成形技術確立による工程省略化・低コスト化

有限会社ヨシダ精密工業 小ロット品の受注増を目的とした、高精度・短納期生産工程への改善事業

株式会社モリタ 高精度シャー制御システム導入により、ベビーフード向け包材の品質、安全性の更なる向上を図る

株式会社榎村鐵工所 食品加工機械用フードスライサーの大型安全対応機の開発

玉川工業株式会社 高能率・高品質及びコストダウンを実現させるＣＦＲＰ加工の開発

株式会社動研 ＰＣ樹脂板と薄板ガラスの複合技術による省エネ材料の試作開発

富川化学工業株式会社 中間トリミングプレス導入による穴加工の低コスト・高精度化の確立

三協電機株式会社 高圧受変電設備配電盤の商品開発・製造プロセスへの設備投資によるコストダウン・効率化

アクセル・テクノリサーチ 産業用機械・ロボットの高精度化及び高速化を可能にする新機構による直線駆動製品の試作開発

株式会社オー・ケー・シー 自動車産業における試作部品加工用ねじれ刃切削工具の開発

丸万株式会社 施設・在宅介護現場の「におい」の問題解決する消臭機能付きチャック袋の開発

鵜飼鋼材販売株式会社 最新のバンドソー設備の導入により、太陽光パネル架台用鋼材の切削工程の生産性向上

株式会社富士金属工業所 加工形状の多様化・高精度化を目的とした生産体制再構築事業

あさひ精圧株式会社 特殊大口径ネジ切り加工の社内取入れによる品質の安定化及びコストダウン

株式会社アステック
コーポレーション中部 魚箱用発泡スチロールの印刷効率化による、水産業発展のための開発

株式会社三晃 板金プレス加工における高張力鋼材の高精度製品自動量産工程の確立

株式会社協和金型製作所 放電加工における付着物除去等による、高精度金型部品加工技術の確立

株式会社吉見製作所 形状記憶合金による医療用機器部品製造の自立化に向けた試作開発

有限会社橋本鉄工所 金属パイプを汎用プレス機で節状隆起成形加工する技術開発

有限会社岡田合成 省力化インサート成形ラインの設置と金型替え作業の効率化による生産性向上事業

スターテクノ株式会社 ３Ｄビジョンシステムを用いた高精度３Ｄ補正ロボットシステムの開発

株式会社山室工作所 制振合金加工の生産プロセス強化

株式会社川根製作所 新型ＣＮＣ搭載の最新型マシニングセンタと熟練工ノウハウの融合による難削材加工技術の確立と技能継承

丸井鉄工株式会社 自動車製造用機械部品の生産プロセス強化事業

丸豊化成株式会社 医療用プラスティック部品製造で生じる金型修正の検査設備導入と自社高精度検査工程導入

石敏鐵工株式会社 知能化設備導入による小型電動モビリティ用試作部品の高精度・小型化

名古屋発條工業株式会社 ワイヤ放電加工機と高精度検査装置導入による金型内製化・検査精度向上の実現及び新規受注拡大

中部ブリスター成形有限会社 新型プラスチックシート真空成形機導入による競争力強化計画

安井工業有限会社 塗装・溶接による製品の品質安定化・生産性向上・低コスト化に対応する生産プロセスの強化

神谷パイプ株式会社 メインパイプ市場拡大のため量産化を目指した生産ラインの確立

エムケイケイ株式会社 航空宇宙産業におけるハイドロフォーミング金型の革新的加工及び測定技術の実用化

有限会社磯貝彫刻 新たな石製品加工用機械の導入による新製品開発、新規事業開拓、及び生産性向上計画

株式会社三葵コーポレーション 化粧品容器製造に於ける工程短縮化による生産性向上及び短納期化の実現

株式会社イズミ 既存の売上拡大と新たな市場獲得を目指すため生産性向上・低コスト化を実現

株式会社岡伸工業所 超精密切削加工のための自動熱変位制御装置付きＣＮＣ自動旋盤の導入

富士工業株式会社 長尺樹脂押し出しモールの部分的湾曲成形加工技術の確立

株式会社ホカムラ 部品検査、設備工程能力確認作業での品質・コスト効率化推進

大久保金型工業株式会社 形状測定の難度が高い三次元形状を持つ金型製造技術の高度化

一陽染工株式会社 産学連携によるセシウム吸着用特殊竹炭コーティング織布の開発事業

株式会社旭工業所 切削加工のコンピュータ解析および設備稼働モニタリングによる革新ラインの構築

有限会社鈴木溶接 新型レーザー加工機導入によるリードタイム短縮・品質向上・ワンストップ化

奥田工業株式会社 Ｘ線透視装置導入によるダイカスト品受注量の拡大

清水撚糸工場 機械装置の導入による特殊繊維の撚糸加工の効率化及び職場環境の改善
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有限会社伊藤金型 最新ＣＡＭを導入し加工経路の改善による金型精度の向上と短納期化の実現

株式会社三浦工業所 誘導加熱装置導入による生産コスト低減と国際競争力の強化

丸栄工業株式会社 自動車用小物部品における革新的な高精度画像処理検査装置の開発

三扇化学株式会社 革新的な射出成形技術を用いた高付加価値製品の量産化事業

シンカ工業株式会社 医療用包装機械におけるヒートローラー部品の薄肉化と真円度向上のための試作開発

ＡＲＣＩＡ ボディスキャン装置によるオーダーメード人工乳房の製作開発販売事業

名東紙工株式会社 洋紙の薄紙に対してのハーフカット技術の確立及び、板紙業界への進出

瀬戸電子株式会社 光ファイバー接続部品の全自動高精度測定ラインの構築

浅井鉄工株式会社 加圧方式の改良による高張力鋼板の量産プレス加工の高度化

株式会社服部エンジニアリング 薄物形状の加工品を、ひずみ量を少なく加工する技術開発及び加工体制の構築

株式会社マルサン木型製作所 経験や勘に頼る重力鋳造法から機械・データ化された低圧鋳造法への切り替えによる品質向上事業

株式会社ライフク 公共事業への新技術導入による国際競争力の強化

株式会社永楽堂 高鮮度凍結装置導入による高品質焼成後冷凍パンの製造体制構築事業

株式会社フクヤマ 高級車の外装品、長尺ステンレスモールの新しい製造技術の取り組み

丸石醸造株式会社 サーマルタンク導入による生産プロセス強化で品質向上と安定化を実現し、特定名称酒造への新展開を図る

株式会社大一商会 パチンコ機台用立体造形物を高精度で製造する技術強化事業。

株式会社倉知製作所 画像処理技術を活用した鋳巣キズ検査工程の高度化による生産プロセスの強化事業

有限会社アイ・ビー・イー 自社の特許技術を用いた、肌と健康と環境に優しい食器・洗濯用洗剤の開発

村上デンタルラボラトリー 歯科用３次元ＣＡＤ導入によるハイブリッド冠高精度加工技術の高度化と製造工程の効率化

株式会社渡辺製作所 レーザー溶接技術導入による価格競争力及び品質レベル向上と新規事業分野への展開

株式会社カトー鋸 精密機器梱包用段ボール切断のための特殊刃形帯鋸の試作開発

株式会社ケーテック 多品種少量生産における製造工程改善による短納期化事業

中埜酒造株式会社 新たな食感と白濁部の沈殿しづらいあまざけの試作開発

日本レトルトフーズ株式会社 小麦アレルギー対策のための小麦粉に代わる大豆粉の開発事業

株式会社中京 レーザー加工を用いた高精度新工法による航空機産業向け切削工具の製作

株式会社岡崎土質試験所 土質試験における作業工程改善による短納期化及び高精度化事業

株式会社創北 端材の積層による扉用芯材製造技術の確立

株式会社エアウィーヴ エアウィーヴが継続的に市場拡大をするため新製品開発へ応用できるマットレス素材の成形品質安定化と耐久性向上の評価技術の確立

株式会社新太陽 高精度大型マシニング導入による短納期化及び加工品の大型化、高精度化

石川鉄工株式会社 オイル冷却機能を有するＮＣフライス盤導入による高精度な加工の実現

株式会社スギヤス 溶接ロボットシステムの治具ベースを脱着可能とすることで汎用性を高め生産プロセスを強化する。

原田車両設計株式会社 粒子状の薬剤を少ない損失で肺に投与できる経肺薬剤投与器具－高効率ネブライザーの試作開発

榊原精密株式会社 メッシュレスフィルター部品成型用金型の開発

株式会社水越プラスチックス 生産プロセス強化に向けた最新型射出成形機における金型内ゲートカット機構の開発

株式会社寺西電機製作所 我が国で最少、最軽量、大振動幅のハンディマサージ機の試作開発

有限会社川田精研 特殊内面研削盤導入に伴う工程改善による短納期化及び高品質化事業

メイティックス株式会社 クランクケース１パス面加工技術の確立

株式会社ＤＲＡＧＯＮ  ＡＧＥＮＣＹ 画像認識技術を活用した医療介護分野における見守りシステム

伸光技研産業株式会社 太陽光パネル固定用ナットの適量生産監視と出荷作業効率化

有限会社中六 海外輸出に対応するための醤油生産体制および出荷体制の構築

アクト株式会社 従来の１３０％の生産性を実現する樹脂フィルム抜き加工手法の確立

株式会社ダイシン インサート成形における製造工程の自動化による生産性向上

日東合成株式会社 ガス関連機器向け部品の品質及びコスト競争力強化の為の検査測定機器の導入

サン食品株式会社 海外向けコンニャク麺の製造における、自動化システム導入による製造工程の効率化

株式会社竹野入工業 高速回転ノズルを用いた精密部品の真空剥離洗浄・高速乾燥装置の開発

有限会社宮田工業所 次世代自動車向け高張力鋼板プレス加工用金型の生産能力強化事業

株式会社ＴＥＫＮＩＡ 航空機部品（チタン）の超高精度（ミクロンオーダー）旋削加工の量産安定化

株式会社アミソー 立体造形技術の確立とサービスの提供（３Ｄｃａｄと３ＤＮＣ線材曲機を使った製品開発とサービスの提供）

有限会社坪井化成 緩衝材の大型化に伴う受注に有利な試作及び開発

有限会社と金型器製作所 ロータリーシリンダ付きマシニングセンター導入による金型部品加工の生産性向上

申請者名称 事業計画名
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株式会社村上製作所 次世代ターボチャージャー用高精度ジャーナルベアリングの設備導入による加工技術の試作開発。

ワコー 印刷された平面の板をＣＮＣルーターで加工し視認効果の高い立体造形看板の試作・開発

株式会社アイピー・ファインテック 次世代自動車向けの新材料（軟磁性材料）の高精度切削加工技術の開発

余合ホーム＆モビリティ株式会社 在宅での介護生活を支援する自力・屋内型の移動補助器具の開発

東名技研株式会社 精密歯車の全数検査による品質保証と多能工化によりリードタイム短縮を図る

有限会社三福製作所 新規材料の部品を革新的なものづくりで、自分の未来を勝ち取ろう！

株式会社近藤鉄工所 ミドルサイズの金属加工部品に特化した設備投資と生産プロセスの改善でニッチトップを目指す

株式会社オガワスプリング コイリング指数（Ｄ／ｄ）が小さいスプリングの小ロット生産の確立による事業拡大。

山鉄株式会社 三次元測定器導入による高品質切削加工品の製品精度保証体制の構築

藤塗装工業株式会社 光学式３Ｄ測定機を利用した塗装品質保証力の高度化とコスト競争力の向上

株式会社中川製作所 高性能５軸マシニングセンターと３次元ＣＡＤ／ＣＡＭによる取引先メカユニット化に対応する設備改善

グランド・ラボ株式会社 ＣＡＤ／ＣＡＭとハイブリッドレジンブロックを用いた高精度ＣＡＤ／ＣＡＭ冠の試作開発

ダイキ精工株式会社 大型ガスタービン用精密鋳造金型の市場獲得に向けての大型高速加工機導入

株式会社ヤマキ ポータブル３次元測定機利用による部品検査の効率化とＣＡＤとの連携

株式会社丸由製作所 固体酸化物形燃料電池（ＳＯＦＣ）分野での微細・高精度部品への取り組み

株式会社高橋精機工業所 自動車の軽量化に貢献する樹脂グレージング射出成形技術の高度化事業

株式会社杉井鉄工所 ロールコーターのダウンサイジングによって新たなＤＩＹ市場を開拓する

豊橋鑛金工業株式会社 錫めっき皮膜の耐熱、耐食性能向上のための試作開発

ベルテック株式会社 熱溶着技術を活用し、新たな研磨用樹脂製ベルトの製造において生産スピードの向上を目指す

株式会社愛知塗装工業所 リン酸塩処理カチオン電着ラインへ円筒型隔膜電極の試作技術の導入

名東産業株式会社 多品種少量の鋳造用中子製造における省力化、高効率化装置の試作開発

有限会社朝日リンクス 職人作業をロボットに代替させる為の「職人ロボットシステム」の商品化と市場展開の仕組みを確立する。

有限会社福益工業所 ヨーロッパ（ＥＵ）向けリチウムイオンバッテリーセル梱包材の試作開発

株式会社名西深孔 複合旋盤導入による最終仕上げ工程の内製化と精密部品受注の拡大

広陽商工株式会社 自動車デザイン試作の品質向上とコストダウンを実現する新しい工法の開発

株式会社ティモンズ 難加工素材・複雑形状加工、短納期化のための試作開発と生産システムの確立

中部高熱工業株式会社 超省エネ・短納期を可能にする陰極再生・組付作業システムを構築する設備投資

伸栄プラスチックス株式会社 射出成形製品品質の向上及び工数削減を目的とした自動レーザー測定方式の導入

株式会社コザワインテックス 特殊意匠糸の極太糸から極細糸を使用したファッション性のある高級ジャカード織物の確立

宮後工業株式会社 ３次元測定器への機能追加による金型の品質向上とコストダウンの実現

磯田園製茶株式会社 秋摘み茶の「深蒸し茶」から「加工用抹茶」への新規製造展開

有限会社ヤマプラ 成形難度の高いアクリル成形加工の品質向上に向けた新たな専用生産工程の開発

矢留工業株式会社 塗装プラントの市場展開を目指すための高精度枠体の試作開発

株式会社新美鉄工所 新設備導入による自動車エコ部品イタカムの加工受注の獲得及び最適生産方式の構築

株式会社ユニ技研 ＮＣ複合旋盤の導入による精密加工技術の高度化と内製比率の向上

株式会社産技 ＹＡＧレーザー溶接によるクリーン対応、軽量、低コスト溶接技術の開発

服部工業株式会社 生産管理システムを導入し、急な設計変更にも対応できるガス釜製品の品質の確保と技術の伝承を図る生産プロセスの強化事業

株式会社蒲郡製作所 ワイヤー放電加工機によるＸ線天文衛星用微細・精密部品等の加工技術の確立

有限会社福田鉄工所 ワイヤ放電加工機導入による金属加工課題材及び精密機械部品等の高精度化と精度の均一化・生産性向上の実現

澤田酒造株式会社 新型清酒圧搾機導入による清酒「白老」の高品質化と女性雇用の実現

ＹＡＴＯＭＩエンジ株式会社 航空機部品製造現場向けポータブル接触式３次元測定器による部品検査サービス事業

株式会社鈴木紙工所 最新ロータリーダイカットマシン導入による紙の抜き加工分野の最先端企業への進化

株式会社ヨコイ精工 ハイブリッド自動車向け排気熱回収器部品の精密プレス金型のための設備導入

株式会社ワイヤークラブ 女性経営者と女性の製造部長がリードして、試作精密加工部品を全国に供給する。

株式会社フカデン 航空宇宙分野で要求される製品品質を確実に満たすための高精度な検査工程の構築

スクリーン印刷ヒロセ インクジェットプリント工法の導入による多彩なメディアへの高付加価値印刷の実現

日本街路灯製造株式会社 無電柱化に向けた狭隘道路用の変圧器搭載街路灯の試作開発

株式会社サンワ金型 超高速プレス加工用金型の開発により、新たな事業分野への進出を図る。

宮地工業株式会社 最新設備の導入による難加工材の加工技術の向上と生産プロセスの最適化事業

有限会社吉良プラスチック 高齢者・障害者の雇用機会の創出と安全性と生産性を高める生産ラインの設置事業

ＤＥＮＴＡＬＷＯＲＫ久 ＣＡＤ／ＣＡＭ機器導入による歯科補綴物製作の短納期化
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株式会社ＥｄｇｅＣｒｅａｔｏｒｓ ダイカストマシンで連続的に使用される『長寿命・耐熱軽量ラドル』の試作開発事業

成田工業株式会社 加工部品の大型化に伴う加工技術と短納期対応及び内製化の為の設備導入

有限会社ピーツーテック 最新設備の導入に伴う環境分野への参入事業

平本工業株式会社 大型風力発電装置用精密部品のプレス加工、及び溶接加工の技術開発

株式会社五合 完全無機塗料原料の密着度及び透明性の向上による塗装対象製品の拡大。

エヌティー精密株式会社 次世代型ディーゼル噴射ポンプ部品等高精度部品の精密加工および高水準品質保証の確立

株式会社西澤 電磁ノイズ対策材ＭＧＣＭＣの製造装置の導入及び試作開発

ナカノ精工株式会社 複雑形状メタリック樹脂射出成形部品用のウエルドレス金型製作技術の開発

創心精機株式会社 最新ワイヤカット放電加工機の導入により難素材、高精度・短納期の対応

株式会社三ツ知春日井 直彫りマシニングセンター導入による冷間圧造用金型の高精度高能率加工技術の開発

株式会社大伸製作所 ゴム成形金型におけるパーティングライン面の最適加工法の開発

朝日工業株式会社 自動車部品「ケージ」の更なる精密化・高精度化を目指す試作・開発

中川鋼管株式会社 鉄骨用穴あけ機及びバンドソー切断機の導入による鉄骨部品加工事業の開始

三洋電子株式会社 難削材円筒形状部品の熱処理・研削一貫工程の開発

株式会社カマタ製作所 航空ギヤ部品の開発・生産における新たな切削工法の導入による納期の短縮

株式会社サンワクリエイト 次世代自動車エアコンのコンプレッサー部品の品質向上と量産体制確立

有限会社満天 メタルソープレス機の導入による切削加工技術の高率ＵＰと生産リードタイムの短縮

株式会社にじまち 太陽光利用型植物工場での高品質トマト生産のための製造環境技術導入

愛知スチール株式会社 日本初となる建築用鉄筋のユニット化

新富士バーナー株式会社 登山用の燃焼器具の軽量化による、次世代の燃焼器具の開発

藤和ライト工業株式会社 ＩＴ利用による射出成形プロセスにおける、高品質、コスト低減技術開発により拡販を図る。

株式会社大林テクノ 自動車用精密部品の多種加工部品の加工自動化・一貫生産による高精度・コスト競争力強化事業

神戸産業株式会社 超短納期を実現する大型鋼製構造物複合一貫生産新管理システムの開発

ヤマキ電器株式会社 碍子用養生乾燥室開発による、作業環境の改善と生産性向上

トーケン樹脂化学株式会社 作業環境に配慮したウレタンチップフォーム製造用接着剤の開発

株式会社久門精機 シリコーン素材特有の金型平面接着部分の精度を出す切削加工技術の強化による生産性の向上

株式会社エージック ＳＯＦＣ（固体酸化物燃料電池）板状セル多層プレス成形技術の開発

宮後エヌシー技研株式会社 ワイヤーカット放電加工機導入による大型の金型部品加工の受注拡大

株式会社イングカワモト 印刷工程の見直しと新機能追加による生産プロセスの強化によるネイルシートの開発事業

友澤木工株式会社 木製ベッド製造における自動タッカー打機の開発と導入を行い生産プロセスを強化する。

興和錻力印刷株式会社 金属印刷に於ける乾燥炉導入事業（環境負荷軽減、及び省エネ改善型）

株式会社ミツミパターン 木型、発泡スチロール模型製作における非接触光学式３次元スキャナーの活用による品質保証体制の再構築

株式会社セラミックジャパン ＣＮＴセラミックスを利用した、機能性食器の試作

株式会社ワイクリード 自動車用部品電動フューエルポンプボデー外観検査作業の自動化

有限会社新栄企画 新設備導入による射出成形用金型の高精度化、低コスト化、短納期化の実現

村松鉄工株式会社 新型ＮＣ旋盤加工機の導入による異形ものの旋盤加工精度の向上による生産性の向上

株式会社トーメーコーポレーション 眼科診断用３次元光トモグラフィーの計測速度・画像コントラスト向上技術の開発

澤田工機 専用工作機向け部品市場での売上拡大のための加工工程削減の取り組み

アルファ化研株式会社 外装タイルユニット用紫外線硬化性樹脂接着剤の開発及びその製造技術開発

株式会社三重設計 空間浮遊物回収装置の設計および製造

株式会社デンケン 無菌アイソレーター機器部品の受注獲得を目指し最先端レーザー溶接機の導入による製造リードタイム１／２に短縮と製造コスト３０％削減

株式会社時麺 ご当地生パスタの製造ときめ細かな配送による「地産地消生パスタ」の実現

有限会社エスジーケー ワンストップ型の溶接組立ラインの導入により、試作部品の品質と生産性の向上を目指す

株式会社アルマックス Ｉ０抗菌アルマイト処理（Ｉ０コート）の工業生産技術の確立

株式会社稲熊製作所 新型コイル材料供給装置導入による高精度、低コスト実現の為の高効率生産システムの確立

浪速金液株式会社 審美性・耐久性に優れ、電子レンジに使える高級陶磁器用金液・ペーストの開発

妹尾塗装工業株式会社 自動車部品等の市場獲得を目指し環境に配慮した省エネ及び不良低減を可能にする塗装設備の開発。

株式会社みづほ合成工業所 シリコン成形型を用いた新たなマイクロ波溶融成形技術の確立

有限会社奥谷開発 多機能型生産ラインの設置による生産性の向上と高付加価値化事業

高橋工業 専用機械及び自動車の大型部品向けに必要な、ステンレス、アルミ等の難削材の複雑形状の切削加工技術の向上

申請者名称 事業計画名
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株式会社デニック 三州瓦製造技術を用いた耐久力溢れる住宅外壁材の試作開発

大恵工業株式会社 高性能コンパクトマシニングセンタ導入による生産性向上とそれによる新規受注獲得

株式会社フルテック 作業効率６０％向上を目的とした粉砕機の導入

堀江織物株式会社 布の自動カッティングマシンの導入による商品開発とデジタル染色専用生地の開発

株式会社ワイズ技研 円筒・内面ＮＣ複合研削盤による同芯及び同軸度の加工技術確立と短納期化

株式会社川原鉄工所 ロボットによるバリ取り及びバフがけ方策の開発

伊藤レーシングサービス株式会社 非接触型三次元測定器導入による短納期化及び高品質化事業

株式会社大東通商 長寿命・高品質を目的とした新素材によるワイパーの製作事業

株式会社古屋工業所 アルミ製フロントハウジング加工における切削加工の精度向上と低コスト化

フナハシ技研株式会社 極寒冷地向けのガラス高配合の合成樹脂製ラジエータータンク部品の試作品開発

株式会社山守製作所 合成樹脂の切削における精度保証の高度化と薄肉形状切削への技術改良

株式会社メックインターナショナル 機能性ナノ材料配合による高機能ナノファイバーの試作開発

株式会社ナユタ 顧客先の要望品質を確立する金型製造加工手法の実現

オーエフ電装株式会社 ルータ式基板分割機導入により、基板分割の自動化を実施し、生産効率の向上を図る。

株式会社遊技機エコタウン回収センター 素材圧縮梱包機の導入による遊技機リサイクル事業の迅速・効率化

有限会社岡杉巧作所 耐摩耗性を大幅にアップさせた工業用ロボットハンド向け溶射部品の試作製造販売

株式会社中山工業所 新型プレス機導入に伴う品質向上、生産プロセス強化、コスト削減による競争力強化事業

有限会社ケイズカンパニー マシニングセンタ及び３ＤＣＡＤ並びに３Ｄ測定器導入による部品製造・試作品製造への新規事業参入

株式会社永野金型 自動車用プラスチック成形金型において高精度金型の製作による競争力強化

株式会社アバンテック 歯科矯正診断用規格模型のデジタル化とその応用

サハシ鋼機株式会社 長尺鋼管等の加工に向けた３次元レーザ技術確立のための設備投資

株式会社三技 次世代航空機開発に向けた先端部品の曲線部品高度計測技術の新規事業

瀧川オブラート株式会社 可食性フィルム（オブラート）の品質検査及び切断装置の自動化技術の開発

株式会社花市電子顕微鏡技術研究所 現有の透過型電子顕微鏡を駆使した臨床検査の受託業務体制の確立

ＡＭＹドアテック株式会社 家庭内上吊引戸を簡単な設置方法で自動開閉できる開閉装置の試作開発

株式会社イケックス工業 急速加熱冷却温度制御による生分解性樹脂の高生産性成形法の確立

サンコー鞄株式会社 新積層素材使用スーツケースの開発

株式会社鬼頭精機製作所 工作機械用回転工具における修理・オーバーホールサービスの開発

ＨＲＳファシリティーズ株式会社 価格・納期対応力向上により市場獲得を目指す水質検査機器導入による事業内製化

メトロ科学模型株式会社 模型業界を一新する模型総合ポータルサイトの開発及びテスト運営

有限会社三河螺子 コスト競争に勝ち抜く新生産システムの構築

オノダ工業有限会社 ＮＣ旋盤導入によるメインマフラー生産用機械装置ライン一括受注獲得のためのプロセス強化

フジクリーン工業株式会社 「コンパクト」と「シンプル」を両立した合併浄化槽の開発

中部工業株式会社 自動車金属部品における最新の機械設備による切削技術力向上と不良の削減

株式会社丸八テント商会 『「日本の伝統織を生かしたカーボン織物」試作プロジェクト』

株式会社アートプロ マシニングセンター導入による複雑形状品の短納期加工プロセスの構築

日本ハードウェアー株式会社 金型を放電加工機により放電加工と鏡面仕上まで一貫加工するシステムの開発

株式会社エフテックコーポレーション 中小企業の「メンタルヘルス対策」を支援するＩＴを活用したサービスの開発

株式会社エムズプランニング 「国際通販による中古機械用保全部品の市場開拓と迅速化」

株式会社名大ＳＫＹ クライアントニーズ優先且つ教室稼働率向上を可能とするワンコイン学習塾

ビデオネット株式会社 高性能編集システム導入によるポストプロダクション事業開始と映像ライブラリー活用事業創成

株式会社プログレ 「純系名古屋コーチン」のみを使用した独自の調理技術と新サービスの提供事業

三信建材工業株式会社 自律飛行型マルチコプターによる、構造物劣化調査診断サービスの開発

株式会社ムービング ネット回線を利用した展示会場と工場を繋ぐライブ中継技術の開発とサービス事業

株式会社テラニシ合金 設備導入による鋳物製品の高品質化及び防衛省関連の市場拡大

タケダ歯車工業株式会社 減速機歯車の特殊歯車軸加工におけるホブ盤の高硬度・高精度加工装置の導入

株式会社ジョイ・ジョブス ３Ｄ画像によるハイグレードなオーダーメード・ウェットスーツの製造・販売

株式会社冨田組 小型伐採システムの構築による小規模放置竹林の再生と耕作放棄地の解消

カタリスト株式会社 介護福祉業界・サービス業界の企業に向けた、メンタルヘルス対策と障がい者雇用を総合的に支援するサービスの開発と事業化

阿久比運輸株式会社 情報端末を活用した新システム構築による革新的サービスの提供と競争力強化

株式会社丸一精肉 食の安心安全を強化するためのＸ線異物検出装置導入による検査プロセスの確立
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大津屋物産株式会社 大豆挽割ライン導入による高品質・小ロット製品開発と新規用途開発

株式会社フジ紙業 最短半日の納期で印刷サービスを実現するための生産工程の強化

株式会社Ｃ－ＵＮＩＴ  ＳＱＵＡＲＥ ビルメンテナンス（清掃等）現場の場所、時間、作業レベル等が瞬時にビジュアル確認できる革新的なビル管理システムの開発

株式会社サンテクノ 電解銀イオン水の小型製造装置の試作開発

株式会社大東紙工業 小ロットの製本顧客ニーズを満たすための新設備導入による生産性向上

マサキ住建株式会社 ３ＤＣＡＤと３Ｄプリンタの導入により、営業能力を向上させ元請工事受注の増加を図る。

旭特殊プリント株式会社 印刷欠点検出器導入に伴う、完全良品出荷体制の確立。

株式会社タキオン 自動車部品の試作開発におけるプレスから溶接組み付け後の強度保証までの一貫生産体制の確立

株式会社Ｆｏｒｅｓｔ　Ｈｉｌｌ 高齢者の外出が楽しくなるサービス・場を提供する『笑みんぐｉｎフォレストヒル』事業の実施

有限会社大橋化工 ３Ｄプリンターによるカスタムペイント事業の試作開発

株式会社アイ・エム・
コーポレーション 製菓・製パン原材料卸売業から、最新鋭の機械の導入で発酵ロングライフ菓子メーカーへ進出

株式会社シービーテック 廃棄物を低減し生産効率を向上させる生産方式の導入

株式会社環境科学研究所 化学分析技術を活用した「６次産業支援パッケージ」の開発と新規市場の獲得

株式会社ナチュール・メイ 「手作りフレンチのファストフード化」に関わる設備導入事業

株式会社川平屋 家族イベント演出による親子三世代の生涯顧客の創造事業

株式会社ＫＹＯＴＳＵ 共同配送の進化による物流改革の展開

株式会社ナゴヤ保缶化学工業社 独自開発の遠隔監視システムを用いた設備予知保全サービスの実現

株式会社アルテック・ラボ 世界の評価を得る為に日本企業では成し得ていない革製品の一貫生産を開始する。

東海ジオテック株式会社 採放熱効率化を目的とした断熱工法開発における地中熱ヒートポンプシステムの試作開発事業

株式会社サイエンスインパクト 地域や観光地のイラストマップと、スマートフォンＧＰＳとを組み合わせた観光情報提供サービスの開発

株式会社オーバーカム 安全・安心・迅速で利便性の高いｉＰｈｏｎｅ修理サービスと、安定品質のｉＰｈｏｎｅ部品の仕入れサービスの提供

株式会社いわいハウジング 断熱診断解析を伴う省エネ住宅の提案システム構築

株式会社Ｊパック 高速カッティングマシン導入による世界最薄の段ボール「Ｇ段」の市場浸透戦略

株式会社アルメディア 携帯電話へ標準搭載する、地域のお得な情報が手に入るアプリケーションの開発

株式会社安城自動車学校 「おもてなし経営」を強化するための革新的サービスシステムの開発

株式会社東利 ユーザーの費用負担を軽減した上下水槽の維持管理を実現するコンクリート壁面の超高圧洗浄・はくり施工の新展開

株式会社アスト 食肉トレーサビリティ・システムの構築による新役務提供および商品付加価値の向上

有限会社フジエアーサービス イスラム圏からの観光客・在日ムスリムの飲食市場の獲得を目指しハラル料理の提供をする。

株式会社隆祥房 餃子皮の賞味期限延長の為の技術開発・改良、春巻皮の改良に伴う設備の増設

双光エシックス株式会社 高速スキャナ導入及び作業工程最適化により革新的な「高品質・低価格」の電子化サービスを実現

株式会社三恵社 不可能とされてきた幼児向け絵本の少部数発行、書店流通のための試作開発

株式会社都あられ田口本舗 あられ購買層の拡大のための健康志向・新食感を特徴とした新商品開発と販路拡大

株式会社クリエイト
エンターテインメント 災害時にＵＳＴＲＥＡＭを利用した情報発信を行うための「災害時情報発信パッケージ」の試作開発

英昌化学工業株式会社 圧縮ガス仕様エアゾール製品を安全かつ確実に製造可能とする高精度計量機の導入

申請者名称 事業計画名
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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
採択一覧（愛知県地域事務局）

【 2次公募 】
（採択発表時）

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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。

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

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

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

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。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

申請者名称 事業計画名
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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

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）」

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

申請者名称 事業計画名
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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。

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

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

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

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

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。

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

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

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

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）

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

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

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
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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

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

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

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

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

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

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

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

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。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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」

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

申請者名称 事業計画名
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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」

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

株式会社リオ ＩＴと動画を利用した現場教育の事業展開

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

申請者名称 事業計画名
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平成２６年度補正ものづくり・商業・サービス革新補助金
採択一覧（愛知県地域事務局）

【 1次公募 】
（採択発表時）

旭化学工業株式会社 ＣＮＣ三次元測定機導入による、高品質な樹脂成形品を短納期で提供する体制の構築

株式会社エムツー 新型の形彫放電加工機導入による、高精度・複雑形状の樹脂成形品用金型の生産体制の構築

株式会社ティーエヌ製作所 ポリ乳酸薄肉食品容器射出成形の画像検査・有色透明加飾システムの開発

株式会社マイティミズタニ 次世代自動車の軽量化に繋がる新材料成形用高精度カムユニット製造事業

有限会社三浦製鋲所 高精度画像寸法測定器導入による自動車用ボルトの品質向上・短納期化・生産性向上の実現

鈴木工業株式会社 微細加工技術を確立することによる医療機器向け高精度金型の試作開発事業

ムツミ産業株式会社 効率的な部分塗装のためのタクト式電着塗装ラインの設置。

株式会社ＤＩＭＳ医科学研究所 医薬品開発における発がん性評価を迅速化する画像処理サービスの実現

株式会社コーエー・テック 次世代自動車の為の極薄肉厚中空穴ボルトのねじ塑性加工の量産化

東洋精鋼株式会社 航空機部品加工の市場拡大を目指すための最適加工条件の見極めと最新型設備導入による生産性向上

貴城精工株式会社 高精度測定技術導入による歯車製造における加工方法の最適化と高精度化の実現

株式会社あおやま 割り出し加工による、医療用ネジ向けスレッドワーリングカッタ用ホルダの生産性向上と品質安定

株式会社シック 次世代自動車向け炭素繊維強化熱可塑性複合材料（ＣＦＲＴＰ）成形のための金型試作開発事業

株式会社山田製作所 汎用及び専用プレス機の導入でリチウム電池用部品の生産性の向上を実現する生産プロセスの革新を目指す

株式会社共栄発条 耐熱ばねの精度向上と析出硬化処理設備の導入による特殊な熱処理技術の確立

株式会社オプトン 溶接検出３Ｄセンサー付実用型アルミ高周波誘導加熱ろう付け溶接装置の試作開発

株式会社板倉製作所 シミュレーション技術を活用した、ハイテン材プレス加工に於ける工程数削減、手直しレスの実現に向けた取り組み

杉浦工業株式会社 ミーリング付きＮＣ旋盤を用いた熱間鍛造型の生産法改革

中島特殊鋼株式会社 超薄肉パイプ素材のキズ検査方法の開発

株式会社中村鉄工所 ＡＴ部品生産ラインの人手作業を産業用ロボット導入による自動化・低コスト化の実現

株式会社友愛玩具 国産ブロック玩具の、ローコスト・短納期・高精度を実現する一貫体制の確立

三光金型株式会社 分析機器用循環ポンプ、及び医療機器用の樹脂部品の製造環境改善事業

株式会社ワークアップアサクラ 新型ＮＣ旋盤導入による、高品質冷間鍛造用素材の生産体制の構築

株式会社稲徳煙火製造所 樹脂を使用しない環境に優しい獣害対策用花火の製造技術の開発

株式会社ラマン 新製品開発及び増産に向けた包装工程改善のための設備投資

有限会社間瀬鉄工所 高速加工性能をもつ一方で溶接性が悪い亜鉛合金材の精密肉盛り溶接技術の実用化

山忠本家酒造株式会社 清酒醪圧搾施設の冷蔵・除湿化による品質と生産性の向上

光洋スプリング工業株式会社 超極細線用スプリング製造装置の導入による半導体検査機器市場への進出と体制づくり

丸石醸造株式会社 空調管理できる冷蔵設備と醪圧搾機の導入による生産プロセスの革新で、年を通しての酒質向上と安定化の実現

コスモテック株式会社 放電加工工程を内製化することで大幅な納期短縮を実現する。

株式会社ハラタ 病院検査業務の自動化装置開発とその仕様を決めるプロセスの革新

株式会社スズオキデザイン ＶＲ（バーチャルリアリティ）技術を活用した内装のデザイン評価用データの作成サービスと、データ作成の容易化を実現するマニュアル開発事業

株式会社二興発条 高精度ばねの生産を実現にする研磨工程での高精度化と市場獲得

株式会社前田シェルサービス ブロアエア市場の拡大にともなう高性能ブロアフィルターの開発

株式会社磯村製作所 次世代型航空機の機体構造部品のワンチャッキング精密切削加工方法の開発

米津ブラシ株式会社 ブラシ自動加工機の導入にて安価且つ簡易着脱が容易な新規洗浄ブラシの試作開発による競争力の強化事業

株式会社甲斐製作所 高速マシニングセンタ導入による大型トラックサスペンション部品用金型製作能力開発

株式会社ジェイ・ピー・エム マイクロ切削加工技術の確立による次世代ＬＥＤヘッドランプ用金型の試作開発

株式会社伊藤塗装工業 「溶剤＋粉体塗装」という高い塗布技術を活かした新たな塗装方法の研究開発

株式会社ティエムエフ カッティングシステム導入によりサービス向上・ＩＴ力強化に基づく短納期・低コスト化の実現

伸光技研産業株式会社 ２軸タップ機での薄肉ナット加工実現による原価低減と生産性向上

株式会社谷ダイ・モールド ５軸加工機導入による高硬度材加工技術の確立と短納期化による自動車部品の受注拡大

ミヨシ精工株式会社 三次元測定機導入による金型製作リードタイム短縮および海外マーケットの開拓

日比野工業株式会社 自動車用ダイカスト部品の高精度・高効率仕上げ技術製品の試作開発

株式会社ユニオン
ソフトウェアマネイジメント 手話（手振り動作）を音声に翻訳するシステムをクラウド上に構築

申請者名称 事業計画名
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宇佐見合板株式会社 合板加工で発生する端材等を活用した、木質ペレットの製造・販売ビジネスの構築

株式会社名古屋オイルレス 高度化した耐久試験機の導入による、軽量化と耐久性向上を両立するボールジョイントの試作開発

株式会社愛豊精機製作所 ワイヤー放電加工機の導入による受注体制の確立および航空機分野への本格的な進出を図る事業

有限会社シンセイ印刷 感性価値の高い多品種・小ロットの薄紙パッケージの試作・開発

株式会社三光刃物製作所 高精密切削製品の試作開発及び生産プロセスの改善と製品品質向上・短納期化

エバー株式会社 自転車用ギア部品の輸出拡大のための生産プロセス強化

株式会社ホワイトインパクト 金属３Ｄプリンタで造る樹脂成形金型の信頼性を圧倒的に高める

株式会社明城 住む人に安心と満足を見せる「土壁付ける国産無垢材１００％使った冬暖かい家」の提供

白井鉄工所 複合ＮＣ旋盤導入による複雑形状加工・短納期化の実現

有限会社ハヤシ商店 カンバン差し開口部材専用の毎葉式自動口曲げ・口押さえ機構の開発

曙工業株式会社 航空宇宙分野における複雑形状部品に対する精密測定技術の確立・実証

株式会社マウンテック 大幅コストダウンを狙いとした、３ＤＣＡＤとの連携及び大型特殊加工に対応するプレスブレーキ設備導入

株式会社リライブル 安全かつ迅速で低価格なコンクリート内部検査・診断サービスの提供

有限会社清水精工 メイン主軸・サブ主軸同時加工が出来る高機能自動旋盤導入による作業効率化

協和工業株式会社 大型車の応答性に優れた操舵部品の開発に必要な超精密装置の導入による革新的生産プロセスの確立

名東紙工株式会社 印刷物の折ジワ解消と異種混入を防ぐ画期的で高品質な製品の開発

中京油脂株式会社 ウレタン樹脂部品成形用水系離型剤の試作開発

株式会社長谷川商店 最新式自動横編み機導入による天然繊維の特徴を活かした横編み地の試作開発と販路拡大

株式会社カトー精工 粘着テープのスリット加工における、高精密化と品質安定・生産性向上との両立

株式会社功晴精密 スカイビング加工技術及び高性能三次元測定器導入による高品質ラックギア製造工程の構築

有限会社布川製作所 精密研削（研磨）作業の生産性を抜本的に向上させ、リードタイム短縮と省人化による量産体制の確立事業

株式会社ジー・ソフト 次世代ＩＰ－ＰＢＸシステムの開発とグローバル展開

有限会社竹内技研工業 アルミ等難加工プレス材料に対応する高精度金型の製造技術確立

有限会社松原ファイン 金型加工精度アップと加工時間の大幅な短縮の実現

旭電気製鋼株式会社 複合元素組合わせによる高温機能オーステナイト鋳鋼の開発

有限会社平和カスケット 強化段ボールと間伐材を組み合わせた、環境負荷低減型の折り畳み式紙木棺（エコ棺）の開発・製品化

カワソーテクセル株式会社 「がいし」用鋳込み設備の革新的な自動破砕・省力化による市場拡大

株式会社高瀬金型 医療機器部品に必要な新材料の開発と混練技術の確立

棚長株式会社 高精度化する医療用検診機器部品における高精度な社内検査体制の確立

アミテック株式会社 生産性向上と未熟練工でも精度の高い作業を実現する５軸加工機導入事業

有限会社荒木製作所 ローダ付き２主軸ＣＮＣ旋盤による建設機械用油圧部品の精密切削加工の全自動化

名豊化成株式会社 次世代ターボチャージャー「大型高性能樹脂部品」の量産化を目的とした生産方式の確立

有限会社ＹＳＫサポート 養生資材の洗浄乾燥手法の革新と障がい者雇用の拡大

山田工機株式会社 最新型ＹＡＧレーザー溶接機を活用した溶接技術の高度化と自社技術の融合による超短納期と高品質化の両立

キューブツール株式会社 小型振動溶着機導入による、高品質振動溶着冶具の短納期生産体制の構築

株式会社名栄社 高精細印刷物の正確な三次元化の実現

株式会社石垣商店 精密加工技術の高度化と多品種変量の自動化生産体制構築による、新電力市場への参入事業

有限会社青山木型製作所 金属加工用ＣＮＣマシンニングセンタの導入による自動車用部品の検査用治具製造事業の確立

株式会社髙木化学研究所 新規材料を用いる次世代ヘッドランプ放熱部品の試作開発

ナガサキ工業株式会社 自動車用センサー部品溶接工程の自動化による高効率生産体制の実現事業

株式会社加藤製作所 亜鉛を増量した鉛フリー青銅鋳物を研究してコスト低減を図る。

ジャスト株式会社 海外生産拠点における生産計画・工程管理をＩＴ利活用で見える化を図る

株式会社プラネッツ 新たな製造方法による「高品質」「低コスト」な断熱材の試作開発

株式会社クオリティライフ・クリエイト「２０２５年問題に対応した病院の生き残りを支援する診療データ分析サービスの開発と販路開拓」 課題が見える！ 戦略が分かる！ 患者が集まる！ 経営が改善する！

東宏工業株式会社 ＣＡＥ解析／３Ｄ造形技術を活用した技術提案型金属プレス加工システムの構築

ピー・エム・イー株式会社 航空機・医療分野のデザイン・機能評価モデルのリニアスケール化に対応した大型モックアップ・金型等の一体加工技術の確立

テクノネット株式会社 安価かつ短納期な地下埋設型燃料タンク修繕工法

有限会社荒井金型製作所 ＬＥＤ照明の樹脂カバー用金型にてダイヤカット加工等のミガキレス化によるコスト競争力強化

株式会社かとう製菓 海外市場を中心とする販路拡大に向けた新商品開発と生産能力強化事業

有限会社カネヨシ製菓 海鮮せんべい製造における新型包装機による食の安全・安心の高度化

申請者名称 事業計画名
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コジマフーズ株式会社 小ロット短納期対応が可能な殺菌調理装置を導入し、レトルト製品の品質維持と安定した納期で出荷できる生産プロセスの革新事業

株式会社佐藤機器 次世代材料ＣＦＲＴＰの成形加工を実現する高精度熱成形金型加工技術開発事業

三恭金属株式会社 画像測定器導入による新製品の開発促進と新規客先獲得による事業拡大

有限会社堤スプリング 高度化三次元加工機の導入で複雑形状・難加工を要するトーションバネの一貫生産体制の確立

株式会社アドホック 社会教育施設で利用する映像連動型の音声ディバイスの試作開発

有限会社トオワ技研 納期半減を実施するため旋盤加工の社内加工化を図る競争力強化事業

株式会社久門精機 哺乳瓶のシリコン部分乳首の品質向上による海外案件受注

株式会社石川屋 知多豚のアイコン商品への育成と店舗のブランド力向上

大地株式会社 建築鋼材の表面加工の内製化による極厚鋼材高品質・短納期化

株式会社大矢鋳造所 大型風力発電用銅合金製軸受保持器の高品質・低コスト・短納期化への対応

富川化学工業株式会社 曲面印刷機の乾燥集積機入替及び供給改良による生産効率の向上

エヌワイ工業株式会社 オーダーメイド車いす用布製シート試作・製造の革新的な生産性・品質向上技術の確立

藤野工業株式会社 スプリングバック見込みＣＡＤ面自動作成機能による見込みデータ作成時間の短縮と精度修正回数の減少

株式会社真功社 次世代ロケットエンジン用精密部品の量産とコストダウンのための技術開発

株式会社名南製作所 合板製造における単板切断替刃の研削を高度化する装置の技術開発

山八歯材工業株式会社 有機無機ハイブリッドレジンロック成型体の試作開発

株式会社ＧＯＴＯ インクジェットプリンターによる窯業製品を含めた建材への印刷技術の確立・事業化

株式会社シーエムエス 新しい毛髪修復方法及びその方法に用いる毛髪修復装置の試作開発

株式会社エムジーモールド 自動化から自働化へ。ブロー成形における新しい工程開発への取り組み。

大誠精機株式会社 ハイパーＨＱ制御による形状補整機能を活用した簡易金型製造への進出計画

杉本食肉産業株式会社 消費期限２倍で安心安全、手軽に調理できる新しい精肉商品の開発

株式会社協越金型 樹脂成形金型の高寿命化・ハイサイクル化に対応する水管穴微細加工技術高度化

日本レトルトフーズ株式会社 作業の効率化と品質向上をめざす為の、異物混入対策のシステム化事業

株式会社荒川印刷 自動車メーカーに取扱説明書等の在庫情報をオンラインで誤差なく提供する独自サービスの確立

プリントス株式会社 デザイン性の高い点字により健常者と視覚障がい者双方が点字への認識を高める

株式会社三貴工業所 最終検査工程の機械化による革新的車いす用樹脂ホイールの開発体制の確立

株式会社和光 ＣＡＤ／ＣＡＭ操作による自動裁断機導入により大幅合理化させヘルスケア取引拡大

碧海パック株式会社 強化ダンボール接合技術開発による大型重量物に対する最適な梱包資材の提案サービス事業

伊藤金型工業株式会社 高張力鋼板のプレスに適応した高精度ホットスタンピング金型生産体制の確立

株式会社ＣＴＫ 最新型複合加工機の導入による、ケーブル支持柱等大型金属製品用難加工材の切削・孔明け加工技術・工程の新たな構築

株式会社アイオテック 自動車用防音材部品における金型による一体成形の試作開発

株式会社鳥越樹脂工業 金属部品の樹脂代替化に対応した高強度溶着加工技術の確立

株式会社ヤシロ技研 食品用包装機の基幹部品の加工精度向上と納期短縮をめざした設備導入計画

有限会社イトバン アルミ材による軽さと美しさを兼ね備えた看板製作に向けた溶接技術の開発

吉良建設株式会社 革新的な技術の乾式吹付工法を活用したコンクリート補修・補強事業の立ち上げ

株式会社リーフ 業界初の胡蝶蘭生産管理システムによる高付加価値サービスの提供

三鷹製版株式会社 航空機器部品の市場獲得を目指すための高精度加工と工程削減の実現

株式会社遠藤製作所 新たな「固有技術力」を導入した特注対応のための一貫受注体制の構築

有限会社高木金型製作 刑彫放電加工と超音波接着等を活用した射出成型による中空体製造および大型一体成型技術の高度化に資する金型技術の開発

幸村晒工業株式会社 反応染料及び芳香系マイクロカプセルのスプレー塗布による機能性ぼかし染色技術の開発。

三河工機株式会社 ショットブラスト装置の導入による小ロットアルミダイキャストの低コスト・短納期製造技術の開発

株式会社衣浦電機製作所 小型電磁弁コイルの生産性向上（ノンストップライン化）にむけた縦軸型コイル巻線機の導入

東洋アドバンス株式会社 ドローン（電子制御式リモコンヘリコプター）を使用した独自の広告手法による新市場開拓事業

有限会社マキノ鉄工所 ワイヤーカット放電加工と切削加工の最適な組み合わせによる高硬度部品の短納期試作技術の開発

株式会社サイキ 自動切削加工技術のＮＣ化による高精度部品量産化への試作開発

株式会社三協 鍛造解析技術の確立によるステンレス冷間鍛造技術開発と金型寿命向上

プランニングオフィス・ラグーン有限会社 中小企業の強みを磨く社会貢献型・ブランディング支援事業

株式会社ＩＴ工房Ｚ 農業用ハウス環境モニタリングの市場拡大のため高機能「あぐりログ」の試作開発

株式会社岡崎エンプラ 樹脂切削高精度複雑形状精密加工の高度化と短納期要求への対応

日進省力機工業株式会社 加工ヘッドと治具交換調整作業を革新するための精密穴あけ加工機精度確認機械の試作

株式会社アトラスジャパン 清潔で安全な貸おしぼりを安定供給するための検品体制構築事業
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有限会社コンティナ レーザー加工機導入により、自動車部品輸送時に生じる不良を防ぐための輸送用コンテナ（運搬用鉄製ケース）の開発事業

株式会社プラズマ総合研究所 電子ビーム励起プラズマ方式によるアトム窒化装置用電子ビーム源とその駆動電源の開発

株式会社ニシムラ 燃料電池自動車用部品の金型精密加工技術確立

有限会社池本シート商会 最新式工業用２本針ミシンの導入による、生産性の向上と高品質化、低コストの確立。

松永種苗株式会社 顧客ニーズに応える種苗価格の透明化と海外展開の取り組み

株式会社マエダモールド 常滑焼の石膏型加工技術を応用したフルオーダー人工乳房事業の強化

株式会社サトウパイプ 鋸刃研磨技術を活かした切断加工と新カシメ加工体制の構築

株式会社三宅精機 歯車の試作短納期化のためのＣＡＤ／ＣＡＭシステムと５軸マシニングセンターの導入

株式会社エイワンシステム 自動車の軽量化を図るため、マグネシウム合金のダイカスト用一体型鋳造炉（溶解炉と保持炉）の開発

モデルシモサト株式会社 自動車部品金型の鋳造用模型における加工品質の保証体制の確立

株式会社成田製作所 レーザー溶接設備導入による複雑な溶接構造体の歪レス化

株式会社栄光化学 デジタルマイクロスコープの導入による短納期化・高品質化・低コスト化

株式会社ソーホーエード 客先で用途に応じた設定が行える汎用性の高い単純ミス防止装置の試作開発事業

株式会社伊藤商店 残コンの完全再生利用の実現による環境負荷を低減した生コン製造体制の確立

川西塗装株式会社 ・複雑形状のワークに対応し、塗着効率が高く省エネ効果もある塗装機器の開発

株式会社名神精工 曲線を含む複雑３次元部品の加工による、航空宇宙産業への参入

株式会社サンビーオフィス 高密度電子部品基板製造における低温大気圧プラズマ装置を用いた新たな洗浄技術の確立

有限会社水野工業 検査工程高度化による自動車用精密部品の品質向上・短納期化・生産性向上の実現

株式会社宍戸化成 射出成形における成形品の品質向上並びに生産性の向上を目的とする新ノズルの開発

株式会社ツジオカ 工作機械部品のモジュール納入化に向けた加工技術の確立と効率化

近藤鉄筋株式会社 高層建築物向け新市場を獲得するための高強度鉄筋に対する革新的生産プロセスの確立

興和精密工業株式会社 高精度ＡＢＳ部品の製造における品質検査体制の再構築による生産プロセスの強化

岩津化成株式会社 多品種、複数形状、小ロット樹脂部品に対応する高品質、省人化生産ラインの構築

リープ レーザー加工機による、紙の精密カットの生産プロセスと業界の革新

有限会社近藤研究所 ＦＡ用／医療用の世界最小クラスカメラの撮影システムの試作開発

株式会社小島鉄工所 エネルギー関連素材の試験片加工工程の自動化設備導入による生産性向上と作業環境改善。

株式会社タクセイ 風味・旨みの高いすり潰し胡麻生産のための胡麻専用焙煎機の導入

株式会社大八総合センター 当社が独自開発した「アレンジキャスト」のブランド力強化と価値の見える化

佐藤醸造株式会社 業務用の市場獲得を目指す為の、顧客ニーズに合わせた調味液の製造に対応した生産体制の構築

名東化工機株式会社 介護の現場からの要望による携帯型お尻洗浄機の試作開発

株式会社オーケーエス 日本初の設計方法による治具・検具製作の実現による売上向上計画

株式会社ＫＨエンジニアリング 高速プレスの能力を最大限に活かす新規性を有するパイラ装置の開発

金山化成株式会社 当社の含浸技術が活用できる発砲樹脂成型品の成型システムの確立

株式会社ネオパック デジタルカッティングマシン導入による輸送用強化ダンボール製造事業

マルムネグラビア株式会社 検査装置導入による生産効率向上および環境負荷低減を実現する生産プロセスの確立

株式会社近藤商店 自動制御の溶着固定により高強度・低価格を実現する一貫製造体制確立

株式会社ウシオ工業 大型プレス機の能力と制御効果の向上によるトライ工数の低減化への取り組み

有限会社イワセ技研 金型加工技術の高度化による加工品精度の向上及び短納期の実現。

株式会社三喜工務店 多関節溶接ロボットを活用した太陽光発電施設架台用「基礎杭」の品質向上事業

株式会社光製作所 航空機部品の製造における生産性向上のためのソフトウェア導入事業

有限会社村田工業所 提案型企業になるための試金石となるダブルクランクプレス機によるナットレスフランジの試作開発

東海光学株式会社 高分解能・分光光度計の導入による高精度光学フィルター事業の開拓

川本鋼材株式会社 納期短縮・品質向上による顧客満足度の向上のための切断用機械装置の導入

タイヨー化学工業株式会社 低コスト・超短納期対応を目的とした高速プレス機導入による革新的な生産体制の構築

旭鉄工株式会社 ３Ｄ測定機を用いた自動検査ラインの設置による品質保証体制の強化事業

株式会社中京アドサイン 環境・体に優しい無臭インクのデジタルプリント壁紙による新規顧客層への展開

株式会社三井酢店 高機能充填包装機とＸ線検査機を活用した医療・介護食向け生産体制確立

スズヒロフォークリフト株式会社 製造・物流現場のバッテリーフォークリフトの稼働時間延長とユーザーのコスト削減を実現する「ＢＯＸ（仮名）」の試作開発及びレンタルサービスの新展開

株式会社インターメディカル リアルタイムによるドーパミン測定システムの開発

安全開発株式会社 新規開拓における試作開発の品質保証体制の確立

申請者名称 事業計画名
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株式会社マルワ オンデマンド印刷機を導入して、当社の強みである環境分野での提案力を強化し、独自性の発揮及び顧客満足度の向上を目指す

株式会社日章 ワイヤーカット放電加工機導入による超硬材金型の高精度化と生産性向上の実現

株式会社ワイユーエイチ 樹脂製で人の手のような曲面主体の多関節形状をもったロボットアームアタッチメントの試作開発

株式会社春日井マルカ陶業 有害物質を効果的に吸着する粒状の除染吸着材の開発

株式会社イズミ ネットワーク対応を活用した高効率生産の確立で、生産性の向上と低コスト化を実現

株式会社メイドー 超音波データマーキングによるボルト締結品の軸力保証システムの開発

株式会社東栄超硬 高真円度・鏡面性状を実現する高精度円筒研削加工技術の試作開発

東洋電機株式会社 高周波試験設備の導入による高周波変圧器の試作開発

畑野鋼業株式会社 自動車用部品向けの帯鋼、鋼板等の精密切断技術の高度化

丸正精工株式会社 ３Ｄスキャナーによる精密データを活用したプレス用金型部品設計・製造作業の革新的短縮化・簡素化技術の確立

高蔵工業株式会社 海外製廉価砥石に対応した、主力砥石の高品質安定化を目的とする量産体制の再構築

和泉化成株式会社 ＩＴ導入とレイアウトの変更でピッキング作業の標準化による出荷業務の効率化

株式会社名古屋刃型 刃型及び加工条件の一括供給プロジェクト

株式会社ナカヤマ工業 フッ素コーティング技術革新による、産業設備向けコーティング事業の拡大

株式会社ワイテック 液状シリコンの多品種小ロット量産システムの開発

栄精工株式会社 次世代自動車用コンプレッサー部品製造用精密プレス金型加工技術導入事業

株式会社名岐 当社の製品開発力を活用したデザイン性の高い小型真空ミキサーの研究開発

プレジールメゾン株式会社 安価且つ移動が可能なコンテナサイズの外断熱ＲＣユニット住宅の開発

有限会社大幸特殊印刷 レーザー装置搭載の穴開け機導入により、生鮮野菜の鮮度を維持する包装フィルムの通気孔加工の生産性向上と異物混入ゼロを目指す

株式会社鈴木プラスチックス ホームセンター等大型店舗向けサインボード（看板）製造工程短縮化と高精度な仕上りを実現する多品種・小ロット革新的生産技術の確立

株式会社ウチダ製作所 少量多品種生産と低コスト化に応える汎用自動タップ加工機の試作

株式会社中央製作所 樹脂部品における自動バリ取り機の生産プロセス高度化による短納期化の実現

株式会社山田製作所 高精度測定器導入による航空機用アルミリチウム合金材薄板ワッシャの加工体制構築

愛知プラスチックス工業株式会社 マスキング用基材フィルムの厚み精度向上および高機能化

中央機器株式会社 自動車部品製造における研磨加工技術の高度化とコスト低減

徳仲株式会社 ワイヤ放電加工機導入により、自動車部品加工専用機の部品製作において、大幅な納期短縮、精度向上を図る

マツダ化工株式会社 最新三次元測定機導入による航空機部品製造用金型の形状測定技術強化と品質安定化

磯田園製茶株式会社 機能性成分分析を活用して製茶した緑茶と国産ハーブ入り緑茶ティーパックの開発

有限会社メイヨー 光刺激及び微弱光覚検査に係る眼科検査機器の開発及び製品の提供

株式会社ヴイ・アイ・イー 次世代型制御装置を活用した、加工の情報化事業

株式会社ヒサダ グループ内企業の製品製造ノウハウ蓄積を目的とした高精度金型の開発事業

木下精密工業株式会社 高性能レーザー刻印機導入による刻印技術の高度化と製造リードタイムの短縮

チタジュウ建材株式会社 吹き付けウレタンフォーム断熱材による住宅の気密化・高断熱化の促進事業

信正鋼材株式会社 熱歪み排除のガス切断加工設備導入による鋼材加工技術複合化の確立

株式会社中部精機製作所 水素自動車関係部品に使われる特殊鋼材の加工技術研究

株式会社東洋発酵 糖尿病及び糖尿病合併症の予防を目的とした抗糖化発酵素材の試作開発

ソノー電機工業株式会社 緊急避難情報を付加したモバイル多言語音声対応観光ガイドサービスの開発・提供

株式会社加藤製作所 量産効果向上を図る為、洗浄設備を導入し、社内一貫生産体制を確立する。

株式会社日成電機製作所 グローバルスタンダードのフェルール端子に対応可能な電線加工の全自動化

有限会社ケー・エス・ピー 工場の清浄な標識市場獲得のための汚れにくい吸着シート標識の試作開発

白藤工業株式会社 手組み工程と目視確認工程の自働化による生産ライン用機械設備の試作開発。

株式会社インプレスト スマートフォンのＧＰＳ機能等を利用した生活支援システムの開発

三和機工株式会社 新たな「すべり軸受（ベアリング）」の開発による３兆円市場への挑戦

有限会社間下鉄工所 ミーリング機能の付いた複合旋盤による精度向上、加工時間短縮

有限会社サンメカトロパーツ 多品種少量部品の短納期受注に対応可能な複合ＮＣ工作機械の設備投資

株式会社エム・シー・イー 高精度ジグボーラーと機内三次元測定機導入による、高精度、短納期金型の製作プロセスの構築

大生熔接工業株式会社 プラズマ溶接技術の習得により新たにプレス金型の耐久性向上を提案する

藤田螺子工業株式会社 燃料噴射関連部品製造ラインでの外観品質保証の向上を目的とした多角同時撮影画像検査導入

株式会社リックス 牛糞発酵燃料製造のための高速発酵処理技術の試作開発

株式会社横山重機工業 移動式クレーンを活用した測量・超音波計測サービス提供による新規顧客開拓

ＴＳＰ株式会社 自動検査設備導入による高精度切削工具の品質保証体制の確立
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株式会社長野金型製作所 自動車部品向け砂型鋳造用金型の接合技術の高度化

加藤精工株式会社 金型設計の内製化による圧造部品の開発スピード向上

有限会社南陽スプリング製作所 画像寸法測定器導入による製作・検査の高精度・短納期化の実現

高山ガクブチ株式会社 額縁の新しい供給体制を構築し、額縁業界の付加価値を上げる事業

株式会社蒲郡製作所 治療用医療機器部品の微細加工技術の確立

トヨネン株式会社 「海」で使用可能な「袋型根固め工用袋材」の試作開発

株式会社城山商会 保護フィルムの市場ニーズに適合した販売流通網の構築

有限会社Ｆｏｏｔ　Ｃｒｅａｔｅ 医療機関との連携による顧客の足に合わせたインソール（靴の中敷き）及び靴型の製造・販売

株式会社シーメック ワイヤーカット放電加工機導入による“ウケゴマ”の精度向上を実現する溶接工程ラインの生産性向上

株式会社成功電気 冷気を工場・住宅の基礎及び地中に蓄冷させる方式の革新的な蓄冷冷風機の開発

ヒロデンタルオフィス ３Ｄプリンターを活用した高精度歯科技工プロセスの構築

株式会社アルマダス ４Ｋシネマカメラと特殊撮影機材（特機）を活用した４Ｋワークフローの確立及び高画質映像制作

日本電子工業株式会社 新市場の創出と獲得を目指す先進的なコーティング装置の導入

有限会社サンエス マイクロクラックの発生を抑えるマシニング加工技術の高度化事業

株式会社昭和写真工業所 インクジェットプリンターの導入による表現力向上に寄与する高付加価値印刷プロセスの革新

株式会社竹中電機 加工設備監視機器の試作開発及び信頼性試験設備開発事業

西島株式会社 鋸刃研削盤の精度向上による、全自動超硬丸鋸切断機の高精度化

東海アルミナ磁器工業株式会社 マイクロ波高温加熱るつぼの試作開発

大有コンクリート工業株式会社 新生産方式によるポーラスコンクリート製品生産プロセス革新事業

東海ホーロー株式会社 スマートメーター等各種メーター用銘板の製造工程全般の品質精度及び生産性の向上

イヌヨ製菓 原料の解凍、洗浄工程における自動化設備導入事業

株式会社かねまさ 「手み揚げ」ブランド構築と認知度向上を目的とした販売手法の確立事業。

株式会社アイチ金属 機能性金属塗膜面への浮揚固着樹脂の除去研磨加工技術の開発

合資会社柴田酒造場 オリジナル製品開発のための小ロット醸造設備の導入

株式会社テラ・ラボ 移動式デジタルプラネタリウム「モバイルプラネタリウム」サービスの提供

大円工業株式会社 爪付リングの需要増に対応し、技術力の高度化により市場獲得を図る事業

株式会社メック ３次元測定器及び３Ｄプリンタ導入による高品質かつ短納期化の実現と量産体制の構築

株式会社ソイエンス 高支持力と環境負荷軽減を実現する回転貫入式鋼管杭製造の高度化

株式会社オーバーカム 実証的な検査方法に基づくスマートフォン修理サービスの開発

株式会社ジェイ・クリエイト 「改良型水道水圧式シリンダ」を活用した「ＨＡＣＣＰ（ハサップ）対応用リフト機器」開発・商品化

株式会社ＭＲＴ 電子基板組立設備や航空機部品の歪除去加工における精度強化及び品質保証体制の強化

株式会社有加工業 自動車用小型超精密金型の工程改善による短納期化と精度向上事業

渡辺工業株式会社 自動車向け燃料給油パイプねじ成形技術の高度化による事業拡大

株式会社名古屋化学工業所 トランス塗装高品質、高耐久化のための塗装システム開発

有限会社エイチ・ティ・ケィ 新型複合機を用いた新工法・超精密プランジ加工による製造ライン構成部品高度化への技術開発

福井ファイバーテック株式会社 炭素繊維の多軸マットを利用した熱可塑ＲＴＭ成型技術の開発

株式会社松本義肢製作所 光造形機導入による外観や装着感に優れた変形・疼痛予防用装具の開発

タツミ化成株式会社 ドライカーボン技術を活用し、顧客ニーズに対応したケーブル滑車の試作開発

ニューアロイ株式会社 新型製造設備を使用した高強度ノッチ入りワイヤー型鋳造用添加剤の自社製造による高品質化・短納期化の実現

大洋産業株式会社 画像測定機導入による測定技術の向上、及び生産効率化のための設備投資事業

三井屋工業株式会社 射出成形同時接着工法による自動車用内装部品の軽量・低コスト製造技術の開発

トーケン樹脂化学株式会社 硬質ウレタンフォーム廃材を使用したリサイクル製品の開発

株式会社松栄電子研究所 形状記憶合金を使用した内視鏡外科手術器具用温度制御装置の開発

株式会社中部ＥＥＮ トンネル壁面変状の走行式自動撮影システムの実用化

三洋電子株式会社 長尺レール材における高周波焼入れ時の品質と生産性を高める移動焼入れ装置の開発

有限会社ムラタスタジオ インクジェット印刷法の融合による新技法の開発と有機溶剤インクからの脱却

株式会社オー・ケー・シー 医療機器産業における整形外科用骨接合インプラント手術工具の試作開発

株式会社島由樹脂 特殊素材製品の用途拡大のための品質向上及び高精度化事業

アサヒ繊維工業株式会社 ナノファイバーシートをろ過層に巻き込んだ多機能型ろ過材の試作開発

池田物産株式会社 安全・安心なキャベツの安定供給サービスによる愛知ブランドの新規開発

申請者名称 事業計画名
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名古屋メッキ工業株式会社 高性能　軽量　安価な表面処理を施したサーバーラック用電磁波シールド材の製造方法

福助工業株式会社 不燃性シート製防煙垂壁の試作開発

株式会社近藤機械製作所 自社ブランド製品の製造コストの削減、リードタイム短縮及び高精度化

株式会社フジワラ 複合材部品の低コスト・短納期生産可能な成形プロセス技術開発

村上デンタルラボラトリー 義歯の自動脱蝋機・自動充填機、自動研磨機導入による加工技術の高度化と製作工程の効率化

新郊パイプ工業株式会社 金属パイプ端部とねじ等部品を無溶接で固定する新工法の開発

鶴見酒造株式会社 海外輸出の更なる拡大に向けた酒造設備改善による酒質向上とＩＴ活用事業

日本ポリマー株式会社 炭素繊維強化樹脂の製造工程向け複合離型シートの開発

粋商事株式会社 クリーニング作業工程の効率化による障がい者雇用のイノベーション

株式会社東海サービスセンター 受注拡大に向けた提携先オンライン化と設備工事の効率・品質の評価・改善

株式会社マルシン化成 竪型射出成形機・寸法測定機の導入により、品質精度の向上で生産プロセスの革新を目指す

株式会社シモヤ 押縁無しＬＥＤ光源小型造形サインの製品化

壽金属工業株式会社 高精度試作部品に対応する精密生砂型鋳造技術の開発・確立

株式会社大光製作所 トラックのリアアクスルハウジング用リング型部品の生産向上

有限会社大西製作所 ハイブリッド・ドライブベンダーによる高品質、短納期、低コストの実現

スミヤ精機株式会社 ワイヤカット機導入による歯車の試作加工技術の強化と試作生産リードタイムの短縮

有限会社オーパ・クラフト 新生産方式によるＦＲＰ製防災用途小型船艇等の生産性向上

株式会社ティーエスケー 高速・高精度マシニングセンタ導入による加工精度向上と加工時間効率化の実現

株式会社稲熊製作所 新型スポット溶接ロボット機等の導入による高精度自動化生産システムの確立

日本パッケージ株式会社 テックス製品大型化に対応する成型機の導入

株式会社竹内家具店 ＣＮＣ加工機の導入による新規立体造形家具（ＤＤシリーズ）の製造

株式会社カネロク建設 多彩な選択肢の中から自分好みの住宅デザインパースと返済計画がわかるオリジナルアプリ開発による見せる化の実現

渡辺精密工業株式会社 超高精度形状加工を実現する超高精度ワイヤー放電加工技術開発

株式会社大伸製作所 パラメトリック曲線補間を用いた３軸制御加工による金型復元法の開発

明光工業株式会社 電気自動車及び航空機等の高性能磁石等の表面処理加工

有限会社中部製作所 油圧部品 （角型・モジュール製品） を求める顧客ニーズに対応したマシニングセンター導入計画

株式会社ライカアート 先端機器とプロのイラストレータを駆使した、競争力の高い通販用ブライダル商品の開発

株式会社美鈴工業 曲面印刷機及び検査装置導入による円弧型熱源ヒータの生産性向上

エイアールブイ株式会社 ＩＳＯの新ルールに対応した内視鏡全自動洗浄機の試作開発

株式会社鬼頭 自動車製造用機械部品の生産プロセス強化事業

株式会社イケックス工業 レイヤーシボを利用した、３次元自動車用パネルの金型製造、および樹脂成形の試作

今村工業株式会社 大口径ＦＲＰ製煙突内筒の連続製造事業

株式会社三幸 受発注、出荷、売上、在庫の一括管理可能かつ誰でも作業可能な端末システムの導入を通じたネット販売の拡充

株式会社武田商店 ブラインド清掃・修復を一貫して行うことによる顧客ニーズへの対応サービスの実施

有限会社ジー・エム化学工業所 新型サーボ成形機を用いた新工法コアフォワード法による異種原料成形統合化に向けた技術開発

株式会社福田木工 建具、家具、内装材のデザイン化に対応した生産プロセスの強化

アスター 水性塗料導入による、地域と従業員に優しい職場環境の確立・コスト削減と作業時間短縮による生産性の向上

株式会社マツザワ瓦店 クラウドシステムによる現場リソースの最適化で生産性を上げる

和光技研工業株式会社 次世代自動車向け複雑形状プレス金型の加工技術開発事業

株式会社スズキゴム 材料測定機導入による「データ見える化」推進と生産技術の向上及び新規顧客の開拓

株式会社春日工業 複雑形状・難加工を要するベンダー金型の生産プロセス革新事業

株式会社マサヨシ 伝統技術と自動空気比制御システムの組み合わせによる窯変瓦の焼成技術の確立

株式会社協同電子 情報処理システム導入による電子機器生産プロセスの効率アップと信頼性向上

株式会社にじまち 健康志向の高い消費者ニーズを反映した高付加価値トマトの栽培及び販促事業

大津鉄工株式会社 建築基礎工事用コンクリート施工厚を半減するアンカーフレーム工法の開発

株式会社日本管理ラベル 最新加工機導入等で高品質・短納期・低コストの実現

株式会社大藤製作所 油圧機器用高機能部品の４割短納期化生産工程構築・トレーサビリティ体制の向上

株式会社平松製作所 高圧架線金具・トレーラー市場での競争力強化の為のロボット溶接機の導入事業。

ソートウェア株式会社 中小製造業の成長に合わせた「儲けの見える化」ソリューションの提供

株式会社小垣江鉄工所 最新研削技術を習得し、セラミックス研削時間を短縮、生産性向上の実現

藤塗装工業株式会社 薄板へのレーザー加工と特殊塗装による精密立体造形加工技術の開発とデザイン製品への応用
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プランエイチ株式会社 ＮＣルーター導入による立体文字成形や曲面立体加工の開発事業

有限会社ナカモリ ジャカード織機導入による海外向け多重織織物の試作開発事業

株式会社カンドリ工業 品質解析力強化と生産への反映で「高度な品質管理体制」の構築

株式会社アイテック 長尺加工機導入による品質向上と生産性拡大、及び新規分野への参入

株式会社アクト 微生物による高効率担体型有機排水処理装置「ＫＩＤＳシステム」の試作開発

株式会社ティムス 自動車軽量化に貢献するガスインジェクション成形技術の高度化による試作開発

株式会社やまもと ＵＶ印刷機による新商品開発と販路拡大及びコストの削減

鈴村工業株式会社 三次元ワイヤーベンダーを活用したワイヤーの高精度三次元曲げ技術の開発

有限会社相原製作所 汎用フライス盤を活用した開発金型及び製品のスピード納品の実現

石井撚糸株式会社 美濃和紙を使用した高機能化と日本の感性を醸し出す意匠糸の開発

エコウットテック有限会社 住宅躯体・内装・設備のリサイクルマーケットを通じた中古建材市場活性化による新規顧客開拓

ＧＲＯＷＴＨ株式会社 水道業者向け水道工事工程管理システムの開発

株式会社ティモンズ 試作工程完全受託によるユーザの開発リードタイム削減とコスト削減に貢献

有限会社大正庵釜春 冷凍加工めん並の短い時間で茹で上がる全く新しい「生めん」の試作開発

株式会社ＮＩＭＵＲＡ 複雑形状・高精度・短納期化に対応した高効率溶接システムの開発

服部工業株式会社 へらしぼり専用機を導入してアルミ製釜の品質向上と安定した納期で出荷できる生産プロセスの革新事業

株式会社オオシマ 売上向上・品質向上・低コスト化を目的とした設備導入での生産性の向上と試作開発

株式会社エイテック プレインベアの組付け工程自動化による生産性向上・品質安定化・短納期を実現

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

株式会社ワイクリード 自動車用部品の「パイプＷスプール」外径検査作業の自動化

株式会社吉田金型工業 切削加工技術導入による業務範囲拡大

豊川染色株式会社 分光測色計の導入による恒常的な色差を極少化させる染色技術の開発

株式会社サンワ金型 事前検討解析を行うことによる塑性加工技術の高度化

株式会社ケーアイ 画期的洗浄システム導入による地域密着型ドレスクリーニング事業の構築

シンテック株式会社 高精度位置決め機能を持つ作業者意志感応高速対応型パワーアシスト装置の開発

株式会社ＳＰワークス リニアモータ駆動ワイヤ放電加工機導入による燃料電池自動車部品の高精度短納期生産技術の開発

高章食品株式会社 オンリーワン商品「乾燥ちぢみこんにゃく」製造ラインの量産化確立

有限会社名宝工機 自動車部品加工を応用した機械部品加工の高能率性の実現計画

株式会社天野製作所 ロボット導入による生産性の向上及び労働環境の改善

三愛クリーナー株式会社 衛生的に焼肉用鉄板・焼き網を提供する自動温水高圧洗浄事業

株式会社松浦 航空機エンジン部品（燃焼器）におけるプレス加工技術開発

申請者名称 事業計画名
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平成２６年度補正ものづくり・商業・サービス革新補助金
採択一覧（愛知県地域事務局）

【 2次公募 】
（採択発表時）

株式会社ケイ・オー 超音波干渉法による弾性波速度計測システム試作開発

長江紙器株式会社 強化段ボールによる航空機部品用輸出梱包箱の曲げ加工専用機の開発と生産

マルワ工業株式会社 省エネ効果の高いＬＥＤ大型導光板の光ムラをなくす為のドットパターン試作の効率化

神鳥工業有限会社 高性能冷間圧造機を導入し、燃料電池自動車エンジン組立用　“内壁バリ無しフランジカラー”　の開発・試作を行う。

有限会社榊原工機 高速マシニングセンタを導入して、高精度・微細な加工と超高硬度の金属切削の自社内加工・生産体制の確立事業

エムエス工業株式会社 自社製品を欧州連合（ＥＵ）輸入規制に適合させるための生産体制の再構築

豊和紙工業株式会社 医薬品パッケージの全数検査による検査体制大幅強化と信頼性の向上

有限会社フロムフォーティ 金型加工の高精度化ならびに製品の長寿命化、高速化による短納期化の実現

株式会社エース・ブレッド 高精度ミキサー導入による生産効率向上及び多品種小容量化に伴う新市場開拓

有限会社ＴＮＥ 溶接電極の自動再生機部品のグレードアップと生産能力の向上

興和工業株式会社 小型研磨機市場獲得を目指すための高精密小型汎用研磨機の試作開発

クロダイト工業株式会社 水道用押輪の塗装工程生産革新による高効率生産体制の確立

立石ファイバー株式会社 精度の高い直角度と高い生産性を可能にした設備の導入

株式会社三弘 低価格高精度ＰＶアレイ日射計と制御スイッチの開発

株式会社寿原テクノス 高速マシニングセンター活用による金型用入子加工プロセスの革新

株式会社大日本ビジネスフォーム 伝票印刷の小ロット化、契約書の枚数増加に対応する、効率的な生産体制の確立

株式会社東和化学工業所 最新鋭の画像検査装置導入による、食品包材の高い管理体制の確立

上根精機工業株式会社 板金加工における曲げ加工工程の短縮による生産プロセスの革新

日本モザイクタイル株式会社 常滑焼の風合いを生かしたデザイン性の高い湿式タイルユニットの開発

株式会社フコク東海 デジタルサイネージ向け大型ガラスラミネート加工技術の高度化事業

有限会社ナガテック ピアノブラック塗装における不良率低減を実現するマーキング加工技術の確立

株式会社鶴ヶ崎鉄工 研磨治具加工の高精度化と加工時間短縮に対応した生産体制の構築

名新パイピング株式会社 フレア加工機の導入による配管接合の技術革新計画

株式会社ホンダ 長尺ＮＣ加工機導入による、新たな加工技術高度化の確立

八剣工業株式会社 サーボプレス機の導入による絞り加工精度の向上、複雑形状の製品製造の実現

玉野化成株式会社 高精度ワイヤーカット加工機を用いたトイレ用ノズルの試作開発

大弘株式会社 細長の短繊維を柔らかく仕上げる当社の静電植毛加工技術を応用した自動車内装部品生産体制の新構築

西脇金型工業株式会社 ８０ｍｍ以上の深さを備えたハイテン鋼プレス自動車部品を一体成型する金型技術の開発

有限会社萩金型 最新型フライス盤導入による、取引先のコスト削減に貢献する高精密加工と短納期の実現

株式会社ランド リサイクル材を利用した軽量で低価格の雑草を防止する土系舗装材の試作開発。

東海挾範株式会社 高精密ＣＮＣ平面研削盤導入による高度研削加工の実現

株式会社ジャイン 電極製造における全ての素材を加工可能とする、提案営業可能な体制構築事業

東洋樹脂株式会社 微粉末ポリアミドとカーボンナノチューブをコンパウンドした高強度・軽量樹脂材料の開発

青木酒造株式会社 自社清酒の品質向上を目指すため、醗酵・熟成の温度管理による高級酒としてのブランド開発

株式会社新美鉄工所 革新的な生産管理システムと精密加工設備の導入によって大幅なコストダウンを実現

株式会社加納鉄工所 立形マシニングセンタ導入によるラジエータ用高精度治具の生産能力拡大と短納期化の実現

株式会社亜細亜製作所 職業野球人向け「硬式木製バット」の「新重量調整技術」開発

株式会社高橋合成 特殊温度制御方式を用いた軟質樹脂立体造形品の試作開発

株式会社太田工業所 「チャックインデックス搭載レーザー加工機の導入」と「多能工育成」の両立による、内製化及び一貫生産体制の構築事業

株式会社ホームパートナー 設備工事におけるワンストップサービス事業モデルの実現

株式会社和タイヤサービス 乗用車用タイヤの安全運行管理の訪問型サービスの確立

三立産業株式会社 革新的なマルチスポット溶接機の導入による、生産能力強化計画

しんデンタルクリニック 歯科用ＣＴ導入による手術野における画像診断測定精度の高度化事業

高浜工業株式会社 食器生産における圧延成形ローラの精密加工技術の確立

株式会社スタッフス ヘアカラーサンプルの海外向製品への本格参入事業

鳥居化成工業株式会社 樹脂製品加工における高精度加工の一貫生産体制の確立事業

申請者名称 事業計画名
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阪部工業株式会社 最適バリ成形構造の解析による、生産工程の省資源化及び安全性向上事業

有限会社横井製作所 超硬工具部品製造の高度化及びプロセス革新による短納期化の実現

共生印刷株式会社 最先端紙面検査装置での重要印刷物の全数検査を実現する新たな生産体制の確立

オノウチ精工株式会社 ＣＮＣ工具研削盤の導入による、特注切削工具「多段式フォームドリル」のワンチャッキング一貫生産体制の構築

片野プラスチック工業株式会社 複雑形状化（３次元曲げ成形）していくブロー成形技術の高度化のための設備導入

中央窯業株式会社 アルミ溶湯金属用回転脱ガス装置ならびに回転体の提案

株式会社岸本製作所 次世代自動車開発における試作品受注に必要な、設計から一貫体制の構築

テッシン 航空機業界における高精密部品の生産性向上と受注拡大

ミズホクラフト株式会社 航空機修理用治具の市場獲得を目指すためのヒーターの試作開発

株式会社大須賀鉄工 産業用機械の特注部品受注に応える短納期製造体制の確立

有限会社石原製作所 医療機器向け超極細高精度ばね拡販に向けた計測技術向上事業

ベルテック株式会社 一か月メンテナンス・フリーを実現する革新的なコイン洗浄装置の試作開発

ティー・エム・ティーオカモト株式会社 最新放電加工機導入によるナノ（微細）加工分野の最先端企業への進化

株式会社アサヒ 顧客ニーズに対応した有孔（ゆうこう）ボードの試作、製造の革新的な生産性・品質向上技術の確立

株式会社中部テプロ 顧客からの依頼による新規部品の生産技術開発及び量産立ち上げ

株式会社オオタカ 精密圧延加工に向けた高硬度材による圧延ロール製作技術の開発

株式会社東名ア－ネスト 改良されたホースカット機導入による作業環境改善と効率化推進

グリーンフィクス株式会社 次世代自動車品質管理方法の開発

鈴将鋼材株式会社 最新鋭のレーザー切断による多品種少量化する重厚鋼材の加工工程の革新

株式会社アルダイヤ工業 アルマイト及びエッチング加工の自動化設備・着色加工設備の開発計画

株式会社エーピーシィ テープセンター設立によるコスト・リーダーシップ確立と顧客シェア拡大

合資会社ヤスイペイント工芸所 薄膜コーティングの高機能化を実現する表面処理技術の開発

株式会社Ｇ－ＴＥＣＨ 特殊薄肉素材への転造加工技術の確立と低コスト化

株式会社中村セラミックス ネオジム研削排液スラッジのリサイクル回収とクーラント液浄化による生産性の向上システムを構築する。

株式会社加藤カム技研 高い検査力による製品の高品質と短納期の確立

名和工業株式会社 デザイン・質感に優れたオリジナルブランド「大人のステーショナリー」の開発

株式会社グリーンテック 農薬散布の被爆や重労働で悩む農家の安全な作業環境と栽培環境のサービスの提供。

穴多製陶株式会社 日本製を嘱望される仏具市場に於いて高付加価値製品を生み出すため、白磁製品の製造内製化

株式会社イカイ 安全性、品質、生産性向上を目指した自社製品で拡販するための量産体制確立

有限会社大塚製作所 介護福祉用具製造業に於ける生産管理システム導入による生産効率向上と円滑な技術承継の実現

有限会社内藤スプリング製作所 精密な軟質コイル部品の品質の安定と生産性の効率化の向上

フレキシースクラム株式会社 プレス金型表面へ施すミクロン単位の凹凸パターン加工処理の量産化

株式会社吉田精密 急拡大する製品需要に対応するための加工機、計測器の導入

榮製機株式会社 灯油を代替燃料とする建設業向けガスバーナーの量産技術確立と低価格化の実現

カネヨシエンタープライズ株式会社 海鮮せんべい等に使用する原料である農水産物の異物除去の高度化

株式会社弘和鉄工所 航空機機体の軽量化に伴う薄肉状部品の歪レス切削加工と品質保証における、ＱＣＤ向上の高度化

株式会社フジキカイ 密封包装技術を検査する工程を追加し、品質向上につなげる技術開発

株式会社戸田工務店 伝統構法で建てられた古民家を安全・安心にリフォームするための革新的診断サービスの構築

高木木工株式会社 職人の技術を機械化へ、ＮＣルーターマシン導入で新たな生産体制の確立

三研工業株式会社 高難度表面処理部品の品質保証体制確立と欠陥判定の迅速・安定化による売上増と競争力強化

株式会社岡伸工業所 超精密加工部品の高精度測定を可能にする為の真円度・円筒形状測定器の導入

永井海苔株式会社 生産工程改良による価格競争力の向上と専門組織体制による味付海苔の海外販路拡大

株式会社半谷製作所 次世代自動車部品の受注を目指した三次元測定機による高度精密測定技術の開発

有限会社人形の川秀 日本伝統工芸文化の継承に伴った生産、製造環境の見直し

有限会社アイズ 既製品にはないオリジナルな壁紙やタペストリーの試作開発及び販売

大一螺子工業株式会社 圧倒的高品質な冷間鍛造部品の生産体制構築と国際競争力の強化

東南精機株式会社 製造シミュレーションの効率化による原子炉、航空機向け異形材製造ビジネスの確立

仲瀬工業株式会社 高精度加工が要求される油圧機器部品の更なる精度向上による、客先新製品開発に向けた生産プロセスの革新

三浦精工株式会社 異なる硬度の２つの素材を１つの製品に成形するための金型製造に係る平面研削技術の高度化事業

合同会社アクトウイング オーダーメイドのプリント柄入り革製靴の開発

申請者名称 事業計画名
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半田中央印刷株式会社 ダイレクトメールの企画から投函まで一括受託システムの構築事業

株式会社マキノ 水処理機器及び粉砕機器の市場占有率向上を目指すための機器の内製化率向上

株式会社西村工業 精密変型曲げ加工の角度制限技術を用いた自動車部品カシメ製造設備の開発

ミヤマ工業株式会社 シートベルト用プレス製品を製造する金型の低コスト・短納期・高精度化事業

株式会社浅井歯科技研 ３Ｄプリンター等を応用して義歯金属部品の生産工程を簡略化する事業

前田鐵鋼株式会社 ６面フライス加工の自動化（工程削減）による生産性向上の実現

株式会社杉浦鉄工所 製薬機械用部品の製造期間の短縮化及びコスト低減による生産プロセスの強化

中京化成工業株式会社 炭素繊維複合材料（ＣＦＲＰ）生産性改善する皮膜技術及び離型剤の試作開発

株式会社アヤボ 次世代自動車トランスミッション用歯車を製造するための歯切工具用硬質皮膜コーティング前後処理自動ラップ装置の試作開発

株式会社プリテックコーポレーション 雑貨などプラスアルファの価値をもつペーパーアイテムの開発

サン食品株式会社 海外向けコンニャク（シラタキ）の製造における、低臭気化及び食感・形状の改良

株式会社Ａｒｃ 農産物直売所向けオムニチャネル販売支援ハードウェア・管理システムの試作開発

株式会社葵精工 高付加価値部品の生産性改善を目的とした特別仕様研削盤の設備投資

ＨＡＰＰＹＫＹＯ株式会社 手羽先サミットグランプリ２年連続受賞！「手羽先番長」の移動店舗開発

藤工業株式会社 面粗度保持と真円を実現するセラミックブレードの精密加工技術の確立

丸ヱス化成工業株式会社 多様化する自動車業界の軽量化・省エネに応えるための発泡内装材製造

株式会社キョウワ 工作機械部品の加工範囲拡大による事業拡大を目指した切削加工の高精度化

株式会社近藤鉄工所 ５軸加工機を活用した高付加価値部品加工のプロセスイノベーションによる多角化戦略

堀田冷蔵株式会社 中部国際空港（セントレア）での旅客機向け食用キューブ氷の現地生産事業計画

株式会社神和工業所 高性能スピニング加工機による鉄道車両用サスペンション部品の肉厚加工と精度向上

有限会社森島製作所 「プレス金型上下フローティング工法」を活かした生産プロセス革新と精密加工技術高度化

名古屋精密工業株式会社 設備増強による、高精度・高品質加工部品の製造、及び生産工程改善による迅速な納品体制の確立

兼八産業株式会社 業界初の大型干柿用乾燥機の開発、および地域資源のブランド力向上

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短納期化に対応する

株式会社エコ・テクノロジー 暴風の領域でも発電できる、風力の発電機及び電気制御の実証試験

株式会社ホシノ ツーリング（工具保持具）製作において、生産工程の集約によりリードタイム短縮を図る

株式会社杉井鉄工所 ＣＬＴ集成材製造業界に対し巾広塗工ロール機による新たな生産プロセスを提案する

株式会社山内製作所 ロボット部品分野における精密加工技術の確立

株式会社三昭堂 アクリル真空成形看板を高精度化させ安全品質を高める技術の確立

有限会社ファーストステップ 最先端の歯科医療で高精度なＣＡＤ／ＣＡＭによる歯科技工技術の確立

有限会社名盛超硬 金型製造の工数削減に伴う部品高精度化要求に対応した倣い研磨技術の高度化に向けた取り組み

株式会社丸八テント商会 新ジョイントシステムを利用した、テント用フレームの試作

株式会社山田製作所 ものづくりのＦＡシステムに欠かせない空気圧機器に組み込まれる継手部品製造の高度化事業

株式会社知多スプリング レーザー加工設備導入による外注費削減・短納期化推進・切削加工技術の構築による事業拡大計画

片岡製作所 ハイブリッド車に求められる部品の高精度化に対応する電気抵抗溶接技術の高度化

有限会社トガシコート 新しい塗装機の開発による、１００％粉体塗装工場への挑戦

株式会社小林鉄工所 ＣＮＣ円筒研削盤導入による生産効率向上と品質安定化及び社内熟練技術の伝承

有限会社弘毅 大型ＣＮＣ三次元測定機導入による大型金型の高精度加工と保証体制の確立

山眞産業株式会社 桜から始まる四季折々の花や葉と地産果実のスイーツ用素材の開発と製造加工

株式会社ＩＮＢプランニング ＥＰＤＭポリマーベースのゴム製品のブルームを抑える新配合技術開発

豊臣熱処理工業株式会社 熱処理加工における短納期化・高品質化・低コスト化を実現する新たな検査体制の構築

三伸興業株式会社 ＥＰＤＭ樹脂製長尺部品の両端末処理専用加工機導入に依る短納期化生産工程の構築

金城化工株式会社 浄化槽の消毒槽深底製品等の特殊自動取出機導入による生産プロセスの強化

有限会社井上製作所 ばね研削工程に関し、業界屈指の生産能力向上と販路拡大

有限会社稲垣精研 マニュアル研削盤で収得した技術の強みを活かして高精度の量産部品の獲得。

株式会社リオ コミュニケーションロボットによるオフィス労働環境の改善支援事業

合資会社斉木研磨工業所 クリーンルーム用防錆材の製造プロセス見直しによる市場開拓

日本エムティ株式会社 生産プロセスの革新による多品種大量生産が可能な高機能表面処理ラインの構築

インクス株式会社 特注量産型制御基板の受注増大に対応する独自の統合生産管理システムの導入

山鉄株式会社 高精度ワイヤ放電加工機導入による、難切削材料加工品の生産体制構築

三友工業株式会社 レーザー加工システムに画像技術を付加させ自動追従制御の開発
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株式会社ヤマコー 自動車用角ばねの新ニーズ製品の開発要請に対し、最適ばね製造機を設置して対応する計画

株式会社原田精工 汎用機を活用した新たな加工技術の構築事業

株式会社鳴海鍍金工業所 最新鋭の乾燥炉導入により、従来の三価クロメート処理ではなし得なかった高耐食性を持たす表面処理技術（後工程処理）の確立

神山鉄工株式会社 難加工素材に対する新たな生産加工システムの開発・確立による低コスト化

有限会社高木製作所 精密旋盤加工における極小細穴内部の同時ゼロカットとインライン自動計測の新たな技術開発

株式会社中部技研 ＣＮＣ三次元測定器の導入による、専用工作機の「品質向上」と「短納期」の実現

株式会社マルイチ 最新のモウルド貼り付け機の導入による作業効率の向上と品質の安定化（モウルド：古紙から再資源化した紙パック・トレイ・緩衝材などの紙成型品）

イセ工業株式会社 最新型ＣＮＣスピニング加工機の導入による、短尺チャッキング幅試作作品の短時間・高精度加工体制の構築

鳴海精機有限会社 三次元測定機の導入による、治具・部品の「一貫品質保証体制」の確立

榊原工業株式会社 鋳型中子の市場獲得を目指すため、流動焙焼炉の焼成砂による鋳型中子の試作開発

有限会社矢田化学工業 塗装ロボット・塗装ブースの導入による塗装の品質安定化・生産性向上・低コスト化・環境対応の実現

石川軽金属工業株式会社 少ロット鋳造品への金型鋳造機導入による鋳造品質向上および工程時間短縮の実現

株式会社曙製作所 混流生産方式の実現による多品種少量生産の高効率化

有限会社エスジーケー サンプル品の３Ｄデータ化による自動車補給部品のリバースエンジニアリングの実現

株式会社毎日商会 洗車廃液を無害化する、新たな洗車サービスの提供

有限会社朝妻製作所 金型製作工期の大幅な短縮を目的とした高精度画像寸法測定器の導入

株式会社山室工作所 熱間工具鋼加工の生産プロセス革新

伸技工業株式会社 ３００ｔプレス機の導入によるＥＧＲチューブおよびプレートコアの短納期・高精度加工技術の開発

株式会社平松食品 伝統食品つくだ煮のＩＴを活用した製品生産在庫管理システムの構築

株式会社オンコロ 高齢者、身障者向け負荷軽減入力補助装置の商品化のための試作開発

株式会社旭工業所 アルミ製品における画像処理を活用した革新的な自動外観検査方法の開発および導入

アルプススチール株式会社 高級・高機能スチール家具市場の拡大に向けたハンマートン塗装製品の試作開発。

丸茂工業株式会社 熱間鍛造における業界初の「不良のリアルタイム・高精度集積によるノウハウ化システム」の構築

新東コーティング株式会社 三次元ワイヤーベンダーと独自の治具によるワイヤーの立体造形技術の開発

榊原建工株式会社 顧客ニーズに対応するための鉄骨用３次元ＣＡＤシステムの導入

三嶺工業有限会社 環境対応技術によるＭＱＬ（ニアドライ）加工の試作開発

有限会社アイシステムズ 自動車生産用溶接治具装置の生産プロセス強化の実現

日本紡織機械製造株式会社 今までにない、撚糸工程をまとめて行うことができる設備の研究開発

伸栄プラスチックス株式会社 射出成形製品・精密金型部品の品質向上及び工数削減を目的とした画像寸法測定器・デジタルマイクロスコープの導入

株式会社国盛化学 金属と樹脂のインサート成形時の接合強度を高める技術の確立

有限会社日比野製作所 金属プレスと樹脂のハイブリッド加工による一貫受注の獲得

株式会社タイヨーラベックス 最新のムーニー粘度計など検査機器の導入により、防振ゴム製品の生産性の向上を目指す

マルホ産業株式会社 最新印刷機の導入による、高品質化と高効率化の実現

有限会社ファインテック 樹脂製試作品を加工する射出成形加工用の積層樹脂型の研究開発

瑞芳産業株式会社 連続式水素炉を使用したＥＧＲのニッケルろう付

株式会社テクノプラスト 生産管理システム及びバーコードシステム導入による生産効率の向上

アキタ株式会社 電着塗装設備全体の効率化に向けた、排水処理設備の導入

株式会社本多木工所 材料取り工程を改善し、家具用木製フレームの多品種小ロット高精度生産体制を強化する事業

有限会社東海オクルージョン ＣＡＤ／ＣＡＭ機の導入及び提携同業者とのネットワーク化による歯科技工物の短納期の実現

株式会社ｃｒｅａｔｏ クラウド遊漁券ネット販売システム構築事業

下城板金工業有限会社 建築板金付属品の内製化による生産プロセスの革新

日本ファンドリーサービス株式会社 鋳造方案歩留の向上を支援する専門性の高い技術サービスの開発による新規ビジネスの開拓

カウパック株式会社 デザイン力により製品自体の新たな価値創造、自由曲線を利用した形態容器の事業化

後藤木材株式会社 国産材の圧縮・固定化による準不燃・難燃化材料の開発

東海工営株式会社 ・架線用機械の導入による生産プロセス改善と新たなサービス提供への取り組み

株式会社メイエン 火力発電所等の排煙脱硫装置へ使用される樹脂溶接技術の高度化開発

東栄株式会社 シール・ラベル印刷における、高品質、短納期、低コストを維持しながらの多品種少量印刷の実現

愛産樹脂工業株式会社 高精度製品受注獲得のための技術力強化と拡販事業展開

株式会社エクセルデントジャパン ３Ｄスキャナ・３ＤＣＡＤソフト・３Ｄプリンタを用いた義歯製造工程の自動化による生産性向上の実現

平林シート株式会社 業務用間仕切りシートにおける新技術リバーシブル積層プリントの開発による工場管理の高度化

申請者名称 事業計画名
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株式会社おとうふ工房いしかわ 新しい日本式製造プロセスを用いた干豆腐及び豆腐麺の製造

株式会社エッチアイ技研 プラスチック薄肉成型試作の短納期生産システム

株式会社くすむら 食品栄養価の高い低糖質食品「おから」の食品リサイクルのための試作開発

一宮工業株式会社 横型ＣＮＣフライスの導入と熟練工が有するノウハウとの融合による新たな加工技術の確立

コオメイ工業株式会社 熱処理部品製造設備メーカーとしての生産プロセス革新と「曲げ加工技術」高度化

株式会社協和金型製作所 インサート成型における成形品不良の低減をめざす金型設計技術の確立と設計技術の外販

株式会社磯部彫金所 ファイバーレーザー彫刻システム導入による金属の精密彫刻技術の高度化及び微細深彫り加工技術の開拓

株式会社富士プレス 複雑３次元形状の高精度自動車部品製造を可能にする加工技術の開発

有限会社都築工業所 アルミ成形技術構築による受注及び雇用の拡大

国光スプリング工業株式会社 サーボモータ式バネ研削盤導入によるバネ端面研削工程の生産性と寸法精度向上に向けた研削加工技術の新たな構築

奥野鉄工株式会社 最新式デジタル電動サーボプレス導入による難加工材加工品の受注獲得への挑戦

有限会社山椒製作所 マシニングセンタ導入による「３Ｄソリッドデータ支給からの加工図面内製化プロセス」を活かすための生産技術の向上

株式会社豊電子工業 焼入れ工程を革新する３Ｄレーザ焼入れ装置の開発

中瀬織布合資会社 中国、台湾繊維市場向けの高密度多重織ガーゼ素材増産の為の生産プロセス革新

大恵工業株式会社 高剛性構造マシニングセンタ導入し精密加工を確立して新規分野の開発製品の受注確保

丸元商事株式会社 独自アルゴリズムにより実現する中小企業ネット卸を高度化するための新たな基幹システム開発

株式会社コーセイ 橋梁の健全性と橋梁上の交通安全を同時に保つ新型排水桝の試作開発

野場電工株式会社 シートベルトバックル細幅ベルト用自動縫製機の開発

黒田商事株式会社 吸水性の高いセラミック素材の異形状自動成型機の導入によるインテリア用品の生産体制の確立

株式会社イナガキ精工 自動車部品の大型・複雑形状化に対応するための新たな金型加工技術の確立

有限会社ノバデンタルラボラトリー 新ＣＡＭシステム導入により歯科修復物製作工程の高度化を図る計画

谷脇工業株式会社 金型の加工方法の変更による金型品質の超精密化と製作技術の高度化

株式会社山城産業 自動車部品メーカに向けた測定体制の社内構築による新材料開発事業

有限会社モノカム 高度な歯科技工環境を実現するためのＣＡＤ／ＣＡＭ設備等の強化

山﨑合資会社 高級日本酒の品質向上と安定生産の為の酒造工程の革新事業

株式会社富窪精機 エンジンの少気筒化に対応した難加工試作金型の加工技術の確立

山本匣鉢製造株式会社 低温焼成焼結炉の導入による燃料電池発電素子の新技術開発

株式会社サンタック 新工法、高精度複合供給フィーダー秤による物性値を向上した複合強化樹脂材料製造開発

松栄テクノサービス株式会社 豊富な実績に基づくデータ分析と顧客との双方向コミュニケーションを活かした生産性向上支援サービスの提供事業

こまつ歯科医院 被ばく量の少ない３Ｄ画像ＣＴで短時間で明瞭な説明と高度な治療の提供

中部高熱工業株式会社 装置一体化を実現したパッケージタイプの超軽量・省エネ工業用電気炉装置の試作開発

中京化学株式会社 水性グラビア印刷の精度向上のための検査体制の確立

株式会社近藤製作所 ２次元寸法測定器の導入による、自動車部品の品質向上・生産性向上・短納期化の実現

エイベックス株式会社 次世代自動車向け電動オイルポンプ用シャフトの先端設備を活用した最適加工条件の確立でのシェア拡大

三協樹脂株式会社 組付け作業および目視検査の自動化による品質保証体制の強化事業

株式会社ウォータフルライフ 宅配水業者向け配送時の破損を防ぐ独自ウォーターサーバーケース開発

株式会社コマゼン 自動車用鉛バッテリー再生効率の向上のための新開発再生機を活用した新商品の開発

株式会社わしの製作所 プラスチックの成型不良を削減する射出成形金型の開発

株式会社マルダイスプリング 航空機向け複雑加工太物ばね生産計画

カラヤン株式会社 航空業界向けの「専用緩衝材」開発

株式会社ＵＦテック 航空機用の新材料ＣＦＲＰの革新的精密加工を実現する工具の開発

キュリアス精機株式会社 ＮＣ自動車旋盤での背面チャック振れ検出装置の取付けによるコスト消減

株式会社ミフネ 新型プレス機導入による、高張力鋼板自動車部品の品質向上及び生産体制の構築

株式会社稲垣金型製作所 金型のトータル開発期間を短縮させ、客先のニーズに応える！

株式会社シンキレーザ ファイバーレーザによる低歪みで漏れのない溶接技術の確立

畑中金型工業株式会社 ３Ｄ金型ＣＡＤ／ＣＡＭ・シミュレーションソフト導入による金型製造プロセスの革新

中京車体工業株式会社 三次元測定機及び３Ｄプリンターを活用した新たな自動車内装（外装）品試作プロセスの構築

広陽商工株式会社 多孔質アルミ樹脂型の開発

株式会社オサコ製作所 高精密ダブルノック式ゼネバ歯車の試作開発事業

株式会社大磯屋製麺所 焼そばの消費期限延長による商圏の拡大、付加価値の向上

株式会社伊藤ハガネ 材料から精密加工までワンストップのリニア特急対応で高精度の品質保証をできる体制の構築
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柴田工業株式会社 高性能顕微鏡及びサンプル製作用機器導入による金属鍛造部品の分析・評価力強化

株式会社ＩＴＡＧＥ モデルベース開発における、簡易ＨＭＩ画面とテストパターン自動作成ツールの開発

株式会社ヤスフクセラミックス 新規セラミックス材料による低価格エアコン部品の試作開発

株式会社古屋工業所 ＣＮＣ旋盤による金属極薄（薄肉）加工の高真円度精度技術の開発

エラステック株式会社 研削研磨の市場獲得を目指す、加工精度、生産性を目的とした加工設備の開発

株式会社オカザキテクノグラス 試作開発した「割れにくいフィルター」の事業化に向けた生産プロセスの革新

アイコー株式会社 海外日系企業に打ち勝つ自動車超精密切削加工部品の試作開発事業

村松鉄工株式会社 ゲージ管理から三次元座標測定機を用いた座標管理への寸法測定高度化

アサヒパックス株式会社 高機能フィルムに対し低コスト・短納期加工を実現するスリッター機のカスタマイズ開発

株式会社オオオカ 低燃費次世代自動車向けに必要な、軽量アルミ合金素材の切削加工技術の向上

艶榮工業株式会社 遠赤外を利用した加熱、乾燥処理の生産性向上、および省エネルギー化の実現

服部猛株式会社 消炎剤貼付用の基布（ニット）製造における品質管理一元化システムの構築

丸栄豊田株式会社 ロボット制御技術を活用したハンドルスイッチ部品の自動組立体制の確立

景山工業株式会社 建築外装での高いデザイン性を実現できる板金加工レベルの革新

株式会社とよたん本舗 事業者連携による６次産業化の実現と愛知県産農畜産物加工品のブランド構築事業

株式会社西澤 ファブリック植物成長促進材用ＰＧＲ－ＣＭＣの製造設備の導入及び試作開発

守田光学工業株式会社 ハイパワーレーザーに対応する光学パーツを研磨する新技術の開発

豊橋鍍金工業株式会社 銀回収装置付き省資源型・超均一膜厚分布自動ラック銀めっき装置

株式会社建和 金属プレス分野における立体造形技術向上によるコスト削減及び提案営業力強化事業

ピーエムアイ有限会社 三次元スキャナを活用した金型製造の高精度・短納期・低コスト化

有限会社アイ・カチオン カチオン電着で必要となる制御盤の導入による製造ラインのＩＴ化と見える化の実施

株式会社ヨコイ精工 革新的製造プロセスによるインパネリインフォースメントシャフト製造技術開発事業

中央化工機株式会社 振動機構を加えた凍結乾燥装置の開発と先端分野への試作対応機能の構築

株式会社鈴木傔詞鉄工所 製菓容器用金型工期の大幅な短縮を目指した立体造形技術の導入・開発

株式会社三陽製作所 油圧ホース金具の生産プロセス強化を実現する鍛造技術の高度化開発

千代田工業株式会社 競合他社に対しコストで優位に立つ為のインサート成形自働化装置の開発

有限会社伊藤技研 生産プロセス革新による窯業瓦金型のワンストップ・サービス構築事業

株式会社松井手袋製造所 コンピューター無縫製立体横編み機を活用した、弾性グローブの開発。

株式会社三光セラミック ハニカム焼成治具用原料粒子径分布測定設備導入事業

株式会社横井鉄工 自動変速機部品のワンチャッキング精密切削加工方法の確立

有限会社弥千代精機 航空宇宙産業分野の切消加工を高効率化する難加工材に特化した新たな総型工具の試作開発

岩川鉄工株式会社 自動車部品等加工用治具製造プロセスへの三次元測定機導入による製品精度保証体制の構築

中川ゴム工業株式会社 加工精度向上と小口対応力強化のための多機能プロッタの活用

有限会社絞染色久野染工場 イタリアデザインの有松絞り開発と機械化生産体制確立プロジェクト

愛光屋花心亭 介護施設との業務提携による要介護者対応の飲食店サービスの新事業

合資会社マルワイ矢野製陶所 連続式真空脱泡成形法による高品位薄肉セラミックスの試作開発

名西産業株式会社 ５面加工機の導入による段取り改善で、生産性向上と高精度加工を実現

株式会社江南工業所 金属加工の精度向上と工程短縮を同時に実現する生産体制の確立

東洋高周波工業株式会社 厳密化・複雑化する川下ニーズに対応するための生産体制構築事業

有限会社三矢工業 高精度金型部品の工程毎トレサビリティによる「不良ゼロ」実現と生産高拡大

東光工業株式会社 はすば歯車の高精度加工と試作開発納期短縮化による競争力強化と販路の拡大

有限会社愛北義肢製作所 インソール製作の機器導入と加工プログラム開発による生産効率・品質の安定性向上

天海工業有限会社 金型外注部品内製化に向けた機上旋盤工具研削装置を内蔵したＮＣ旋盤加工機の導入

株式会社峯村金型 順送金型の生産の短納期化

株式会社ＢＡＣ 自社開発した独自技術を生かした「リマドステーション」サービスの全国展開

岩瀬鉄工株式会社 高精度複合加工機の導入によるドライブシャフト切削工程の生産プロセス革新

有限会社チリュー特機 高精度自動検査機の開発に向けた高性能加工機械・測定器の導入

かとう歯科クリニック 歯科用３ＤＣＡＤ／ＣＡＭ導入による、歯科技工物の病院内での内製化による生産性の向上

株式会社エアウィーヴ
マニュファクチャリング エアウィーヴの継続的な市場拡大を実現するための、マットレス素材の成形品質と生産効率が向上する成形技術の確立

申請者名称 事業計画名
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有限会社内田化成 ガス発生抑制技術を備えた最新射出成形機導入による、高度な品質維持並びに金型メンテナンス周期延長化との両立の実現

有限会社アマノサービス工業 移動式遠心分離装置による塗装ブースの汚泥処理の実現

株式会社五合 天井クレーンによる労働災害低減を目的とした事故防止システムの開発

日本エンジン株式会社 レベリングバルブ試験工程の改善を行い、リードタイム短縮による生産性の抜本的な向上を実現

協発工業株式会社 高精度プレス金型製作によるファインブランキング加工の実現と試作開発

有限会社大同精機 歯車かみ合い試験機の充実による品質保証体制の強化・向上と新規取引先の拡大

有限会社山本屋 秘伝味噌ダレを活用した「山本屋まかない飯」事業のための食品加工保存技術の確立

加茂精工株式会社 転造による直線アルミ歯車（アルミラック）の試作開発

旭光精工株式会社 ３次元データを活用したデジタル検証・生産準備の推進

熱田起業株式会社 ＣＡＤＣＡＭによる航空宇宙機器部品切削加工法の高度化で効率化を図る

株式会社ｍｅｔｅｃｏ 梱包部門の強化の為の最新鋭機械・装置の導入

株式会社ビーグルー 観光バス向けバスガイド案内サービスの映像表示支援および多国籍言語対応ユニットの試作開発

株式会社ユニ・ポイント 個体をクラウドでリアルタイム管理し、状態をトレースするシステム

高砂電気工業株式会社 高精度５軸研削加工機導入による航空用精密部品生産プロセス改善とバルブ受注拡大

株式会社サンユー 高精度長尺シャフトの革新的技術の確立により事業拡大を図る

ＰＤエアロスペース株式会社 ＩＴを利用した飛行操縦システムによる無人航空機運用サービスの構築

株式会社豆福 新型コーティング機導入による、豆菓子の品質安定化、生産性向上、新市場開拓の実現

合同会社むすびｄｅｓｉｇｎ 豊田市における自助型の高齢者見守りと地域活性化事業
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92

多目的ハードガラスコーティング。
傷が付きにくく防汚性能も向上。
鉄道車両向けの画期的な研究開発

TOPIC

01

新コーティング剤の開発へ

　グラストップは平成20年２月に創
業し、同年にガラスコーティング剤
「GlassTop」を発表したベンチャー企
業である。各種素材に特化したガラス
コーティング剤の開発・販売を行うと
ともに、鉄道車両の床敷物や一般住
宅のフローリングなどへガラスコーテ
ィング剤の塗布施工を行ってきた。鉄
道分野と建築分野が事業の二本柱で、
特に鉄道車両向けでは、一般社団法
人日本鉄道車両機械技術協会の燃焼
試験で国内唯一、薄膜型ガラスコー
ティング剤単体として「不燃性」の成
績を誇る。鉄道車両の外板はステン
レス製に加えてアルミニウム製やラッ
ピングフィルム製の車両が増えてきて
おり、どちらも表面が軟らかいため、
傷が付きやすい。そこで、外板をＵ

Ｖカット性能のある硬いガラスコーテ
ィング剤で覆うことにより、防傷・防汚
・ＵＶカットできると考え、アルミ・ラ
ッピングフィルムに密着する新型ガラ
スコーティング剤の開発と、密着方法
（工法）の研究開発に迫られた。

スペース確保や測定に課題

　そこで、アルミ製外板やラッピング
フィルムに塗布ができ、密着するガラ
スコーティング剤の研究開発に取り組
んだ。従来の実績では床敷物などが
中心で、アルミやラッピングフィルム
における車両外板のような大きな立
面での実績がなかった。立面だと重
力の関係でガラスコーティング剤自体
が下に垂れるため、均一な膜厚管理
が困難であり、ガラスコーティング剤
自体への粘性付与や、塗布工法の研
究開発が急務であった。ガラスコー

ティング剤製造では撹拌技術や配合
比率に関しての実績は有していたも
のの、クリーンスペースの確保や、膜
厚１μ―４μｍという目視では判断
が難しい膜厚測定が課題視されてい
た。それらの問題解決に「平成27年
度補正ものづくり・商業・サービス新
展開支援補助金」を活用した。

屈曲性に優れ建築分野にも

　それらの研究開発が成功すれば、
アルミ製鉄道車両外板、ラッピングフ
ィルム製鉄道車両外板にガラスコーテ
ィングが施工可能となる。硬いので
傷が付きにくくなるため、鉄粉や錆、
泥などの汚れが傷に入り込まなくなり、
防汚性能が格段に上がる。従来は１
週間に１回必要だった車両の手洗い
洗浄も、洗車機だけで長期間美観が
維持できるようになる。「代用はできて

アルミ板上での暴露試験（上がガラスコーティング施工面）

ぐらすとっぷ

代表者役職名・氏名
	 :	代表取締役・天満久義
設立年月日	:	平成２３年８月２９日
住所	 :	〒４５４－０９８２
	 	 名古屋市中川区
	 	 西伏屋１－３０４－２
電話	 :	０５２－６１８－８２６０
ＦＡＸ	 :	０５２－６１８－８２３０
ＵＲＬ	 :	http://www.
	 	 glasstop-japan.com
Ｅ‐Ｍａｉｌ	 :	 info@glasstop.co.jp
資本金	 :	３００万円
業種	 :	鉄道車両用・建築材料用
	 	 ガラスコーティング剤の
	 	 開発、製造など

data

グラストップ株式会社

車両外板用ラッピングフィルム及びアルミ製外板用新型
ガラスコーティング剤の研究開発

問題解決のための製品・工法が事業の柱
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も専用がなかった」（天満社長）のが
この分野の難しいところ。しかも、鉄
道分野は材料の様々な試験が必要で
本格採用までに３―５年要するなど
「ハードルが高い」のが難点。それで
も、一部の材料における実用新案権
を大手車両製造企業と共同出願する
など、ハードルを乗り越える体制は整
えてきた。また鉄道運営事業主が抱
える問題に対しては試験施工に協力
的であるという利点がある。それら企
業が抱える問題解決のための製品・
工法開発がグラストップにとって事業
の大きな柱になる。

車両製造大手に施工を提案

　今回の研究開発が終了次第、手始
めに車両製造大手のアルミ製外板の
施工を目指す。さらに別の車両製造
大手が鉄道運営大手に提案している

新型ラッピングフィルム製外板車両の
施工も視野に入れている。その後は、
国内最大手の鉄道関連商社を通じて、
全国の鉄道運営企業に企画・提案・
施工を積極的に行う計画である。今
回は特殊コーティング技術のため、鉄
道関連に関する営業・施工は自ら各
ユーザーに働きかけて、より精度の
高い現場施工ができるようにする考え。

事業拡大に向けては営業社員の早期
育成も急務であり、鉄道分野で培っ
た実績を元に、もう一方の柱である建
築分野にも本格的に着手する。「同業
がいても競合がいない」と天満社長
は胸を張る。11月末に幕張メッセで
開幕する第５回鉄道技術展2017（隔
年日本開催）にも出展し、新製品と
新技術をアピールする。

ぐらすとっぷ

アルミ・ラッピングフィルムに密着する新型ガラスコーティング剤の開発に挑んでいる

膜厚１μ－４μｍを測定する 「同業がいても競合がいない」と胸を張る天満社長
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最新型マシンでアルミニウム製
ナットの試作開発に着手。自動車の
軽量化の流れに素早く対応

TOPIC

02

鉄から軽量素材へ転換

　大一螺子工業は、組み立てなどに
使う締結部品である各種ナットの製造
をメインに手がけている。切削でしか
できなかったナット製造を圧造で行っ
たり、着実な戻り止め効果のあるナッ
トを開発したりするなど、高い技術力
を誇る。社訓である「よりよい品を」
という精神で、常に新しいことにチャ
レンジし続けている。
　そんな同社の主な取引先は地元・
愛知県で盛んな自動車業界だ。同業
界では環境負荷低減を求める社会的
要請を背景に、電気自動車（ＥＶ）
や燃料電池車（ＦＣＶ）など、いわ
ゆる次世代自動車の普及が図られ、
内燃機関からモーター、金属から炭
素繊維へといった自動車の素材、部

品、構造に大きな変化が起きる可能
性が見込まれている。
　そうした中、次世代自動車開発に
おける重要なキーワードの一つとして
注目されているのが「軽量化」だ。
自動車の各部品の締結に使われるナ
ットでも今後、従来の鉄からアルミニ
ウムなど軽量素材への転換が求めら
れている。

生き残りに向けて挑戦

　このため同社は「ＥＶやＦＣＶの
波が次第に押し寄せていることは常
に肌で感じており、これに素早く対応
しなければ競争が厳しい自動車業界
の中では生き残っていけない」（中
村公則常務取締役）とし、アルミニ
ウム製の新しいナットの開発に着手
することにした。

　ナットの製造にはフォーマーと呼
ばれる多段式鍛造機を用いる。フォ
ーマーは長尺のコイル材を切断、
数段階に分けて成形して自動車用
のボルトやナット、プラグなどを作り
上げる加工機だ。
　同社でも当然、フォーマーを保有
していたが、それは主に鉄の加工に
用いるマシンだ。アルミニウムは材
質が鉄に比べて軟らかいことから、
加工時に曲がったり段差ができたり
してしまう。また、精度の面でも限
界があった。
　従来の設備では新しいナットの開
発は難しく、課題を解決するために
は、アルミニウムに対応する最新型
のフォーマーがどうしても必要だった。
しかし、その導入にはコストがかか
ってしまうため、簡単にはできない。

さまざまなナット製品を手がける

だいいちらしこうぎょう

代表者役職名・氏名
	 :	代表取締役・中村泰忠
設立年月日	:	昭和２３年２月２１日
住所	 :	〒４７７－００３７
	 	 東海市高横須賀町
	 	 町新田３４番地
電話	 :	０５６２－３３－１１７１
ＦＡＸ	 :	０５６２－３３－３７１５
ＵＲＬ	 :	http://www.
	 	 daiichirashi.co.jp
Ｅ‐Ｍａｉｌ	 :	k-nakamura@
	 	 daiichirashi.co.jp
資本金	 :	１１２５万円
業種	 :	自動車用ナットの
	 	 製造など

data

大一螺子工業株式会社

最新型フォーマーの導入と精密鍛造技術を活用した
軽量・難加工材の戻り止めナットの試作開発

段階的に成形してナットを製造する
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技術的課題すべて克服

　そこで「平成27年度補正ものづ
くり・商業・サービス新展開支援補
助金」を活用。阪村機械製作所の
フォーマー「ＮＦ―530」を第二工
場に導入した。「当社にとって使い
勝手が良いようにいくつか改造もし
てもらった」（同）。
　そして、これまでナットの開発・製
造で蓄積したノウハウを駆使しながら、
アルミニウム製のナットの試作を繰り
返した。その結果、導入した最新型
フォーマーの扱いにも慣れ、技術的
な課題はすべて克服できた。
　「ものづくり補助金の活用により、ス
ピード感を持って設備導入が行え、ア
ルミニウム製ナットの試作開発にいち
早く取り組むことができたのは、非常

に大きかった」と中村常務は振り返る。

業界でシェア拡大狙う

　試作したアルミニウム製ナットにつ
いて、現在は見積書を提出している
段階で正式な受注にはいたっていな
い。だが、アルミニウム製ナットの生
産を可能とし、また、最新型フォーマ
ーの習熟訓練の結果として稼動率の
向上も達成し、高効率生産もできる

見通しが立った。これは競合他社に
対しての大きなアドバンテージとなる。
　今後はアルミニウム製ナットの強度
を上げるなど、さらに改良を図る。
そして、「近い将来、アルミ製ナット
の受注獲得につなげたい。少しずつ
実績を重ねながら顧客から信頼を得
て、『アルミニウム製ナットといえば
大一螺子工業』と言われるように努
力していく」（同）。

だいいちらしこうぎょう

導入した最新型のフォーマー（多段式鍛造機）。アルミニウム製ナットの試作を繰り返した

	「受注を獲得したい」と意気込む中村常務 フォーマーを導入した第二工場
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オブラートをより身近にしたい―。
自由に絵を描いて料理に貼って
飾るなど新用途を開発

TOPIC

03 瀧川オブラート株式会社
可食性インクによる“世界初”食用プリントオブラートの開発

認知度の低下に危機感

「オブラートに包んで発言する」―。
直接的に刺激するような表現を避け、
遠回しな言い方をする場合に使う慣
用句だ。ではオブラートとは何か。
40代以上であればなじみのあるもの
だが、若い世代、特に20代以下とな
ると「半数の人が知らないのでは」と
瀧川オブラートの瀧川紀幸社長は指
摘する。
　オブラートとは菓子を包んだり、粉
末の薬を包んで飲んだりするために
使われる薄い膜状のもので、以前は
目にする機会が多かった。だが、ゼ
リー状や錠剤の薬が増えたことなどか
ら次第に見かけなくなり、かつて国内
に100社以上存在したメーカーはい
ま、３社にとどまる。

　瀧川オブラートはその１社で、創
業100年を越える老舗企業。袋型の
オブラートでは90％以上のシェアを誇
り、多くのドラッグストアで同社の製
品が並ぶ。このため同社の業績は堅
調だが、瀧川社長は「ここ20―30
年間マーケットが変わっていない。オ
ブラートの認知を広めないと先は厳し
い」と危機感を募らせていた。

海外市場に目を向ける

　そこで、同社は海外に販路を求め
た。漢方薬を飲む習慣があるシンガ
ポールにまずは狙いを定め、営業に
力を注いだ。しかし、現地では漢方
薬を煎じて飲むケースが多いというこ
とが分かった。
　「薬を包んで飲む文化は日本だけで、
海外市場開拓は難しいかもしれない」

（瀧川社長）。そんな思いをしつつ、
ある商談で瀧川社長はとっさの行動
に出た。それはオブラートに可食性イ
ンクでイラストを書き、食べ物に貼っ
てデコレーションするということだった。
オブラート自体もでんぷんから作られ
たもので食べられる。当時、可食性
インクとオブラートのセット商品の販
売をおぼろげながらに考えており、そ
の場で急遽、提案した。
　「これが『おもしろい』と好評だった。
シンガポール人は新しい物好きの面
があり、きちんと商品にすれば売れる
だろう」と瀧川社長は見込んだ。そ
の後、同社はデコレーション専用のオ
ブラートを開発し、あらかじめ絵柄を
プリントした商品を作ったり、シンガ
ポールの展示会に出展したりするなど、
攻勢をかけた。

「オブラートを広めたい」と語る瀧川社長

たきかわおぶらーと

代表者役職名・氏名
	 :	代表取締役・
	 	 瀧川紀幸
設立年月日	:	昭和６２年７月３１日
住所	 :	〒４４１－１３３８
	 	 新城市一鍬田字
	 	 清水野３－３
電話	 :	０５３６－２６－１１３３
ＦＡＸ	 :	０５３６－２６－１０１１
ＵＲＬ	 :	http://boc-ob.co.jp
Ｅ‐Ｍａｉｌ	 :	 takikawa@
	 	 boc-ob.co.jp
資本金	 :	１０００万円
業種	 :	オブラート製造

data

無味無臭なため食品の味を損ねない
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注文が殺到する状況に

　当初はオブラート自体が海外で全く
知られていないため、苦労した。だ
が食品関連の展示会に出展を重ねる
ごとに引き合いが増え、ついにはオ
ブラート数万枚単位の受注見通しも
得られるようになった。
　こうした状況に対応するため、同
社は「平成27年度補正ものづくり・
商業・サービス新展開支援補助金」
を活用し、生産設備のプリンターと
品質チェック用の金 属検知機を導
入した。
　商品はオブラートと可食性ペンが
セットの「E d i b le  F i l m & P E N 」、
イラストやメッセ ージ を 合 成 着 
色 料 で 印 刷 し た「Food Deco 
Sticker」をラインナップ。シンガ

ポールと日本国内の東急ハンズで販
売している。また、オリジナルのロゴ
やイラストの印刷にも応じており、い
ずれの商品も国内外の企業や飲食店
から発注が多くある。個人からも“キ
ャラ弁”人気を追い風に注文が殺到し
ている状況だ。

さらなる拡販に強い意欲

　誰でも手軽に使えることから、「ホー

ムパーティーが盛んなアメリカでも広
がる可能性がある」と瀧川社長はさら
なる拡販に意欲を見せる。今後は補
助金で導入した設備を活用しながら
受注増に対応し、インターネットも含
めて販売チャンネルを増やす。同時
に商品ラインナップも拡充していく。
そして「オブラートをより身近にし、
若い世代に知ってもらえるようにした
い」（同）と力を込める。

たきかわおぶらーと

料理だけでなく飲み物にも手軽に使える。ラインナップは順次、拡充する

補助金で導入したプリンター 専用オブラートの厚みは20μｍ
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より高性能なレーザー加工機の
開発に向けて、複合加工機などを導入。
効率が大幅に向上

TOPIC

04

他に先駆けて素早く開発

　現在、ワークや製品の高機能化、
部品形状の複雑化などから製造現場
ではレーザー加工の需要が伸びてい
る。これを背景に国内外のさまざまな
機械メーカーがレーザー加工機を開
発し、競争は激化している。そうした
中で存在感を発揮し、注目を集めて
いるのがタマリ工業だ。
　同社は昭和61年に設立し、当初
は溶接専用機の設計・製造をメイン
に手がけていた。平成１４年に下玉
利淳也社長が創業者から経営を引き
継ぎ、当時は国内にほとんど存在し
なかったレーザー加工機の市場拡大
を予見して、その開発に素早く着手。
そして、これまでに低出力から高出力
まで幅広いレーザー加工機を生み出

してきた。性能の高さに加えソフト、
ハードとも固有の技術で作り込んでい
ることが特徴だ。　
　同社の基本的なスタンスは、個々
のユーザーにとって最適な製品を提
供すること。レーザーを発生する発振
器など関連装置・部品の知見を生か
し、ユーザーそれぞれの加工部品、
生産ラインに合わせた専用設計を行
っているため「無駄がなく、よりコン
パクト、低コストに製品を導入しても
らえる」（下玉利社長）のが強みだ。
また、ユーザーへの提案にあたっては
社内で徹底的に実験を繰り返している。

手作業から機械化への転換

　こうした「顧客の真のベストパート
ナー」（同）を目指す取り組みにより、
同社は順調に業績がアップ。いまや

高性能なレーザー加工機を次々と開発

レーザー加工機事業は同社の売上高
の90％以上を占めるまでに成長して
いる。平成26年にはレーザー加工機
事業の強化に向けて近接する既存工
場を移転し、規模を２倍に拡張した
新本社工場も稼働した。
　同社は常に研究を重ね、より高精
度な加工ができるレーザー加工機を
目指しているが「その開発にはレー
ザー加工機を構成する部品一つひと
つが重要になる」（同）。その部品は
これまで、いわゆる職人の社員による
手作業に頼る面が大きかった。レー
ザー加工機の生産量が増えているこ
ともあり、手作業から機械化への転
換が迫られていた。
　そこで「平成27年度補正ものづく
り・商業・サービス新展開支援補助金」
を活用し、立型マシニングセンター

たまりこうぎょう

代表者役職名・氏名
	 :	代表取締役・
	 	 下玉利淳也
設立年月日	:	昭和６１年９月２５日
住所	 :	〒４４５－０８０２
	 	 西尾市米津町
	 	 五郎田１－１
電話	 :	０５６３－５７－１１７１
ＦＡＸ	 :	０５６３－５７－４５９０
ＵＲＬ	 :	http://www.
	 	 tamari.co.jp
Ｅ‐Ｍａｉｌ	 :	sales@tamari.co.jp
資本金	 :	１０００万円
業種	 :	レーザー加工機の
	 	 設計・開発・製造など

data

株式会社タマリ工業

レーザー加工機市場の受注倍増を目指すための
革新的高機能デジタル生産システムの構築

「レーザー加工技術を追求する」と意気込む下玉利社長
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（MC）と複合加工機、３次元CAD
／CAM（コンピューター利用設計・
製造）を導入した。

加工時間が従来の半分に

　その結果、従来は３時間を要して
いた加工が半分の1.5時間に短縮で
き、成果はすぐに出た。また、これま
でフライス盤、旋盤の順番に加工して
いたケースでは、その都度ワークの脱
着が必要だった。複合加工機の導入
により、その手間がなくなり作業効率
が向上し、加工精度もアップしたとい
う。さらに、同社は設計を３次元CAD
で行うが、そのデータを変換すること
なく、そのままＭＣに入力できるため、
プログラミング時間の短縮も果たせた。
　また、補助金申請に際して「当社
には何が不足し、課題なのかを洗い

出す必要があった。補助金を使うか
らには結果も求められる。これらの対
応を進める上で社員が深く考え、そ
れぞれのスキルアップにつながった」
（同）。こうしたことも得られた大きな
成果の一つだった。

顧客第一に徹しながら前進

　同社は今後も補助金の成果を生か

たまりこうぎょう

補助金を利用して導入した立型マシニングセンター。部品の加工時間を大幅に短縮できた

平成２６年に稼働した新本社工場 複合加工機も導入、有効活用している

しながら「顧客第一の信念に徹して、
さらに高効率・高精度なレーザー加
工技術・機械の開発にチャレンジし
続けていく」（同）。そのプレーヤーと
なるのは技術者だが、製造業におい
ては人手不足が目下の課題。同社で
は高校や大学などの新卒者採用にも
力を入れており、会社アピールを積
極化している。
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ハンドリング用ロボット導入で
作業効率が向上。受注増を目指し、
積極的な事業展開へ

TOPIC

05 有限会社矢田化学工業

防爆型搬送ロボット・クリーンルームの導入による塗装の品質安定化・
生産性向上・低コスト化・環境対応の実現

塗装に関して絶対的な自信

　矢田化学工業は金属や樹脂などの
ワークへの塗装を手がける。焼き付
け、低温焼き付け、カチオン電着な
どのさまざまな塗装技術を蓄積し、そ
れらを磨きながら積極的に事業を展
開。特に500㎜×500㎜までのワー
クに対する塗装では「コスト、品質、
納期とすべてにおいて絶対の自信」
（中本和則社長）を持っており、自動
車産業を中心とした顧客から厚い信
頼を得ている。
　同社は金属をメインに扱っていた
が、15年ほど前から樹脂への塗装も
本格的に始めた。本社工場には塗装
ラインが３本あり、オーバーヘッドの
静電塗装ラインとスラットコンベア塗
装ラインが２本ある。このうち１本は
金属と樹脂のライン、もう１本は樹脂

専用のラインとして稼働していた。こ
こ数年、金属、樹脂ともに受注が増
えたことからラインの能力が限界に近
づき、残業も多くなった。さらに設備
の老朽化が進んだこともあり、更新の
必要に迫られた。

効率化に向け先端設備導入

　ただ、設備更新にはラインを止め
なければならず、それは「仕事を止
めることとイコール」（同）だ。そこで、
本社工場とは別の工場を立ち上げる
ことになり、平成27年に本社工場の
近くで工場を取得した。
　この工場は本社工場の設備の一部
を移設するとともに、新規設備を導入。
同29年に「膝折工場」として稼働した。
この膝折工場を整備する際に「平成
27年度補正ものづくり・商業・サー
ビス新展開支援補助金 」を活用す

ることにした。先端的な設備を導入
し、効率を追求した。
　そのうちの一つがハンドリング用ロ
ボットだ。安川電機のロボットで、ラ
インに流れてきた金属や樹脂のワー
クをつかんで、次工程の塗装用ロボ
ットに渡す搬送の役割を果たす。中
小企業でも塗装用ロボットを導入して
いる例は多いが、ハンドリング用ロボ
ットまでを活用しているのは珍しいと
いう。ハンドリング用ロボットは高速
かつ正確に動くため、これまでの人手
（2人分）による搬送作業に比べて効
率は大幅に向上した。

ＩｏＴも活用し品質アップ

　また、膝折工場ではＩｏＴ（モノ
のインターネット）化も進めた。９台
の監視カメラを設置し、リアルタイム
で工場の状況を確認できるようにした。

自動車部品の塗装などを手がけている

やだかがくこうぎょう

代表者役職名・氏名
	 :	 	代表取締役・中本和則
設立年月日	:	平成元年９月１日
住所	 :	〒４７４－００１１
	 	 大府市横根町
	 	 箕手４１番地の１６１
電話	 :	０５６２－４７－１０５８
ＦＡＸ	 :	０５６２－４４－０７３０
ＵＲＬ	 :	http://www.yadakk.co.jp
Ｅ‐Ｍａｉｌ	 :	 info@yadakk.co.jp
資本金	 :	４００万円
業種	 :	金属・非金属・
	 	 樹脂の塗装、メッキ、
	 	 表面処理など

data

平成29年に稼働した膝折工場
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導入したハンドリング用ロボット（右）。塗装用ロボット（左）に高速かつ正確にワークを渡す

「高レベルを目指す」と話す中本社長

録画も行い、３カ月分の録画データ
を残している。加工条件のデータも
蓄積していることから「品質不良など
問題が発生したときには、さかのぼっ
て原因を数値と映像で探せる」（同）。
　さらに、クリーンルームも導入。
塗装現場の清浄度を一定に保つこと
で、不良品の発生防止や品質の向
上を図っている。
　こうしたロボットやＩｏＴ、クリーン
ルームの導入は「資金に余裕のない
中小企業には難しく、ものづくり補助
金がなければできなかった。大変あり
がたい」と中本社長は振り返る。なお、
膝折工場の塗装用ロボットも別年度の
ものづくり補助金で導入したものであり、
一定のスピード、吐出量で塗料の吹き
付けができることから品質が安定し、
また、人手に比べて時間や塗料が半
減するほどの成果が得られたという。

より難度の高い加工に挑戦

　これまで矢田化学工業は高い技術
レベルを保ってきたが、人手によるも
のだったため限界があり、いわば高
止まりの状態だった。だが、ものづく
り補助金の活用で環境を整えられたこ
とにより「これまで以上の高品質な加

工できる可能性が見えてきた」（同）。
　そして、「今後はよりレベルの高い
塗装の仕事を受注したい。難度の高
い加工に果敢にチャレンジし続けるこ
とでステップアップを図る。厳しい競
争の中で生き残っていくためにはそれ
しかない」（同）と将来を見据えて決
意を固めている。

やだかがくこうぎょう

クリーンルームも導入し高品質化へ
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平成２7年度補正

ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金
制度概要

補助対象者

日本国内に本社及び開発拠点を現に有する中小企業者

事業の目的

国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、認定支援
機関と連携して、革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う中
小企業・小規模事業者の設備投資等を支援した。

募集期間

１次公募	 平成２８年２月５日（金）～４月１３日（水）
2次公募	 平成２８年７月８日（金）～８月２４日（水）

採択件数（愛知県地域事務局分）

１次公募	 ４６３件
２次公募　	 　11件

補助対象事業

【革新的サービス】、【ものづくり技術】の２類型で、それぞれについて「１．一般型」、
「２．小規模型」、「３．高度生産性向上型」があります。

・補助上限額：５００万円
・補助率：２／３以内
・設備投資可能（必須ではない）(１次公募)
・設備投資が必要(２次公募)

・補助上限額：３，０００万円
・補助率：２／３以内
・設備投資が必要

・補助上限額：１，０００万円
・補助率：２／３以内
・設備投資が必要

一般型
（１次公募・２次公募）

【革新的サービス】 【ものづくり技術】

小規模型
（１次公募・２次公募）

高度生産性向上型
（１次公募のみ）
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補助対象経費の区分 補助率 補助上限額 補助下限額

機械装置費、技術導入費、
運搬費、専門家経費、

(原材料費、外注加工費、委託費、
知的財産権等関連経費、クラウド利用費)
(１次公募の小規模型での試作開発等のみ)

補助対象経費の
３分の２以内

「一般型」　１,０００万円
「小規模型」　5００万円
「高度生産性向上型」
　　　　　3,０００万円

100万円

補助率等

事業のスキーム

中小企業庁

補助金交付

事業実施団体

（全国中央会）

委託契約

（地域事務局等）

認定支援機関

相談
依頼

中小企業
小規模事業者

申請者（⑤以降は補助事業採択者）

①公募

②事業計画書申請

④採択

⑤補助事業
交付申請

交付決定

中間監査

事業実施・実績報告

補助金の請求

⑥事業化状況報告・収益納付

確定審査（交付額の確定）

補助金の支払

補助対象要件

【革新的サービス】
（１）「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービスの創出・サービス提供
　		プロセスの改善であり、３～５年計画で、「付加価値額」年率３％及び「経営利益」年率１％の向上を達成できる計画であること。
（２）どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作り、その実効性について認定支援機関により
　		確認されていること。
（３）（高度生産性向上のみ）「ＩｏＴ等を用いた設備投資」を行い生産性を向上させ、「投資利益率」５％を達成する計画であること。

【ものづくり技術】
（１）「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した革新的な試作品開発・生産プロセスの改善を行い、
　		生産性を向上させる計画であること。
（２）どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作り、その実効性について認定支援機関により
　		確認されていること。
（３）（高度生産性向上のみ）「ＩｏＴ等を用いた設備投資」を行い生産性を向上させ、「投資利益率」５％を達成する
　		計画であること。

③審査・採択

地域採択審査委員会	

全国採択審査委員会

助言・支援
確認書発行
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平成２7年度補正ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金
採択一覧（愛知県地域事務局）

【 １次公募 】
（採択発表時）

申請者名称 事業計画名

東海イオン株式会社 大型チタンスクリーン、チタン治具による、窒化処理とチタンコーティング同時処理計画

杉浦工業株式会社 ステンレス素材を使用した熱間鍛造生産方法の革新取り組み

東海挾範株式会社 超高精度複合小型研削盤導入による高精度内面研削加工技術の確立

寺尾機械株式会社 新型設備導入による、高精度な電子部品端子のフォームドローリング加工生産体制の構築

有限会社アオイセイコウ 耐摩耗性と透明性で付加価値を向上させる射出成型の技術革新

株式会社伊勢安金網製作所 連続型金網端部巻付け加工機導入による精度向上と低コスト・短納期供給体制の確立

株式会社ワークアップアサクラ 最新生産設備導入による、高品質冷間鍛造用素材の高効率連続生産ラインの構築

後藤工業株式会社 製品精度・測定精度の向上を図り、先進技術と最新ニーズへの適合化

日比野工業株式会社 先端自動車用部品市場獲得のためのデジタイザによる高効率生産技術品の開発

株式会社環境科学研究所 スペシエーション分析技術の確立による食品輸出事業者支援および新規市場の獲得

有限会社大橋金型 高性能形彫り放電機と自社ノウハウの融合による金型手磨きレス工程の確立

有限会社井上製作所 熱処理工程において、熱処理の均一性が極めて高い生産技術の確立

株式会社明治機械製作所 自動車部品用検査治具のさらなる精密化・短納期化による検査品質の向上の実現

株式会社シーアイプラント ニッケルペーストの大量生産体制の構築

有限会社奥村鉄工 精密金属研削の超高精密化とコスト低減を実現する技術の確立

株式会社ティーエヌ製作所 化学発泡コアバック－プッシュ射出成形による軽量化技術の確立

千路工業株式会社 切削技術の高度化による多工法部品のワンストップ受注事業

笹原金型株式会社 次世代自動車の軽量化に繋がるホットスタンピング金型精密加工技術開発事業

有限会社石原ライト工業所 安全を高めるための付属品を装着した防災用ヘルメットの試作開発

株式会社ニノミヤ 新型ターボチャージャ部品の量産体制の確立を目指した精密加工設備と製品管理システムの導入

有限会社大島工作所 リニアモータ駆動ワイヤ放電加工機による次世代型ハイブリッド車等の検査用冶具の試作開発

豊川印刷株式会社 小規模事業者に向けた小ロットのパッケージ等を含めたトータルプロデュース

東海窯礦株式会社 廃触媒担体からの焼成加工によるレアメタル回収

有限会社片岡製作所 テーブル型ＮＣベンディングマシン導入による生産能力向上と販路の開拓

上田金型製作所 次世代自動車ワイパー用金型を短納期で製作する技術の開発

有限会社荒木製作所 船舶向けエンジン用スラストワッシャの精密切削・精密研削の新たな加工技術の開発

エーワン株式会社 Ｉ ｏ Ｔ機器開発のベースとなるプログラマブルＭＣＵモジュールの試作開発

名興発條株式会社 板ばねの熱処理工程での歪を最小限に抑えるプレス加工の開発

伊藤精工株式会社 測定工程の高度化による高精度自動車部品の生産性向上

有限会社八雲 新冷凍技術を活用したフルーツ・野菜を包餡した高品質な冷凍和菓子の開発

伊藤手帳株式会社 最新の手帳用三方裁断機の導入による６０万冊／１カ月の生産体制の実現

東海精密工業株式会社 新素材プラスチックを用いた高機能偏光サングラスレンズの量産化のための研究開発

佐藤食品工業株式会社 最新型ミキサによる、高品質でリーズナブルな野菜・果物パウダーの開発と市場獲得

株式会社小垣江鉄工所 高効率立形複合研削盤導入による、研削加工プロセスの改善

ＮＣ　ＬＡＢＯ 最新モデルの５軸マシニングセンタを導入しての３Ｄプリンタの後加工表面処理プロセスの改善

トーシンテック株式会社 最新型ＣＮＣ旋盤機械導入による無駄のない生産工程の確立と電子マニュアルでの技術者育成

瀧川オブラート株式会社 可食性インクによる “世界初” 食用プリントオブラートの開発

山眞産業株式会社 桜から始まる四季折々の花や葉と果実など地産農産物のスイーツ用素材の企画開発と製造加工

いまはし歯科クリニック 歯科治療において、切削治療時の環境改善による衛生管理の徹底と見える化

山田工機株式会社 最新型プレスブレーキを活用した曲げ加工工程の革新による高精度加工と超短納期の両立

株式会社新美利一鉄工所 最新レーザー加工機による高精度、高付加価値製品の立体的な加工技術の確立

株式会社西成工業 高精度・高品質の金型を提供できる「微細加工技術」の構築

丸正精工株式会社 次世代燃料電池基幹部品における、革新的精密加工による部品合理化の確立

株式会社イトー 匠な技術を活かし、短納期での配達実現を図る事業

株式会社マリエ 美容業＆ブライダル業の二毛作業態サービスの開発によるマリエスタイルの構築

株式会社フコク東海 次世代自動車向け細型中空圧接ピストンロッドの製造技術の確立事業
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水野歯科クリニック 口腔機能を守るためのインプラント治療迅速化プロセス開発事業

おしむら歯科 歯科金属アレルギー診療の高度化による新規患者層の獲得

株式会社オカベカミコン 「樹脂製折り畳み式中仕切」の耐高温性能、強度、小寸法対応等の製品の高度化

株式会社東海鋳造所 最新型鋳仕上げ機等の導入による低コスト・短納期製造工程の開発

片野プラスチック工業株式会社 “オンリーワン技術” のバリなし長尺３次元パイプの特注成形設備（ブロー成形機）の導入

丸松織布株式会社 スポーツテープ向け二重織基布の開発・製造

株式会社ジェーピーマネジメント 海外取引を目指す中小製造業者と海外バイヤーとの仲介サービスを提供するプラットフォームの構築

株式会社ＳＥＫＩ 光学機器の導入と熟練工が有するノウハウとの融合による精密加工及び検査技術の高度化

株式会社藤井鉄工所 精密機械加工技術を活用した自動車ブレーキ部品の製造設備の高度化

不二精工株式会社 機械部品の高度化に対応する低歪み浸炭処理技術の開発

株式会社機製作所 金属部品の樹脂化を推進する高強度樹脂材料の切削加工技術の開発

株式会社吉田鋳造研究所 次世代自動車向け燃料電池部品の量産化に貢献する精密金型加工技術開発事業

株式会社石実メッキ工業所 めっき浴の分解劣化を抑制した隔膜電極方式の亜鉛－ニッケル合金めっき技術の開発

株式会社オプトン 三次元パイプベンディングマシンの曲げ干渉シュミレーションソフト開発

明光工業株式会社 鋳型等の精密洗浄市場獲得を目指すための酸性薬剤による溶解洗浄の技術開発

中京クリニカルセンター がん治療の早期治療方針の確立につながるＨＥＲ２遺伝子検査事業への本格的進出

中上製本所 高齢者が楽しめる書籍製造の革新的取り組みによる新規顧客開拓

株式会社丸栄産業合作社 軽量・高強度ファインセラミックスへのジルコニアコーティング技術開発事業

有限会社大幸鉄工所 最新放電加工機と一貫した高生産性技術を融合した、燃料電池製造装置への進出事業

有限会社三栄鞄 販売時期の早期化、デザインの多様性に対応するランドセル生産体制の確立

株式会社コーエー・テック 他社ではできない次世代自動車向けステンレスボルトの高精度研磨

横山製陶株式会社 当社における新規事業進出において必須となる生産性の向上

株式会社ヤスイ トレードオフ関係にある課題の最適化による切削加工技術の高度化事業

ビニ・テック株式会社 環境対策素材によるデザイン性の高い手帳カバーの製造技術の確立

株式会社ミヅホ製作所 最新型スポット溶接機導入による品質向上・納期短縮の実現

兼子精工株式会社 新型レーザー機導入による高品質金型の製造とコスト削減

株式会社くればぁ 世界初”ＰＭ２．５対策フィルター機能内蔵マフラー型マスク”の技術開発による欧州市場の創造

山川精機株式会社 難削材であるハイス鋼切削加工の時間短縮による高精度金型の生産性向上の実現

有限会社ジェイ・
シーワイヤリングシステム ワイヤーハーネス通信規格の高度化に対応する全自動生産ラインの構築事業

株式会社山下工作所 ボーイング向け７７７Ｘ等の航空機組立自動化における組立ライン治具の製作事業

株式会社名和エンジニアリング 生産ライン停止の危機から企業を救う多品種多素材のスピード精密加工

中日精工株式会社 今までにない機構を用いた減速機、およびそれに用いる歯車の研究開発

株式会社イワタ 次世代航空機主要構造部品製造用治具の精密加工技術開発事業

有限会社村田工業 短納期案件獲得と同業者向け鋼板加工新サービス

有限会社梅谷技研 切削加工の内製化による研削技術の高度活用と業務プロセス改革

株式会社タイヤショップ横井 法人顧客向けの出張型タイヤ交換サービスの確立

株式会社石川屋 相場変動にあわせた仕入量の調整と仕入から販売をリアルタイムで結ぶ仕組みづくり

株式会社建和 金属プレス分野における金型設計・製造の高度化による納期短縮事業

株式会社ヤマイチ 操作性や機能性向上のニーズに対応した電極チップの試作開発及び生産性向上への取組

朝日理化株式会社 自動車の予防安全装置市場参入に向けたロボット成形システム構築

ミヤマ工業株式会社 非接触式画像測定機を用いた三次元データ解析による高精度Ｒ形状製品の開発力強化事業

株式会社フジ紙業 全印刷工程をＩＴ化することで自動化し短納化を進め事業拡大を図る

富士凸版印刷株式会社 極小ロット印刷工程の見直しで生産効率の大幅向上を実現する。

有限会社モリサキ工芸 医療機器部品製造技術の高度化による、バリ不良ゼロの実現

株式会社マイセック ホースヒーターａｒｍｏｒ（鎧）のＱＣＤを上げ世界戦略

有限会社シュヴァインハイム 地場野菜を原料としたソーセージの開発・製造・販売

株式会社伊藤美藝社製版所 特殊立体印刷による時計文字盤加飾の生産性向上

光基工業株式会社 ＴＰＰを契機とした食品産業の競争力向上に貢献する食品関連製造装置部品精密加工進出事業

有限会社アルファ・エンジニアリング 高精度で複雑な高気密性リークテスト機の需要増に係る生産体制の確立

有限会社高橋精機 新型フライス盤を用いた超硬金属加工技術の高度化事業

株式会社昭栄精機 高精度シャフトの研削工程に対する革命的な試みによる生産力増強と付加価値の向上
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有限会社エクセルデンタルラボ 「義歯製作システムの導入」による、入れ歯製作プロセスの革新・安全管理体制の構築事業

安井精工株式会社 荷重制御が可能な新型サーボプレスを活用した生産能力の高度化計画

マドラス株式会社 短納期生産体制の実現による「シーズン二期作」での卸売事業強化

株式会社加藤螺子製作所 金属等の製品（部品）の工程改善により、生産性・品質の向上・価格の低減を行い、自動車精密部品での市場拡大を目指す。

アイティテクノ株式会社 難易度の高い超硬金型の製作を可能とする加工技術の開発

助川鉄工株式会社 高温用固体潤滑剤ワックスの安定製造技術の確立

丸吉工業株式会社 精密円筒研削盤導入による研削技術の高度化と生産効率の向上

朝日精密工業株式会社 最新５軸加工機導入による、高精度・低コスト・短納期金型製作技術の確立

奥野工業株式会社 先端設計技術、高精度金型製造技術を確立するため、新世代知能化マシンのシステムを導入し、燃料電池自動車等分野への事業展開を図る

曙工業株式会社 高精度ＮＣ・ワイヤ放電加工による医療用ロボット部品への高付加価値化への取組

知多製鋲株式会社 コスト削減に向け後工程で切削加工を不要とする冷間鍛造の高精度化

株式会社鈴波 発酵バイオ技術を用いて酒粕及び味醂粕を活用した新たな発酵調味料の開発・製造・販売事業

金山化成株式会社 精密加工が可能な最新ＮＣ工作機械と三次元測定機の導入による生産体制の内製化

株式会社アイチケン 社寺建築における木材加工セントラルシステム導入による生産性向上

株式会社タイセイプラス ブロー成形品加工におけるロボットレーザー加工機を用いた加工技術革新および加工機レス化

丸福製菓株式会社 新製品開発に向けた、製造工程の改善による製品ロス解消と生産性向上の取り組み

株式会社カンダ住建 商業施設用特注家具の生産プロセス改善

有限会社余吾精工 三次元ＣＡＤ加工に係る複雑形状品製造体制確立のための生産性改善事業

キングラン東海株式会社 女性患者の満足と女性雇用を創出する、女性カーテンメンテナンスサービスの展開

船橋株式会社 日本発！超音波ミシンを使用した優れた防血特性を持つ作業服の開発事業

星野鉄工株式会社 建築鉄骨の製造効率を飛躍的に高め、大型製品の受注が可能になる最新型大組溶接ロボットの導入

ダイキ精工株式会社 超ハイテン材加工の高精度化による軽量自動車骨格部分の試作開発事業

株式会社森鉄工所 原子力発電所向けステンレス製高圧キャップ用深絞りプレス金型の一貫生産技術の開発

新郊パイプ工業株式会社 ゴム成形ホース用の型の市場獲得を目指すための生産効率向上の技術開発

株式会社白鳩 不織布プリーツマスク国産化による顧客満足度及び付加価値向上事業

株式会社山田製作所 ＩｏＴを用いた小型ハブベアリング用外輪の試作開発から製品化までの期間短縮

株式会社ラポール 試作開発における５軸ＭＣによる高精度歯車切削の新工法確立

株式会社ジュトク 農業、製造業向けの生産及び品質向上等に役立つ特殊資材への立体印刷技術の開発

有限会社エスジーケー レーザー溶接機・ＮＣ旋盤導入による溶接・切削技術の高度化および家庭用燃料電池部品の開発

渡辺精密工業株式会社 航空宇宙産業向け組付治具（測定・加工治具）の品質向上と加工・評価時間短縮を目的とした最新設備導入

三貴ホールディングス株式会社 車いすの樹脂部品の試作内製化による豊富な使用感とデザインの実現

株式会社エル・ジーシー 自動車部品収納箱におけるドイツ規格に適合したウレタンシートの製造技術の開発

株式会社松岡鐵工所 世界初のセラミックス製ダイキャスト金型実用化に向けた加工技術開発事業

株式会社タマリ工業 レーザ加工機市場の受注倍増を目指すための革新的高機能デジタル生産システムの構築

ミズホクラフト株式会社 航空産業向け修理用治具の修理工程プロセス高品質化の為の多点式センサー機器の開発

株式会社カスプデンタルサプライ 高精度デンタルスキャナー導入による生産性向上と歯科技工技術の高度化

株式会社ミヅホ技研産業 現顧客シェア確保及び新規開拓のための、Ｌ型塗料継手の内径形状改善

光工業株式会社 インコネル・ハステロイ等の特殊鋼における薄板溶接技術の確立

株式会社シンキレーザ ファイバーレーザー加工機導入に伴うＩｏＴ化による工場の生産性向上

木下精密工業株式会社 高性能ワイヤー放電加工機導入による精密加工技術の高度化と製造リードタイムの短縮

フジイ化工株式会社 スクリーンチェンジャーの導入による、高純度再生樹脂の安定供給化と海外販路開拓事業

株式会社八幡ねじ 「高精度転造送りねじ」の技術開発によりＦＡ及びロボット市場の顧客獲得

日多加産業株式会社 遠隔監視・制御対応型射出成形機及び集中管理システム導入による高精度成形技術開発

真和興業株式会社 テーブル型ショットブラストによる表面処理加工を活用した亜鉛めっきの膜厚均一化と耐食性向上

有限会社塩野谷鉄工所 ターボ部品市場の拡大にともない仕上げ加工工程の高度化を目指す

株式会社松江鉄工所 航空機部品の橋げた加工法で生産性の向上とダントツ品質の実現

富士工機株式会社 放射能汚染廃棄物の焼却処理における革新的なプラント開発

株式会社鳥居造園 地域初！庭を商品化し品質の見える化の実現を目指した庭園パターン開発

株式会社知多スプリング 次世代自動車部品成形治具量産体制の構築と地域製造業の競争力強化

株式会社キノエ 高精度ＣＮＣ複合旋盤の導入による高信頼性試作部品の生産体制確立と若い世代の技術力向上

申請者名称 事業計画名
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株式会社東洋発酵 アトピー性皮膚炎に悩む女性のためのバラ発酵化粧品素材の試作開発

有限会社協同プラスチック 大型導光板を用いた室内設置が可能な広告看板の試作開発事業

丸石醸造株式会社 バッチ式散水型加熱殺菌装置の導入による充填工程の刷新で着色及び熟成香を抑制し、酒質向上と安定化を図る

株式会社サンケン ＣＦＲＰリサイクル端材炭素短繊維の再資源化装置の更新とその事業化

株式会社モンテイプロダクト 新型刺繍機 （サガラ ・ ジャガード両用機） 導入による、加工技術高度化での付加価値拡大と生産性拡大

有限会社イワタ防水布商会 厚手ビニール生地の接合に係る製品向上・安定化及び生産性向上

株式会社来光工業 高精度、短納期、複雑形状に対応した生爪製品の自社一貫生産体制の確立

有限会社伊藤製作所 最新鋭設備導入による次世代燃料電池自動車用部品の品質と生産性の向上

有限会社シミズ精工 「大型金型 ・ 複雑形状製品」の独自レーザー溶接加工による、「高カスタマイズ性」と「短納期化」の高度化計画

クサマ工業株式会社 難削材である白銑を用いた鋼材搬送ローラーの更なる高性能化に向けたキー溝加工技術の開発

株式会社スナップショット リクルーティングの市場獲得を目指すために人工知能を活用した人財活用支援システム事業の試作開発

アイチフーズ株式会社 愛知県産アサリのボイルむき身の生産プロセスの革新と食の安全と愛知ブランドの確立

有限会社ナカシマ金型 深穴リブ形状加工及びエア抜きピン跡の残らない加工等の高性能金型加工技術の開発

株式会社半谷製作所 成形性解析システムを導入した自動車部品のプレス加工における高速・高精度設計技術の開発

コクサイエンジニアリング株式会社 燃費向上を目指したノンフリクション製品に向けての金型高精度加工とＩＴ化による生産性の向上

アルメック株式会社 金属リサイクル率大幅向上達成の為、高性能破砕機ローターを導入し破砕性能を向上させる。

株式会社勝川ランドリー 高品質クリーニングと利便性の高い受け渡しサービスの提供による顧客の開拓

株式会社磯村製作所 ＩｏＴを活用した航空宇宙分野部品の精密切削加工から検査工程までの制御技術の開発

株式会社中部精工 「画像処理方式」のガイド穴開け機導入による半自動化に向けた生産プロセスの抜本的見直し

有限会社斉藤製作所 自動車エンジン高性能化による燃料フィルターの耐圧向上の試作及び開発量産

有限会社環境テクシス リサイクルに関する受発注システムによる業務品質の向上

株式会社シーエル化工 自動ビス打ちロボット導入による自動車アッセンブリー品受注体制の構築

中部高熱工業株式会社 省エネ・小型化・多様化を可能にする真空窒化装置の試作開発

株式会社成田製作所 ＩｏＴを活用した複雑な溶接構造物の組付け作業の生産性改善

ナガサキ工業株式会社 多工程曲げの自動化と熟練曲げ技術の高度化による１個流し生産体制の確立事業

有限会社弘毅 自動車の軽量化ニーズに応えるＣＦＲＰ型ＳＭＣ金型の試作開発、受託製作

株式会社マルホウ 日本初！剥離機と研磨機を利用した道路橋床版を破壊しない防水層撤去工法の提供

有限会社栄鋼商事 次世代自動車基幹部品の、革新的なリサイクル手法の確立

クラフト株式会社 天然大理石と愛知県産材を基調としたオーダーキッチンインテリアのブランド力の強化

有限会社ＴＮＥ 「新工法」に基づくスポット溶接の電極先端整形に用いる整形部品の開発・製造販売

新美株式会社 重帆布仕様に改良した広幅用シャットル織機導入による高付加価値生地の製作

有限会社イナテック 次世代ロボット部品の受注獲得を目指す、革新的精密加工技術の開発事業

株式会社ホシノ ＩｏＴを活用して精密加工技術の標準化を図り、特殊切削工具の量産体制を構築する

榮製機株式会社 「自動車用金型」の一貫生産における短納期化と低コスト化の実現

松永種苗株式会社 農業の工業化に資する粒揃いな種子の選別と原価適正化の取り組み

黒田商事株式会社 日本初のＡ３ノビサイズ対応のセラミック用レーザープリンターによる高画質絵付け陶板の生産体制の確立

ホッコー株式会社 配電柱等の劣化箇所を容易に特定、記録する新方式の測定計測装置

株式会社斎藤塗工店 建設業職人向け人材登録サイトにより職人探索の効率化及び新たなサービス事業を展開する。

宇佐美商店 単一農家米の市場拡大および気候変動における品質安定への対策

株式会社田中金型製作所 革新的な電極材である銅含浸グラファイト専用加工機導入による生産性の向上

久野金属工業株式会社 ＩｏＴを利用した革新的な平面研磨加工技術開発

株式会社東海サンブラー 有機溶剤（ＶＯＣ）ガス抑制による環境に配慮した生産体制の確立

株式会社ハヤカワ製作所 産業機械と民生電気機器向けの電線加工技術の融合によるプロセス改善

株式会社ティエムエフ ＣＣＤカメラ位置決め装置付型抜機導入により位置決め精度向上による高度化事業

三晃金属株式会社 都市型建築デザインの進化を支える金属板金加工のＩｏＴ技術革新

有限会社齊藤工業 鍛造製品の金型製作に貢献する治工具開発能力を活かした精密切削加工技術高度化体制の確立

中京化学株式会社 軟包装パッケージ製造における高精度な『色見本』体制の確立

７カラーズ株式会社 昇華転写出力機の導入による地域貢献にこだわった製作プロセスの創出と販路拡大

伊藤機工株式会社 鋳造品の競争力及び付加価値向上のため三次元測定装置を導入するプロセス改善

株式会社松澤製作所 拡大する冷熱設備需要に対応すべく、精度向上と工数低減を両立させる加工機導入

株式会社トーメーコーポレーション 広範囲走査型レーザー顕微鏡一体型光干渉断層計の要素開発
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宮川産業株式会社 フルカラー電子色彩選別機による原材料由来異物の除去工程の高精度化と高速化の実現

株式会社鳴海合金製作所 樹脂・金属部品加工の精度向上のための検査体制の確立

東海鉄工株式会社 ＩｏＴ技術を活用した高張力鋼板プレス加工技術の確立

株式会社福井鉄工所 「冶具・検具の受注」に関し、「受注価格及び受注量を増大」させるためのプロセス改善

国光スプリング工業株式会社 最新のコンピュータ制御コイリングマシン導入による、従来より線径の太い製品の製造、高品質、低価格を実現する生産体制の構築

株式会社神善 タレットパンチング・レーザ複合加工機の導入による、フォークリフト用大型ボディ部品の多品種・少量・短納期生産手順の確立と業界標準化

株式会社アイワ 導電性樹脂用成形金型の導入と押出成形技術を活かした導電性低発泡樹脂製品の生産技術の確立

株式会社名古屋オイルレス ＩｏＴを用いた複数製品対応の組立検査ライン構築による生産性向上と競争力強化

株式会社近藤機械製作所 航空機ジェットエンジン用軸受けと自社ブランド製品の製造工程における量産体制の高度化

株式会社大成製作所 合板機械の北米市場開拓を目指すための生産工程改善

大日工業株式会社 高性能プレスブレーキと自社技術との融合による「試作品」と「多品種小ロット部品」製造の効率化

藤工業株式会社 クリーンディーゼルエンジン部品生産治具の精度向上及び時間短縮と技術伝承

株式会社山田ドビー 次世代環境保護とエコカーの核となるＥＶ用モータ生産のための新型プレス機開発

株式会社南山園 新技術を用いた抹茶生産設備による低コスト化並びに輸出販路拡大

株式会社豊島技研 ＴＤ処理の生産技術の高度化による自動車関連部品のＱＣＤ改善と木工用・医療用刃物への展開

落合ライト化学株式会社 リサイクル材を活用した道路交通の安全性を高める「防草支柱カバー」の開発

アドバンスフードテック株式会社 食品向けフィルムの金属異物混入検査に係わる検査装置の開発と販路拡大計画

フジデノロ株式会社 短納期要求時代対応型 多品種少量生産のＡＩ 自動加工プログラム作成を含む省人化Ｓｙｓｔｅｍ

株式会社ウチダ製作所 スマート金型による金型保守受託サービスの構築

株式会社丸菱製作所 横中ぐり盤の導入による、高効率高精度な特注生産体制の構築

株式会社丸鉦 本物の日本食の味の提供に向けた海外への「鰹節ダシパック」の販路拡大に係る生産体制の構築。

小笠原アルミ工業株式会社 複雑形状かつ１００ｋｇ超部品の鋳造生産と品質保証体制の構築

株式会社クラタ 自動車ブレーキ部品の生産技術の革新及び新たな検査体制による品質の向上

株式会社サンビーオフィス 電子基板製造技術における自動光学検査装置を用いた新たな検査方法の確立

株式会社瑞木製作所 高精度・高速立形ＭＣ導入により航空宇宙部品の更なる高精度加工技術の確立

有限会社アイワ技研 精密金属加工技術を活かした金属彫刻製品の新規開発

福冨金属株式会社 画像寸法測定器導入による難形状・超精密部品の製品保証を可能とする品質保証体制の構築

株式会社スズオキデザイン 分散レンダリングによる工業デザイン開発支援サービスの高効率化

株式会社三井屋 若い世代向けに低価格で着付け不要の「洋服キモノ」の開発・提供

浜田工機株式会社 歯車・ギアの製造工程革新による海外展開拡大事業

株式会社ベストプランナ 業務の合理化を図るトータルスタジオ運営システムの開発

有限会社丸豊 スタジオ併設、着付け～撮影～電子アルバムのワンストップサービス

株式会社コウエキ エレベーター用部品の生産体制におけるコスト削減と短納期化

ダイエンジニアリング株式会社 高度な三次元造形技術を展開し新たに医療、自動車モックアップ制作分野への進出

きもの和楽かね宗 きものの超音波クリーニング技術・窒素ガス封入保管サービスの提供による、きもの購入価値の向上

株式会社三栄シリカ バインダー使用量を削減した鋳造用鋳型砂製造のための研磨量決定手法の構築

ササキセルム株式会社 試作品の内製化を図りデザイン数増加・コスト削減・短納期を実現

増田金属工業株式会社 ハイスピードマイクロスコープとデジタル電動サーボプレス機の導入による短納期・高品質・低コスト化

株式会社テクノ豊栄 金属製品加工における新たな高精度複合加工技術の確立

株式会社ユーアイテクニカ 「すべらないクランプ」の様々なパイプサイズへの”応用”とその効力の実証

有限会社寺部鉄工所 部品の一体化・複雑形状化が進む自動車精密部品に対する高度測定技術の開発

株式会社竹昇精工 生産プロセス革新による、サーボモータ向け中空軸の高精度・低コスト加工技術の開発

有限会社ハヤセ 全自動施工管理制御システム導入による地盤改良工事の生産性向上及び施工管理データの信頼性向上

壽編物株式会社 最新型編機による納期短縮・編みパターン拡大と新市場獲得

友新精機株式会社 燃料電池自動車の量産化に向けた燃料電池向けメタルセパレータ用金型の高精度化計画

小澤金属工業株式会社 新型ＮＣ４軸加工機導入による高精度部品の生産と短納期化の実現

サキョー株式会社 製袋における熱穴多孔加工技術の開発

株式会社サムス 工程強化によりローコスト・高品質・短納期・高密度実装を実現する生産体制の確立

有限会社ヤマト技研 自動車用プレス金型製造業者の生産技術の高度化による航空機部品産業参入への挑戦

株式会社竹田鉄工所 大口径ブレーキディスク等大型旋盤加工品の生産プロセス改善

申請者名称 事業計画名
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ナカノ精工株式会社 プラスチック射出成形品箔押し加工の内製化による不良率低減とリードタイム短縮

岩瀬鉄工株式会社 最新ＣＮＣ複合加工機の導入による革新的な横穴加工技術の開発

株式会社澤田工業所 ステンレス素材の機械加工製品量産化による燃料電池（ＦＣ）フォークリフト部品製造事業への参入

株式会社本田鉄工所 大径・長尺・難削材ロールに対する高品質・高精度・高効率な旋盤加工技術の確立

伊藤金型工業株式会社 自動車産業のイノベーションを視野に入れた短納期化・低コスト化の実現

株式会社三琇ファインツール 最新放電加工機導入及び加工技術の開発による超精密金型生産能力の改善事業

有限会社杉浦加工 自動車におけるアルミ製インストルメントパネルＲ／Ｆ部品の受注体制の構築

リープ カッティングプロッタによる、生産プロセスと小規模事業向けの革新

株式会社武山精密 取引先の工程短縮及び品質改善を果たす樹脂成形金型技術の開発事業

中森技研株式会社 次期大型旅客機製造用治具の品質保証強化のためのレーザー計測技術開発事業

株式会社丸福繊維 ３次元ＣＡＤ技術を活用したものづくりで製品のデザイン競争力を強化

榊原工業株式会社 複雑形状中子の製造における、ロボット導入によるバリ取り工程の効率化と高精度化

有限会社キットカッター 社会的課題である道路上における歩行者・自転車の転倒事故対策として、道路面より凹んでいる樹脂製道路反射鋲の試作開発

アイコー株式会社 コスト競争力向上に向けた自動車超精密切削加工部品の試作開発事業

株式会社榎本化成工業所 ＰＢＴ／ＰＣ樹脂のアロイ材による成形の歩留り改善

有限会社ハチスカテクノ 超硬合金材金型パーツ部品等製造のための超精密ワイヤ放電加工機による製造プロセス革新

兼子合金株式会社 鋳砂の再生率向上による鋳物製造の低コスト、短納期化

株式会社三協 複合マシニングセンターの導入による生産性向上

日本街路灯製造株式会社 パンチレーザ複合加工機の導入による生産性の向上と高品質化を図り省エネ・防災対策となる付加価値の高いサイン（案内板）の試作開発を行う。

鈴木特殊鋼株式会社 精密切断加工技術を応用した量産体制の確立

豊國工業株式会社 切削工具開発のロボット化と短納期化体制の構築

株式会社サン・タカハシ 油圧高圧配管用継手の製造技術向上による高付加価値化事業

有限会社イワオ綱業 多様化するユーザーニーズに対応した高品質な細物ロープ開発と生産体制の確立

マルエム工業株式会社 ハイテン材を用いた自動車部品ヘッドレストの軽量化計画

一宮工業株式会社 三次元データに基づく溶接加工における歪み取り技術の高度化

株式会社遠松製作所 当社技術と最新複合機導入による、アルミ製道路表示板の革新的な生産プロセスの構築

株式会社津島製作所 難削材加工に適した次世代型の超硬切削工具の試作開発

有限会社間瀬プレス工業所 顧客の要望に応えるための金型製造工程の革新

有限会社山田木工 マイクロ・ロットでも対応する美粧ケース・商品開発製造販売事業

株式会社エコ・テクノロジー 押出し金型成形による、小型風力発電機の翼の開発

旭光撚糸有限会社 異種未混入炭素繊維クズの再利用（繊維技術活用による再生糸の試作）

愛産樹脂工業株式会社 高級自動車向け高精度製品受注獲得のためのＩｏＴ活用による生産体制強化

東新ゴム化学株式会社 プリンター用ゴム部品の高精度化等のための成形方法の開発

株式会社三洋製作所 高精細技術を活用したプラスチック新素材製品開発による新市場開拓

有限会社エヌエスケイ 最新型５軸加工機導入による複雑形状の部品加工事業

中京フロン株式会社 ＳＦ６の分割式液化回収精製装置の企画、導入による、新方向での回収、再生処理システムの構築

有限会社伊藤金型 ハイブリッド生産方式による金型の超短納期生産を実現

旭電気製鋼株式会社 『炉内耐熱部品』の量産化による新規市場への参入と付加価値の向上

株式会社寿原テクノス 低コスト化・長寿命化を実現する金型用「入子」の高精度化加工技術の確立

井指製茶株式会社 世界に発信！手軽に本格日本茶を味わえる”茶飲革命”

株式会社犬飼鉄工所 高速回転仕様マシニングセンタの導入による金型製造プロセスの革新

大一螺子工業株式会社 最新型フォーマーの導入と精密鍛造技術を活用した軽量・難化工材の戻り止めナットの試作開発

株式会社山田製作所 部品の共通化に伴う精密加工の技術改善＆新事業分野への展開

株式会社ワイエムジー 中小製造業の自動化ニーズに対応する業界初自動搬送装置の試作開発

三陽株式会社 スマホで楽しい！和服コーディネート（画像ソフト・アプリ開発）

株式会社テイエスケイ ５軸加工機の導入による高精度バリレス金型製造技術の確立

加藤煙火株式会社 「ＩＴ×花火」で実現するプレミアム・ミュージックスターマインで、花火ショー分野へ進出

株式会社チップマン 複合自動旋盤機を導入することによるコンタクトチップ自動交換機製造の生産性アップ

杉本食肉産業株式会社 愛知みかわ豚（自社）のドライエージングポークの加工技術開発販売

株式会社創基 建築技術のモジュール化と車両販売店との連携による本格的ガレージの試作開発

株式会社豊電子工業 耐荷重が高く、安全性・作業性の高い配電盤等製造プロセスの開発
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申請者名称 事業計画名

株式会社
リンクコンサルティンググループ ＩＴ化による革新的な、「若年層社員の定着サポート相談サービス（メンタリング）」の開発

株式会社メックインターナショナル アルミ鍛造向け革新潤滑処理技術の開発

株式会社三喜工作所 ｌｏＴを利用した商品パフォーマンス（性能）の向上と拡販

日本エムティ株式会社 最新設備活用によるドライ潤滑コーティングの高精度化ならびに低コスト化の実現

株式会社瑞穂スプリング製作所 熱処理の必要な精密プレス部品の金型からの一貫生産体制の強化

株式会社睦製作所 音楽解像度を高める最先端の整振技術を駆使したオーディオ部品量産

豊田化工株式会社 混合物を分離する化学素材の高品質・コストダウンを図る製造方法の開発

三陽工業株式会社 蛍光灯用シールテープ増産に対応するためのスリッター機の導入

株式會社み乃龜 ピロ包装の精度向上と効率化による、伝統あられ菓子の価値向上

株式会社昭真会 医療・介護事業から美容事業への進出

株式会社川澄鉄工所 新型マシニングの導入およびインデックスを活用したリードタイム短縮の実現と小ロット号口部品受注に注力した工程の開発

株式会社中西製作所 超精度加工設備導入による単工程の加工請負業から高精密完成部品メーカーへの進化

共和産業株式会社 ＰＶＣ仕様サンバイザーの同時溶断によるバリレス工法開発

株式会社ミニチュアファクトリー 小さな模型から大きな可能性へ：国内及び世界に向けた新たな取組

株式会社松栄電子研究所 排便機能の診断に役立つ非侵襲的簡便なポータブル心電・腸電位計の開発

有限会社本間鉄工所 新規市場の開拓を目指すためのガンドリル深穴加工能力の強化・向上

中日本鋳工株式会社 新分野である産業ロボット用精密減速機部品における真円度の測定計測技術導入による品質保証体制の構築

大洋産業株式会社 効率的な大型一体型成形を可能とするＩｏＴを活用した生産性向上事業

株式会社フジカ 和紙など特殊希少紙を使った小ロットのおもてなしパッケージの制作

株式会社カマタ製作所 航空部品・ウエハ製造用金型の超精密加工保証体制の確立

株式会社ライトウェーブ ストレスのケアポイント＆具体策の見える化事業

ヤマキ電器株式会社 生産効率化を目指した碍子パーティングライン切削装置の開発

株式会社愛工金型製作所 最新の高精度加工機の導入による加工技術の高精度化と生産性の向上

合資会社中谷鉄工所 ワンチャッキング加工技術を獲得し高精度化製品の生産体制確立

有限会社石黒製作所 自動車産業向け工作機械の部品製造における切削加工技術確立とＱＣＤ向上

有限会社ノバデンタルラボラトリー 新技術で義歯製作工程を総合的に高度化する設備投資計画

サンローズ株式会社 蒲郡特産ジャガード織技術によるモダンデザイン製品の企画開発

有限会社中六 海外バイヤーのニーズに応える輸出用醤油のサービス構築

株式会社ティモンズ 最新型工作機械導入による生産性向上とＩｏＴ工場実現に向けた取り組み

株式会社暁カンパニー 生産能力向上による自動車部品のさらなる高度化の実現

愛国機械株式会社 ３次元加工による複雑形状加工への取組み

有限会社谷口精工 質の安定した複雑形状製品の短納期、低コストでの量産加工

板倉工業株式会社 多品種小ロットに特化した加工方法の確立により生産能力向上を図る。

株式会社寿工業 最新型５軸ＭＣ加工機の導入による生産品質向上と試作～生産までのワンストップ化

株式会社びーふる 今までにない等身大フィギュアの製品化のための試作開発

中京油脂株式会社 外装建材用耐久性向上剤の試作開発

有限会社オオヤギ製作所 ５軸マシニングセンタを用いた航空機産業への取組

株式会社京和製作所 国内零細企業グローバル競争のための小ロット穴明加工機の開発

柴田工業株式会社 新規車載センサー部品分野での競争優位を確立する新工法技術開発と一貫生産体制の革新

株式会社Ｒｅｍｏｗｏｒｄ 橋梁点検分野でドローンを活用した新サービス提供による新規顧客開拓

半田重工業株式会社 『最新の３Ｄスキャナと三次元測定器によるＩＯＴを活用した製品開発、検査プロセスの革新』

合同機工株式会社 産業用ロボットの部品加工における高精度・低コストを実現する生産プロセスの開発

化成工業株式会社 自動車用ゴムシールでの設計解析提案方法の確立と短期低コストでの試作開発

株式会社ケーエスケー ５軸マシニングセンター導入による、自動車塗装ライン向け新塗装ガンの試作

株式会社藤工業所 溶接条件の標準化による「職人の“腕”に頼らない薄板の精密溶接技術」の確立

株式会社ＫＨエンジニアリング 「プレス業のコイル材のムダを０に！」マグネットフィーダーの開発

高取開発株式会社 粉体充填機構及び新規駆動装置を搭載したＣＮＣ粉末成形機の開発事業

サンコウ鋼業株式会社 最新鋭のファイバーレーザー加工機導入による、金型レスでのパイプ加工の革新的な生産体制構築

東洋ドライルーブ株式会社 自動車部品コーティングの革新的下地処理技術による事業拡大

株式会社プレートメーキング 加工精度を０．０５㎜以内に収める精密刃型の製造体制の確立
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有限会社エムティティサービス 高齢化社会に対応した高精度な歯科技工の生産性向上

株式会社松井歯車工作所 最新旋盤導入による負けない地域町工場をつくる精密加工への挑戦

株式会社鬼頭忠兵衛商店 ＮＣルーターの導入による精密加工技術を活用した農業土木分野向け資材製品の開発事業

株式会社沢田工業 ＣＡＤ・ＣＡＭを活用した革新約かつ高効率な一貫裁断生産システムの開発と寝具市場への新規事業展開

株式会社ＤＩＭＳ医科学研究所 再生医療開発において不可欠な新規造腫瘍性試験の確立

梅花堂紙業株式会社 低コスト低容量化の為、重量輸送物用段ボール製梱包材の開発と実用化

有限会社ワンズ工房 航空機部品運搬用木材冶具の複雑な３次元加工による市場拡大

株式会社松野製作所 最新モデルのマシニングセンタ加工機と工業用ロボットを連動させることで加工ライン全体を完全自動化し生産性の向上を図る

株式会社プロ・スパー 地域資源を活用した限定素材の冷凍押し寿司の開発支援型製造販売

株式会社伊昭 高精度なＲ加工技術の確立により高付加価値製品を試作し、薬品設備業界へ参入する。

愛知金属工業株式会社 自動車ＣＶＴ部品製造における高精度化・高効率化に対応した検査の自働化・測定方法の革新

グラストップ株式会社 車両外板用ラッピングフイルム及びアルミ製外板用新型ガラスコーティング剤の研究開発

株式会社タナパックス 自社開発したオリジナルパッケージ製造の高生産性化と高品質管理体制の確立

株式会社よしいけ工業所 切削加工の生産プロセス改善による２４時間連続運転

ＡＱＵＡデンタルスタジオ株式会社 最新ＣＡＤと３Ｄプリンタを活用した高精度かつ短期間による義歯製作技術の開発

株式会社アルファポイント 超音波（サウンドコード）による小売事業者向け次世代型の革新的な電子値札開発

株式会社伊藤製作所 ３Ｄ測定機を用いたダイホルダー・金型摩耗量の数値化による加工時間の大幅短縮

山和電機株式会社 工作機械の生産プロセス革新、設計技術向上のための精密測定技術の開発

株式会社ヴイテックプロダクト 自動車の燃費・静粛性向上、コスト低減を実現するリアドアガーニッシュ用シール部品生産体制の構築

ミヤ研精工株式会社 ＣＮＣ工具自動研削盤の導入による高能率切削工具の試作開発事業

有限会社山田製作所 エレベーター産業の海外進出における、基幹部品の革新的工法の開発

有限会社西俣板金工業 複雑化・高精度化・工期短縮に対応する建築板金の革新的加工プロセス改善

ナゴヤスチール株式会社 自動車製造ラインの軽量化ニーズに対応した、高耐性アルミ治具の試作

株式会社戸田製作所 エンジン用軸受け加工専用機の機械部品加工の生産性・効率化向上と低コスト化

株式会社アヤボ 自動車部品用金型の加工コストを削減可能とする高精密ＣＮＣ工具研削盤の導入による高精度再生ボールエンドミルの試作開発

ミヤマ精工株式会社 サーボプレス特性を活用した超薄肉プレス加工技術の確立による次世代自動車業界への新規参入

二村機器株式会社 新たな高能率加工を実現する高剛性ビルドインセンターを製作するための最新ＮＣ工作機械等の導入

有限会社井ゲ清製畳 高級志向の小型薄畳ニーズに採寸精度で応える断面施工の技術革新

合同会社カラーデザインセンター 日本文化と日本製品の優位性を世界へ発信するスマートフォンカバーの製作

株式会社朝河鉄工所 多品種の単品小物旋削加工分野でＡＴＣ機能を活用した能率的加工の実現

株式会社杉浦製作所 ワイヤ放電加工機導入による社内一元化体制の構築

株式会社栃尾製作所 『曲げ加工技術の高精度化・標準化を可能にする最新ハイブリッドドライブベンダー導入計画』

株式会社ナゴヤダイス 複雑形状金型の精度保証を行い差別化強化を実現

福井ファイバーテック株式会社 トンネル用ＦＲＰケーブルラックの専用引抜成形装置導入による生産性向上

株式会社神仲 アンティーク窯変瓦等を焼成するための多機能付き焼成窯の導入と焼成技術の開発

三鷹製版株式会社 航空機器部品の市場拡大を目指す為の高精度の迅速な検査の実現

光部電業有限会社 新型チップマウンターの導入による電子基板実装技術の高度化

株式会社ナカノ工業 最新のレーザー加工機と自動プログラミング装置を活用した高精度・短納期・低コストを実現する生産プロセスの革新事業

株式会社日成電機製作所 最新型ベンディング装置導入による板金加工工程の生産性向上

石川軽金属工業株式会社 鋳造解析システム導入による、試作鋳造品の不良率改善と納期短縮の実現

株式会社ライラス 紙へのフロッキー加工（植毛）仕上げによる、高級感あふれ、独創的な印刷物の製造、提供

有限会社新成工業 弊社独自の薄肉切削加工技術を活かした航空・重厚長大産業に向けた展開

愛高鈑金株式会社 製図の高精度化と非接触式測定器導入による生産プロセス強化を図る。

株式会社シモヤ 自社製作アクリル導光板の事業化

平松工業株式会社 自動車エンジン専用洗浄機の薄型かつ複雑形状部品の精密切削加工技術の開発

ベルエアー株式会社 インバウンド観光を活用した地域振興プロセスモデルの確立

福岡合成株式会社 真空方式の加飾成形加工システム開発～設備イノベーションで生産工程の大幅改善～

ミヤマツール株式会社 金型の長寿命化と低コスト化を実現する入子の高精度化技術の確立

株式会社コバヤシ商事 最短翌日出荷のオーダーワッペン付き制服等出荷サービスに向けた試作開発

株式会社テイ・アイ・エス 世界初のＡＩ（人工知能）搭載型産業用ヒト型ロボットの活用を前提としたオフラインプログラムの開発

カケヒウッドテック株式会社 木工用ルーターの活用による生産プロセスの改善
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申請者名称 事業計画名

株式会社ＤＴＤ 名機復刻による高付加価値・小ロボット生産の実現

株式会社フカヤプレス ハンドリング溶接ロボット活用による大物製品多打点溶接技術の確立

株式会社高瀬金型 半導体製造装置向けマニホールド化バルブボディの射出成形生産プロセス高度化事業

株式会社三水商工 既存・新規事業等に於ける製造環境・製造プロセス技術の高度化

コムネットワーク株式会社 高齢者みまもりシステム提供による新サービスの提供

タツミ化成株式会社 大型サイズのドライカーボン部材の製造のため、生産性を追及した最新モデルの成形設備の導入

有限会社トーエイテクノ 革新的な溶接技術の活用による医療・介護分野での競争力強化

メタルニクス株式会社 リニアガードレール等調整用特殊材質偏芯ボルト開発製造装置

有限会社Ｋ・テック 多品種小ロット・高精度要求に対応する短納期曲げ加工システムの構築

尾州木材工業株式会社 不燃木材の品質を格段に向上させる、日本初の革新的な取組

金泉ニット株式会社 ホールガーメント編機の二重編成の安定化とスポーツ用複合新素材製品の開発

株式会社マクシス・シントー 金型機械加工における高精度立形マシニングセンタ導入による競争力強化

長坂養鰻場 ナノバブル技術を用いた養鰻プロセス及び飼育環境の構築事業

有限会社カネヨシ製菓 海鮮せんべいの海外輸出等を可能とする一貫した包装・梱包工程の確立

株式会社衣浦鋳造所 鋳造から切削まで、一貫生産体制確立を目指した革新的な生産プロセス改善事業

有限会社イトバン デジタルベンディングを取り入れた、勘と経験だけに頼らない精密な板金製品製造工程の開発

泰平運送株式会社 切断機ランニングソーの導入による断熱材加工の品質安定化、生産性・効率化の向上、環境配慮の実現

株式会社サンワ金型 「量試一貫サポート」における、量産金型技術を活用した試作品製作システムの開発と専用生産体制の構築

有限会社市来機械 プレス加工機械部品生産の合理化手法の確立

株式会社シンダイ Ｓばねの端末コーティングを内製自動化し品質向上、低コスト化を実現

イセ工業株式会社 シーム溶接機導入による、耐腐食性能向上の為の接合方法提案と短納期・低コスト加工体制の構築

有限会社矢田化学工業 防爆型搬送ロボット・クリーンルームの導入による塗装の品質安定化・生産性向上・低コスト化・環境対応の実現

株式会社柴山鉄工所 医療機器の試作部品の短納期化対応するための生産プロセスの改良

株式会社プロト 多品種少量生産に対応した生産管理システムの構築・導入による生産効率の向上

有限会社ハヤシ商店 業界初！カンバンケース生産における「エアーシリンダー式金型脱着機構」及び「フレキシブル原反幅調整機構」の開発

日本ポリマー株式会社 フッ素樹脂と導電クロスを複合化した新規発熱シートの試作開発

株式会社ＥＢｏｘ研究所 排気ガス排出量低減の為の加工油液化回収装置の開発と、それを用いた新商品の販売

メトロ科学模型株式会社 模型卸業者が直営する業界初の物流センター開設に伴う情報管理・物流を一新するシステムの構築

グリーン株式会社 ３Ｄ立体形状発泡スチロール加工に対応する金型レスによる多品種少量生産体制の構築

有限会社三河螺子 燃料噴射ポンプ性能向上のための精密加工技術の開発と納期短縮

有限会社コバヤシテック 高精度測定技術導入による精密部品加工方法の最適化と高精度化の実現

株式会社エアロ 画像処理技術を用いた切削工具の自動検査／測定装置の試作開発

阿部歯科医院 ＣＴ画像を利用したインフォームドコンセント治療のワンストップ提供サービス

千代田工業株式会社 受注拡大をはかる為に、圧倒的低コスト製品を提供出来るインサート自動化工程の構築

千代田化工株式会社 特殊材料に対応し、且つ低コストで生産可能なインサート成形工程の構築

株式会社池戸製作所 表皮革加工部品の生産体制構築による大衆車への普及と航空機産業への挑戦

東光工業株式会社 ＩＯＴ装置を活用した「設備の見える化」による２４時間設備総合効率の向上

ジャパンファースト株式会社 安納芋『みつ姫』の不良品再生とスイーツ製造工程の内製化による高品質化及び短納期化事業

株式会社髙木化学研究所 ファイバーレーザー加工機とネットワークを用いた鉄類／非鉄金属製品の小ロット混合生産

トキ・プロダクツ株式会社 ＩｏＴ導入による女性、高齢者がいきいきと働く多品種即時組立ラインの構築

株式会社エム・オー・シー 高機能な高周波計測器の導入による、リードタイムの短縮及び製品の高品質化を同時実現。

株式会社プラネッツ 「短納期・低コスト・高耐久性」で複合機能を有する蓄熱材の開発

株式会社ブイテック ワイヤ放電加工機を利用した効率的な生産体制の構築

マツダ化工株式会社 最新５軸マシニングセンタ導入による複雑形状金型の品質安定化と補正加工時間短縮

チヨダ工業株式会社 炭素繊維低コスト部品専用金型を開発し、輸送機器向け市場の拡販を実現

株式会社西村工業 絞り加工における材料から製品までの高精度一貫生産事業

株式会社サンアート印刷 データチェック・印刷検査のデジタル化により印刷品質の向上を図る事業計画

名東電産株式会社 プリント基板の印刷技術の高度化と工程の効率化、デジタル化による低コストの実現

株式会社前田技研 自動車の開発・試作部品の大型化・高精度化に向けた最新大型５軸加工機の活用

村井鉄工株式会社 高精度自動計測機付きＮＣ旋盤の導入による生産性向上の実現
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株式会社伊藤精密工具製作所 独自技術を活かした大物ゲージ市場の開拓と生産性向上による競争力強化

伊藤光学工業株式会社 光学レンズへの高機能成膜の開発及び一貫形成プロセスの実現化

株式会社野田スクリーン エリアアレイ型実装向け薄膜コンデンサ内蔵ＰＫＧの開発

株式会社エアウィーヴ
マニュファクチャリング エアウィーヴ新製品開発のための評価環境整備および評価技術の確立

協和工業株式会社 国際競争力を発揮する部品開発に要する最新プレス加工技術導入による生産プロセス強化

株式会社ホワイトインパクト ３Ｄプリンタで作られたアルミ造形品の表面品質改良と生産性向上

株式会社箱秀紙器製作所 デジタルデータを利用し付加価値の高い製品を短期間に開発・商品化しかつ安定的に少ロット生産を実現するための技術強化

株式会社トヨテック 異種材料を使用した同時成形による複合プラスチックレンズの製造

高砂電気工業株式会社 ディスポーザブルフローサイトメーターに必要な、チップ型超低脈動蠕動ポンプの開発

株式会社筒井鉄工所 ５面加工機の導入とＣＡＤ／ＣＡＭ連動による高度生産工程の構築による販路拡大

株式会社タケダ 遊休プレス設備のサーボトランスファー化および自動ロボット化による高度生産性向上

株式会社丸八食品 黒毛和牛の理想的な熟成環境の実現と差別化・商品の拡販

西尾歯科医院 歯科用コーンビームＣＴによる３次元撮影データを用いた革新的な歯科医療サービス事業

（採択発表時）

申請者名称 事業計画名

平成２7年度補正ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金
採択一覧（愛知県地域事務局）

【 ２次公募 】

大山工業株式会社 ＬＮＧタンク用補強材の曲げ加工技術を確立し、世界品質製品の開発、販路の拡大を図る

株式会社ヤスフクセラミックス ３次元計測の高速化、自動化によるセラミックス製反射鏡の高精度化と生産性向上

株式会社ナガラ 超ハイテン材プレス部品用高精度金型の効率的製造システム開発

株式会社鬼頭 ３次元測定・製作設備導入による、アタッチメント需要への対応

カネヨシエンタープライズ株式会社電解水を用いた農水産物下処理環境の衛生の高度化

株式会社カルチベイトジャパン 味覚嗜好収集を軸とした国内外向け日本酒販路拡大サービスの開発

株式会社ＮＩＭＵＲＡ 航空機用難削材の複雑３次元曲面形状の高精度・高効率切削加工システムの確立

株式会社ニシムラ 燃料電池自動車用部品であるセパレータ用金型の精密加工技術確立

株式会社イングカワモト 立体３Ｄ印刷を可能にする印刷設備を導入して日本初の量産型デザインネイルチップの開発事業

影山精研株式会社 内面研削盤導入による高精度研削技術の確立と生産プロセスの強化

タクミ歯科医院 再生治療による第２の永久歯で健康長寿社会を支える歯科治療への挑戦
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