
（受付番号順）

Ｎｏ． 受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

1 3023110001 愛知県 名岐合成株式会社 2180001084056
当社オリジナル「樹脂コネクタ計数包装機」による包装工
程の２４時間生産体制の構築

株式会社名古屋銀行

2 3023110002 愛知県 有限会社メイヨー 8180002081212
皮膚電極を用いた目の難病治療専用特殊医療機器の
開発

東京中央経営株式会社

3 3023110005 愛知県 株式会社旭工業所 4180301013613
画像処理技術を活用した自動外観検査装置の開発と
データ活用

碧海信用金庫

4 3023110006 愛知県 株式会社中村セラミックス 3180001089970
次世代サーボモータ用磁石の半自動セル生産工程の開
発

株式会社名古屋銀行

5 3023110007 愛知県 株式会社タマリ工業 6180301022950
レーザ加工装置量産に向けた高速高精度ＣＮＣ旋盤導
入による生産システムの高度化

西尾信用金庫

6 3023110010 愛知県 株式会社Ｊｐキュービック 3180301011683
自動運転の技術開発に資する高機能レンズの超精密加
工技術の確立

株式会社ＰｓＭａｎａｇｅｍｅｎｔ

7 3023110012 愛知県 尾張陸運有限会社 6180002071578
尾張旭市役所食堂を活用した高齢者医療費削減の為の
健康サービスの提供

株式会社十六銀行

8 3023110017 愛知県
株式会社ヘルスケアシステム
ズ

5180001070417
超早期段階で緑内障リスクを判別できる検査サービスの
提供

株式会社中京銀行

9 3023110018 愛知県 広陽商工株式会社 9180001074075 デザインモデルにおけるＶＲ検証システム開発 株式会社中京銀行

10 3023110019 愛知県 いまはし歯科クリニック
歯の切削量を最小限にした歯の寿命をのばす治療の提
供

株式会社十六銀行

11 3023110020 愛知県 有限会社アド・フューチャー 2180002045478
短長期的に地域の人材問題を解決する「お仕事体験フェ
ス」の実現

東濃信用金庫

12 3023110021 愛知県 長屋印刷株式会社 9180001039210
どこでも出張、その場でオリジナルＴシャツプリントサービ
ス

株式会社名古屋銀行

13 3023110022 愛知県 有限会社加藤製作所 2180302000876
硬質材によるスライドコア付き多数個どり金型の製造技
術開発計画

碧海信用金庫

14 3023110024 愛知県 株式会社寺部商店 8180301022676
外法一定Ｈ形鋼への高精度穴あけ加工の実現による、
バリレス一次加工品のデファクトスタンダード化事業

税理士法人森田経営

15 3023110026 愛知県 株式会社ワクタ 3180301011543
デジタル技工技術を更に活かす製作工程刷新による新
需要セラミックの高効率提供

豊川信用金庫

16 3023110027 愛知県 有限会社英産業 4180302017092
次世代カーエアコン高度化を実現するヒートポンプエアコ
ン複雑曲面加工・薄板製品における精密加工技術開発

安城商工会議所

17 3023110028 愛知県 有限会社守山製版 8180002001649 顧客ニーズに応える製版製品の超短納期化の実現 東春信用金庫

18 3023110031 愛知県 株式会社イーステート 3180301024917
希少な白キクラゲを菌床から一貫生産し、“農福連携”体
制を実現させる新しい取り組み

アイクス税理士法人

19 3023110032 愛知県 有限会社畠中工業 3180302017077
大型化した鉄骨柱大組立溶接の高度化を実現する自動
化計画と新溶接技術開発

安城商工会議所

20 3023110033 愛知県 株式会社コバリ製作所 6180301004288
次世代トランスミッションの高度化を実現する複雑形状化
した薄板製品における精密加工技術開発

碧海信用金庫

21 3023110034 愛知県 株式会社稲熊製作所 3180001014094
業界初、マルチ対応型多点スポット溶接装置導入による
コンビニ棚の生産革命

岡崎信用金庫

22 3023110036 愛知県
コクサイエンジニアリング株式
会社

9180002025663
高硬度材コア（分流子）・ブッシュ金型のテーパ切削を含
めた高精度加工の開発と生産工程見直しによる生産性
向上

大府商工会議所

平成３０年度補正　ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金　１次公募
愛知県採択案件一覧（504者）
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23 3023110039 愛知県 有限会社ナカシマ金型 8180302026890
無人成形ラインに貢献する高精度インサート金型製造技
術の開発計画

愛知県商工会連合会

24 3023110040 愛知県 樅山プレス工業所 ＥＶモーターコアに対する加工方法の高度化計画 碧南商工会議所

25 3023110041 愛知県 株式会社山田製作所 9180001098495
小型、薄型部品に対応した車載部品の両面研削自動生
産プロセスの構築事業

株式会社十六銀行

26 3023110042 愛知県 株式会社末広鉄工所 1180301001117

小型化・軽量化する産業用ロボット部品カップローダと油
圧式マニホールドの新加工技術習得とリードタイム短縮
化計画

株式会社名古屋銀行

27 3023110043 愛知県 有限会社サンエス 7180002072724
１，０００分台の精密・複雑・異形状を実現する精密平面
研削加工技術の高度化事業

株式会社十六銀行

28 3023110044 愛知県 谷脇工業株式会社 5180301013042
電子回路と一体成型できる多機能インサート強化樹脂金
型の効率的生産方式の開発

西尾信用金庫

29 3023110046 愛知県 株式会社旭製作所 5180001063552 新市場向け超精密旋盤加工プロセスの構築 岩月靖夫

30 3023110047 愛知県 有限会社細田工業 9180302026477
自動制御技術の複合活用による、磨きレス・ワンチャック
での高精度金型生産体制の確立

税理士法人森田経営

31 3023110048 愛知県 株式会社サンキョー 7260001021566
最新型ユニバーサルカットラインの導入により複雑な加
工へ対応する

株式会社アルマ経営研究所

32 3023110051 愛知県
スズヒロフォークリフト株式会
社

4180301022176
ＡＩ搭載充放電装置によるフォークリフト用バッテリーの再
生サービスの展開

豊田商工会議所

33 3023110052 愛知県 伊藤木管株式会社 2180001011605
ＣＮＣマシニングセンターの導入による新たな素材加工
への挑戦

伊藤亜有夢

34 3023110053 愛知県 株式会社平山商会 2180001097207
世界初の備蓄用缶詰の増産要請に応えるための設備投
資

いちい信用金庫

35 3023110055 愛知県 フナハシ技研株式会社 8180001083639
自動車電動化に対応する軽量かつ高精度な樹脂成形部
品の開発と短納期確立

座間裕史

36 3023110057 愛知県 富士シール株式会社 2180001076409
大幅な生産性向上を実現する革新的な成形方法で信頼
関係強化を図る

岐阜信用金庫

37 3023110058 愛知県 タツミ化成株式会社 6180001092583
ＰＶＣ専用射出成形機とＩｏＴ品質・生産管理システムを導
入し、不良低減と生産性向上の確立

碧海信用金庫

38 3023110059 愛知県 進興金属工業株式会社 5180301021243
低周波振動切削技術を活用した不良品率の低減による
生産性向上

株式会社名古屋銀行

39 3023110062 愛知県 有限会社木村畳店 8180302015340
両框切断機付・框縫機導入による薄畳生産体制の構築
と多様化する畳に対するニーズへの対応

西尾信用金庫

40 3023110063 愛知県 三力工業株式会社 2180001093643
厚板の精密板金加工における曲げ加工の高精度化を図
るための生産プロセス改善の取組み

碧海信用金庫

41 3023110064 愛知県 鈴木包装株式会社 2180301015289
製造業の生産設備向けステンレス部品における薄板溶
接技術開発による生産プロセスの改善

碧海信用金庫

42 3023110065 愛知県 矢作産業株式会社 8180301019482
洗浄工程の効率化による自動車部品のリードタイム短縮
と新規受注の実現

株式会社エフアンドエム

43 3023110066 愛知県 近藤金属工業株式会社 9180001030227
配電盤向け銅バーの生産体制構築による工作機械市場
への新規参入

株式会社ゼロプラス

44 3023110069 愛知県 又一繊維工業協同組合 4180305004055
製造廃棄９割削減と災害被害軽減が可能な耐久性２倍
の高機能繊維開発

壁谷英薫
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45 3023110070 愛知県 株式会社清水工業所 3180001086662
高度化するニーズに対応した体制構築で挑むドラフト
チャンバー等の新展開

大垣西濃信用金庫

46 3023110071 愛知県 株式会社クラッソーネ 9180001100830 日本の中古物件の流通を促す情報検索システム 株式会社名古屋銀行

47 3023120074 愛知県 株式会社ナカテック 1180301008038 半田付け先端技術による高品質電子基板の生産 税理士法人トライブ

48 3023120077 愛知県 荒川鉄鋼株式会社 7180001007838
窒素発生装置導入によるレーザー加工の生産能力増強
と特殊技術の活用

株式会社ゼロプラス

49 3023120081 愛知県 株式会社アライ 2180001081887
街を彩る新施工法の事業展開のため、２４時間連続生産
体制の構築

株式会社名古屋銀行

50 3023120082 愛知県 株式会社レーザテック 1180001021332
ワイヤ放電加工技術の獲得による、新しい柱事業分野
の育成

株式会社中京銀行

51 3023120083 愛知県 有限会社エスセラム 9180002065305
ＳｉＣ加工高度化と生産性４倍工程による工場自動化計
画

株式会社大垣共立銀行

52 3023120087 愛知県 株式会社有加工業 9180301002215
自動車クランプ部品の高硬度で調整不要な樹脂用カート
リッジ式金型部品の開発

岡崎商工会議所
岡崎信用金庫

53 3023120088 愛知県 イイダ産業株式会社 5180001034082
薄肉・大型で、軽量な次世代自動車用の樹脂系熱硬化
型高剛性発泡充填材の試作開発

尾西信用金庫

54 3023120090 愛知県 ヤマツネ株式会社 8180001033247
国内初の３Ｇ対応のローゲージホールガーメントの導入
によるニットソックスの無縫製編成システムの構築

尾西信用金庫

55 3023120091 愛知県
株式会社アサヒ超硬工具製作
所

5180001018787
拡大するセラミックス市場獲得を目指すための高精度粉
末成形金型への対応

株式会社名古屋銀行

56 3023120095 愛知県 株式会社アイリンク 7180301021935
音声作業案内とＡＩを活用した小規模・中小製造業向け
のＩＴシステム

岡崎商工会議所
岡崎信用金庫

57 3023120096 愛知県 有限会社中部製作所 8180002058359
高精度・高品質を主とした顧客ニーズに対応する為の測
定機器導入計画

株式会社十六銀行

58 3023120097 愛知県 中村土木株式会社 6180001083327
特殊工法土留工事の工期短縮と安全性の向上に向けた
体制構築計画

株式会社名古屋銀行

59 3023120098 愛知県 和泉化成株式会社 2180001082084
ＬＡＮネットワークを利用した受注対応型のフレキシブル
生産管理システムの確立

尾西信用金庫

60 3023120099 愛知県
三貴ホールディングス株式会
社

8180001014511
ＣＦＲＰ素材を使った車椅子の試作品開発サイクルの短
縮と低コスト化への挑戦

株式会社エフアンドエム

61 3023120101 愛知県 立松プレス工業合資会社 6180003013562
小規模事業者のプレス機周辺省力化による生産性向上
計画

浅井昭弘

62 3023120102 愛知県 有限会社三和製作所 3180002013855
金属加工における一貫生産体制のさらなる強化に向け
た複合加工機の導入による生産性および加工精度の向
上

岡崎信用金庫

63 3023120107 愛知県 株式会社浅井工業所 6180001079911
トヨタＴＮＧＡによる部品共通化に向けた生産体制の再構
築

株式会社名古屋銀行

64 3023120109 愛知県 有限会社稲垣義肢 5180002065168
最新設備導入と高度な職人技術との融合によるスポー
ツ用インソール製作体制の構築

株式会社愛知銀行

65 3023120110 愛知県 株式会社花森鉄工 9180002084321
小型フライス加工における生産性および加工精度の向
上による新分野進出の実現

岡崎信用金庫

66 3023120111 愛知県 株式会社南鐵建 3180301007806
鉄骨溶接の品質を向上させるための、ＷＡＷＯ構法をロ
ボット溶接で実現

株式会社大垣共立銀行
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67 3023120112 愛知県 スズデン工業株式会社 8180301016257
試作開発した「穴あけタッパー機」の製品化のための研
究開発

愛知県商工会連合会

68 3023120114 愛知県 有限会社アルテックブレース 3180002075615
患者個々の足型に最適な装具インソール製造の短納
期・高品質化と再注文に対する生産体制の構築

株式会社エフアンドエム

69 3023120115 愛知県
名西エンジニアリング株式会
社

2180001115629
曲げ加工内製化によるトレーサビリティの確保と短納期
化の実現

株式会社愛知銀行

70 3023120116 愛知県 株式会社八幡製鋲所 6180001096675
金属部品生産ラインを完全自動化し生産性を３倍高める
生産体制の構築

株式会社名古屋銀行

71 3023120117 愛知県 株式会社高瀬金型 1180001085971
大型射出成形機の導入とＩＴ化によるトレーサビリティの
実現

尾西信用金庫

72 3023120122 愛知県 株式会社オチアイネクサス 7180301000435
開発力・設計力を活かした自動車整備工場向け作業支
援装置の開発

株式会社ゼロプラス

73 3023120123 愛知県 ミヤ電子株式会社 1180001024376
内部検査技術の開発による生産能力の増強と新規市場
への挑戦

株式会社名古屋銀行

74 3023120125 愛知県 株式会社森鉄工所 8180001015740
ＩｏＴ活用による洗浄機用ボディの複雑立体形状に対する
精密曲げ加工技術の開発と標準化

株式会社十六銀行

75 3023120126 愛知県 株式会社フコク東海 3180001040215
レーザー加工機導入による変電所向け「断路器」部品製
造の生産性向上

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

76 3023120127 愛知県 後藤工業株式会社 7180001030229
自動車ステアリング等用コイルばね製品に係る工程改善
による生産性向上

株式会社愛知銀行

77 3023120130 愛知県
日本土地評価システム株式会
社

9180001039383
産官学共同研究による、ＩＣＴ・ＡＩを活用した革新的な土
地評価を提供！

株式会社大垣共立銀行

78 3023120132 愛知県
株式会社昭和インダストリー
ズ

6180001025782
三次元曲げ加工技術向上による大幅な納期短縮・低コ
スト化

株式会社名古屋銀行

79 3023120135 愛知県 株式会社安藤鉄工所 6180301013660
次世代産業車両に向けた精密金属部品の加工技術の
開発

岡崎信用金庫

80 3023120142 愛知県 杉浦工業株式会社 8180301005904
トリム用金型の技術向上によるステンレス鍛造の生産性
改革

岡崎信用金庫

81 3023120144 愛知県 二葉化成株式会社 6180001075357
健康増進に向けた食品用軟包装フィルムの高品質製品
の生産体制構築

株式会社愛知銀行

82 3023120145 愛知県 ニッポー工業株式会社 9180301001638
裁断の自動化による椅子製造プロセスの品質向上と短
納期化

岡崎商工会議所

83 3023120146 愛知県 株式会社シモヤ 3180001092537
立体看板向け自動造形ラインの開発による標準化と顧
客対応力の向上

碧海信用金庫

84 3023120150 愛知県 株式会社環境科学研究所 8180001011830
飲料水検査の新パッケージ開発による商圏の拡大及び
新規顧客の獲得

株式会社名古屋銀行

85 3023120151 愛知県
アドラー・セントラルジャパン株
式会社

5180001116459
ＷＥＢサイトを利用した人工股関節手術３Ｄ術前計画の
提供サービスの事業化

尾西信用金庫

86 3023120154 愛知県 中日本炉工業株式会社 3180001098443
高周波プラズマ（ＨＦＰ）を用いた新規窒化技術・装置の
開発

岐阜信用金庫

87 3023120155 愛知県 有限会社都築工業所 3180302018587
ハイテン材需要増加に対応するためのワイヤ放電加工
機の導入および生産プロセス改善

株式会社名古屋銀行

88 3023120156 愛知県 光洋スプリング工業株式会社 6180301009849
ＥＶ車制御弁の要！精密コイルバネの新工法「３工程連
続加工」の確立

豊橋信用金庫
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89 3023120160 愛知県 三愛工業株式会社 1180301015265
眼科医療機器の高機能化にともなう機器精密部品の生
産技術力強化計画

株式会社エフアンドエム

90 3023120161 愛知県 碧海パック株式会社 4180301013308
３Ｄスキャナを活用した次世代包装設計システムによる
設計部門の新設

岡崎信用金庫

91 3023120163 愛知県 有限会社荒木製作所 1180002010672
難削材かつ難形状に対する精密切削加工と専用治具開
発による完全自動化の実現と生産性向上

株式会社名古屋銀行

92 3023120164 愛知県 株式会社大藤製作所 4180301000561
切削加工後のバーコードによる一貫生産とトレーサビリ
ティ体制の構築

岡崎商工会議所
蒲郡信用金庫

93 3023120166 愛知県 株式会社ノダ 2120001021287
特殊刃曲げ機導入で熟練職人からの依存脱却での生産
性と経営力の向上計画

大西隆一

94 3023120167 愛知県 朝日理化株式会社 9180301022270
成形技術を駆使した材料起因不良の撲滅による生産性
の向上

西尾信用金庫

95 3023120168 愛知県 株式会社バリアス・ワークス 9180301016041
切削による部品製造と同等の精度を達成できる射出成
型金型の製作技術の研究開発

碧海信用金庫

96 3023120169 愛知県 株式会社アイエヌオー 3180001085573
超高精度金型生産技術の確立による精密プレス部品の
生産性向上

岐阜信用金庫

97 3023120171 愛知県 株式会社土井精密 8180301020639 金型製造における新生産体制の構築 加藤裕

98 3023120172 愛知県 株式会社ジャストプロダクツ 7180002067996
受変電設備用銅板の生産性向上に資する生産システム
の構築

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

99 3023120173 愛知県 サカキ製作所
刃曲加工の自動化による製造工程改善で高度化事業の
実現

明和マネジメント税理士法人

100 3023120174 愛知県 有限会社河合精工 6180302014402 小径精密ギアの加工技術及び生産体制の構築 株式会社名古屋銀行

101 3023120175 愛知県 ハイテック株式会社 8180001074753
独自の工夫でＡＴミッション組立機用高精度部品の生産
性向上を実現

株式会社名古屋銀行

102 3023120176 愛知県 株式会社イクタ 1180001034103
高速自動位置合わせ単板貼り機の導入による生産性の
向上

株式会社名古屋銀行

103 3023120177 愛知県 三嶺工業有限会社 4180002015990
新型トランスミッションを実現する高性能ギヤ部品を加工
するための生産体制の構築

瀬戸信用金庫

104 3023120179 愛知県 株式会社エーピーシィ 9180301012726
研磨プロセス改善によるＱＣＤ高度化、働き方改革実現、
次世代自動車への対応

碧海信用金庫
安城商工会議所

105 3023120180 愛知県 戸田鉄工株式会社 9180301018789 ダイキャスト金型の労働生産性向上事業 碧海信用金庫

106 3023120183 愛知県 株式会社伊勢安金網製作所 8180301005086
ワイヤ放電加工機導入による独自歯車の開発と新規事
業への展開

蒲郡信用金庫

107 3023120186 愛知県 有限会社アトリエ永美 9180002078496
自動裁断機導入による高品質・低コスト生産プロセスの
実現

岐阜信用金庫

108 3023120188 愛知県 足立機工株式会社 1180001021456
長尺、分厚さに対応した高精度曲げ加工技術による、工
業炉の高機能化実現

株式会社エフアンドエム

109 3023120189 愛知県 株式会社グリュック 8180001085387
医療従事者向けのオーダーメイド中敷きの製造および新
たな販売プロセスの構築

一宮商工会議所

110 3023120190 愛知県 株式会社ヤスフクセラミックス 9180301002025
ＩＴを活用したセラミックス製品検査工程の効率と信頼性
の向上

岡崎商工会議所
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111 3023120193 愛知県 中野ハガネ株式会社 4180001020372
自動車骨格部品の軽量化で注目が高まるホットスタンプ
金型用鋼における革新的サービスの確立

株式会社名古屋銀行

112 3023120196 愛知県 株式会社神戸企画 5180001086842
日本独自の意匠撚糸を用いた織物のようなニット製品の
低コスト短納期試作開発とＪＩＴ生産

尾西信用金庫

113 3023120197 愛知県 有限会社阿部鉄工所 9180302006248
ウォームギヤ業界初の最新設備の導入によるねじ切り
工法の開発

豊川信用金庫

114 3023120199 愛知県 株式会社クラタ 8180301014698
航空宇宙産業分野の電解バリ取り技術応用による、生
産プロセス改善と働き方改革推進事業

碧海信用金庫

115 3023120200 愛知県 伊藤金型工業株式会社 2180001023253
ホットスタンピング成形品の需要増加に対応するための
金型製作短納期化の取り組み

株式会社エフアンドエム

116 3023120204 愛知県 大誠精機株式会社 1180001006696
航空機のアルミ部品における品質保証体制強化と加工
時間短縮計画

株式会社名古屋銀行

117 3023120205 愛知県 株式会社ＫＹＯＴＳＵ 6180001055029
商社物流の高付加価値化と生産性向上に向けた倉庫管
理業務の改革

岡崎信用金庫

118 3023120208 愛知県 三晃金属株式会社 4180001075929
カットパネルの意匠性を極限まで高めて時短推進するシ
ステム革新

株式会社名古屋銀行

119 3023120210 愛知県 有限会社アサヒ銘鈑 3180002019943
原版フィルム作成機導入による生産プロセスの大幅改善
と生産能力増強

清水隆広

120 3023120215 愛知県 合名会社共和金属製作所 4180003012442
段取レス研磨の取り組みによる品質向上と時間短縮で
の生産性向上の実現

株式会社名古屋銀行

121 3023120216 愛知県 有限会社野田工業製作所 2180002040735
治具製作における機械加工の高精度化による一貫生産
プロセスの改善

株式会社名古屋銀行

122 3023120217 愛知県 有限会社佐藤鉄工 7180302018336
産業用ロボットにおける長尺の減速機部品の高精度化と
リードタイム短縮計画

岡崎信用金庫

123 3023120218 愛知県 有限会社りんごの樹 1180302021015
４Ｋ３Ｄ腹腔鏡手術システム導入による小動物手術の高
精度化・高品質化

安達隆久

124 3023120220 愛知県 株式会社大輝 4180301026854
国内唯一である農業用廃プラのペレット化ラインの生産
性向上

いちい信用金庫

125 3023120221 愛知県 アイチフーズ株式会社 7180301009658
全国初「愛知県産殻付きあさり水煮缶」の開発と生産工
程確立

豊橋商工信用組合

126 3023120224 愛知県 伊藤手帳株式会社 2180001066046
手帳製造業界初！自社開発設備導入による手帳縦帯
セット工程の機械化及び内製化の実現

税理士法人エベレスト

127 3023120225 愛知県 片山撚糸株式会社 2180001082415
キュプラ＆トリアセテートを複合撚糸した高機能繊維の
開発と生産工程確立

一宮商工会議所

128 3023120226 愛知県 株式会社ＨＲＤＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 5180301024733
次世代の農業に必要な土壌分析関連装置の新たな生産
体制の構築

株式会社名古屋銀行

129 3023120228 愛知県 有限会社宮田工業所 9180302019687 ３次元レーザー加工技術の開発による生産性向上事業 岡崎信用金庫

130 3023120229 愛知県 有限会社水野製作所 8180002014873
精密治具部品加工において、高品質・高精度・短納期の
実現と高精細印字による販路拡大計画

株式会社名古屋銀行

131 3023120230 愛知県 株式会社日本ゴルフ同友会 9180001039342
データ利活用によるゴルフ会員権の時価評価査定の高
度化

株式会社名古屋銀行

132 3023120231 愛知県 ヤマタツ商事株式会社 1180001067441
外国人紹介サービス事業による中小製造業の活性化と
新規顧客の拡大

株式会社名古屋銀行
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133 3023120236 愛知県 有限会社斉藤精工 7180302026850
生産設備ラインの高度化に貢献する硬質ステンレス製一
体型ギアシャフトの加工技術の開発計画

西尾商工会議所

134 3023120237 愛知県 有限会社糀屋 4180002041657
集団給食市場に向けた農福連携米×特別栽培米の開
発と精米工程の改善

岡崎信用金庫

135 3023120238 愛知県 株式会社ティエムエフ 9180001084776
協働多軸ロボット付き小型サーボ型抜機（ＩｏＴ仕様）導入
による生産性向上・競争力強化事業

尾西信用金庫

136 3023120240 愛知県 有限会社大島製作所 3180002025413
図面再現性の追求で次世代自動車開発に寄り添うＮＣ
加工技術革新

株式会社名古屋銀行

137 3023120241 愛知県 有限会社高木製作所 8180002061908
最新のＮＣ旋盤を導入することによる、生産革命と品質
向上の実現

豊田信用金庫

138 3023120242 愛知県 大栄フェルト産業株式会社 5180001050674
繊細なハーフカット加工の品質および生産性向上と技能
伝承

岐阜信用金庫

139 3023120243 愛知県 株式会社平松製作所 7180001015378
新型防振装置による薄板形状鍛造品の建設機械用ゴム
クローラー芯金分野への参入事業

株式会社名古屋銀行

140 3023120248 愛知県 株式会社じぶんまくら 2180002079939
「じぶんまくら」ブランドを活かしたオーダーメイド型羽毛
布団の仕立直しサービス開発事業

株式会社みずほ銀行

141 3023120250 愛知県 東光工業株式会社 9180301015852
ＩＯＴとロボットを絡め限られた人員で生産性の高いライン
の構築

岡崎信用金庫

142 3023120257 愛知県 株式会社楠化学工業 1180001013643
水道・ガス業界参入の為の機械導入による精密仕上加
工の実現

名古屋商工会議所

143 3023120258 愛知県 和光精機株式会社 8180001097093
自動車用ゴム製部品金型の高精度化及び短納期化した
生産体制の構築

株式会社愛知銀行

144 3023120259 愛知県 東海システム株式会社 3180001094442
産業機械の潤滑管理サービスにおけるオイル分析の高
度化計画

碧海信用金庫

145 3023120262 愛知県 わかば歯科
地域患者様の口腔健康向上に資する院内ＣＡＤ／ＣＡＭ
導入によるセラミック診療提供事業

岡崎信用金庫

146 3023120263 愛知県 森工業株式会社 4180001021131
特殊工具保持装置の量産体制構築によるツーリング
メーカーへの昇華

株式会社名古屋銀行

147 3023120266 愛知県 金生織物工場
高級オーダーメイド紳士服生地用ネームジャカード織り
の生産プロセス改善

愛知県商工会連合会

148 3023120267 愛知県 株式会社ＫＤＳ 7180001134962
ダクト工事における金属板の裁断を容易化するプラズマ
切断機導入で作業効率を改善する

いちい信用金庫

149 3023120271 愛知県 寺沢撚糸株式会社 4180001083163
アラミド繊維とストレッチ性フィラメント糸の多機能複合繊
維の試作・開発

一宮商工会議所

150 3023120273 愛知県 株式会社下由ネジ製作所 3180001062589
高性能小型切削加工機導入による顧客要求への対応と
新規事業開拓

瀬戸信用金庫

151 3023120274 愛知県 株式会社丸義モリカワ 3180001027237
抜き加工内製化による、ボードゲーム製造日本一への挑
戦

瀬戸信用金庫

152 3023120275 愛知県 有限会社佳見精工 7180002070190
金型部品の傾斜冷却用穴ブロック設計・製造における革
新的な効率化の実現

東濃信用金庫

153 3023120276 愛知県 山田美術印刷株式会社 8180001013785
７色の特色を使った商品訴求力の高いデザインラベル印
刷の生産性向上

株式会社愛知銀行

154 3023120278 愛知県 株式会社岸本製作所 4180301016062
ターンテーブル付マシニングセンター導入による高精度
金型の量産システムの構築

西尾信用金庫

7／２４



（受付番号順）

Ｎｏ． 受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

平成３０年度補正　ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金　１次公募
愛知県採択案件一覧（504者）

155 3023120282 愛知県 有限会社日栄機械工業 4180302002350
専用機部品業界初の高精度化・超短納期を実現する新
しい生産体制の構築

岡崎商工会議所

156 3023120286 愛知県 有限会社テクノ・タケウチ 8180302017741
難削材の高精度加工技術による新事業進出と生産性向
上

碧海信用金庫

157 3023120287 愛知県 有限会社エスジーケー 8180302000441
低炭素社会実現に寄与する試作開発品の品質向上と短
納期の実現

株式会社フラッグシップ経営

158 3023120289 愛知県 稲竹
地元の魚を材料とした安心安全・高品質なはんぺんの製
造体制の構築

愛知県商工会連合会

159 3023120291 愛知県 株式会社アス・ライズ 4180001107624
人材に代わる多機能調理設備「スチコン」等導入のよる
居酒屋経営

株式会社百五銀行

160 3023120294 愛知県 磯貝鉄工所
多品種小ロット製品における独創的加工技術の高度化
と工程再構築による生産性向上と短納期化

西尾商工会議所

161 3023120296 愛知県 有限会社住吉タイヤ工業所 8180002083539
畜産業を支援する発電、蓄電、配電が可能な機械装置
による大型、特殊タイヤ交換

知多信用金庫

162 3023120297 愛知県 株式会社平野工業 9180001069455
超精密加工治具を開発し金型部品の大型化・超高精度
化・短納期が可能な生産体制の構築

碧海信用金庫

163 3023120300 愛知県 有限会社山善糟谷海苔店 1180302026724
自動海苔選別機導入による、最上級の高級海苔を生産
する体制の構築

愛知県商工会連合会

164 3023120304 愛知県 有限会社松原ファイン 8180002081179
金型精度向上による耐久性アップ、短納期対応型金型
メーカーへの革新

尾西信用金庫

165 3023120306 愛知県 株式会社シラスナ 4180001023722
射出成型機と取出しロボット導入による品質、生産性向
上

岡崎信用金庫

166 3023120311 愛知県 菱源株式会社 1180001098180
最新型自動ＣＴＰ導入による生産工程革新で、次世代型
環境対応印刷物の提供へ！

株式会社名古屋銀行

167 3023120312 愛知県 ニチブ株式会社 1180001079148
高精度ドリル加工機導入による穴あけの高度化・溶接加
工のボトルネック解消で生産性向上を実現

瀬戸信用金庫

168 3023120316 愛知県 株式会社サンアート印刷 7180001075348
お客様に安心と信用を提供する、高品質な印刷全数検
査トレサビリティー体制の構築事業

株式会社愛知銀行

169 3023120317 愛知県 興和錻力印刷株式会社 7180001098571
金属印刷における歩留まり率９５％確保のための検査プ
ロセスの改善

株式会社名古屋銀行

170 3023120318 愛知県 株式会社大道工業 5180301006087
アルミ製化粧パネルの精密立体曲面加工の自動化と生
産性向上

豊橋信用金庫

171 3023120321 愛知県 横井クレーン株式会社 3180001029084
「事業継続は足元から。」中小企業のＢＣＰ導入へ向けた
地盤改良サポートサービスの構築

冨田英揮

172 3023120325 愛知県 有限会社サンエイ工業 8180302013468
原因不明の不良の流出を自動検査＋目視で食い止める
検査ラインの研究開発

豊川信用金庫

173 3023120326 愛知県 白栄精工株式会社 1180001015301
ステンレス鋼の高精度・高生産性加工の実現と技術的牽
引力の強化

株式会社中京銀行

174 3023120327 愛知県 株式会社幸和機工 4180302026829
次世代ハイブリッド変速機の生産設備における長尺部品
の新加工技術開発事業

西尾商工会議所

175 3023120331 愛知県 株式会社シック 7180001006559
新たに航空機部品市場に進出するため難削材（チタン）
の加工技術を習得する

株式会社名古屋銀行

176 3023120333 愛知県 石橋鉄工株式会社 9180301022287
アルミ製異形状ブラケットの自動加工技術の開発と工程
集約による生産性向上

碧海信用金庫
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177 3023120335 愛知県 アートジュエリー緑
独自加工プロセスによりファインジュエリーを提案する新
事業

豊田信用金庫

178 3023120336 愛知県 株式会社昭和写真工業所 8180001053253
独自技術による大型フィルム印刷製品の高解像度化と
製造能力の向上

株式会社大垣共立銀行

179 3023120337 愛知県 有限会社プレシジョン 7180002064754
複合旋盤の導入による加工精度の向上及び時間短縮に
よる生産性の向上

岡崎信用金庫

180 3023120338 愛知県 高浜工業株式会社 6180301015822
リチウムイオン電池製造を高度化する新ロータリーバル
ブの加工技術習得とリードタイム短縮計画

愛知県商工会連合会

181 3023120339 愛知県 有限会社浅野工業 8180302000136
小径パイプ曲げ加工の効率化と精度向上を実現する生
産体制の構築

岡崎商工会議所

182 3023120341 愛知県 株式会社建重製作所 9180301018203 回転装置を活用した溶接ロボットによる生産性向上計画 豊田信用金庫

183 3023120342 愛知県 株式会社アルマダス 3180301026095
ドローンと地形追随ソフトウェアを活用した画期的森林管
理システムの開発

豊川信用金庫

184 3023120343 愛知県 株式会社ラマン 7180001098225 安全・安心・信頼を築く個体検査システムの構築 岐阜信用金庫

185 3023120344 愛知県
株式会社タナカエンジニアリン
グ

8180301023311
複合多段細穴への揺動放電加工技術による高精度化イ
ノベーション

愛知県商工会連合会

186 3023120345 愛知県 株式会社カナマル 2180001091622
設備導入・レイアウト改革によるバックストップ製造の超
短納期化

花木栄治

187 3023120346 愛知県 石川化成有限会社 8180302026214 射出成形の品質改善とライン自動化による生産性向上 岡崎信用金庫

188 3023120350 愛知県 有限会社コイル工業 1180002063002
独自ブランド機で使う特殊刃具の研磨方法の改善による
競争力強化

株式会社名古屋銀行

189 3023120351 愛知県 株式会社鈴木紙工所 5180001097377
新たな事業の柱となる高速・精密なレーザー加工の生産
体制構築

株式会社愛知銀行

190 3023120356 愛知県 フルタ電機株式会社 7180001011006
施設園芸関連資機材の市場獲得を目指す為、精密加工
技術の生産プロセスの改善

株式会社名古屋銀行

191 3023120359 愛知県 有限会社山藤工作所 1180002086358
工程集約・自動化・省力化による生産性向上と働き方改
革への対応

知多信用金庫

192 3023120360 愛知県
笠寺プラスチツク工業株式会
社

3180001014243
インサート加工の完全自動化を実現する生産プロセスの
改善

岡崎信用金庫

193 3023120361 愛知県 丸繁木工株式会社 1180001015549
プレス工程の革新による家具のジャストインタイム生産
体制の確立

岡崎信用金庫

194 3023120362 愛知県 株式会社尾川研磨工業所 9180302006850
半導体製造装置用ボールねじの新たな加工方法で生産
性向上を図る

岡崎信用金庫

195 3023120363 愛知県 株式会社浅井鋳造所 6180001086817 高耐熱・高耐性能ターボチャージャー用試作部品の製造 株式会社愛知銀行

196 3023120364 愛知県 株式会社アサカ精機 8180301022263
ＣＡＤ図面通りの精密性とスピードを両立する三次元研
削技術革新

岡崎信用金庫

197 3023120365 愛知県 株式会社カミテック 1180301025099
アルミ削り出し内製化と型の三次元計測による納期短
縮・品質向上

碧海信用金庫

198 3023120367 愛知県 株式会社四季 3180001050239
米粉１００％の食パン等の量産用生産ラインの構築と生
産性の向上事業

岡崎信用金庫
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（受付番号順）
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199 3023120368 愛知県 株式会社エス・エヌ・ビー 9180301014664
次世代自動車の部品溶接の生産性向上を目的に溶接ロ
ボット制御ソフトを導入する

かがやき税理士法人

200 3023120370 愛知県 藤工業株式会社 2180301014893
パイプ曲げ加工の高度化による新分野への挑戦と成功
の実現

岡崎信用金庫

201 3023120371 愛知県 株式会社伊奈製作 6180302026232
自動車エンジン向けアルミ部品の高精度・高効率測定技
術の確立

岡崎信用金庫

202 3023120372 愛知県 株式会社ベルカント 4180301031185
正ピロー包装機を導入し生産体制を確立することで新た
な焼菓子の開発・販売に取り組む

蒲郡信用金庫

203 3023120373 愛知県 有限会社アイシステムズ 9180002068506 大手部品メーカーに向けた生産能力アップ 東春信用金庫

204 3023120374 愛知県 マークテクノ株式会社 1180301025058
電動自動車用プラスチック部品需要に対応する為の生
産プロセスの改善

岡崎信用金庫

205 3023120375 愛知県 鈴木工業株式会社 9180001019781
微細加工技術を確立し新たに医療機器向け高精度金型
を製作する

株式会社名古屋銀行

206 3023120377 愛知県 キンセイ株式会社 8180001085718
事前解析計測による難加工形状高張力鋼板部品用プレ
ス金型製作工程の革新

尾西信用金庫

207 3023120379 愛知県 有限会社西製作所 2180002074709
生産性向上と品質安定化を目的とした測定機導入によ
る工程改善

株式会社名古屋銀行

208 3023120381 愛知県 株式会社前田鉄工所 5180001028852
建設機械用油圧部品の生産体制高度化と顧客提案によ
る受注拡大

株式会社名古屋銀行

209 3023120384 愛知県 有限会社落合鉄工所 3180302018018
電動車用モータの効率向上を目指すため、高速順送プ
レス金型の加工技術開発

株式会社名古屋銀行

210 3023120387 愛知県 叶技研株式会社 5180001092188
ＩＴ技術（シミュレーション）と冷間板鍛造技術による次世
代順送プレス金型の開発

岡崎信用金庫

211 3023120388 愛知県 株式会社山田ドビー 1180001084461
次世代移動通信「５Ｇ」を支える高速精密プレス機の開
発

尾西信用金庫

212 3023120389 愛知県 株式会社三晃 8180301019656
板金プレス加工における、コイル材料レべリング調整の
自動化による、無人・自動量産工程の確立

豊田信用金庫

213 3023120390 愛知県 有限会社サン・ステックス 9180002040200
訴求効果の高い「４色＋金＋光沢ニス」ラベル印刷製造
技術の確立

株式会社名古屋銀行

214 3023120392 愛知県 有限会社清水研磨 5180002084837
高性能画像寸法測定器の導入による製品の加工精度及
び生産性の向上

米倉博彦

215 3023120393 愛知県 奥野工業株式会社 8180301013774
油圧シリンダーのスパッタなし溶接技術の向上と生産性
向上体制の確立

碧海信用金庫

216 3023120395 愛知県 豊和工業株式会社 1180301028267
難削材を用いたカーエアコン用コンプレッサー部品の高
精度化と生産能力増強計画

蒲郡信用金庫

217 3023120397 愛知県 株式会社プリンスパック 5180001080894
西日本初「色の見える化」による色管理の効率化で生産
性向上を実現

株式会社名古屋銀行

218 3023120398 愛知県 株式会社みづほ 3180001047359
外国人観光客を中部圏に呼込む為鉄道・観光施設に難
燃性サインの多言語実現

岡崎信用金庫

219 3023120401 愛知県 京都ダイヤモンド株式会社 7180001080777
トランジスタインバータ高周波誘導加熱装置を使った精
密接合による生産性向上の実現

犬山商工会議所

220 3023120402 愛知県 株式会社鈴木化学工業所 5180301001146
高精度３Ｄスキャナを用いてリバースエンジニアリングし
た製品現物に忠実な設備開発

岡崎信用金庫
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221 3023120404 愛知県
菅沼・エンタープライズ有限会
社

9180302022393 ロボットを活用した革新的配水池清掃業務の開発 公益財団法人中部科学技術
センター

222 3023120407 愛知県 杉江製陶株式会社 1180001093181
アジア圏の社会基盤整備促進に貢献する海外向け大型
製品の研磨・施釉ラインの立ち上げ事業

岡崎信用金庫

223 3023120408 愛知県 トモヱ工業株式会社 3180001022411 人手による検査の自動化と、データによる品質改善 株式会社名古屋銀行

224 3023120410 愛知県 有限会社大橋パイプ 9180302006792
極薄・小径管の複数回曲げ加工に対する自働化技術の
獲得による品質保証体制の確立と働く力の最大化

豊橋信用金庫

225 3023120412 愛知県 株式会社富窪精機 2180001074602 樹脂製燃料ホースモジュール型の成形技術の開発 株式会社大垣共立銀行

226 3023120413 愛知県 中日クラフト株式会社 6180001074466
ホットランナーでハイブリット成形を実現する生産プロセ
スの確立

春日井商工会議所

227 3023120414 愛知県 有限会社石原製作所 9180302017906
電磁バルブの小型化ニーズに応える、「ミクロ端面研磨
ばね」のコイリング技術の高度化

碧海信用金庫

228 3023120415 愛知県 玉野化成株式会社 3180001014862 次世代ＥＶ用バッテリー部品の開発 株式会社商工組合中央金庫

229 3023120417 愛知県 株式会社セノオ 7180001096798 新型射出成型機導入による外観不良撲滅 株式会社名古屋銀行

230 3023120418 愛知県 有限会社金村刃型 5180002076090
労働生産性向上を実現し特殊素材に対応した高精度な
抜き型の製作体制を構築する

一般社団法人ヒューリットＭＦ

231 3023120423 愛知県 有限会社榊原工機 3180002070847
３Ｄスキャン型３次元測定機を導入して、事業領域制限
の克服による売上拡大

東濃信用金庫

232 3023120424 愛知県 株式会社原田木型工業 1180301008442
画像寸法測定機の導入による検査工程の高度化と品質
保証の実現

米倉博彦

233 3023120426 愛知県 ＭＩＹＡＳＡＫＡ設計株式会社 7180301032197
ハイブリッド車・水素自動車の充電容量センサー端子部
品の組付・検査装置の増産

碧南商工会議所

234 3023120429 愛知県 株式会社大商 4180001125989
新しい研磨技術の開発による解体・施工の一貫受注体
制の構築

アイアンドアイ株式会社

235 3023120436 愛知県 福助工業株式会社 8180001086096 噴石対策退避シェルター兼防災備蓄倉庫の試作開発 尾西信用金庫

236 3023120438 愛知県 近藤工業株式会社 1180301013962
自動車産業の試作開発需要に応える精密加工技術の
高度化と生産体制の構築

株式会社名古屋銀行

237 3023120439 愛知県 ＴＨＧ株式会社 5180301031003
ロボット機構の導入による一品物対応の高効率化と、小
ロット向け加工におけるロボット活用ノウハウの習得によ
る競争力強化の実現

株式会社名古屋銀行

238 3023120442 愛知県 ナガオ装工株式会社 4180001012948
新型ＮＣルータの導入によるデザイン化された家具・造
作材の生産プロセスの改善

岡崎信用金庫

239 3023120444 愛知県 Ｗ＆ＲＩＶＥＲｓｅｒｖｉｃｅ株式会社 2180001130116
高精度赤外線カメラ搭載ドローンによる多分野対応型建
造物点検事業の展開

株式会社百五銀行

240 3023120445 愛知県 株式会社光生 4180301018216 ＩＴ利活用による働き方改革（業務改革及び生産性向上） 碧海信用金庫

241 3023120448 愛知県 株式会社村上精機 6180001055078
ガラス繊維入り樹脂の成形加工を可能にする耐摩耗成
型機活用による新プロセスの確立

株式会社名古屋銀行

242 3023120449 愛知県 株式会社中川製作所 8180301011225
高精度加工の追究に向けた加工工程の短縮で高品質
医療機器部品の生産性向上

蒲郡信用金庫
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243 3023120450 愛知県 株式会社小澤精工 5180301016061
ロボットとカプセル型洗浄機の導入による電動オイルポ
ンプ加工ラインの高度化

西尾信用金庫

244 3023120451 愛知県 コンドー技研株式会社 6180001067833
鍛造金属部品の高精度量産を可能にするエアー噴射設
備による自動加工ライン構築

株式会社名古屋銀行

245 3023120458 愛知県 株式会社アサノ 9180001073639
拡大するＥＣ市場の需要高に応える希少な小型段ボー
ル製造の生産性向上

株式会社名古屋銀行

246 3023120459 愛知県 株式会社ノザキ化成 7180002082104
射出成形プロセスの革新による自動車分野向け高精度
樹脂成形品の量産技術確立事業

株式会社名古屋銀行

247 3023120460 愛知県 株式会社タケハラ電子 3180001000730
チップ積層セラミックコンデンサの超小型プリント基板へ
の実装の実現

株式会社愛知銀行

248 3023120462 愛知県 株式会社　コーエー・テック 3180001079914
自動車の安全に欠かせない全く新しいユニオンボルトの
開発と量産体制の確立

瀬戸商工会議所

249 3023120464 愛知県 有限会社カネヨシ製菓 4180002085786 賞味期限の長期化による生産の平準化 伊藤雄司

250 3023120465 愛知県 株式会社ＴＭＷ 2180001026099
環境に配慮した高燃費自動車の普及を支える溶接技術
の開発

株式会社エフアンドエム

251 3023120466 愛知県 石川軽金属工業株式会社 5180301015071
高難度な加工技術を要する新合金を使用した鋳造部品
製造の実現

株式会社名古屋銀行

252 3023120467 愛知県 株式会社アルダイヤ工業 1180001033996
超高精細マイクロスコープによる生産性向上と品質保証
体制強化による受注拡大

株式会社三井住友銀行

253 3023120468 愛知県 ワタナベラバー株式会社 1180001076657
金具インサート射出成型機を導入し、ロボットと画像セン
サを組み合わせた自動化工程を確立

岐阜信用金庫

254 3023120469 愛知県 大日食品株式会社 9180001022125
消費者嗜好の変化に対応した糖絞り大根のプロセス及
び生産性改善

白川淳一

255 3023120470 愛知県 株式会社三光刃物製作所 1180001019517
他社製品を凌駕する平行度を実現した超硬サイドカッ
ター等の製作

株式会社名古屋銀行

256 3023120473 愛知県 株式会社廣澤精機製作所 1050001031336
深曲げ技術の高度化により事業構造を変革し主要取引
先との絆を強化

株式会社筑波銀行

257 3023120474 愛知県 千成工業株式会社 7180001052058
ファイバー溶接機導入による加工の高度化と熟練技術
の標準化

株式会社十六銀行

258 3023120475 愛知県 有限会社有賀木工所 8180302011240
仕上塗装の基礎となる表面研磨の均一性確保による木
製注文家具のブランド力向上と熟練の技の継承

豊橋信用金庫

259 3023120476 愛知県 伊藤木箱
伝統工芸技術とテクノロジーのコラボによる経営力底上
げ事業

尾西信用金庫

260 3023120477 愛知県 大成工業株式会社 4180301015345
鋳物製品の内径鏡面仕上げ加工技術の確立による生産
性向上事業

愛知県中央信用組合

261 3023120478 愛知県 株式会社明工舎製作所 6180001041318
５軸ＭＣに３２パレットを用いた多品種小ロット無人化の
実現

小倉裕樹
株式会社名古屋銀行

262 3023120482 愛知県 名豊特殊鋼株式会社 7180001024412
自動車構成部品の供給量増大に伴う鋼材切断の生産体
制の構築

豊田信用金庫

263 3023120484 愛知県 有限会社日比野製作所 4180002072157
新たな生産方法を導入しプレス加工の自動化による生
産性向上事業

瀬戸信用金庫

264 3023120485 愛知県 イノモト産業有限会社 6180002009215 最新のワイヤーカット放電加工機導入による工期短縮 株式会社大垣共立銀行
小倉裕樹
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265 3023120486 愛知県 株式会社阿部商会 1180001082003
コストダウン・生産プロセス改善を達成した安心パッケー
ジ全数検査サービスの確立

いちい信用金庫

266 3023120487 愛知県 株式会社サトウパイプ 1180001074173
顧客の求める銅管継手加工の多品種化・短納期化に応
える生産工程の革新

東濃信用金庫

267 3023120488 愛知県 有限会社伊藤製作所 9180002068043 歯科医療に貢献する微細精密加工部品の生産強化 東春信用金庫

268 3023120490 愛知県 中央測範株式会社 1180001045926
技能承継を実現する機械と人間の強みを融合した研削・
研磨工程の構築

株式会社名古屋銀行

269 3023120491 愛知県 梅村工業株式会社 8180301017924
ロボット技術による「自動車のアンダーカバー部品へのク
リップ付け加工」の事業化

豊田信用金庫

270 3023120492 愛知県 株式会社平和電機 7180001083664
ボトルネック工程の機械化による作業効率及び品質向上
の実現

いちい信用金庫

271 3023120493 愛知県 平岩工業株式会社 6180001018068
生産管理システムと最新機器導入で三方良しの事業改
革を進める

瀬戸信用金庫

272 3023120497 愛知県 株式会社清水製作所 7180001021995 全自動ネジ検査装置導入による検査工程の生産性向上 大嶋浩敬

273 3023120498 愛知県 高章食品株式会社 2180002061871
海外・インバウンド・国内需要向け「特殊こんにゃく製品」
の自動製造工程と量産化の確立

碧海信用金庫

274 3023120503 愛知県 株式会社エイエヌオフセット 5011401000806
働き方改革と多様化する顧客要求を満たす印刷サービ
スの両立

春日井商工会議所

275 3023120507 愛知県 伸光技研産業株式会社 6180001097161
新技術に対応可能で、不良流出を１００％防ぐ自動検査
ラインの研究開発

株式会社名古屋銀行
愛知県商工会連合会

276 3023120509 愛知県 株式会社東栄超硬 3180001097189
電子機器部品の需要増加に対応した非磁性超硬合金の
加工技術の高度化

株式会社愛知銀行

277 3023120512 愛知県 株式会社ヒューマンテック 8180001094974
高精度な自動制御機械の導入による生産性の劇的な向
上と海外需要に対応する生産体制の構築

碧海信用金庫

278 3023120514 愛知県 株式会社マックス技研 1180001115646
金属製品の圧倒的な深さの穴あけ切削加工の実現と生
産性の向上

半田信用金庫

279 3023120517 愛知県 有限会社和光鉄工 2180002087256
ワイヤカット放電加工機の導入による検査冶具の高精度
化と生産性向上

岡崎信用金庫

280 3023120522 愛知県 藤工業株式会社 7180001007284 超高硬度大粒径ダイヤモンド焼結体研削技術の向上 株式会社中京銀行

281 3023120525 愛知県 株式会社宮田工業所 1180001032965
長尺パイプ穴あけ加工機導入による水耕栽培事業の拡
大

小倉裕樹

282 3023120526 愛知県 有限会社ケイ・シン 2180302016617 ３次元データを活用したクランパーの独自生産体制構築 ＭＡＳＴコンサルティング
株式会社

283 3023120528 愛知県 アサ倉工業株式会社 9180001018767
自動画像検査システムの導入による部品の不良流出ゼ
ロ化と受注拡大

株式会社名古屋銀行

284 3023120529 愛知県 ナカキ食品株式会社 7180001017663
海外で人気上昇中こんにゃく麺の品質安定及び生産数
量増加体制の確立

株式会社十六銀行

285 3023120531 愛知県 松本工業株式会社 5180001028869
「ステンレス鋼製高剛性リターナブルパレット」製造プロセ
スの高度化事業

碧海信用金庫

286 3023120532 愛知県 ＳＴＵＭＰＦＵＲＮＩＴＵＲＥ
自動裁断機による品質向上と短納期化で多品種少量生
産体制の確立

豊田信用金庫
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287 3023120533 愛知県 盛工業
ワイヤカットの新規導入による金型加工プロセスの抜本
的改善

豊田信用金庫

288 3023120534 愛知県 有限会社和穀 8180302024944
精米作業の全工程自動化による生産性及び品質の飛躍
的向上

豊田信用金庫

289 3023120535 愛知県 有限会社今井工業 1180002046519
高剛性プレス機の導入による生産体制の効率化と競争
優位の強化

大串智之

290 3023120538 愛知県 有限会社中央企画社 7180302026280
金型表面粗度の超精緻加工技術の確立による手作業の
研磨工程を削減（省略）する抜本的生産性の向上

岡崎信用金庫

291 3023120539 愛知県 株式会社磯村製作所 2180001024730
次世代ロケットエンジン用バルブ部品の研磨レス加工に
よる鏡面仕上げと工程集約による生産性向上

株式会社十六銀行

292 3023120540 愛知県 エスワイ精工有限会社 1180302027862
難削材の高精度加工部品を新規受注する為の切削技術
開発事業

愛知県商工会連合会

293 3023120542 愛知県 角谷畳店
高齢者の快適な暮らしに貢献する薄畳製品の生産性向
上と介護市場開拓

税理士法人ｆｅｌｉｃｉａ

294 3023120550 愛知県 株式会社名南製作所 9180001092738
３次元測定データ活用による合板製造のカスタマーサク
セス支援事業の展開

大府商工会議所

295 3023120553 愛知県 株式会社テクノプラスト 1180001010624 社内検査充実による、顧客の受入検査不要化 株式会社商工組合中央金庫

296 3023120555 愛知県 株式会社テリア 1180001070957
ＣＴ設備の導入による当院の先進獣医療センターとして
の確立および他院と連携した地域獣医療への貢献

瀬戸信用金庫

297 3023120559 愛知県 ラ・ミモザ
洋菓子製造作業の機械化を進め生産性向上と独自商品
の開発

浅沼慎也

298 3023120560 愛知県 中川ゴム工業株式会社 1180001076244
ネットワーク対応成形機の活用による生産性向上と品質
強化

株式会社商工組合中央金庫

299 3023120561 愛知県 有限会社イナテック 9180302015100
ＦＡアルミ部品を最適化プロセス、最適作業技術の確立
により、低価格、短納期、高品質を実現する

岡崎信用金庫

300 3023120566 愛知県 村上デンタルラボラトリー
高齢者が健康に生活するための付け心地が快適な部分
入れ歯の製造工程の構築

豊橋信用金庫

301 3023120567 愛知県 有限会社ハート動物クリニック 8180302009284
ペット診療の高度化を実現し、地域の基幹的な動物病院
としての役割を担う

松井督卓

302 3023120568 愛知県 香流工業株式会社 2180001067820
ロボットスプレー導入で亜鉛ダイカストの高品質化と付加
価値ＵＰの事業展開

瀬戸信用金庫

303 3023120569 愛知県 岩瀬鉄工株式会社 8180301022321
ステアリング部品加工の高度化による自動運転への対
応ラインの構築

岡崎信用金庫

304 3023120574 愛知県 株式会社吉田エス・ケイ・テイ 5180001027598
生産ライン可視化による営業活動の効率化と顧客満足
度の向上

瀬戸信用金庫

305 3023120575 愛知県 大津鉄工株式会社 3180001098963
大型風力発電用基礎アンカーフレームの製造・組立て・
据付け事業

伊藤嘉章

306 3023120576 愛知県 株式会社今田製作所 1180301005126
引張圧縮試験機部品の複合加工生産技術の開発による
多様化する顧客ニーズへの対応

豊橋信用金庫

307 3023120580 愛知県 天海工業有限会社 4180002061928
高付加価値な自動車用小型部品の金型市場進出のた
めの生産体制の構築

株式会社愛知銀行

308 3023120581 愛知県 愛知精工株式会社 3180001003246
溶接ロボットとレーザー測定器導入による新生産プロセ
スの構築

株式会社名古屋銀行
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309 3023120582 愛知県 株式会社名光精機 8010001077987
自動車ターボチャージャー用軸受のスイス型ＣＮＣ自動
旋盤による生産プロセス革新

株式会社大垣共立銀行

310 3023120584 愛知県 アルパ工業株式会社 1180001029350
新加工技術の習得により取引先の特許技術を守り、新
規分野へ進出する

株式会社十六銀行

311 3023120585 愛知県 株式会社エスケー 3180301012707
金型・より高精度な機械部品の受注を狙う最新型マシニ
ングセンタ導入による加工精度・能力の改善

豊田信用金庫

312 3023120586 愛知県 株式会社田中製作所 6180301032462
職人型から工場型生産体制への移行による事業構造の
改善と技術承継の推進

碧海信用金庫

313 3023120588 愛知県 青木酒造株式会社 4180001097097
自動制御温度管理による高級酒開発及び作業工程改善
による製品の品質、生産性の向上

愛知県商工会連合会

314 3023120590 愛知県 株式会社弥富製作所 2180301022756
金属削り出し部品事業拡大の為の生産リードタイムの短
縮と省力化

愛知県中央信用組合

315 3023120591 愛知県 有限会社島田金型製作所 3180002013938
樹脂金属一体成型車載部品普及のための高精度金型
の生産技術確立

株式会社関西みらい銀行

316 3023120593 愛知県 株式会社トーカイ・ナック 9180301013162
フロント・アルミサッシ個別防火認定品で構成される防火
サッシ加工の生産性向上

藤榮幸人

317 3023120597 愛知県 株式会社丸菱製作所 1180001075007
生産性向上と競争力強化のための新型サーボプレスブ
レーキの導入

株式会社十六銀行

318 3023120598 愛知県 創心精機株式会社 4180001064312
ワンチャックで切削加工から放電加工に、即戦力設備導
入

株式会社名古屋銀行

319 3023120599 愛知県 株式会社カネヒラ 9180001094684
当社製研削盤の世界進出に向けた革新的測定技術の
開発

株式会社愛知銀行

320 3023120601 愛知県 青木歯科
米国式先端精密根管治療の実現による地域への高度在
宅歯科治療の提供

株式会社ヒューマンネット・コン
サルティング

321 3023120606 愛知県 名興発條株式会社 8180001041324
高精度複雑３次元形状ばねの短納期試作と生産性の高
い高速量産一貫加工技術確立

株式会社名古屋銀行

322 3023120607 愛知県 佐藤工業株式会社 4180001030462
生産性を高めキズ不良を激減させる自動車重要部品搬
送工程の自働化

株式会社百五銀行

323 3023120608 愛知県 渡辺精密工業株式会社 7180001007706
技術職人がオーダーメイド生産する１μ単位高精度治工
具の生産ノウハウを蓄積し活用するノウハウ蓄積情報シ
ステムの導入

株式会社名古屋銀行

324 3023120610 愛知県 株式会社木全化学 6180001076891
中食用容器市場獲得を目指すためのプラスチック容器
の品質向上における生産プロセスの改善

株式会社十六銀行

325 3023120611 愛知県 株式会社サンビーオフイス 8180001036480
最新の外観検査機とリフロー炉を用いた新たな生産ライ
ンの創造による生産性の向上

株式会社シーピーエーコンサル

326 3023120612 愛知県 株式会社エス．エム．ティ工業 7180001054780
楕円ピン製造における切削工程の革新とＩｏＴ導入による
無人化工程への取組

株式会社シーピーエーコンサル

327 3023120614 愛知県 艶榮工業株式会社 9180301011174
高品質・短納期を可能とするハイブリッド糊抜き精練技術
の確立

岡崎信用金庫

328 3023120616 愛知県 中部特殊鋼株式会社 9180001081237
効率化と品質向上とスピードアップとｅｔｃ．多重効果型小
径鋼材製作への取組

小倉裕樹
株式会社名古屋銀行

329 3023120617 愛知県 富士スクリ－ン印刷株式会社 6180001098457
最新型ロボット設備導入による生産効率の刷新によって
電気自動車の未来を創る

株式会社名古屋銀行

330 3023120630 愛知県 株式会社ＭＲＴ 2180002019556
新型マシニングセンタの導入による複合材加工の生産プ
ロセスの改善

株式会社第三銀行

15／２４



（受付番号順）

Ｎｏ． 受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

平成３０年度補正　ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金　１次公募
愛知県採択案件一覧（504者）

331 3023120631 愛知県 美崎精密有限会社 1180302019034
ダイレクト樹脂立体配線による、電子回路形成技術の高
度化

碧海信用金庫

332 3023120632 愛知県 トーエイ株式会社 8180001092838
国内資源循環の向上に資する、純度９９．５％リサイクル
ＰＰペレット製造技術の確立

碧海信用金庫

333 3023120633 愛知県 石川鋳造株式会社 5180301015063
仕上げ工程の高度化による、中小鋳造メーカブランド「お
もいのフライパン」生産性向上

碧海信用金庫

334 3023120634 愛知県 有限会社シバハラ精工 4180302005799
非磁性材の難加工を可能にし次世代ＥＶ車の軽量化とＣ
Ｏ２削減に挑む

岡崎信用金庫

335 3023120635 愛知県 株式会社シンユー 6180302001490
差分オフライン設計による「ロボット導入検証ラボ」サービ
スの開発

碧海信用金庫

336 3023120637 愛知県 有限会社瑞穂テック 8180002053558
加工プロセス適正化による希少精密加工技術を活かし
た新分野への進出

株式会社名古屋銀行

337 3023120638 愛知県
株式会社服部エンジニアリン
グ

9180301006802
多方面で活躍する産業用ロボット需要の増加に対応する
部品精度向上計画

株式会社愛知銀行

338 3023120640 愛知県 株式会社中里工業 3180001020349
曲げ加工技術のデータ化による効率化と職人技の次世
代への承継

株式会社ゼロプラス

339 3023120641 愛知県 エフワイ成型株式会社 7180001069275
ＩＯＴ導入し成形工程の一元管理による生産性プロセスの
改善

岡崎信用金庫

340 3023120645 愛知県 旭鉄工株式会社 6180301015005
インライン３次元検査画像検査機導入による溶接品質保
証体制の強化

碧海信用金庫

341 3023120646 愛知県 株式会社大岩 1180301005225
最新のＣＮＣ旋盤加工機導入による、高精度溶射製品の
開発

豊橋信用金庫

342 3023120647 愛知県 尼子工業株式会社 7180001027778
新技術修得により地域唯一の安全なアスファルトロー
リーの提供者になる

株式会社ゼロプラス

343 3023120650 愛知県 株式会社まるや八丁味噌 8180301001903
伝統的製法の八丁味噌の輸出拡大に向けた生産性向
上事業

岡崎商工会議所

344 3023120653 愛知県 有限会社豊正精機 8180302002181
三河初。増加する「専用機部品への追加工」ニーズへの
即時対応サービスの開始

岡崎商工会議所
碧海信用金庫

345
タツキ歯科クリニック＆エター
ナル

株式会社愛知銀行

346 技巧空間ＮＥＯ 株式会社愛知銀行

347 3023120658 愛知県 株式会社島由樹脂 9180001081030
環境デザイン製品向けのＩｏＴと自動機構による３Ｒ生産
システム開発

酒向潔

348 3023120659 愛知県 有限会社アペオ技研 1180302017863
世界初・革新的河川管理「陸上・水中レーザードローン撮
影」プロジェクト

碧海信用金庫

349 3023120662 愛知県 株式会社和光 6180001092773
手作業の高級品仕様製造工程を自動化し市場の要請に
応える

株式会社名古屋銀行

350 3023120665 愛知県 南蔵商店株式会社 2180001093610
こだわりの「麹」！搬入・搬出設備の導入による生産プロ
セスの改善と品質向上

愛知県商工会連合会

351 3023120667 愛知県 株式会社ライツェントベアー 4120001150951
セルフレジ・オーダーシステム導入による接客プロセスの
革新とＣＳ最大化の実現

京都府商工会連合会

352 3023120674 愛知県 わしづか歯科
ＣＴ診断を元に３Ｄプリンタで製作するデジタルマウス
ピース矯正

岡崎信用金庫

3023120657
歯科医院と技工所のネットワーク連携による新しい治療
プロセスの実現

愛知県
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353 3023120676 愛知県 株式会社協和金型製作所 9180301015191
最新マシニングセンター導入と多結晶ダイヤモンドボー
ルエンドミルの使用による磨き工程不要の金型製作技術
の開発

西尾信用金庫

354 3023120678 愛知県 有限会社三国製作所 6180302014071
次世代自動車部品に対応した精度と加工時間を短縮し
た金型製造

愛知県商工会連合会

355 3023120683 愛知県 株式会社タナカ 4180001012675
愛知県名物のお土産開発とクッキー缶量産体制構築に
よる増収増益計画

税理士法人松澤毛利会計

356 3023120685 愛知県 吉良化成株式会社 6180301022991
次世代自動車に向けた樹脂成形部品の検査体制の強
化

税理士法人Ｈ＆Ｐ

357 3023120686 愛知県 千代田工業株式会社 9180001092597
物流車両を「見える化」するシステム構築による安全管
理と物流管理の強化

株式会社京都銀行

358 3023120687 愛知県 青田工業株式会社 6180301017777
人と機械が紡ぎだす美と快適を兼ね備えた革新的シート
カバー開発

株式会社名古屋銀行

359 3023120688 愛知県 株式会社三木 1180001079305
切削加工の一元集約化・高精度化と品質管理自動化に
よる生産性向上の実現

瀬戸信用金庫

360 3023120689 愛知県 株式会社サンコー精機 9180301020308
新設備導入によるプレス金型の高精度・高効率製造技
術の構築

碧海信用金庫

361 3023120690 愛知県 株式会社阿部工業所 4180001011512
深曲げ対応ベンディングマシン導入による品質向上と熟
練技術の標準化

株式会社十六銀行

362 3023120692 愛知県 有限会社大塚製作所 8180002000279
剛性と軽量を両立した障害者競技用スポーツ用車椅子
の生産工程確立

瀬戸信用金庫

363 3023120698 愛知県 有限会社ヌカタ技研工業 2180302003656
プレス機１台で多工程の加工を完結する高速搬送プレス
への挑戦

岡崎商工会議所

364 3023120699 愛知県 朝日工業株式会社 7190001013967
超高角高効率固定式等速ジョイント用ケージの生産体制
の確立

愛知県商工会連合会

365 3023120703 愛知県 マツモト印刷株式会社 6180001032804
デジタルオンデマンド技術を利用した今までにない偽造
防止商品の開発

コタケ経営合同会社

366 3023120704 愛知県 株式会社オオタ精密 1180301027558
立形マシニングによる自動車部品組立ライン用精密多品
種部品製作の生産性向上

豊橋信用金庫

367 3023120707 愛知県 旭軒
セントレア空港での販売開始のため、工程を機械化し量
産化を計る

半田信用金庫

368 3023120708 愛知県 高針台デンタルオフィス
医科歯科連携による幼児の睡眠時無呼吸症に対する歯
科矯正的治療の確立

税理士法人中央アカウンティング

369 3023120713 愛知県 中日本鋳工株式会社 9180301022576 三次元測定機の専用機開発による品質保証体制確立 西尾信用金庫

370 3023120714 愛知県
株式会社ディーシー・クリエイ
ト

8180001048336
商業不動産業界を先取りした営業支援地図システムの
導入による新たなニーズへの対応力強化

税理士法人中央総研

371 3023120715 愛知県 有限会社ダーシェンカ 8180302004104
パン生地のもちもち感をより強くした今までにない食感と
風味豊かなおいしいパンの開発

岡崎商工会議所

372 3023120717 愛知県 株式会社藤工業所 7180001118718
溶接用固定治具の共通化による大型部品溶接工程の生
産プロセス改善の取組み

碧海信用金庫

373 3023120720 愛知県 株式会社マイロジ 5180001085027
特許製品洗浄機で作業効率向上を実現する新物流サー
ビス

税理士法人宇野会計

374 3023120722 愛知県 中外国島株式会社 2180001084295
自動検査装置の開発で川下業者に安心感を与え高付加
価値の製品を提供する事業

尾西信用金庫
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375 3023120723 愛知県 株式会社セイコー 3180301023035
三次元測定機、真円度測定機導入による電動自動車部
品の精度の向上と品質の安定化の確立

西尾信用金庫

376 3023120725 愛知県 株式会社佐藤製作所 6180001046416
新工法開発による次世代自動車向けパイプ部品の増産
対応

株式会社名古屋銀行

377 3023120727 愛知県 渥美鋳造株式会社 4180001027772
長尺立型マシニング導入による社内一貫加工の充実と
コスト削減、納期対応の強化

西尾信用金庫

378 3023120729 愛知県 株式会社アヤボ 6180301013553
自動車部品加工向け切削工具の高品質かつ長寿命化
を可能とする硬質皮膜成膜装置の導入によるコーティン
グ生産プロセスの改善

碧海信用金庫

379 3023120730 愛知県
株式会社アシュリー＆４０メイ
クス

3180001123663
介護福祉施設運営に安心をもたらす！ＩＴシステムが護
る確実なシフト

株式会社タスクールＰｌｕｓ

380 3023120731 愛知県 株式会社丸栄産業合作社 9180001079256
リチウムイオン電池生産用ファインセラミックス湿式製法
の高度化事業

株式会社名古屋銀行

381 3023120732 愛知県 ｃｏｔｔｅ
特許技術を応用した廃水処理が容易なプランター受け
皿の開発

森安高広

382 3023120735 愛知県 株式会社藤川工業 1180002087983
立形ＣＮＣフライス盤導入による高精度・高効率加工体
制の確立

東海商工会議所

383 3023120739 愛知県 株式会社ニシムラ 7180301019062
高速マシニングセンタを活用した燃料電池セパレータ用
金型の高速加工技術の確立

碧海信用金庫

384 3023120741 愛知県
株式会社フューテックホール
ディングズ

2180001055899
住宅×ＩＣＴで建物躯体の施工品質を決定する「躯体オぺ
レーションシステム」

座間裕史

385 3023120742 愛知県 名古屋発條工業株式会社 6180001020445
高精度立形マシニングによるＥＶ車向け超薄肉スペーサ
用精密金型製作の生産性向上

株式会社アーリー・バード

386 3023120752 愛知県 株式会社ＮＩＭＵＲＡ 8180001097473
ＥＵ向けＨＡＣＣＰ対応の高品質・高精度・高効率の薄板
溶接加工システムの確立

尾西信用金庫
愛知県商工会連合会

387 3023120753 愛知県 株式会社太田工業所 8180001069282
生産管理システム導入によるパイプ加工製品の多品種
少量生産の効率化事業

株式会社十六銀行

388 3023120754 愛知県 三信建材工業株式会社 7180301005649
道路橋を対象とした高精度かつ効率的な赤外線調査技
術の確立

鈴木健司

389 3023120757 愛知県 株式会社服部歯車 3180001020638
最新ＣＡＤ／ＣＡＭソフト活用による汎用設備での特殊歯
車加工の実現

株式会社愛知銀行

390 3023120759 愛知県 愛知金属工業株式会社 9180001092366
画像寸法測定器と３Ｄ形状測定器導入による転造・切削
加工の高度化

西尾信用金庫

391 3023120761 愛知県 株式会社サンワ金型 9180301012890
高機能・高精度位置決めパーツの開発による、ゼロクリ
アランスへの挑戦

碧海信用金庫

392 3023120764 愛知県 株式会社イケックス 2180001097108
画期的な材料リサイクル技術の確立と新商品開発によ
る事業拡大

いちい信用金庫

393 3023120768 愛知県 株式会社名宝 6180001055937
新型ペンプロッターの導入による曲線画きの自動化と売
上拡大

瀬戸信用金庫

394 3023120771 愛知県 株式会社大林 4180301005271
ドローンによる土砂災害発生危険箇所の早期発見と自
家発電式ＷＥＢ監視体制の構築

豊橋信用金庫

395 3023120772 愛知県 株式会社ユタカ興建 4180301008927 積載土量の見える化による土木作業の高効率化 豊橋信用金庫

396 3023120774 愛知県 豊田化工株式会社 6180301019864
測定技術の高度化による吸着剤用微細シリカゲルの製
造および品質保証体制の確立

公益財団法人中部科学技術
センター
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397 3023120775 愛知県 株式会社カルチベイトジャパン 3180301017103
消費者味覚嗜好の数値化及び、酒類市場の「製・販・配」
高度化サービスの開発

碧海信用金庫

398 3023120776 愛知県 加藤精工株式会社 6180001021724
リバースエンジニアリングによる測定技術の高度化と加
工品質の向上

岡崎信用金庫

399 3023120779 愛知県 安田塗装工業株式会社 3180301013424
超大型塗装設備の導入による品質と生産性の改善及び
塗装技能向上と継承

西尾信用金庫

400 3023120780 愛知県 伊藤光学工業株式会社 7180301010806
微細フレネルレンズ形状を用いた超薄型眼鏡レンズの
開発

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

401 3023120788 愛知県 有限会社横城工業所 8180002015161
材料供給装置用部品における研磨工程内製化による短
納期化の実現

株式会社ＰｓＭａｎａｇｅｍｅｎｔ
碧海信用金庫

402 3023120789 愛知県 有限会社原田工作所 4180302027959
難加工材の特殊加工技術による多品種小ロット生産に
向けた生産プロセス革新事業

愛知県商工会連合会

403 3023120795 愛知県 有限会社マルイチ鋼機 9180302026964
海外勢から西尾市の製造業を守る品質保証サービスに
よる流通革命

株式会社ＰｓＭａｎａｇｅｍｅｎｔ
株式会社名古屋銀行

404 3023120796 愛知県 轟醸造株式会社 8180301002538
焼酎の充填および打栓工程の自動化による新商品試作
開発事業

愛知県商工会連合会

405 3023120797 愛知県 株式会社青電社 3180001017064
拡張現実（ＡＲ）技術で可能にする後戻り工事をゼロにす
る革新的な電気工事

公益財団法人　名古屋産業振
興公社

406 3023120801 愛知県
株式会社エンジニアリング中
部

8180001029600 仮想サーバー方式でのＩｏＴプラットフォーム提供サービス 名古屋商工会議所

407 3023120802 愛知県
株式会社マルサン木型製作
所

5180301015534
生産プロセス改善による難加工製品の取り込みのため
の抜型反転機の導入

西尾信用金庫

408 3023120803 愛知県 株式会社伸幸ファインテクノ 4180301002517
最先端ワイヤ放電加工機を用いた金型製造工程の効率
改善と、細線ワイヤ対応装置組込による微細加工

西尾信用金庫

409 3023120804 愛知県 豊橋木工株式会社 9180301006629
成形合板の技術に高速移動・安定性を加えたブランド椅
子の量産事業

蒲郡信用金庫

410 3023120806 愛知県 共親製菓株式会社 4180001025248
設備不良のロス解消と働きやすさを同時に実現する当
社大人気商品の製造ライン改革

翔陽税理士法人

411 3023120807 愛知県 野村工業株式会社 1180301014861
高精度パイプ加工機の導入と自社加工技術の融合によ
る歩留り率の改善

西尾信用金庫

412 3023120810 愛知県 ジョイフル株式会社 2180301011057
輸送負荷を低減する大型クッションの圧縮技術確立に向
けた試作開発

株式会社ＰｓＭａｎａｇｅｍｅｎｔ

413 3023120811 愛知県 ケミカル工業株式会社 8180301023823
成形加工と金具組付工程を連動させ連続自動生産によ
る生産性向上

株式会社ＰｓＭａｎａｇｅｍｅｎｔ

414 3023120813 愛知県 有限会社光和サービス 5180302001178
ホース用クリップの安定供給を効率化するタッチレス加
工技術確立

株式会社ＰｓＭａｎａｇｅｍｅｎｔ

415 3023120814 愛知県 加山興業株式会社 6180001021749
竹混合リサイクル燃料ＲＰＦの開発に向けた破砕処理工
程の高度化

株式会社ＰｓＭａｎａｇｅｍｅｎｔ
蒲郡信用金庫

416 3023120820 愛知県 株式会社トライアドシステム 3180001031750
ＡＩＯＣＲ機能を使ったスマホでできる検針システムの試
作

名古屋商工会議所

417 3023120822 愛知県 株式会社藤田製作所 3180001015431
ＩｏＴとＡＩを活用した電子基板実装技術における技術革新
と事業拡大

あらた税理士法人

418 3023120824 愛知県 大洋金網株式会社 3180001026032
平線を使用した熱処理工程用の専用金網冶具の生産性
向上実現

瀬戸信用金庫
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平成３０年度補正　ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金　１次公募
愛知県採択案件一覧（504者）

419 3023120827 愛知県 ホリオ工業株式会社 9180301020489
ロボットが行う車体組付作業に適合する冶具の生産プロ
セス高度化

株式会社名古屋銀行
株式会社ＰｓＭａｎａｇｅｍｅｎｔ

420 3023120828 愛知県 株式会社タカモリ 8180001098884
小缶製造販売のパイオニアが挑む自動化による自社一
貫生産体制の確立

株式会社名古屋銀行

421 3023120831 愛知県 幸南工業株式会社 7180301002316 除電ロボットの導入による品質向上・生産工程改善計画 天野公道

422 3023120832 愛知県 有限会社ヤマプラ 5180302026729
射出成形機集中管理システムの導入による品質保証体
制の強化事業

西尾信用金庫
岡崎信用金庫

423 3023120833 愛知県 株式会社クリエイト・プロ 3180001075748 ＥＣＵメンテナンス市場へのＤＤＭ計画 東春信用金庫

424 3023120835 愛知県 有限会社日和化成 3180302015741
エンプラ製ハーネス部品の安定度の高い自動生産によ
る生産性向上

株式会社ＰｓＭａｎａｇｅｍｅｎｔ

425 3023120836 愛知県 株式会社豊電子工業 5180301014577
銅溶接の生産性を向上するブルーダイオードレーザを用
いた次世代型銅レーザ溶接ロボットシステムの開発

株式会社名古屋銀行

426 3023120837 愛知県 有限会社和幸製作所 7180002081238
オーバーラップ加工を取り入れた生産プロセス見直しに
よる生産性向上

株式会社大垣共立銀行

427 3023120839 愛知県 山治製網株式会社 7180301007505
技術継承を可能にする新型編網機の導入による付加価
値化と生産プロセスの改善

豊橋商工会議所

428 3023120841 愛知県 株式会社ティー・エイチ・ティー 5180001075424
トイレに流せる「ウェット製品」用インターフォルダーの導
入と生産性向上

株式会社名古屋銀行

429 3023120845 愛知県 株式会社ニットーマテリアル 8180001106655 超スピード対応のための製造部門設立 碧海信用金庫

430 3023120846 愛知県 原田鋼業株式会社 2180301019166
公共ニーズの高い次世代メイン工法「機械式鉄筋継手」
を実現する自動精密切断機の導入

株式会社名古屋銀行

431 3023120847 愛知県 高橋工業株式会社 6180001006758
形鋼用バンドソーマシン導入による切断工程の高度化と
生産リードタイム短縮

税理士法人ますみ

432 3023120851 愛知県 株式会社Ｊパック 1180001075361
一貫インライン検査体制による業界トップレベルの生産
リードタイムの実現

春日井商工会議所

433 3023120852 愛知県 株式会社アイチ金属 7180001009743
国内初の金属粉体溶射技術による革新的な耐火性金属
皮膜・加飾製品の開発

尾西信用金庫

434 3023120854 愛知県 有限会社早川化成工業所 1180302020578
「スピード・マテリアル・チェンジ」の実現に資する射出成
形プロセスの高度化

碧海信用金庫
愛知県商工会連合会

435 3023120856 愛知県 株式会社アイオテック 5180001045773
防音材などの治具・金型の短納期化ニーズ対応のため
の樹脂素材採用による生産工程改善計画

株式会社名古屋銀行

436 3023120858 愛知県 有限会社丸越 5180002090471
高性能自動裁断機の導入によるコスト削減、受注量増加
対応と新製品、新市場の開拓

野木森鐘治

437 3023120859 愛知県 新和工業株式会社 2180301022517
２スピンドル旋盤導入による自動車部品の高精度化の実
現と加工時間の短縮

小倉裕樹

438 3023120860 愛知県 株式会社愛知商会 5180001092782
高気密ジッパー袋における世界Ｎｏ１品質を更なる高み
へ

株式会社名古屋銀行

439 3023120862 愛知県 株式会社横井鉄工 8180301015944
新型自動変速機部品の高精度加工方法を確立し生産性
向上を実現する

愛知県商工会連合会

440 3023120863 愛知県 合同機工株式会社 2180301015223
５軸制御マシニングセンタの導入による多品種少量生産
プロセスの改善と産業用ロボット市場のシェア拡大

西尾信用金庫

20／２４



（受付番号順）

Ｎｏ． 受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

平成３０年度補正　ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金　１次公募
愛知県採択案件一覧（504者）

441 3023120866 愛知県 株式会社サンセルフ 6180301021721
道路陥没の危機をゼロにする静音・安全・短工期の非開
削下水管工事の実現

株式会社名古屋銀行

442 3023120867 愛知県 株式会社バーム 3180301014397
最新マッピング技術を搭載した掃除ロボット導入による
清掃業務の生産性向上

西尾信用金庫

443 3023120870 愛知県 株式会社山田メツキ工業所 6180001023043
労働集約的職場への画像検査装置導入による生産性向
上と労働環境改善

株式会社くおんコンサルティン
グ・ネットワーク

444 3023120873 愛知県 株式会社マエダモールド 2180001093305
エピテーゼ事業への本格参入を目指した、加工用ＮＣ
ルータの導入

有限会社竹内総合研究所

445 3023120874 愛知県 マルキ工業株式会社 3180001007412
求められる省人化と高品質を実現する最新画像処理検
査装置による高効率部品生産

株式会社名古屋銀行

446 3023120875 愛知県 株式会社和田工業 2180002064395
世界最速を２倍速に！自社刃具技術と高速切断面取機
の融合プロジェクト

株式会社名古屋銀行

447 3023120876 愛知県 シグロヌエボ工業有限会社 8180002053401
「上から覗き込む」ヒュームフードから見えるナノレベルの
世界を日常に

株式会社名古屋銀行

448 3023120879 愛知県 アイチ興産株式会社 3180301005009
次世代自動車向け高精度配管部品、高速生産のための
生産体制革新

岡崎信用金庫

449 3023120880 愛知県 株式会社シンテック 7180001077872
新感覚の材質感を実現！グローバル競争に打ち勝つ
ヘッドレスト開発

株式会社名古屋銀行

450 3023120883 愛知県 株式会社ヒラノ 2180001083611
高速エアジェット織機を導入して化学合繊生地製品の試
作開発

株式会社十六銀行

451 3023120884 愛知県 アルード株式会社 6180001098622
ＡＣサーボ定規付きパネルソーの導入による建具加工の
生産性向上

株式会社十六銀行

452 3023120885 愛知県 株式会社諏訪設備工業 8180001124665
溶接不要の接続加工プロセスによる配管加工の品質安
定と短納期実現

株式会社名古屋銀行

453 3023120887 愛知県 株式会社東海精器 2180001006935 ワイヤ放電加工の高度化によるボトルネック工程の解消 小倉裕樹

454 3023120889 愛知県 有限会社ヒダ技研 8180002086228
溶接ロボットシステム導入による品質強化のための不良
要因の低減

西尾信用金庫

455 3023120890 愛知県 アイチシステム株式会社 7180301019830
自動車部品の高精度化と軽量化に対応するプラスチック
製品の生産体制強化

株式会社愛知銀行

456 3023120892 愛知県 有限会社後藤縫製 2180002000565
天然素材×純日本製の虫がわかない我が国古来の「そ
ば殻枕」提供サービス開発

株式会社名古屋銀行

457 3023120895 愛知県 株式会社八幡ねじ 5180001101915
高精度な洗浄機の設備導入を行い得意先の信頼を得て
売上拡大をする

各務原商工会議所

458 3023120898 愛知県 株式会社三洋電機製作所 9180001075932
ＥＶ車用プレス単発加工部品を順送加工工程化し飛躍
的な生産性向上と品質向上

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

459 3023120900 愛知県 有限会社若松園 8180302010589 和菓子製造のノウハウを活用した防災おこしの開発 豊橋信用金庫

460 3023120902 愛知県
有限会社ジェイ・シーワイヤリ
ングシステム

7180302026330
個別生産方式から画像検査機能付き省力化ライン生産
方式への転換事業

西尾商工会議所

461 3023120903 愛知県 株式会社蒲郡製作所 2180301012006
次世代の医療機器向けの精密加工技術の開発と高精
度部品の安定供給

蒲郡信用金庫

462 3023120904 愛知県 セキアオイテクノ株式会社 3010101001959
新型はんだ印刷機の導入による０６０３チップ部品の高
度実装技術の確立

岡崎商工会議所
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（受付番号順）

Ｎｏ． 受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

平成３０年度補正　ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金　１次公募
愛知県採択案件一覧（504者）

463 3023120906 愛知県 有限会社コーエイ 4180002084771
ハイブリッドドライブベンダーを活用した高精度板金加工
技術の確立

税理士法人パートナーズ

464 3023120909 愛知県 楠精工株式会社 3180001021768
外注加工工程の内製化による生産工程改善による生産
向上

小倉裕樹

465 3023120910 愛知県 コスモテック株式会社 4180001066779
高精度金型による特殊構造樹脂製吸音カバーの開発と
生産性の向上

豊田信用金庫

466 3023120911 愛知県 加藤煙火株式会社 3180301010883
「ミュージックスターマイン」の流通化による日本の花火
業界の活性化

蒲郡信用金庫

467 3023120912 愛知県 株式会社協立化成 6180001098259
小型射出成形機の導入による生産性向上・高品質化の
確立

小倉裕樹
愛知信用金庫

468 3023120915 愛知県
株式会社大平経営コンサル
ティング

6180301005278
遠隔支援システムによる生産性向上で実現する営業人
材不足の解消

株式会社タスクールＰｌｕｓ

469 3023120923 愛知県 株式会社アイエンス 1200001015190
全元素分析の解析結果を活用したコンサルティングサー
ビス「工場ドッグ」の提供

金子尚弘

470 3023120925 愛知県 ミヤ研精工株式会社 7180301013395
超精密高効率円筒研削盤の導入による高精度・短納期
の特殊切削工具生産体制の確立

花木栄治

471 3023120926 愛知県 株式会社まつおか 3180001048571
皮むき機導入による革新的な生産プロセスの開発と食
材ロス抑制に向けた新商品開発！

株式会社名古屋銀行

472 3023120927 愛知県 株式会社ミツバ化学 7180301015912
生産管理システム導入による成形工程一元管理で業務
効率と生産性向上を図る

株式会社名古屋銀行

473 3023120929 愛知県 ヨコイピーナッツ株式会社 9180001069001
焙煎機導入によるナッツ加工技術の高度化を図り、食の
安全を守る革新的商品の開発！

花木栄治

474 3023120930 愛知県 竹内プレス工業株式会社 2180001094856
革新的なアルミ加工技術の確立と自動化システムによる
生産性向上

株式会社名古屋銀行

475 3023120931 愛知県 上野紙業株式会社 5180001009844
オーダーメイド段ボール製品の多品種小ロット超短納期
サービスの確立による生産性向上

花木栄治

476 3023120935 愛知県 株式会社松岡鐵工所 1180001028864
ダイカスト金型の検査測定技術の強化による生産性向
上

西尾信用金庫

477 3023120936 愛知県 株式会社カマタ製作所 8180001081675
焼結済セラミック部品加工の良品率向上・短納期化・増
産への対応

ひまわり経営サポート株式会
社

478 3023120941 愛知県 セントラル画材株式会社 5180001037317
キャンバスプリント事業の工程改善による高品質・短納
期体制の確立

株式会社名古屋銀行

479 3023120944 愛知県 藤田測量登記事務所
高品質な測量図面を提供する３Ｄレーザースキャナー計
測事業の展開

税理士法人Ｈ＆Ｐ

480 3023120945 愛知県 ＴＭ技研 高精度な薄肉長物シャフトの品質管理体制の強化 東春信用金庫

481 3023120949 愛知県 岡設計株式会社 4180301014677
変種変量生産に対応する生産ラインに向けた搬送パレッ
トの品質保証の強化

税理士法人スマッシュ経営

482 3023120953 愛知県 有限会社徳丸興業 5180302026613
新型油圧ショベル機導入による「省力化」及び「安全・安
定・安心」を実現する作業体制の構築と 顧客満足度の
向上

西尾信用金庫

483 3023120954 愛知県 株式会社ニットーセイコー 9180301028375
５軸加工機による３Ｄモデルデータでの複雑形状の加工
及び検査の実現

碧海信用金庫

484 3023120959 愛知県 有限会社イソガイプラスチック 4180302027430
インサート作業と測定検査の効率化で納期の短縮化に
応える！

喜田佳映里
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Ｎｏ． 受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名
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485 3023120964 愛知県 株式会社開健精器 6180001096799
ワイヤ放電加工機導入による空調機器業界への新規参
入

株式会社十六銀行

486 3023120966 愛知県 株式会社ヨコヤマ精工 2180301019538
立型マシニングセンタの高精度加工技術を活用したＥＶ
関連製品の異形絞り加工への挑戦

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

487 3023120967 愛知県 株式会社ヤマキ 6180301022760
バリンダー導入による、鋳仕上げ工程の生産性向上およ
び労働環境改善

西尾信用金庫

488 3023120972 愛知県 滝本技研工業株式会社 6180001023844
三次元測定機を用いた自動車業界における複雑形状加
工の高度化

小倉裕樹

489 3023120973 愛知県 株式会社江南工業所 2180001087414
長尺ローターシャフトにおける加工精度と生産性向上を
追求

小倉裕樹

490 3023120974 愛知県 名成電機株式会社 7180001081164
業界初！顧客要望を叶えるユニット式内装パネル開発と
住宅内装業界への進出

株式会社名古屋銀行

491 3023120975 愛知県 株式会社ティーエスケー 1180001079998
複合機を用いた旋盤加工の高度化による生産プロセス
の改善

小倉裕樹

492 3023120977 愛知県 株式会社伸幸工業 8180001069340
複合旋盤を導入し、中ロット自動車部品製造について生
産性向上を目指す

小倉裕樹

493 3023120981 愛知県 日本紡織機械製造株式会社 4180001083386
撚糸機械製造の品質向上とリードタイム短縮による売上
拡大

小倉裕樹

494 3023120990 愛知県 大野精工株式会社 9180301002867
ミニトマト自動供給装置の導入による生産効率の向上と
「オスミックトマト」のブランド価値向上

西尾信用金庫

495 3023120994 愛知県 株式会社箱秀紙器製作所 9180301006793
貼り合せ加工に使用されるニカワ糊のイニシャルタックを
最大限に活かし仕上がりのきれいな箱を製造する生産
技術の強化

豊橋商工信用組合

496 3023120997 愛知県 株式会社前田技研 3180301001940
超大型３Ｄプリンタによる自動車用試作部品の製作リー
ドタイム短縮

岡崎信用金庫

497 3023121000 愛知県 スターテクノ株式会社 8180001010543
自動化システムメーカーとしての自社製品内製化に向け
た効率化の実現

株式会社大垣共立銀行

498 3023121002 愛知県
株式会社瑞穂スプリング製作
所

7180001028917
ハイブリッド自動車用の歯止め機構付きばねの生産プロ
セスの改善

公益財団法人中部科学技術
センター

499 3023121004 愛知県 株式会社スズサン 8180001113420
有松鳴海絞りを用いた多様性のある地域での需要に対
応するＩＯＴ管理システムでの業務効率化

あいち税理士法人

500 3023121006 愛知県 株式会社恵那工芸 9180001096367
光を用いて店頭と商品を鮮やかに彩る小売業向けアクリ
ル格子照明棚事業

株式会社愛知銀行

501 3023121007 愛知県 梅花堂紙業株式会社 8180001013174
段ボール製緩衝材の加工技術を向上させ、防災商品の
新製品開発事業

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

502 3023121008 愛知県 株式会社エム・イー・ティー 9180302027244
目的に応じた機能を持つ活性炭の製造方法を確立し売
上向上を図る

蒲郡信用金庫

503 3023121015 愛知県 有限会社イワセ技研 1180302026245
５軸加工機用のＣＡＤ導入による作業の自動化と自社の
ノウハウの融合

小倉裕樹
碧海信用金庫

504 3023121021 愛知県 株式会社グローバルステージ 8180001101029
「適量＆完食」アプリを活用した食のビッグデータサービ
ス『ＳＮＡＰ　ＦＯＯＤ』

名古屋商工会議所

23／２４


