
（受付番号順）

受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

1 2622210777 静岡県 株式会社サンテック
ものづくり産業全体の高度化を牽引する高精度「専用機」
生産の実現

浜松信用金庫

2 2622210778 静岡県 株式会社杉山製作所
自動車の緊急ブレーキ作動用高性能モーター部品開発
事業

商工組合中央金庫

3 2622210779 静岡県 株式会社エコライフラボ
香りの異なる果実、花、植物等の未利用部から成分を抽
出し、高品質でパッケージの高級感に優れたオリジナル
化粧品を小ロットでも受託製造するサービスの提供

静岡銀行

4 2622210780 静岡県 株式会社板東技研
薄板材の精密複合同時成形を可能とするプレス金型と成
形技術の開発と事業化

浜松信用金庫

5 2622210781 静岡県 有限会社加瀬澤製版
環境への配慮と品質の均一化を目指したデジタル方式高
精細製版の実現

静清信用金庫

6 2622210782 静岡県 クレマツ機鋼株式会社
日本のものづくりを支える鋸刃における再研磨技術の高
精度化計画

静岡銀行

7 2622210785 静岡県 株式会社佐野金型製作所
再現性の高い高品質の大型金型の製造を実現する生産
体制の確立

静岡銀行

8 2622210786 静岡県 三恵株式会社
新素材・ＡＢＳ樹脂混合めっき処理技術の開発と生産プロ
セス強化

浜松信用金庫

9 2622210787 静岡県 株式会社カッター産業
製品加工の多様化による高品質・高能率な切削工具の提
供

浜松信用金庫

10 2622210788 静岡県 日本トリム株式会社
強化繊維樹脂成型のための「超硬合金を用いた金型」製
造技術と生産プロセスの確立

静清信用金庫

11 2622210789 静岡県 フジ・チーテック株式会社
特許取得したダンプ搭載物飛散防止シートの製造及び販
路拡大

富士宮信用金庫

12 2622210791 静岡県 株式会社ティーエス
新たな専用冶具とガスを用いたリチウムイオン二次電池
等の漏れ検査装置の開発

磐田信用金庫

13 2622210792 静岡県 株式会社森下金型製作所
「多能工」による優れた技能と品質管理を生かした、生産
能力の増強計画

静岡銀行

14 2622210793 静岡県 株式会社ポリシス
集合住宅の重量音の防音性に優れた防振部材と防音シ
ステムの研究開発と事業化

浜松信用金庫

15 2622210794 静岡県 有限会社静岡自動機製作所
シール材を使用せず、異物混入を防止する充填バルブの
開発と効率的な生産体制の構築

静岡信用金庫

16 2622210795 静岡県 株式会社ツルネット 高生産性リサイクルアルミホイール破砕機の開発事業 静岡銀行

17 2622210796 静岡県 河口精機株式会社 高圧クーラントによる金属部品の切削加工技術の開発 浜松信用金庫

18 2622210797 静岡県 三嶋電子株式会社
過酷環境下における高精度のパワー半導体スタックの試
作開発

静岡銀行

19 2622210799 静岡県 株式会社静岡木販
木材加工技術を含む職人技を生かした低コスト建築対応
の生産体制の確立

株式会社エフアンドエム

20 2622210800 静岡県 株式会社新日本創研
自動車向け高精度変速機金型及び試作開発品の短納期
対応実現

静岡銀行

21 2622210801 静岡県 磐田物産株式会社
過熱蒸気を使用した高品質な果実加工及び新たな果肉
ソースの開発

磐田信用金庫

22 2622210803 静岡県 株式会社浜松高周波
製品形状複雑化、大型化等に対応する高周波焼入技術
の開発と事業化

浜松信用金庫

23 2622210806 静岡県 株式会社大富
最新式多機能型接合機導入による、特殊　包装事業に特
化したビジネスモデルの構築

静岡銀行

24 2622210810 静岡県 株式会社吉村
食品への安全性が高い、高速充填対応の個包装用複合
フィルムの開発

イー・マネージ・コンサルティン
グ協同組合

25 2622210811 静岡県 小野自動車株式会社
自動車ユーザーの様々な要望に応えるワンストップロード
サービスの提供

伊豆市商工会

26 2622210814 静岡県 株式会社藤原加工
生産工程革新による自動車部品用プラスチック製品の不
良率低下と短納期の実現

静岡銀行

平成２６年度補正　ものづくり・商業・サービス革新補助金
２次公募　採択案件一覧



27 2622210815 静岡県 株式会社協和製作所
細長い素材での部品製造における高精度旋盤加工の実
現

静岡銀行

28 2622210817 静岡県 株式会社池田ネジ商会
独自の「品質の見える化」により、全てのお客様が安心・
安全に使用いただける商品の提供を実現する

静岡銀行

29 2622210818 静岡県 杉田工業株式会社
自動車用ピローボールプレートの順送プレスによる精密
加工技術の開発

浜松信用金庫

30 2622210822 静岡県 清水歯科医院
最新歯科用機器と独自技術・ノウハウを融合した革新的
審美歯科治療プログラムの実現

静清信用金庫

31 2622210827 静岡県 ミヤハラフーズ株式会社
おいしくて長持ち、添加物を使わずに９０日間保存できる
カット野菜の提供

静岡銀行

32 2622210829 静岡県 ＩＦＵ株式会社
短期間栽培を可能としたキクラゲ菌床の生産性向上によ
る障害者雇用の増大

沼津信用金庫

33 2622210831 静岡県 有限会社伊藤鈑金工業所
ハイブリット精密板金による、チップマウンター部品の試
作開発

浜松信用金庫

34 2622210832 静岡県 浜松ヒートテック株式会社
大型アルミ部品の内部欠陥検出の超高速検査装置の試
作開発と事業化

浜松信用金庫

35 2622210834 静岡県 株式会社八幡屋茶舗
高品質管理技術導入による製造工程の抜本的な見直しと
短納期・低コスト製造環境の確立

磐田信用金庫

36 2622210837 静岡県 伊の蔵・レザー
自動車スマートキーの形状にぴったりとフィットする革製
ケースの製造プロセスの改善

静岡銀行

37 2622210838 静岡県 株式会社セイショー
鋼材表面に圧痕やキズの付かない加工手法の開発及び
生産性の向上

磐田信用金庫

38 2622210839 静岡県 有限会社可美製作所
製品に対する要求品質の高度化に伴う生産技術の再構
築

磐田信用金庫

39 2622210846 静岡県 有限会社三永工業
融点が異なる素材の熔接加工・課題を打破し量産を成立
させる為の技術革新

浜松信用金庫

40 2622210847 静岡県 有限会社田中鉄工
精密部品生産プロセスの改善による製品加工能力向上
の実現と新分野への進出

静岡中央銀行

41 2622210851 静岡県 株式会社新興製作所
短納期・低コストを実現する新たなプレス金型製造方法の
確立

公益財団法人静岡県産業振興
財団

42 2622210852 静岡県 株式会社カクサ
高付加価値ダシパックの製造方法確立と自動化による生
産力強化

静岡銀行

43 2622210854 静岡県 株式会社オーイーディー 緩まないネジの試作開発と市場展開 浜松信用金庫

44 2622210856 静岡県 有限会社カクニンベンうさぎ屋食品
佃煮製造工程における混合・攪拌作業の生産性向上によ
る生産能力の拡大策

静岡中央銀行

45 2622210858 静岡県 松葉倉庫運輸株式会社
ＩＴを活用した配送フロープログラムシステム導入による受
注機会の拡大

島田信用金庫

46 2622210859 静岡県 株式会社望月鉄工所
Ｈ形鋼開先加工機の導入により品質の高位安定化、工程
短縮を実現し生産性を向上させる

静岡銀行

47 2622210861 静岡県 株式会社小柳津清一商店
抹茶粉末の品質向上を実現する生産プロセスの革新と静
岡抹茶のブランド確立

静岡銀行

48 2622210864 静岡県 静岡製機株式会社
小規模低コストバイオマスガス化発電システム開発用、ガ
ス化炉の試作と評価

静岡銀行

49 2622210865 静岡県 株式会社セデコ サブミクロン加工技術の確立 商工組合中央金庫

50 2622210866 静岡県 ユーテック有限会社
フィルム巻不要、パレット不要な、連結機構付折畳み物流
箱の開発

浜松信用金庫

51 2622210870 静岡県 株式会社和田機械製作所
医療機器の複雑化形状に対する新たな加工技術開発の
確立

静岡銀行

52 2622210872 静岡県 飯田ユニパー株式会社
海外市場を視野にいれた日本初のソーラー充電式モノ
レールの試作品開発

静岡銀行

53 2622210874 静岡県 永田技研工業株式会社 ３次元レーザー導入によるＱＣＤ向上 商工組合中央金庫

54 2622210875 静岡県 ミヤマ工業株式会社
新機構溶接機（溶接波形及びワイヤー送給制御）導入に
よるコストダウンと市場拡大

静岡銀行



55 2622210876 静岡県 杉本製茶株式会社
米国食品安全強化法に準じた緑茶製造方法の衛生管理
高度化及び米国市場での緑茶販売強化

島田信用金庫

56 2622210878 静岡県 株式会社藤田鉄工所
熱間鍛造直後の成形品自体が持つ熱エネルギーを利用
した新たな焼準方法の確立

掛川商工会議所
磐田信用金庫

57 2622210881 静岡県 株式会社ファースト
廃ＰＶＢ樹脂を原料とするリサイクルペレットの用途開発と
製造方法の確立

遠州信用金庫

58 2622210882 静岡県 メタルクラフト（西尾和敏）
複合型細穴放電加工機導入による生産性向上及び新規
受注獲得

遠州信用金庫

59 2622210885 静岡県 株式会社島崎技研
公差±１／１００ｍｍを実現する複雑形状金型の生産性
向上による増産計画

静岡銀行

60 2622210887 静岡県 株式会社大伸シプレ
アレルギー食品の混入を抑えたティーバッグ製造環境、
生産システムの確立

商工組合中央金庫

61 2622210891 静岡県 有限会社鈴木金型製作所
高張力鋼などプレス部品軽量化に対応する難形状加工
金型の開発

静岡銀行

62 2622210895 静岡県 富士里和製紙株式会社
「買い物弱者」に配慮した持ち運びやすいトイレットペー
パーのパッケージ開発

静岡銀行

63 2622210896 静岡県 創伸産業株式会社
地盤改良工事に関する回転ジグの試作開発及び新工法
の事業化

沼津信用金庫

64 2622210897 静岡県 株式会社春日自動車商会
地球環境にやさしく、女性作業者が働きやすい塗装ブー
スの導入

富士宮信用金庫

65 2622210898 静岡県 有限会社鈴木プレス工業所
プレス部品金型の内製化率を高め、生産コストの低減に
取組むための新たな生産体制の構築

静清信用金庫

66 2622210900 静岡県 有限会社高柳製作所
曲げパイプ材の「芯金レスプレス加工」による低コスト・短
納期化

浜松信用金庫

67 2622210903 静岡県 三豊工業株式会社
超高張力鋼板（ウルトラハイテン材）の精密プレス加工を
可能にする新技術開発

浜松信用金庫

68 2622210904 静岡県 株式会社プラテック
職人の技術と３Ｄプリンターとの融合による試作品製造工
程の最適化

静岡銀行

69 2622210906 静岡県 有限会社鈴昭技研
自動研磨機による高精度サーメットチップソーの開発と生
産体制の構築

静岡銀行

70 2622210907 静岡県 有限会社松下研磨
公差±５㎛を実現する大型精密治具の製造における独自
の平面研削加工技術の確立

浜松信用金庫

71 2622210909 静岡県 鈴木晒整理株式会社
染色の濃度と品質の安定化による染色技術の高度化と
販売展開

浜松信用金庫

72 2622210911 静岡県 不二運輸株式会社
国内外の在庫管理の一元管理による利益創造システム
の構築

静岡銀行

73 2622210912 静岡県 須山建設株式会社
生産性向上に貢献するコンクリート余剰水除去ロボットの
開発

静岡銀行

74 2622210913 静岡県 株式会社石田研磨工業所
アルミナを用いた塗装が剥がれない塗装下地処理の安定
供給計画

静岡銀行

75 2622210916 静岡県 株式会社エムエーフーズ
伊東特産の金目鯛加工品の生産量増加による首都圏へ
の提供

静岡銀行

76 2622210921 静岡県 有限会社池谷精機
公差±０．０１～０．０２ｍｍを実現する高精度な搬送ロ
ボット用長尺部品の試作開発

浜松信用金庫

77 2622210922 静岡県 オオスズ技研株式会社 高精度・高機能皮膜、組合せによるオイル 浜松信用金庫

78 2622210923 静岡県 サイエンスエッジ株式会社
レーザー加工機およびレーザー顕微鏡のレーザー集光ス
ポット内の光強度分布測定器の開発

浜松信用金庫

79 2622210924 静岡県 株式会社メイコー
業務のＩＴ化による競争力強化で、拡大するＢｔｏＢ－ＥＣ市
場に対応する

静清信用金庫

80 2622210927 静岡県 株式会社森田木工所
国産材を活用した新たな接着工程による燻製材（スモーク
ウッド）の製造方法の構築

島田信用金庫

81 2622210935 静岡県 静岡軽粗材株式会社
次世代自動車部品等の高精度精密成形及び効率生産体
制の確立

静岡銀行

82 2622210936 静岡県 有限会社キョウワクリエーティブ オーダーパネルのＷＥＢ積算システムの開発 商工組合中央金庫



83 2622210938 静岡県 合資会社堀野紙工
「かみの町」富士市の製紙業界の高効率化を支える、ス
リット加工技術強化計画

株式会社エフアンドエム

84 2622210940 静岡県
株式会社アイアールシー・データ・プ
ロ・テクニカ

全国自治体ユーザー向けクラウド型情報サービス（ＬＧＷ
ＡＮ－ＡＳＰ）構築事業

静岡銀行

85 2622210941 静岡県 株式会社松浦鉄工所
マシニングセンター導入による、医療介護向けステンレス
部品加工受注体制の構築

静岡銀行

86 2622210942 静岡県 あい敬歯科医院
生体に調和した確実な咬み合わせの実現を目指す歯科
用ＣＴの新たな活用

静岡銀行

87 2622210944 静岡県 有限会社ティーツー
増大する大型生産設備の発注ニーズに対応する、大型マ
シニングセンタの導入と若手への技能伝承

島田信用金庫

88 2622210945 静岡県 株式会社むらさき
最適な食品保存方法を活かして休日に彩り豊かな食卓を
提供する宅配サービスの実施体制の構築

静岡信用金庫

89 2622210947 静岡県 パルステック工業株式会社
デジタルイメージセンサを用いた高精度３Ｄスキャナの試
作開発

浜松信用金庫

90 2622210949 静岡県 有限会社白井製作所 ネスティング＋自動棚による板金加工方法の革新 浜松信用金庫

91 2622210950 静岡県 有限会社三ノ和鉄工所
高硬度材の高精度・超短納期提供を実現可能な高速高
送り加工技術の確立

浜松信用金庫

92 2622210952 静岡県 有限会社浜松屋クリーニング店 高品質な特殊クリーニングの超短納期システムの構築 浜松信用金庫

93 2622210954 静岡県 大川食品工業株式会社 自然界分離酵母の添加によるぬかみそ製法の開発 商工組合中央金庫

94 2622210957 静岡県 株式会社カネマサ
マイクロカット製法による素材の風味を保持したシーズニ
ングオイルの開発

焼津信用金庫

95 2622210958 静岡県 株式会社山下金型
微細化・高精度化のニーズに応える加工技術確立と競争
力強化

磐田信用金庫

96 2622210960 静岡県 シー・エス・ピー株式会社
庫内温度５℃を長時間キープする基幹物流専用の大型
保冷ボックスの開発

静岡銀行

97 2622210961 静岡県 三陽電業株式会社
ハーメチックモータ用ハーネスの製造設備の自動化、並
びに加工精度の向上による高効率システムへの挑戦

静岡銀行

98 2622210963 静岡県 日本ビニロン株式会社
小型精密成型導入による『新型ウォッシャーノズル』の開
発・事業化

浜松信用金庫

99 2622210965 静岡県 株式会社フジックス・トーカイ
スリーブ式ＵＶオフセット技術の活用によるトイレ紙向け環
境配慮型包装紙印刷

富士信用金庫

100 2622210967 静岡県 有限会社ももぞの沖工務店
レーザー加工を用いた経木組細工のパッケージ加工及び
アクリル平面パズル製作

静清信用金庫

101 2622210970 静岡県 橋本螺子株式会社
機械化製造工程を核とした、手術用鋼製器具の高度な製
品実現プロセスの構築

浜松信用金庫

102 2622210972 静岡県
ＡＯＩ ＢＲＥＷＩＮＧ（アオイブリューイン
グ）

静岡市初（発）！地元農産品のクラフトビールの生産体制
の構築・販路開拓

商工組合中央金庫

103 2622210973 静岡県 株式会社シーズプロジェクト 操舵可能な無人航空機用の緊急パラシュートの開発 静清信用金庫

104 2622210975 静岡県 城南電機工業株式会社
新たな需要に対応する生産方式の変革と高い生産効率
を実現する管理システムの導入

静岡銀行

105 2622210978 静岡県 株式会社スグロ鉄工
ロボット導入による大径コアピン加工ラインの２４時間完
全連続生産の実現

静岡銀行

106 2622210979 静岡県 株式会社エーユー
プレス金型部品製作の「複合加工技術」＋「在庫ゼロの生
産管理体制」による革新への取組み

三島信用金庫

107 2622210980 静岡県 株式会社サハラ
環境に優しい新塗料と新方式によるボード塗装の品質・コ
スト・納期改善

湖西市商工会

108 2622210981 静岡県 望月螺旋株式会社
高精度圧造装置を導入、多段変速スプロケット用リベット
を開発し、自転車市場へ参入する

商工組合中央金庫

109 2622210983 静岡県 株式会社坂田商店
新型ほうじ機を含む生産ライン一式の追加導入による新
商品の開発

島田信用金庫

110 2622210985 静岡県 有限会社栄進ゴム工業 ゴム自動成型機でのバリレス化の技術開発 静岡銀行



111 2622210989 静岡県 株式会社コーリツ 電気自動車用部品加工における高精度測定技術の確立 静岡銀行

112 2622210990 静岡県 応用電機株式会社
基板洗浄装置の導入による基板実装工程における「ＱＣ
Ｄの向上」と市場ニーズへの対応

静岡銀行

113 2622210991 静岡県 株式会社アクト・フォ
脳を活性化する静岡県特産品を用いたアロマ及びトリート
メントの開発

静岡銀行

114 2622210992 静岡県 株式会社大井産業機械
高精度高機能のマシニングセンターの導入による航空機
業界への新規参入

島田信用金庫

115 2622210993 静岡県 有限会社グーこぎく
老舗和菓子店が作るおいしい栄養機能食品「朝カステラ」
の需要増への対応とシリーズ化

静岡銀行

116 2622210995 静岡県 株式会社富岡製作所
高周波焼入れ設備導入による、新製品への参入及び既
存製品の内製化による生産性向上

静岡銀行

117 2622210999 静岡県 ヤザキ工業株式会社
鋳造用大型複雑形状金型の埋子における加工品質の保
証体制の確立

静岡銀行

118 2622211000 静岡県 株式会社佐藤工機
オールアルミ熱交換器に接合する多穴冷媒分岐管の生
産プロセス先進化

静岡銀行

119 2622211002 静岡県 クリエイティブテクノロジー株式会社
加工工具の正確な精度チェックによる金型加工精度の向
上とコストの削減

商工組合中央金庫

120 2622211005 静岡県 有限会社オートボデー福原
３Ｄアライメントテスター導入による作業効率向上と「その
場測定サービス」の実現

静岡銀行

121 2622211006 静岡県 日生化工株式会社 需要変化に対応した新たな検査体制の構築 静岡銀行

122 2622211008 静岡県 有限会社人と農・自然をつなぐ会
来園する海外日本茶バイヤー向けの高品質、安全な有
機茶の製造、販売強化による売上倍増計画！

島田信用金庫

123 2622211009 静岡県 株式会社アオヤマ精工
航空機エンジンの性能向上に貢献する高精度大型治具
の生産体制強化事業

遠州信用金庫

124 2622211010 静岡県 東西機器株式会社 高周波焼き入れ装置導入による新分野開拓プロジェクト 静岡銀行

125 2622211014 静岡県 アイサン工業株式会社
古紙廃棄物を再利用した安価で機能性が高い油吸着剤
の開発

浜松商工会議所
遠州信用金庫

126 2622211015 静岡県 有限会社岩倉溶接工業所
超精密溶接技術を用いた、患者の負担軽減をはかる医
療器具の開発

島田信用金庫

127 2622211016 静岡県 株式会社精工製作所
アルミ製曲げ加工部品の需要増加に向けた品質維持と
生産性向上の実現

三島信用金庫

128 2622211018 静岡県 株式会社増田鉄工所
５軸ＣＡＭソフト導入による深もの金型の低コスト・高品
質・短納期化実現による競争力強化

静岡信用金庫

129 2622211020 静岡県 株式会社エムエムディー ＮＣ工作設備導入による一貫生産体制の構築 静岡銀行

130 2622211023 静岡県 有限会社望月機械製作所
少部品構成のプロジェクション溶接用治具の開発と効率
的な生産体制の構築

静岡信用金庫

131 2622211024 静岡県 池田デンタルラボラトリー
口腔内スキャン対応ＣＡＤ／ＣＡＭ機導入による歯科医師
からの技術要請への対応

静岡銀行

132 2622211025 静岡県 信建工業株式会社
ハイブリッド型公衆トイレ（工場２次製品＋現場建築施工
品）の開発

静清信用金庫

133 2622211027 静岡県 株式会社カンナ工業
多品種対応型の１２軸同時穴開け加工機による革新的製
造技術開発

静岡中央銀行

134 2622211028 静岡県 三光製作株式会社
めっき分析システム構築による最適めっき層の研究開発
と市場展開

浜松信用金庫

135 2622211029 静岡県 羽田歯科医院
単独での通院が困難な、高齢者・障害者に対する自宅へ
の訪問歯科診療方法の確立

静清信用金庫

136 2622211030 静岡県 遠州スプリング有限会社
コイルスプリングを使用する設計者の駆け込み寺になる
為の生産体制の確立

静岡銀行

137 2622211031 静岡県 ＢＥＹＯＮ ＣＨＥＭＩＣＡ有限会社 耐摩耗性素材とそれを使用した製品開発 静岡銀行

138 2622211033 静岡県 有限会社鈴木工機
高精度ワイヤ放電加工機の導入による車載用バッテリー
製造ラインにおける新規受注獲得

静岡銀行



139 2622211034 静岡県 株式会社アークリーセット
繊細な彫刻と鮮明な印刷による装飾を用いたアクリル
ケースの商品力向上

静清信用金庫

140 2622211035 静岡県 有限会社東伸工業
三次元非接触測定機とＮＣ旋盤の導入による水素自動車
等次世代自動車エンジンや先端家電部品の試作製造

静岡銀行

141 2622211037 静岡県 株式会社クリヤマ機工
ＣＮＣ三次元測定機導入による、金型・部品加工の超高
精度化の達成

田中徳治税理士事務所

142 2622211039 静岡県 丸善工業株式会社
油圧モータの小型軽量化による油圧ロングリーチチェーン
ソーの試作開発

三島信用金庫

143 2622211041 静岡県 株式会社田中建設
自然派養殖スッポンのパウダー化とレシピの開発・販売
事業

遠州信用金庫

144 2622211043 静岡県 有限会社キャリア・アップ
組織を見える化する“心のベクトル診断”と人財育成サー
ビスの提供

遠州信用金庫

145 2622211048 静岡県 株式会社メディカルプロジェクト クラウドを利用した高齢者見守りシステムの開発 静岡銀行

146 2622211049 静岡県 有限会社岩間自動車
環境型塗装工程の実現による作業環境の向上、次世代
型環境配慮塗料への対応

富士信用金庫

147 2622211050 静岡県 有限会社大沼工業
精密加工技術における着座センサーモジュールの開発と
事業化

浜松商工会議所

148 2622211052 静岡県 有限会社するが通商
世界最新のオートボディプリント技術による輸送業者への
新たなサービス事業の展開

株式会社オオサワ・ビジネス・コ
ンサルティング

149 2622211056 静岡県 株式会社ドリーム・フーズ
色彩選別機導入による選別精度の向上と作業コスト削減
計画

商工組合中央金庫

150 2622211059 静岡県 有限会社鈴木鉄工
ネジ加工の短納期・高精度化を目指した複合自動旋盤に
よる多軸複合加工技術の確立

浜松信用金庫

151 2622211062 静岡県 有限会社やまへい ショーマンシップ豊かな海産物屋の体験型売り場展開 遠州信用金庫

152 2622211063 静岡県 株式会社クチーナ
材料加工内製化及び自社製品開発によるトータルインテ
リアメーカーへの経営革新の実現

静岡銀行

153 2622211064 静岡県 遠州紙工業株式会社
最適な紙構成をＶＡ／ＶＥ提案する革新的な段ボールの
設計開発と積載工程自動化による生産プロセス強化

浜松信用金庫

154 2622211067 静岡県 有限会社池田木型製作所
工業用樹脂型模型製造における製作過程の刷新及び新
分野への進出

磐田信用金庫

155 2622211068 静岡県 日興美術株式会社
自社開発「印刷物在庫管理ソリューション」を活用した顧
客支援サービスの提供

商工組合中央金庫

156 2622211072 静岡県 日之出自動車工業株式会社
水性塗料時代にも対応する、環境への負荷軽減と高い塗
装技術による、当社他事業との共栄

島田信用金庫

157 2622211080 静岡県 ディスク・テック株式会社 ３次元形状部品の検査装置開発事業 静岡銀行

158 2622211084 静岡県 クリーンクリエイティブ株式会社
クリーンルームへの設備導入・工程改革による無塵衣洗
浄の清浄度向上と事業領域拡大

静岡銀行

159 2622211085 静岡県 パスコン株式会社
熱膨張の少ない樹脂を用いた温度試験用プリント基板検
査機の製作

静岡銀行

160 2622211087 静岡県 株式会社創造舎
お客さま満足度１００％を実現する社内バリューチェンの
複合的革新

静清信用金庫

161 2622211090 静岡県 株式会社ゴードーソリューション
ＮＣ加工検証システムの開発および提供による、「加工現
場のＩＴ化」の実現

磐田信用金庫

162 2622211091 静岡県 株式会社ザ・ネクストワン
じゃがいもを中心とした芋類の皮むき加工を施し高品質で
提供するサービス

清水銀行

163 2622211093 静岡県 中日本エンジニアリング株式会社
大規模・特殊ガス使用工場向けのバルブレス配管工事技
術の確立

遠州信用金庫

164 2622211094 静岡県 株式会社坂下製作所
ＤＣＴ向けシフター部品の高精度加工技術の開発・実証試
験

遠州信用金庫

165 2622211096 静岡県 有限会社ベネテック
カーボンパイプを使った超軽量車椅子のためのジョイント
工法の開発

沼津信用金庫

166 2622211097 静岡県 中野ハガネ株式会社
絶縁性金属部品ピンの小径・高精度・長尺化に伴う生産
体制の確立及び技術開発

浜松信用金庫



167 2622211099 静岡県 長谷工業株式会社
ベテラン社員と最新型設備の融合による生産プロセスの
改善と難加工材への対応

遠州信用金庫

168 2622211104 静岡県 株式会社ホクレア・システムズ
スマホによるバイオマスボイラーの遠隔監視制御システ
ム

沼津信用金庫

169 2622211105 静岡県 有限会社真永
自動車内装材の加飾技術高度化に向けた最先端曲面印
刷機械の導入

静清信用金庫

170 2622211108 静岡県 株式会社セラフト
金属ナノ粒子担持・ナノ酸化タングステンを用いた可視光
型光触媒の試作開発

浜松信用金庫

171 2622211110 静岡県 株式会社タムラ食品
加圧殺菌処理工程の導入および茎ワカメ切断工程の内
製化による品質向上と生産性向上

静岡銀行

172 2622211111 静岡県 東海冷熱工業株式会社
空調・冷凍・冷蔵設備の見積書作成業務に係る新システ
ムの開発・販売

商工組合中央金庫

173 2622211112 静岡県 株式会社池田製作所
短納期対応・不稼働時間低減を実現する統合型生産・販
売・ＣＡＤ／ＣＡＭシステムの導入

島田信用金庫

174 2622211113 静岡県 株式会社パネックス
複合パネル部材（表面材、アルミ板等）の自動切断ライン
導入による高度化

静岡銀行

175 2622211114 静岡県 株式会社銚子屋本店
練り物充填機導入による国内生産増強と新商品開発力
の強化

静岡銀行

176 2622211115 静岡県 株式会社エムケイフーズ 「骨まで食べられる」魚加工品の開発 静清信用金庫

177 2622211117 静岡県 株式会社ｉＳＥＥＤ　（アイシード）
離床センサーとカメラ映像／音声で高齢者の看護を支援
する、新たな見守りケアシステムの試作開発

三島信用金庫

178 2622211120 静岡県 株式会社コマックス
ファイバーレーザーと炭酸ガスレーザーを搭載した複合波
長小型切断装置の開発製造と設備

静岡銀行

179 2622211122 静岡県 株式会社伊豆太郎
仕入加工プロセス革新による、「未利用魚」等伊豆地魚の
高鮮度・安定供給体制の構築

清水銀行

180 2622211126 静岡県 株式会社渥美
マーキングペン先ＵＬジョイント部高速自動研削体制の確
立

浜松信用金庫

181 2622211128 静岡県 福泉産業株式会社 顧客対応力の向上を目的とした商品管理システムの構築 富士商工会議所

182 2622211136 静岡県 Ｊｕｓｔ Ｆｉｔ Ｈａｉｒファンタジー
機器の変更や配置換えにより、高齢者にやさしい美容空
間を提供する

静岡信用金庫

183 2622211144 静岡県 株式会社スギヤマ
ベアリング等の小型部品切断用の高精度薄刃鉄工用メタ
ルチップソーの開発

静岡銀行
浜北商工会

184 2622211148 静岡県 浜静クラフト株式会社
最新ＣＮＣ旋盤による安価で超短納期な歯車試作サービ
スの事業化

遠州信用金庫
浜北商工会

185 2622211152 静岡県 茗広茶業株式会社
抹茶缶の高機能化とターゲット市場拡大による輸出事業
強化

静清信用金庫

186 2622211160 静岡県 有限会社静岡洞江水産
まぐろの血合いの燻製手法による栄養価の高い高付加
価値商品の開発

公益財団法人静岡県産業振興
財団

187 2622211161 静岡県 有限会社鈴精機
複雑形状で高精度の単品・小ロット加工を短納期で行うた
めの新生産体制の確立

森町商工会

188 2622211164 静岡県 株式会社ナノプロセス レーザーによる微細加工装置の光学系開発と事業化 浜松信用金庫

189 2622211166 静岡県 株式会社シンワ精機
我が国の産業を支える工作機械向け主軸関連部品の高
精度化事業

遠州信用金庫

190 2622211168 静岡県 有限会社秋月堂 「あぱれいゆミニミニ」カット工程の高精密高効率化事業 静清信用金庫

191 2622211169 静岡県 松本産業株式会社
ゴム状樹脂の特性解析及び活用による、革新的な試作品
機能確認工程の確立

静岡銀行

192 2622211170 静岡県 株式会社ニッショウ工販
最高出力レーザーによるハイブリット溶接加工技術高度
化

清水銀行

193 2622211171 静岡県 株式会社エヌエー
磁気センサ用被検出体における、製造の自動化と新検査
工程の自動化

磐田信用金庫

194 2622211172 静岡県 有限会社長倉書店
自社所有の郷土資料を活用した伊豆観光ガイドの開発と
電子化

静岡銀行



195 2622211173 静岡県 株式会社豊富士
極小歯車機構装置開発による人体装着型介護支援ロ
ボット機構部品の設計開発

静岡銀行

196 2622211175 静岡県 株式会社リンク 短納期・低価格の高精度加工部立ち上げ 静岡銀行

197 2622211179 静岡県 大宮精機株式会社
熱変位制御付マシニングセンタの導入による部品加工時
間短縮および精度向上の実現

静岡銀行

198 2622211183 静岡県 有限会社関軽金属工業所 難加工の長尺アルミ製品における加工精度 静岡信用金庫

199 2622211186 静岡県 有限会社雅工房
最新レーザー加工技術の導入により、ギフト商品の高付
加価値化、生産性向上を図る

静清信用金庫

200 2622211187 静岡県 東洋レヂン株式会社
医療用シリコーン製品の製造工程圧縮を実現する革新的
な生産システムの開発

清水銀行

201 2622211189 静岡県 株式会社石川園
２段階製法による粉末甘茶の製造に伴う無糖茶、無糖調
味料製品の開発

磐田信用金庫

202 2622211190 静岡県 三明電子産業株式会社
オープンネット対応の安価な高性能ステッピングモータ駆
動装置開発

清水銀行

203 2622211191 静岡県 株式会社マルヨ
地場食材にこだわった凍結含浸法による高齢者向けソフ
ト食の生産体制の構築

三島信用金庫

204 2622211196 静岡県 有限会社エイチ・エスシー
二輪自動車のチューニングを最適化する新たなサービス
の展開

静岡銀行

205 2622211200 静岡県 株式会社浜松機工
精密加工精度の向上と加工工程の改善による競争力強
化事業

磐田信用金庫

206 2622211214 静岡県 第一段ボール株式会社
３Ｄ－ＣＡＤおよび対応するサンプルカッター導入による設
計工程の生産性向上

静岡銀行

207 2622211218 静岡県 山一金属株式会社
破砕缶の含水率軽減による燃焼工程の燃焼効率向上に
伴う生産体制の強化

静岡銀行

208 2622211219 静岡県 大和印刷株式会社
小売店売場の「棚札」取り付け作業を改善する画期的な
印刷システムの構築

静岡銀行

209 2622211225 静岡県 株式会社クリーンタウン
間伐や主伐作業の効率を飛躍的に向上させて、森林管
理を適正に行う事業計画

沼津信用金庫

210 2622211226 静岡県 株式会社中部メンテナンス
不燃木材製造工程における、ワイドベルトサンダーの導
入による生産性の向上

静岡銀行

211 2622211228 静岡県 株式会社中村機工
高性能切削液浄化装置導入による出張型切削液浄化サ
－ビスの事業化

静岡銀行

212 2622211229 静岡県 株式会社シャオール
安心安全で知育性が高い革新的キッズブロックテントの
開発

遠州信用金庫

213 2622211230 静岡県 用宗運輸株式会社
個別管理に特化したＩＴを活用する、マイナンバー文書保
管システムの展開

静清信用金庫

214 2622211231 静岡県 有限会社鈴宏鉄工所
精密平面研削盤導入、難削材加工プロセス確立による成
長分野への新規参入

清水銀行

215 2622211232 静岡県 有限会社イーエスクリエイトジャパン
顧客ニーズに合わせた商品提供をするための生産工程
の構築計画

浜松信用金庫

216 2622211233 静岡県 株式会社サンユー
水中プラズマ照射による数μｍのシリコン粉体への安定
的な鍍金加工技術の開発

ＲＳ経営コンサルティング

217 2622211234 静岡県 株式会社第一製作所
「キュービクル１０％軽量化計画」に向けた通電用導体ア
ルミ化の試行

ＲＳ経営コンサルティング

218 2622211238 静岡県 サンワ化学株式会社 水分解しない自発光顔料を使用した畜光塗料の開発 磐田信用金庫

219 2622211241 静岡県 瀬尾製作所株式会社
金属部品の打痕等を回避する機能を備えた切削加工機
の試作・開発

ＲＳ経営コンサルティング

220 2622211245 静岡県 株式会社フジテクノ
今後急速に普及が期待されるレーザー溶接機の発振器
に係る試作開発

ＲＳ経営コンサルティング

221 2622211253 静岡県 株式会社クリスタル・セラミック
歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ装置を用いた保険適用補綴物製作
及び歯科技工所連携体制の構築

静清信用金庫

222 2622211254 静岡県
株式会社テクノ・モーターエンジニアリ
ング

加工技術の高度化・高速化に伴う製品精度の保証の確
立

静岡銀行



223 2622211260 静岡県
株式会社タジマモーターコーポレー
ション

ボデー加工装置導入による地域密着形ＥＶコミューター事
業の創出

磐田信用金庫

224 2622211261 静岡県 有限会社大庭鉄工所
精密測定機器導入による０．００１ｍｍまでこだわった正
確な品質保証体制の確立

磐田信用金庫

225 2622211265 静岡県 東ポリ株式会社 液体乳製品輸送用１トンコンテナ内袋の製造 白鳥久美子税理士事務所

226 2622211266 静岡県 遠州織物工業協同組合 遠州織物ＰＲ事業 商工組合中央金庫

227 2622211268 静岡県 株式会社浜松ハイテック工業
金型３Ｄ設計での流体解析と高精度測定機を使った金型
製造体制の確立

遠州信用金庫
RSコンサルティング

228 2622211272 静岡県 株式会社ビオフレックスハママツ
フィルタ製造時のプロセス改善による品質向上及びロス
率の低減

遠州信用金庫

229 2622211273 静岡県 株式会社発芽玄米
“加圧炊き半生製法”発芽玄米の製造工程革新による、
業務用販売及び新商品開発の実現

静岡銀行

230 2622211274 静岡県 株式会社ＳＫＹ
柔軟性・屈曲寿命に優れた電線保護用チューブの試作開
発体制の構築

静清信用金庫
静岡商工会議所

231 2622211275 静岡県 佐藤金型株式会社
放電加工機とツーリングシステム導入による生産の高品
質化、短納期化体制の構築

商工組合中央金庫

232 2622211277 静岡県 株式会社伊熊鉄工所 鉛レス化での切削加工技術の開発と生産体制の構築 浜松信用金庫

233 2622211278 静岡県 株式会社シングウ技研
インテリジェント複合加工機の導入による、シンガポール
の地下鉄用電力設備部品の大幅な増産

三島信用金庫

234 2622211282 静岡県 富士錦酒造株式会社
国内及び海外マーケット需要に対応した容器充填ライン
の確立

富士宮信用金庫

235 2622211283 静岡県 有限会社杉本精器製作所
精密研磨技術による精密多段シャフトの試作開発と他製
品への展開

遠州信用金庫

236 2622211284 静岡県 株式会社浅沼技研
砂型３Ｄプリンタで造形された鋳型の再資源化装置研究
開発

浜松信用金庫

237 2622211286 静岡県 株式会社中遠熱処理技研
航空宇宙防衛部品を受注するための真空熱処理の開発
事業

商工組合中央金庫

238 2622211294 静岡県 スルガセラム株式会社
耐久性、環境配慮性に優れた金属溶解炉用「シリカ系耐
火物」の開発

静岡中央銀行

239 2622211296 静岡県 株式会社岩間工業所
海外に生産委託していた部品加工の国内自社生産に切
替える事業

静岡銀行

240 2622211298 静岡県 株式会社楠鉄工所
曲げ加工と特殊溶接の内製化を図り、短納期・低コストに
対応できる生産体制を構築

静岡銀行

241 2622211303 静岡県 第一電機工業有限会社 多機能穴開け装置開発における高生産性と高度化 静岡銀行

242 2622211305 静岡県 株式会社飯田技研
ワイヤーカット放電加工機の導入による冶工具製品の高
品質・短納期化を追求した一貫生産体制の確立

磐田信用金庫

243 2622211307 静岡県 福田鉄工所株式会社
自動二輪車ブレーキ用部品の試作開発と生産体制の強
化

遠州信用金庫

244 2622211309 静岡県 アクトテック株式会社
インサイジング機に使用する新たな形状の交換刃の開発
と生産体制の確立

磐田信用金庫
天竜商工会

245 2622211310 静岡県 遠州工業株式会社 極薄物の打ち抜きプレス加工の超精密金型開発 浜松信用金庫

246 2622211313 静岡県 浜松ガスケット株式会社
車載環境に近いガスケット耐久試験機の開発と検出能力
を高めた耐久試験体制の構築

ＲＳ経営コンサルティング

247 2622211314 静岡県 株式会社久米
金管楽器修理工具における顧客ニーズに対応した改良
及び海外市場への挑戦

遠州信用金庫

248 2622211315 静岡県 昭和カード有限会社
ＣＴＰ印刷システム導入による ３Ｄ立体印刷の生産性向
上と販路拡大

ＲＳ経営コンサルティング

249 2622211316 静岡県 赤武エンジニアリング株式会社
保有特許（粉粒体気送装置）を活用した粉体閉塞防止シ
ステムの開発

ＲＳ経営コンサルティング

250 2622211323 静岡県 丸忠デジタル株式会社
プリント配線金属基板に対応する超硬金型の一貫生産体
制の構築

静岡銀行



251 2622211324 静岡県 株式会社サンレックス
ギヤファイナル加工ラインの穴明け工程改善による段取
り時間短縮及び品質向上

浜松信用金庫

252 2622211325 静岡県 株式会社大和工業
産業用機械部品受注増大のための設備導入を用いた社
内体制の構築

焼津信用金庫

253 2622211326 静岡県 協同組合ＡＱＵＥＳ
顧客ニーズに対応した湖沼・池等の生態系水質改善に資
するアオコ抑制サービス事業化計画

静岡銀行

254 2622211329 静岡県 紙凾工房掛川紙器
小ロット特殊印刷とオーダーメイドパッケージの製造サー
ビス

浜松信用金庫

255 2622211330 静岡県 株式会社シーエス技研
新技術検査装置を活用したコンクリート構造物保全の包
括的サービスの提供

磐田信用金庫

256 2622211331 静岡県 三立興業株式会社
導光板及びレンズの圧力自動補正による安定成形技術
の確立

静岡銀行

257 2622211332 静岡県 山宗株式会社 ヒート＆クール成形による高品位車両内装部品の開発 浜松信用金庫

258 2622211333 静岡県 株式会社川井工業
子供達の挑戦力・創造力を育み、未来を生きる力を養う
木製玩具を製造する事業

磐田信用金庫

259 2622211334 静岡県 株式会社杉山鉄工
セグメント用穴あけ加工用設備導入による短納期かつ低
コスト生産体制の確立

静岡銀行

260 2622211335 静岡県 株式会社トライテック
ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した患者点滴管理システムの
開発

清水銀行

261 2622211344 静岡県 株式会社小野田
高精度断裁機及び給紙・排紙装置導入による紙の断裁
工程の効率化事業

静岡銀行

262 2622211345 静岡県 株式会社プラントシステム 生産プロセスの改善による一貫生産体制の構築 静岡銀行

263 2622211346 静岡県 マーブ工業株式会社 アルマイト加工における生産性の効率化 静岡銀行

264 2622211348 静岡県 株式会社河村バーナー製作所
スポット溶接の多用化による製造プロセスの改善および
新規顧客開拓

公益財団法人静岡県産業振興
財団

265 2622211350 静岡県 株式会社高柳製茶
手作業から完全自動化による高速・安心・安全でかつ味・
香を追及したティーバッグ茶の製造販売強化

島田信用金庫

266 2622211351 静岡県 株式会社ダイヤモンドワークス ダイヤモンド電極の高速製造方法の開発 静岡中央銀行

267 2622211352 静岡県 有限会社神原熔接所 治具の機能を持った、高性能　台車　パレットの開発
浜名商工会
浜松信用金庫

268 2622211355 静岡県 株式会社エイディーディー
国内初の極超低温、大冷却能力スターリング冷凍機の開
発

静岡中央銀行

269 2622211362 静岡県 株式会社インクリーズ
簡単に安心安全、かつ安価の有機・特別栽培ができる土
壌改良剤製造方法の機械化

商工組合中央金庫

270 2622211364 静岡県 株式会社マルイチ
油圧配管アダプターにおける工程集約化された革新的高
効率旋削加工技術の開発事業

浜松信用金庫

271 2622211366 静岡県 株式会社ミズ・バラエティー 「個人別個包装サプリ」事業実現の為の設備投資
公益財団法人静岡県産業振興
財団

272 2622211367 静岡県 株式会社キムラシートメタル
サーボプレス導入による多品種少量生産と中ロット、量産
生産の革新的な生産体制の構築

三島信用金庫

273 2622211368 静岡県 ノボル鋼鉄株式会社
医療機器製造ユーザーに対するパッケージ化された品質
情報の提供

静岡銀行

274 2622211370 静岡県 株式会社福島製材所 ＮＣルーター導入による人工大理石の製造環境改善 商工組合中央金庫

275 2622211371 静岡県 嶽下産業株式会社
廃石膏の有効活用による半水石膏製造及び固化材の販
売事業モデルの確立

静岡銀行

276 2622211373 静岡県 有限会社福田織物 超高密度ドビー織物生産のための経通しの自動化開発 静岡銀行

277 2622211374 静岡県 株式会社新技術研究所
高周波対応ＦＣＣＬ基材のロールｔｏロール塗工技術の開
発

商工組合中央金庫

278 2622211375 静岡県 有限会社西島建築設計工務
顧客の要望をその場で完成予想図にする３ＤＣＧ建築デ
ザインシステムの開発

伊豆の国市商工会



279 2622211379 静岡県 メガロ化工株式会社
光学樹脂レンズの配光性能向上のための化成表面処理
工法の開発

静清信用金庫

280 2622211381 静岡県 株式会社漆畑製作所
ウェルドラインを低減した高品質なプラスチック製品の製
造によるＪＡＰＡＮブランド強化

焼津信用金庫

281 2622211384 静岡県 小楠熱処理工業株式会社
焼きばめ技術の導入による熱処理後工程改善を含む新
分野進出計画

商工組合中央金庫

282 2622211385 静岡県 株式会社ダイショープレイン
ナノレベル３次元カーブ金型の製作を実現する高精度六
面体ブロックの試作開発

静岡信用金庫

283 2622211386 静岡県 有限会社サンユウプラスチック
地域産業のプラモデル業界に貢献できる精密樹脂加工
技術の確立

公益財団法人静岡県産業振興
財団
清水銀行

284 2622211389 静岡県 橋本工業株式会社
高強度・軽量化するハイテン材等の難加工材料分野に対
応する生産体制の構築

焼津信用金庫

285 2622211391 静岡県 有限会社パリシ
ＶＯＣ排出規制及び環境に対応した新たな自動車塗装技
術の確立

株式会社オオサワ・ビジネス・コ
ンサルティング
静岡銀行

286 2622211393 静岡県 有限会社大井川軽合金鋳造所
自硬性造形機・砂処理機の導入による精度向上と短納期
生産体制の構築

浜松信用金庫

287 2622211396 静岡県 平井研削所
高出力レーザー溶接システム導入による金属接合事業
への参入

奥浜名湖商工会
遠州信用金庫

288 2622211397 静岡県 株式会社コンツナ
多色・量産に適し堅牢性を備えたハイブリッド印刷工法の
開発と提供

焼津信用金庫

289 2622211403 静岡県 株式会社石川工具研磨製作所
次世代自動車・航空宇宙分野におけるＰＣＤ工具再研磨
技術の確立

三島信用金庫

290 2622211405 静岡県 有限会社高田研磨工業所
ＣＮＣ精密複合機導入による更なる高精度と短納期への
挑戦

静岡銀行

291 2622211408 静岡県 株式会社チューサイ
グレード別固形燃料製造の実現による顧客満足度向上
及び新規顧客獲得等によるシェア拡大

静岡銀行

292 2622211410 静岡県 有限会社井川金型製作所
直彫り加工技術の高度化による、金型製造の品質向上、
生産性向上の実現

静岡銀行

293 2622211417 静岡県 加藤タオル株式会社
最新鋭織機による高品質タオルの効率的生産体制の構
築

税理士法人イワタックス

294 2622211418 静岡県 長泉パーカライジング株式会社 塗装ロボット導入による品質安定と低コスト化の実現 三島商工会議所

295 2622211419 静岡県 大和エンジニヤリング株式会社
高精密駆動軸・軸受け座・ロールの試作開発による航空
宇宙・医療機器分野における高度化要求への対応

静岡銀行

296 2622211421 静岡県 株式会社渡辺産業
パレット洗浄業務の新展開による顧客サービスの高付加
価値化

清水銀行

297 2622211427 静岡県 有限会社丸甲乗金製茶 荒茶製造過程で発生する茶渋を活用した茶製品の開発 焼津信用金庫

298 2622211428 静岡県 ナルテック株式会社 ＨＥＭＳ向けネットワーク通信モジュール製品の試作開発 静岡銀行

299 2622211429 静岡県 有限会社静岡歯科技工所
歯の矯正治療装置の生産プロセスを革新し、治療費軽減
に寄与する

静清信用金庫

300 2622211433 静岡県 村松食品工業株式会社
水揚げ後のしらすを生のまま炊いて作る佃煮「生しらすの
くぎ煮」の量産体制構築

静岡市清水商工会

301 2622211435 静岡県 株式会社くらた アウトドアリビングにおけるセルフケア・ホーム 静岡信用金庫

302 2622211436 静岡県 株式会社エンゼル産業
新規受注対応の高品質・高効率な発泡スチロール成形加
工体制の構築

静岡銀行

303 2622211437 静岡県 株式会社プラト プラスチックの新しい注型成形方法の総合開発 静岡銀行

304 2622211439 静岡県 松本歯科技工所
補正無しで口腔内装着可能な補綴物制作をめざす生産
システム構築

スルガ銀行

305 2622211441 静岡県 株式会社ブローチ研削工業所
スプラインリングゲージの新販路開拓を実現する大型・高
精度スプライン加工技術の確立

浜松信用金庫

306 2622211444 静岡県 ＱＵＩＣＣＯＳＯＵＮＤ株式会社
ＵＳＢドングル型Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈオーディオストリーミング再生
装置の開発と販売

磐田信用金庫



307 2622211447 静岡県 オクツトップ有限会社
スーパーエンジニアリングプラスチックと超精密成形への
挑戦

静岡銀行

308 2622211450 静岡県 株式会社飛鳥エンタープライズ
プラント工事受注に応えるための設備導入を用いた生産
体制の確立

焼津信用金庫

309 2622211455 静岡県 昭和建産浜松販売株式会社
フロントサッシの加工精度・効率向上による大型物件の受
注獲得と地域シェア拡大

静岡銀行

310 2622211462 静岡県 有限会社燦有機研究所
コーヒー飲料残渣等を利用するペレット燃料およびペット
用消臭剤の開発

大井川商工会

311 2622211467 静岡県 日本防振工業株式会社
実験室の温度変化・振動問題を解決する水冷パネル複
合型温調除振台の開発

静岡銀行


