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1 2622110002 有限会社小泉自動車工業
フレームの高精度測定並びに作業効率化による安全
性、生産性の向上

富士信用金庫

2 2622110004 オーム電機株式会社
地球温暖化防止に寄与する革新的低ＧＷＰクーラーの
開発

浜松信用金庫

3 2622110005 今村工業株式会社
バリ取り工程レスを実現する高精度高速強断続切削加
工技術の開発・事業化

浜松信用金庫

4 2622110006 株式会社神津製作所
試作品評価工程の高度化によるリバースエンジニアリン
グの取組みと生産プロセス強化

浜松信用金庫

5 2622110007 みたか工業株式会社
機械加工レス化を実現する高精密・複雑形状の革新的
プレス製品・金型製造プロセスの構築

浜松信用金庫

6 2622110015 アソシエイツ株式会社
省電力型ＲＯ（逆浸透膜）プラント装置に関する試作品
の開発

青野雅恵税理士事務所

7 2622110016 日本レーベル印刷株式会社
紙折機の導入により、小ロット・小型・多様な折加工への
対応力と作業効率の高度化を図る。

静岡銀行

8 2622110017 羽立工業株式会社
軟質、硬質樹脂２材同時成形技術の高度化による気密
性薄肉一体射出成形部品開発

浜松信用金庫

9 2622110018 ウィンバード株式会社
教材作成・教材利用における操作性高効率化ツールの
開発

静岡銀行

10 2622110022 株式会社オンデマンド研究所
幅広カラーラベルプリンター（サーマル転写方式）の操作
性向上ならび原価削減機の試作開発

三島信用金庫

11 2622110023 有限会社平野鋳造所
鋳造プロセスの革新による、高機能無欠陥鋳物の安定
供給体制の構築

掛川信用金庫

12 2622110026
株式会社アルプスエンジニアリン
グ

高精度電子デバイス部品の生産技術の開発と事業化 浜松信用金庫

13 2622110031 株式会社ファニックス 医薬ライン用近赤外線水分計の開発 Ａ－ＭＥＣ株式会社

14 2622110032 株式会社キャップ
金型構成部品の内、小物精密部品の生産プロセス革新
のための開発と設備導入

静岡銀行

15 2622110033 株式会社ベルスター・スズキ
ステンレス溶接で発生する酸化被膜等を高品質・高効率
に除去する加工技術の構築。

静岡銀行

16 2622110036 株式会社サンパーツ
重切削設備導入により切削技術を高度化し短納期化に
よる市場開拓

静岡銀行

17 2622110037 古山精機株式会社
オートマチックトランスミッション用ピニオンギアの加工開
発

浜松信用金庫

18 2622110040 株式会社東洋鐵工所
新型ＮＣドア加工ユニットの開発と生産プロセスの改善
による受注競争力の強化

浜松信用金庫

19 2622110041 株式会社今泉鋳造鉄工所 人工珪砂による砂混練装置とＣＢコントロ－ラ－導入 商工組合中央金庫

20 2622110043 ワールド電子株式会社
電子回路基板の品質を向上するために高精度・３Ｄ外観
検査装置の導入と管理技術の確立

浜松信用金庫

21 2622110044 株式会社イナセツ
廃塩ビ製パイプの最新高速洗浄粉砕機導入によるリサ
イクル事業

静岡銀行

22 2622110045 株式会社三誠
特殊精密加工技術特化及び伝承の為の「高付加価値製
品試作製造即納ライン」の確立

清水銀行

23 2622110047 日静ベクター有限会社
ハイサイクル成形に対応したＣＦＲＴＰ成形素材の製造
装置の開発

浜松信用金庫

24 2622110048 株式会社いしかわ包装資材
最新型カラコン導入で６色グラビア印刷機の性能アップ
を図り競争力を強化する事業

静清信用金庫

25 2622110049 有限会社大石金型
超高張力鋼板の絞りプレス成形における、工程短縮を
実現する金型の試作開発

浜松信用金庫

26 2622110050 第一印刷株式会社
セルロースナノファイバー（ＣＮＦ）を使用した薄くて強い
紙の生産

静岡銀行
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27 2622110052 有限会社エスエス商会
超親水性塗料のコーティンングによる塗装治具の無溶
剤洗浄技術の開発

浜松信用金庫

28 2622110054 株式会社イハラ製作所 鋳造シミュレーションソフト導入による競争力強化 浜松信用金庫  静岡銀行

29 2622110057 シャインテック株式会社
高精度・低コスト生産体制構築による四輪向け海外プー
リー部品市場の獲得

静岡銀行

30 2622110059 岡田機工有限会社
マシニングセンター設備導入による製品の多様化ニーズ
への対応

静岡銀行

31 2622110060 株式会社エッチ・ケー・エス
５軸加工機への独自の材料高精度固定機能（高精度
ワークチャック機能）付加による、インペラ部品の高精度
加工の自動化事業

静岡銀行

32 2622110061 株式会社ヤスヰ
当社独自の自動車整備用リフトの耐荷重シミュレーター
の構築

静岡銀行

33 2622110063 株式会社旭洋工業製作所 レベラー装置の導入による、ハイテン材への対応 静岡銀行

34 2622110064 山梨金属工業株式会社 金型製作上の「検査、組付調整のプロセスの合理化」 静岡銀行

35 2622110066 株式会社ライテック
納入時の従来の“重量計測管理方式”からネジ業界初
の“数量計測管理方式”の確立を目指す

静岡銀行

36 2622110068 株式会社ダイゴ
船外機用ローターアッセンブリーのキー溝加工の革新に
よる超高効率専用生産プロセスの構築

浜松信用金庫

37 2622110069 株式会社立米
フィンランド産特殊カラーウッドを活用した医療・介護現
場向け建築資材の試作開発

静清信用金庫

38 2622110070 興和産業株式会社
顧客要望を最大限取り入れたオリジナル家具供給シス
テムの構築

静岡銀行

39 2622110071 平織産業株式会社
新開発構造テープによる病院・介護施設向けフック収納
機能付カーテンテープの事業化

浜松信用金庫

40 2622110072 有限会社三ッ安製作所
特殊切削工具製造の生産性効率化を実現するハイエン
ド複合加工と生産体制の構築

清水銀行

41 2622110073 第一化成株式会社
最新型配光測定装置の導入による自動車用照明製品
の高品質化と新規市場の開拓

静岡銀行

42 2622110075 アールエフネットワーク株式会社 マイクロ波対応簡易無線用測定器の試作開発と事業化 浜松信用金庫

43 2622110077 東海部品工業株式会社 医療機器製造用クリーンルーム生産プロセスの強化 静岡銀行

44 2622110079 有限会社パパラボ
遠隔地の環境下での正確な色再現性のある画像観察シ
ステムの開発

静岡銀行

45 2622110084 鈴木工業株式会社
低燃費自動車排気系部品の受注獲得のための、複雑
形状加工・高精度化を目指した新型プレス機導入

島田信用金庫

46 2622110085 株式会社岡山工業
高強度のハイテン材に「鍛造方式ハーフピアス加工」を
施した自動車部品の試作開発

浜松信用金庫

47 2622110090 株式会社袴田製作所
超硬丸鋸の高精度重研削を可能とする研削盤を用いた
薄肉鋸刃の開発

磐田信用金庫

48 2622110092 株式会社美浜工業
高精度ＮＣ旋盤導入と最適刃具の選定・設定による高精
度旋盤加工技術の確立

磐田信用金庫

49 2622110093 有限会社寺田製作所
複雑形状で断続研削を要する丸物精密機械部品の高
精度化と生産プロセスの改善

静岡信用金庫

50 2622110094 有限会社井上金型
「切削加工対象物に装着するキズをつけないクランプ
パッドの開発と販売」

豊橋信用金庫

51 2622110096 株式会社プラポート
長物エンプラ部品加工の段取り改善と測定の自動化に
よる生産性向上

静清信用金庫

52 2622110097 有限会社ファームファクトリー
超大型試作品に特化した真空蒸着メッキ装置本格稼働
への課題対応

遠州信用金庫

53 2622110098 株式会社すばる産業
複合素材のマテリアルリサイクルと熱エネルギー活用及
び温暖化ガスの削減

静岡銀行

54 2622110099 株式会社鈴木雄製作所
５軸加工機導入による生産プロセスの改善、高精度部
品の品質強化

浜松信用金庫
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55 2622110101 株式会社イーツール
自動車向け水性塗料用の超シンプルな塗料供給装置の
試作開発

遠州信用金庫

56 2622110103 株式会社共栄製作所
ハイブリッド・電気自動車用のアルミニウム線溶接端子
の開発に伴う、検証精度の向上

静清信用金庫

57 2622110105 株式会社矢部製作所 精密旋盤加工機導入による、一貫生産体制の構築 静岡銀行

58 2622110106 株式会社吉田製作所
エアーバック用インフレーターカバー生産プロセスの革
新

静岡銀行

59 2622110109 石塚工業株式会社 次期モデル燃料電池車発電システム部品の試作開発 静岡銀行

60 2622110110 株式会社東洋機械製作所 小型高精度横型電極加工機の試作・開発 静岡銀行

61 2622110112 オーエムプランニング株式会社 高信頼性の車載用電磁環境適合試験の提供と事業化 浜松信用金庫

62 2622110115 イメージテック株式会社
リアルタイムで画像表示できる携帯型Ｘ線デジタルパネ
ル

浜松信用金庫

63 2622110120 株式会社玉澤
静岡県独自の最高級品質豚「フジキンカ」の商圏拡大と
ブランド化

静岡銀行

64 2622110122 沢根スプリング株式会社
ＳＵＳ製圧縮ばねの品質及び生産性向上による新市場
の開拓

浜松信用金庫

65 2622110123 豊樹脂工業株式会社
マスターバッチ樹脂混合技術方式を導入し、高品質、低
コストの透明樹脂部品生産体制を構築する。

静清信用金庫

66 2622110124 三渡工業株式会社
自動溶接ロボット導入による生産効率及び品質の向上
への取り組み

三島信用金庫

67 2622110125 株式会社幸伸技研
高速・高精度の切削加工とワイヤー放電による切断加
工との組合せ技術の開発

商工組合中央金庫

68 2622110128 原田精機工業株式会社
「航空宇宙産業界におけるロボティクス管理による製品
の低コスト短納期化」

税理士法人坂本＆パー
トナー

69 2622110129 菊地工業株式会社
連続インクジェット捺染による多色シートベルト染色装置
の開発

静岡銀行

70 2622110130 有限会社薬師鋸加工所
超硬丸鋸刃の再研磨品低価格化と新たな機能を加える
ことによる、需要拡大と新たな市場の開拓

静岡銀行

71 2622110135 株式会社イーシーセンター
ＲＰＦ製造フローの再設計による埋立・焼却処分される
可燃廃棄物の再資源化

富士信用金庫

72 2622110137 カメヤ食品株式会社
わさび茎洗浄機導入による食品の高品質化と安全性の
向上、及び、生産性の効率化

三島信用金庫

73 2622110138 有限会社トキワエンジニアリング
極薄板の精密曲げ加工による、情報・通信・医療機器部
品の受注拡大

静岡銀行

74 2622110140 株式会社日幸製作所
細穴精密加工における加工技術向上による工数短縮と
その製品生産体制の確立

静岡銀行

75 2622110141 有限会社あとりえＭＯＭＯ
看板商品のシュークリームの製造ラインの増強による、
競争力強化事業。

静岡銀行

76 2622110142 ノブオ電子株式会社
広色域カメラの色取得特性評価を可能にするＬＥＤ電子
色票の開発

浜松商工会議所

77 2622110143 有限会社伸明工業
短パルスレーザーによる樹脂素材の超精密微細加工技
術の確立

磐田信用金庫

78 2622110145 花の舞酒造株式会社 低アルコール微発泡清酒の拡販に伴う生産性の向上 浜松信用金庫

79 2622110157 小林機工株式会社
設備増強による更なる短納期へ対応可能な生産工程の
実現

税理士法人　ＭＧアカウ
ンティング

80 2622110158 成澤木工株式会社
公共施設向け木製品の製作に向けた作業効率化と品
質、精度の向上

静清信用金庫

81 2622110160 株式会社レ・アース
産廃を原料とするリサイクルペレットの開発と低コスト製
造方法の確立

静岡銀行

82 2622110161 ＹＳＫ工業株式会社 多用途対応型長寿命ダイヤモンドソーの開発 遠州信用金庫



受付番号 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

83 2622110163 株式会社関東製作所
最新の放電加工機を用いた、金型の仕上げレス化に関
する研究

浜松商工会議所

84 2622110170 株式会社フィットコーポレーション
最新モータ搭載の加工機導入による、フィルムスリット加
工の高精度化及び高速化の実現

静岡銀行

85 2622110171 三幸エンジニアリング株式会社
電子基板実装技術の高度化に向けた最先端実装機械
の導入

静清信用金庫

86 2622110177 静岡技研工業株式会社
レーザー加工機導入による高性能ＬＥＤ面発光照明器具
の開発

豊橋信用金庫

87 2622110178 有限会社池谷精工
冶具部品加工における歪み低減技術および立体加工技
術の確立

浜松信用金庫

88 2622110182 小林食品株式会社 低温抽出ダシの原料を製造する為のラインの構築 静岡銀行

89 2622110185 東洋コーティング株式会社
グローバル市場を狙った次世代ディスプレイ用の光学
フィルムのスピード開発

はなやま税理士事務所

90 2622110187 株式会社コーヨー化成
介護・福祉市場向けウェットウォーマーの試作・開発と新
規市場への販路開拓

商工組合中央金庫

91 2622110188 アローズジャパン株式会社
健康増進とスポーツ能力向上を達成する装置開発とト
レーニングの提供

磐田信用金庫

92 2622110192 西光エンジニアリング株式会社
膨化程度と焙煎程度を任意に制御できる麦茶等穀類焙
煎装置の開発及び販売

静岡県商工会連合会

93 2622110193 株式会社伊藤製作所
多様化する業務用ＬＥＤ照明器具部品の多品種少量生
産体制の構築

植松経営労務事務所

94 2622110194 株式会社啓電工業所
高品位化デザインに対応したエレベーターボタンの多品
種・小ロット製作の構築

沼津信用金庫

95 2622110197 株式会社月ヶ瀬
苺・ブルーベリー摘み体験サービスとジェラート等のデ
ザート提供

静岡銀行

96 2622110199 株式会社扶桑工業
鉄筋（異形棒鋼）用自動切断機の導入と自動仕分け装
置の開発による加工工場の効率改善

焼津信用金庫

97 2622110201 株式会社イワタ
保育・介護施設が求める安全・機能的な家具を安定供
給する生産体制の強化

静清信用金庫

98 2622110206 株式会社エステック
耐熱超合金製宇宙ロケットエンジン部品の量産加工技
術の確立

三島信用金庫

99 2622110207 株式会社袴田精機
自動車内装用立体樹脂部品への特殊なレーザー加飾
技術の高度化

浜松信用金庫

100 2622110211 有限会社大吉製作所
３Ｄ－ＣＡＤによるものづくりの「見える化」提案システム
の構築

焼津信用金庫

101 2622110217 石川蒟蒻株式会社
開放釜式白滝炊き上げ装置導入による澱粉入白滝の製
造

静岡銀行

102 2622110221 株式会社ディーエス・マルマン
オフィス廃棄書類等を利用した新しいリサイクル緩衝材
の自動製造機の開発

静岡銀行

103 2622110223 木村飲料株式会社
「革新的な小ロット炭酸飲料製法の確立による地域産物
との相乗効果創出」

静岡銀行

104 2622110226 千本電機株式会社
精密音響測深機（シングルビーム測深機）のアナログ収
録と記録モニターの無線化技術の構築

静岡中央銀行

105 2622110228 株式会社小栗農園
静岡県産緑茶パウダーと自然素材原料を使用した介護
用「とろみ緑茶」の開発・販売

静岡銀行

106 2622110232 ツヅミ工業株式会社
ワイヤー放電加工機とＣＡＤ／ＣＡＭの導入による、金型
製作のＱＣＤ品質高度化

静岡銀行

107 2622110233 エイグローブ株式会社
小規模企業が海外取引ノウハウ無しで輸出出来るサー
ビスの開発

湖西市商工会

108 2622110234 スズエ電機株式会社
循環型社会に貢献する製品成形可能な廃棄プラスチッ
ク素材の開発

浜松信用金庫

109 2622110238 ＡＮＧＥＬ ＧＡＲＤＥＮ
真空調理法と電子スモーク調理法を組み合わせた静岡
県産食材燻製の開発・販売

三島信用金庫

110 2622110242 株式会社浜松チップソー
新たな台金リサイクル用ダイヤモンドチップソーの開発
及びリサイクル・リユース事業の展開

磐田信用金庫



受付番号 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

111 2622110244 株式会社遠州
北米市場をターゲットにしたポリアセタール樹脂製シート
ベルト部品の開発

静岡銀行

112 2622110247 共和成産株式会社 有孔加工品の多品種変量生産システムの研究開発 商工組合中央金庫

113 2622110248 丸徳商事有限会社
高度制御バーナ使用による化石燃料の削減と排ガスの
二酸化炭素削減

商工組合中央金庫

114 2622110249 有限会社鈴木精工
縦型ＮＣフライス盤の導入による高精度仕上げ加工の実
現

島田信用金庫

115 2622110250 株式会社ネオスチール
ＩＴ導入による製品の短納期化・省力化及び端材を活用
した自動車製造用固定器具の開発

静清信用金庫

116 2622110252 株式会社アイディー
金型部品の高効率加工技術確立により、海外需要取込
みと短納期を実現し競争力強化。

三島信用金庫

117 2622110254 恵テクニクス
“供給機３Ｄ－ＡＸの開発”　丸鋸一括自動供給機の３Ｄ
の動作を取り入れた２軸主駆動での実現

焼津信用金庫

118 2622110257
株式会社ヒューマン・エンジニアリ
ング

爪部メラノーマ解析ツールの開発・販売 三島信用金庫

119 2622110258 小松工業株式会社
不安定基準面（鍛造肌）における高精度切削加工の革
新的技術の開発・事業化

浜松信用金庫

120 2622110261 株式会社太洋サービス
新規ろ布を活用したバグフィルター導入による排出ガス
清浄性の向上

磐田信用金庫

121 2622110264 株式会社トータルサービスエフ
県内唯一の粉体塗料による指定色・小物・小ロット対応
塗装サービスの実現

島田信用金庫

122 2622110266 株式会社篠原製作所
リチウムイオン電池材料製造装置の精度向上と、コスト
削減による競争力強化

静岡銀行

123 2622110268 株式会社ジェイユニティー
２次元・３次元加工を融合させ、３次元形状を含む治工
具を高精度、短納期、低コストで提供

浜松信用金庫

124 2622110269 有限会社雪山シボリ
難加工材での各種試作品の高精度・短納期を可能にす
るへら絞り加工の高度化

浜松信用金庫

125 2622110270 富士テクノ株式会社
自動車分野における金属パイプ加工の高品質・低コスト
生産技術の確立

三島信用金庫

126 2622110271 有限会社 しづ子美容室オリー
老舗美容院のシニア層をターゲットとした脱毛サービス
の提供

磐田信用金庫

127 2622110276 株式会社栄商会
メガネ拭き等クロス製造における生産プロセス改善によ
る生産性向上の実現

公益財団法人静岡県産業振
興財団      税理士法人コン
サルタンシー

128 2622110279 株式会社オーハマ 多関節ロボットを用いたワークチェンジグリッパーの開発 静岡銀行

129 2622110280 有限会社青山製作所 大型試作部品の高精度化 三島信用金庫

130 2622110281 有限会社かねはち
リキッドフリーザー導入による“沼津サバ”の地産地消が
可能な体制の構築

静岡銀行

131 2622110284 株式会社ラ・ポルタ 超低温冷蔵倉庫向けＬＥＤ照明システムの試作開発。 静岡銀行

132 2622110285 橋本エンジニアリング株式会社
マグネシウム合金を採用した世界最軽量・車椅子ホイー
ルの開発

静岡銀行

133 2622110289 株式会社古山鋼材
５面加工機導入による、高精度深穴加工の確立と高能
率加工技術の開発

静岡銀行

134 2622110291 静岡県産醤油株式会社 醤油の鮮度を保持する機能性容器への充填設備 島田信用金庫

135 2622110292 カネキ燃料有限会社
木粉の分級による木粉の高付加価値化及びフェノール
樹脂成形材料、合成木材の製品への活用

島田信用金庫

136 2622110296 テクノダイナミックス株式会社
大型自動生産ライン向け、低床大型位置決めテーブル
の試作開発

磐田信用金庫

137 2622110297 株式会社長野製作所
新生産管理システム導入による顧客ＱＣＤニーズ対応と
競争力強化

静岡銀行

138 2622110298 株式会社スズテク フレキシブルトランスファーロボットの新規開発 磐田信用金庫



受付番号 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

139 2622110299 双葉工業株式会社
津波緊急避難装置（ライフガードリフト）の開発および製
造体制の確立

静岡銀行

140 2622110301 株式会社マルカイ
いつも美味しい『しらす』を届けます。その為に異物・賞
味期限の課題に取組みます。

静岡銀行

141 2622110305 有限会社斎藤技研 生産ライン強化による製造範囲拡大、及び競争力強化 島田信用金庫

142 2622110308 株式会社フードサービストーワ
園児向け日配給食として骨まで食べられる魚料理の提
供

浜松信用金庫

143 2622110309 株式会社市川園 鮮度にこだわった緑茶の製造とティーバックの開発製造 静岡銀行

144 2622110314 有限会社トキワ金属
自動車部品（外観部品）の市場拡大を目指した電着塗
装処理方法計画

浜松信用金庫

145 2622110316 オーティーピー株式会社
光通信網の敷設工事効率向上を実現するチューブプロ
テクタの「量産化」

静岡中央銀行

146 2622110320 株式会社汐見製作所
３Ｄビジョン画像解析による、プロジェクション溶接自動
化汎用ラインの実現

浜松信用金庫

147 2622110321 株式会社アマノ
コンパクトで新たな入浴方法の実現を目的とした介護浴
槽の開発

磐田信用金庫

148 2622110322 株式会社小楠金属工業所
１５ｔ型ブローチ盤導入による「大型ブローチ切削加工」
の高度化計画

磐田信用金庫

149 2622110325 株式会社赤堀商店
「食の安心・安全」を確保したティーバッグ製造ラインの
導入

島田信用金庫

150 2622110327 株式会社ハイタック
真円度・円筒形状の品質向上及び深孔加工技術開発に
よる国際的競争力強化

三島信用金庫

151 2622110329 株式会社平岡商店
海外の自然派食品を好む消費者の嗜好に合うティー
バック茶商品の開発及び商圏の拡大

しずおか信用金庫

152 2622110331 株式会社テルヤ
センサー端子を具備するＵＨＦ帯パッシブ型ＲＦＩＤセン
サータグの改善

静岡銀行

153 2622110332 株式会社倉島食品
伝統的な蒟蒻製造法と自動化機械の融合による効率的
な生産体制の確立

浜松信用金庫

154 2622110336 有限会社橋本鍍金工業所
微細形状部品への高品質で安価な表面処理技術の実
現と提供

静岡銀行

155 2622110338 サカイ産業株式会社 中空糸膜織物の生産体制の確立 焼津信用金庫

156 2622110340 有限会社マルケイ鉄工所
多様な材質部品加工用刃物の開発と製造プロセスシス
テム化の構築

菊川市商工会   静岡銀行

157 2622110343 有限会社菅造型工業
３次元曲面レンズの撥水性及び親水化による曇らないレ
ンズの試作開発。

静岡銀行

158 2622110344 キソー株式会社
ネットワーク対応型高速・高精度ベンディングマシン導入
による板金加工プロセスのさらなる革新

富士商工会議所

159 2622110347 有限会社巴機械鉄工所
切削加工技術の高度化による試作部品の高精度・短納
期生産の実現

商工組合中央金庫

160 2622110348 東名鍛工株式会社
超硬丸鋸切断機導入による鍛造品の品質向上及び環
境改善への取組み

静岡銀行

161 2622110349 有限会社アイ・プレシジョン
樹脂ストレスを軽減した高品質なプラスチック製品の製
造

焼津信用金庫

162 2622110350 有限会社米澤精密工業
汎用旋盤等の切削技能を活かしたワンチャッキング金
属精密切削加工技術の確立

静岡市清水商工会

163 2622110357 カワサキ機工株式会社
塗装品質向上と有機溶剤の取り扱い時間を削減させる
前処理装置の開発

静岡銀行

164 2622110358 株式会社トライ・カンパニー 食品の保管・流通・販売に最適な高機能保冷材の開発 静岡銀行

165 2622110360 オグス精機株式会社 ＣＮＣ三次元測定機導入による精密加工の高度化計画 浜松信用金庫

166 2622110361 株式会社ミズノテック
自動車用プレス部品のブランク工程自動化及び品質保
証度の向上による競争力強化

商工組合中央金庫



受付番号 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

167 2622110364 三実精工株式会社
高精密・高信頼性・高効率な焼結部品の自動化バリ除
去加工技術による受注拡大

浜松信用金庫

168 2622110366 株式会社中部日本プラスチック
輸出中心のリサイクル可能樹脂を国内（自社）で再資源
化するための開発及び販売

磐田信用金庫

169 2622110368 有限会社沢井工業
高剛性ＮＣ旋盤導入による難削材の生産性向上及び新
規受注獲得

遠州信用金庫

170 2622110370 株式会社恭和
タブレット端末対応の眼科向け電子カルテシステムの開
発

清水銀行

171 2622110374 タツミ工業株式会社
ドライカットホブ盤導入による「歯切り加工」を加えた一貫
生産体制の構築

静岡銀行

172 2622110376 株式会社テクノスルガ・ラボ
光技術（ラマン分光）を用いたカビ毒分析システム開発
及びサービス提供・製品販売

公益財団法人静岡県産
業振興財団

173 2622110377 アオノフレッシュミート株式会社
高齢者等の新たな食肉需要を創造するための鰹節製法
を転用した肉削り節の開発と提案

静岡商工会議所

174 2622110378 日本パネル工業株式会社
高密度硬質ウレタンパネル製作の為の新規設備導入計
画

静岡銀行

175 2622110379 株式会社小松工業
チタンなどの難加工材のスプリングバック防止技術の確
立

株式会社オオサワ・ビジ
ネス・コンサルティング

176 2622110382 株式会社正治組
シュレッダー屑や古紙を活用した吸収材と同吸収材によ
る土壌改良工法の開発

伊豆の国市商工会

177 2622110383 有限会社神田鉄工所 測定技術の高度化による高度品質体制の構築 浜松信用金庫

178 2622110385 飯田鉄工株式会社
工作・産業機械向け精密加工技術の高度化による生産
性向上とコストダウン

静岡銀行

179 2622110388 株式会社イリノ精工
複雑化が進む機械部品における生産能力向上と精度保
証の確立

遠州信用金庫

180 2622110390 株式会社オプトメカトロ 医療診断、バイオ応用遺伝子増幅装置の開発 静岡銀行

181 2622110391 株式会社朝日
道の駅による地元農産物、海産物を活用した新商品開
発

湖西市商工会

182 2622110392 株式会社ナユタ
蓄電装置の次世代半導体を活用した省エネ、低価格化
技術の確立

静岡銀行

183 2622110393 昭和金型工業株式会社 金型超高速切削加工によるキャビティ磨きレスへの挑戦 浜松信用金庫

184 2622110395 松林工業薬品株式会社
取引先の要求する硫酸濃度を達成するための、自動希
釈システム構築による安全性確保及び高品質化の実現

島田信用金庫

185 2622110399 株式会社サツ川製作所
多目的形鋼加工機導入による高精度、短納期対応可能
な生産体制の構築

浜松信用金庫

186 2622110400 株式会社グローバルエナジー 従来市場に無い超高性能な小型水力発電機の開発 静岡銀行

187 2622110402 株式会社深井製作所
金属プレス加工における付加価値製品への生産技術向
上と体制構築

静岡銀行

188 2622110403 宮川工業株式会社 環境振動試験装置の新設による製品開発力向上 商工組合中央金庫

189 2622110407 株式会社エフ・ピー・ケー
需要の多い国内外向け長尺インテリア商品に対応する
生産体制構築

清水銀行

190 2622110408 有限会社酒井鉄工所
高性能精密旋盤での精密化・加工範囲拡大による一品
一葉の加工技術の確立。

島田信用金庫

191 2622110409 株式会社源馬 遠州灘で漁獲された「シラス缶詰」の設備投資 静岡銀行

192 2622110413 フケン機工株式会社
生産プロセスの革新により、サービス向上とＱＣＤの強
化。

静岡銀行

193 2622110419
グローバル・リンクス・テクノロジー
株式会社

全自動実験動物飼育装置（ロボラック）フィールドテスト
機の開発と運用

浜北商工会

194 2622110420 株式会社大穂工業
ワイヤー放電加工機の導入で当社の設計ノウハウを製
品製造に活かし新たな展開を図る事業

静岡銀行



受付番号 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

195 2622110422 株式会社ファームシップ
植物工場事業向け統合型養液センサー及び養液分析シ
ステムの試作開発

静岡銀行

196 2622110423 井村製茶
カラー色彩選別機導入による製茶工程の精度向上と『和
紅茶』粉末スティックの新商品開発

島田信用金庫

197 2622110434 株式会社一橋工業
特殊樹脂マスク開発による高精度・高効率吹付塗装シ
ステムの確立

浜北商工会      静岡銀行

198 2622110435 シンクス株式会社
３ＤＣＡＤを活用した超大型ＬＥＤ照明の耐久性向上、コ
ストダウン、短納期化による受注拡大

島田信用金庫

199 2622110440 株式会社大井製作所
高品質な製材用帯鋸の製造及び帯鋸技術者養成・輩出
のための設備投資

静岡銀行

200 2622110442 株式会社榛葉鉄工所
通電抵抗加熱冷却を活用したマグネシウム合金の深絞
り・量産化技術の確立

浜松信用金庫

201 2622110443 美和樹脂工業有限会社
射出成形の高品質化・量産体制強化で競争力の向上を
果す

静清信用金庫

202 2622110444 ソフトプレン工業株式会社
個人ユーザー向け少量多品種ウレタンフォーム加工販
売技術「新スポンジの量り売り」の開発

静岡銀行

203 2622110448 株式会社マルトシ青木
使用済自動車の解体過程で発生するシュレッダーダスト
（ＡＳＲ）のリサイクル体制の構築

清水銀行

204 2622110449 株式会社平垣製作所
量産型企業による医療機器試作品の短納期対応への
取組み。

公益財団法人静岡県産
業振興財団

205 2622110450 株式会社杉山製作所 切粉破砕処理における分別技術の開発 浜名商工会      静岡銀行

206 2622110451 株式会社エヌビー精密
直動式デジタルサーボプレスによる高強度材打抜き技
術力の向上

静岡銀行

207 2622110453 株式会社キヨヒコ
３次元ＣＡＤ・ＣＡＭを利用した試作品開発の推進及び高
難易度製品内製化

静岡銀行

208 2622110459 株式会社バランスアップ
医学の知識をトレーニング環境に活かした新サービスの
提供

株式会社ネクシオ

209 2622110461 株式会社マルヤ水産
原料魚の特性に応じた制御を可能とする、新技術冷風
乾燥システムの開発と環境改善

スルガ銀行

210 2622110464 メルデンタルアート
最新歯科素材ＣＡＤ／ＣＡＭ冠の完全内製化のための機
器導入事業

静岡銀行

211 2622110468 株式会社森島製作所
高精度加工かつ低コスト、短納期を実現する部品供給
体制の構築

磐田信用金庫

212 2622110470 株式会社新海畳店
美粧性及び耐久性を高めたオーダーメイドの縁なし薄畳
の製作と効率的な生産体制の構築

静岡信用金庫

213 2622110472 渥美工業株式会社
３Ｄ画像解析等による超高精度ギアの加工技術向上に
向けた試作開発

静岡銀行    RS経営コンサル
ティング

214 2622110473 株式会社栄和産業
三次元測定機導入による新分野への参入と測定検査の
高度化

八千代銀行

215 2622110477 有限会社ホソヤ 高硬度難削材加工に対する、高精度な製造技術の確立 浜松信用金庫

216 2622110479 株式会社エンジェルコスモ
発達に問題を抱える乳幼児の保護者向け「知能教育」
ネット配信教室の開発

浜北商工会    磐田信用金庫

217 2622110481
西部合材リサイクルセンター協同
組合

建設廃材再生工程における異物除去の機能向上により
再生材の品質向上と作業環境の改善

静岡銀行

218 2622110484 吉原給食事業協同組合
「自然香辛料の組み合わせ（調合）と冷凍解凍技術によ
る健康食材の開発」

静岡銀行

219 2622110485 株式会社アイ・ケイ
熱交換器銅配管内ローレット加工によるエアコンのノイ
ズ減衰の研究開発

静岡銀行

220 2622110487 有限会社ニシモト
デザイン設計イメージと実物との相違を解消する印刷及
びカッティング試作サービス

静岡信用金庫

221 2622110488 株式会社エムズキューブ
「角物部品」における、高精度な加工技術による多品種
小ロットの生産体制構築

清水銀行

222 2622110491 叶精工株式会社
ユニバーサルヘッドを用いた傾斜のある加工や複雑形
状加工対応力の強化による販路拡大

静岡銀行



受付番号 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

223 2622110492 株式会社キャラバン
間伐材の効率的な収集運搬システム開発による木質
チップ燃料化の新サービス展開

静清信用金庫

224 2622110496 谷口環境建材株式会社
植物工場建設市場獲得のための新しい低コスト型工場
の開発

磐田信用金庫

225 2622110497 株式会社イトウ技電
軽自動車用「パワーウインドウ等スイッチ締付＆検査」
の省人生産を目的とした「自動装置」　導入計画

静岡銀行

226 2622110499 株式会社日本設計工業
超薄板ガラス基板製造工程における、非接触搬送デバ
イスの開発

浜松信用金庫

227 2622110502 日本物流株式会社
環境配慮型リサイクルゴムチップの品質向上と生産性向
上を目的とした設備導入

島田信用金庫

228 2622110503 株式会社エム・エス・ケー
非接触３次元測定機導入による立体造形業務の生産性
向上と納期短縮

浜松信用金庫

229 2622110504 株式会社フジヘン 高周波トランスおよび高周波リアクタの設計検証 静岡銀行

230 2622110506 株式会社石上機械製作所
食品機械向け保守・管理システムの開発および導入に
よるサービス強化

静清信用金庫

231 2622110507 厚見鉄工株式会社
３Ｄデータ活用による溶接構造機械フレーム製造プロセ
スの革新への挑戦

静岡中央銀行

232 2622110511 株式会社工業複写センター
公文書媒体変換業務の内、原本と変換後媒体の同一性
保証工程の自動化事業

静岡銀行

233 2622110514 株式会社サカグチヤ
生揚げ生産ラインの自動化および増設に伴う生産性向
上ならびに量産体制の構築

静岡銀行

234 2622110517 株式会社三友機械製作所
量産ライン対応ルーローの三角形を応用した角型１８
リットル缶内部の水圧洗浄装置の試作開発

静岡信用金庫

235 2622110523 公進ケミカル株式会社
ＳＧＣＮＴ分散液とフッ素ゴムを用いた機械的強度に優れ
たシール剤の開発提供

浜松信用金庫

236 2622110524 株式会社エンブレム
ＵＶ印刷を利用した繊細な印刷製品の試作開発及び乾
燥時間削減による生産効率の向上

浜松信用金庫

237 2622110525 有限会社ティークラフト
重合ポリフェノールを増加させる特殊加工技術を活用し
た茶関連商品の開発

島田市商工会

238 2622110526 興津螺旋株式会社
高付加価値製品の短納期化と研究開発期間短縮体制
構築

静岡銀行

239 2622110530 原田精機株式会社
「地球観測衛星用高機能望遠計測システム」非球面凹
凸面鏡の研削研磨の技術確立

税理士法人坂本＆パー
トナー

240 2622110536 株式会社プラスウッド
既存の床の上からも貼れるサネ組み不要の「天然木極
薄床材」の開発と量産化

静清信用金庫

241 2622110537 株式会社ヤマグチ機械
ボーリング用鋼管のネジ加工における高品質化と生産
力の強化、技術力の向上

静岡銀行

242 2622110538 有限会社アイディール
ペットフード販売士によるシニア犬向けの健康状態にあ
わせた安心・安全なドライペットフードのセミオーダー方
式の製造・販売

浜松信用金庫

243 2622110539 株式会社三豊製作所
マシニングセンタ及びワークセットロボット導入による穴
あけ工程改善と新規受注獲得

静岡銀行

244 2622110541 ソネック株式会社
クラウド技術を用いた輸送機器用開発部品の超短納期
生産の実現

静岡銀行

245 2622110542 有限会社東辰金型工業所 金型修理における高品質・短納期システムの構築 磐田信用金庫

246 2622110545
農業生産法人株式会社うまヘル
シー

ＩＴ技術により新たな統合環境制御システムを構築する
事で苗の自社栽培を可能にする

静岡銀行

247 2622110549 フルカワクリエイト株式会社 ＦＣミキシング（ＦＣＭ－３Ｄ）工法の構築 静岡銀行

248 2622110556 株式会社高部鉄工所
自動車エンジン用テンショナー軸の従来機械加工方法
観念の刷新による付加価値の向上

浜松信用金庫

249 2622110560 株式会社東海サイエンス
ダイヤモンド砥石における耐久性に優れた台金の接合
方法の開発と生産性の向上。

菊川市商工会

250 2622110561 カコール株式会社
安全性を高めた完全オーダーメイドによるトータルコー
ディネート家具の生産体制の強化

しずおか信用金庫



受付番号 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

251 2622110562 株式会社イケガヤ
５９種の栄養素をプラス。ユーグレナを使った愛犬用クッ
キーミックスの開発・販売

商工組合中央金庫

252 2622110563 株式会社松岡カッター製作所
難削材切削用刃物製造における、高度化、短納期供給
への取り組み

静岡銀行

253 2622110566 有限会社渡辺工作 使用済み紙オムツ処理機の開発 富士宮信用金庫

254 2622110567 株式会社片山
浜名湖産の青バラ海苔と黒バラ海苔をミックスさせた新
商品の開発

静岡信用金庫

255 2622110568 金子歯車工業株式会社
大型精密加工機による産業用ロボット部品の高精度化
及び高効率生産の実現

静岡銀行

256 2622110574 株式会社ヤナギハラメカックス
高精度部品の内製化・短納期対応による競争力強化の
為の一貫生産体制の実現

島田信用金庫

257 2622110576 株式会社フクダサインボード
スパッタリング加工を活用したオリジナルコーティング看
板製品の提供

磐田信用金庫

258 2622110577 株式会社セルリンク
大型かつ立体の直接印刷を可能とする真空昇華転写印
刷サービスの展開

静岡信用金庫

259 2622110579 株式会社オギ
金属加工での表面キズを抑える機能を付加した切削加
工機械の試作開発

ＲＳ経営コンサルティング

260 2622110580 有限会社葛山製作所
自動車部品用ナットの多品種生産に対応した高精度な
自動検査機器の試作開発

ＲＳ経営コンサルティング

261 2622110583 株式会社ニッシン
放電加工機導入によるハーネス端子の極小化に対応し
た金型形彫技術の精緻化

ＲＳ経営コンサルティング

262 2622110584 株式会社木下製作所
原価低減を実現する工程集約の取り組みと新規加工法
の開発

浜松信用金庫

263 2622110585 株式会社たつみ電機製作所
塗布１回で遮熱と省エネ・省力化を同時に実現する業界
初「粉体焼付遮熱塗装」の開発

ＲＳ経営コンサルティング

264 2622110588 株式会社五十嵐鉄工所
最新マシニングセンタの導入と熱変位補正・自動測定検
査の実施による加工精度の向上

ＲＳ経営コンサルティング

265 2622110589 株式会社タイセイエレックス
高精度高速表面実装機の導入による極小型基板の多
品種少量生産への対応

ＲＳ経営コンサルティング

266 2622110591 株式会社大石技研
シミュレーションソフトの導入による金型製造の短納期化
と高精度化

静岡銀行

267 2622110593 大一工具株式会社
全自動チップブレーカ研削盤による、効率的な生産体制
の構築

浜松信用金庫

268 2622110594 マルタカゴム工業株式会社
ガスケットパッキン脱型機の開発及び導入による省力
化・高効率化の実現

磐田信用金庫

269 2622110596 株式会社電興社 ＩＴ活用による工程・生産管理の見える化システム開発 浜松信用金庫

270 2622110597 山本被服株式会社
子供の点滴の安全確保と抜去防止の為のミトンの開発
と販売

静岡銀行

271 2622110600 株式会社静岡制御
短納期化・低コスト化・加工精度向上の同時実現による
競争力の強化

静清信用金庫

272 2622110601 株式会社一粒万倍
６次産業化の実現！低速搾りの冷凍人参ジュースから
常温保存可能な発酵人参ジュースの開発

函南商工会

273 2622110602 株式会社テクニカルサポート 精密温度制御可能なオイル潤滑・冷却装置の試作開発 浜松信用金庫

274 2622110605 株式会社津田製作所
高性能成形解析技術によるリードタイム短縮並びに難成
形・高張力鋼板の加工手段の確立

富士信用金庫

275 2622110612 川島商事株式会社
アナログ製版の凸版ＣＴＰ化による印刷物の表現力向上
と高効率的な製版工程の実現

富士信用金庫

276 2622110614 一笑整骨院
女性、特に産後女性に特化した安心安全な健康トータル
サポート事業

浜松信用金庫

277 2622110615 大丸工業株式会社
次世代自動車シート用引張ばねの開発と新規受注及び
引張ばねの小ロット短納期化

静岡銀行

278 2622110617
株式会社ケーイーコーポレーショ
ン

自動溶接装置導入による生産性向上及び溶接作業者
の育成と技術の継承

静岡銀行



受付番号 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

279 2622110618 株式会社京浜工業所
研削砥石の高強度タイプ結合剤の開発と低温焼成によ
る生産コスト低減

公益財団法人静岡県産
業振興財団

280 2622110623 株式会社アプライズ
製版工程における製造原価の低減・環境負荷の軽減に
関する取組み

静岡銀行

281 2622110624
有限会社オレンジデンタルラボラト
リー

人工冠の製作工程の見える化と地域医療の発展 焼津信用金庫

282 2622110628 新居精機株式会社
医療、介護ロボット部品の試作開発に取組む為の三次
元測定のスキャニング測定と無人化の確立

静岡銀行     (公財)静岡県産
業振興財団

283 2622110633 有限会社ダイセー部品 生産ライン多能工化による新規部品受注体制の確立 静岡銀行

284 2622110636 株式会社ｌｏｖｅｐｒｅｃｉｓｉｏｎ
電子部品製造及び検査装置に使用される部品の小径細
穴加工の製造方法の確立

静岡銀行

285 2622110637 株式会社ＴＯＳＭＯ
業界初・５ＫＷ蓄電システムを備えた再生可能エネル
ギー発電システムの開発

静岡銀行

286 2622110640 株式会社友成機工
高精度で低コストな金型ニーズに応えるための「アーム
型測定機」の導入について

静岡銀行

287 2622110641 フジゲン株式会社 欠点検出画像装置搭載広幅スリッター機導入計画 清水銀行

288 2622110643 リンクウィズ株式会社
産業用ロボットを用いた次世代自動溶接ロボットシステ
ムの試作機開発

浜松信用金庫

289 2622110647 静岡中部金属開発協同組合
小水力発電機の事業化に向けたＰＭ発電機試験データ
の高信頼度化

焼津信用金庫

290 2622110653 株式会社エムシーフードサービス
安心安全で楽しい食イベントを提供する新たなシステム
の構築

静岡銀行

291 2622110655 明陽電機株式会社
舶用向け温度センサの耐振性向上及び品質管理システ
ムの強化

清水銀行

292 2622110658 株式会社ｄｅｐインダストリー
日本古来の縫製・染色技術を活かした刺子生地とレ
ザーを組み合わせたバッグの海外発信

静岡商工会議所

293 2622110668 株式会社サン・ラファエル
ケーキでご当地グルメ等を忠実に再現する技術開発及
び商品化

磐田信用金庫

294 2622110670 有限会社山崎鋳造 受注生産力を高める生産技術の開発 菊川市商工会

295 2622110671 株式会社パロン
寸法公差の改善と工程数削減による短縮化を図り嵌合
技術の高度化を図る。

静岡銀行

296 2622110673 株式会社サトウ
５軸加工機による次世代自動車の試作部品の加工技術
向上、工数短縮と生産体制の確立

静岡銀行

297 2622110675 株式会社冨士ネーム
高難度高意匠自動車内装部品の試作開発と提案型開
発体制の構築

掛川信用金庫

298 2622110676 有限会社曽根田工業
難削材料チタン合金などに対応した高精度な複数刃を
持つ切削工具の研究・開発

磐田信用金庫

299 2622110677 有限会社ヤマト製作所 難易度の高い深絞り金型の高度加工技術の確立 浜名商工会

300 2622110678 株式会社アドバンス・ミシマ
次世代マシニングセンタ導入による超短納期、超精密試
作部品の供給

三井住友銀行

301 2622110680 清栄コンピュータ株式会社
食料品微生物検査にて、培養した細菌をカウントする細
菌コロニーカウンターの開発

焼津信用金庫

302 2622110684 株式会社アイアールディー
エンジン用ピストン形状測定装置導入による高効率ピス
トン事業の創出

磐田信用金庫

303 2622110685 株式会社アクタ
テーピングテープ製造用生地原反分割装置導入による
生産効率の改善と新商品の開発・販売

静岡銀行

304 2622110687 芝原工業株式会社
材質・板厚毎に対応する専用プロジェクション溶接機の
導入

浜松信用金庫

305 2622110692 旭産業株式会社
特殊形状のペットボトルと缶ボトルの双方に対応可能な
飲料充填機の開発

静岡銀行

306 2622110694 有限会社マルケイ
短尺専用製材機の導入による新製品の開発及び材料
歩留りの飛躍的向上

商工組合中央金庫



受付番号 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

307 2622110701 有限会社巽製作所
複合加工機導入による精度・納期管理体制の構築と複
雑形状加工を可能とする治具の開発

焼津信用金庫

308 2622110702 株式会社マルイリフードサプライ
ミナミマグロ等を利用したＢｔｏＣ向け商材の開発と販売
展開

焼津信用金庫

309 2622110704 青木工業株式会社
突合せ溶着専用機の開発による高強度フィルムバッグ
市場の開拓事業

静岡銀行

310 2622110708 株式会社渥美鐵工所
部材接合に用いる鋼板の切断孔明け内製化による製品
製作のリードタイム短縮

浜松信用金庫

311 2622110709 合同会社氏原モールド設計
塑性成型シミュレーション導入による設計の高度化及び
金型製作の高効率化の実現

浜松信用金庫

312 2622110710 有限会社ｉ－ｓｈｉｎ ＮＣ装置によるステンレス素材の量産精密加工 三島信用金庫

313 2622110712 有限会社井上シール
シール印刷技術応用による省資源化したテイクアウト用
食品包装紙器の試作開発

清水銀行

314 2622110716 有限会社駿河木型製作所
非接触測定機の導入による、検査治具製作の短納期・
高精度化

静清信用金庫

315 2622110718 あおやぎ歯科 若年層に対する新たな歯の矯正治療方法の確立 清水銀行

316 2622110721 田中テント商会
テントシートにおける溶着技術の高精度化及び溶着技
術伝承

富士宮信用金庫

317 2622110727 大塚製茶株式会社
緑茶の製造および在庫管理の革新的な生産体制の構
築による、高品質化・高付加価値化とサービス提供プロ
セス改善の実現

掛川信用金庫

318 2622110730 株式会社篠原印刷所
ＷＥＢ校正システムによる新しいコミュニケーションインフ
ラの提供

静岡中央銀行

319 2622110731 株式会社植松
省施工・少人数で施工可能な、金属製オリジナル定尺屋
根材の開発

沼津信用金庫

320 2622110733 檜工業株式会社
吹出口（室内空調設備）の新たな結露対策方式の確立
と結露対策品の低コスト化の実現

静岡銀行

321 2622110734 株式会社Ｓスズキ技研工業
高精度・高効率な放電微細加工の実現で生産性の向上
を図る

静清信用金庫

322 2622110737 株式会社グリーンループ
徹底的な高純度化選別処理によるポリスチレンの高度
再生利用

島田信用金庫

323 2622110738 東西工業株式会社 新規設備による不燃高温断熱パネルの開発製造 静岡銀行

324 2622110743 株式会社フジマシン
溶接欠陥を溶接中に起こる物質変化量をもとに判定す
る作業工程内溶接検査装置の開発

静岡信用金庫

325 2622110744
株式会社プリズ・ファッションネット
ワーク

高級アパレルとの協働によるマーケットニーズを満たす
婦人服の開発・生産及び生産アイテムの拡大への積極
対応

三島信用金庫

326 2622110750 有限会社アシック
「デザイナーズアート作品の一般市場への製品化及び
販路開拓」

商工組合中央金庫

327 2622110758 株式会社甲石製餡所
食品製造会社向け箱根西麓野菜等の「裏ごしペースト」
の製造販売

三島商工会議所

328 2622110759 株式会社トウネツ
ＮＣモールド加工機導入によるアルミ溶湯保持炉用炉内
耐火物の開発

富士宮信用金庫

329 2622110760 大鐘測量設計株式会社
地形・構造物に対する現況３次元情報の取得とその活
用サービスの事業化

静岡銀行

330 2622110775 株式会社カナサシテクノサービス
経年防火水槽の新補修工法「Ｈ型フレーム工法」の事業
化に向けた取組み

静岡信用金庫


