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
２次公募 採択案件一覧
(受付番号順)
受付番号

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

1

2522211019 岸本工業株式会社

金型の高精度化による生産性の効率化

2

2522211022 株式会社ハイタック

医療・航空宇宙分野における高精度化・低コスト化を
三島信用金庫
実現する深孔加工

3

2522211025 株式会社ダイテックジャパン

超硬度金属から熱可塑性樹脂まで対応する万能歯科
三島信用金庫
用研磨ポイントの生産技術確立

4

2522211026 株式会社小林工業所

複雑な形状や大型のパイプ加工に伴うロール開発と
三島信用金庫
曲げ加工機導入による競争力強化事業

5

2522211028 神谷理研株式会社

亜鉛ニッケル合金めっき検査プロセスの機械化によ
る高品質・低コスト化の実現

6

2522211030 中野ハガネ株式会社

高耐熱・絶縁特性を有する電子回路用表面処理技術
浜松信用金庫
の高度化

7

2522211031 有限会社朝霧牧場

水流式環境改善装置導入による消臭効果の高い都
市型有機肥料の品質ＵＰ・製造効率向上計画

株式会社エフアンド
エム

8

2522211033 株式会社第一技研

振動バレル研磨加工の高度化による、高精度・高効
率・低コスト生産体制の確立

掛川信用金庫

9

2522211035

アルミニウム用ホットチャンバーダイカスト機の開発

静岡銀行

10

2522211038 有限会社リンガテック

医療機器部品に使用される高機能樹脂の微細切削
加工技術の確立

静岡銀行

11

2522211040 ヤマトエスロン株式会社

子供用ハブラシの個装供給自働化による生産能力・
コスト競争力の向上

静岡銀行

12

2522211041 株式会社トーキン

アーク溶接ロボットトーチ用「位置出し再現治具」の生
浜松信用金庫
産体制の構築

13

2522211045 株式会社堀内テクノロジー

サーボプレス導入による軽量・高強度アルミパネルの
静岡銀行
試作開発

14

2522211046 松田農園

気化熱を活用した生食用の西天城高原イチゴ栽培及
西伊豆町商工会
び販売

15

2522211050 株式会社松永商店

ヘッドライト向けのマスク塗装に対応できる生産体制
静岡銀行
の構築

16

2522211052 広野鍍金工業所

ステンレス鏡面研磨技術の高度化・専門化に向けた
最先端研磨機械の導入

ホットチャンバー開発株式
会社

静岡銀行

浜松信用金庫

静清信用金庫

受付番号

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

17

2522211053 金田工業株式会社

冷間鍛造の高度化を目指すスプライン加工製品の開
静岡銀行
発事業

18

2522211054 有限会社幸印

医療用特注手術用器具の滅菌性・洗浄性向上及び
短納期化を実現する技術高度化

19

2522211055 有限会社大内技研工業

地球環境に優しい代替素材を使用した歯科用断層撮
静清信用金庫
影Ｘ線診断装置部品の試作開発

20

2522211058 株式会社モノコミュニティ

ものづくりにおける設計プロセスからつながる立体造
浜松信用金庫
形支援システムの開発

21

2522211060 株式会社エイディーディー

エアコン、チラーユニット等の冷凍空調器用空冷式冷
沼津信用金庫
凍機の省エネ化

22

2522211063 株式会社ケージーケー

自動車部品向け精密試作部品加工の加工精度向上
浜松信用金庫
と生産能力向上

23

2522211064 株式会社梅の木

自動車プラスチック電装部品における射出成形機と
金型構造の技術を結集した異種類材料一体成形品
の試作

24

2522211067

25

2522211071 ハマニ化成株式会社

新表面加飾技術と既存技術の融合による新商品開発
浜松信用金庫
と事業化

26

2522211074 三栄工業株式会社

日本国内生産の金型用部品加工における新しい生産 税理士法人渥美会
体制の確立
計事務所

27

2522211075 東金属産業株式会社

高機能金型製作を可能とする付加加工法に取り組む
静岡銀行
ことによる製作プロセスの改善

28

2522211076

29

2522211077 富士護謨産業株式会社

先端設備導入による新たなウレタンカット技術確立へ
静清信用金庫
の挑戦

30

2522211090 株式会社コベス

次世代自動車のＬＥＤ照明用ワイヤーハーネスに対
応する生産体制の確立

31

2522211091 有限会社島村歯車製作所

医療機器向け樹脂製歯車の製造工程の見直しによる
三島信用金庫
コスト削減と加工精度向上。

32

2522211092

増田樹脂化学工業株式会
社

３次元的装飾を可能にし表現力を高めたキャラクター
焼津信用金庫
入りカトラリーの開発と新市場の開拓

33

2522211093 小林工業株式会社

５軸工作機用ＣＡＤＣＡＭの導入による市場競争力の
静岡銀行
向上

34

2522211094 株式会社東洋機械製作所

新大形放電加工機量産体制の早期確立と業界一の
製造体制の確立

35

2522211095 ヤブタ塗料株式会社

超音波洗浄によるキャビテーション効果を活用した精
静岡銀行
密機器受注拡大計画

株式会社フィットコーポレー 食品包材包装工程の自動化による製造環境の高度
ション
化且つ低コスト化の実現

村田ボーリング技研株式会 高密度溶射技術と、ファイバーレーザー彫刻の融合
社
による微細エンボスロールの製造

静岡銀行

小澤稔税理士事務
所
沼津信用金庫

静岡銀行

浜松信用金庫

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

36

2522211097 株式会社キョウテク

部品の精度向上・短納期化および機械生産プロセス
富士商工会議所
全体の強化改善

37

2522211099 株式会社高橋製作所

スポット溶接の自動化実現による競争力強化

38

2522211100 株式会社アメリオ

１枚のレントゲン写真を用いた股関節臼蓋被覆の３次
浜松信用金庫
元評価システム試作

39

2522211107 都商事株式会社

被覆線からの銅回収技術とノウハウの確立

静岡信用金庫

40

2522211111 鶏林食品株式会社

イスラム圏向けハラル食品の開発・製造と販路開拓

沼津信用金庫

41

2522211113 有限会社和田製作所

難加工部品の板材の丸め技術を利用した順送プレス
磐田信用金庫
加工と試作開発

42

2522211121 加藤タオル株式会社

甘糊工程レスによる高効率・低負荷環境の革新的タ
オル製織技術の構築

43

2522211128 日本精機株式会社

工程集約による高精度で加工能率を向上させる加工
浜松信用金庫
法の開発

44

2522211132 株式会社アクト

最新型ラミネート欠点検査機の導入による、品質向上
静岡銀行
に向けた製造体制の構築

45

2522211133 有限会社ケー・ティー・エス

３Ｄ設計技術を活かした「面で受ける」精密加工用治
具の製作

浜松信用金庫

46

2522211134 株式会社いちまる

真空調理の低温技術を活かした新規製造工程導入
による新商品開発

公益財団法人静岡
県産業振興財団

47

2522211138 株式会社中遠熱処理技研

鍛造品における結晶粒粗大化を防止する温度測定解
静岡銀行
析技術の開発事業

48

2522211140

49

2522211141 肥田電器株式会社

薄肉射出成形工法の開発

北陸銀行

50

2522211144 高森商事株式会社

異素材混合物の分離・破砕による再資源化事業

沼津信用金庫

51

2522211145 日学株式会社

黒板・白板 罫引き精細化と書込み技術の向上

商工組合中央金庫

52

2522211147 株式会社マクルウ

マグネシウム合金への新規表面処理技術の開発と福
静岡銀行
祉用具用パイプフレームの試作

53

2522211148 株式会社リサイクルクリーン

廃棄物の高度選別を活用した原料安定供給によるＲ
浜松信用金庫
ＰＦ（固形燃料）製造体制の確立

54

2522211152 株式会社リュウテック

自動車油圧装置部品製造に伴う製造環境高度化・付
商工組合中央金庫
加価値の増加

浜松信用金庫

浜松信用金庫

株式会社テクニカル・ワーク 電子制御サーボプレス導入による車載用安全機能部
島田信用金庫
ス
品の品質の良化・生産性と耐久性の向上

受付番号

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

55

2522211153 株式会社大庭塗装工業所

マグネシウム素材への高精度、高効率な塗装を可能
静岡銀行
にする新技術の導入事業

56

2522211154 株式会社松田熔接

熟練された技術と新型機械設備の融合による高品位
遠州信用金庫
デザイン機械カバーの製造

57

2522211155

58

2522211157 株式会社大塚

聴覚リハビリサービスおよび専門人材の育成を強化
する業務支援システムの導入

59

2522211160 プラス産業株式会社

特殊振動板用抄紙機の自社設計開発・導入による品
静清信用金庫
質・生産性向上

60

2522211162 株式会社精研

高精度な真直度を確保された高速ワイヤー放電加工
浜松信用金庫
技術の構築

61

2522211163

62

2522211169 中和物産株式会社

小ロット・短納期対応と新素材の製袋加工に向けた先
静清信用金庫
端設備導入計画

63

2522211171 有限会社木村木工製作所

節句人形用段飾り製造における生産体制高度化によ
遠州信用金庫
る新製品開発

64

2522211179 株式会社エッチ・ケー・エス

独創的機能を追加した複合加工機の開発による、
静岡銀行
ショックアブソーバー等の革新的生産プロセスの構築

65

2522211181 株式会社ケイリックス

小型打抜加工技術導入による設備稼働効率の向上
計画。

清水銀行

66

2522211183 株式会社マチヅカ製作所

新型デジタル電動サーボプレス機導入によるプレス
製品の高品質化と新規市場の開拓

島田信用金庫

67

2522211187

68

2522211196 千博産業株式会社

木造住宅用制振装置の実使用を模した製品検査の
確立

69

2522211197 株式会社伍葉精機

デジタル測定機器のネットワーク化による形状加工技
浜松信用金庫
術の高度化

70

2522211201 株式会社漆畑製作所

消費者の嗜好多様化に対応したクールジャパンもの
づくり技術の強化と海外向け製品の受注増加に対応 焼津信用金庫
した生産体制の構築

71

2522211202 株式会社和田機械製作所

手術用器具の複雑化形状に向けた新たな加工技術
開発の実現。

静岡銀行

72

2522211207 株式会社山岡産業

自動車用ナット溶接部門の自動化に伴う短納期化と
小ロット対応による受注業種の多角化

磐田信用金庫

73

2522211208 アイサン工業株式会社

舗装路面切断時における切断排水をリサイクルする
小型排水処理装置の開発

浜松信用金庫

有限会社アミュージングデ
ザインイトウ

自社の超薄型ＬＥＤ照明器の改良による新市場開拓
静清信用金庫
プロジェクト

株式会社オリオン工具製作
ＣＦＲＰ高効率加工用ダイヤモンドチップソーの開発
所

Ｒ＆Ｂエンジニアリング株式 国内外の未開発マーケット獲得のためのスーパーミ
会社
ニクレーン試作開発

静岡銀行

浜松商工会議所

武蔵野銀行

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

74

2522211220 株式会社佐野工業

海外製品との競合力を高める高精度検査の為の測
定機導入計画

75

2522211221 株式会社丸高塗装工業所

抗菌塗装への挑戦と高品質・低コスト化を目指した塗
遠州信用金庫
装工程の改善

76

2522211229 伸東測量設計株式会社

「早く」「安く」「品質の良い」「リアルな」３Ｄモデル作成
三島信用金庫
手法の構築

77

2522211230 京浜金属工業株式会社

自動車の自動変速機用スプリングの新たな加工方法
静岡銀行
の確立

78

2522211232 企業組合動物の森

ペットの個別永代供養と個別火葬対応による付加価
値サービスの提供

焼津信用金庫

79

2522211234 株式会社日本ロック

２輪車用グリップヒーターの試作開発

静岡銀行

80

2522211240 神谷加工所

硬度ゼロの新ウレタン樹脂を使った床ずれを防止す
る介護用品開発

磐田信用金庫

81

2522211245 株式会社クリヤマ機工

５軸加工対応のＣＡＤ／ＣＡＭ導入による金型・部品
加工の高精度化の実現

田中徳治税理士事
務所

82

2522211248 株式会社遠州米穀

流通・消費者からの小容量化ニーズへの対応と労働
磐田信用金庫
負荷低減を実現する梱包ラインの増設

83

2522211249 杉田工業株式会社

小径ギヤのトランスファープレスによる精密加工技術
静岡銀行
の習得と品質保証体制の確立

84

2522211250 有限会社鈴昭技研

自動化システムを用いた高機能コーティングによる
チップソーの高付加価値化

85

2522211258 株式会社エム・ライン

純ポリイミドを被覆とするケーブルの試作開発と量産
静岡銀行
体制の構築

86

2522211261 平岡ボデー株式会社

ウルトラハイテン材による薄肉・軽量自動車部品の開
静岡銀行
発事業

87

2522211263 ライト・イア合同会社

革新的超薄型高音質平面スピーカーユニットの性能
浜松信用金庫
改善

88

2522211266 株式会社ミズノテック

高精度マシニングセンタの導入による高性能製品製
造、価格競争力向上及び環境負荷低減の実現

89

2522211269 有限会社松和製作所

陶磁器などに写真を元にしたレリーフ加工をする技術
三島信用金庫
の開発

90

2522211271 有限会社新村工業所

新研削設備導入による加工精度の向上と納期の大幅
遠州信用金庫
短縮の実現計画

91

2522211273 有限会社加藤精工所

軽量化アルミ素材に対応する、ＮＣ旋盤を活用した切
浜松信用金庫
削加工技術の確立

92

2522211277 株式会社松尾鉄工所

高品質な接合部摩擦面とブラスト処理した下地素地
を併せ持つ大型鉄骨部材の供給体制の整備

島田信用金庫

静岡銀行

清水銀行

静岡信用金庫

受付番号

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

93

2522211279 株式会社山登

防塵室の製造環境改善と効率的な生産体制の構築
による新分野への進出。

94

2522211284 松和株式会社

ハイスピードマイクロスコープの導入による高効率塗
浜松信用金庫
装技術の確立

95

2522211286 株式会社古沢工機

専用機架台精密加工による真直度２／１，０００ｍ／
ｍ（２μ）への挑戦。

三島信用金庫

96

2522211288 株式会社ヒノックス

次世代複合（耐火・断熱）エコパネルの試作開発

静岡銀行

97

2522211293 株式会社マルダイ

「中大規模建築の木造化」を目的とした特殊加工機の
商工組合中央金庫
開発・導入

98

2522211299 永田部品製造株式会社

部品設計段階へのシミュレーション導入による検討フ
商工組合中央金庫
ロー再構築

99

2522211300 共立サンテック株式会社

自動車用レンズ金型の磨きレス化の研究開発

藤原日士人税理士
事務所

100 2522211308 有限会社福田織物

革新的なデザインの超極細綿ドビー織物開発によ
る、国内外市場の開拓

静岡銀行

101 2522211310 株式会社中精器

特殊ナットの高精度検査体制の構築による短納期・
高品質出荷体制の確立

静岡中央銀行

102 2522211314 丸長鍍金株式会社

硬質クロムめっき装置の後工程（洗浄、乾燥、検査）
の自動化システム開発

静岡銀行

103 2522211315 ワシロック工業株式会社

建築用コンクリートブロックの高強度・低コスト・短納
期化に向けた設備改良計画

静清信用金庫

104 2522211316 株式会社ファースト

産廃を原料とするリサイクルペレットの安定量産方法
遠州信用金庫
と高付加価値化開発

105 2522211317 有限会社沢井工業

最新型高精度高速複合加工機導入による生産性向
上及び短納期化

106 2522211322 株式会社アサヒピー．エム

一体加工による切削加工部品の短納期化、高効率生
浜松信用金庫
産プロセスの確立

107 2522211324 株式会社グリーンループ

最新鋭の事前選別装置の活用による容器包装プラス
島田信用金庫
チックの高度利用

108 2522211326 鈴木紙器有限会社

内包物形状の複雑化・製品短納期ニーズに対応する
静岡中央銀行
段ボール加工プロセスの確立

109 2522211329 株式会社ワールドテック

新スパッタカバーの開発を通じた超薄型板金加工技
術の確立

浜松信用金庫

110 2522211334 株式会社友照工業

複合型測定機を用いた製品の非破壊検査の実現

浜松信用金庫

111 2522211336 東洋レヂン株式会社

プラスチック成形工場のコストダウン実現に向けた工
静岡銀行
程圧縮設備の開発

静岡中央銀行

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

112 2522211339 笠間発條株式会社

冷蔵庫扉バネ部品の歩留り向上と短納期化

島田信用金庫

113 2522211340 奥田精工株式会社

液状シリコーン樹脂の成形技術を確立して、ゴムパッ
静岡銀行
キンの代替！

114 2522211344 株式会社ジーアクト

５軸マシニングセンター導入による光学医療部品の高
浜松信用金庫
精度、低コスト化、短納期対応の実現

115 2522211345 株式会社イーシーセンター

建設廃棄物処理への高性能破砕機・色彩選別技術
導入による高品質再生材生産

116 2522211349 ワラシナ工業株式会社

ワイヤーハーネスにおける「細径かつ引張り強度を向
焼津信用金庫
上」させた製品の製造工程確立

117 2522211350 株式会社ベルクス

ボンデットシールの高効率プレス加工工法開発事業

富士信用金庫

静岡銀行

118 2522211351

アキヤマエヌシーテープセ
ンター株式会社

３Ｄプリンターと切削加工を併用した試作品の超短納
静岡銀行
期化

119 2522211354

株式会社鈴木スプリング製 高品質・高効率な太物押しばね生産技術による新規
浜松信用金庫
作所
受注、新規顧客獲得計画

120 2522211355 日本オーガニック株式会社

自社製品の品質向上とコスト削減を目指した製造体
制の強化

静岡銀行

121 2522211357 山本機工株式会社

建設車両の大型複雑形状部品の製造に伴う加工技
術の確立

静岡信用金庫

122 2522211358 株式会社アコヤハイテック

株式会社オオサワ・
先端医療機、福祉機器の試作品超高精度、短納期化
ビジネス・コンサル
の実現
ティング

123 2522211362 仲山鉄工株式会社

コンクリートカッターの超低騒音化および超小型化

124 2522211364 株式会社富士山ワイナリー

フランス等ＥＵに輸出する国際基準のスパークリング 植松経営労務事務
ワインの醸造
所

125 2522211366

島田信用金庫

エイ・エフ・エム・ジャパン株 林産地での地産地消を目指した防腐防蟻処理木材生 公益財団法人静岡
式会社
産技術の開発と林産事業振興
県産業振興財団

126 2522211367 パシフィック電子株式会社

在宅用ハイフロー呼吸療法システム開発による在宅
静岡銀行
呼吸医療の事業化

127 2522211368 松菱製紙株式会社

省エネルギー化を実現する、再生紙（トイレットペー
パー）原料の古紙破砕と異物除去プロセスの改善

富士信用金庫

128 2522211371 株式会社渥美

マーキングペン先の材料芯材カット高効率自動供給
体制の確立

浜松信用金庫

129 2522211373 サカエ金型工業

モーターアクチュエータ用ハウジングの高精度化によ
静岡銀行
る事業の高付加価値化

130 2522211379 株式会社佐野金型製作所

大型マシニングセンター導入による大型精密金型・順
静岡銀行
送型の高効率生産体制構築

受付番号

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

131 2522211382 デザインパーツ株式会社

製品検査過程の高度化によるプロセス再構築及び製
三島信用金庫
品管理効率化・短納期化の実現

132 2522211390 株式会社明和工業

大型アルミダイカスト製筐体の高難度切削加工への
取り組み

133 2522211395 丸啓細巾工業有限会社

工業用資材織物の立体造形での量産化技術の確立 浜松信用金庫

134 2522211398 山口溶接株式会社

波形制御機能の応用により、予熱とクレータ―処理を
同時に行うことが可能な高硬度素材への溶接加工技 焼津信用金庫
術の確立。

135 2522211399 株式会社ランドテクト

上空制限下での掘削技術を向上し、社会資本の老朽
静清信用金庫
化対策に貢献する

136 2522211400 株式会社アーチ

複合施設の開設による「痛み」の改善に対する多角的
遠州信用金庫
サービスの提供

137 2522211401 株式会社日幸製作所

航空機分野に対応する高精密加工技術の強化とその
静岡銀行
製品生産体制の確立

138 2522211404 株式会社エヌエー

耐衝撃性向上フロートスイッチ試作品開発と新生産工
磐田信用金庫
法確立

139 2522211407 清水港木材産業協同組合

木質大型建築における高度な立体造形加工技術の
確立

浜松信用金庫

商工組合中央金庫

140 2522211410 ショーダテクトロン株式会社 ピコ秒レーザーによるガラス自由曲線切断の実現

静岡銀行

141 2522211415 株式会社田代鉄工所

長尺線材加工機の開発

富士宮商工会議所

142 2522211419 ウエル・システム株式会社

工作機械用大形部品を高精度切削する新たな工法
の開発

浜松信用金庫

143 2522211425 有限会社コイケサイド

省原料・高輝度蓄光アクリルサインの開発普及事業

静岡銀行

144 2522211426 有限会社渡辺工作

注射針（カヌラ）製造機の部品加工における納期短縮
富士宮信用金庫
と販路拡大

145 2522211427 蒲産業株式会社

木工切断電動工具機の小型・軽量化に対応する、小
浜松信用金庫
径・高性能のチップソーの開発

146 2522211434 株式会社外岡商店

「つくね芋」の商品試作開発と農業振興、六次産業化
静岡銀行
に向けた取り組み

147 2522211435 有限会社渡瀬軽合金

低コスト・長期ライフサイクルを実現する新型アルミ溶
静岡銀行
解炉の開発事業

148 2522211437 株式会社いなさ

溶接部門の強化による生産リードタイムの短縮と低コ
遠州信用金庫
スト化の実現

149 2522211439 ノボル精密株式会社

高性能研削盤導入によるベンダー金型の革新的生産
静岡銀行
体制の確立

受付番号

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

150 2522211451 有限会社白井製作所

眼科医療装置の小型・精密化に対応する高度板金技
浜松信用金庫
術工程の確立

151 2522211452 メガロ化工株式会社

特殊シリコンゴム型を応用した金型レスマイクロ波成
形技術の確立、及び試作・小量産金型、サービス
静清信用金庫
パーツ復元金型事業への展開

152 2522211454 株式会社メガロ静岡

再生不可能であった光学レンズ用ポリカーボネート樹
静清信用金庫
脂のリサイクル技術開発

153 2522211457 マスコー製紙株式会社

固巻きイメージの芯無しトイレットペーパーを柔らかく
清水銀行
する改善設備導入

154 2522211458 株式会社イーケーシー

施工性や耐震性に優れ、複合素材で構成する新たな
静岡信用金庫
耐力壁材や締結補強方法の

155 2522211470 株式会社マエダ美化

鶏舎における新規な有機性堆肥生産システムの開発 静岡銀行

156 2522211471 北極しろくま堂有限会社

富士市産業支援セ
画期的な「抱っこおんぶ布」を開発し、これまでにない
ンターｆ-Ｂｉｚ（株式
販売手法で新たな販路を開拓する。
会社イドム）

157 2522211472 株式会社Ｓ．Ｇ．Ｍ

丸鋸刃厚の薄肉化と微細ピッチの商品化による切断
静岡銀行
機メーカー市場の獲得

158 2522211476 株式会社タニコー

超高張力鋼板プレス加工に対応した一気通貫の生産
磐田信用金庫
体制の確立

159 2522211482 富士高砂酒造株式会社

外国人観光客向け機内飲酒用及び土産品用としての ＲＳ経営コンサル
１００ｍｌ瓶詰日本酒の開発・販売
ティング

160 2522211487 ＭＰ株式会社

誰でも簡単に更新できるマルチデバイス対応ＷＥＢシ
浜松信用金庫
ステムの開発

161 2522211489 有限会社日本スエーデン

「革深絞り技法」のシステム化・高度化による市場にな
静清信用金庫
い革製品の開発と発信

162 2522211492 株式会社トヨコー

一定面積の半自動レーザー塗膜除去装置の開発

163 2522211493 株式会社モス

設計から組立までの生産管理システムの構築と工程
静岡銀行
間検査の確立

164 2522211497 株式会社ニッシン

ワイヤーハーネスの端子圧着機に係る生産性の高い ＲＳ経営コンサル
開発体制の確立
ティング

165 2522211498 株式会社章和製作所

強みを生かした少量多品種、高精度品への対応によ
浜名商工会
る新分野の挑戦

166 2522211499 株式会社渡辺製作所

人工透析装置のモーター周辺部を構成する切削部品 ＲＳ経営コンサル
の精度向上に係る開発
ティング

167 2522211500 株式会社スズテク

高速・高精度な合理化装置を実現するための新しい
非鉄金属部材の生産体制の構築

168 2522211506 株式会社アイソ超硬技研

特許を活用したアルミ素材の加工用刃物に関する試 ＲＳ経営コンサル
作開発
ティング

清水銀行

浜松信用金庫

受付番号

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

169 2522211508 株式会社魚河岸丸天

地元の高鮮度食材の安定供給プロセスの構築による
静岡中央銀行
高付加価値化の実現

170 2522211514 株式会社アクト・フォ

独自の緑茶芳香液を活用した香り豊かなティーバッグ
静岡銀行
と粉末茶の開発

171 2522211515 株式会社電興社

固層および標識型抗体付加法とフォトン計数法による
浜松信用金庫
ウイルス高感度高速検知装置

172 2522211516 株式会社先生製作所

シリンダーチューブ生産ラインにおける革新的工程導
焼津信用金庫
入による高効率・高品質化

173 2522211518 株式会社寳屋

新型横型選別機の開発による、食品原料の異物選別
静岡銀行
の高度化

174 2522211521 株式会社Ａ－ＬＩＦＥ

グローバル市場向けアルコール発酵せずに旨味成分
川崎信用金庫
を醸造した醤油の開発

175 2522211525 三和酒造株式会社

５ＫＬサーマルタンク導入による酒質向上と純米大吟 税理士法人アーク
醸・純米吟醸の生産量拡大
ネット静岡事務所

176 2522211528 市川産業株式会社

裁断用油圧プレス機導入による、流通用保冷容器製
磐田信用金庫
品開発及び製造事業

177 2522211532 文光堂印刷株式会社

可変印刷とＩＴの複合化技術による訴求効果の高いＤ
三島信用金庫
Ｍシステムの開発

178 2522211535 駿河ダイテック株式会社

リバースエンジニアリングを応用した次世代金型製作
スルガ銀行
に向けたイノベーションプログラム

179 2522211536 株式会社松下工業

充填性の改善と言語が異なる作業者にも安定した作
磐田信用金庫
業が可能な造形機の開発と提供

180 2522211538 有限会社曽根田工業

ＣＢＮ工具再生利用可能にする多品種少量生産シス
磐田信用金庫
テムの確立

181 2522211548 有限会社オムニシステム

クラウド型寺院向けソフトを利用した事務代行とタブ
レットＰＣによる情報提供サービスの開発

182 2522211549 株式会社片山

通常、廃棄処分される色落ち海苔を活用した、新たな
静岡信用金庫
海苔スナック菓子の製造構築

183 2522211550 有限会社瀬尾製作所

高精度形状測定器による品質管理の精緻化と品質報 ＲＳ経営コンサル
告書の作成
ティング

184 2522211551 有限会社エスエスシー

自動車部品（クラッチプレート）に係る塗装の量産化・ ＲＳ経営コンサル
高精度化に向けた設備開発
ティング

185 2522211552 株式会社山崎製作所

薄板金属加工技術を活かしたメタルインテリア製作

186 2522211554 有限会社キムラ加工

イスラム圏向け県産ハラル粉末茶スティックの自社完
静岡銀行
結製造工程構築

187 2522211558 株式会社丸井商事

医療・福祉向けの特殊素材を使ったクッションの品質
静岡銀行
向上と迅速化

浜松信用金庫

静清信用金庫

受付番号

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

188 2522211562 栗田産業株式会社

球状黒鉛鋳鉄の厳格な品質管理による均質・高強度 ＲＳ経営コンサル
な鋳物の新製品に係る開発
ティング

189 2522211563 井上機工株式会社

銅パイプとアルミパイプの接続管（共晶接合部位）の
漏れ検査機器の開発

190 2522211565 株式会社髙橋ボデー

高耐性鋼材スウェーデン鋼を活用した軽量かつ高強
静岡信用金庫
度の新形状ボデーの開発

191 2522211569 ＲＴＭ株式会社

金型へのレーザー照射と精密窒化処理『タイマ処理』
静岡信用金庫
による金型長寿命化技術の開発

192 2522211574 株式会社日進商事

多素材・多品種・小ロットの梱包材による革新的梱包
静岡銀行
サービスの事業化

193 2522211577 株式会社レッツ

高品質、高機能の安価顆粒茶の新簡易製造方法と量
磐田信用金庫
産連続製造設備の開発

194 2522211579 有限会社ディーズ

窯業系サイディング出隅材の接着部分を補強する工
遠州信用金庫
法の試作開発

195 2522211582 株式会社浜松ベジタブル

セラミックを利用した小型オゾン発生体の製造

196 2522211588 デンタルクラフトＭＩＵＲＡ

高精度・生体親和性の高い天然歯に近い歯冠修復物
静岡信用金庫
の製作加工技術の確立

197 2522211589 有限会社金子ナプキン

紙ナプキン製造で培ったノウハウを活かし、新事業と
静岡中央銀行
してクッキングペーパー事業を展開する。

198 2522211591 株式会社村松製作所

品質安定化・短納期化を実現するチップソーホーニン
浜松信用金庫
グ（エアーブラスト）自動化システム開発

199 2522211592 有限会社天王重機

低コスト・高品質で作業効率が高く、作業環境に配慮
磐田信用金庫
した新たな鋼管杭の開発

200 2522211597 髙橋刃物工業株式会社

金属加工用切削工具分野への新規参入と社内製造
工程の構築

201 2522211600 株式会社芹澤工業

ＬＥＤ照明器具の高精度部品の生産・環境プロセスの
静岡銀行
改善

202 2522211601

株式会社北里バイオファル 受精卵・卵子凍結保存キットの改良、及び包装工程
マ
改善

富士宮信用金庫

浜松信用金庫

浜松信用金庫

静岡銀行

203 2522211602 有限会社深沢米店

生産者と卸売業者の連携による革新的な米穀流通の
静岡市清水商工会
確立

204 2522211607 株式会社小楠熔接製作所

レーザー加工機導入による業務の効率化・迅速化と
業績向上取組事業

浜松信用金庫

205 2522211616 株式会社トマト

介護者や利用者の負担軽減及び安全確保に資する
「寝浴 天井走行リフト入浴サービス

静岡信用金庫

206 2522211626 有限会社Ｉｍａｋｅ

自動車用燃料パイプ等の固定金具かしめ加工に関す
御殿場市商工会
る自動化装置の試作。

受付番号

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

207 2522211627 スズコー株式会社

水揚げ直後のしらすを生のまま炊いて作る佃煮「生し
静岡銀行
らすのくぎ煮」の開発及び販売

208 2522211631 海野製作所有限会社

建材の多品種小量生産体制を確立し、柔軟な供給体
静清信用金庫
制を整備する

209 2522211635

有限会社水野エレクトロニ
クス

フェライト磁石焼成炉における、焼成時間の短縮と小
静岡銀行
型、省エネを実現する新製品開発事業

210 2522211641 株式会社ヤマテエ業

液流を一定化するために整流板を取り付けたメッキ装
浜松信用金庫
置の開発と生産工程の確立

211 2522211645 土井製菓株式会社

焼き菓子製造ライン見直しに因る商品廃棄量の削減 静岡銀行

212 2522211646 株式会社静岡ハイテック

ＣＮＣフライス盤導入による作業効率化と競争力強化
清水銀行
の実現

213 2522211654 百年住宅株式会社

「ハウス・ヘルスモニタリング」実施による防災住宅機
静清信用金庫
能の強化

214 2522211656 株式会社興進

高品質・高実装密度のプリント基板製作のための生
産ラインの構築。

清水銀行

215 2522211659 株式会社三弘

高速度表面清浄化処理が可能な双極子プラズマ装
置の開発

北國銀行

216 2522211660 清栄コンピュータ株式会社

細分化した食品表示に対応した次世代印字検査機の
焼津信用金庫
開発とその拡販

217 2522211663 Ｔ．Ｉ．Ｐ和田

医療分野製品等高収益率受注拡大のための技術高
静清信用金庫
度化及び生産性向上に資する取り組み

218 2522211665

富士高原スイーツ工房株式 地元材料を使った地元発「富士山の恵み」ブランドで
会社
の観光土産スイーツの商品化事業。

富士市産業支援セ
ンターｆ-Ｂｉｚ（株式
会社イドム）

219 2522211671 有限会社伸光工業

自動車部品のバリ工程自動ロボット化による品質安
定と競争力強化

御前崎市商工会

220 2522211673 柴原化成株式会社

建築用断熱建材の作業工程の改善事業

静岡銀行

221 2522211677

株式会社ブルックマンテクノ フルハイビジョン超高感度カラーイメージセンサの開
ロジ
発

浜松信用金庫

222 2522211679 山崎工業株式会社

室外で使用される監視カメラ用プリント配線板の製造
商工組合中央金庫
開発

223 2522211680 三和工業株式会社

人工衛星用真空試験装置の試作開発及びコスト削
減・短納期計画

224 2522211682 丸山製茶株式会社

緑茶の成分提示により輸出拡大を図るための茶成分
掛川信用金庫
検査・緑茶製造・海外販売体制の構築

225 2522211686 髙橋そば製粉株式会社

そば粉品質の長期維持、害虫混入不可能な製粉工
程の構築

三島信用金庫

静清信用金庫

受付番号

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

226 2522211697 株式会社佐野電気研究所

マシンオペレーション部品照合システム導入及び部品
富士宮信用金庫
管理体制のシステム構築

227 2522211699 株式会社長田金型製作所

市場ニーズを満たすための薄肉ハイサイクル金型製
静清信用金庫
造プロセスの改善及び顧客への提案力強化

228 2522211700 東海冷熱工業株式会社

ガスエアコンのコントロール基板検査装置の開発とリ
浜松信用金庫
ビルト化事業の展開

229 2522211701 協同ゴム工販株式会社

成型・検査設備の導入による自動車様高機能ゴム製
静岡銀行
品の製造工程構築

230 2522211702

エーアールシーブレージン
グ株式会社

自動車用インタークーラーの複雑形状化・高精度化及
清水銀行
び工程短縮の確立。

231 2522211706 静宏産業株式会社

自動車ヘッドランプ用光学厚肉レンズの研究開発

232 2522211708 株式会社エンドウ技研

大型金型の補修に特化した、川上から川下まで手掛
焼津信用金庫
けるワンストップ金型補修サービスの実現

233 2522211710 株式会社常光

真空採血管製造オートメーション化による生産プロセ
静岡銀行
ス（品質・生産性）の向上

234 2522211711 小林機工株式会社

大型超硬合金鍛造用金型の受注獲得を目指すため
の、製造環境の整備

税理士法人ＭＧア
カウンティング 富
永真之

235 2522211712 関羽工業株式会社

世界初、省エネクランプシステムの製品事業化及び
量産試作の構築

奥浜名湖商工会

236 2522211716 有限会社静岡洞江水産

栄養価の高いまぐろ残差を活用した美味しく食べやす 公益財団法人静岡
い商品の開発
県産業振興財団

237 2522211717

有限会社長岡生コンクリー 生コン運搬中の経時品質管理の実現による、環境負
静岡銀行
ト
荷軽減・インフラ基盤強化への貢献

238 2522211718 株式会社ＫＳＩ

239 2522211724

低侵襲型医療機器の操作性・機能向上を図るシリコ
ン製品の開発

静岡中央銀行

合資会社ベアードブルーイ クラフトビールの高品質化および農園型ブルワリー実
静岡銀行
ング
現による地域貢献

240 2522211728 三明電子産業株式会社

241 2522211730

静岡銀行

糸外れ、糸絡みを軽減した省エネ型全自動イカ釣装
置の開発

清水銀行

株式会社テクノ・モーターエ 治具及び溶接部品の納期対応及びコストダウンよる、
静岡銀行
ンジニアリング
航空機部品製造の拡大

242 2522211733 株式会社朝日園

香りたかいほうじ茶の製造とオリジナルティーバッグ
の開発・製造環境の整備

静岡銀行

243 2522211736 大坪水産株式会社

高品質製品（加工鰹）への受注増加に対し工程の自
動化により生産性向上を図る取り組み

静清信用金庫

244 2522211743 ワールド電子株式会社

高品質電子部品製造の為の窒素リフロー装置を搭載
清水銀行
した電子部品実装ラインの導入

受付番号

申請者名称

245 2522211756 日本防振工業株式会社

事業計画名

認定支援機関名

空気ばね特有の揺れを抑えた、露光装置用除振機構
静岡銀行
の試作開発

