
(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 2522110004 小松工業株式会社
異形状部品の2ヶ同時成形により偏心荷重を抑制す
る革新的鍛造技術の開発・事業化

浜松信用金庫

2 2522110005 日本ニューノーズル株式会社
次世代スマートフォンの精密成形部品用ノズルの精
密加工プロセス実現

静岡信用金庫

3 2522110007 浜松ヒートテック株式会社
省エネルギー・省資源・省廃棄物のアルミ液中溶解
装置の試作開発

浜松信用金庫

4 2522110008 株式会社日本シアタサービス
電圧変化だけで明度が変化するＬＥＤ舞台照明機器
の開発

浜松信用金庫

5 2522110010 杉本金属工業株式会社 １００キロハイテン材のナット溶接技術取得への挑戦 静岡銀行

6 2522110012 羽立化工株式会社
ブロー成形品の表面品質を改善する成形条件の確
立と量産技術開発

浜松信用金庫

7 2522110015 共和成産株式会社
住宅内装パネルの多品種変量生産を可能にする製
造方法の確立。

静岡銀行

8 2522110016 株式会社アオイ
流体トラブルを解決する独自内部構造を持った、継
手の試作開発

静岡銀行

9 2522110017 株式会社相生製作所
軽量・高精密・高強度の次世代ＣＶＴ対応自動車トラ
ンスミッション部品の生産

株式会社エイチ・
エーエル

10 2522110018 株式会社焼津冷凍
冷凍機の効率向上による高品質冷凍、省エネ冷凍
技術の開発

静岡銀行

11 2522110019 株式会社共栄設機 ロボットアーム保持装置付トランスファ装置の開発 富士商工会議所

12 2522110021 有限会社菅造型工業
医療用チューブの体内先端位置表示装置の試作開
発

静岡銀行

13 2522110024 ニッコウプロセス株式会社
「輸送機器メーカー協力工場」専用生産管理システ
ムの構築

浜松信用金庫

平成２５年度中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業
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14 2522110027 NNP電子株式会社
設備増強による情報通信機器の開発期間短縮と生
産工程確立

浜松信用金庫

15 2522110028 株式会社ベルスター・スズキ
溶接構造物の多品種少量生産に対応する高精度・
高効率・フレキシブルな加工技術の構築

静岡銀行

16 2522110029 クレマツ機鋼株式会社
金属切断用超硬チップソーにおける微細ピッチ刃の
製造技術開発

掛川信用金庫

17 2522110031 日本教育楽器株式会社
リードプレート 一体成型新金型の製作と、音源部品
の商品化

商工組合中央金庫

18 2522110033 碌々産業株式会社
意匠性ある加工面にて、多様化するニーズに応える
要素技術の開発

小林宏旨税理士
事務所

19 2522110034 鈴覚株式会社
オートバイ向け軽量化ハンドル　量産化技術開発へ
の挑戦

静岡銀行

20 2522110038 有限会社パパラボ
正確な色画像・数値情報による革新的ものづくり支
援システムの開発

浜松信用金庫

21 2522110045 株式会社下村製作所
短尺ネジ鍛造加工技術の向上と生産高効率化（低
コスト化）

静岡銀行

22 2522110047 有限会社竹山鉄工所
金属加工要求の複雑化・多様化への対応による競
争力強化の実現

浜松信用金庫

23 2522110048 河口精機株式会社 高精度加工部品の量産切削加工技術開発 浜松信用金庫

24 2522110052 斎藤精機株式会社 計測の高度化による高精度３次元加工の実現 浜松信用金庫

25 2522110055 株式会社エフ・ピー・ケー
最新型複合加工機導入による高精度加工対応及び
フレキシブルな生産体制の確立

静清信用金庫

26 2522110058 第一化成株式会社
厚肉樹脂レンズの成形に係る加工法の開発に資す
る精密加工技術の高度化

商工組合中央金庫

27 2522110059 有限会社太悦鉄工
簡便性と強度を兼ね備えたサッカーゴール等の固
定具の開発

遠州信用金庫

28 2522110062 株式会社ロジック
高齢者独居世帯の在宅時における安否見守り支援
システムの開発

静岡銀行

29 2522110067 三恵株式会社
超短納期な樹脂成形から複合塗装までの革新的一
貫加工プロセスの構築

浜松信用金庫



30 2522110069 株式会社ティシーエム
樹脂金型製作における難形状切削、短納期化体制
の構築

静岡銀行

31 2522110070 有限会社鈴精機
CNC三次元測定機の導入による高精度測定の確立
と製品の精度保証の実現

静岡銀行

32 2522110072 株式会社タミヤ
精密プラモデル金型の加工方法を切削を中心とした
加工方法に改善する

静清信用金庫

33 2522110074
イノベーティブ・デザイン＆

テクノロジー株式会社
電解により発生する水素を利用した高品質な生ク
リームの製造装置の開発

浜松信用金庫

34 2522110076 株式会社袴田製作所
精密研磨材加工に適した鋸刃形状の試作開発と量
産化への取り組み

磐田信用金庫

35 2522110077 株式会社ヤマグチ機械
ボーリング工事用ビットのフライス加工、チップ植付
け工程の高精度・効率化

焼津信用金庫

36 2522110080 パルステック工業株式会社 X 線による残留応力工程内計測機の試作開発 浜松商工会議所

37 2522110081
株式会社ウエルビーフード

システム
セントラルキッチン導入による介護食「ウエルビーソ
フト食」の全国への拡販

商工組合中央金庫

38 2522110084 株式会社友藤製作所
次世代ジャンルの部品獲得へ向けた、複雑形状部
品の精密加工と生産技術確立

静岡銀行

39 2522110087 株式会社木村鋳造所
コンプレッサー用の鋼材部品を鋳物に転換し新規需
要を開拓する

静岡銀行

40 2522110091 大宮精機株式会社
医療用チューブを製造するための小型で高精度な
押出成形機の開発

静岡銀行

41 2522110092 株式会社小楠金属工業所
NCギヤーシェーパーST25CNC（6軸）型導入による
『歯切り切削加工』の高度化計画

浜松信用金庫

42 2522110094 株式会社今泉鋳造鉄工所 業務用省エネ　エアコン鋳物部品の開発 商工組合中央金庫

43 2522110095 株式会社サワキ
金属精密加工における短納期･ワンストップ化と新
市場開拓に向けたレーザー加工技術の活用

静岡銀行

44 2522110097 株式会社大川原製作所
完全個別受注生産での「本当に見える化」「短納期
化」 できる新生産管理システムの実現

静岡銀行

45 2522110102 株式会社幸伸技研
カム機構のあるプレス金型製造を５軸制御のＮＣ機
で行う設備と技術開発

商工組合中央金庫



46 2522110104 アスター株式会社
超薄型･精密セラミックス部品の加工技術習得と生
産体制構築事業

静岡銀行
浜松信用金庫

47 2522110105 有限会社平野鋳造所
NCモデル加工機の導入による鋳造用木型の製造プ
ロセスの革新

掛川信用金庫

48 2522110108 榎本工業株式会社
構成部品の高効率製造体制の構築による歯科医療
用小型5軸加工機の多品種対応

浜松信用金庫

49 2522110109 静岡軽粗材株式会社
燃料電池車用樹脂製プロテクターカバーの開発と生
産効率の向上

静岡銀行

50 2522110110 株式会社アオヤマ精工
ジェット機のブレード加工用治具および測定用治具
の加工精度向上

遠州信用金庫

51 2522110112 中根製茶株式会社
海外市場と国内量販向けの高級緑茶ドリップ式
ティーバッグ及び有機緑茶ティーバッグの開発。

掛川商工会議所

52 2522110116 遠州スプリング有限会社
小ロット多品種短納期に対応する新たな生産方法
の開発

静岡銀行

53 2522110117 株式会社CAS
ＷＥＢサイトによる中古車及び物品の個人間交換、
売買の仲介支援

浜松信用金庫

54 2522110119 東京ベロー精機株式会社
大口径シームレスパイプの開発を根幹とした大口径
シームレスベローズの開発

静岡中央銀行

55 2522110123 株式会社ジャパン・ミヤキ
自動車の複雑形状部品に対応する計測自動化によ
る合理的生産プロセスの構築

浜松信用金庫

56 2522110125 株式会社エステック チタン製航空機部品の量産加工技術の確立 三島信用金庫

57 2522110127 株式会社Riseワークス
円筒型シャフト研削加工の高精度化に伴う加工技
術、及び生産体制の構築。

浜松信用金庫

58 2522110129 平電機株式会社 径３ｍｍの把持力が強い腹腔鏡鉗子の研究開発 静岡銀行

59 2522110131 株式会社カワセ
三次元測定機を用いた超大型加工製品の測定方法
の確立と加工製品の高精度化

静岡銀行

60 2522110135 有限会社山崎鋳造
鋳造ＣＡＥ活用による複雑薄肉鋳鉄の製造技術の
開発

菊川市商工会

61 2522110142 湖西テストラボ合同会社
異物分析に特化した受託分析機関として、異物分析
市場を獲得する事業計画

浜松信用金庫



62 2522110144 株式会社万城食品
調味料開発における温度・酸素濃度制御による粘
体加工方法の開発と商品展開

河邉哲彦税理士
事務所

63 2522110148 有限会社神田鉄工所 試作事業・短期納期・ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ化と新技術の構築 浜松信用金庫

64 2522110149 東海ユニット株式会社
ワイヤーハーネスの多品種小ロット化に適応した線
材加工技術と生産体制の構築

浜松信用金庫

65 2522110150 株式会社ゴードーソリューション
スマートデバイスを活用した中小零細機械加工業向
けアプリケーションの開発および提供

磐田信用金庫

66 2522110152 株式会社大井製作所
特許取得済み商品「新型帯鋸」専用アーチ型研削装
置への設備投資

静岡銀行

67 2522110153 有限会社伸明工業
難削添加物入りプラスチック新素材の精密微細加工
技術の確立

磐田信用金庫

68 2522110154 静岡牛乳協同組合
より安全安心な牛乳製品の製造・加工工程（洗ビン
洗浄システムの構築）による生産・販路拡大

静岡信用金庫

69 2522110160 城南電機工業株式会社
LEDランプ製造における、生産ロボット導入による生
産効率化の実現

静岡銀行

70 2522110163 協和工業株式会社
高精度金型による革新的仕上げ工程レスを可能に
する金属プレス加工プロセスの構築

浜松信用金庫

71 2522110167 伊豆川飼料株式会社 国産魚粕を主成分とする100%有機肥料のペレット化 静岡銀行

72 2522110171 ダイワークス株式会社
プーリーの新製造方法開発のための試作開発用マ
シニングセンタ加工機導入

商工組合中央金庫

73 2522110174 株式会社伊熊鉄工所
短納期化、低コストを実現する旋盤加工の自動化に
よる生産体制の構築

浜松信用金庫

74 2522110175 株式会社平垣製作所
医療機器の多品種少量生産に対応した低コスト化
への取組み

静岡県産業振興財団

75 2522110176 アツミ工業株式会社
自動車産業から多様化へ　チタン材の加工技術確
立による航空機産業への参入

遠州信用金庫

76 2522110178 株式会社タツミ製作所
ステンレス製超高精度金属加工品の試作開発及び
短納期販売

静岡銀行

77 2522110180 株式会社山北製作所
自動車用次世代照明器具の高度化に寄与する精密
加工技術の金属プレス部品の開発

商工組合中央金庫



78 2522110181 株式会社ライズ・アップ
災害対応型自動販売機における各種サービスの複
合展開

静岡銀行

79 2522110182 株式会社ブルーニングハーツ
３Ｄ切削機・立体素材印刷機の活用により、よく泳ぎ
よく釣れるウッドルアーの開発・試作

磐田信用金庫

80 2522110186 株式会社オギ
金属パイプの外観キズの検知・識別装置の開発及
び試作

富士宮商工会議所

81 2522110188 株式会社鈴木雄製作所
画像寸法測定器による検査プロセスの効率化、品
質保証力の強化

静岡中央銀行

82 2522110189 平野ビニール工業株式会社
自動車用内装部品の高精度縫製を実現することに
よる競争力強化

浜松信用金庫

83 2522110193 相川鉄工株式会社
スクリーンバスケットスリットの高精度製作装置を設
備導入及び試作品開発

静岡銀行

84 2522110194 株式会社上野鉄工場 「SHAFT　PINION」のプレス製作化 浜松信用金庫

85 2522110195 株式会社日本設計工業
電子基板用超効率粘着ローラー方式保護シール剥
離装置の開発

浜松信用金庫

86 2522110196 株式会社遠州塗装工業 競争力のある高効率な電着塗装ラインの構築 浜松信用金庫

87 2522110198 丸啓鰹節株式会社
生産工程の革新による短納期化及びアレルゲンコ
ンタミリスク低減による需要機会の拡大

静岡銀行

88 2522110201 ユニクラフトナグラ株式会社
『 金型技術のデジタル化による金型生産効率の向
上 』

商工組合中央金庫

89 2522110205 株式会社サンエンテック
最新鋭マシニングセンタの導入により多様な顧客
ニーズに対応可能な生産能力を強化する

浜松信用金庫

90 2522110208 有限会社大沼工業
電子基盤用筐体部品における生産および精度保証
体制の確立

浜松信用金庫

91 2522110209 袖山技研工業株式会社 世界初 4軸 ３Ｄ（曲面）ガラス加工機の開発 静岡銀行

92 2522110210 株式会社森島製作所
コンカレントエンジニアリングによる産業用ロボット開
発事業への参入と事業拡大展開

浜北商工会

93 2522110215 株式会社サムウエイ
フォーカス型高周波マルチコイルの精密曲げ加工と
そのシステム実装

静岡銀行



94 2522110219 遠州紙工業株式会社
紙器製造工程中のプレス機代替による顧客及び自
社の製造・流通環境高度化

商工組合中央金庫

95 2522110220 株式会社エムテック
光造形と真空注型の融合による超短納期な革新的
開発試作品生産体制の構築

浜松信用金庫

96 2522110223 富士川工業株式会社
プラスチック射出成形用金型製作費用低減等のた
めの構造の簡素化を目的とした最新グラファイト加
工機の導入

清水銀行

97 2522110224 サンリツ工業株式会社
高次元生産管理システム導入による間接業務のス
マート化計画

静岡銀行

98 2522110225 株式会社キヤマ
任意形状（三次元自由曲面形状）建築物用の外装
材及び下地材の試作開発

静清信用金庫

99 2522110227 株式会社TOSMO
業界初・高出力及び対応電圧ワイドレンジ型の省エ
ネ無電極照明器具の開発

静岡銀行

100 2522110229 株式会社新日本創研
新しい半凝固鋳造方法による金型製作技術開発と
金型製作

オオサワ・ビジネス・
コンサルティング

101 2522110231 東海部品工業株式会社 下顎骨　再建プレートの研究開発 静岡銀行

102 2522110232 檜工業株式会社
海外（ＡＳＥＡＮ）展開の為の生産力強化と情報シス
テム整備計画

静岡中央銀行

103 2522110234 ノボル鋼鉄株式会社 洗浄工程改善による自動車部品の熱処理品質向上 静岡銀行

104 2522110235 杉本製茶株式会社
世界基準の食品衛生管理で製造された粉末緑茶の
輸出拡大

島田信用金庫

105 2522110239 佐藤精工株式会社
安全なディライトの光学レンズ技術と新しい加工技
術の確立

静岡銀行

106 2522110240 中央精工株式会社
「純チタン」を使用したアレルギーフリーの高品質ア
クセサリー・チェーンの開発と製造

商工組合中央金庫

107 2522110241 株式会社東和テック
業界初・部品検索機能付属タブレット対応型基板設
計ソフトウエアの開発

静岡銀行

108 2522110245 ホクト工業株式会社
高機能な塗装ラインの構築による高付加価値化の
実現

磐田信用金庫

109 2522110250 ISK株式会社
レザー光線３次元測定器の導入による、高精度金
型の製作と短納期対応の強化

静岡銀行



110 2522110253 有限会社村上鉄工所
アルミホイール切削加工工程の高効率化の実現に
よるプロセス強化

浜松信用金庫

111 2522110254 株式会社　サンエス
精密加工製品の製造販売に向けた品質保証体制
の構築

静岡銀行

112 2522110255 サンエムパッケージ株式会社
医療用マスクにおける一連の製造プロセスを自社完
結させるための設備導入

静岡銀行

113 2522110256 株式会社福島鉄工所 プレス金型改修請負サービス 商工組合中央金庫

114 2522110259 ミツマル株式会社
給湯システムの中和器生産における3次元形状溶
着技術の確立

静岡銀行

115 2522110261 ディスク・テック株式会社
自動車部品軽量化に伴う新機能構造部素材向け低
コスト非破壊検査装置の試作開発

浜松信用金庫

116 2522110268 セイリン株式会社
鍼灸針の部品(針体)の新加工方法の確立及び新素
材加工への応用

磯部和明事務所

117 2522110278 清和紙器株式会社
Ｚコンベア及びパレットプレス機導入による段ボール
パレット製造プロセスの短縮

静岡中央銀行

118 2522110279 静岡中部金属開発協同組合
水量変動に対応できる可変ピッチ型タ－ビンを用い
た低落差用発電設備の開発

静岡銀行

119 2522110283 株式会社栄和産業
プレス成形シミュレーションソフト導入による生産プ
ロセス強化

八千代銀行

120 2522110286 東海プロテック株式会社
大量生産を高精度仕上げ加工により、クレーム“0”
の体制を構築する。

静岡銀行

121 2522110287 有限会社鈴木製作所
難削材料の更なる高能率加工による短納期化・低コ
スト化が実現する競争力強化

三島信用金庫

122 2522110290 有限会社葛山製作所
Ｎｃ旋盤を利用した費用対効果の高いネジ転造機の
開発・導入

ＲＳ経営コンサル
ティング

123 2522110291 株式会社ウェルテック伸栄
高張力鋼板の金属塑性加工技術の習得による新市
場獲得

静岡銀行

124 2522110292 株式会社エイコス
小スケール対応ポリウレタンカスタム材提供システ
ム開発基盤整備事業

清水銀行

125 2522110293 株式会社サンユー
電鋳による金属微細管の多品種少量生産用めっき
装置の開発

静岡銀行



126 2522110294 株式会社ブローチ研削工業所
航空機エンジン部品の特殊形状深穴の加工を可能
とする放電加工技術の確立

浜松信用金庫

127 2522110295 有限会社シズプラ
自動車用の曲がり傘歯車製造に必要な高精度の歯
車歯切り用ブレードの開発

清水銀行

128 2522110297 株式会社清水木型製作所
非接触測定機の導入による高精度・短納期な「検査
治具」の開発。

島田信用金庫

129 2522110299 京葉興業株式会社
市場ニーズに合わせた、大型の再生樹脂製敷板の
製造を可能とする押出金型および付帯設備の開発

東京東信用金庫

130 2522110303 株式会社ライテック
”新画像ねじ検査装置”を導入し”品質向上で差別
化”を実現し環境分野の市場開拓を図る

静岡銀行

131 2522110305 株式会社チヨダ
高品質・短納期ニーズに対応するための製造体制
構築と販路拡大

静清信用金庫

132 2522110308 プラスチック加工興和株式会社
樹脂製部品の精密切削加工のワンチャック化による
工程削減及び精度の向上

静岡銀行

133 2522110309 三光製作株式会社
大型めっき自動ラインの生産技術改善と省エネへの
挑戦

清水銀行

134 2522110312 株式会社　袴田精機
次世代自動車用部品の高効率二次加工体制の構
築

浜松信用金庫

135 2522110313 株式会社トマル水産
天然素材で無添加の幼児向けおやつ「カツオス
ティック」の提供

焼津商工会議所

136 2522110315 株式会社アルム
多品種小ロット、計量誤差縮小に資する革新的包装
システムの開発

静岡信用金庫

137 2522110317 株式会社影山鉄工所
建築鉄骨溶接ロボット導入による高品質、低コスト
製品の量産、安定供給

沼津信用金庫

138 2522110319 有限会社長嶋印刷
　レーザー加工機導入による紙を主とした薄物素材
抜き加工事業

静清信用金庫

139 2522110323 株式会社USメック
可変周波数発生装置の試作開発による低周波の有
効活用方法の確立

静清信用金庫

140 2522110324 株式会社新技術研究所
高速伝送性能に優れたフレキシブルプリント配線基
板用銅張り積層板の開発

御殿場市商工会

141 2522110327 有限会社アライブ
マグロ捕獲から販売までを一貫管理するトレーサビ
リティ及び販売システムの開発

静清信用金庫



142 2522110330 株式会社高橋板金製作所
寸法検査の機械化による高精度・超短納期での製
品提供の実現

浜松信用金庫

143 2522110333 株式会社セラシステム
タブレットPCを応用し「持ち歩けるPOS・レジ」を実現
する「マルチポートI/Oコントローラ」

静岡銀行

144 2522110335 株式会社鈴三鉄工所
完成品治工具の精度向上と保証品質向上による高
付加価値製品化とコストダウンの実現

浜名商工会

145 2522110341 望月螺旋株式会社
パンチ自動交換機構付き圧造装置の導入による、
短納期受注体制の確立

商工組合中央金庫


