
(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 2522120343 タマチ工業株式会社
組立カムシャフト試作・開発スピードアップのための設備
導入

城南信用金庫

2 2522120344 株式会社サンコー分析センター 「工場環境診断サポート」の品質分野への派生展開 浜松信用金庫

3 2522120345 有限会社リード創研 次世代半導体ウェハー用精密研磨砥石の開発 焼津信用金庫

4 2522120347 オーム電機株式会社
再生可能エネルギー利用を目的としたヒートポンプユニッ
トの開発

株式会社静岡銀行

5 2522120358 株式会社仁生堂
緑茶の品質保持期限を長期化させた新緑茶製品の製造・
販売

RS経営コンサルティ
ング

6 2522120359 不二工機製造株式会社 高精密金型部品の仕上げ工程における精度確保の実現 浜松信用金庫

7 2522120361 株式会社キャップ
健康機器部材向けのマグネシウム板材によるプレス加工
法の確立

浜松信用金庫

8 2522120362 株式会社オールライフサービス
そのままでは食材として利用できないナタ豆を、付加価値
ある食材に仕上げる食品加工技術の確立

磐田信用金庫

9 2522120363 株式会社にんべん
めんつゆのキャップ締結及びラベル印字の自動検査・排
斥装置の開発による生産プロセス強化

株式会社みずほ銀
行

10 2522120364 株式会社安田製作所
医療分野向け試作品作製における３Ｄプリンタ導入による
リードタイム短縮とローコスト化の実現

株式会社静岡中央
銀行

11 2522120365 株式会社プラポート
高品質なアクリルディスプレイ製品の試作開発によるビジ
ネス領域拡大

静清信用金庫

12 2522120372 有限会社三光
段ボール原紙加工に於ける生産性の効率化と安全対策
のための設備改造

株式会社静岡銀行

13 2522120373 株式会社山田
ドライセパレータを用いた排水処理技術による低コスト生
産体制の確立

浜松信用金庫

14 2522120374 株式会社ウィンド１９
小型風力発電機と太陽光パネルを備えたタワー型５ＫＷ
発電機の開発

富士商工会議所

15 2522120375 古山精機株式会社 鉄棒素材への新たな塑性加工、切削加工法の開発 浜松信用金庫

16 2522120382 エス・ケー・アイ株式会社 大物シャフト生産体制の構築による新マーケット獲得事業 株式会社静岡銀行

17 2522120387 株式会社エムイーシー
スパッタ材代替のフレキシブル銅めっき基板の開発と事
業化

浜松信用金庫

18 2522120389 原田精機工業株式会社
「航空宇宙産業界における難削材切削製品の低コスト化
および短納期化」

税理士法人坂本＆
パートナー

19 2522120390 アート電子株式会社
ノイズ対策のための車載用電子機器設計システムの構
築

浜松信用金庫
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受付番号 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

20 2522120392 株式会社新日本精機
金型検査工程の３Ｄデジタル化による、高精度・高効率化
への実現

浜松信用金庫

21 2522120394 株式会社シングウ技研
複合同時５軸旋盤導入による、血液自動分析装置の基幹
部品生産の大幅な拡大

三島信用金庫

22 2522120395 株式会社ミカサ 食を楽しむ園児弁当の開発 磐田信用金庫

23 2522120398 アローズジャパン株式会社
スポーツビジョンの新しい測定装置の開発とそれを使った
トレーニングの提供

浜松信用金庫

24 2522120399 有限会社オーキッド
小動物（ペット）用尿管ステントの開発による国内市場シェ
ア確保

株式会社静岡銀行

25 2522120400 株式会社さの萬
ソルトエイジングビーフ並びにソルトエイジングジビエの開
発及び美味しさの可視化

芝川商工会

26 2522120401 株式会社明光電化工業所
次世代の自動車部品用鍍金である高Ｎｉ　Ｚｎ－Ｎｉ合金鍍
金の実用化開発

RS経営コンサルティ
ング

27 2522120406 エムケンクラフト
加工能力向上による高付加価値、複雑形状屋外広告の
提供

浜松信用金庫

28 2522120407 株式会社平野工業製作所
溶接レス自動車用マフラーを、リバースエンジニアリング
で提供

浜松信用金庫

29 2522120408 株式会社南食品
マグロ残渣を活用した付加価値の高い養殖ウナギ用生エ
サの開発及び販売体制の構築

株式会社静岡銀行

30 2522120409 株式会社佐藤工機 空調機用配管部品の精密加工対応設備の開発・導入 株式会社静岡銀行

31 2522120410 大建産業株式会社
多品種・少量品に対応するダイレクトハンドティーチング
方式ＴＩＧ溶接ロボットシステムの開発

浜松信用金庫

32 2522120414 有限会社石野製作所
高機能ＮＣ横中ぐりフライス盤導入による新製品「増速度
スピンドルユニット」試作・開発

静清信用金庫

33 2522120415 有限会社水野鉄工
製品の設計、製造から精度評価までの一貫した社内生産
体制の確立

税理士法人コンサ
ルタンシー

34 2522120417 エヌイー株式会社 高精度ＮＣ旋盤導入による重切削技術の向上 株式会社静岡銀行

35 2522120419 有限会社原製作所 自動起動防止機能付き、小型制御ユニットの開発 三島信用金庫

36 2522120420 西光エンジニアリング株式会社
マイクロ波加熱と電熱加熱を併用する乾燥機の開発と販
売

静岡県商工会連合
会

37 2522120423 株式会社今村鋳造所
超音波探傷器・硬度計導入による「不良率・コスト低減」～
「鋳造技術力向上」～「鋳造事業構造改革」へ

袋井商工会議所

38 2522120424 有限会社大和技研
低コスト・短納期を実現する『ＣＦＲＰ部品ハイブリッド成形
方法』の開発

株式会社静岡中央
銀行

39 2522120426 株式会社望月鉄工所
ロボット溶接機の導入による品質の高位安定化、技術承
継問題の克服

株式会社静岡銀行

40 2522120427 株式会社甲斐工業
多品種・小ロット化と短納期化、及び低コスト化を同時に
実現する技術高度化

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

41 2522120431 株式会社もちひこ
テントシートの溶着接合による強度・安全性の向上に寄与
する縫製事業の確立

株式会社静岡銀行

42 2522120433 有限会社三和製作所 高付加価値高精度切削加工技術確立 浜松信用金庫

43 2522120434 三生医薬株式会社 ソフトカプセル「皮膜」の生産効率の向上と短納期化対応 株式会社静岡銀行

44 2522120435 テック大洋工業株式会社
環境配慮型耐候性鋼表面処理剤「ウエザリングプロ」の
量産技術開発

三島信用金庫
株式会社東日本銀

行

45 2522120437 国本工業株式会社
溶接不要な金属パイプとフランジの革新的接合構造の開
発・評価による事業化

浜松信用金庫

46 2522120443 株式会社トリイ 設計データ等が現有しない金型等の再生事業への展開 磐田信用金庫

47 2522120446 藤和乾物株式会社
乾椎茸等の乾物のトレーサビリティの実施とＦＳＳＣ２２００
０認証対応工場へのハード強化

株式会社静岡銀行

48 2522120448 株式会社セラフト
ローコストで量産可能な家庭用燃料電池向け耐熱断熱機
能を有する複合・新機能材料技術

浜松信用金庫

49 2522120452 株式会社森田木工所
蒲鉾板製造工程における画像処理技術を用いた自動切
断装置の開発

島田信用金庫

50 2522120453 大洋株式会社 高品質オーダーメイド組立家具の開発 島田信用金庫

51 2522120455 株式会社エス・イー・シー
革新的なプレス手法の導入による大幅な生産コストダウ
ンの実現

磐田信用金庫

52 2522120456 株式会社エヌビー精密 高精度複雑形状プレス部品の大型金型の製作 株式会社静岡銀行

53 2522120458 有限会社上杉製作所
難削材料の加工技術確立により高精度・短納期を実現し
た競争力強化事業

三島信用金庫

54 2522120460 有限会社伊藤建設
軽量化で安全性、意匠性に優れたフェイクのエクステリア
施工商品の開発

磐田信用金庫

55 2522120461 日本レ－ベル印刷株式会社 紙積機の導入により作業の軽減と印刷の効率化を図る。 株式会社静岡銀行

56 2522120465 有限会社鈴木工機
単品・多品種少量加工の高速・高剛性切削加工技術の確
立

浜松信用金庫

57 2522120467 エヌビーシー株式会社
故障が少ないチェーン構造の無給油電動昇降式車止め
ポールの試作開発

植松経営労務事務
所

58 2522120469 株式会社伊藤製作所
高精密金型製作による蓄電池等成長分野部品の開発生
産体制の構築

株式会社清水銀行

59 2522120470 株式会社ホンダ
最新式自動マルチカッティングマシンの導入によるフレキ
シブルな生産体制の確立

株式会社イドム

60 2522120471 有限会社山崎精機製作所
複合加工機の導入と社内体制整備による治具加工の高
度化

三島信用金庫

61 2522120472 矢崎化工株式会社
キャスターの自由車輪・固定車輪切り換えシステムの開
発

株式会社静岡銀行



受付番号 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

62 2522120477 新高山株式会社
極小曲げパイプベンダーのサーボ化による品質とコスト
の両立

株式会社静岡銀行

63 2522120479 株式会社ユーエス
複雑形状化する製品の短納期化・高精度化ニーズに対
応する曲げ加工技術の確立

浜松信用金庫

64 2522120481 株式会社パロン
ＥＩＡ規格に準拠した高精度な医療用の什器及び接続端
子盤の開発

株式会社商工組合
中央金庫

65 2522120482 株式会社ヨシモト印刷社
環境負荷が少ない水性フレキソ印刷の多色再現技術の
確立と効率的な多品種小ロット生産体制の構築

静岡信用金庫

66 2522120483 サクマ興産株式会社
グローバル競争に勝ち抜くための多式バイス加工法の開
発とＱＣＤ向上

株式会社大垣共立
銀行

67 2522120485 株式会社増田鉄工所
自動車内装樹脂部品用「ピアス金型」の高効率生産シス
テムの構築

株式会社静岡中央
銀行

68 2522120488 ナックフィーディング株式会社
「シンク直付けのフィルター式阻集器のユニバーサル商品
化」

株式会社清水銀行

69 2522120489 株式会社ユーエスフーズ
専門店の差別化された新浜松餃子を開発し全国通販と
業務用の卸売り販売する。

浜松信用金庫

70 2522120490 佐藤金型株式会社 コイルボビン用金型の切削加工に於ける製造技術の確立 掛川信用金庫

71 2522120491 タツミ工業株式会社
『大型ブローチ切削加工』の高度化による低コスト生産手
法の開発計画

株式会社静岡銀行

72 2522120498 三丸機械工業株式会社
患者の会話を可能にするスピーチカニューレ及び発声補
助システムの開発

三島信用金庫

73 2522120499 株式会社新興テクノ
回転刃による荷崩機能を搭載した古紙原料投入ラインの
試作開発

富士商工会議所

74 2522120500 有限会社ファイブエスファーム
社内バリューチェーン改善計画の内、生産性・高品質製
品の対応力強化に資する取組

静清信用金庫

75 2522120504 株式会社オプトコム
均一で緻密かつ蛍光発光を抑えた拡散反射面をもつ大
型積分球の作製・修繕技術の開発

磐田信用金庫

76 2522120508 海野木型製作所 小型マシニングセンタ導入による製品製造体制の強化 静清信用金庫

77 2522120509 株式会社エヌエスティー 紛体処理用プラズマ表面処理装置の開発 浜松信用金庫

78 2522120510 金子歯車工業株式会社
高効率検査体制の構築による航空機部品の生産性向上
及びコストダウンの実現

株式会社静岡銀行

79 2522120516 株式会社東海製鋸鋼業所
レーザマーカによるダイヤモンド砥石の三次元立体加工
の開発

菊川市商工会

80 2522120517 有限会社小林金属製版所
金属銘板製造技術を応用したオリジナルオーダー雑貨の
製造・販売

三島信用金庫

81 2522120520 パスコン株式会社
フリップチップとＳＭＤ（表面実装部品）混載実装の内製
化、および小ロット、短納期体制構築

浜松信用金庫

82 2522120521 株式会社竹屋旅館
糖尿病患者にも提供できる宅配可能スイーツ「いとをか
し」の開発・製造

株式会社静岡銀行
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83 2522120522 アリメント工業株式会社 ナノ化食品を製造するための超微粒粉砕機等の導入。 株式会社清水銀行

84 2522120523 有限会社新栄樹脂
自動車向けのヘッドライトのデザイン多様化、短納期化、
品質安定化に対応した若手従業員への技能伝承を実現
するヘッドライトブラスチック成形加工技術の確立

島田信用金庫

85 2522120524 山宗株式会社
自動車用大型プラスチック部品の高信頼性・低コスト生産
プロセスの構築

浜松信用金庫

86 2522120525 有限会社山一製作所
太径棒鋼材対応ＮＣ複合旋盤による　工程の簡素化対応
強化計画

株式会社静岡中央
銀行

87 2522120534 株式会社味香美
柑橘類の残渣から抽出した濃縮エキスを利用した果肉入
りドレッシング・たれの開発

磐田信用金庫

88 2522120535 株式会社ホリックス
人体に埋設する骨接合用品加工技術のレベルアップ及び
量産化

株式会社静岡銀行

89 2522120536 株式会社丸武部品
短納期化・低コスト化を目指した加工工程の改良と新たな
切削加工技術の開発

浜松信用金庫

90 2522120537 鈴重工業株式会社
３Ｄ－ＣＡＤ導入による提案型の“見えるものづくり化”の
推進

焼津信用金庫

91 2522120538 株式会社フジコーポレーション 次世代自動車用ブレーキシステム開発 株式会社静岡銀行

92 2522120539 ミスズ産業有限会社
ペン先用細幅フェルト打ち抜き裁断機と打ち抜き用金型
の開発と提供

磐田信用金庫

93 2522120540 有限会社勝又製作所
薄肉異形大口径パイプの曲げ加工を低コストで実現する
ための金型装置開発

三島信用金庫

94 2522120544 株式会社エムケーエンジニアリング 「マグロ専用自動三枚おろし機」の試作開発 静清信用金庫

95 2522120545 みたか工業株式会社 金型製作内製化による新規受注競争力の向上 株式会社静岡銀行

96 2522120551 有限会社桜道ふとん店
世界初の臥床姿勢の３Ｄ計測器を使用したフルオーダー
敷布団と枕の商品開発と販売

株式会社静岡銀行

97 2522120552 株式会社レイズ
高剛性でしかも軽量化した鋳造工法自動車用アルミホ
イールの製造

税理士法人MO共同
会計

98 2522120553 株式会社オンデマンド研究所 「低価格合成紙対応カラーラベルプリンターの試作開発」 三島信用金庫

99 2522120557 有限会社三光技研 測定体制の高度化による治具精度管理システムの確立 浜松信用金庫

100 2522120558
有限会社秋山製作所
クオリ株式会社

水解紙を材料とする“トイレに流せる検尿容器”の開発
株式会社静岡中央

銀行

101 2522120560 株式会社ＮＳＭ
熱交換器用真鍮製多穴分流器と銅継手の異種金属自動
溶接化

株式会社静岡銀行

102 2522120561 大和鋼材株式会社
産業機械用鋼材プレカット納入技術の高度化による短納
期・高精度化の実現

株式会社静岡中央
銀行

103 2522120564 株式会社藁科ジャパン
ギャホーニング技術を基盤とした世界初のインターナル
ギャホーニング工法の開発

株式会社イドム
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104 2522120565 株式会社フードサービストーワ
食品の硬さ制御技術「凍結含浸法」を用いたおいしく食べ
やすい介護食の開発

浜松信用金庫

105 2522120568 株式会社吉村
品質保証期間２年以上の複合フィルムオンデマンド印刷
パッケージの開発

イー・マネージ・コン
サルティング協同組

合

106 2522120576 株式会社ＡＰマシンズ
機能回復リハビリテーションのための足首ストレッチロ
ボットの商品化

浜松信用金庫

107 2522120577 中部レジン株式会社
植物工場等で使用される新たな高設栽培用水耕パネル
の開発

株式会社静岡銀行

108 2522120578 株式会社東海工機
内径研削盤の導入による高精度、短納期、多品種小ロッ
ト生産体制の構築

磐田信用金庫

109 2522120579 株式会社ビートセンシング 製薬研究開発用の近赤外分光センサーシステムの開発 株式会社清水銀行

110 2522120583 三鈴工業株式会社
新規な微生物固定化接触材を利用したメタン発酵装置の
試作開発

まきの会計

111 2522120584 青木青果店
少子高齢化・女性の社会進出・食の変化に対応する革新
的スーパーの確立

静清信用金庫

112 2522120585 株式会社桐山
ヒノキ風呂の製造工程機械化による品質の安定化と増産
体制の確立

富士商工会議所

113 2522120587 株式会社イズラシ ナイロンナットの戻り止め機能に対する不適合品の撲滅
株式会社静岡中央

銀行

114 2522120589 株式会社旭洋工業製作所
金型刃部研削作業の機械化と単品精度保証への取り組
み

長泉町商工会

115 2522120591 佐原工業株式会社
精密樹脂成形部品獲得の為の高精度な品質保証体制の
確立

浜松信用金庫

116 2522120593 株式会社アルプスエンジニアリング
新素材に対応する高効率、省電力マイクロブラスト装置
の開発

浜松信用金庫

117 2522120594 有限会社巴機械鉄工所 機械加工における超高精密加工の実現
株式会社商工組合

中央金庫

118 2522120595 株式会社エンゼル産業
半身浴用浴槽蓋「バスタブル」の商品化に向けた新たな
加工技術の導入

株式会社静岡銀行

119 2522120596 新清水機械協業組合
最新鋭マシニングセンタの導入による生産能力の高精度
化・高効率化

株式会社商工組合
中央金庫

120 2522120597 株式会社エス・ティー・ケー製作所
金属加工技術を最大限に活かす試作開発最速化事業の
確立

三島信用金庫

121 2522120598 株式会社エーユー
金型冷却金具の工程進捗情報の見える化と加工技術の
開発により品質の向上と短納期を実現する

三島信用金庫

122 2522120600 株式会社加賀美製作
マシニングセンター導入による、自動車部品製造の高精
度化と短納期化

税理士法人コンサ
ルタンシー

123 2522120603 株式会社イデア
機械部品設計から高精度品質保証までの生産プロセス
向上及び競争力強化

静清信用金庫

124 2522120604 オオスズ技研株式会社 ターボ業界において過給機タービンのシールド性能アップ 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

125 2522120605 株式会社カッター産業 検査工程の高度化による高精度な切削工具の提供 浜松信用金庫

126 2522120606 有限会社鎌田製作所
ワイヤー放電加工機導入による大型で精度の高い金型
の試作と一貫生産方式の確立

磐田信用金庫

127 2522120608 日守電機株式会社
ワイヤーハーネス製造における品質向上、短納期対応に
よる競争力強化

株式会社静岡銀行

128 2522120609 明和精機株式会社
自動車ランプのＬＥＤ化に向けたプラスチック金型の高品
質化

静清信用金庫

129 2522120611 藤浦工業株式会社 射出成形による「蓄光ねじ」の試作・開発 株式会社静岡銀行

130 2522120612 株式会社山口製作所
新設備導入による試作開発短納期対応強化と低工数量
産化製造プロセスの開発

株式会社静岡銀行

131 2522120613 株式会社ｉＳＥＥＤ（アイシード）
高齢者との相互通信が可能な見守りロボット型テレビ電
話の開発

三島信用金庫

132 2522120614 株式会社浜ネオン工芸 耐久性に優れたステンレス製立体的文字製法の確立 浜松信用金庫

133 2522120617 ヌマセン株式会社
高性能印刷設備及び排水設備の導入による段ボール函
の付加価値向上計画

株式会社静岡銀行

134 2522120618 株式会社オーエス機工
横型ＮＣフライスの導入による短納期・コスト削減と高精
度化による競争力強化

株式会社静岡銀行

135 2522120622 Ｎ－ｐｒｏｔｏ
高張力鋼板用のトランスファー金型技術を活用するＥＶ高
圧コネクターハウジングの新工法開発

島田信用金庫

136 2522120623 株式会社アドビック
モーター性能を向上させる真四角線コイルの試作品開発
と提供

磐田信用金庫

137 2522120627 小出エンヂニアリング株式会社
高加工精度切削部品ニーズへの対応の為の品質保証体
制の確立

磐田信用金庫

138 2522120630 株式会社ソーキナカタ
高精度サーボモーター使用の高精度ピストン式定量充填
機の開発

株式会社商工組合
中央金庫

139 2522120631 藤本工業株式会社
ばり取りラインの自動化実現による女性や熟年労働者の
積極的雇用推進

浜松信用金庫

140 2522120635 株式会社松岡カッター製作所
金属切削用刃物を高精度・安価・短納期で安定供給する
体制の構築

株式会社静岡銀行

141 2522120638 有限会社神谷金属工業
３次元形状を加工する技術の確立と短納期要請への対
応力向上

浜松信用金庫
湖西市商工会

142 2522120642 有限会社かねはち サバの燻製化の実現による魚の加工工程の高度化 株式会社静岡銀行

143 2522120645 有限会社佐藤機械工業
難加工材を利用した特殊部品加工工程の短納期・コスト
ダウンの実現

株式会社静岡中央
銀行

144 2522120647 株式会社マルエ製作所
高機能板金加工機の導入による量産化検討用試作品・
量産品の拡販と納期短縮及びコスト削減

株式会社静岡中央
銀行

145 2522120648 株式会社ヒリュー精工
短納期化・高品質に対応できる金属加工部品の生産体制
の構築

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

146 2522120651 有限会社パリシ
顧客の安心・安全を保証する新たな自動車修理サービス
の確立事業

株式会社静岡銀行

147 2522120652 フジメタル株式会社
高性能プレス機導入による新市場開拓と低コスト・省エネ
化及び生産効率の向上

株式会社静岡銀行

148 2522120653 株式会社三幸製作所
線材の金属プレス加工を代替する革新的全自動ベンダー
加工・検査技術の構築

浜松信用金庫

149 2522120654 杉山晃雄
３Ｄプリンタなどを活用した「未来工房ＤＩＧＩ∞ＢＡＳＥ」によ
るサービス提供・運営

TmaH!コンサルティ
ング　大石中小企業
診断士事務所

150 2522120656 有限会社セルケン
工作機械主軸テーパ穴再研削修正の為の、小型研磨機
の試作開発

三島商工会議所

151 2522120657 山梨金属工業株式会社 生産効率向上の為の改良付帯設備の検討～導入 株式会社静岡銀行

152 2522120658 富士商工株式会社
プリント基板の製造時間・製造コスト・品質を大幅に改善
する自動乾燥装置の開発

真野吉三税理士事
務所

153 2522120661 株式会社スズゲン
高精度、高効率測定の確立による・品質保証・短納期・低
コスト飛躍実現

株式会社清水銀行

154 2522120662 西尾金庫鋼板株式会社
高電流デジタル式スポット溶接機導入による溶接品質安
定化及び高耐食性ロッカーの試作開発

静清信用金庫

155 2522120665 株式会社鈴木商店
錆びにくく、且つ　水素脆性のおこらない高力ボルトの表
面処理

静岡信用金庫

156 2522120667 橋本螺子株式会社
測定技術の高度化による医療機器業界向け高度品質保
証体制の確立

浜松信用金庫

157 2522120668 株式会社フジメタル
自動車用エンジン部品の製造工程に於ける生産プロセス
の構築

三島信用金庫

158 2522120676 三立興業株式会社 自動車のＬＥＤ照明用樹脂レンズの成形技術の開発 島田信用金庫

159 2522120677 有限会社キョウワクリエーティブ
エコパネルシステム（ＥＰＳ）割付け・積算ＣＡＤシステムの
開発と事業化

株式会社静岡銀行

160 2522120678 橋本エンジニアリング株式会社
非接触三次元座標測定器を用いたマルチマテリアル車椅
子の構造設計

浜松信用金庫

161 2522120680 株式会社ダブリュウピイアイ
超精密複合加工機と高技術力オペレーターを融合し、炭
素繊維製造装置部品の高度化実現。

株式会社静岡銀行

162 2522120683 有限会社明昌工業
ラジエターキャップ組み付け機の電動ロボットラインの開
発

浜松信用金庫

163 2522120688 株式会社中村鉄工所
先進的福祉機器部品の製造工程の見直しと短縮化の実
現

磐田信用金庫

164 2522120689 羽立工業株式会社
厚肉球体形状の多層インサート成形技術の高度化による
グラウンドゴルフ製品事業の展開

浜松信用金庫

165 2522120692 内田工業株式会社
歯車の旋盤加工用子爪（ｌａｔｈｅ　ｊａｗ）の海外市場獲得の
為の生産プロセス変更によるコスト低減

株式会社静岡銀行

166 2522120694 有限会社カクニンベンうさぎ屋食品
まぐろ・かつおの佃煮製造における均一加熱処理による
品質向上策

株式会社静岡中央
銀行



受付番号 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

167 2522120696 デンタルマンラボ
生産工程の短縮、効率改善のためのデジタル化への取り
組み

株式会社静岡銀行

168 2522120697 株式会社ＡＫＡＩＳＨＩ 中高齢者の為の屈曲指向性を持つ靴の開発
税理士法人アーク

ネット

169 2522120700 株式会社杉電工
ケーブル敷設方式の転換による工事品質向上と価格競
争力の強化

静清信用金庫

170 2522120702 株式会社サンパーツ
レーザー加工技術高度化による「高品質」「短納期化」の
実現化

株式会社静岡銀行

171 2522120703 株式会社カクト・ロコ 知る、見る、遊ぶ！ワンクリックで多肉植物図鑑計画 遠州信用金庫

172 2522120704 株式会社高部鉄工所
自動車用テンショナープーリーのＶ溝形状加工対応と加
工工程の簡素化

浜松信用金庫

173 2522120707 オーエムプランニング株式会社
次世代ＰＥＴ装置の高分解能化のための、薄肉加工技術
の導入

浜松信用金庫

174 2522120711 株式会社スグロ鉄工
６Ｆ材穴あけ加工の加工精度向上と短納期化の実現によ
る競争力強化

三島信用金庫

175 2522120717 株式会社アルケムジャパン
高度な比重選別によるレアメタルの効率的回収技術の確
立

浜松信用金庫

176 2522120721 有限会社小沼製餡所
「多用途チューブ型あん」製餡業界革新的商品開発・販売
拡大事業

掛川商工会議所

177 2522120722 ＴＳＫ株式会社 蒸着ベリリウム箔の圧延によるＸ線透過膜の製造 浜松信用金庫

178 2522120726 株式会社金原工業所
ロボット溶接機の導入による溶接技術革新及び生産の効
率化事業

株式会社静岡銀行

179 2522120727 株式会社アスキー
高品質ドレインボルト圧入カシメ技術の数値化による接合
技術の高度化

浜松信用金庫

180 2522120728
中村建設株式会社
株式会社沙羅

土壌汚染対策のための新規な原位置浄化システムの開
発

株式会社静岡銀行
株式会社清水銀行

181 2522120729 芝原工業株式会社
レーザー溶接を活用し低熱歪みで高精度な溶接製品の
生産体制の構築

浜松信用金庫

182 2522120730 株式会社環湊
魚河岸シャツをベースとした女性専用の「浜シャツ」の開
発

鈴木國弘税理士事
務所

183 2522120731 有限会社鈴宏鉄工所 高精度・高能率工程の構築による競争力強化の実現 株式会社清水銀行

184 2522120734 株式会社落合製作所
マイクロ波乾燥機のオーブン効率改善並びに高出力化に
伴う殺菌機製造のためのレーザー加工機の応用

株式会社静岡銀行

185 2522120737 富士紙管株式会社
省エネルギー化・資源リサイクルを可能とする特殊乾燥
技術を用いた紙管製造プロセスの改善

株式会社静岡中央
銀行

186 2522120739 株式会社セイワ
お家の塗装まるごと１０年保証：鉄部の塗装における長期
耐候性技術開発

株式会社静岡銀行

187 2522120740 本多研工株式会社
量産品から小ロット受注まで幅広く短納期に対応できる精
密切削加工工程の確立

株式会社静岡中央
銀行



受付番号 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

188 2522120742 株式会社ヨーゼン
リチウムイオン電池の接続部形成技術の高度化と新たな
電池パックの試作開発

株式会社静岡銀行

189 2522120743 株式会社テクニカルサポート
高カスタマイズ性・高拡張性計測・制御システムを有した
１２５ｋＷモータ試験評価装置

浜松信用金庫

190 2522120745 みずほ産業株式会社
溶接用コンタクトチップ製造多機能化・不良率低減・生産
量増による顧客対応

株式会社静岡銀行

191 2522120747 有限会社須山工業所 自動車用金型の製造工程強化に係るボトルネックの解消 静清信用金庫

192 2522120748 株式会社古山鋼材
大型２サドルＣＮＣ旋盤の導入による、高精度加工の確立
と、高能率加工技術の開発

株式会社静岡銀行

193 2522120749 株式会社東洋鐵工所 生産プロセス改善による新たな品質保証体制の構築 浜松信用金庫

194 2522120751 株式会社コーリツ
鉄製シフトフォーク部品の軽量化を実現する試作開発事
業

株式会社静岡銀行

195 2522120753 アストム株式会社
高密度実装品対応（インレイ技術）による信頼性確保の事
業活動

浜松信用金庫

196 2522120754 ㈱メイコー
食品・医薬品・化粧品産業の生産性向上ニーズへの対応
力強化

静清信用金庫

197 2522120755 オブリック株式会社
当社開発の非常用独立電源を活用した防災拠点パッ
ケージの開発

株式会社静岡銀行

198 2522120758 株式会社ポリシス ガラスを代替する超硬質透明ウレタン樹脂の研究開発 浜北商工会

199 2522120760 株式会社榛葉鉄工所
医療機器（鉗子）を中心とした各種試作品の高精度・短納
期を可能にする精密加工技術の高度化

株式会社静岡銀行

200 2522120764 日研フード株式会社 茶殻の調味料原料化を実現する新技術開発事業 株式会社静岡銀行

201 2522120767 増田金属㈱
最新サーボプレス機導入による生産プロセスの改善及び
難作材の加工精度向上

静清信用金庫

202 2522120770 有限会社岡村産業
太陽光発電システムの発電量の損失をなくす為の制御装
置の試作開発

公益財団法人静岡
県産業振興財団

203 2522120774 株式会社ＳＰＬＹＺＡ スポーツ用ウェブコーチングアプリケーションの実用化 浜松信用金庫

204 2522120775 ㈱サンテックイシカワ
航空・医療分野にも対応する複雑形状・高精度部品加工
の多様化と技術の向上

静清信用金庫

205 2522120778 株式会社ナントー精密 歯科用ジルコニアインプラントの製品化
株式会社静岡中央

銀行

206 2522120782 株式会社鈴長鉄工所
複合型測定機を用いた製品検査の自動化による高精度・
短納期体制の構築

浜松信用金庫

207 2522120784 株式会社西川機械製作所
大物アルミ鋳造品の切削加工精度の向上と加工工程改
善

磐田信用金庫

208 2522120785 サンワ化学株式会社 施設用、家庭用のコンパクト且つ大容量の蓄熱槽の開発
鈴木達雄税理士事

務所



受付番号 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

209 2522120787 株式会社後藤製作所
プレス金型の新加工方法の確立による品質向上、精度向
上事業

株式会社静岡銀行

210 2522120792 株式会社ミツムロ
　水回り用品、介護用金属パイプのステンレス化に伴う曲
げ加工技術の確立

株式会社清水銀行

211 2522120796 瀬名川工業株式会社
断熱パネル製造ラインのボトルネック解消による生産性
の向上

静清信用金庫

212 2522120800 合資会社横田輪業
ミッドシップカーゴをデザインしたビジネスマン向けシティ
サイクルの開発と販売

浜北商工会

213 2522120802 岳南有機株式会社
医療機関で使用する、テープを使わない新たなチューブ
固定具の試作開発

株式会社静岡銀行

214 2522120803 有限会社トーヨー工機製作所
研磨工程の内製化による精密加工部品の一貫加工体制
の構築、被鉄金属加工による事業の拡充

三島信用金庫

215 2522120804 株式会社エムアイシー
各種専用機の提案型受注に依る納期短縮と、品質保証
体制の確立

浜松信用金庫

216 2522120806 崇和株式会社 溶接工程効率化による海外生産品需要の獲得 株式会社静岡銀行

217 2522120807 和田工業有限会社
金属プレス金型の高精度・短納期技術による低コスト生
産及び売上拡大方法の確立

株式会社静岡銀行

218 2522120811 株式会社マルマ 柑橘選果設備改善改修工事 株式会社静岡銀行

219 2522120812 ソネック株式会社 世界初となるチタン合金製の外装塗装ノズルの開発 株式会社静岡銀行

220 2522120815 株式会社三協
血管塞栓術に用いる塞栓剤撹拌注入器の開発　（施術者
の被爆防止にも役立ちます）

株式会社静岡銀行

221 2522120817 ソニックシステム株式会社
音場評価システムとラインアレイスピーカーシステムを用
いた音質保証サービスの確立

浜松信用金庫

222 2522120818 株式会社エヌビーエス
ＬＮＧ専用バルブの製造工程を見直し高品付加価値化の
実現、海外メーカーとの競争力強化

株式会社静岡銀行

223 2522120819 ＢＥＹＯＮＣＨＥＭＩＣＡ有限会社 試作開発品の多品種生産に対応可能な体制の構築 株式会社静岡銀行

224 2522120821 有限会社中村化成工業
多品種対応力を強化する自動化された高精度プラスチッ
クの生産体制の構築

浜松信用金庫

225 2522120822 株式会社親和製作所
介護者負担軽減に貢献する入浴介助装置の生産プロセ
ス最適化事業

遠州信用金庫

226 2522120823 バイオコーク技研株式会社
固体の水素ＭｇＨ２と３～５ｋＷ燃料電池を用いた非常用
電源の開発

沼津商工会議所

227 2522120824 日本総研株式会社
多項目同時モニタリング災害情報常時監視システムの開
発

浜松信用金庫

228 2522120826 須田産業株式会社
微細切込加工によるパッケージの易開封性を付与する装
置の開発

株式会社静岡銀行

229 2522120829 株式会社エム・エス・ケー
試作用プレス金型の短納期、低コストの製作方法を開発
し、金型を内製化する

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

230 2522120839 坂井モーター株式会社
カーアフターマーケットにおける鈑金補修用３Ｄレーザー
研磨技術開発

浜松信用金庫

231 2522120841 鈴春工業株式会社 ３次元ＮＣ加工技術の活用 株式会社静岡銀行

232 2522120842
グローバル・リンクス・テクノロジー株

式会社
ロボット飼育ケージ入替交換式全自動実験動物飼育ラッ
ク（ロボラック）の開発

浜北商工会

233 2522120843 有機市場株式会社
生活習慣病予防の栄養価の高い「発芽発酵野菜」パウ
ダーの薬膳調味料の商品化。

遠州信用金庫

234 2522120844 興津螺旋株式会社 難加工素材製品転造加工技術開発 株式会社清水銀行

235 2522120845 富士芝機工株式会社
自動溶接による溶接部位（産業廃水処理装置）の品質安
定・欠陥防止、溶接施工高速化

富士信用金庫

236 2522120846 仲山貴金属鍍金株式会社 医療用部品へのめっき品開発
小沢康人税理士事

務所

237 2522120853 長泉パーカライジング株式会社
鉄合金コピーローラーを中心とした製品の安定供給を目
指し、管理レベルの高い自動ラインの構築

三島商工会議所

238 2522120854 株式会社杉山製作所 ＵＤテープによるプリプレグシート生産性の効率化 浜名商工会

239 2522120860 株式会社扶桑工業
ＢＰＷ接合工法を利用した、ボーリングマシン用ツールス
（パイプ）接続部分の高強度化

焼津信用金庫

240 2522120861 テイボー株式会社 合成繊維ペン先の特殊加工技術の習得と生産体制構築 株式会社静岡銀行

241 2522120862 ゴールドウェル株式会社
日常業務効率を向上にする為の透析管理システムの開
発

株式会社静岡銀行

242 2522120867 株式会社ガーデンソフト ＢＣＰ導入支援及び事業継続管理（ＢＣＭ）の普及方策
望月光男会計事務

所

243 2522120869 株式会社志太泉酒造
みかんリキュールを含む地場産米を中心とするオリジナ
ル酒の生産体制の構築

株式会社静岡銀行

244 2522120870 株式会社プラエンジ
超音波溶接技術の向上によるプラスチック加工工程の効
率化及び製品の量産化を実現

株式会社静岡銀行

245 2522120871 有限会社レキップ・ド・ニコ
お菓子のノベルティ「オートクチュールスイーツ」のワンス
トップサービス

浜松信用金庫

246 2522120873 株式会社パテントアイランド 液チョークを使用した建築工具の試作開発 三島信用金庫

247 2522120875 有限会社若商
津波対策用の外壁・屋根材、新製品「ライフ・フロートパネ
ル」の試作開発

株式会社清水銀行

248 2522120877 静浦海産物協同組合
鯖節製造加工技術の活用、削り節粉末を使った機能性食
品の生産実現

株式会社静岡銀行

249 2522120881 遠州熱研有限会社
熱処理において重要である炭素を安定して計測できる方
式の構築

磐田信用金庫

250 2522120882 天星製油株式会社 オイルフィルター処理工程の効率向上による環境貢献 株式会社静岡銀行



受付番号 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

251 2522120886 エミック株式会社 高周波３方向同時振動試験装置の開発
株式会社商工組合

中央金庫

252 2522120889 株式会社サエツ冷機工業
鮮魚の鮮度保持期間を伸ばせる脱酸素製氷システムの
構築

株式会社静岡銀行

253 2522120893 三共食品株式会社
具材の型崩れがなく、しっかりと味付けされた和惣菜系レ
トルトパウチ食品の開発

静岡信用金庫

254 2522120896 株式会社第一製作所
高度医療用計測機器に搭載される新型真空コンデンサ内
臓部品に係る加工技術の開発

RS経営コンサルティ
ング

255 2522120898 東静電子制御株式会社 ボックスカメラを利用した様々なカメラソリューション 沼津信用金庫

256 2522120900 株式会社山崎工業
「鋳鉄及び溶接構造物のサンドブラスト処理に於ける高効
率システム技術の開発」

株式会社商工組合
中央金庫

257 2522120901 梅沢鋳工株式会社
鋳鉄の高強度・高品質化と製品ロスを抑える品質管理体
制の構築

株式会社商工組合
中央金庫

258 2522120903 榊原商店
粉砕処分の小径丸太を利活用する　多用途高耐久木造
建築システムの開発

天竜商工会

259 2522120904 東海エンドレス株式会社 尿漏れに悩む男性のための携行蓄尿器の試作開発 林千尋

260 2522120905 株式会社サイダ・ＦＤＳ
マイクロ波応用・ＰＥＴ用標識化合物高速フロー合成装置
の開発

鈴木國弘税理士事
務所

261 2522120907 有限会社五十鈴刃物工業
　超硬・高精度刃物用再研磨機（ＰＳＧＶ）導入による研磨
技術の高度化

静清信用金庫

262 2522120908 やまと興業株式会社
自動車用パイプ製品における０．６ＤＲ超極小曲げ金型と
設備開発

株式会社静岡銀行

263 2522120913 株式会社アマノ
医療器具等の衛生性向上を目的とした小型超音波洗浄
消毒器の開発

磐田信用金庫

264 2522120915 仙道合成工業株式会社 厚肉部品の射出成形化 磐田信用金庫

265 2522120916 株式会社サンレックス
自動車変速機用部品の精度向上および品質安定化に向
けた検査体制の構築

RS経営コンサルティ
ング

266 2522120917 株式会社井田商店
異物除去率１００％を実現する原材料選別専用ラインの
構築

株式会社静岡銀行

267 2522120918 有限会社服部製作所
切削片を残さない新たな切削方法の開発と高精度検査
体制の確立

RS経営コンサルティ
ング

268 2522120922 株式会社マルイチ
国際競争力のある低コスト油圧ホース用ナットを実現する
旋削・塑性加工技術の高度化

浜松信用金庫

269 2522120924 家山電子工業株式会社
温度対応型樹脂充填とリード線接合法開発によるセン
サー製造装置

株式会社静岡銀行

270 2522120925 有限会社静岡歯科技工所 歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭによる新素材精密加工への対応 静清信用金庫

271 2522120926 シンズ工業株式会社
最新の省エネホーニングマシンによる超精密加工で試
作・開発の強化

株式会社静岡中央
銀行



受付番号 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

272 2522120928 株式会社ビルコート
自動はんだ付けロボット導入によるアミューズメント用チャ
ンスボタンの量産技術の開発

株式会社オオサワ・
ビジネス・コンサル

ティング

273 2522120930 新居精機株式会社
試作部品加工における高効率加工技術の確立による短
納期の実現

公益財団法人静岡
県産業振興財団

274 2522120934 株式会社伊藤製作所
新規ＮＣ旋盤の導入による生産性向上と医療・生化学分
野の新製品量産体制確立

株式会社静岡銀行

275 2522120940 アポロ精工株式会社 アルミはんだ付け用超音波装置組込み自動装置の開発 沼津信用金庫

276 2522120941 ＣＤシステム株式会社
初動体制確立と事故防止を目的とした、抜銃通知ダブル
ロック機能付きホルスターの開発

遠州信用金庫

277 2522120944 株式会社ミズ・バラエティー
着ぐるみ使用の全国同時イベント開催を可能にする革新
的サービスの提供

公益財団法人静岡
県産業振興財団

278 2522120946 日本パネル工業株式会社
ウレタン不燃パネル及び耐火断熱パネル加工の為の新
規設備導入計画

株式会社静岡銀行

279 2522120950 株式会社インテグラ技術研究所 省スペース型長尺対応フラットベッド型プロッターの開発 株式会社静岡銀行

280 2522120953 ミヤハラ工機株式会社
より高度なマスターゲージの製作を可能にする一貫製造
プロセス構築への取組み

静岡信用金庫

281 2522120956 安間シャーリング工業株式会社
全自動倉庫の災害対策製品販路拡大に向けた３次元板
金ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入および多品種小ロット・短納
期に対応する生産体制構築

静清信用金庫

282 2522120957 岡本製作所 ＬＥＤ照明器具の部品加工用プレスライン増設 島田信用金庫

283 2522120960 株式会社木下製作所
自転車向け電動アシストユニット部品の切削技術高度化
と自動化加工法開発

浜松信用金庫

284 2522120965 橘水産株式会社
多品種少量生産と食品衛生の高度化による市場要求対
応型「ものづくり」

有限会社ブレイン
チャイルド

285 2522120968 株式会社ＳＥＴＯ
集水枡の土砂を効率的に回収し、浸透効果のある素材に
入れ替える新たな方法の考案

静清信用金庫

286 2522120970 渥美工業株式会社
超高速マルチカメラ画像処理システムの開発による検査
工程の高精度・安定化

RS経営コンサルティ
ング

287 2522120971 新日本特機株式会社
自動車試験装置における実走行の再現性を高める基礎
技術の開発

浜松信用金庫

288 2522120972 株式会社松井鉄工所 品質保証体制強化による四輪試作品市場の獲得 株式会社静岡銀行

289 2522120973 クリエイティブテクノロジー株式会社
「レーザー溶接を用いた接合技術と匠技術の融合」による
金型品質及び生産性向上事業

遠州信用金庫

290 2522120974 株式会社デーシードリルカット
ウエルサイト工法の需要拡大に対応するＨ形鋼開先加工
体制の刷新事業

株式会社静岡銀行

291 2522120978 サカイ産業株式会社 エアージェット織機による朱子織組織の織物の開発 焼津信用金庫

292 2522120979 タタラ株式会社
電子データとリンクした加工機による、特注家具・箱体の
一個作り、自動生産システム構築

株式会社静岡銀行



受付番号 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

293 2522120981 株式会社コーヨー化成
コスト低減を目指した塗装工程を廃止可能とする新たな
成形方法の開発

株式会社静岡銀行

294 2522120982 鹿島木材株式会社
天竜杉を使用した新しいフローリング材の開発および量
産化計画

磐田信用金庫

295 2522120983 興和産業株式会社 ３Ｄ立体意匠ドアの木口一体加工システムの確立 株式会社静岡銀行

296 2522120984 株式会社大川螺子製作所
検査工程の省力化・高精度化を実現する高性能検査機
器の導入

RS経営コンサルティ
ング

297 2522120986 株式会社渥美鐵工所
鉄骨柱溶接における品質向上及び自働化のためのプロ
セス構築

株式会社商工組合
中央金庫

298 2522120988 中原精密株式会社 医療用機器部品の高精度化とコストダウンの為の追加工 株式会社静岡銀行

299 2522120991 アポロ電気株式会社
電気自動車用高効率双方向ＤＣ／ＤＣコンバータの研究
開発

株式会社静岡銀行

300 2522120993 有限会社見野金型製作所
自動車部品用金型の重量化・大型化に対応する生産体
制の実現

浜松信用金庫

301 2522120997 株式会社汐見製作所
金型の高能率加工による短納期化体制の構築と、低コス
ト化の実現

浜松信用金庫

302 2522120999 株式会社ＧＦ技研
太陽光フル利用による分散型エネルギーシステムの制御
方式の開発と実証テスト

株式会社静岡銀行

303 2522121004 株式会社エスアイジー
歯車設計支援ソフトウエア導入による革新的な歯車生産
モデルの確立

株式会社静岡銀行

304 2522121005 日承工業株式会社
新インサートシステム開発による成形タクトタイム縮小事
業

株式会社清水銀行

305 2522121007 株式会社新丸正
冷凍イワシ類を用いた画期的な新製法イワシだし素材の
開発と活用商品の展開。

焼津信用金庫


