平成２４年度ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金
第１次公募 第二次締切 採択一覧
（受付番号順）

Ｎｏ. 受付番号 都道府県

申請者名称

事業計画

1 22120073

静岡県

株式会社共栄製作所

ハイブリッド・電気自動車用特殊端子の開発

2 22120074

静岡県

富士工業株式会社

超音波振動切削による高能率加工技術の開発

3 22120076

静岡県

昭和金型工業株式会社

金型内中空部品組立システムを用いた試作開発

4 22120078

静岡県

株式会社キャップ

高速昇温冷却温調金型による成形装置の高度化開発

5 22120079

静岡県

株式会社フジキカイ

研磨材不要で、より精密加工が可能な「レ－ザ－ブラスト装置」
の試作開発

6 22120080

静岡県

古山精機株式会社

高精度・低コストが要求される部品の切削・研削加工の製法開
発

7 22120082

静岡県

株式会社岡田製作所

面押しフックの開発

8 22120083

静岡県

株式会社ユニオンパ－ツ工業

シェル中子を用いたダイカスト鋳造の試作開発

9 22120084

静岡県

神谷理研株式会社

ＡＶ機器向けアルミニウム素材への光沢黒色無電解ニッケル
めっきの開発

10 22120088

静岡県

クリエイティブテクノロジ－株式会社 金型冷却水タンク新仕切り板開発事業

11 22120089

静岡県

株式会社今泉鋳造鉄工所

三次元測定機導入による高精度機械加工技術の確立

12 22120093

静岡県

オーム電機株式会社

高発熱密度の熱源冷却用冷凍サイクル式コールドプレートの開
発

13 22120096

静岡県

株式会社サンウエルド

ＮＣ裁断機導入による「生産・原価」の各面で競争力を高めた一
貫生産方式への移行

14 22120099

静岡県

株式会社オンデマンド研究所

GHSラベル発行用150mm幅プリンター（サーマル転写方式）試作
開発

15 22120102

静岡県

株式会社平野工業製作所

超硬丸鋸切断加工技術の高精度化による低コスト製品の提供

16 22120103

静岡県

株式会社オーテック

「新たな洗浄方式の確立による生産プロセス強化」

17 22120105

静岡県

株式会社モールド技研

振動溶着工程導入による金型・治具設計から製品化までのプラ
スチック成形品の一貫生産体制作り

18 22120106

静岡県

エウレカ・ラボ株式会社

羽根せん断機能とミル機能とを一体化した微細化装置の試作・
開発

19 22120107

静岡県

橋本螺子株式会社

小口化・短納期化を実現する医療機器へのレーザーマーキング
手法の開発

20 22120112

静岡県

三和メタル工業株式会社

道路用遮音壁として使用する「高耐侯性能アルミカバー製品」の
試作開発事業

21 22120116

静岡県

株式会社精研

二次加工を不要とする超高精度切削加工技術の確立

22 22120119

静岡県

第一工業株式会社

高トルク対応型アウトサートナットの開発

23 22120125

静岡県

大宮精機株式会社

押出成形機用 クロスヘッドの小口化・短納期化のための試作開
発及び設備投資

24 22120126

静岡県

株式会社ハイタック

高精度な小径加工機開発

25 22120128

静岡県

株式会社旭洋工業製作所

コイルスリッタ－用 自動刃組み装置開発

26 22120129

静岡県

有限会社タテック工業

下降式プレスブレーキの導入による小口化・短納期化への対応
力強化

27 22120130

静岡県

株式会社奥田

電子部品搬送用紙キャリヤテープの高速生産技術の開発

28 22120135

静岡県

株式会社ナユタ

ニッチ分野特化型の全天候型全周照射ＬＥＤ照明試作事業

29 22120139

静岡県

株式会社ナカハラ

難削材・高硬度材深穴加工短時間・高精度切削技術を開発

Ｎｏ. 受付番号 都道府県

申請者名称

事業計画

30 22120142

静岡県

清水電装株式会社

船舶用航海灯の試作開発

31 22120143

静岡県

静パック有限会社

在庫・製造・入出荷管理サプライチェーンシステム導入

32 22120144

静岡県

有限会社管造型工業

医療用ＬＥＤ照明機器の試作開発

33 22120146

静岡県

株式会社大井製作所

超高速製材を実現するための革新的送材装置の試作開発

34 22120150

静岡県

ハマニ化成株式会社

多品種・短納期の開発実現の為の簡易カットプログラム作成方
式の確立

35 22120151

静岡県

日本防振工業株式会社

共振に対する効果的な減衰機構を付した高精度位置決め用ハ
ニカム定盤の開発

36 22120157

静岡県

株式会社カナサシ重工

液状化現象発生時における地下埋設飲料水兼用耐震性貯水槽
(60ｔ,40ｔ型)の浮上防止機能付き製品の開発

37 22120169

静岡県

株式会社木村鋳造所

消失模型鋳造法による鋳鋼鋳物生産の高度化により多様な顧
客ニーズに対応する

38 22120171

静岡県

株式会社ユニオン・マエダ

単品部品加工屋からアセンブリ製品製造メーカへの脱却のため
の独自生産管理システム導入

39 22120174

静岡県

株式会社いなさ

自社による短納期、ワンストップ化のための極薄塗膜塗装製品
の開発

40 22120175

静岡県

エムズジャパン株式会社

レジン・インジェクション・バキューム（ＲＩＶ）法成形による、マン
ホールトイレ製品の開発

41 22120178

静岡県

東陽機業株式会社

拡大する人工血管市場に対応可能な新ニードル式に依る織布
技術の確立

42 22120179

静岡県

有限会社ツカサテック

多品種少量生産・短納期化のニーズに対応可能な体制強化

43 22120180

静岡県

サカイ産業株式会社

広幅扁平炭素繊維織物の開発

44 22120184

静岡県

高村工業株式会社

世界初ダブルコートカチオン電着塗装の更なる品質向上

45 22120186

静岡県

株式会社友藤製作所

ワンランク上の加工精度向上へ品質管理平準化事業

46 22120187

静岡県

株式会社三協

業界Ｎｏ.1を目指し・新ソフトカプセルライン（充填～乾燥）の開発

47 22120188

静岡県

浜松ガスケット株式会社

エンジン用メタルガスケットにおける、試作品製作前に評価を可
能にする開発手法の確立

48 22120189

静岡県

東静工業株式会社

非接触光学式測定器により、消失模型鋳造法の模型製作にお
ける検査工程を革新する。

49 22120190

静岡県

株式会社サムウェイ

デジタル信号処理を用いたNMR装置の開発

50 22120191

静岡県

株式会社増田鉄工所

大型ワイヤー放電加工機導入によるプレス金型の精度向上と短
納期化

51 22120198

静岡県

プラスチック加工興和株式会社

「省エネに有効な高強度軽量精密歯車加工用ホ－ニング砥石の
開発」

52 22120201

静岡県

エコン株式会社

汎用普及型ソフト始動器の新製品開発

53 22120202

静岡県

セイリン株式会社

鍼灸針の部品(鍼管)の製造方式変更及び内製化

54 22120203

静岡県

セイカ電子工業株式会社

プリント基板製造実装クリームハンダ印刷工程への新技術導入
による実装方法の多様化

55 22120204

静岡県

株式会社ビートセンシング

真空滅菌器用過酸化水素センサーの開発

56 22120212

静岡県

株式会社マイクロフィックス

極細精密金属管の探傷センサの開発、販売

57 22120213

静岡県

東洋電産株式会社

中国等アジア諸国にできない超短納期、超高品質、小ロットの高
付加価値鋳造試作事業

58 22120222

静岡県

株式会社東商

肥料形状変更による差別化商品の開発

59 22120228

静岡県

有限会社シュウテック

厚板鋼板のスーパーブランク型の開発

Ｎｏ. 受付番号 都道府県

申請者名称

事業計画

60 22120229

静岡県

有限会社ＯＭテック

メタルアート（金属を用いた工芸製品）製品製作技術向上及び市
場開拓業務

61 22120231

静岡県

大石測器株式会社

微細表面欠陥を高精度・高速度で検出する装置の試作・開発

62 22120232

静岡県

株式会社ジープロシューマーズ

中小零細企業向けクラウド型勤怠管理サービス

63 22120233

静岡県

株式会社佐藤工機

純アルミ材冷媒分配器の切削加工自動化による小口・短納期化

64 22120236

静岡県

エフ・シー・アイ株式会社

ポリアセタールアロイの新製造法

65 22120238

静岡県

松本加工株式会社

ホットメルトの低圧成型技術に特化した競争力の強化

66 22120239

静岡県

駿河ダイテック株式会社

連続成形に対応した熱間プレス成形用金型の試作開発

67 22120241

静岡県

株式会社ブローチ研削工業所

68 22120243

静岡県

ユウセイ樹脂株式会社

69 22120245

静岡県

イオインダストリー株式会社

70 22120249

静岡県

丸長鍍金株式会社

「パイプ等の内部メッキ技術の設備化・事業化」と「ＳＵＳ鋼の電
解研磨の開発・事業化」

71 22120252

静岡県

有限会社ティケイ縫製

四輪車シート縫製加工の品質向上、及び生産体制のロス回避、
迅速一貫生産システム構築

72 22120253

静岡県

土屋興業株式会社

全せん断金型における高剛性、長寿命金型部品の試作開発

73 22120257

静岡県

有限会社三河工機袋井製作所

ダイカストマシン導入によるミッション部品の増産・短納期ニーズ
に対応

74 22120259

静岡県

協同組合ＨＡＭＩＮＧ

床擦れ防止用寝返り補助器の開発／製造

75 22120263

静岡県

有限会社白井製作所

正確な工程リードタイムの把握による短納期、低コスト化の実現

76 22120266

静岡県

株式会社ミヤキ

高速電解処理を活用した、セル式アルマイト処理装置開発と
サービスの提供

77 22120268

静岡県

アベメイカーズ株式会社

製薬メーカー向け攪拌機タンク製造工程の短縮化による競争力
強化

78 22120270

静岡県

株式会社フジタ

生産性及び品質の向上と管理

79 22120271

静岡県

青木工業株式会社

溶着によるプラスチック接合の短納期・低コスト化を実現する、
金型レス溶着機の試作開発

80 22120272

静岡県

株式会社鈴木楽器製作所

「新しい演奏方法」「新しい演奏の楽しみ方」を実現するハーモニ
カの試作開発及び製造販売

81 22120273

静岡県

株式会社ケイアイ静岡

油含浸処理（OLAC）量産化設備投資計画

82 22120276

静岡県

株式会社フジ技研

多工程プレス金型の効率化

83 22120281

静岡県

株式会社松永商店

小口化・短納期化型に対応する新基幹管理システムの導入

84 22120283

静岡県

株式会社エクセルジャパン

３Ｄプリンタ－用 汎用樹脂の開発

85 22120289

静岡県

フジ精工株式会社

マグネシウム合金への新規表面処理技術の開発と軽量照明器
具の試作

86 22120290

静岡県

株式会社上田紙工機

金属加工部品高度化事業

87 22120296

静岡県

株式会社鈴木スプリング製作所

金属を代替えする樹脂製ばね部品の加工技術の確立

88 22120300

静岡県

川口細巾織物株式会社

耐震補強用ベルトの試作開発と生産設備増強（織機）

89 22120301

静岡県

株式会社榛葉鉄工所

軽量化部品開発及び少量多品種生産に対応したレーザー溶接
生産システムの開発

90 22120304

静岡県

株式会社ナカキン

パンフレットラック／フォトプリンターラックのニッチニーズ対応強
化

生産管理システム導入によるNC設備の稼動能力向上／競争
力強化
少量多品種向け立体真空成型品打ち抜き工程へのトムソン刃
型適用自動機構の開発
自動車の内装デザイン樹脂部品におけるメタリック材着樹脂の
意匠向上成形品の試作開発

Ｎｏ. 受付番号 都道府県

申請者名称

事業計画

91 22120305

静岡県

株式会社セラフト

ジェットタオルにおけるマイクロプラズマ電子部品・デバイスの実
装試作品の活用

92 22120307

静岡県

江間工業株式会社

離型剤自動スプレーロボットの導入によるコスト競争力強化の実
現

93 22120308

静岡県

株式会社ケージーケー

「次世代バリ取り機」の開発

94 22120310

静岡県

株式会社協栄製作所

高精度鏡面金型製作技術を確立し、金型製作におけるコストと
製品実現の開発短納期化を実現

95 22120311

静岡県

株式会社エイディーディー

超低温技術を利用した薄肉形状品のチャッキング技術と刃先切
削性能向上技術の開発

96 22120316

静岡県

株式会社遠州

小型軽量で廉価なシートベルト用スルーアンカー及びプレス加
工技術の開発

97 22120320

静岡県

株式会社富士セラミックス

圧電セラミック素子の量産化製造プロセス技術の開発

98 22120322

静岡県

株式会社井出鉄工所

超大型複合研磨五面加工機改修工事事業

99 22120324

静岡県

100 22120325

静岡県

101 22120328

静岡県

株式会社長谷川鐵工所

陸上発電用ガスエンジン向け環境負荷低減型高圧空気圧縮機
の開発

102 22120329

静岡県

有限会社岩倉溶接工業所

特殊合金溶接部の信頼性の向上に資する難接合剤の溶接技術
の研究開発

103 22120330

静岡県

有限会社アステック開発

電気ノイズ耐性評価方法および近傍界電気ノイズ耐性評価装置
の開発

104 22120332

静岡県

有限会社共和製作所

両端加工自動機の導入による低コスト・高品質化に向けた生産
プロセス向上

105 22120334

静岡県

株式会社トヨコー

ハイパワーレーザー塗膜除去ヘッドの開発と事業化

106 22120335

静岡県

株式会社汐見製作所

３Ｄビジョンセンサロボットによる多品種少量生産対応ラインの構
築

107 22120336

静岡県

アストム株式会社

実装部品微小化、高精度化への対応による顧客試作開発品の
獲得

108 22120337

静岡県

株式会社ＮＮＨ

ホットチャンバ型鋳造機を用いた薄肉マグネシウムダイカスト部
品の研究開発

109 22120341

静岡県

ハイステック株式会社

静電容量方式を用いた透明ラベルカウンター機の試作・開発

110 22120343

静岡県

株式会社浜松ベジタブル

機器組込用小型オゾナイザーの高度制御によるソフトウェア開
発

111 22120345

静岡県

アイ・ピー・テック株式会社

PF（無孔性鋳造）ダイカスト製品の生産プロセス強化

112 22120347

静岡県

株式会社浅沼技研

高精度・大型3次元測定機による複雑形状鋳造品の計測プロセ
スの実現

113 22120352

静岡県

勝亦精密工業株式会社

車載用小型モータ用シャフトの高精度・高能率加工

114 22120353

静岡県

佐原工業株式会社

省ランナ・省スペースを目指したハイサクル成形技術の確立

115 22120354

静岡県

株式会社杉山製作所

多面加工技術によるギヤ加工の高度化及び生産の効率化

116 22120355

静岡県

マルスン株式会社

CAE（シミュレーション）での精度確保によるパネル初期品質の
向上

117 22120356

静岡県

パスコン株式会社

光センサ、半導体用プリント金メッキ基板の高精度検査事業

118 22120359

静岡県

城北機業株式会社

高精度加工と高精度測定を合体させた量産技術の確立による
ニッチ分野の開拓

119 22120361

静岡県

株式会社アサヒピ－.エム

小ロット・短納期部品への対応を可能とする生産管理システム
の構築

120 22120362

静岡県

株式会社ハラダ製茶農園

国内市場の嗜好（味覚）に適した国産烏龍茶の開発

次世代光部品検査工程の削減、コスト減少を実現させるため、
シナジーオプトシステムズ株式会社 光部品の搬送部・設置部に位置決め高速化技術を活用した、高
精度・高速光部品検査装置の開発
少量・試作製品の小口・短納期化を可能とする無人化切削加工
株式会社木下製作所
技術の開発と事業化

Ｎｏ. 受付番号 都道府県

申請者名称

事業計画

121 22120364

静岡県

イメージテック株式会社

異方向から計測するアパレル用Ｘ線検針装置の試作開発

122 22120365

静岡県

株式会社山崎製作所

123 22120366

静岡県

株式会社サイダ・ＵＭＳ

124 22120367

静岡県

東亜工業株式会社

125 22120369

静岡県

株式会社友照工業

量産加工シュミレ－ション用切削加工条件付き生産に対応する
ための高性能高速５軸加工機導入

126 22120370

静岡県

株式会社山口製作所

組立工数削減・軽量化・リサイクル化対応の為のピポット樹脂化

127 22120378

静岡県

サンヨーエンジニアリング株式会社 アルミニウム板金向け絞り成形金型製作技術の開発

128 22120384

静岡県

日興美術株式会社

【全体最適生産体制】推進化計画
生産管理システム導入・構築による生産プロセスの強化

129 22120385

静岡県

株式会社青島歯車製作所

互換性のある高精度歯車の開発

130 22120388

静岡県

株式会社東洋鐵工所

アルミダイキャスト部品のバリ取り５軸ＮＣ加工機の商品化

131 22120389

静岡県

オーエムプランニング株式会社

医療機器産業の小口化・短納期化ニーズに対応する切削加工
体制の構築

132 22120392

静岡県

株式会社明和工業

横型マシニングセンター導入による多様なニーズへの対応と品
質および生産効率の向上

133 22120397

静岡県

有限会社技研産業

ＦＲＰのマテリアルリサイクル方法の確立

134 22120398

静岡県

株式会社石川工具研磨製作所

135 22120400

静岡県

株式会社松岡ｶｯﾀｰ製作所

136 22120401

静岡県

榎本工業株式会社

３Ｄ ＣＡＤシステム導入による３Ｄ対応と、生産効率改善による
短納期化

137 22120402

静岡県

日本ニューノーズル株式会社

精密射出成形機部品の耐久性向上のための熱処理条件と熱処
理炉のメンテナンス方法の確立

138 22120404

静岡県

有限会社東正電気開発

光受光部品を高性能化させるための溶接技術と異物混入除去
方法の提案サ－ビス

139 22120405

静岡県

日本ビニロン株式会社

エアークリーナーの一貫生産ラインの構築及び省人化による低
コスト製品の生産

140 22120408

静岡県

シンコーラミ工業株式会社

押出しラミネート加工における冷却効率アップによる生産性の向
上

141 22120412

静岡県

株式会社テクノサイエンス

透明塗装を検査可能かつ小型・低価格な色認識装置の新型機
の開発

142 22120414

静岡県

株式会社第一樹脂工業

高機能プラスチック製医療用滅菌コンテナの開発

143 22120416

静岡県

株式会社川口化成

射出成形による『３Ｄ形状アイス容器』の開発製作

144 22120421

静岡県

株式会社サンケミカル

三次元加工を施した壁面用装飾パネルの試作開発

145 22120425

静岡県

三興マシニア株式会社

最新汎用フライス盤増設による角物精密試作品の短納期化の
実現

146 22120426

静岡県

河口精機株式会社

燃料電池車におけるガス配管部品のマシンング切削加工試作
開発

147 22120428

静岡県

三明電子産業株式会社

ＦＡ産業向けＷｉｎｄｏｗｓコントローラの開発

148 22120431

静岡県

株式会社サイダ・FDS

触媒とマイクロ波による協奏的反応場を活用した高温高圧フ
ロー型カップリング反応技術の開発

149 22120434

静岡県

協和工業株式会社

超短納期を可能にする「精密・複雑形状」の順送プレス製品の生
産プロセス構築

150 22120437

静岡県

株式会社ナントー精密

基板実装用、高品質・低価格「吸着ノズル」の開発・製品化

板金モノづくりシュミュレーションシステムの導入による多品種単
品短納期化の推進
粗ぴき加工から小径の仕上げ加工まで対応し、ミーリングやフラ
イス加工といった複合加工も可能なＭａｄ ｉｎ ｊａｐａｎの２１世紀
型普通旋盤（6尺）の開発
中国の伝統的な手作り餃子の形状を可能とする画期的な全自
動水餃子製造機の開発

切削加工技術の高度化(高精度・微細化、多品種少量、短納期
化)に必須となる、精密微細刃具の製造及び再研磨工程をマ
ニュアル化し、生産プロセスの強化を図る
住宅産業における在来軸組木造プレカット『替刃式ＰＣＤダイヤ
刃物』の試作開発

Ｎｏ. 受付番号 都道府県

申請者名称

事業計画

151 22120439

静岡県

有限会社葛山製作所

高精度デジタルカメラによる自動車部品（プラグ）全方位自動検
査機器の開発

152 22120441

静岡県

株式会社コーヨー化成

使用者の取り出し不満を解消する新機構のウェットシート容器の
試作開発

153 22120444

静岡県

栗田産業株式会社

ワイヤー球状化処理システム導入による大物球状黒鉛鋳鉄製
造プロセスの開発

154 22120445

静岡県

芝原工業株式会社

小ロット・短納期化に対応可能な体制構築による個別受注品市
場の獲得

155 22120448

静岡県

ハラダ製茶株式会社

グローバルな嗜好（香り）に適した香り緑茶の開発

156 22120452

静岡県

渥美工業株式会社

レーザーを用いた局所焼入及び自己冷却による自動車部品の
試作開発事業

157 22120453

静岡県

株式会社ニッショウ工販

射出成型金型の仕上げ工程の簡素化

158 22120454

静岡県

橋本エンジニアリング株式会社

低コスト長寿命チタン注湯ラドルの試作開発

159 22120458

静岡県

株式会社ヤナギハラメカックス

小型ネジ挿入装置の開発

160 22120461

静岡県

碌々産業株式会社

高い安定性と高い精度を維持し、高度化する客先ニーズに応え
る微細加工環境の早期実現

161 22120462

静岡県

株式会社マットエンジニアリング

小口対応を必要とする高精度金型位置決め部品における超短
納期一貫生産体制の構築

162 22120463

静岡県

有限会社山下精機

163 22120466

静岡県

株式会社メナック

164 22120471

静岡県

株式会社金子製作所

165 22120472

静岡県

有限会社ケー・ティー・エス

匠の技の定量化

166 22120474

静岡県

公進ケミカル株式会社

カーボンナノチューブを用いた機能性コーティング剤の提案

167 22120475

静岡県

ジーニアルライト株式会社

レーザー光による骨加工装置のレーザーヘッド及び固定アーム
の開発・検証

168 22120477

静岡県

静岡製機株式会社

最先端設備導入による板金工程改革

169 22120478

静岡県

株式会社京浜工業所

ベアリング用超仕上げ砥石の開発と生産効率化

170 22120479

静岡県

興津螺旋株式会社

難加工素材の連続二次加工製品試作開発

171 22120480

静岡県

有限会社前田重工業

杉・ヒノキの樹皮を利用した発酵有機堆肥の試作開発

172 22120483

静岡県

株式会社アルモニコス

「プレス成型品向け次世代検査手法」の開発

173 22120486

静岡県

株式会社愛和

ヒヤリ・ハットを防ぐ医療用酸素ボンベの警報機能付き残量モニ
タの開発

174 22120487

静岡県

双和プラスチックス工業株式会社

クリーンブース設備による安心・安全な医療容器製品の製造計
画

175 22120488

静岡県

株式会社スルガ精密

精密プレス部品におけるコーナーエッジの実現

176 22120492

静岡県

岳南有機株式会社

新QQ－SAVERの試作開発

177 22120494

静岡県

株式会社洗心銅鐵工所

生産管理業務システム導入による業務効率化および納期短縮
化

178 22120495

静岡県

ＡｃｒｏｓｓＢｉｏ株式会社

マイクロバブルを用いた簡易発酵槽による微生物培養

179 22120496

静岡県

株式会社ミズノテック

プレス機械のデジタルサーボ化による、加工技術の向上と工程
短縮（低コスト化）

180 22120499

静岡県

有限会社モリ工業

高性能エアハイドロサーボプレスの実用化

三次元測定機の導入による、加工から精密測定までのワンス
トップ体制の確立
EPS(難燃性発泡スチロール)とPC(ポリカーボネート)の一体成形
により軽量・強化・難燃の各機能を有しユーザーの多様なデザイ
ンニーズに応えられるボードの製造技術の開発
鋼板の高張力化に適応したプレス生産モデル構築のための試
作開発

Ｎｏ. 受付番号 都道府県

申請者名称

事業計画

181 22120500

静岡県

株式会社東洋機械製作所

生産情報システムの構築

182 22120501

静岡県

有限会社サンワシステム

高精度切削部品獲得の為の品質保証体制の確立

183 22120502

静岡県

有限会社三和製作所

高精度切削部品製造技術確立

184 22120504

静岡県

ケーアイ工業株式会社

精密金属プレス加工機導入による製品のコスト低減と短納期化

185 22120506

静岡県

大丸工業株式会社

多品種少ロット生産体制強化の実現と細丸線材複雑形状ばねと
線加工品の機械部品開発

186 22120509

静岡県

株式会社アコヤハイテック

超短納期での試作製作のための複合加工機

187 22120517

静岡県

武藤染工株式会社

伝統産業においての生産の安定化と効率化

188 22120519

静岡県

株式会社静岡鐡工所

卓上に乗る小型・軽量でありながら、軽金属まで加工できるマシ
ニングセンターの開発

189 22120520

静岡県

株式会社アルプスエンジニアリング NCマイクロブラスト装置による高速部品加工

