平成２４年度補正 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
２次公募 採択一覧
（受付番号順）
受付番号

事業者名

事業計画名

認定支援機関

1 22210522 有限会社北島金属工業

ピストン鍛造金型の新工法開発による大幅コストダウンへの挑戦

2 22210527 株式会社坂下製作所

自動車部品の量産加工技術を転用した新分野低価格部品の開発事業 遠州信用金庫

3 22210528 株式会社ムラマツ

高精度検出を実現したロボット画像処理検査装置の試作開発

4 22210529 株式会社共立電機製作所

耐熱合金（難削材:インコネル-718、モネル、6-4チタン）の加工方法を確
横浜銀行
立する

5 22210532

西光エンジニアリング株式会
乾燥中の乾燥物重量を計量し乾燥を制御するマイクロ波真空乾燥機
社

税理士法人北川会計

島田信用金庫

静岡県商工会連合会

6 22210534 株式会社大須賀製作所

高速ねじ画像検査選別機の導入による短納期対応および品質の向上

静岡信用金庫

7 22210536 株式会社後藤製作所

高精度、短納期を実現する自動測定機導入による海外製品との差別
化・高品質体制の確立

静岡銀行

8 22210538 株式会社たつみ電機製作所

防音BOX等新製品開発の為の３次元板金CADソフトと関連加工機用サ
清水銀行
ブソフト導入による統合システム管理の確立

9 22210539 株式会社プラポート

製品の高精度化、短納期・小ロット対応を実現するプラスチック切削技
術の確立

静清信用金庫

10 22210540 有限会社ピイエムシイ静岡

小口化・短納期化型に対応する塗装システムの開発

静岡銀行

11 22210545 羽立化工株式会社

大型ブロー成形の生産プロセス強化及び工程開発

浜松信用金庫

12 22210549 株式会社小林製作所

無停止型突き合せ接合機の試作開発

静岡銀行

13 22210553 株式会社恭和

無線接続カメラによる車載映像システムの開発

望月光男会計事務所

14 22210557 東海熱処理株式会社

金属チップソーのチップ座加工精度の向上と工数削減

磐田信用金庫

長時間安定使用できる実験用小型スパッタリング装置の開発

植松経営労務事務所

15 22210558

株式会社富士アールアンド
ディー

16 22210560 株式会社伊藤鋼材RC&LOGO
17 22210565

多色彩高耐久性サスペンションを実現する新イオンプレーティング技術
浜松信用金庫
の開発

株式会社メディカルプロジェク
浴槽内での見守りセンサシステムの試作開発
ト

静清信用金庫

18 22210573 株式会社幸伸技研

自動車金型の機能部品を小型機械で高速無人加工する為の技術開発 静岡銀行

19 22210575 株式会社アマノ

介護浴槽の昇降機機構部の試作開発と製品コストダウンを実現する生
磐田信用金庫
産体制の構築

20 22210576

ゼンウェルオーダード株式会 低価格・短納期に対応可能な体制構築と特化製品開発による市場の獲
磐田信用金庫
社
得

21 22210580 有限会社山本電機製作所

蓄電システム専用変圧器の量産設備開発と突入電流抑制装置の試作
静岡銀行
開発

22 22210582 株式会社浜名ワークス

3次元CADによるトラック架装事業の受注、解析、設計、製造プロセスの
遠州信用金庫
革新

23 22210586 株式会社エスティーモールド

FRPの新たな成型方法確立による生産プロセスの改善

磐田信用金庫

24 22210588 株式会社ミズデン静岡

多品種・高品質・短納期・低コストに対応したLTE中継基地局電源用放
熱器（ヒートシンク）の量産環境の整備

東京シティ信用金庫

25 22210589 共和成産株式会社

（切削・締結）加工技術を確立するためのソフトウェアを組み込んだロ
ボット加工機の開発

静岡銀行

26 22210590 株式会社トーキン

アーク溶接ロボット用トーチの先端部品自動交換システムの開発

27 22210591 宏城工業株式会社

ピストンピン孔コニカル（円錐状）加工に対応するための生産プロセスの
磐田信用金庫
強化

28 22210592 株式会社ビー・アライブ

『股関節ゆらし運動機器』の試作開発

三島信用金庫

29 22210594 丸廣加工有限会社

微細加工に特化した高精度モーターコアの試作開発

湖西市商工会

30 22210597 株式会社西川機械製作所

三次元測定機による大物高精度加工の実現と技術力の強化

静岡中央銀行

31 22210600 株式会社テクニカル・ワークス

炭化水素系真空3槽式全自動洗浄機導入による環境負荷の低減・洗浄
島田信用金庫
品質の良化・低コスト化・短納期化

32 22210601 株式会社大場鋳造所

高合金鋳造による複雑形状部品の一体成型技術の開発

磐田信用金庫

33 22210602 株式会社古山鋼材

長尺難加工材の、高精度、高能率加工技術の開発

静岡銀行

34 22210603 アポロ精工株式会社

高精度自動はんだ付け用のコテ先の開発と製造

静岡中央銀行

35 22210606 第一印刷株式会社

循環型社会の容器「かみ缶」の大型口径化

静岡銀行

36 22210607 株式会社サンパーツ

高性能設備導入により切削技術を高度化し生産プロセス強化による短
静岡銀行
納期化

37 22210608 株式会社ベルスター・スズキ

高精度・短納期化が要求される医療機器の製罐・板金技術の高度化事
静岡銀行
業

38 22210609 有限会社渡辺工具研磨

使用済「エンドミル」「スロアウェイチップ」の再研磨技術の活用による低
静岡中央銀行
価格化ニーズへの対応

39 22210611 磐田化学工業株式会社

ビタミンの発酵生産システムの確立及び機能性食品素材の製品化

磐田信用金庫

40 22210612 ヤブタ塗料株式会社

医療用製品・精密機器へのフッ素塗装による付加価値化の実現

静岡銀行

41 22210615 有限会社神田鉄工所

多能加工による多品種少量製作・短期納期体制の確立

浜松信用金庫

42 22210616 第一化成株式会社

金型加工技術と成形技術による透明樹脂の高透過率レンズの試作開
発

静岡銀行

43 22210617 株式会社ゴトー理研

複合素材へのメッキ加工技術の開発

浜松信用金庫

44 22210622 株式会社神田鉄工

5軸複合加工機導入による、試作品製造工程におけるワンチャック多方
清水銀行
向加工の確立

45 22210624 有限会社大和技研

超高張力鋼板用金型製作の短納期化ニーズに応える生産体制構築と
強化

46 22210625 有限会社親幸産業

パイプ加工の検査工程において2方向エアブローとブラシで切削屑を完
湖西市商工会
全除去する検査装置の開発

47 22210626 都商事株式会社

金属資源破砕後の高度選別ライン

静岡信用金庫

48 22210629 株式会社袴田精機

低燃費車の高度化するエンジン部品加工への対応

浜松信用金庫

49 22210630

株式会社三光ダイカスト工業
特殊ダイカスト法の技術確立による高品質製品の開発
所

浜松信用金庫

静岡中央銀行

三島信用金庫

50 22210631 株式会社サンエス

生産性向上のための高度化金型の試作・開発

静岡銀行

51 22210632 NNP電子株式会社

悪条件下対応型電子基板実装技術の構築

浜松信用金庫

52 22210635 株式会社鈴木化学焼津

自動車用微細メッシュ樹脂製一体成形フィルターの研究開発

焼津信用金庫

53 22210636 株式会社深井製作所

金型加工における作業体制の構築、短納期化の実現

静岡銀行

54 22210637 株式会社ダイショープレイン

ナノ加工先端技術導入による超精密金型・超精密成型品の製造方法の
静岡銀行
開発

55 22210638 株式会社中里メッキ

「内径5㎜以下の極細径金属パイプにおいて内面にめっきを均一に施す
富士宮商工会議所
新技術」の開発

56 22210640 本橋テープ株式会社

伸縮可能で強度を併せ持つループ付多機能細幅織物の開発

吉田町商工会

57 22210641 有限会社髙坂製作所

熟練技術とITを融合させた次世代精密金型製造プロセスの革新

菊川市商工会

58 22210642 三光製作株式会社

機能性無光沢皮膜の試作開発と自動化による生産プロセス強化

浜松信用金庫

59 22210643 静岡化成株式会社

自動裁断システムによる開発工程及び裁断工程の高効率化

浜松信用金庫

60 22210645 吉村紙業株式会社

手切れ性に優れた、少量多品種の個包装用プラスチック成型フィルムの イー・マネージ・コンサル
開発と設備投資
ティング協同組合

61 22210655 司ゴム電材株式会社

曲げ加工の高速・高精度化による長物・厚物板金部品の試作と補正作
磐田信用金庫
業ゼロ化への取組

62 22210659 有限会社エステック

集光レンズの品質向上及び製造コスト削減に向けた金型の試作開発

63 22210662 有限会社戸塚綜業

塗装工程をロボット化することによる、高品質スパッタリング加工技術の
掛川信用金庫
確立

64 22210665

株式会社フィットコーポレー
ション

清水銀行

食品カップの小口生産及び在庫リスク軽減に向けた、低コスト生産機材
静岡中央銀行
の導入

65 22210668 株式会社丸仲鐵工所

鏡面化粧板の新しい製造法の確立

静岡信用金庫

66 22210669 有限会社積志工業

「プラスチック再生加工」の工程内製化によるコストダウン・短納期化の
実現

静岡銀行

67 22210670 株式会社テクノネット

インクリボンカートリッジの小巻機械新規製作による生産力強化（高度
化生産機械の開発）

静岡銀行

68 22210672 株式会社サカイ

塗料削減・生産効率アップ事業

浜松信用金庫

69 22210677 有限会社フソウ精工

フラッシュバット式突合わせ抵抗溶接機の開発とそれを用いた管材溶接
芝川商工会
プロセスの確立

70 22210681 株式会社東海製鋸鋼業所

ダイヤモンド砥石/CBN砥石を成形する特殊補助装置の試作

菊川市商工会

71 22210682 有限会社幸印

脊椎及び頭蓋骨インプラント製造への参入計画

静岡銀行

72 22210683 サンカプセル株式会社

小ロット多品目製品の生産・短納期化のニーズに対応可能な生産体制
静岡銀行
の構築

73 22210685 キソー株式会社

最先端複合加工機（タレットパンチプレス＆レーザ加工機）導入による板
富士商工会議所
金加工プロセスの改革

74 22210686 有限会社田中工画

既存部品の収益力アップと中小ロット高精度部品加工の受注拡大

静岡銀行

75 22210688 杉本金属工業株式会社

スポット溶接品質の向上 スパッタレス化を目指して

静岡銀行

76 22210689 株式会社アローセブン

無線フォークリフト呼出しシステムによる工場内物流効率化市場獲得

静岡銀行

77 22210690 株式会社竜洋

既存屋根上に設置物を固定するための取付金具の開発

磐田信用金庫

78 22210692

長泉パーカライジング株式会 新分野進出の突破口に！オールアルミ製熱交換器フィンの親水処理施
三島商工会議所
社
工に伴うアルミ化成処理ラインの自動化

79 22210693 株式会社ニッサブ

鋳鉄鋳造の炉前管理において、カーボン、シリコン成分測定の迅速化、 税理士法人坂本＆パー
自動化、ハンディ化
トナー

80 22210695 株式会社和田機械製作所

医療機器の国産化に繋がる、5軸加工機を用いた人工骨等の加工技術
静岡銀行
の確立。

81 22210697 三丸機械工業株式会社

ナノ乳化製品を作製可能なホモジナイザーの開発

三島信用金庫

82 22210698 浜松鉄工株式会社

長尺品、複合加工部品における一貫加工の実現と多品種少量部品の
生産体制の構築

浜松信用金庫

83 22210700 株式会社フジコーポレーション 高性能2輪車用ブレーキシステムの開発

静岡銀行

84 22210704 日本硝子産業株式会社

医療用硝子容器生産の低膨張材料の新カット機械開発

経営ソフトリサーチ

85 22210706 小楠熱処理工業株式会社

熱処理におけるトランジスタ式高周波焼入機導入による品質安定化・コ
商工組合中央金庫
スト削減

86 22210710 株式会社鈴昇

株式会社鈴昇 袋井工場

87 22210712 有限会社菅野鉄工所

ボールジョイント構成部品製造における生産プロセス強化

88 22210713 小松螺子製作株式会社

小ロット・短納期・高効率・省力・低投資を実現する高耐食性めっき設備
清水銀行
の開発

89 22210717 株式会社高部鉄工所

砥石曲線成形機能を有するCNC研削盤導入による少ロット異形状研削
浜松信用金庫
部品の受注拡大と短納期化

90 22210718 大石鐵工所株式会社

食品容器に混入した金属片を一括検査するX線装置の試作開発

91 22210719 アポロ電気株式会社

植物育成用照明器具に搭載する自社インバータの栽培実験検証と設備
静岡銀行
投資

92 22210720 有限会社根上工業

FCF工法の技術開発で難加工品の大幅なコスト削減と品質向上

三島信用金庫

93 22210721 有限会社アタラシ製作所

3次元測定に依る品質保証体系の開発

遠州信用金庫

94 22210722 有限会社イナバモデル

検査治具用開閉式取付金具の短納期化および高度化試作開発

静岡中央銀行

95 22210723 興和産業株式会社

3Dデジタル技術を活用した商業施設用立体意匠壁面材の事業化

静岡銀行

96 22210725 株式会社松永特殊溶接

樹脂成型用金型の鏡面部における溶接技術の確立

公益財団法人静岡県産
業振興財団

97 22210726 株式会社カナック

ヒートサイクル試験機を用いた高品質窒化処理の開発を目指す。

静岡銀行

98 22210729 株式会社内山精工

車載ECU用小型・薄肉・軽量ヒートシンクの開発プロセスの構築

静岡銀行

99 22210730 株式会社ナノプロセス

レーザーによる高速微細同時多穴加工装置の開発

浜松信用金庫

100 22210731

プラズマ切断機 導入計画

三和エンジニアリング株式会
低消費電力化を実現させた次世代型ホモゲナイザーの開発
社

清水銀行
静岡銀行

磐田信用金庫

スルガ銀行株式会社

101 22210740 株式会社クリヤマ機工

ボラゾン（CBN）工具使用による金型精度の向上と加工時間の短縮

静岡銀行

102 22210741 株式会社エコー

毛髪、ビニール片等の異物を、高精度、高効率で除去するニッチ分野の
静岡銀行
静電選別装置の開発

103 22210743 ナクス株式会社

免震試験装置の開発によるエキスパンションジョイントの高付加価値化 島田信用金庫

104 22210744 株式会社日翔工業

立体形状への均一なナノ薄膜技術の確立と密着性の向上による医療機
静岡信用金庫
器市場の拡大獲得

105 22210746 山本機工株式会社

NC複合加工機導入による高精度、納期短縮化への対応

106 22210747 小林機工株式会社

取引先の金型増産要求に対応する高性能なワイヤーカット放電加工機 税理士法人MGアカウン
の導入
ティング

107 22210748 金子歯車工業株式会社

航空機産業向けアクチュエーター主軸の高精度化とコストダウンに向け
静岡銀行
た技術開発。

108 22210749 株式会社協和製作所

各種機械フレームの製造に当たりボーリング加工技術を活かし加工の
迅速化と確実性の向上を実現

静岡銀行

109 22210750 有限会社大沼工業

金属部品切削加工における高速安定生産プロセスの開発

浜松信用金庫

静岡信用金庫

110 22210751 有限会社カイセイ

NCフォーミングマシン導入による試作開発期間の短縮および新市場獲
静清信用金庫
得

111 22210752 株式会社岩清

甘糀を活用し、発酵技術により熟成させた鯖肉を餡とする健康食シュウ
焼津信用金庫
マイの製造開発

112 22210754 株式会社エステック

オーダー型大腿骨インプラントの短納期生産体制の構築

113 22210755 株式会社榛原電業

電力の実使用状態を監視できる、汎用多回線電力監視システムの機器
掛川信用金庫
開発

114 22210756

株式会社ビーアンドエス・コー
乳酸菌発酵技術を活用した介護施設向けゼリーの開発
ポレーション

三島信用金庫

湘南コンサルティング

115 22210757 羽立工業株式会社

射出成形における熱可塑性熱伝導樹脂での発熱器用筐体・ケース軽量
浜松信用金庫
化開発

116 22210758 三明機工株式会社

アルミ鋳造用注湯ロボットの開発

清水銀行

117 22210759 株式会社藤田鉄工所

スノーモービル用大排気量２サイクルエンジンのピン付クランクシャフト
の開発

掛川商工会議所

118 22210764 株式会社エヌエー

新工法導入における磁気近接スイッチの生産プロセス強化

磐田信用金庫

119 22210767 ナルテック株式会社

自社製システムLSI“NALTEC N10”と組込みLinuxによるCPUボードの
試作開発

静岡銀行

120 22210768 株式会社スギヤマ

海外需要取り込みのためのチップソー短納期化技術の開発

静岡銀行

121 22210769 株式会社精信機工

穴加工に於ける､異形状に対応する高速･高精度スピンドルユニットの開
浜松信用金庫
発

122 22210771 太田工作株式会社

当社独自構築生産管理システムを組み込んだ５軸複合旋盤導入による
島田信用金庫
高品質・複雑な試作部品加工の単品・短納期化実現

123 22210774 株式会社アーステック

汎用大型ハイブリッド蓄電インバーターのマルチ制御開発による多品種
三島信用金庫
対応

124 22210775 有限会社兼子鉄工所

安全で身体的負荷を軽減するトラック荷台昇降用梯子の開発

磐田信用金庫

125 22210777 タタラ株式会社

リフォーム､特注の造作､収納家具類に適合する高品質扉を､加工／施
工業者に対して小口販売

静岡銀行

126 22210779 株式会社上島電興社

高齢かつ軽度な認知症患者の服薬支援装置の開発

浜松信用金庫

127 22210780 有限会社松野塗装工業

粉体塗料による静電塗装装置・技術の設備投資

小沢康人税理士事務所

128 22210781 城南電機工業株式会社

自動車用ランプ製造における、高品質、短納期を実現する一括生産体
制の構築

静岡銀行

129 22210782 株式会社システム・ジェーピー 「人間の腕と同じ動作を実現できる超高精度な医療用固定器の開発」
130 22210784

大和エンジニヤリング株式会 単品部品製作における短納期対応・コスト削減の為の生産プロセス強
社
化事業

静岡銀行
浜松信用金庫

131 22210790 株式会社キャムソニア

業務用大型インクジェットプリンターの乾燥機ユニットの試作開発

静岡信用金庫

132 22210791 有限会社梅沢工機

CFRP用成形金型製造におけるＮＣ成形研削による高精度化及び短納
期化の実現

焼津信用金庫

133 22210792 共栄メタル株式会社

介護支援に貢献できるステンレス製手摺の効率化

静岡銀行

134 22210796 有限会社松本工業

アルミダイカスト製品のバリ取り工程の自動化による生産プロセスの強
静岡中央銀行
化

135 22210801 株式会社市川板金工業所

輸送機器試作部品の超短納期生産システム開発

磐田信用金庫

136 22210804 株式会社バンテクニカ

発電機能付き非接触スリップリングの試作・開発

静岡中央銀行

137 22210806 小林工業株式会社

フレーム部品製造に適した溶接から外観仕上げまでの高効率一貫生産
浜松信用金庫
ラインの構築

138 22210809 有限会社鈴和製作所

半導体製造装置等の高能率化を企図した、チタン合金等の難削材加工
静岡銀行
技術の精度向上

139 22210810 株式会社オプトメカトロ

免疫医療診断用の高感度、高ダイナミックレンジな光検出器の開発

140 22210811 株式会社マルヨシ

ペットの健康を訴求した「水産系乳酸発酵ペットフードの開発」と「世界市
静岡信用金庫
場の開拓」

141 22210813 イワタプレス工業株式会社

多工程を1工程化できる「ロボット搬送プレス機」の開発

142 22210814 西尾金庫鋼板株式会社

最新タレットパンチ・レーザー複合機導入による新製品の試作開発及び
静清信用金庫
多品種小ロット・短納期に対応する生産体制の構築

143 22210815 株式会社神津製作所

画像センサによるアーク溶接外観検査装置の開発

浜松信用金庫

144 22210817 植田部品株式会社

レーザー加工による樹脂材料への生産技術力強化

静岡銀行

145 22210819 株式会社石橋鉄工所

3次元測定機ソフトの導入による製品の高精度化及び短納期ニーズへ
の対応

静清信用金庫

146 22210822 深澤電工株式会社

試作品(多品種小ロット)を中心にした高密度実装の、技術力・生産力の
三島信用金庫
構築

147 22210825 シロワ部品工業株式会社

樹脂製検査治具の試作開発によるニッチ分野の開拓

148 22210826

浜松信用金庫

株式会社オオサワ・ビジ
ネス・コンサルティング

静岡銀行

株式会社クリエティブ・システ
一体型リテーナ・コッタ圧入機の開発と新たな生産管理システムの構築 浜松信用金庫
ム

149 22210829 株式会社髙橋製作所

高性能測定機等導入による多品種少量・短納期化対応

静岡銀行

150 22210830 有限会社山静製作所

ステンレス加工品の最終工程である酸洗い設備の導入

清水銀行

151 22210831 日本形染株式会社

デジタル捺染による企画･生産･販売まで一貫した生産システムの構築
と新製品の開発

静岡銀行

152 22210833 株式会社サンテックイシカワ

三次元測定システム導入と5軸MCとの一体運用による高精度加工及び
静清信用金庫
検査体制の確立

153 22210836 株式会社コーリツ

熱処理工程の強化による高精度シフトフォーク部品の開発

静岡銀行

154 22210838 株式会社美浜工業

攪拌、吐出技術向上による導電性ウレタン樹脂の試作開発

浜松信用金庫

155 22210840 三美鍍金工業株式会社

バレル式 高ニッケル 亜鉛―ニッケル合金めっきの試作開発

遠州信用金庫

156 22210841 崇和株式会社

｢災害対策バルク貯槽ユニット｣及び｢エネルギー供給ボックス｣普及に向
静岡銀行
けた配管セットの試作開発と生産体制の構築

157 22210843 株式会社三方原キカイ

非鉄金属（アルミ材）の切削加工における高品質化への需要対策措置

158 22210846 鈴木晒整理株式会社

多様なニーズに応える多品種小ロット対応が可能なワッシャー加工技術
浜松信用金庫
の確立

159 22210849 株式会社ミツムロ

硬質ステンレスパイプの複雑形状加工及び一体化製品の試作の開発

静岡銀行

160 22210853 日商産業株式会社

腫瘍断端距離確保を目的としたアタッチメントの研究・開発

長泉町商工会

161 22210856 株式会社オ－ジェイシステム 産業用ロボット事業部の立上げによる生産システムの強化

静岡中央銀行

浜松信用金庫

162 22210857 村松精機株式会社

多品種少量生産・短納期に対応する高精度基準面・穴加工技術の高度
浜松信用金庫
化

163 22210859 株式会社サンエンテック

三次元測定機の導入により複雑形状・微細精密部品加工の品質保証
体制を確立する。

浜松信用金庫

164 22210860 株式会社井田商店

マカダミアナッツ専用焙煎装置の開発による健康食品市場への進出

静岡銀行

165 22210862 村松風送設備工業株式会社 サイクロン集塵機高性能化

浜松信用金庫

166 22210863 株式会社ポリシス

高防振性能をもつ軽量発泡防振材の開発及び量産体制の確立

167 22210868 エンシュー化成工業株式会社 ヨーグルト容器蓋材用撥水フィルムの品質安定化技術開発

静岡銀行
静岡銀行

168 22210869 株式会社カシマ

医薬品生産ライン用クリーンステンレス容器製作に関わる3D-CADCAM
モデリングを活用した高精度・低コスト缶体展開プレス方法の開発及び 静岡銀行
導入

169 22210871 株式会社岡崎製作所

多品種少量生産部品の短納期化のための設備投資

清水銀行

170 22210872 株式会社カンナ工業

高圧配管継手（消火器など）の複合加工法開発

静岡中央銀行

171 22210873 オーメックス株式会社

マシンカバーの薄板化と段曲げ工法による溶接レス化技術の開発

静岡銀行

172 22210875 志田紙工株式会社

PSシート内製化によるコストダウンと短納期化の実現

富士宮信用金庫

173 22210877 西田工業株式会社

圧倒的な工程削減によるサイクルタイムと段取時間の短縮

浜松信用金庫

174 22210884 株式会社ビデオ・テック

放送業界で使用される映像メディア保管装置の耐震性強化・小型化の
実現

静岡銀行

175 22210885 有限会社伊藤木型製作所

鋳造技術導入による短納期・ワンストッププロセスの開発

静岡銀行

176 22210886 株式会社テミック

難削材ステンレスの切削加工の高精度・短納期化を可能にする多品種
浜松信用金庫
小ロット生産体制の構築

177 22210888 ヤザキ工業株式会社

改良型リリース制御型ピッチングマシンの試作開発及び量産化に向け
た改良

178 22210889 株式会社IWAMA

「消臭・静音性能を強化しメンテナンス面を簡易化した自動排泄処理装 富士市産業支援セン
置の試作開発」
ターｆ-Ｂｉｚ

179 22210890 株式会社小松工業

サーボプレスによる量産型「精密せん断打ち抜き技術」の確立

浜松信用金庫

180 22210891 株式会社司技研

自動車開発用部品の小ロット・短納期化対応

富士市産業支援セン
ターｆ-Ｂｉｚ（株式会社イド
ム）

181 22210892 内田工業株式会社

国内生産プロセス強化による『アクセルドライブ/アクセルメイン』製造用
静岡銀行
金型の海外市場獲得

182 22210893 株式会社セイコーバイオテクノ

BDF製造時に排出される粗グリセリンを原料とした低環境負荷液体洗剤
静岡銀行
製造装置の開発

183 22210894 シンズ工業株式会社

最新のCAD,CAMソフトによる、5面加工機の能力UPで試作・開発の強
化。

静岡中央銀行

184 22210897 株式会社協和アルテック

電動アシスト自転車新規部品の高付加価値化

静岡銀行

185 22210900 池上塗料工業株式会社

模型用塗料の多品種小ロットかつ高精度化への取り組み

静岡銀行

186 22210901 フジ工業株式会社

新裁断機導入による超短納期裁断商品の実現

静岡銀行

187 22210903 東西工業株式会社

新型プレス機による断熱パネルの生産強化

静岡銀行

188 22210904 株式会社サカエ金型工業

エンプラ製歯車精度向上による次世代自動車モーターアクチュエータ市
静岡銀行
場の開拓

189 22210905 東洋コーティング株式会社

スマートフォン、タブレット用の光学フィルムの高品質化

190 22210906 株式会社寺田製作所

飲料、食品素材として利用可能な製茶中に排出される蒸気の凝縮水回
静岡銀行
収装置の開発

191 22210907 永田塗装株式会社

塗装・印刷・レーザー加工による新商品の開発

奥浜名湖商工会

192 22210908 株式会社エンブレム

圧空を利用したプラスチックフィルムの三次元成形の試作開発

静岡銀行

193 22210910 合資会社東洋メタル

フェライト化焼鈍炉と塗装設備(バッフルブース)施工による、納期・品質
静岡銀行
管理の向上

富士市商工会

神戸商工会議所

194 22210911 カネオト石橋商店

発酵・醸造技術を応用した、うなぎエキスの開発と“うなぎ蒲焼風かまぼ
焼津信用金庫
こ製品”の試作開発

195 22210912 有限会社西尾金型

高精度・超短納期を実現する精密金型の生産体制構築

196 22210914 協和工業株式会社

微生物による工業廃液発酵分解効果を活用したニッチ分野の事業開発 静岡銀行

197 22210917 株式会社エフ浜松

NCルータ設置による各種産業資材の最適切削加工技術の確立

198 22210919 株式会社大石溶接

短納期化と製造コスト削減を可能にする溶接技術の習得、溶接スパッタ
清水銀行
軽減化及び加工・切削条件等のデータベース化

199 22210920 株式会社長野製作所

噴射管向SUS材C．NUTの鍛造による低コスト量産化の確立

税理士法人トップ

200 22210921 株式会社佐藤工業所

水量変動に対応できる鋼板水路を用いた段差用発電設備の開発

焼津信用金庫

201 22210922

株式会社タジマモーターコー
ポレーション

磐田信用金庫

浜松信用金庫

浮揚式津波避難シェルター商品化のための量産試作および性能試験、
磐田信用金庫
生産準備

202 22210923 有限会社丸善冷機工業

橋梁等の金属製品製造においてレーザー加工機更新による一貫生産ラ
静岡銀行
インの構築

203 22210925 株式会社トウネツ

ECO電動式鋳造装置の開発と事業化～小型一体式電動鋳造機の事業
静岡銀行
化～

204 22210928 株式会社N・I・Nジンガー

断続スプレー装置による離型剤少量塗布技術の確立

静岡銀行

205 22210931 株式会社SANWA

発電用超大型ガスタービン向けの新機構コンプレッサシステムの開発

焼津信用金庫

206 22210933 小早川工業

“そり”の無いセルフ・クリンチング・ナット圧入板金部品の試作開発

沼津信用金庫

207 22210934 有限会社石岡プラスチック

ダイキャスト部品から樹脂化部品化による試作量産生産体制の強化

浜松信用金庫

208 22210938 岡本工業株式会社

丸物精密加工から角物複合加工の一貫生産体制によるワンストップ化
浜松信用金庫
の実現

209 22210940 有限会社トラス

中間素材であるプリプレグ材(繊維織物に熱硬化性樹脂を含浸させた素
材)とコア材(ペーパーハニカム・発泡体等)を使用し、一回の成形サイク
沼津信用金庫
ルで複数の複合材パネル製品を多段積みによる成形でコストダウンを
目標とした成形法を確立する

210 22210943 小林工業株式会社

新規取引先獲得のための、試作・量産金型製作の時間短縮

静岡銀行

211 22210945 スズエ電機株式会社

リサイクルプラスチック擬木の避難路階段の新製品開発

浜松信用金庫

212 22210946 富士高砂酒造株式会社

静岡酵母に低温醸造製法を用いた究極の大吟醸酒『花高砂(仮称)』の
開発製造

RS経営コンサルティン
グ

213 22210948 株式会社宮本技研工業

海外需要獲得に向けたコスト・納期削減を目指した生産管理システムの
浜松信用金庫
導入

214 22210951 ハマサン株式会社

設備生産工程の革新：生産リードタイムの半減

株式会社おさだ製茶
カネ松製茶株式会社
215 22210952
株式会社荒畑園
株式会社RIVERSON

新規機能性成分強化型微生物制御発酵茶及び新規機能性成分添加緑
静岡銀行
茶飲料の試作

216 22210953 株式会社日栄総業

多様化するワイヤーハーネス製作における短納期、低コスト、高品質の
静岡銀行
確立

217 22210954 美光産業株式会社

レーザー加飾機導入による付加価値の高い自動車蒸着部品の試作・開
静清信用金庫
発

218 22210955 株式会社ベルクス

ボールジョイント用ダストカバー金具の生産プロセス強化のための開発
静岡銀行
事業

219 22210958 旭化学工業株式会社

自動車座席用ポリカバーの生産プロセス強化による競争力の向上

浜松信用金庫

220 22210962 株式会社高池

ハーネス加工における多品種・小ロット・多客先ラインの実施

清水銀行

静岡銀行

221 22210965 レワードグループ協同組合

昇華 絢爛 ・ 彩色 絢美

浜松信用金庫

222 22210967 株式会社モス

短納期システム強化計画

静岡銀行

223 22210968 日興工業有限会社

YAGレーザー導入による短納期・高精度加工体制の構築

株式会社マイルストー
ン・コンサルティング・グ
ループ

224 22210969 株式会社伊藤製作所

新技術開発による市場シェアの獲得

静岡銀行

225 22210970 有限会社鈴精機

製造体制と部品構成の見直し及び新規マシニングセンターの導入によ
るダクトホース試作金型の短納期化の実現

静岡銀行

226 22210972 株式会社マルハチ村松

鰹加工品製造副産物を主原料とした機能性発酵調味料の開発

静岡銀行

227 22210973 株式会社中央発明研究所

ダイカスト部品内鋳巣及び含浸剤のDual Energy X線計測装置の開発

遠州信用金庫

228 22210974 株式会社金原金属工業所

歩留り効率がよく、短納期で環境に良い鍛造品の開発

静岡銀行

229 22210975 肥田電器株式会社

スーパーエンプラを利用したバリレス成形工法の開発

袋井商工会議所

230 22210976 株式会社アイ電子工業

小規模ユーザー向け、簡単設置、簡単操作のデジタルサイネージシス
テムの開発

浜松信用金庫

231 22210977 TSK株式会社

超低温処理（CryoForge）による金属材料の強化に寄与する原子の再配
浜松信用金庫
列を促す技術の高度化

232 22210979 有限会社山口製作所

金属パイプの多方向同時穴あけ加工技術の確立と専用設備の開発・販
富士宮商工会議所
売

233 22210980 カナエ工業株式会社

自動車の旧型部品(サービス部品)用金型の長期保管問題を解消する
管理システムの開発

富士宮商工会議所

234 22210981 サンコウ電子株式会社

制御装置の短納期化を実現する、盤内ハーネス生産技術の構築

浜松信用金庫

235 22210984 株式会社三友機械製作所

金属容器向け自動内面画像検査装置の開発

焼津信用金庫

236 22210985 マツカワ株式会社

三次元ガラスパターン切断機の開発･試作

静岡銀行

237 22210987 珠電子株式会社

蛍光寿命測定装置用深紫外LED短パルス光源の開発

遠州信用金庫

238 22210988 富士鋼業株式会社

複合加工機の導入による小口・短納期生産体制の確立

静岡銀行

239 22210991 株式会社エス・テック

熱溶着性繊維を使用した製品開発のための、熱加工・成形装置の開発
静岡銀行
と導入

240 22210995 株式会社日幸製作所

最先端がん治療装置用部品の納期短縮と検査体制の強化

静岡銀行

241 22210997 株式会社松下工業

鋳物に使用される中子砂の再利用による試作開発

磐田信用金庫

242 22210998 石塚工業株式会社

最新設備導入による高精度な試作品製作・短納期要請への対応力向
上

静岡銀行

243 22210999 株式会社山登

幅広NCレベラフィーダ（大型幅広コイル材料供給装置）導入による部品
沼津信用金庫
加工の大型化対応と順送加工の短縮化によるコストダウン。

244 22211001 有限会社マツオ工機

バリ取り加工ロボットシステムの製品化

浜松信用金庫

245 22211004 東洋レヂン株式会社

医療機器におけるプラスチック射出成形加工設備およびシステムの開
発・試作

清水銀行

246 22211005 株式会社ヤマテ工業

アルマイト加工設備導入による、ホイール加工ラインの生産プロセスの
浜松信用金庫
確立

247 22211011 株式会社大村屋酒造場

ボトルクーラー導入による商品の高品質化事業

静岡銀行

248 22211012 株式会社ライズワン

国産バンドマーキング装置開発

静岡信用金庫

249 22211013 有限会社高柳製作所

鋳造に代わる単発プレス機を用いた加工方法の開発及び順送プレス方
湖西市商工会
式への応用

250 22211015 有限会社友和溶接

産業用機械部品の製造・加工・レーザーマーキングまでの一貫体制の
構築

清水銀行

251 22211018 有限会社ソフト・ワ井メカ

超精密マシニングセンタ購入による高精度製品対応技術の確立

静岡中央銀行

252 22211022

合資会社ベアードブルーイン
生産能力拡大・6次産業化に向けた農産物加工所新設プロジェクト
グ

静岡銀行

253 22211025 有限会社鈴木工機

高精度・短納期を可能とさせる穴あけ加工技術の確立

254 22211028 有限会社村松研磨工業

研磨工程のオートメーション化による「品質安定化」「省人化」を図り、生
産コストをコントロールすることで安価な海外製品との競争力を確保する 静岡銀行
ための生産プロセス強化

255 22211033 有限会社後藤鉄工所

NC立旋盤導入の生産性向上による受注拡大及び旋盤技術継承による
清水銀行
事業の継続性強化

256 22211034 有限会社刑部製作

3Dプリンターによる医療系の樹脂製品（介護用品等）の試作開発

浜名商工会

257 22211037 有限会社静岡洞江水産

獲りたての水産物の美味しさをそのまま消費者の食卓にお届けする
CAS冷凍の導入

公益財団法人静岡県産
業振興財団

258 22211038 株式会社NSM

空調機用銅配管部品の多品種小ロット短納期対応設備の開発導入

静岡銀行

259 22211039 有限会社山崎鋳造

高強度、高品質な鋳物である「球状化黒鉛鋳鉄」の低コスト、省力化

菊川市商工会

横型万能測長機導入による、短納期化・低価格化の実現

静岡銀行

260 22211040

UCHIDASystemManagement
有限会社

浜松信用金庫

261 22211043 サンワ化学株式会社

高圧微粒研磨材噴射加工によるタブレット及びスマートフォン用大板強
鈴木達雄税理士事務所
化ガラス基板の切断技術の開発。

262 22211046 有限会社シイ・エム・ピイ

積層成形加工技術の構築ならびに小ロット・短納期生産体制の構築

西ヶ谷博行税理士事務
所

263 22211048 株式会社イハラ製作所

アルミダイキャスト製品におけるリークテスト装置の開発

静岡銀行

264 22211049 株式会社サンレイ

CNC旋盤導入による短納期化事業

静岡銀行

265 22211050 東洋カプセル株式会社

医薬品分野に対応する、新規グミ製剤の開発

静岡中央銀行

266 22211053 丸成金属塗装株式会社

№2静電塗装機の回転数可変化による塗膜の美麗化

浜松信用金庫

267 22211054 有限会社オーエム技研

高精度マシニングセンター導入による生産プロセス強化で医療機器の
開発部品に対応

富士市産業支援セン
ターf-biz

268 22211055 株式会社武政精工

超微細加工による生産設備用超高精度治具の開発

焼津信用金庫

269 22211057 三基精工株式会社

金属プレスにおける難加工分野への進出及び工法転換による高付加価
静清信用金庫
値化への取り組み

270 22211059 トルク工業株式会社

自動車用機能部品の生産プロセス再構築による競争力強化

さがみ信用金庫

271 22211064 株式会社スグロ鉄工

コアピン検査工程の高度化による生産プロセス再構築

清水銀行

200～800℃で動作するPETE型熱電子発電器の開発研究

高部税理士事務所

272 22211065

株式会社プラズマアプリケー
ションズ

273 22211066

株式会社プリンシパルテクノロ
ワイヤレス給電に関する特許技術の試作開発による発明の効果の実証 磐田信用金庫
ジー

274 22211067 株式会社フジマシン

監視機能及びフィードバック機能を備えた変動状況対応クランプシステ 公益財団法人静岡県産
ムの開発
業振興財団

275 22211069 有限会社遠州研業

製作工程の合理化による、切削工具部品の短納期生産技術の構築

浜松信用金庫

276 22211072 株式会社宮田製作所

高形状精度、高寸法精度、短納期の新興国対抗金型の製造

静岡銀行

277 22211073 株式会社GF技研

ハイブリッドソーラパネル用多重層ラミネーション接合技術の確立

静岡銀行

278 22211076 加藤タオル株式会社

独自の肌触り感を実現する細番手綿糸製織技術の高度化

浜松信用金庫

279 22211077 有限会社三江

厚みがあり表面が凹凸があるパネルへ1個から直接ＵＶインクジェット塗
浜松信用金庫
装をする技術の確立

280 22211079 有限会社芹沢鉄工所

レーザー加工機導入による円形加工等の小口化・短納期化及び作業効
清水銀行
率向上

281 22211081 株式会社真誠

社内切断試験体制整備による新製品開発力・提案力の強化

282 22211083 株式会社ホンダ

超音波ウェルダー、プラスチックリベッター導入による小口化・短納期化 富士市産業支援セン
への対応力強化
ターf_Biz

283 22211085 企業組合テンテック

パーソナルタイプの点滴チェッカーの開発と商品ラインナップの充実

商工組合中央金庫

284 22211089 有限会社米山製作所

生産プロセス強化による、拡大する医療機器市場を獲得するための設
備投資

沼津商工会議所

285 22211092 有限会社ウィットラボ

溶接試作における工程毎リアルタイム測定による新たな試作手法の開
静岡銀行
発

286 22211093 有限会社山崎塗装工業所

塗装作業の標準化と環境負荷の軽減

287 22211095

富士鋼販株式会社
有限会社三和コラム

静岡銀行

浜松信用金庫

テーパーコラムコア材の生産に伴う、価格競争力を高めるための生産プ
静岡銀行
ロセスの強化

288 22211096 花の舞酒造株式会社

酵母が生きた生酒の短納期化を実現する冷蔵管理生産物流システム
の構築

浜北商工会

289 22211098 株式会社久野金型製作所

ハイテン材（高張力鋼の高精度）成形金型の短納期化技術の開発

静岡銀行

290 22211099 株式会社ヤマモトファンドリー 球状化黒鉛鋳鉄を利用した鋳造技術の開発
291 22211103

有限会社浜松コンピューティ
ング

ディープサイクルバッテリーテスターの開発

静岡銀行
静岡銀行

