平成２８年度補正 革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金
静岡県採択案件一覧
（受付番号順）
受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

1 2822110001

静岡県

株式会社湖北

7080401010377

レッカーサービスの高効率化による顧客満足度の向上と渋
静岡銀行
滞解消計画

2 2822110009

静岡県

株式会社佐野光義鉄工所

4080101008625

高精度なＣＶＴ部品生産用金型部品等の新品加工からリシ
静岡銀行
ンク加工までの一貫生産体制の構築

3 2822110010

静岡県

林電工株式会社

5010001006486

急成長する海外市場におけるシェア拡大のための、 薄膜測 公益財団法人静岡県産業振興財団
温抵抗素子の生産能力・生産性向上計画
清水銀行

4 2822110016

静岡県

株式会社名倉ルーフ

4080401013671

転倒防止のための防滑塗布材の経済性に優れた塗布技術
磐田信用金庫
の確立

5 2822110017

静岡県

千本電機株式会社

6080101000927

ＩｏＴを活用したＧＩＳに資するローコスト水深測量装置の開発 静岡中央銀行

6 2822110023

静岡県

ケーアイ工業株式会社

9080101008455

新素材ステンレスの高品質溶接と短納期化の同時実現

静岡銀行

7 2822110024

静岡県

第一印刷株式会社

4080001003032

ギフト市場に多彩な構成をもたらす「省力化アッセンブリー
機械」の導入

静岡銀行

8 2822110027

静岡県

株式会社守屋工機

7080001015306

次世代船舶用高品質エンジン部品の低コスト供給体制の確
静岡銀行
立

9 2822110029

静岡県

株式会社佐野金型製作所

8080101011427

自動車の軽量化・低燃費化を実現するスーパーハイテン材
静岡銀行
対応の金型開発・短納期化計画

10 2822110032

静岡県

有限会社パパラボ

2080402010240

官能検査の定量化へのＡＩ方式による高精度化方式の提案
浜松信用金庫
数値化装置の開発

11 2822110034

静岡県

丸幸製茶株式会社

9080401014847

量販店の数量でも均質対応できる地域色のあるお茶「茶域
島田信用金庫
創生」の開発と販売

12 2822110037

静岡県

株式会社福島製材所

8080001009034

高性能ランニングソー導入による生産性向上

13 2822110038

静岡県

中根製茶株式会社

2080401014432

海外販路拡大を狙った異物除去システム導入による食品用
掛川信用金庫
粉末茶の製造体制構築

14 2822110039

静岡県

株式会社プラポート

8080001009075

自社製品（樹脂材・６面加工品）の市場開拓と社内活用

15 2822110040

静岡県

株式会社宮村鐵工所

4080001013452

工業用粉末茶（下級碾茶を含む）の競争力強化に貢献する
ための超大型・高速回転仕様グリーンアップの製造販売事 島田信用金庫
業

16 2822110043

静岡県

河口精機株式会社

4080401001346

切削条件の最適化を目的とした、刃具寿命の定量的評価
技術の開発

17 2822110046

静岡県

富士テクノ株式会社

3080101002109

高品質・軽量化が必要なハイブリッド車用新型オイルクーラ
静岡銀行
部品の増産体制の確立

18 2822110047

静岡県

有限会社スズキ工業

5080002015166

電子部品性能試験事業への新規進出による売上・地元女
性雇用の拡大

19 2822110051

静岡県

株式会社鈴木農園

8080401018634

イチゴの高収益栽培モデルの構築と 香港市場への自社ブ
遠州信用金庫
ランドでの進出

20 2822110052

静岡県

株式会社日幸製作所

8080101006030

最新設備の導入とＩｏＴ＋ＡＩ機能での生産管理による新規受
静岡銀行
注獲得

21 2822110057

静岡県

古山精機株式会社

2080401016255

次世代自動車向け機能部品のコンパクト化に対応する生産
浜松信用金庫
技術開発

22 2822110058

静岡県

みたか工業株式会社

2080401017419

大型プレス製品における高速ロボット搬送プロセスの構築

23 2822110064

静岡県

山田産業株式会社

8080001005438

圧倒的新商品点数と更なる内製化により多様なニーズに対
静岡銀行
応する生産体制の確立

24 2822110067

静岡県

テック大洋工業株式会社

4010801007627

水性防錆塗料の試作開発

25 2822110070

静岡県

株式会社扶桑工業

6080001016718

ＩｏＴ活用による自社ブランドボーリングマシンの生産性向 上
焼津信用金庫
及び更なる品質・精度向上を図りシェア拡大に取組む

26 2822110077

静岡県

河野歯科医院

27 2822110079

静岡県

株式会社テクニカルサポート

2080401010605

温度設定が可能な極低速モータ開発支援ベンチシステム

浜松信用金庫

28 2822110082

静岡県

サカイ産業株式会社

8080001013036

切創防護プロテクター用アラミド織物の開発および生産体
制の確立

焼津信用金庫

29 2822110084

静岡県

株式会社キャップ

5080401017449

ＩｏＴとロボットによる金型製作を７日間連続無人加工と磨き
浜松信用金庫
レス化の実現

30 2822110086

静岡県

株式会社島田鋼板

9080001013076

加工設備能力と設備活用度向上による価格競争力の強化 島田信用金庫

静岡銀行

静清信用金庫

浜松信用金庫

島田信用金庫

浜松信用金庫

三島信用金庫

Ｄｉｇｉｔａｌ Ｄｅｎｔｉｓｔｒｙの構築により、治療期間短縮や高精度で
島田信用金庫
障害者の方にも優しい安心・安全な歯科医療の提供

1

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

31 2822110088

静岡県

有限会社丸伊松井製茶

4080402017721

全自動送帯蒸機による品質および付加価値向上

32 2822110089

静岡県

静岡県産醤油株式会社

4080001016100

海外市場を標的としたグルテンフリーしょうゆの生産体制構
島田信用金庫
築

33 2822110091

静岡県

伊藤テクニカルフーズ株式会社

3080001014674

高級食材であるスモークフレーバーを付与した鰹エキス等
の生産効率向上と海外販路の開拓

34 2822110092

静岡県

株式会社橋本動物病院

9080401019755

炭酸ガスレーザーシステム導入による治療の高度化と病院
浜松信用金庫
経営の強化

35 2822110095

静岡県

有限会社是井工業

2080402003054

凹凸工法を用いた新たな省資源型ダクトの開発

36 2822110096

静岡県

有限会社松葉屋

3080102007478

パンの生産効率と安全性を向上させ、地域の健康を推進す
沼津信用金庫
る革新計画

37 2822110098

静岡県

共和成産株式会社

2080001016374

日本の伝統美【和モダン】を意識した うづくり加工機での高
商工組合中央金庫
品質で多品種生産構築

38 2822110103

静岡県

株式会社玉吉製作所

2080101011572

脱脂洗浄自動機の導入による、手作業の“精密部品 製造”
富士宮信用金庫
から、“清潔部品製造”への変革

39 2822110104

静岡県

有限会社稲森鉄工所

7080002015577

生産体制の高度化による難加工素材を用いた金属製品の
静清信用金庫
量産技術確立

40 2822110110

静岡県

株式会社サンアクト

4080101003709

外来種を水際で食い止める「バラスト水処理装置」の量産化
静岡銀行
計画

41 2822110112

静岡県

株式会社飛鳥エンタープライズ

2080001016242

最新型ロボット導入による大型溶接物の自動生産体制の確
焼津信用金庫
立

42 2822110122

静岡県

株式会社スギヤマ

1080401010300

薄刃鉄工用メタルチップソーの台金を製造する為の熱処理
静岡銀行
方法の開発

43 2822110123

静岡県

株式会社ホンダ

8080101009660

プラスチックダンボールの印刷工程のプロセス改善による
新商品開発事業

44 2822110124

静岡県

東京ベロー精機株式会社

3011801010159

これまでにない少・中量多品種向け金属ベローズ成形にお
静岡銀行
ける新製法の確立

45 2822110127

静岡県

ＢＥＹＯＮ ＣＨＥＭＩＣＡ有限会社

4080402006121

新技術による振動対策

46 2822110129

静岡県

株式会社ベルスター・スズキ

4080001013270

ＩｏＴ技術を活用し業務データ管理やロボットの ネットワーク
静岡銀行
化を統合した高効率生産の実現

47 2822110132

静岡県

山内工業有限会社

7080402020706

職人技術と機械制御の融合による短納期生産体制の確立 浜松信用金庫
と大型化
磐田市商工会

48 2822110136

静岡県

有限会社木内製作所

7080102000990

新型ラジエーター部品等の全自動生産体制の確立

株式会社エフアンドエム

49 2822110137

静岡県

株式会社大井川友成

9080001016112

ＩｏＴ機能を活用し、新工法のレーザー溶着加工に対応した
超精密成形加工技術の開発

静岡銀行

50 2822110140

静岡県

株式会社藤本組

2080401014457

『建設３Ｄ総合サービス』の展開

磐田信用金庫

51 2822110146

静岡県

株式会社中部日本プラスチック

4080401009711

バイオマスプラスチック屑の再資源化用途開発

磐田信用金庫

52 2822110152

静岡県

株式会社スズゲン

7080401002531

三次元ＣＡＤ／ＣＡＭ技術を導入したバイクマフラーのＩｏＴ型
清水銀行
一貫生産体制の構築

53 2822110155

静岡県

株式会社ハイタック

2080101007356

国際標準化を目指す小径深孔加工品の 従来にない光測定
静岡銀行
技術の確立に必要な技術開発

54 2822110156

静岡県

株式会社ナカダ工業

5080001014301

最新型板金加工機導入による医薬品・食品製造用機械部
品向け高精度加工システム構築事業

55 2822110158

静岡県

マスターエレクトロニクス株式会社

7080101001775

電子部品の入出庫を劇的に速める、部品ラックシステムの
税理士法人イワサキ
試作開発

56 2822110163

静岡県

株式会社湧玉製薬

1080101011986

需要が拡大するサプリメント製造需要に対応する生産体制
静岡銀行
の確立

57 2822110168

静岡県

南部鉄工所

58 2822110169

静岡県

有限会社東洋商事

3080402017012

橋梁の長寿化対策に寄与する亜臨界水を活用した洗浄工
株式会社ケレス
法の開発導入

59 2822110170

静岡県

小出エンヂニアリング株式会社

5080401018265

高精度・精密品の高効率生産体制の確立

60 2822110171

静岡県

有限会社石橋製作所

6080102009430

高精度の金属部品を通常のサーボプレス機で製作できる金
三島信用金庫
型の開発

61 2822110174

静岡県

株式会社メディカルプロジェクト

5080001005242

新生児用見守りセンサの試作開発

62 2822110175

静岡県

阿形工業株式会社

3080401014778

自動車部品の品質の見える化と地域企業の品質保全に資
アイクス税理士法人
する検査体制の確立

ＥＶ生産用小型精密モーター向け精密切削加工技術の開
発

2

島田信用金庫

清水銀行

遠州信用金庫

静岡銀行

浜松信用金庫

焼津信用金庫

豊橋信用金庫

磐田信用金庫

静岡銀行

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

63 2822110181

静岡県

株式会社古山鋼材

3080401016452

ＣＮＣ旋盤導入による金型部品の革新的加工方法の確立と
静岡銀行
コスト競争力の強化

64 2822110185

静岡県

有限会社丸安秋山板金

2080002011242

特殊なため製造業者が少ない自動車ライト塗装用治具製造
静岡銀行
の生産性向上

65 2822110191

静岡県

株式会社サンプラ

1080401011224

高比重複合樹脂の射出成形加工技術の開発と事業化

浜松信用金庫

66 2822110192

静岡県

都商事株式会社

4080001009252

ＩＯＴ活用による新たな自動選別への取組み

清水銀行

67 2822110194

静岡県

株式会社伊熊鉄工所

9080401000418

ショットレス化により難削化した部材の加工技術開発と生産
浜松信用金庫
体制確立

68 2822110200

静岡県

有限会社河西新聞店

7080002013275

新聞配達網を活用した焼きたてパンのモーニング宅配サー
由比町商工会
ビスの展開

69 2822110201

静岡県

株式会社中遠熱処理技研

6080401014395

金属熱処理における国際航空機規格に対応する温度計測
商工組合中央金庫
技術の新サービス

70 2822110207

静岡県

山本機工株式会社

2080001016944

建設車両用大型部品の穴明け加工集約と生産、保全情報
静岡信用金庫
の一元管理

71 2822110212

静岡県

株式会社モールド技研

9080401010474

ＩｏＴ・ＡＩ・ロボット活用による試作品納期の大幅 短縮への取
磐田信用金庫
組み

72 2822110213

静岡県

株式会社吉村

2010701010162

どこからでも手で切れる個包装用複合フィルムの開発

73 2822110214

静岡県

株式会社ドリブルジャパン

3080101005978

フットサル競技専門の新機能性素材（全方向伸縮）を使用し
三島信用金庫
た、ユニフォームの開発

74 2822110216

静岡県

プラスチック加工興和株式会社

5080001001456

軽量化に向け金属代替えが進む医療用高機能樹脂部品等
静清信用金庫
の開発

75 2822110225

静岡県

株式会社西島土木

2080401015075

最新設備導入による「特殊除草・伐採工」作業の工期短縮・ 御前崎市商工会
低コスト化の実現
掛川信用金庫

76 2822110230

静岡県

株式会社セイショー

7080401015863

ＮＣ旋盤加工ライン確立による曲線面取り技術の開発

掛川信用金庫

77 2822110231

静岡県

有限会社前田自動車塗装所

8080002011278

代車への不満・トラブルを解消する輸入車の短納期修理
サービスの開発

静清信用金庫
静岡商工会議所

78 2822110233

静岡県

有限会社富士産業

9080402019886

地場産業や伝統工芸と連携した高付加価値な建具や家具
磐田信用金庫
の開発・販売

79 2822110237

静岡県

株式会社ＳＩＭＰＬＥ ＣＯＭＰＡＮＹ

4010001118530

国内焙煎工場の設立によるコナコーヒーの流通革命

80 2822110239

静岡県

有限会社曽根田工業

5080402021276

高機能超硬ドリル、エンドミルの 技術の高度化と生産性向
磐田信用金庫
上

81 2822110240

静岡県

有限会社大石金型

1080402001570

厚板プレスせん断における、フィッティング工法の確立と工
遠州信用金庫
程短縮を実現する金型の試作開発

82 2822110241

静岡県

株式会社サンパックス

8080401002010

プリンタスロッタ導入による段ボール箱のロボット製函及び
静岡銀行
防虫対策への対応

83 2822110242

静岡県

有限会社伊藤工作

4080002013435

高精度！超短納期！金型修正サービス展開

84 2822110247

静岡県

金子歯車工業株式会社

4080101008360

次世代航空機向け精密歯車のＩｏｔ技術を用いた高生産性シ
静岡銀行
ステムの確立。

85 2822110248

静岡県

株式会社栄和産業

8021001027254

ワイヤー放電加工機導入による検査治具精密検査ゲージ
の技術開発

86 2822110249

静岡県

タカタ工業株式会社

5080001019713

複雑形状を有する透明プラスチック成形品の品質保証工程
静清信用金庫
の確立

87 2822110253

静岡県

望月歯科医院

88 2822110254

静岡県

有限会社菅沼製作所

8080402009657

我が国輸出競争力を高める低価格ワンウェイパレット製造
への取組み

89 2822110257

静岡県

株式会社サンコー三島

5080101005605

銅線スクラップの選別精度向上による再生資源の有効利用 静岡銀行

90 2822110259

静岡県

株式会社上野鉄工場

7080401000626

世界初！ピアノ精密部品の「製造工程」の自動化による 国
浜松信用金庫
際競争力強化と新規事業展開

91 2822110261

静岡県

有限会社高橋デンタルラボルーム

1080102007158

歯科技工物の制作による患者の不満を払拭し、３Ｄデータ
のアーカイブによる市場ニーズへの対応

92 2822110262

静岡県

ふくろう歯科

93 2822110263

静岡県

有限会社タカミツ看板

4080402004819

１点ものオーダーメイドグッズ事業の生産性の向上

遠州信用金庫

94 2822110264

静岡県

株式会社さの萬

3080101011431

清酒酵母の発酵技術を活用した、やわらか牛肉の開発

芝川商工会

三菱東京ＵＦＪ銀行

朝日信用金庫

島田信用金庫

八千代銀行

患者の健康維持増進に向けた、天然歯牙保存歯科治療体
清水銀行
制の確立
遠州信用金庫

沼津信用金庫

次世代歯科治療や訪問診療の提供により地域診療への要
静清信用金庫
請に応える

3

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

95 2822110265

静岡県

株式会社ア・ジャストポリマー

2080101003941

放射線治療用補助具の開発による医療分野への進出

御殿場市商工会

96 2822110269

静岡県

有限会社静岡フスマ商会

1080402020158

独自のレーザー測距装置データを活用する建付け調整不
要な戸の開発

磐田市商工会
磐田信用金庫

97 2822110271

静岡県

株式会社山崎工業

9080101001947

小型多量製品の洗浄作業に於ける 環境対応型半自動化
洗浄システム技術の開発

静岡銀行

98 2822110273

静岡県

マルタカゴム工業株式会社

4080401016014

ＩｏＴ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ ｏｆ Ｔｈｉｎｇｓ）導入設備による製造原価改善と
設備 稼働状況の集中把握によるノウハウの数値化データ 浜松信用金庫
の集成

99 2822110275

静岡県

株式会社ダイワ・エム・ティ

8080101008968

自動車内装の素材変化に対応した量産用生産機 製造工程
静岡中央銀行
の革新

100 2822110280

静岡県

有限会社河村工作所

3080002001572

難削材切削加工の高精度化に対応する多品種小量生産体
静清信用金庫
制の構築

101 2822110285

静岡県

ハマニ化成株式会社

5080401004406

加飾技術の深化と高度化による新世代加飾技術 の確立と
浜松信用金庫
開発効率の向上

102 2822110290

静岡県

サンヨーエンジニアリング株式会社

8080401002027

ＩｏＴ・ＡＩを活かした生産体制構築による金型製作の短納期
実現計画

株式会社エフアンドエム

103 2822110293

静岡県

株式会社宮地興業所

3080401016205

サイドピニオンの短納期化・高精度化による自動車開発の
サイクル短期化への貢献

静岡銀行

104 2822110295

静岡県

株式会社石川園

9080401017651

独自の焙煎技術で開発した、青苦さを抑えた「焙煎抹茶」の
静岡銀行
アメリカ等への輸出計画

105 2822110296

静岡県

株式会社ティーエス

6080401012812

リチウムイオン２次電池漏れ検査装置の一貫生産による 短
磐田信用金庫
納期化と精度向上計画

106 2822110298

静岡県

太田工作株式会社

6080001016338

独自開発生産管理システム連動レーザー加工による 精度
島田信用金庫
向上とリードタイムの短縮化

107 2822110299

静岡県

ミヤハラ工機株式会社

9080001009264

高精度木型治具の３Ｄ加工を可能にする効率的な 生産方
法の確立

静岡信用金庫

108 2822110301

静岡県

静岡給食協同組合

1080005000929

地元食材を活かした今までにない オリジナル冷凍食品の
提供体制の構築

静岡信用金庫

109 2822110303

静岡県

株式会社髙橋製作所

3080101005887

自動車用ミッション部品の研削工程強化による部品調達グ
静岡銀行
ローバル化への対応

110 2822110304

静岡県

株式会社親和製作所

3080401005991

ＩｏＴ活用板金加工装置の導入によるアルミ・ステンレス板の
豊橋信用金庫
ブランク加工の自動化・高精度化

111 2822110305

静岡県

英君酒造株式会社

3080001011861

新型自動圧搾機導入及び圧搾工程冷蔵化による環境調整
税理士法人アークネット
技術及び品質・生産性向上事業

112 2822110306

静岡県

株式会社小楠金属工業所

8080401001061

エンジン用部品事業への進出を達成するための 研削作業
磐田信用金庫
高度化計画

113 2822110310

静岡県

有限会社太田工業

6080002014828

二輪車部品の生産性向上と高品質化・短納期化の実現

静岡銀行

114 2822110319

静岡県

有限会社松本製作所

2080102011621

新設備による大型ワークの精密加工受注増加計画

沼津信用金庫

115 2822110320

静岡県

ＹＳＫ工業株式会社

2080401012080

５倍の寿命を達成するダイヤモンドソーの開発

遠州信用金庫

116 2822110324

静岡県

ユニクラフトナグラ株式会社

6080401006095

ＩｏＴを活用したライン監視システム構築による生産体制の高
商工組合中央金庫
度化と最新生産ライン敷設

117 2822110326

静岡県

株式会社スギエピプロ

2080001012051

医薬品の開発・生産現場のバーチャルデータ化による リス
静岡信用金庫
ク管理及び保守管理サポートの提供体制の構築

118 2822110327

静岡県

遠州熱研有限会社

8080402019425

金属熱処理における真空技術と雰囲気炉の融合

静岡銀行

119 2822110336

静岡県

株式会社スカイプランニング

8080401010715

天窓を利用した「室内照度と省エネ効果シミュレーション
サービス」の事業化

浜松商工会議所
遠州信用金庫

120 2822110342

静岡県

静岡市水産物商業協同組合

2080005001141

「しずまえ鮮魚」であるマグロの未利用部位等を活用した安
公益財団法人静岡県産業振興財団
心安全な真空・冷凍調理による商品の開発及び提供

121 2822110343

静岡県

有限会社山本紙工

3080102003725

新開発した水溶性補強紙の活用によるＢｔｏＣへの進出

122 2822110347

静岡県

株式会社鉄建設計

8080001010982

詳細設計の内製化による大規模物件の生産性向上システ
静岡商工会議所
ムの構築

123 2822110348

静岡県

梅沢鋳工株式会社

4080101008204

高熱伝導と高強度が要求されるＦＣＶ鋳鉄製品の安定的生
ＲＳ経営コンサルティング
産体制の確立

124 2822110349

静岡県

有限会社アドワーク

8080402020052

切文字製作における加工精度及び生産性向上と社内一貫
磐田信用金庫
体制の確立

125 2822110350

静岡県

株式会社勝亦電機製作所

6010701002370

銅ブスバーを活用した大容量・高品位配電盤の開発と短納
城南信用金庫
期対応

126 2822110351

静岡県

株式会社大井製作所

8080001012946

最適製材条件と異常を自己検出するＩｏＴ機能搭載型製材機
静岡銀行
械開発

4

三島信用金庫

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

127 2822110352

静岡県

駿河重機建設株式会社

1080001010221

土木工事へＩＣＴ搭載建機の最適投入と大規模工事の効率
静岡銀行
化の実現

128 2822110353

静岡県

株式会社インテック

7080401006581

次世代自動車用ボールジョイント製造用高性能加工機等の
遠州信用金庫
部品の高精度複合旋削加工技術開発事業

129 2822110358

静岡県

株式会社杉山製作所

2080401006215

切削水による熱可塑性樹脂成形品及び難作材による切削 浜名商工会
工具寿命の向上技術及び生産性効率化
静岡銀行

130 2822110360

静岡県

株式会社タニコー

6080401015889

複雑３次元形状を順送加工するための金型技術の高度化、
磐田信用金庫
材料歩留りの向上、高機能化

131 2822110362

静岡県

杉本製茶株式会社

9080001013415

米国・ＥＵ輸出用有機抹茶の品質向上による中国産抹茶 と
島田信用金庫
の差別化

132 2822110363

静岡県

蓮海工業株式会社

3080101018682

鉄骨加工における胴縁工程の内製化による一貫加工体制
静岡銀行
の確立

133 2822110364

静岡県

グロープ工業株式会社

7080401001533

複雑な物流機器製造にかかる曲げ加工の改善・強化

磐田信用金庫

134 2822110365

静岡県

くさなぎ歯科クリニック

最先端歯科治療機器を活用した高度院内感染予防プロセ
スの構築と実践

ＲＳ経営コンサルティング

135 2822110366

静岡県

株式会社静岡資源

7080001002758

新飲料容器選別ライン導入による選別精度向上と高付加
価値化

焼津信用金庫

136 2822110367

静岡県

有限会社山繁小林商店

4080002015299

従来比１割増しの蒸し加工によるオンリーワン製品 「極蒸し
島田信用金庫
茶」の生産体制構築

137 2822110368

静岡県

芝原工業株式会社

2080401015835

ＩｏＴを活用した加工工程の多品種少量・短納期対応力強化
浜松信用金庫
事業

138 2822110370

静岡県

三和製紙株式会社

4080101008641

パルプ製品並みの品質をもつ再生紙トイレットペーパー芯
なし６５ｍの開発

静岡銀行
清水銀行

139 2822110371

静岡県

有限会社ジャスト

6080402003843

ベアリング部品製造に伴うレース加工プロセスの分業化

浜松信用金庫

140 2822110373

静岡県

株式会社正久工業

8080401010822

微細気泡水活用による橋梁及びコンクリート構造物の維持 磐田信用金庫
修繕技術開発と提供
天竜商工会

141 2822110374

静岡県

小早川工業

142 2822110375

静岡県

にしたな株式会社

3080401017509

生葉切断装置、梱包機を活用した品質向上及びアメリカ市
磐田信用金庫
場への販路拡大

143 2822110376

静岡県

株式会社コスモ

2080001001483

オリジナル・ブライダルグッズの企画デザインから試作・製
作、アフタケアまでワンストップで提供する ブライダルサ
ポートの実施体制の構築

144 2822110377

静岡県

有限会社鈴昭技研

6080402022117

新たな設備導入による特殊形状チップソーの開発と量産体
静岡銀行
制の構築

145 2822110379

静岡県

笠間発條株式会社

3010001095829

照明器具部品製造における金型製造から部品出荷までの
島田信用金庫
一貫体制とＱＣＤ最適化の実現

146 2822110380

静岡県

有限会社斎藤技研

7080002014083

環境負荷物質検査機械導入による競争力強化

島田信用金庫

147 2822110383

静岡県

ミツワ株式会社

4080401016195

自動車部品の軽量化に伴う加工技術の開発

磐田信用金庫

148 2822110384

静岡県

東亜工業株式会社

5080401003473

従来機の１．５倍の製造能力と重量可変機能を持った、 世
静岡銀行
界戦略機となる新型餃子全自動製造機の開発

149 2822110385

静岡県

大宮精機株式会社

2080101011300

「ＩｏＴとＡＩ」を活用したスマートファクトリーの導入

静岡銀行

150 2822110387

静岡県

株式会社エヌエー

3080401010174

磁気センサ用検出体製造の部品支給、完成品取り出し自
動化

磐田信用金庫

151 2822110388

静岡県

栗田工業株式会社

9080001001320

複雑形状鋳物部品における高精度な加工取り代を安定的
に確保する鋳造技術の確立

静岡信用金庫

152 2822110389

静岡県

株式会社丸一工業

1080401010787

炭素繊維強化樹脂（ＣＦＲＰ／ＣＦＲＴＰ）のプレス加工成形
品の企画製造販売事業展開

遠州信用金庫

153 2822110392

静岡県

有限会社京和工業

7080102001064

在宅老々介護での転倒・腰痛事故を無くす抱き上げない移
三島信用金庫
乗機開発

154 2822110393

静岡県

佐藤精工株式会社

7080001001743

大型ガンドリル導入による新加工技術確立と人財育成

155 2822110395

静岡県

井上機工株式会社

8080101011253

自然冷媒を利用した「ゼロエネルギー型」小型冷却ユニット
清水銀行
の研究開発

156 2822110396

静岡県

株式会社コーヨー化成

7080101015387

消費者ニーズに対応した最新型ウェットティシュ詰替用自動
商工組合中央金庫
化・量産型製造システムの構築

157 2822110399

静岡県

新日本特機株式会社

9080401002265

デジタル通信制御の基礎技術獲得による試験装置の高度
浜松信用金庫
化

158 2822110403

静岡県

飛鳥製作株式会社

7080401020228

大型キャリアカー（車両運搬車）トレーラー部品の生産体制
遠州信用金庫
構築

医療機器用内部部品等の塑性変形を軽減する画期的な加
ＲＳ経営コンサルティング
工技術の開発

5

静岡信用金庫
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159 2822110405

静岡県

株式会社粂田商店

5080001013798

ポリエチレン製品製造加工の効率化および地域女性雇用に
島田信用金庫
よる活性化

160 2822110406

静岡県

株式会社オフィスＡ＆Ａ

5080401020997

医療先進国で普及している歯科クリニック補綴物製作シス
テムの確立

161 2822110413

静岡県

静和貿易株式会社

1080001002516

自社開発添加剤を使った地球環境に優しいプラスチック樹
静清信用金庫
脂の開発

162 2822110414

静岡県

有限会社山本製作所

3080002014178

長尺物により速く、精密に穴加工を行うことによる短納期化
島田信用金庫
の実現

163 2822110423

静岡県

カワサキ機工株式会社

8080001013374

抹茶需要拡大による碾茶の大量生産と品質要求に対応し
た業界初の碾茶蒸機の開発

164 2822110424

静岡県

株式会社アールアンドケー

5080101008038

国家プロジェクトとしてのウイルス解析に活用する放射光線
清水銀行
加速器に用いる電力増幅器の量産体制確立

165 2822110425

静岡県

富士護謨産業株式会社

7080001009002

医療機器等の梱包用緩衝資材を加工する大粒気泡製袋機 ＲＳ経営コンサルティング
の開発による新市場創造
静清信用金庫

166 2822110426

静岡県

西光エンジニアリング株式会社

6080001016536

マイクロ波減圧乾燥機用乾燥トレイ自動搬入出装置の開発
静岡県商工会連合会
と販路拡大

167 2822110430

静岡県

株式会社ケルン

1080101005534

夏ショコラの開発およびショコラの通年製造・販売体制の構
長泉町商工会
築

168 2822110433

静岡県

ＴＳＫ株式会社

8080401017545

電磁誘導加熱装置および軽合金ホイール製造方法開発・
販売

169 2822110434

静岡県

株式会社メナック

3080001015581

イメージ図を形にする３Ｄ立体造形加工で取組む大型ＥＰＳ
静岡信用金庫
製品の試作開発

170 2822110437

静岡県

東洋レヂン株式会社

7080101009158

新素材ＣＮＦを用いた３Ｄプリンター用フィラメントの開発

171 2822110438

静岡県

松菱製紙株式会社

2080101009716

汎用ホルダーで使用できる超長尺かつ再生紙１００％のトイ
富士信用金庫
レットペーパーの製造方法の確立

172 2822110440

静岡県

有限会社ファイバー浜松

9080402006835

多種類の複雑形状の荷物を安定搬送できる固定式荷物搬
遠州信用金庫
送材の開発及び販売

173 2822110444

静岡県

株式会社フクダサインボード

4080401004670

３Ｄカラープリンターを活用したＬＥＤ内蔵の立体造形看板の
浜松信用金庫
提供

174 2822110445

静岡県

株式会社袴田精機

6080401006608

冷間鍛造工法を導入した自動車エンジンバルブ部品の新
量産方式の開発

175 2822110449

静岡県

株式会社Ｓ．Ｇ．Ｍ

3080401011809

切れ味の良さを追求した重切削用チップソーの開発と海外
静岡銀行
市場の獲得

176 2822110450

静岡県

サンワイズ株式会社

8080001001825

ドア用パネルの生産効率向上による製造時間短縮と増産
体制の確立

商工組合中央金庫

177 2822110451

静岡県

日本ニューノーズル株式会社

8080001008861

設備稼働状態のモニタリングによるプロセスイノベーション
の実現

静岡信用金庫

178 2822110453

静岡県

三丸機械工業株式会社

7080101005644

ＩｏＴ＋ＡＩ系加工機を導入し競争力強化・経営効率向上を実
清水銀行
施

179 2822110457

静岡県

有限会社魚兼商店

4080402016137

瞬間冷凍技術を活用し、地元の食材を使用した 安心安全
なコロッケ等の開発

奥浜名湖商工会
遠州信用金庫

180 2822110459

静岡県

有限会社共同製作所

9080102017793

大型加工機械導入による生産プロセスの改善及び生産性
の向上

静岡銀行

181 2822110461

静岡県

株式会社ファミール

8080001004530

最新ＮＣボーリング導入による高精度なオーダーメイド大型
株式会社ダイワマネジメント
什器の短納期生産の実現

182 2822110463

静岡県

株式会社平垣製作所

7080001008986

高付加価値受注のためのＮＣ研削加工による短納期化

公益財団法人静岡県産業振興財団

183 2822110464

静岡県

アイワマネージメント株式会社

4080001000112

不動産管理におけるＩＴ情報共有化システムの構築

静岡銀行

184 2822110465

静岡県

株式会社マルヨシ

5080001015233

微生物発酵による医薬品向け、生活習慣病予防の為の活
性酸素の活動を抑制する「抗酸化機能性素材」の革 新的
製造と販売

清水銀行

185 2822110467

静岡県

有限会社山津精機

3080102001464

ＬＥＤ反射板用金型の鏡面加工における 磨きレス化による
ＲＳ経営コンサルティング
画期的生産体制の構築

186 2822110469

静岡県

株式会社サイダ・ＵＭＳ

2080001014857

新規マシニング導入による自社ブランド旋盤 「ＶＥＲＳＥＣ」
の生産台数増加の取組

187 2822110470

静岡県

株式会社鈴木商店

4080001015985

耐食性・耐電食性・コストに優れた大型ボルトの生産体制の
焼津信用金庫
確立

188 2822110472

静岡県

有限会社三晃製作所

8080402009269

デザイン性の高い微細加工、色彩豊かなオリジナルオー
ダー二輪パーツの開発事業

189 2822110476

静岡県

有限会社渋谷木工所

8080102007003

密閉された室内空間に利用される木質系練付合板の開発・
小山町商工会
販売

190 2822110477

静岡県

三豊工業株式会社

7080401002003

プレス外装部品金型の磨き工程自動化
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清水銀行

ＲＳ経営コンサルティング

磐田信用金庫

静岡銀行

豊橋信用金庫

焼津信用金庫

遠州信用金庫

浜松信用金庫

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

191 2822110479

静岡県

井上玩具煙火株式会社

6080001012907

自動包装機の導入により、世界に発信する国産花火の製
造プロセスの構築

島田信用金庫

192 2822110482

静岡県

株式会社山崎製作所

4080001012355

ＩＯＴ生産機械導入で、医療器具試作開発の高度生産性向
上の実現

公益財団法人静岡県産業振興財団

193 2822110485

静岡県

Ｆｕｎｎｙ ｆａｒｍ・フードバーＳＡＬ

新たな観光資源としての掛川初地ビールの開発・販売

島田信用金庫

194 2822110486

静岡県

羽立工業株式会社

5080401006047

熱可塑性樹脂２色成形の高度化による国内外競合に負け
ない価格競争力のあるグラウンドゴルフ製品事業の展開

浜松商工会議所

195 2822110497

静岡県

株式会社サンエス

5080001016917

９８０Ｎ・１，１８０Ｎ／ｍｍ２級薄板高張力鋼板部品の生産
対応

静岡銀行

196 2822110498

静岡県

株式会社松岡カッター製作所

8080001004836

難削材アルミ部品を加工する多結晶ダイヤモンドエンドミル
静清信用金庫
の開発

197 2822110501

静岡県

株式会社下土狩どうぶつ病院

4080101019011

超音波検査の充実による、人と動物に優しい獣医療サービ
長泉町商工会
スの提供

198 2822110502

静岡県

株式会社富士アールアンドディー

7080101011733

医療分野への参入及び、製造工程の迅速化による 競争力
富士宮信用金庫
強化を図る為の工作機械導入

199 2822110503

静岡県

マーブ工業株式会社

3080001009154

革新的ロボット立体物検査システム構築による生産性向上
清水銀行
革新計画

200 2822110504

静岡県

株式会社ムラックス

6080401005386

独自カスタマイズを施したレーザー加工機を活用した 短納 浜松信用金庫
期建築板金サービスの事業化
浜松商工会議所

201 2822110505

静岡県

株式会社アース・テクノ・サポート

6080401011855

情報技術を駆使し適用幅を広げた「小型バイナリー発電 ＡＩ
浜松信用金庫
システム」の試作開発

202 2822110511

静岡県

不二工機製造株式会社

1080401004590

高精密金型の型台における、高精度・高精密切削加工技術
浜松信用金庫
の確立

203 2822110514

静岡県

有限会社イナバモデル

8080002009264

より高い安全性を確保するための自動車用安全部品に対
する高精度加工技術の確立

204 2822110515

静岡県

株式会社ユニオン・マエダ

3080101006365

高精度な長尺部品切削加工の実現による高付加価値化の
静岡銀行
実現

205 2822110516

静岡県

崇和株式会社

9080401006217

ＩＯＴを活用した進捗管理と生産性の可視化により多品種少 浜松商工会議所
量と中量生産を効率的に行う生産体制の確立
遠州信用金庫

206 2822110519

静岡県

株式会社三陽プレシジョン

2010701011227

産業用ロボット等の高精度プラスチック部品の多品種小ロッ
城南信用金庫
ト生産を実現する高精度成形技術の確立

207 2822110520

静岡県

株式会社アイティエス

2080101005236

訪問先で遠隔からのロボット制御を実演可能とするデモ環
境の導入

静岡中央銀行

208 2822110521

静岡県

株式会社アルプスエンジニアリング 6080401000362

低コスト高安定レーザーピーニング装置の試作機製作

浜松信用金庫

209 2822110524

静岡県

株式会社渡辺製作所

7080101002014

ＩｏＴを活用した生産性向上と多品種難加工技術のさらなる
強化

静岡中央銀行

210 2822110526

静岡県

株式会社エステック

6080101005389

耐熱超合金製次期基幹宇宙ロケット用エンジン部品の量産
静岡銀行
加工技術に伴うＩｏＴ化の確立

211 2822110527

静岡県

株式会社サイエンス

4080001001580

無人航空機（ドローン）を活用した自然環境調査サービスの
株式会社静岡銀行
経営革新

212 2822110528

静岡県

メガロ化工株式会社

8080001015296

金型製造工程の効率化を実現する配光ソフト導入による解
静清信用金庫
析技術力の強化

213 2822110529

静岡県

株式会社芹澤工業

6080101005810

業務改善を支援する情報システムの導入（ものと情報の流
静岡銀行
れの見える化）による自動車試験機生産プロセスの改革

214 2822110534

静岡県

有限会社磐田板金工業

1080402019373

高張力鋼板に対する小型ナットプロジェクション溶接の品質
磐田信用金庫
向上

215 2822110536

静岡県

株式会社コーリツ

1080401001704

高性能マシニングセンター導入による新たな生産プロセス
の構築

216 2822110538

静岡県

有限会社奥田工業

4080002001217

樹脂の歪みを限りなく低減させた高品質な厚肉透明樹脂成
焼津信用金庫
形の効率的な生産体制の構築

217 2822110540

静岡県

有限会社金井鉄工所

6080402014857

入力データの共有化で各加工部門を短縮化する緊急要請
に応える短納期生産体制の実現

遠州信用金庫

218 2822110544

静岡県

株式会社トーキン

9080401003486

新素材アーク溶接用コンタクトチップの加工性向上

浜松信用金庫

219 2822110545

静岡県

長泉パーカライジング株式会社

2080101006003

塗装自動装置の導入によりフレキシブル生産体制の確立を
商工組合中央金庫
する事業

220 2822110555

静岡県

修善寺醤油株式会社

2080101004782

生産工程の改善による生産性向上及び新製品開発に取り
静岡中央銀行
組む事業

221 2822110557

静岡県

株式会社内田建設

2080401017121

高効率・高品質な測定計測を実現する土木測量技術の確
立

222 2822110560

静岡県

合同会社静岡縫製

5080403003257

地産地消型ビジネスモデルにより商品開発し地域活性化を 浜北商工会
目指す
静岡銀行

7
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静岡銀行

磐田信用金庫

受付番号

都道府県
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法人番号

事業計画名

認定支援機関名

223 2822110565

静岡県

オグス精機株式会社

6080401001063

長尺シャフト部品加工技術の導入による精密切削加工高度
浜松信用金庫
化計画

224 2822110568

静岡県

清水港木材産業協同組合

2080005003039

多彩な注文住宅ニーズに合致させる特殊加工と加工精度
の均一化

商工組合中央金庫

225 2822110569

静岡県

美光産業株式会社

6080001016949

他社製造不能な自動車用ＢＩ－ＬＥＤヘッドランプのリフレク
タ製造への挑戦と実現

静清信用金庫

226 2822110573

静岡県

株式会社スグロ鉄工

4080101003287

コアピン製造メーカーから金型製造メーカーへの新たな事
業展開の実現

静岡銀行

227 2822110574

静岡県

株式会社フードランド

2080401010712

酵素分解技術を用いた廃棄農産物のペースト化製品に係
る生産体制確立と普及

静岡銀行

228 2822110576

静岡県

株式会社冨士ネーム

8080401014996

革新的な深絞りフィルム・インサート加飾部品の製造技術開
掛川信用金庫
発

229 2822110578

静岡県

ニッポーシール株式会社

2080001015095

食品業界向けオンデマンド印刷による生産体制の確立

230 2822110580

静岡県

株式会社エンゼル産業

6080001014688

発泡スチロール製ペット用棺の商品化に向けた成形加工技
静清信用金庫
術の確立

231 2822110582

静岡県

株式会社プラエンジ

1080101001673

液晶ガラス基板の洗浄装置に用いられる搬送用ロール部
品の完全国内生産の実現

232 2822110583

静岡県

株式会社セキサン

5180001012492

新素材に対応した歯科技工技術の開発と、ＩＴ活用による提
豊橋信用金庫
供プロセスの改善

233 2822110586

静岡県

株式会社ユーエス

4080401005636

精密板金技術を駆使する「ねじなし組立工法」の確立による 遠州信用金庫
新市場の開拓
浜名商工会

234 2822110588

静岡県

株式会社ＡＮＣＨＯＲ ＢＩＲＤＳ

8080001021088

使用済あと施工アンカー商品における再生技術及び生産体
焼津信用金庫
制の確立

235 2822110589

静岡県

株式会社エイピースミヨシ

4080401000752

ニッチ戦略を生かした板形状のプラスチック加工の高度化
計画

磐田信用金庫

236 2822110591

静岡県

株式会社エヌテック

9080001000719

ＣＡＤシステム強化による金型製作工数削減への取組み

商工組合中央金庫

237 2822110592

静岡県

株式会社メイコー

3080001009897

業界初の銘板開発及び量産化により顧客ニーズへ対応す
静清信用金庫
る

238 2822110593

静岡県

まるたか農園

239 2822110594

静岡県

有限会社ヤマト製作所

1080402008541

難加工材の加工技術の高度化によるメンテナンスフリーの
浜名商工会
金型製作技術の確立

240 2822110595

静岡県

株式会社ケーイーコーポレーション

7080001007955

圧力容器・熱交換器の生産リードタイム短縮で業界に革命
静岡銀行
をもたらす

241 2822110599

静岡県

スポーツショップナイン

242 2822110603

静岡県

株式会社髙田

3080401003021

グラビア印刷における欠陥０％を実現する検査体制の確立 磐田信用金庫

243 2822110607

静岡県

株式会社稲垣金型製作所

7080001000472

自動車部品の軽量化に向けた超高硬度なプラスチック製品
静岡信用金庫
用金型の試作開発

244 2822110608

静岡県

ヤザキ工業株式会社

6080101009869

自動変速機のバルブボディ用金型埋子の品質保証及び短
静岡銀行
納期化を実現する生産体制の確立

245 2822110610

静岡県

手塚産業株式会社

4080001003610

新規メンテナンス事業の生産効率化による利益構造革新計
おばら行政書士事務所
画

246 2822110613

静岡県

ジャペット株式会社

5080101011578

システムトイレ用（猫用尿処理器）猫砂の開発及び製造販
売

247 2822110617

静岡県

株式会社ミズノテック

6080001009242

ＩｏＴ運用によるリードタイム短縮及び製品実現力向上による
焼津信用金庫
受注の拡大

248 2822110624

静岡県

有限会社井川金型製作所

9080102008009

放電加工のシボ転用による、金型の長寿命化および鋳造
性向上

三島信用金庫

249 2822110625

静岡県

コアデンタルアート

歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ装置による歯冠補綴物の製造

静清信用金庫

250 2822110629

静岡県

有限会社菅造型工業

6080002017657

３次元金型曲面ホログラム加工技術の試作開発

静岡銀行

251 2822110630

静岡県

トルク工業株式会社

1021001033977

高精度画像識別検査装置導入による多品種少量生産効率
株式会社経営ソフトリサーチ
の劇的改善

252 2822110631

静岡県

カネマツ食品工業株式会社

3080101000434

３ＣＣＤカメラ方式色彩選別機導入に伴う異物混入率の 改
善と安全な食品を供給するシステムの構築

253 2822110633

静岡県

水谷電機工業株式会社

1010001030390

ヒートシンクカシメ製法による応力分散の展開と製品の品質
東京シティ信用金庫
向上の実現事業

254 2822110634

静岡県

株式会社タイセン工業

1080001015534

『特許取得済』災害時早期復旧を可能とする低勾配構台の
清水銀行
試作開発

絵入りトマトを市場価格で提供するためのＩＴシステム開発

焼津信用金庫

静岡銀行

浜松信用金庫

マーキングシステム導入により、オンリーワンのロゴ 制作事
島田信用金庫
業の展開
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静岡銀行

清水銀行

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

255 2822110636

静岡県

企業組合針谷建築事務所

4080005000851

新たな設計プロセスによる建築図面作成の合理化と付加価
商工組合中央金庫
値の向上

256 2822110637

静岡県

株式会社イトウ技電

8080401011003

次世代技術ヘッドアップディスプレイ用導光板の試作開発・
静岡銀行
生産体制の構築

257 2822110639

静岡県

茗広茶業株式会社

1080001005213

日本初食品用緑茶原料の多品種少量ライン新設による旺
盛な海外需要の取込み

258 2822110640

静岡県

株式会社サンパック

1080001010213

３次元システム導入と生産管理システム構築による梱包包
清水銀行
装緩衝材の開発

259 2822110643

静岡県

株式会社おさだ製茶

3080401017442

仕上茶工程における人的・機械的な異物除去への取組み

磐田信用金庫

260 2822110644

静岡県

株式会社高部鉄工所

9080401015886

４軸同時制御機能を有する設備導入による人手工数の削
減と設備多台持ち化の推進

商工組合中央金庫

261 2822110645

静岡県

ソフトプレン株式会社

3080401002790

使用目的に合わせた防音性能を有した高性能耳栓の製造
浜松信用金庫
技術の開発

262 2822110646

静岡県

株式会社ユーエスフーズ

1080401005639

次期型リサイクル機構付き全自動製麺機を開発し、触感が
静岡銀行
変わらない全く新しい餃子皮の開発

263 2822110648

静岡県

株式会社セイユウ機工

4080001002496

使い捨ての金属切断刃物「コールドソー」の再研磨 によるリ
静岡銀行
ユース市場の創出

2822110649 静岡県

サスゴ松永三太郎商店

264

由比港特産のサクラエビ加工品のブランド強化と６次産業
化

静清信用金庫

清水銀行

265 2822110651

静岡県

佐々木製茶株式会社

2080401014309

機能性成分を組み合わせた新たな地域ブランド商品の展開 浜松信用金庫

266 2822110655

静岡県

有限会社門谷工業

3080002013543

鋼材穴開け自動化設備の導入・技能者の溶接時間３割増し
島田信用金庫
による新規案件受注

267 2822110657

静岡県

富士山グリーンファーム株式会社

2010001178163

ＩｏＴを活用した植物工場グローバルＧＡＰ認証 取得支援
サービス創出

静岡銀行

268 2822110659

静岡県

株式会社ブローチ研削工業所

8080401004733

航空機エンジン部品の放電加工工程一貫受注を実現する
高精度細穴加工技術の確立

浜松信用金庫

269 2822110671

静岡県

杉井酒造杉井均之介

肉料理に合う白ワインのような日本酒づくり

しずおか信用金庫

270 2822110672

静岡県

株式会社サンパーツ

271 2822110674

静岡県

川島米穀店

272 2822110677

静岡県

株式会社マルトシ青木

9080001016814

ＩｏＴを活用したロボットを導入することによる廃車ガラの新た
焼津信用金庫
な資源化の実現

273 2822110679

静岡県

株式会社かしはる

6080001014762

洋菓子製造工程が見学可能な店舗の展開と、出来たて情
報の提供サービスの開始による集客力向上

焼津信用金庫

274 2822110682

静岡県

合同会社氏原モールド設計

9080403003006

リバースエンジニアリング低価格化とプレス金型生産性向
上の実現

浜松信用金庫

275 2822110685

静岡県

株式会社サリナスコーポレーション

1080401018194

使用済み自動車からのリユース部品取出しとリサイクル部
分の資源化を迅速に行う為に作業効率化できる装置を一貫 税理士小笠原淳雄
システムして導入する

276 2822110686

静岡県

株式会社高柳製茶

4080001013832

日本初牧之原市ブランド茶「望」を使用したターゲット（ニー
ズ）別ボトリングティーの国内外展開

277 2822110687

静岡県

オーエムプランニング株式会社

8080401000963

次世代ＰＥＴ装置の量産化移行における生産設備体制の構
浜松信用金庫
築

278 2822110688

静岡県

日本教育楽器株式会社

7010401022602

人口内耳や耳掛型補聴器の脱落・紛失防止対策商品の開
商工組合中央金庫
発

279 2822110690

静岡県

山下農園

280 2822110691

静岡県

焼津冷蔵株式会社

1080001015402

微酸性電解水を利用し、殺菌と塩素の低減を両立させた塩
焼津信用金庫
鯖製造工程の構築

281 2822110694

静岡県

ワシロック工業株式会社

3080001005624

新たな安全安心なコンクリートブロック接合面を持つ製品の
静清信用金庫
開発

282 2822110695

静岡県

株式会社甲石製餡所

8080101005536

生産プロセスの改善による生あん製造ラインのスリム化

三島信用金庫

283 2822110704

静岡県

宮川工業株式会社

1080001005147

高精度材料供給装置による生産性向上

商工組合中央金庫

284 2822110712

静岡県

株式会社テクノサイエンス

7080101001156

最新型恒温槽導入による生産効率向上と検査の高精度化 静岡銀行

285 2822110716

静岡県

株式会社祭すみたや

6080401005023

オーダーメイド祭衣装の自社一貫生産による納期短縮化と
井上大輔税理士事務所
小ロット受注対応

9080001017011

加工精度・加工スピードの向上・コスト削減を実現した生産
焼津信用金庫
体 制の確立
機能性発芽玄米の消費者ニーズに対応したパッケージ化
事業

低カリウムメロンの非侵襲的なカリウム濃度に関する検査
技術の確立
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磐田信用金庫

島田信用金庫

小笠原淳雄税理士事務所

