
（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 3022210002 静岡県 有限会社カネ孝那須田商店 9080402009937 ほっけの干物の冷凍販売の事業化 遠州信用金庫

2 3022210006 静岡県 有限会社オオブ製作所 9080102009774 高精度な燃料噴射パイプの製造・検査に使用する治具の高精度化 株式会社静岡銀行

3 3022210010 静岡県 静岡ローストシステム株式会社 9080001013646 革新的工程改善によるほうじ茶品質の向上 島田掛川信用金庫

4 3022210011 静岡県 有限会社静岡木工 8080002014603 国内初！「ペリッと盛り塩パック」の商品開発と展開 島田掛川信用金庫

5 3022210012 静岡県 株式会社ＳＣＥＮＥ 7080401022661
県内初！利便性と防犯対策の機能を両立させた画期的な名札の
開発

株式会社ケレス

6 3022210025 静岡県 港包装株式会社 6080001009226 清水港の地域産業である缶詰ラベル包装に係る工程改善事業 株式会社清水銀行

7 3022210029 静岡県 有限会社伸明工業 9080402016396
アクリル樹脂素材の高透明度・高精度な超精密微細加工技術の確
立

浜松いわた信用金庫

8 3022210031 静岡県 カネトミ深沢製茶
アジア諸国の食習慣に合わせた微粉末茶を短期間で輸出できる生
産体制の確立

沼津信用金庫

9 3022210035 静岡県 株式会社くるくる 4080101019952
唯一技術ぬいぐるみのような３Ｄケーキ生産の自動化による量産
化対応

株式会社清水銀行

10 3022210036 静岡県 有限会社オーエム技研 2080102013527 医療機器向け事業の拡大による中長期的な成長基盤の確立 株式会社静岡中央銀行

11 3022210037 静岡県 有限会社渡邉木材 3080102004681
今までにない乾燥装置とシステム導入による製材工程の大幅な生
産性向上

沼津信用金庫

12 3022210040 静岡県 エルム食品株式会社 2080001013776 動物医薬マスキング～１００万分の１メートルの新技術開発～ 島田掛川信用金庫

13 3022210041 静岡県 浜松ガスケット株式会社 6080401010329
エンジンシール部品（メタルガスケット）の不良削減と工程集約を実
現する生産プロセスの改善

尾関　俊寿

14 3022210042 静岡県 有限会社日新木型工業 4080002004483
最新ＣＡＤと流動解析を活用した短納期サービスと提案力向上へ
の取組み

静清信用金庫

15 3022210043 静岡県 株式会社寺田製作所 4080001013428 “修理作業時間”の短縮による短納期・働き方改革の実現 島田掛川信用金庫

16 3022210044 静岡県 大井川パーツ
表面塗装の最適な塗装、乾燥環境の追求による不良品の削減と
生産性の向上

しずおか焼津信用金庫

17 3022210045 静岡県 株式会社島田鋼板 9080001013076
一括受注の顧客ニーズに対応した「誰でも同じ品質・同じ時間」で
製造できる小型ベンダーの導入

島田掛川信用金庫

18 3022210047 静岡県 株式会社増田鉄工所 7080101009686 カーボン長繊維３Ｄプリンタによる先進ソリューションの取組み 株式会社静岡中央銀行

19 3022210049 静岡県 株式会社静岡図工社 3080001002761 図面・書類の電子化サービス拡大と品質向上 株式会社静岡銀行

20 3022210050 静岡県 ペトロユーロアジア株式会社 9080101007201
脱気シーラーの導入によるサプリメント用原料粉末の高品質化及
び生産効率化

三島信用金庫

21 3022210051 静岡県 株式会社ヤマグチ機械 8080001015775
地盤改良工事用製品の高精度化及び工程集約による低コスト化・
短納期化

島田掛川信用金庫

22 3022210052 静岡県 株式会社ホーエイ 8080001015189 鋼材切断技術の革新によるリードタイムと不良率の大幅低減計画 株式会社エフアンドエム

23 3022210053 静岡県 有限会社田中木工所 4080402010791 木材加工工程の強化による高品質・短納期加工の実現 浜松いわた信用金庫

24 3022210055 静岡県 有限会社アンドウメタル 3080402000406
自動車産業のＥＶ化の進展に寄与する、金属成分分析の高度化の
実現

株式会社ケレス

25 3022210058 静岡県 掛川中央茶業株式会社 1080401014219 ＳＤＧｓに貢献する包装・出荷工程の革新的改善事業 島田掛川信用金庫

26 3022210060 静岡県 株式会社ＵＳメック 6080001005489
ワークを回転させながら洗浄する「鋳造品超音波洗浄システム」の
開発

静清信用金庫

27 3022210061 静岡県 株式会社鈴木農園 8080401018634 ＩＴにより自動化を実現し、収穫・出荷工程の生産性と品質の向上 遠州信用金庫

28 3022210062 静岡県 株式会社マルマコーポレーション 2080001018172
「大間のマグロに負けない！」熟成養殖マグロの刺身製造出荷計
画

島田掛川信用金庫

29 3022210063 静岡県 株式会社ブルーニングハーツ 4080401013886
ハイブリッド構造のフィッシングルアー製造にかかる生産プロセス
改善事業

株式会社清水銀行

30 3022210065 静岡県 丸石株式会社 7080001015198
農業の大規模化に対応したＢＢ肥料製造ラインの構築を通じた国
内農業活性化への貢献

株式会社清水銀行
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31 3022210066 静岡県 有限会社真永 5080002012048
新たなニーズに対応した自動車部品の表面処理工程の自動化に
よる生産体制の確立

株式会社清水銀行

32 3022210068 静岡県 尾崎歯科医院
歯周病治療の有用性向上と診療効率化を図るデジタル診療による
地域医療への貢献

浜松いわた信用金庫

33 3022210069 静岡県 株式会社大伸シプレ 6080001017261
独自仕様ティーバッグ製造装置導入による増産・小規模茶業者向
け超小ロット生産体制構築

島田掛川信用金庫

34 3022210074 静岡県 有限会社ガレン動物病院 8080102009965
最新設備導入により対症療法からの脱却を図り、早期の完治を促
す

株式会社静岡銀行

35 3022210075 静岡県 ｍｉｅｌ
フードプリンタ導入による画期的な自社オリジナルオーダーケーキ
の提供

島田掛川信用金庫

36 3022210078 静岡県 有限会社中部抜型工業 6080002003822 高いデザイン性と短納期サービスを実現する抜型技術の確立 静清信用金庫

37 3022210081 静岡県 大建産業株式会社 5080401002863
高精度３Ｄプリンタ導入による溶接治具とレーザーヘッド部品の樹
脂化・内製化

浜松いわた信用金庫

38 3022210085 静岡県 有限会社みずの加工 3080402007987 ＡＩを活用した検査工程削減と高度な熱転写技術工程の確立 浜松いわた信用金庫

39 3022210086 静岡県 株式会社チューセイ 1080001018677
鉄道模型用大型ストラクチャーの高精度加工を実現する開発体制
の構築

静清信用金庫

40 3022210087 静岡県 三丸機械工業株式会社 7080101005644
納入後においても製品品質の維持・向上を行う精密測定ツールの
導入

三島信用金庫

41 3022210092 静岡県 シャカテキスタイル株式会社 9080401016769 インクジェット染色技術工程の強化による高品質・短納期の実現 浜松いわた信用金庫

42 3022210093 静岡県 テック大洋工業株式会社 4010801007627
ロボット溶接を活用した入手困難な特殊型鋼材の高品質内製化計
画

三島信用金庫

43 3022210097 静岡県 有限会社山精水産 4080402018926 独自商品「しらすチップス」の賞味期限２倍化と燻製風味の開発 島田掛川信用金庫

44 3022210103 静岡県 杉本製茶株式会社 9080001013415 中国への抹茶加工品輸出を可能にするための製造環境整備 島田掛川信用金庫

45 3022210104 静岡県 富士バスボデー株式会社 5080101009515 審美性・快適性の高い座席シートによる中古バスの高付加価値化 川橋　隆則

46 3022210106 静岡県 株式会社宮地興業所 3080401016205
二輪車向けフレーム部品の自社一貫生産体制の構築と短納期化
計画

株式会社静岡銀行

47 3022210110 静岡県 株式会社マエダアソシエイツ 8080001004778
特殊切削工具の高難度再研磨の連続加工を実現する自動化技術
の確立

静清信用金庫

48 3022210116 静岡県 株式会社大穂工業 6080401001030
板材のつなぎあわせ溶接工程の刷新による工業用タンクの生産拡
大体制構築

株式会社静岡銀行

49 3022210117 静岡県 株式会社協和アルテック 3080101005508 バリ取り作業の自動化による省人化と品質保証レベルの向上 株式会社静岡銀行

50 3022210121 静岡県 肉屋堀もと 焼肉用テイクアウトサービス実現のための店舗改装 松井　良行

51 3022210123 静岡県 株式会社三陽プレシジョン 2010701011227 ＩｏＴ技術の導入による試作期間短縮とトレーサビリティの実現 シェアビジョン株式会社

52 3022210124 静岡県 株式会社袴田精機 6080401006608
多品種少量生産と少量多品種生産のフレキシブルな生産体制の
確立

豊橋信用金庫

53 3022210131 静岡県 有限会社橋本印刷所 6080002004639
大型の版が装着できる印刷機導入による現行作業効率化及び新
需要開拓計画

静清信用金庫

54 3022210134 静岡県 片山衣料株式会社 9080001007846
業界初の学生服等製造販売におけるダイレクト受注・生産体制の
確立

静清信用金庫

55 3022210139 静岡県 有限会社静岡フスマ商会 1080402020158 大量生産可能な曲面付き建付け家具の製造と販売 静岡県商工会連合会

56 3022210141 静岡県
イノベーティブ・デザイン＆テクノロジー
株式会社

1080401010928 ＷｉｎｄｏｗｓＰＣを用いた多機能な装置制御システムの開発 株式会社静岡銀行

57 3022210142 静岡県 上總屋商事株式会社 4080101013419
海苔の裁断包装機の導入による新商品「ご当地味付け海苔」の開
発と加工

株式会社静岡銀行

58 3022210143 静岡県 株式会社大井川友成 9080001016112
廃棄プラスチック削減を行う「積極的環境配慮型射出成形事業モ
デル」の構築

しずおか焼津信用金庫

59 3022210153 静岡県 株式会社デュオ 2080001015046
圧倒的な動きを実現！新型「ジョイント・ルアー」の開発と増産体制
の確立

株式会社静岡銀行

60 3022210154 静岡県 三共食品株式会社 3080001014856
「ユニバーサルデザインフード」に対応したレトルト食品の増産体制
の確立。

株式会社静岡銀行

61 3022210156 静岡県 株式会社フジタ 1080001009032
「超高張力鋼板プレス機」の大型化に伴うクッション装置の大型化
と精度維持への対応

株式会社静岡銀行

62 3022210164 静岡県 コスモファニチャー株式会社 6080001021973 外国人宿泊客向け高級ホテル家具の高品質化と増産体制の確立 しずおか焼津信用金庫

63 3022210167 静岡県 矢田歯科医院
県内初となる、治療困難な患者様への骨誘導再生インプラント治
療の実現

沼津信用金庫



64 3022210174 静岡県 株式会社富士根産業 4080101001712 ＣＮＣパイプベンダー設備導入による曲げ工程の高度化 株式会社静岡銀行

65 3022210193 静岡県 井口板金
長尺板金の新型折曲機等の導入による加工精度の向上と納期短
縮

静岡県商工会連合会

66 3022210194 静岡県 ＭＯＴＯデンタルクリニック インプラント周囲炎の発生リスクを減少させる診療体制の構築 アイクス税理士法人

67 3022210196 静岡県 有限会社五平 8080002014405
ハンバーグ製造内製化による高齢者向け宅食サービスの付加価
値向上への取組み

島田掛川信用金庫

68 3022210201 静岡県 株式会社松崎桜葉商店 3080101020507
松崎町特産の桜葉を使った桜葉漬の量産化と桜葉ミンチ、冷凍青
葉の開発

静岡県商工会連合会

69 3022210207 静岡県 有限会社エピック 2080002001004
複雑小型化に対応したエンドユーザー向け試作品の品質向上と生
産工程の効率化

しずおか焼津信用金庫

70 3022210211 静岡県 丸善工業株式会社 6080101006239
多品種少量生産を高効率で実現するフレキシブル生産管理システ
ムの導入

株式会社清水銀行

71 3022210212 静岡県 サーモ包装株式会社 7080101000629
最新製袋機と既存基盤技術の融合による、薄肉・軽量ポリ袋の開
発と生産性向上

沼津商工会議所

72 3022210214 静岡県 箱根物産株式会社 3080101006076 医療・老人介護施設に向けた安心・安全・安定なカット野菜の供給 三島信用金庫

73 3022210215 静岡県 有限会社ふるいや旅館 7080102014834 バラのマドレーヌを用いた一輪花とブーケの開発・販売 株式会社静岡銀行

74 3022210220 静岡県 西川鉄工株式会社 4080101009227
超高精度加工と生産性向上を実現する精密計測機能付計測器導
入事業

静岡県商工会連合会

75 3022210221 静岡県 フリースタイルデザインズ株式会社 7080101019248
ロボドリル導入による「協働６軸アームロボット」のハンド部品製造
工程の内製化及び高度化

株式会社静岡銀行

76 3022210223 静岡県 増田工業株式会社 6080001015257
ファイバーレーザー加工機導入による革新的レーザ加工プロセス
の構築

しずおか焼津信用金庫

77 3022210226 静岡県 株式会社ヤマセイ 8080401016225 地域初となる農業ＩＣＴ化による地元産野菜総菜キットを実現 静岡県商工会連合会

78 3022210228 静岡県 株式会社マックス富士 9080101001781
難削材－チタン切削内製化から溶接までの短納期化と一貫生産の
確立

三島信用金庫

79 3022210229 静岡県 株式会社アート総合設計 1080401017824 ドローンとレーザースキャナを併用した測量・設計の３Ｄ化 袋井商工会議所

80 3022210231 静岡県 有限会社アズマ 5080402010799 サイディング材加工の自動化による革新的生産工程の構築 浜松いわた信用金庫

81 3022210242 静岡県 有限会社ファイバー浜松 9080402006835
高効率熱処理技術の確立によるラッピングクロスの品質向上と熱
加工受注の事業化

遠州信用金庫

82 3022210244 静岡県 有限会社甲賀帯鋸加工所 5080002009820
最新型チップソー自動研磨機導入による加工能力増強及び若手技
能者育成への取り組み

島田掛川信用金庫

83 3022210246 静岡県 株式会社ガーデンプラン季風庭 2080001018536
現地破砕による低価格伐採サービスの提供と分別による破砕チッ
プの資源化への取組

静岡県商工会連合会

84 3022210248 静岡県 新日本設計株式会社 8080101000784
閉鎖性空間におけるドローン技術応用による点検調査の新規事業
化

三島信用金庫

85 3022210249 静岡県 みやはら歯科医院 マイクロスコープを用いた高精度治療による画期的自歯保存法
株式会社ヒューマンネット・
コンサルティング

86 3022210253 静岡県 みなり整骨院 患部の見える化と効率的な治療による顧客満足度の向上 静岡県商工会連合会

87 3022210255 静岡県 アポロ電気株式会社 5080401015675
シニア向け電動車両を利用した１ユニット型非常用電源装置の開
発

荒川　竜太

88 3022210261 静岡県 大佑工業株式会社 4080401002955
ＥＶ用パーツの受注獲得に繋げる無電解ニッケルメッキの効率化と
保証体制の確立

株式会社静岡銀行

89 3022210269 静岡県 井上機工株式会社 8080101011253
“ローコスト”で高品質を実現！「耐久ロウ付け自動加工技術」の確
立

株式会社静岡銀行

90 3022210271 静岡県 株式会社モス 2080001012860
複雑動作や大規模設備に対応するロボットＳＩによるリエンジニアリ
ング革命

しずおか焼津信用金庫

91 3022210275 静岡県 株式会社ｉＳＥＥＤ 6080101017707
非接触生体センサーのデータをスマートフォン利用ナースコールと
連動させる、施設向け見守りコールシステム・ソフトウェアの導入

三島信用金庫

92 3022210277 静岡県 山梨金属工業株式会社 7080001016857 高精度金型製作による新規受注ＵＰ 株式会社静岡銀行

93 3022210282 静岡県 宇津山製茶株式会社 9080401000657
ＨＡＣＣＰを見据えた生産ラインの見直しと多様なニーズに対応する
生産体制の構築

浜松いわた信用金庫

94 3022210284 静岡県 株式会社石舟庵 2080101013602
餡の多層化技術の確立と、伊豆の新名物となる最中の開発・新販
路開拓

税理士法人古田土会計

95 3022210290 静岡県 株式会社川口化成 8080101000446
試験管キャップの品質向上と納期短縮に向けた成形機導入に伴う
生産性向上

株式会社静岡銀行

96 3022211001 静岡県 株式会社シーズプロジェクト 3080001019186
ＨｏｖｅｒＭａｐの３Ｄマッピングによる、付加価値の高い無人航空機
測量サービスの提供

株式会社清水銀行


