
（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 2923211164 愛知県 株式会社名古屋モウルド 9180001081245
古紙に異素材を混ぜ合わせたハイブリッドパルプモール
ドの販路拡大

株式会社愛知銀行、愛知県商工会連合会

2 2923211178 愛知県 株式会社生田工芸 2180301015058
業界初、精密裁断が可能なＮＣ裁断機導入による精密縫
製品の生産体制の構築と受注拡大

岡崎信用金庫

3 2923211180 愛知県 サンテクノ株式会社 1180001030449
高機能オーディオ用真空管アンプ（製品名：Ｊｅｗｅｌ
ｌｓｏｎ）の開発

株式会社愛知銀行

4 2923211187 愛知県 有限会社西海工業所 3180302018315
塗装ラインの高度化による複雑小型ガンブラケットの新
加工技術の習得とリードタイム短縮化計画

刈谷商工会議所

5 2923211188 愛知県 株式会社米のキムラ 9180001057278
海外への輸出拡大に向けた玄米加工食品の品質の向上及
び製造能力増強事業

愛知県商工会連合会

6 2923211189 愛知県 ３Ｇサポート株式会社 7180301030572
トラックドライバーの負荷を劇的に減らすバース管理シ
ステムの開発事業

ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

7 2923211195 愛知県 吉田染色株式会社 4180001084640
どんなウレタンフォームを用いてもウレタン生地を製造
できる融着技術の確立

岐阜信用金庫

8 2923211206 愛知県 株式会社アイティーコスモス 1180001049076 複数ドローンを用いた広域警戒監視システム 株式会社名古屋銀行

9 2923211207 愛知県 株式会社大東紙工業 1180001076987
小ロット製本加工の生産性向上で穴あき冊子の需要を取
り込む

株式会社名古屋銀行

10 2923211209 愛知県 いわかわ司法書士行政書士事務所
トリプルライセンスを活用、自動追尾測量機で調査士業
務を変革提供

愛知県商工会連合会

11 2923211221 愛知県 株式会社伊勢安金網製作所 8180301005086
ＮＣ制御自動波付機の開発によるクリンプ金網の高精度
化と競争力強化

蒲郡信用金庫

12 2923211223 愛知県 やまと工業株式会社 7200001005624
スリッパの完全自動生産ラインの確立による生産性と品
質の向上

株式会社大垣共立銀行

13 2923211225 愛知県 株式会社松浦商店 8180001032769
名古屋名物天むすの製造工程高度化による１００年企業
に向けた経営基盤構築

株式会社大垣共立銀行

14 2923211226 愛知県 つくで歯科
ＣＴ設備の導入により新城市の山間部でも最先端の治療
を

株式会社大垣共立銀行

15 2923211227 愛知県 アルパ工業株式会社 1180001029350
アルマイト技術の高度化による付加価値向上と量産体制
の確立

株式会社十六銀行

16 2923211228 愛知県 株式会社さくらＦＯＯＤＳ 1180301009127
地元食材であるうずらやニンニクなどを包み込んだ丸餃
子の開発事業

豊橋信用金庫

17 2923211232 愛知県 鈴信工業所
精密部品の超精密加工、納期短縮、不良品削減を新機械
導入で実現する

愛知県商工会連合会、中日信用金庫

18 2923211233 愛知県 株式会社松浦紙器製作所 6180001081149
プロモーション什器市場の獲得のため大型デジタル印刷
機導入によるＰＯＰＰＹ機能との融合

愛知県商工会連合会

19 2923211235 愛知県 株式会社遠松製作所 2180001097628
オリンピック・災害復興・防災需要に向けた薄板アルミ
材溶接技術の確立

株式会社名古屋銀行

20 2923211237 愛知県 株式会社鳥越樹脂工業 2180001083280
ライトＲＴＭ工法による高効率ＦＲＰ積層成形技術の確
立及び作業環境整備

尾西信用金庫

21 2923211240 愛知県 株式会社オークラ羽布 9180001096383
研磨力と光沢の両立で三方よしを実現するバイアスバフ
の開発と工程改革

津島商工会議所

22 2923211242 愛知県 株式会社埋田製作所 5180001119833
高精度穴あけ加工で製薬機械用ヒーターブロックの生産
性向上

株式会社名古屋銀行

23 2923211243 愛知県 石田畳商店
形状の複雑な薄畳の生産性向上により日本の伝統文化を
普及させる

株式会社三重銀行

24 2923211244 愛知県 株式会社英建築設計事務所 8180301006811
ドローンと赤外線カメラを使ったビル外壁のタイル剥離
診断方法の開発

蒲郡信用金庫

25 2923211245 愛知県 有限会社細井鉄工所 5180302015847
高精度加工の追究に向けた加工工程の短縮で高品質製品
の生産性向上

蒲郡信用金庫

26 2923211246 愛知県 ＥＤＭフジヤマ
大型ワイヤカット放電加工機導入により大型部品を高効
率、高精度で加工出来る技術を構築する

瀬戸信用金庫

27 2923211247 愛知県 山田自動車工業株式会社 5180001092114
先進安全自動車の鈑金修理における「修理品質の見える
化」による信頼と安心の提供

碧海信用金庫

28 2923211248 愛知県 アツタ機工株式会社 2180003002742
自動車用自動変速機部品の市場獲得を目指すための高精
度加工・測定体制の確立

服部月代

29 2923211249 愛知県 半田重工業株式会社 8180001091947
検査装置導入によるシリンダ検査工程データの電子化と
検査受託事業の拡充

株式会社名古屋銀行

30 2923211252 愛知県 株式会社オー・ケー・シー 6180001044163
医療機器に要求される、生体適合性に優れた難削チタン
製手術工具の試作開発

名古屋商工会議所、株式会社十六銀行

31 2923211255 愛知県 株式会社桂商会 1180001082416
毛織物端材から純正ウール素材を回収する生産プロセス
の開発

いちい信用金庫

32 2923211265 愛知県 れい歯科クリニック
最新機器を用いた精密治療専門チームによる難治性根管
治療の再治療率低下の試み

東濃信用金庫

33 2923211268 愛知県 正和工業株式会社 7180001085900
最新加工機械と治具内製技術を融合した増産体制の確立
と納期対応力の強化

久田英詞

34 2923211269 愛知県 株式会社高瀬金型 1180001085971 インサートナット両面挿入の自動化技術の確立 尾西信用金庫

35 2923211272 愛知県 株式会社セノオ 7180001096798
自動研磨及び人・環境に配慮した社内一貫生産体制の構
築による受注拡大

株式会社名古屋銀行

36 2923211275 愛知県 株式会社西村工業 7180001099058
耐震建築部品用、厚板鋼板の生産プロセスの確立とコス
ト競争力の強化

尾西信用金庫

37 2923211278 愛知県 幸南工業株式会社 7180301002316
自動検査装置の導入による品質向上・生産性向上を目指
す

天野公道

38 2923211279 愛知県 株式会社宍戸化成 8180301023121
射出成形における金型ガス排出技術向上による品質の安
定化及び生産性の向上

西尾信用金庫

39 2923211283 愛知県 株式会社高村鉄工所 6180301014758 複合加工機導入による減速機の生産性向上事業 碧海信用金庫

40 2923211286 愛知県 株式会社東海メディカルプロダクツ 7180001074556
抜去・回収可能なテンポラリー型メタリックステントの
開発

瀬戸信用金庫

41 2923211295 愛知県 山忠本家酒造株式会社 7180001097227
迅速なデータ取得・省スペース化・低温室での酒母の製
造による品質と生産性の向上

株式会社名古屋銀行

42 2923211298 愛知県 株式会社昭和丸筒 3120001081693
紙製『ＡＰＰＡパレット』自動化製造ライン構築によ
る、高品質ならびに生産力向上事業計画

株式会社三井住友銀行

43 2923211300 愛知県 片野プラスチック工業株式会社 3180001006240
新たなブロー成形による後加工無しの生産が出来る体制
の構築

株式会社名古屋銀行

44 2923211301 愛知県 信濃工業株式会社 3180001097899
ＣＮＣ旋盤導入によるシリンダーチューブ加工技術の向
上、品質の安定性と生産力の強化

小倉裕樹、株式会社十六銀行

45 2923211308 愛知県 株式会社ＮＣＬＡＢＯ 1180001123839
ワンチャッキング多面加工切削と同時に切削面の精度出
しを実現する

碧海信用金庫

46 2923211313 愛知県 有限会社春一鈑 1180002084502 ＩＴを活用した測色機と調色ブース導入による品質向上 愛知県商工会連合会、半田信用金庫

47 2923211316 愛知県 株式会社金丸製作所 3180001094244
自動工作機を導入し、精密加工技術を生かした革新的生
産ラインを開発

株式会社名古屋銀行

48 2923211317 愛知県 有限会社チェリーフォーカス 3180002087288 工場内製品運搬用パレット製造の生産プロセスの改善 愛知県商工会連合会

49 2923211319 愛知県 国光スプリング工業株式会社 2180001078413
最新型「スプリング・フォーミング・センター」を導入
し、従来の汎用機では難しかった市場開拓に向けた生産
体制の構築

株式会社名古屋銀行

50 2923211320 愛知県 有限会社長尾紙工 4180002024117
最新のフィルム専用スリッター機導入による生産性向上
計画

名古屋商工会議所

51 2923211321 愛知県 株式会社協同電子 1180001045315
住宅用分電盤に使用する基板実装の一貫生産による生産
性向上

株式会社十六銀行

52 2923211322 愛知県 白濱建設株式会社 4180301001015
ＩＣＴの活用による生産性・安全性・ワークライフバラ
ンスの向上

岡崎信用金庫

53 2923211323 愛知県 進興金属工業株式会社 5180301021243
真円度・円筒形状測定機を導入し、円筒形状物の検査工
程の生産性向上を図る

大嶋浩敬

54 2923211324 愛知県 株式会社三進 9180001010245
簡易給油タンクのＩｏＴ化による、簡易給油スタンドの
実現

株式会社中京銀行

55 2923211327 愛知県 株式会社鶴鉄工所 5180001063924
三次元測定機の導入で困難な測定箇所の克服と加工のレ
ベルアップ

株式会社名古屋銀行

56 2923211328 愛知県 有限会社スギウラクラフト 6180302003487
車椅子利用者の個人差に対応し姿勢を正しく保つ着座
パッドの開発

東京中央経営株式会社

57 2923211329 愛知県 株式会社津島製作所 4180003012211
新市場へ進出するため、多様な被削材に対応する高精度
複雑形状加工の技術高度化と生産プロセスの改善

株式会社名古屋銀行、税理士法人大樹

58 2923211332 愛知県 有限会社お菓子屋レニエ 1180002022940
時代にマッチした新商品開発と販売ロスを解消する為に
生産性を向上させ、老舗百貨店に商圏を拡大！

瀬戸信用金庫

59 2923211334 愛知県 佐野工業株式会社 5180301018330
次年度の新車向け内装部材の受注に伴う革新的生産ライ
ンの増設

岡崎信用金庫
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60 2923211335 愛知県 豊田鋸加工所 鉄鋼用丸鋸替刃研磨事業への進出に伴う生産体制の改革 豊田商工会議所、豊田信用金庫

61 2923211339 愛知県 高之瀬スプリング
バネの線径の大型化に合わせた高品質・短納期・低コス
トの生産体制の構築

株式会社名古屋銀行

62 2923211340 愛知県 株式会社カナオコーポレーション 8180001080280
廃瓦の分別・選別機の導入により、リサイクル商品「テ
コラ」の商品化を実現

税理士法人岡田会計綜合コンサルタンツ

63 2923211344 愛知県 株式会社犬飼鉄工所 4180001007898
曲げ加工の内製化による高精度曲げ加工、コストダウ
ン、短納期化の実現

株式会社大垣共立銀行

64 2923211346 愛知県 株式会社春海化成 4180001049305
新型射出成形機及び取出しロボット導入による生産プロ
セスの改善

株式会社名古屋銀行

65 2923211350 愛知県 大久保金型工業株式会社 8180301014673
ＣＡＭデータ作成の標準化とマシニングセンタ導入に依
る加工プロセスの高効率化

株式会社名古屋銀行

66 2923211351 愛知県 合資会社池田屋 8180303000069
革新的８つの味の“ところ天”の製造工程の合理化とさ
らなる品質向上

岡崎商工会議所

67 2923211357 愛知県 株式会社エムエス製作所 8180001045184 形彫放電加工技術の確立による精密樹脂金型への対応 株式会社十六銀行
68 2923211361 愛知県 中外国島株式会社 2180001084295 生地キズをゼロにする生産工程の確立 尾西信用金庫

69 2923211366 愛知県 グリーンフロント研究所株式会社 1180301004458
ドローン空撮・植物健全度診断技術による高木管理シス
テムの開発

岡崎商工会議所

70 2923211369 愛知県 泰東工業株式会社 5180301013034
ロボット活用による自動化・省人化を実現した高次生産
体制の構築

株式会社名古屋銀行

71 2923211372 愛知県 株式会社ニシムラ 7180301019062
燃料電池用金属セパレータのプレス成形技術開発と検査
技術の確立

碧海信用金庫

72 2923211391 愛知県 ＤＥＮＴＡＬ　ＬＡＢ　ＥＶＯＬ
ＣＡＤ／ＣＡＭ導入での供給力強化による小規模歯科技
工所の高度歯科技工技術の発揮

株式会社大垣共立銀行

73 2923211394 愛知県 株式会社三ツ知春日井 7180001103546
燃料電池自動車用配管コネクターの新生産工法の確立に
よる労働生産性の向上

株式会社シーピーエーコンサル

74 2923211396 愛知県 株式会社ミズノマシナリー 4180001081373
金属加工におけるＣＡＤ／ＣＡＭ及び三次元測定機導入
による新たな生産工程の確立

株式会社シーピーエーコンサル

75 2923211397 愛知県 有限会社サトー化成 6180002068285
金属部品の樹脂化を推進する高強度樹脂外観部品の高品
位化のための切削加工技術開発

東春信用金庫

76 2923211398 愛知県 株式会社イワタツール 3180001065212
超微切削工具による半導体製造プロセスにおける精密加
工技術の高度化

株式会社名古屋銀行

77 2923211401 愛知県 有限会社岡本製作所 3180002054569
高精度で特殊形状の特注品ベアリングの生産能力向上と
医療分野への進出

座間裕史

78 2923211405 愛知県 フナハシ技研株式会社 8180001083639
自動車電動化に対応する軽量な樹脂成形部品の開発と量
産技術確立

株式会社十六銀行

79 2923211407 愛知県 有限会社福留鉄工所 9180002077572
大型・単発金属加工における圧倒的な納期短縮を図る一
貫加工工程の実現

いちい信用金庫

80 2923211408 愛知県
Ｋ　ＢＡＲＢＡＲ　＆　ＨＥＡＤＲＥＬＡ
ＸＡＴＩＯＮ

理容店が脱毛サービス開発を通じて行う「美活」の総合
支援事業

菅原由一

81 2923211409 愛知県 水仲工業株式会社 3180001092883
高精度な材料分析技術の導入によるリサイクル樹脂を活
用した海外輸出可能な製品開発の実現

碧海信用金庫

82 2923211410 愛知県 新郊パイプ工業株式会社 6180001014612
異形管を曲げ加工するフォークリフトのヘッドガードの
精度保証体制の構築

碧海信用金庫

83 2923211412 愛知県 有限会社大島製作所 3180002025413
日進月歩、高精度化していく技術開発に対応していく為
のＮＣ加工技術革新

株式会社名古屋銀行

84 2923211413 愛知県 有限会社坂工業所 1180002092397
立形マシニングセンタ導入によるレーザー加工機部品等
のアルミ加工における生産プロセスの改善

小倉裕樹、愛知信用金庫

85 2923211418 愛知県 上坂印刷株式会社 4180301023208
伝統的技術と最新技術を組み合わせた新発想の紙器ソ
リューションサービス体制の構築

税理士法人Ｈ＆Ｐ

86 2923211419 愛知県 ミツワ株式会社 4080401016195 品質検査工程のインライン化による生産プロセス革新 税理士法人Ｈ＆Ｐ

87 2923211425 愛知県 ユニオン電商株式会社 1180001027577
表面実装機導入による電子回路基板製造の効率化と量産
メーカーへの成長

岐阜信用金庫

88 2923211426 愛知県 株式会社サン・タカハシ 9180301001027
ＱＲコードを利用した新しいトレーサビリティシステム
の活用

岡崎商工会議所

89 2923211429 愛知県 有限会社志村プレス工業所 1180002069172
需要が高まる半導体製造装置部品を抜加工の技術高度化
により生産性向上

株式会社ＰｓＭａｎａｇｅｍｅｎｔ

90 2923211433 愛知県 株式会社西村工業所 1180001094477
外注加工の内製化及び技術承継による自社独自の有機的
生産体制の構築

株式会社名古屋銀行

91 2923211435 愛知県 長坂養鰻場
ナノバブル技術を用いた低環境負荷飼育プロセスによる
エコうなぎの生産とブランド化

有限会社竹内総合研究所

92 2923211437 愛知県 東洋フオーム印刷株式会社 5180001028555
小ロット化・特殊素材への印刷技術獲得で新たにＢｔｏ
Ｃモデルを確立する

西尾信用金庫

93 2923211438 愛知県 株式会社カワサキ 8180001008117
検査技術力の革新と生産体制の構築で部品軽量化の流れ
に乗ってアルミ自動車部品の受注拡大を目指す

岡崎信用金庫

94 2923211442 愛知県 サン食品株式会社 3180001021909
白米の食感を忠実に再現した“こんにゃくライス”の商
品開発事業

株式会社大垣共立銀行

95 2923211443 愛知県 株式会社名豊金型製作所 5180301009189
昭和に製造した金型の知恵と工夫を、現代の金型加工方
法にて復元・図面化

豊橋信用金庫

96 2923211445 愛知県 株式会社セイコー 3180301023035
４軸マシニングセンタ、精密洗浄機導入によるトランス
アクスル部品加工工程の高度化

西尾信用金庫

97 2923211447 愛知県 藤工業株式会社 7180001007284 画像寸法測定器導入による生産技術と労働生産性の向上 株式会社中京銀行

98 2923211451 愛知県 株式会社ミツバ化学 7180301015912
プラスチックメーカーが挑むエラストマーの世界～ＴＰ
Ｅ分野への進出～

愛知県商工会連合会

99 2923211452 愛知県 有限会社チタシン施工 8180002088686
ＩｏＴを活用した建設機械油圧ホース緊急補修業務ス
ピードアップ化

東海商工会議所

100 2923211456 愛知県 有限会社イヅミ印刷所 9180302000787 医療現場で求められる投薬容器への直接印刷サービス 税理士法人Ｈ＆Ｐ

101 2923211458 愛知県 中金工業株式会社 2180001000764
プレス加工・金型製作の相乗効果を最大限発揮させるた
めの生産プロセス改善

前田勝昭

102 2923211460 愛知県 長谷川亨・歯科クリニック
歯科治療デジタルデータの院内共有による治療の見える
化とカウンセリングサービスの強化

小倉裕樹、大垣共立銀行

103 2923211461 愛知県 株式会社ＮＩＷＡＳＨＯ 2180001079650
ロボット制御方法を改善した次世代モデル製造ライン導
入による稼働率の向上

松本昌也

104 2923211462 愛知県 株式会社瑞穂鉄工所 5180001069574
自動車排ガス浄化装置部品の一貫加工による地球環境改
善への貢献

豊田信用金庫

105 2923211463 愛知県 株式会社メイネツ 1180001010780
連続式水素炉による固溶化熱処理技術を確立し、製品品
質及び生産性向上を図る

岡崎信用金庫

106 2923211465 愛知県 株式会社越智鋳造所 2500001009244
新設備導入で、無人稼働での部品加工の高精度化と増産
を実現する

碧海信用金庫

107 2923211466 愛知県 三共捻子株式会社 9180001019501
小径小物加工ノウハウとＣＮＣ自動旋盤機による、精密
部品の生産性向上の実現

岡崎信用金庫

108 2923211467 愛知県 安田印刷工業株式会社 5180001027490
積極的な中小企業を応援する『楽・ＬＵＣＫ展示会出展
セット』の開発

株式会社名古屋銀行

109 2923211471 愛知県 株式会社三浦モータース 1180001009427
ＡＳＶ搭載車に対応できる次世代の自動車修理として、
ブランド力の強化し、独自性と生産性向上を目指す

株式会社名古屋銀行

110 2923211472 愛知県 株式会社吉田エス・ケイ・テイ 5180001027598
生産ラインの見える化による新たな営業ツールの創出と
顧客満足度の向上

瀬戸信用金庫

111 2923211476 愛知県 木野瀬印刷株式会社 9180001074001
製本機の導入と既存印刷機のＷ効果で超短納期化を実
現、需要高の失注ゼロ化計画

株式会社名古屋銀行

112 2923211478 愛知県 安田塗装工業株式会社 3180301013424
塗装ロボットの導入による品質とコストの改善及び塗装
環境の改善と技能継承

西尾信用金庫

113 2923211486 愛知県 岡崎椅子株式会社 1180301000309
柄合わせ裁断技術高度化による海外及び医療向け高機能
椅子の市場開拓

岡崎商工会議所

114 2923211494 愛知県 コージ・ヤマモト歯科医院
重度歯周病患者に対する多様な機械装置の併用による革
新的手術方法（改良型Ｆｌａｐ－Ｓｕｒｇｅｒｙ治療）

株式会社第三銀行

115 2923211495 愛知県 株式会社カマタ製作所 8180001081675
難削材や異形状部品の高精度加工を目的としたワイヤ放
電加工機の導入

中道三喜男

116 幹事企業：錦パークデンタルクリニック 幹事企業：株式会社名古屋銀行

117 連携体１：株式会社マルワイラボ
連携体１：
1180001127534

連携体１：株式会社名古屋銀行

118 2923211505 愛知県 鳩山鉄工株式会社 5180001096296
キーシーターの導入によりキー溝加工の精度向上と納期
短縮を実現

中道三喜男

119 2923211507 愛知県 名新パイピング株式会社 1180001072458
多目的形鋼加工機の導入による鋼材の切断、穴開け技術
革新計画

株式会社名古屋銀行

120 2923211508 愛知県 タスクール
中小企業に労働生産性革命を！中小企業特化型顧客管理
システムの提供

一般社団法人東海中小企業支援協会

121 2923211509 愛知県 三精システム株式会社 5180001074161
機械学習を利用したプリント配線のＡＩ設計による革新
的生産性の向上

春日井商工会議所

122 2923211510 愛知県 有限会社タカ 1180002053606
ＮＣフライス盤導入による高精度化と短納期に応える生
産体制の確立

中道三喜男

123 2923211514 愛知県 エスワイ精工有限会社 1180302027862
バリ取り工程の自動化による生産プロセス開発及び新規
分野の受注開拓

株式会社愛知銀行

2923211501 愛知県
顎機能異常治療におけるＡＩ及びＩＴ利活用による高度
治療プロセスの確立



124 2923211515 愛知県 株式会社プラマー太田 1180301023350
施工管理情報・顧客情報の総合的管理体制の構築による
生産性向上・顧客満足度の向上

西尾信用金庫

125 2923211516 愛知県 協栄産業株式会社 4180001087379
板鍛造技術による厚板の突起形成加工で低コスト、大量
生産に対応

中道三喜男

126 2923211530 愛知県 マルタ食品株式会社 9180001027207
日本の伝統「金平糖」を世界へ！生産包装工程の改革と
生産性の向上

株式会社名古屋銀行

127 2923211532 愛知県 株式会社ジェットスタイル 2180001102602
キャラクターを使用して自分だけのパラステーショナ
リーを作る事業計画

上島一丈

128 2923211533 愛知県 株式会社アグメント 8180001092292
地元有機農家に提供する竹粉生ごみペレット堆肥の開
発・製造

株式会社名古屋銀行

129 2923211537 愛知県 有限会社タクミ工業 8080402009351
生産プロセスの改善により人手不足を補う多能工育成活
動の展開

豊橋商工信用組合

130 2923211538 愛知県 有限会社松屋商店 5180302026506
高性能色彩選別機導入による安心・安全のブランド価値
向上と生産性向上で顧客満足度を向上

西尾信用金庫

131 2923211540 愛知県 大進青果株式会社 2180001091804
玉ねぎ自動皮むき機（玉ジロー）導入による野菜一次加
工業務へのチャレンジ

西尾信用金庫

132 2923211543 愛知県 元木歯科
歯根破折の早期発見及び、自分の歯を活かす移植手術と
インプラント手術の融合

有限会社竹内総合研究所

133 2923211544 愛知県 アスタック株式会社 1180301014647
世界の多様なニーズに対応する革新的物流システムの開
発と内製化

翔陽税理士法人

134 2923211546 愛知県 株式会社小澤精工 5180301016061
ＣＮＣ自動三次元測定機導入によるＨＶ・ＥＶ部品の受
注拡大

西尾信用金庫

135 2923211547 愛知県 岡本軽金属工業株式会社 5180301015113
３Ｄスキャナ導入による次世代自動車ターボエンジンの
生産プロセス改善

愛知県商工会連合会

136 2923211552 愛知県 有限会社イワセ技研 1180302026245
金型の品質向上と納期短縮を目指す５軸加工機導入によ
る生産プロセス改善

碧海信用金庫、小倉裕樹会計事務所

137 2923211554 愛知県 豊銕工業株式会社 6180301007035
鉄骨製品の安定供給に向けた設備導入と人材の確保・育
成

株式会社名古屋銀行

138 2923211555 愛知県 スクリーン印刷ヒロセ
化粧品ボトル容器向け曲面印刷におけるデザイン表現力
の強化と生産能力・品質向上に向けた生産体制の確立

西尾信用金庫

139 2923211556 愛知県 宮島悠旗ブライトオーソドンティクス
経営難の歯科医院を救う、高度矯正治療サービスの全国
展開

岡崎信用金庫

140 2923211568 愛知県 早川都市計画株式会社 2180301019158
３Ｄレーザー計測・設計を活用したまちづくり・災害復
旧支援コンサルテイングサービスの実現

株式会社名古屋銀行

141 2923211570 愛知県 三恭金属株式会社 5180001006478
３Ｄ測定器導入による品質管理能力の向上と不良流出圧
縮による利益の拡大

株式会社名古屋銀行

142 2923211576 愛知県 株式会社国盛化学 1180001010178
高性能カメラを備えた画像処理装置によるポインター検
査の改革・改善

株式会社大垣共立銀行

143 2923211577 愛知県 株式会社愛研 4180001000003
分析精度を維持しつつ業務を効率化し生産性向上と新規
事業を実現する

株式会社愛知銀行

144 2923211580 愛知県 株式会社比良タイヤ工業所 2180001026859
顧客の愛車を遠隔で２４時間見守るメンテナンスサービ
スを開発

株式会社愛知銀行

145 2923211581 愛知県 株式会社リオ 1180001041842
アンケート分析システム構築による独自パルスサーベイ
の事業拡大

株式会社名古屋銀行


