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1 3023210001 愛知県 株式会社成田製作所 3180001010795
最新サーボ式プレスブレーキ機導入による高精度化する鉄
道車両部品の製造技術の確立

岡崎信用金庫

2 3023210011 愛知県 名和工業株式会社 4180001021115 多工程・小ロットの産業用プレス部品の生産体制の構築 中日信用金庫

3 3023210019 愛知県 有限会社大新製作所 8180002011805
食品自動包装機向け新規長尺ワークの効率的加工方法の
開発と工程集約

株式会社中京銀行

4 3023210021 愛知県 有限会社名古屋ベンド製作所 8180002012200
新たにパイプベンダーを導入してパイプ曲げ加工法を習得
し次世代自動車市場に進出する

株式会社名古屋銀行

5 3023210023 愛知県 株式会社鈴重 3180001054669
ファイバーレーザー溶接技術の確立で板金加工の大幅な生
産性向上を実現

岐阜信用金庫

6 3023210026 愛知県 株式会社日下歯車製作所 3180301020882
ベベルギヤ面取り加工のロボット化による高品質・低コスト
の実現

公益財団法人中部科学技術
センター

7 3023210027 愛知県 浅野鋼材株式会社 7180001033776
超硬丸鋸切断機導入による超短納期と高品質化との両立、
新分野の開拓

瀬戸信用金庫

8 3023210028 愛知県 斉藤鉄工株式会社 8180301022461
自動車生産設備における次世代油圧駆動ロボットの長尺油
圧シリンダ高度化事業

西尾商工会議所

9 3023210030 愛知県 サハシ特殊鋼株式会社 4180001006512
ＱＲコードシステム対応小ロット専用切断加工ラインの構築
による品質及び生産性向上

株式会社名古屋銀行

10 3023210038 愛知県 株式会社ウルプロ 1180001070874
パソコンの作業内容を可視化し、在宅テレワークを可能にす
るシステム

株式会社名古屋銀行

11 3023210040 愛知県 有限会社イワタ防水布商会 9180002075733
〝ようじ（幼児）〟の安全を守る、フルオーダー大型テント事
業への拡張

尾西信用金庫

12 3023210043 愛知県 有限会社大幸特殊印刷 9180002066468
高品質な食品包装資材等の製造に向けた検査高度化によ
る歩留まり向上と供給体制の構築

株式会社愛知銀行

13 3023210046 愛知県 株式会社板倉製作所 5180301015039
旧車向け部品業界の道を開く耐久性の高い樹脂製部品の
製造計画

株式会社名古屋銀行

14 3023210053 愛知県 名西株式会社 1180001027395
生産プロセスの大幅な改善と収益の拡大を図るマシニング
センタの導入

瀬戸信用金庫
小倉　裕樹

15 3023210055 愛知県 株式会社諏訪機械製作所 7100001019576
両面研磨と鏡面仕上の融合！クイックミラー工程確立による
５Ｇインフラ関連事業への進出

豊橋信用金庫

16 3023210056 愛知県 株式会社秋山製作所 4180301018595
自動車部品の小型軽量化に対応した高精度部品等生産体
制の構築

株式会社愛知銀行

17 3023210058 愛知県 おおやま歯科医院 日本初・マイクロストリークレーザ治療の高度標準化事業 碧海信用金庫

18 3023210059 愛知県 株式会社環境保全コンサルタント 5180001025065
高機能分析装置の導入による生産性の向上及び差別化の
強化

名古屋商工会議所

19 3023210062 愛知県 株式会社美和製作所 8180001098471
トランスファープレス製造ライン生産管理、品質確認のＩｏＴシ
ステム確立による生産性の向上

株式会社十六銀行

20 3023210063 愛知県 株式会社伊東技工 8180301031826
高性能画像寸法測定器によるスーパーエンプラ製品の品質
保証体制の確立と直接受注の体制整備

豊橋信用金庫

21 3023210064 愛知県 株式会社成瀬エンジニアリング 3180001045370
モータ部品の増産に向けたＣＮＣ旋盤導入による生産体制
の確立

中日信用金庫

22 3023210071 愛知県 有限会社石川養豚場 7180002083127
消費者の食の安全ニーズに対応した無添加食肉加工品の
生産工程刷新

株式会社エフアンドエム

23 3023210072 愛知県 有限会社丹下製作所 6180002006567
自動車エンジン部品向け熱硬化性樹脂金型の高精度研磨
加工技術の確立

株式会社百五銀行

24 3023210075 愛知県 東陽化研興業株式会社 7180001092624
独自に配合した電解液によるステンレス鋼電解研磨の生産
性向上計画

株式会社愛知銀行

25 3023210079 愛知県 自家焙煎珈琲あぶさんと 珈琲豆の焙煎効率向上による地域ニーズ対応の徹底 豊田信用金庫

26 3023210080 愛知県 有限会社サンキ工業 4180002069087
射出成形機導入による品質向上と自動取出し機導入による
工程改善

瀬戸信用金庫
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27 3023210084 愛知県 有限会社金村製作所 7180302021777
自動車リサイクル法への対応！部材への「材質マーキング」
を抜き型で実現

一般社団法人ヒューリット
ＭＦ

28 3023210086 愛知県 株式会社石垣商店 6180001007855
発電・送配電設備向け銅製品の幾何公差測定による精度
向上と検査体制確立の取組み

瀬戸信用金庫

29 3023210089 愛知県 トヨタケ工業株式会社 2180301019991
次世代自動車に対応する新素材表皮の裁断品質向上と短
納期化

豊田商工会議所

30 3023210091 愛知県 有限会社塩澤工業 4200002022910
「工作機械」修理用部品などの製作の生産性向上を実現す
る切削加工技術の高度化

株式会社愛知銀行

31 3023210101 愛知県 油圧機工業有限会社 8180302026528
短納期、低コストの顧客要求を実現させる当社トリミングマ
シン専用金型の生産プロセス革新

鈴木　篤

32 3023210105 愛知県 株式会社鈴木鉄筋 7180301027288
工場内組立を実現する鉄筋ユニット工法に係る加工工程の
開発事業

西尾商工会議所

33 3023210107 愛知県 株式会社鶴ケ崎鉄工 1180301011553 町工場から脱却し部品加工メーカーへ 豊川信用金庫

34 3023210108 愛知県 畳の藤原
ロボットの導入と当店独自のＣＲＭ戦略による「薄畳」事業
の本格化

岡崎信用金庫

35 3023210112 愛知県 有限会社ミラック 2180002071697 新型複合旋盤導入によるロボット市場参入事業 株式会社十六銀行

36 3023210116 愛知県 有限会社間瀬鉄工所 7180302018947
半径が小さい自由曲面を加工できる切削加工技術の研究
開発

碧海信用金庫

37 3023210118 愛知県 株式会社田中金型製作所 7180001000743
ベリリウム銅製金型部品の製造加工時間の短縮による生産
性向上

株式会社大垣共立銀行

38 3023210124 愛知県 新郊パイプ工業株式会社 6180001014612
多品種少量品（特型）であるフォークリフトのヘッドガードの
生産性向上体制の構築

碧海信用金庫

39 3023210126 愛知県 東名技研株式会社 3180001076184
次世代自動車の電池開発に参画するため研磨加工技術を
習得し新たな電池部品を製作する

株式会社名古屋銀行

40 3023210131 愛知県 木下精密工業株式会社 7180001011930
３Ｄ　ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による高精度加工とリードタイム短
縮及びコスト対応

株式会社名古屋銀行

41 3023210134 愛知県 泰東工業株式会社 5180301013034
多工程ロボットシステムによる革新的な樹脂成形生産体制
の構築

株式会社名古屋銀行

42 3023210137 愛知県 有限会社大清工業 4180002006544
半導体製造装置用サーボモータ部品の新加工方法で生産
性向上を図る

岡崎信用金庫

43 3023210140 愛知県 株式会社ヤマコー 8180001029022
直角度と自由高さの精密公差を同時達成する研削工程革
新による圧縮ばねの量産化

株式会社名古屋銀行

44 3023210141 愛知県 株式会社コハマテックス 7180001096212
レーザー切断加工機導入とデータ連携による短納期対応・
生産性向上の実現

株式会社名古屋銀行

45 3023210146 愛知県 株式会社マルナカ 8180001092714
超高精細検査による漏れ原因の特定で検査プロセスの革
新と生産性の向上を実現

株式会社フラッグシップ経
営

46 3023210148 愛知県 株式会社大宝印刷 3180001037541
最新のカラー印刷品質検査装置を導入してパッケージ印刷
の不良低減による生産性向上

株式会社名古屋銀行

47 3023210149 愛知県 有限会社猪飼製作所 6180002091923
後継社長により高い技術力を製品化、町工場から加工メー
カーへの成長

愛知県商工会連合会

48 3023210154 愛知県 株式会社アサモ製作所 5180301016986
大型筐体の増産対応を目指す熟練技術を活かした製缶加
工の高度化

碧海信用金庫
株式会社Ps　Management

49 3023210155 愛知県 株式会社ユキ印刷工業 4180001001397
ＣＴＰシステム改善による「思い出の一部になる破れない紙
手旗」の実現

株式会社名古屋銀行

50 3023210159 愛知県 ＴＳＵＮＯＤＡ有限会社 1180002047046
変化する畳需要に対応する、超短納期畳製造～施工ワンス
トップサービス

瀬戸信用金庫

51 3023210168 愛知県 サンワアドバンス株式会社 2180301032334
砂漠から宇宙まで！高精密・高耐久電磁弁コイルの生産３
倍増計画

岡崎信用金庫

52 3023210174 愛知県 株式会社技研システック 7180001079506
部品製造工程内製化による原価低減、納期短縮、設計品質
向上事業

愛知県商工会連合会
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53 3023210176 愛知県 有限会社山雄工芸 1180002019747
５軸制御ＮＣマシンと３Ｄ　ＣＡＤ／ＣＡＭ導入によるプラス
チック製品の生産プロセスの高度化

株式会社名古屋銀行

54 3023210178 愛知県 八洲工具株式会社 2180001024433
特殊切削工具製造の生産プロセスを革新的に高度化させ
更なる品質向上を図る

株式会社名古屋銀行

55 3023210179 愛知県 株式会社渡辺製作所 6180301023271
金型部品の短納期化に寄与する焼入鋼に対する小径穴加
工の高度化

株式会社Ps　Management

56 3023210182 愛知県 株式会社杉浦鉄工所 9180301028111
新材料セラミック加工の最適条件構築による生産性向上計
画

岡崎商工会議所

57 3023210185 愛知県 高橋油圧工業株式会社 1180301001281
リニア建設で高機能・高精度が求められる油圧バルブの新
製法確立

碧海信用金庫
株式会社Ps　Management

58 3023210188 愛知県 株式会社三陽製作所 3180001081052
自動車部品の試作開発における測定計測の技術を活用し
た開発サイクル短縮の取組み

岐阜信用金庫

59 3023210189 愛知県 白沢歯科クリニック
院内デジタルフロー構築による発育支援矯正の効率的な治
療提供及び長期有用性の向上

瀬戸信用金庫

60 3023210190 愛知県 ダイソー工業株式会社 4180002069384
天井パネルの大型化と美観演出に応える金属板パンチ加
工技術革新

株式会社十六銀行

61 3023210194 愛知県 株式会社大矢鋳造所 7180001019115
風力発電やロボット用軸受向け銅合金製軸受保持器の製
造工程改善

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

62 3023210195 愛知県 みはま歯科クリニック
最新設備導入による、最先端マウスピース矯正と歯周病治
療

知多信用金庫

63 3023210202 愛知県 有限会社吉田工作所 4180002082271
製品ラインナップ拡大を実現する，自動車生産用治具の生
産性向上

株式会社フロウシンク

64 3023210206 愛知県 株式会社サンワクリエイト 4180001093170
新高性能射出成型機導入によりＰＶＣ樹脂の複雑な加工を
実現する

西尾信用金庫

65 3023210208 愛知県 株式会社ディーピーシー 1180301004689
脳外科手術の体制整備で築く、地域のペット医療の最後の
砦！

岡崎信用金庫

66 3023210209 愛知県 中原屋
新規顧客（若年層）の開拓に向けた南蛮オーブンと角折包
装機の導入

豊橋信用金庫

67 3023210211 愛知県 栄進物流株式会社 7180001097540
オートボディプリンターを活用したプランドデザイン・トラック
のプリント施工サービスの開発

藤榮　幸人

68 3023210215 愛知県 平野鉄工株式会社 8180001007267
鉄鋼業向け試験機用部品の生産技術の革新及び新たな検
査体制による生産性の向上

株式会社　シーピーエーコ
ンサル

69 3023210217 愛知県 ＡＲＭＳ株式会社 5180301014619
海外人材の日本の「心の故郷」に。製造業人材育成トータル
支援事業

座間　裕史

70 3023210219 愛知県 株式会社三好製作所 9180301019820
環境負荷を軽減するジオメット処理の普及に貢献する新規
設備の導入

碧海信用金庫

71 3023210231 愛知県 エムエス工業株式会社 1180301022971
測定工程自動化に伴う製品精度・生産性向上による事業領
域拡大

株式会社フロウシンク

72 3023210232 愛知県 大信印刷株式会社 3180001008641
顧客満足度向上へ。期待通りの印刷物を再現する機械の
導入

株式会社大垣共立銀行

73 3023210235 愛知県 中金工業株式会社 2180001000764
新型ワイヤーカット放電加工機の導入で自動化、精密化に
対応し生産性向上

前田　勝昭

74 3023210238 愛知県 ダイシン産業株式会社 7180001075298
オートバイ用の次世代前照灯部品に向けた透明ゴム材料の
成形技術高度化

東濃信用金庫

75 3023210249 愛知県 株式会社セルプラン 1180001117774
めっき加工に用いる専用治具製造工程の自動化による生産
性向上の実現

株式会社名古屋銀行

76 3023210250 愛知県 有限会社山本金型製作所 7180302026462
リニア駆動ＮＣ放電加工機導入による高品質仕上げと生産
性向上による受注拡大

西尾信用金庫

77 3023210258 愛知県 村松鉄工株式会社 3180301022838
半導体分野への進出を目指したステンレス部品切削加工プ
ロセスの改善

西尾信用金庫

78 3023210259 愛知県 小林シート有限会社 7180302001234
裁断作業の高精度化によるシートシャッター等の重布加工
品の短納期化と品質向上

岡崎商工会議所
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79 3023210262 愛知県 丸善株式会社 9180001015533
ワイヤーカットによる次世代自動車向けワンストップ金型生
産事業

豊田信用金庫

80 3023210266 愛知県 三彰電工有限会社 9180302027657
業界初の産業用ロボット向け部品の超短納期および大幅な
生産能力の拡大

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

81 3023210269 愛知県 有限会社佐藤研磨工業所 5180002006345
複雑形状の高硬度鋼材製品の検査技術の向上とトレーサ
ビリティの確立

株式会社　シーピーエーコ
ンサル

82 3023210278 愛知県 愛知発条株式会社 1180001007752
最新の自動圧縮引張ばね試験機を用いた高精度な圧縮ば
ね製造の確立

株式会社ＫＳビジネスコン
サルティング

83 3023210282 愛知県 有限会社タニムラ工業所 1180302018507
レーザースキャナー型３次元測定機導入による次世代自動
車部品に対応した高精密測定技術の開発

西尾信用金庫

84 3023210284 愛知県 有限会社石島エンジニア 4180002017376
マシニングセンタ導入による作業効率の向上と形状加工の
高度化

小倉　裕樹

85 3023210292 愛知県 株式会社光金属工業所 6180001028760
フレキソ・樹脂凸版ＣＴＰの導入による印刷の製版工程の自
動化の実現

株式会社ＫＳビジネスコン
サルティング

86 3023210293 愛知県 フジ自動車工業株式会社 1180001009253
ＩｏＴを活用した工場の見える化システムの導入による作業
効率化と付加価値向上

税理士法人Ｈ＆Ｐ

87 3023210295 愛知県 徳仲株式会社 6180001067107
国内回帰需要にも対応～高精度製品を短納期で作りだす
最新型三次元測定機の導入～

株式会社名古屋銀行
翔陽税理士法人

88 3023210300 愛知県 有限会社タクミ工業 8080402009351
食品製造設備等の安全性に寄与するブランキングプレス加
工のバリ抑制技術の確立

蒲郡信用金庫

89 3023210302 愛知県 株式会社ヒゲナデシコ 4180001118027
急性循環器疾患ペット向けの高度診断システムの確立によ
る夜間診療体制の強化

坂本　亮

90 3023210303 愛知県 株式会社ナチュール 2180301027193
新規顧客獲得等のための作業プロセス改善と独自性ある新
商品開発体制の構築

西尾信用金庫

91 3023210304 愛知県 株式会社日章 3180001081093 金型の大型化・複雑化に対応する三次元測定器の導入 愛知県商工会連合会

92 3023210307 愛知県 株式会社エム・エイチ・シー・ランバー 3180301005207
国産材を活用した畜産クラスター用建築向け特殊木造工法
部材の開発

蒲郡信用金庫
株式会社Ps　Management

93 3023210310 愛知県 株式会社邦山工業 9180301011678
レーザ加工機導入による切断工程の高度化と生産能力の
増強

株式会社ゼロプラス

94 3023210317 愛知県 榮製機株式会社 5180301009874
金型の新規製作からメンテナンスに至る「ワンストップサ
ポート」の実現

蒲郡信用金庫

95 3023210319 愛知県 ながら歯科医院
術前・術中にシミュレーション工程を取り入れた施術体制の
構築

アイアンドアイ株式会社

96 3023210320 愛知県 株式会社ユウキ製作所 6180301021671
超高精度な正八角錐の穴加工が要求される精密部品加工
の技術確立

碧海信用金庫
株式会社Ps　Management

97 3023210326 愛知県 株式会社半谷製作所 8180001092672
鍛造・焼結に替わる板鍛造の技術力向上のための３Ｄ解析
環境の導入

株式会社商工組合中央金庫

98 3023210329 愛知県 有限会社竹内総合研究所 7180002086484
ＷＥＢ版データベース自動生成システムとＡＩを活用した人事
評価システムの構築

大矢知　哲也

99 3023210336 愛知県 藤野工業株式会社 7180301019194
次世代自動車に求められる高精度かつ短納期な部品用プ
レス金型の生産体制構築

税理士法人スマッシュ経営

100 3023210349 愛知県 有限会社吉田製作所 4180002092205
次世代物流システム機器の増産需要に応えるための新生
産体制構築

岐阜信用金庫

101 3023210352 愛知県 株式会社マサル 1180001065627 生産管理システムの導入による生産性向上とデータ管理 中日信用金庫

102 3023210353 愛知県 株式会社高橋合成 3180001082117
自動制御機能活用による独自カセット金型生産プロセス高
度化事業

岐阜信用金庫

103 3023210357 愛知県 有限会社栄工業所 3180002064023
マイクロビッカーズ硬さ試験機等設備導入による検査工程
の高度化による自動車部品の受注拡大

西尾信用金庫

104 3023210358 愛知県 コクネ製作株式会社 3180301015230
自動測定システムの構築・導入による高精度化対応・短納
期生産の実現と新規産業への進出

西尾信用金庫
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105 3023210359 愛知県 株式会社石亀工業 7180301012637
高精度切削工程の内製化により流れを止めないＦＡを目指
す

株式会社ゼロプラス

106 3023210365 愛知県 信正鋼材株式会社 9180001092531
ファイバーレーザーが可能にする短納期溶断加工での建設
市場進出

株式会社十六銀行

107 3023210367 愛知県 アンジュール 自社オリジナル低糖質スイーツ生産プロセスの確立
瀬戸信用金庫
愛知県商工会連合会

108 3023210369 愛知県 有限会社岡西鉄工所 3180002080012 ＣＮＣ旋盤の導入による機械部品加工の生産性向上 岐阜信用金庫

109 3023210373 愛知県 東洋化工株式会社 5130001033519
日本初導入の高出力ファイバーレーザー溶接機を用いた金
型補修後の長寿命化

京都信用金庫

110 3023210375 愛知県 株式会社菱庄 7180001109997 新型油圧ショベル機導入による、水中破砕作業工事の受注 株式会社名古屋銀行

111 3023210376 愛知県 株式会社スガテック 6180301011094
建機向け硬度が不均一な焼結ブッシュの安定量産を目指す
試作開発

蒲郡信用金庫

112 3023210381 愛知県 株式会社三光製作所 6180001098275 新型国産ロケットエンジン部品の量産化に向けた設備投資 株式会社三重銀行

113 3023210382 愛知県 有限会社東津工業 7180302014665
自動車部品のコストダウンを目的とする金型高寿命化によ
るアプローチ

蒲郡信用金庫

114 3023210387 愛知県 チヨダ工業株式会社 8180001066817
ＮＴＴソフト「シムファクト」を導入し次世代車超精密金型に進
出

豊田信用金庫

115 3023210388 愛知県 株式会社トワニー 7180301021852
大型金型用部品製造における属人性解消・標準化による生
産性向上

株式会社名古屋銀行
株式会社Ps　Management

116 3023210390 愛知県 株式会社東海鋼業 5180001076216 建設需要に応える高品質で安定した鉄筋溶接技術の開発 税理士法人Ｈ＆Ｐ

117 3023210394 愛知県 株式会社巧和工業所 3180001006397 研磨工程刷新による高精度歯車の生産体制の強化 株式会社名古屋銀行

118 3023210397 愛知県 株式会社テイエスケイ 8180001076163
ウェザーストリップ金型の品質確認工程内製化及び新素材
対応金型開発体制の構築

花木　栄治

119 3023210400 愛知県 有限会社セントラル・ビル・サービス 5180002035955
自社能力にＡＩを＋、依頼急増の「省エネデータ収集業務」の
超効率化計画

翔陽税理士法人

120 3023210405 愛知県 株式会社豊島技研 2180301004829
ダイカスト中子・ピンの再生処理量産化品質保証体制の構
築

株式会社名古屋銀行


