
受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

1 2524120107 三重県 岡田パッケージ株式会社 情報技術の高度化による高精度で高効率な段ボール箱の製造 第三銀行

2 2524120110 三重県 株式会社ウエノテック
大型マシニングセンタ導入による大型化・加工精度向上を図り筐体受注と
売上ＵＰ

公益財団法人三重県産業
支援センター

3 2524120112 三重県 Ａ．Ｃ．ＳＴＵＤＩＯ 補綴装置（義歯）の製造工程短縮、切削加工センター事業 第三銀行

4 2524120113 三重県 ニチニチ製薬株式会社
殺菌済み乳酸菌及びそれを含有する健康食品における菌数計測技術の
確立

公益財団法人三重県産業
支援センター

5 2524120115 三重県 河村産業株式会社 電子材料用基材の高精密連続洗浄技術の実用化による市場拡大
公益財団法人三重県産業
支援センター

6 2524120117 三重県 有限会社ふらんす 新たな伊勢のお土産品の販売における、生産体制の確立。 山口耕平

7 2524120119 三重県 松井機工有限会社
高精度・複雑形状部品に対応できる生産設備の導入により競争力強化を
図る

公益財団法人三重県産業
支援センター

8 2524120122 三重県 株式会社山下精機製作所 自動車燃料系・排気系制御部品における高精密切削部品の試作開発
株式会社マイルスト－ン・コ
ンサルティング・グループ

9 2524120125 三重県 株式会社元気 自社開発の熟成技術による地域産品活用型健康食品の開発 みえ熊野古道商工会

10 2524120128 三重県 有限会社早川鉄工所 最新鋭ＣＮＣ円筒研削盤による高精度加工の実現と生産性向上
公益財団法人三重県産業
支援センター

11 2524120130 三重県 有限会社明正工業 直動回転テーブルつきマシニングセンターの導入による競争力強化 桑名信用金庫

12 2524120131 三重県 大藤パッキング株式会社
生産性向上、低コスト化を実現するための革新的な生産管理システムの
導入

百五銀行

13 2524120132 三重県 株式会社アゼックス 病院・介護施設向けの新規消臭剤の製造に係る設備投資 百五銀行

14 2524120133 三重県 株式会社伊藤鉄工所 ＣＮＣ旋盤導入による外注費削減、短納期対応、利益率向上
公益財団法人三重県産業
支援センター

15 2524120135 三重県 伊勢金型工業株式会社 拡散効率の良いＬＥＤ拡散レンズ作成技術の確立 税理士法人あおぞら

16 2524120136 三重県 念治鐵工株式会社 歯出し複合鍛造（熱間＋冷間）による大型かさ歯車の試作品製造 池田泉州銀行

17 2524120139 三重県 有限会社トクセイ工業 各種ゴムメーカーのニーズに応えるゴムシート冷却装置の試作開発 鈴鹿商工会議所

18 2524120140 三重県 木屋正酒造合資会社 生物資源活用の為の環境構築による四季醸造化と海外販路拡大の実現 名張商工会議所

19 2524120141 三重県 株式会社エース設備 エアー式部品供給レベラーの試作開発 百五銀行

20 2524120142 三重県 株式会社勝光山鉱業所
新規粉砕設備の導入による高機能タルク量産化の実現と技術競争力の
向上

広島銀行

21 2524120144 三重県 株式会社前田テクニカ
ネットワーク対応型ベンディングマシンの導入による少量短納期生産能力
強化と標準作業化

土田繁

22 2524120145 三重県 株式会社カトウケミカル 工業薬品の地域物流拠点の設置と小口供給体制構築 商工組合中央金庫

23 2524120146 三重県 おぼろタオル株式会社 軽さ、絞りやすさ、高吸水性等の高機能を有するタオルの試作開発 百五銀行

24 2524120147 三重県 アイエムテック株式会社 多品種小ロット板金部品の短納期要求に対応するバリ取り自動化の実現 百五銀行

25 2524120148 三重県 株式会社カワテック 自動車用部品加工における競争力強化計画 百五銀行

26 2524120149 三重県 株式会社紀和マシナリー
コラムトラバース式横形マシニングセンタに旋盤機能を搭載した工作機械
の開発

公益財団法人三重県産業
支援センター

27 2524120150 三重県
株式会社トータル建築確認
評価センター

建築確認審査・検査業務の受付から承認までの全般の流れの革新的効
率化

百五銀行
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28 2524120155 三重県 株式会社神明化学工業
プラスチック成形材料の高機能化／生産性向上のための新型押出機の
導入

名古屋銀行

29 2524120156 三重県
株式会社キコーコーポレー
ション

ナノファイバーとインクジェットプリンターを使用した新しい貼付剤の製造
開発

商工組合中央金庫

30 2524120157 三重県 江南化工株式会社 ラムナン硫酸による免疫賦活作用機序の解明 百五銀行

31 2524120158 三重県 有限会社エヌテック
最新生産設備導入で薄肉、薄幅ベアリング生産対応強化及び生産効率
向上事業

公益財団法人三重県産業
支援センター

32 2524120160 三重県 株式会社水貝製作所 試作品製造技術を活かした医療機器開発体制の構築 百五銀行

33 2524120161 三重県 協興ツール株式会社 円錐螺旋刃穴あけ工具製作の為の設備導入
公益財団法人三重県産業
支援センター

34 2524120162 三重県 株式会社ＦＥＥＤ
ＣＦＲＰに対する高精度・高能率切削加工技術の確立と衛生構造体部品
用金型の試作開発

第三銀行

35 2524120163 三重県 有限会社服部製菓舗
こだわり米菓の品質を維持しつつ期間短縮・コスト削減を実現する設備導
入

桑名三川商工会

36 2524120164 三重県
フヂイ　エンヂニアリング株
式会社

電磁石同期モーターを使用した高効率低価格電動コミュータ用コンバート
キットの試作開発

北伊勢上野信用金庫

37 2524120165 三重県 株式会社ディ・アンド・ディ
耐擦傷洗浄性に優れた無機系封孔剤の開発とスケールアップ技術の確
立

永田哲夫

38 2524120166 三重県
合同会社ＭＭＮセールスソ
リューション

観光地や商業施設のリピーターを増やす「観光地向けスタンプラリーアプ
リ」開発事業

北伊勢上野信用金庫

39 2524120171 三重県 有限会社角屋
高性能機器の導入による自家製ハム・ソーセージ製造の効率化・高品質
化の追求

菰野町商工会

40 2524120173 三重県 ロカヴォア株式会社
低温減圧乾燥と微粉砕加工技術の確立による食品添加物メーカーへの
転身

百五銀行

41 2524120177 三重県 中部産商株式会社 ３Ｄプリンターを用いた高性能鋳造用フィルターの実現 桑名信用金庫

42 2524120179 三重県 新光ゴム工業株式会社 複雑な形状のゴム製品加工の高精度・低コスト化の実現
株式会社マイルスト－ン・コ
ンサルティング・グループ

43 2524120187 三重県 マルカ水産株式会社 鮮魚界初のジャストインタイム三重県産アワビ供給サービス事業 三重信用金庫

44 2524120190 三重県
東海検査エンジニアリング株
式会社

デジタル検出器（ＤＸＲ）フラットパネルディテクター導入による各種設備の
事故防止の実現

三重銀行

45 2524120191 三重県 株式会社小林機械製作所 粉末冶金用超精密金型の加工技術の高度化 三重銀行

46 2524120193 三重県 株式会社関村製作所
精研磨加工を不要とする量産切削加工方法の開発とアルミ製バルブの試
作

大垣共立銀行

47 2524120194 三重県
有限会社総本家貝新水谷新
九郎商店

保存料不使用キムチの生産性向上のための冷風乾燥機導入 恩田渉

48 2524120200 三重県 株式会社フジ技研 自動車用試作部品の金型の精度確保とコスト改善による生産性向上 北伊勢上野信用金庫

49 2524120201 三重県 橋本電子工業株式会社 生産性向上を目的とした部材管理／基板加工／基板検査設備の導入
公益財団法人三重県産業
支援センター

50 2524120202 三重県 冨松工業株式会社 治具ベースコラム製造での一体型・ワンパス加工の実現 百五銀行

51 2524120205 三重県 中尾技研工業株式会社
滑り止め性能を向上させた、新「セブン」バーグレーチングの製造設備導
入と製品化

三重銀行

52 2524120206 三重県
コンテンツ　アイディア　オブ
アジア株式会社

大規模災害時対応医療情報カード組込みシステム（ＰＭ－Ｍｅｄｉｃａｌ　ｃａｒ
ｄ　Ｓｙｓｔｅｍ）の試作開発

桑名商工会議所

53 2524120208 三重県 株式会社光機械製作所 超薄板ガラスを強度劣化なく切断できる精密機械加工システムの開発 百五銀行

54 2524120209 三重県 株式会社アイシス
健康長寿社会のための中高齢者用下肢筋力・トレーニング評価装置の開
発

北伊勢上野信用金庫
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55 2524120211 三重県 大矢螺子工業株式会社 バッテリー端子ボルトの市場拡大を目指す為の生産性向上と低コスト化 弁護士法人心

56 2524120218 三重県 共立精機株式会社 「ダイカスト金型におけるワイヤーカット加工技術の向上」 商工組合中央金庫

57 2524120222 三重県 株式会社浅井農園
「農業ＩＣＴと高電場低温貯蔵技術による高品質トマト供給システムの開
発」

百五銀行

58 2524120230 三重県 株式会社マキシンコー ３Ｄ－ＣＡＤ・ＣＡＥシステムの応用による減速機の設計プロセス構築 近畿大阪銀行

59 2524120233 三重県 奥地建産株式会社 在庫管理システムと連動した工程間中間搬送装置の導入 商工組合中央金庫

60 2524120234 三重県 熊野精工株式会社
最新式設備（射出成形機）の導入による新規開発品の受注の拡大と生産
効率ＵＰ

百五銀行

61 2524120236 三重県
東邦エンジニアリング株式会
社

ＳｉＣ及びＧａＮ基板に対応した量産用ＣＡＲＥ法加工装置の試作開発
公益財団法人三重県産業
支援センター

62 2524120237 三重県 有限会社クラフトエム 高精度５軸マシニングセンター導入による航空産業向け試作対応力強化 第三銀行

63 2524120247 三重県 有限会社佐野庄茗園
カラー色彩選別機の導入による製茶工程の異物除去精度の向上と生産
ラインの強化

百五銀行

64 2524120250 三重県 株式会社アサヒダイテック 金型の高精度修正及び金型保証システムの開発 桑名信用金庫

65 2524120251 三重県 伊賀越株式会社
天然醸造製法で製造された醤油等の高レベルの充填を可能にする設備
投資

商工組合中央金庫

66 2524120252 三重県 若戎酒造株式会社
急速に人気が高まる日本酒の小型容器の需要に、高品質な地酒で応え
る

北伊勢上野信用金庫

67 2524120254 三重県 アミカン株式会社 特殊結節編網機の新規導入による競争力アップと売上拡大 三菱東京ＵＦＪ銀行

68 2524120258 三重県 旭電機化成株式会社 最新鋭射出成型機を利用した高精度化と生産性向上による競争力強化 大阪シティ信用金庫

69 2524120259 三重県 東海物産株式会社
ＬＡＭＰ法・ＳＦＰ・サーモグラフを使用した農作物総合分析サービスプロ
ジェクト

税理士法人ティー・ブレイン

70 2524120261 三重県 サンユー技研工業株式会社
肉盛溶接における悪影響の少ない金型の開発、並びに金型自身の品質
向上

百五銀行

71 2524120265 三重県 株式会社富士工業所 新型連続炉の導入によるチップソー基板の熱処理加工の高精度化 八尾商工会議所

72 2524120267 三重県 株式会社テイビョウ
近接センサーを用いた評価技術導入による革新的な鉄筋生産システムの
構築

百五銀行

73 2524120269 三重県 御木本製薬株式会社 アコヤガイ真珠層由来微粉末の効率的生産施設の導入
公益財団法人三重県産業
支援センター

74 2524120271 三重県 パネフリ工業株式会社 リサイクル可能な再剥離性滑り止めシートの開発
公益財団法人三重県産業
支援センター

75 2524120274 三重県 株式会社タカキタ
先端生産設備導入に伴う高精度加工維持を目的とした検査機器導入事
業

南都銀行

76 2524120275 三重県 鈴鹿工機株式会社
電柱・配電ポールの製造設備に用いられる部品加工技術の試作開発事
業

百五銀行

77 2524120276 三重県 中央精密株式会社
難削材・複雑形状製品に対する高品質切削加工技術の確立と生産物量
の最大化

百五銀行

78 2524120277 三重県 三田工業株式会社
３Ｄレーザー加工機導入にて大型防潮扉、特殊扉等の生産システム構築
を図る

三重銀行

79 2524120278 三重県 株式会社エムアイイーテクノ ＬＮＧ船級用継手、フランジ等製造事業への本格参入計画 中京銀行

80 2524120280 三重県 株式会社高山化成 次世代製造プロセスに対応させるための押出し機の設備改造 商工組合中央金庫

81 2524120286 三重県
三重介護支援センター株式
会社

高齢者の在宅生活自立支援型機能訓練事業 四日市商工会議所
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