
1／3

(受付番号順)

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 2524210292 三重県 株式会社竹島
高性能大型マシニングセンタ導入による新たな加工
分野の開拓と加工対応力の増強

中京銀行

2 2524210295 三重県 株式会社いせこ
気流式微粉砕機の導入による多様化・高度化する顧
客ニーズへの対応

松阪商工会広域連合

3 2524210296 三重県 有限会社ハシモト精機
ＮＣ複合旋盤の導入によるベアリング部品の生産体
制強化計画

株式会社エフアンドエム

4 2524210298 三重県 大阪ミガキ株式会社
ミガキ棒鋼小売販売における超硬丸鋸切断機導入に
伴う太径棒鋼（Φ１０１ｍｍ～１３０ｍｍ）の切断品質
の向上

百五銀行

5 2524210300 三重県 有限会社一志精工電機
薄板プレス製品のバリレス高効率生産を実現する為
の設備導入

百五銀行

6 2524210304 三重県 株式会社加藤機械
高精度複合ＣＮＣ旋盤の導入による、自社製スピンド
ルの精度向上

公益財団法人三重県産業支
援センター

7 2524210307 三重県 ジェイスマイル内装材協同組合 新たな杉圧密フロア　プラスチック融合内装材 第三銀行

8 2524210309 三重県 キクカワエンタープライズ株式会社
ハイスピードカメラを利用した切削屑飛散方向の分析
とデータ利用による集塵フード設計の高度化

株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

9 2524210310 三重県 株式会社奥岡技研
高硬度の硬超板素材のプレス成形に用いる金型製
造の評価・解析技術の試作開発事業

三重銀行

10 2524210312 三重県 共栄産業株式会社
最新鋭竪型射出成形機（省エネ機）導入による自動
車関連部品市場での新商品の受注拡大と生産効率
の向上

公益財団法人三重県産業支
援センター

11 2524210313 三重県 浅岡窯業原料株式会社
軽量化した耐熱衝撃性セラミック素材の安定供給設
備の導入

三重銀行

12 2524210314 三重県 福西鋳物株式会社
新シーケンサおよび鉄蓋専用加工機の導入による鋳
物工場の高効率化

今西孝彰

13 2524210319 三重県 株式会社横井製作所 自動消火システムにおけるコスト競争力の強化
公益財団法人三重県産業支
援センター

14 2524210320 三重県 株式会社井上資孝商店
コンピュータ制御式生産設備の導入による高付加価
値帯締めの生産体制確立

上野商工会議所

15 2524210323 三重県 中外医薬生産株式会社
痔疾用剤における注入軟膏の商品開発及び自社生
産対応について

百五銀行

16 2524210339 三重県 株式会社吉川製作所
高速印刷機・検査機の導入による超高密度実装の実
現と少量多品種生産競争力の強化

商工組合中央金庫

17 2524210341 三重県 長辻精工株式会社
ベアリング旋削加工工程の工程能力を向上させるた
めの設備導入事業

公益財団法人三重県産業支
援センター

18 2524210346 三重県 伊藤製油株式会社
難削材用水溶性切削油剤の性能向上に寄与するヒ
マシ油系潤滑素材の開発

公益財団法人三重県産業支
援センター

19 2524210347 三重県 株式会社明和製作所
５軸マシニングセンターの活用による、高効率化とコ
スト競争力の強化

百五銀行

20 2524210348 三重県 和田製作所
プラスチック成形の精度向上・生産性向上による競争
力強化ための新型射出成形機の導入

第三銀行

21 2524210350 三重県 帝産大鐘ダイカスト工業株式会社
μ（ミクロン）精度を要するダイカスト部品の鋳造技術
の構築

三重銀行

22 2524210356 三重県 大一精機株式会社
高性能複合型ＮＣ旋盤導入による高精度化、低コスト
化、短納期化計画

南都銀行

23 2524210363 三重県 鳥羽観光会館ビル株式会社
観光地におけるＩＴ活用及び誘客の連動を図る革新的
サービスの実施

公益財団法人三重県産業支
援センター
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24 2524210366 三重県 日亜精密工業株式会社
金型と製品の測定計測方法の高度化による高度な
品質保証体制の確立と競争力強化

石田勝

25 2524210367 三重県 杉野工業株式会社
大気プラズマ溶射装置導入による飛躍的短納期補修
と薄膜溶射技術の実現

百五銀行

26 2524210372 三重県 株式会社レグルス
ハーネス製造工程自働化による、障がい者雇用の拡
大

第三銀行

27 2524210376 三重県
日本ハイブリッドテクノロジーズ株
式会社

高熱伝導複合材料の開発 南都銀行

28 2524210377 三重県 上野印刷株式会社
次世代ワークフローシステムの活用による短納期・小
ロットへの対応と提案型営業への変革

北伊勢上野信用金庫

29 2524210378 三重県 栗田精工株式会社
輪郭形状測定器の導入による新幹線車両用ベアリン
グの品質保証の強化

桑名商工会議所

30 2524210379 三重県 株式会社ｎｅｖｅｒ
精密加工技術の高度化と多品種少量生産への対応
力向上により医療機器産業への参入を実現

第三銀行

31 2524210381 三重県 有限会社イトウ精機
高精度画像寸法測定器導入による精密加工部品の
品質向上・短納期化・生産性向上の実現

株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

32 2524210383 三重県 桑名電装株式会社
ＲｏＨＳ環境対応型電気自動車用スイッチハーネスの
開発及び生産体制構築

東京中央経営株式会社

33 2524210385 三重県 有限会社ハンドワークおがわ
５軸対応高精度マシニングセンタ導入による外径と翼
の一体型加工の実現

名張商工会議所

34 2524210386 三重県 フルハシＥＰＯ株式会社 尾鷲市海洋深層水を利用した海藻陸上養殖事業 百五銀行

35 2524210387 三重県 株式会社野田塗装
最新型ブラストマシン導入による新市場の開拓と産
業廃棄物の軽減

尾鷲商工会議所

36 2524210388 三重県 万協製薬株式会社
受託サービスの付加価値を向上させる、チューブ容
器接合技術の開発

多気町商工会

37 2524210392 三重県 有限会社ウィリーキッズ
三次元レーザーマーカーを導入してレーザーマー
カー製法の構築

鈴鹿商工会議所

38 2524210393 三重県 株式会社イトーレイネツ
３次元ＣＡＤ／ＣＡＭによるＯＥＭ板金加工・特殊冷凍
機の設計・製作工程のリードタイム短縮

第三銀行

39 2524210394 三重県 西日本エコアドバンス株式会社
破砕処理再資源化装置導入により家電モーターを主
とする有用金属のリサイクル率向上

上野商工会議所

40 2524210399 三重県 株式会社アサプリ
デジタル印刷機の導入とＷｅｂ受注・校正システムの
技術を活用した印刷新市場の拡大事業

百五銀行

41 2524210405 三重県 藤澤建機株式会社
次世代足場（Ｉｑシステム）の生産量増産を目指す、溶
接工場、溶接ロボット増設事業

百五銀行

42 2524210406 三重県 東洋工業株式会社
円筒研削盤導入で短納期化・高品質化と航空宇宙産
業への参入

公益財団法人三重県産業支
援センター

43 2524210408 三重県 有限会社イトーファーマシー
介護評価と医療介護多職種連携の「ＰＨＲシステム」
構築

村木貞夫

44 2524210409 三重県 フタバ電子工業株式会社
高精度・高鮮度な部品数量・ロケーション管理による
製造コストの革新

百五銀行

45 2524210411 三重県 山安水産
日本初、殻付きカキ対応カキばらし機導入による生
産力・ブランド力アップ

百五銀行

46 2524210412 三重県 杉本電器株式会社
地震火災を防ぐ出火防止コンセントの生産性向上を
実現する新しい金型開発

城南信用金庫

47 2524210413 三重県 有限会社コーナン工業
厚物複雑形状部品の低コスト・量産化を実現する熱・
冷間複合鍛造プレス技術の高度化

北伊勢上野信用金庫

48 2524210415 三重県 有限会社ケイオー技研
マシナブルセラミックスの加工技術の革新と「Ｏ２セン
サー」の品質向上への貢献

いなべ市商工会



3／3

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

49 2524210425 三重県 株式会社ケイ・エム・シー
次世代半導体の製造に使用されるステンレス鋼部品
の表面処理技術の開発

百五銀行

50 2524210426 三重県 有限会社岡村
三重県産大豆を活用して低糖質で健康機能性の高
いパン、菓子類の開発事業

草深英夫

51 2524210429 三重県 株式会社カネマツ産業
ニッチ素材である銅ナゲットの需要拡大に向けた多
様な商品開発

百五銀行

52 2524210437 三重県 木曽岬精機株式会社
小径深穴加工・複雑形状加工に対応可能な高性能
マシニングセンターの導入

公益財団法人三重県産業支
援センター

53 2524210438 三重県 株式会社福井
高精度な自動色彩選別機導入によるアオサの異物
除去精度の向上と受注拡大

桑名商工会議所

54 2524210440 三重県 イシズム株式会社
高機能「菌床椎茸芽カキ粉」製造プロセスの確立とそ
の応用食品への技術開発と試作

四日市商工会議所

55 2524210442 三重県 株式会社石垣歯車製作所
三次元測定機による精密検査の実施と品質保証体
制の構築

商工組合中央金庫

56 2524210448 三重県 株式会社佐藤技研
自動車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ーン・コ
ンサルティング・グループ

57 2524210449 三重県 合資会社西村商店 個食パック製造工程における、市場課題への対応 玉城町商工会

58 2524210455 三重県 株式会社加藤製麺所
保存性を高めるために乾燥技術を取入れ、品質保持
を実現する設備導入

明和町商工会

59 2524210456 三重県 三重金属工業株式会社
自動車用プラスチック部品の試作開発における金型
修正の検査設備導入

株式会社マイルストーン・コ
ンサルティング・グループ

60 2524210457 三重県 株式会社奥村ゴム製作所
自動車用ハーネス保護部品の樹脂ホース試作品の
開発

公益財団法人三重県産業支
援センター

61 2524210458 三重県 北勢ダイキャスト工業株式会社
支柱型農業用太陽光発電システムの架台ジョイント
部品の開発・製造による新分野進出

百五銀行

62 2524210459 三重県
株式会社ＰＢＩアドバンストマテリア
ルズ

含有金属低減化技術による新ＰＢＩ材料の開発と半導
体市場への拡販

株式会社アタックス・ビジネ
ス・コンサルティング

63 2524210470 三重県 萩野メタルワークス株式会社
高性能レーザー加工機導入による高精度加工技術
の確立と競争力強化を図る

三重銀行
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