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（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 2624210230 三重県 尾鷲物産株式会社
ＩＴを利用した加工魚の迅速かつ正確な種分け作業を実現
する配送システムの導入

野田国一

2 2624210233 三重県 ニュージャパンマリン株式会社 ＮＣルーター導入・作業の一部機械化による技術革新 商工組合中央金庫

3 2624210234 三重県 中川電化産業株式会社
コストパフォーマンスに優れた単相ブラシレスＤＣモーター
の開発

三重銀行

4 2624210240 三重県 松井機工有限会社
高精度・複雑形状部品生産プロセス改善による競争力強
化を図る

公益財団法人三重県産業支援
センター

5 2624210242 三重県 有限会社ウメザワ
顧客ニーズに応える抗菌木材製品の開発により介護分野
への参入を実現

南都銀行

6 2624210243 三重県 有限会社杉浦鉄工所 新たな軸受加工の保持器の受注・拡販。 中京銀行

7 2624210245 三重県 有限会社一志精工電機
職人技の見える化と数値化による研削加工精度向上へ
の設備投資

公益財団法人三重県産業支援
センター

8 2624210247 三重県 有限会社佐野製作所
モデル形状に応じた最適のＣＡＤ・ＣＡＭ導入による金型
の高精度化と短納期化

公益財団法人三重県産業支援
センター

9 2624210250 三重県 北勢ダイキャスト工業株式会社 一貫生産ライン構築による飛躍的な競争力の強化を図る 百五銀行

10 2624210251 三重県 株式会社宮川スプリング製作所 高精度コイリングマシン導入による生産性の向上 三重信用金庫

11 2624210256 三重県 株式会社ウェルフード
インターネット購入が困難かつ地域食材を求める地域の
高齢者層の糖尿・生活習慣病患者に直接販売可能な利
便性を向上させた店舗開発事業

菅原由一税理士事務所

12 2624210259 三重県 亀山製絲株式会社
ポリビニールアルコール（ＰＶＡ）ナノファイバー不織布の
高効率生産のための設備投資

公益財団法人三重県産業支援
センター

13 2624210261 三重県 伊藤精工株式会社
高精度画像寸法測定器導入による精密金属部品の高精
度化・短納期化の実現

滋賀銀行

14 2624210263 三重県 株式会社スズカサポート
工程の高度化による金型試作からプレス加工品試作への
展開

滋賀銀行

15 2624210264 三重県 有限会社山本工業所
精密部品と穀物の輸出用ポリエチレン袋のシール（蒸着）
技術の開発

津市商工会

16 2624210265 三重県 株式会社佐藤技研
高精度切削部品加工における生産性・効率化の向上及
び低コスト化

桑名信用金庫

17 2624210266 三重県 有限会社近藤動物病院 高度眼科医療に特化した動物病院の展開 十文字良二

18 2624210267 三重県 株式会社カワテック
自動車部品生産における、工程集約の為の新型加工機
の開発導入

百五銀行

19 2624210268 三重県 共栄産業株式会社
竪型インサート成形における多品種対応の無人化生産シ
ステムの構築

公益財団法人三重県産業支援
センター

20 2624210271 三重県 有限会社オンダ化成
電動式射出成形機導入による不良率の抑制とサイクルタ
イム短縮・コスト削減の取り組み

朝明商工会

21 2624210274 三重県 有限会社山下製作所
ＣＮＣ複合精密旋盤等の導入によるリードタイム短縮と低
コスト化及び高精度化

朝明商工会

22 2624210275 三重県 株式会社高山化成
プラスチック床材の四面仕上げ加工の生産性を画期的に
向上させる開発設備の設置。

紀陽銀行

23 2624210276 三重県 有限会社リアルプロダクト
難削樹脂材の加工技術の高度化と多品種少量生産体制
の確立により医療機器分野への参入を実現

百五銀行
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24 2624210277 三重県 鈴木工業株式会社 高周波用コイルの試作開発 名古屋銀行

25 2624210278 三重県 株式会社東海テクノ 分析による主成分（セルロース等）迅速分析法の確立 三重銀行

26 2624210279 三重県 有限会社近藤ソウイング
昇華転写プリンター導入によるＣＡＭ連動生産システムの
構築

いなべ市商工会

27 2624210281 三重県 株式会社ＦＥＥＤ
大型マシニングセンタ導入による金型の高精度化、短納
期化、低コスト化の実現

第三銀行

28 2624210283 三重県 株式会社水貝製作所
航空機用炭素繊維強化プラスチック（ＣＦＲＰ）の研削技術
の確立

商工組合中央金庫

29 2624210284 三重県 城陽ネジ工業株式会社 製品開発・試験・評価体制を確立し新規分野へ参入する 大阪シティ信用金庫

30 2624210288 三重県 三惠工業株式会社
３次元ＣＡＤ、ＣＡＥ導入によるデザインの高度化と生産性
向上

百五銀行

31 2624210289 三重県 株式会社ショウマテクニカ ワイヤ加工（超硬）による新技術導入と研磨時間の減少 桑名信用金庫

32 2624210290 三重県 楠精器株式会社
薄板ステンレス素材のレーザー溶接技術を活用した高効
率作業の確立

百五銀行

33 2624210292 三重県 長辻精工株式会社
旋削穴あけ一貫加工体制構築のための回転工具付きＮ
Ｃ機導入事業

公益財団法人三重県産業支援
センター

34 2624210297 三重県 有限会社伊藤工業
マシニングセンタ導入による高精度化等技術力の次世代
への承継

桑名三川商工会

35 2624210298 三重県 株式会社安田製作所
三次元測定機の導入を行い、金型の完成度を向上させ、
国内外共に競争力強化を図る

百五銀行

36 2624210300 三重県 ピアテック有限会社 環境にやさしい結露防止用調湿プレートの開発 北伊勢上野信用金庫

37 2624210302 三重県 株式会社三重木型製作所
軟質材料の高速回転とダブル切削で表面精度向上と納
期短縮を実現

百五銀行

38 2624210309 三重県 株式会社レグルス
短納期少量多品種生産とトレーサビリティ強化のための
システム開発

第三銀行

39 2624210312 三重県 鈴鹿工機株式会社
食品加工の歩留りを向上する脱水機のテーパー・スク
リューに係る旋盤加工技術の高度化事業

百五銀行

40 2624210313 三重県 旭電器工業株式会社 原着成形加工によるプラスチック部品の生産拡大
公益財団法人三重県産業支援
センター

41 2624210317 三重県 高洋電機株式会社
ＣＮＣ旋盤導入による自動車空圧系部品向け高精度切削
加工による研磨レス化

百五銀行

42 2624210320 三重県 株式会社渡辺鉄工
ものづくり地域に貢献できる企業を目指す事業五カ年計
画

百五銀行

43 2624210323 三重県 株式会社水谷精機工作所 複合加工機の導入による納期短縮 伊藤由美子

44 2624210324 三重県 エムティアール株式会社
ＣＭＰスラリー再生工程時にゼーター電位の制御による生
産性の向上

百五銀行

45 2624210325 三重県 株式会社アスター美容
顧客満足度・生産効率・品質レベルのトリプルアップを目
指したＩＴ生産管理システムの導入

百五銀行

46 2624210328 三重県 株式会社小林機械製作所
ボールおよびコーナーＲエンドミル高精度真円研削加工
技術の確立

商工組合中央金庫
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47 2624210330 三重県 中部技研有限会社
ＮＣフライス盤及び三次元測定機導入による短納期化・高
品質化・低コスト化

株式会社シーピーエーコンサル

48 2624210332 三重県 高畑食品株式会社 新規製造機導入による高付加価値商品の開発 百五銀行

49 2624210333 三重県 有限会社ココワークス
歯科用光学印象法とＣＡＤ／ＣＡＭシステムによる最先端
技工

鈴鹿商工会議所

50 2624210334 三重県 株式会社パワービー
Ｗｅｂサーバ制御による普及型農作物収穫ロボットシステ
ムの開発

公益財団法人三重県産業支援
センター

51 2624210335 三重県 有限会社東海クリーニング
クラウドを利用したコインランドリーシステムによる利便
性・生産性向上

志摩市商工会

52 2624210336 三重県 株式会社シンダイ
サンシェードの生産体制を進化させ、一貫生産による低コ
スト化を実現

西尾信用金庫

53 2624210338 三重県 株式会社マルゴ水産 加熱調理済み（レトルト）商品製造による機械導入 百五銀行

54 2624210340 三重県 有限会社中山タイヤセンター
高速道路等でのタイヤトラブルの現地作業の迅速化で顧
客満足向上と社会貢献。

菰野町商工会

55 2624210342 三重県 三重合成商事株式会社 農業用ビニールハウスにおけるアーチパイプの安定供給 商工組合中央金庫

56 2624210343 三重県 株式会社竹島
三次元ＣＡＤ／ＣＡＭ・サーフテスト・画像測定器の導入に
よる難形状品の製作及びリードタイム短縮

中京銀行

57 2624210344 三重県 有限会社川端製缶
ベアリング製造機の架台及びフレーム製作技術と精度向
上の為、部品切断加工の自動化を目指し高精度な商品を
製作して拡販を実現する

百五銀行

58 2624210345 三重県 株式会社西川工機
航空機部材等の大電流製造設備・機器単体をＩＴ管理する
システムの構築と新保守サービスの確立

松阪商工会議所

59 2624210351 三重県 厚板プレス工業株式会社
絞り成形機向け「チャッキングシステム」導入による競争
力強化

南都銀行

60 2624210355 三重県 クラフトアルマジロ株式会社
レーザーマーキング加工と炙り技術による多種色付け、
曲面への新印字方案の確立

公益財団法人中部科学技術セ
ンター

61 2624210356 三重県 帝産大鐘ダイカスト工業株式会社
薄肉アルミダイカスト製品の鋳造から精密機械加工まで
の一貫生産体制の確立

三重銀行

62 2624210357 三重県 株式会社ヤナギダ・テクノ
電動射出成型機等の導入によるリードタイム短縮、高精
度、低コスト生産の実現！

みえ熊野古道商工会

63 2624210361 三重県 株式会社三ツ知製作所
精密冷間圧造装置導入による複雑形状リベットの一括生
産工程の確立

第三銀行
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