
(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 2624110004 三重県 株式会社白清舎 「品質基準ＲＡＬ取得によるユニフォームレンタル事業計画」 商工組合中央金庫

2 2624110006 三重県 ホクト合成株式会社 燃料電池自動車部品にかかる型彫り放電加工工程の高度化事業 百五銀行

3 2624110007 三重県 有限会社寺田商店
生産プロセスの革新と競争力強化を目指した高効率新型破砕機導入計
画

桑名信用金庫

4 2624110009 三重県 三陽化成株式会社 高機能プラスチック袋の複合化による低コスト化計画 百五銀行

5 2624110011 三重県 株式会社ゴーリキ スカイローダー（全天候型移動倉庫）の商品力強化のための設備投資 百五銀行

6 2624110013 三重県 株式会社東産業 浄化槽用し尿過多対応浄化装置の試作・検証 百五銀行

7 2624110014 三重県 有限会社ナカムラ 高張力鋼板のプレス加工技術を追求し生産リードタイムを短縮する 第三銀行

8 2624110016 三重県 田島縫製株式会社
ＮＣ裁断機導入によるロス撲滅と立体データから平面データ展開ＣＡＤに
よる新規事業参入の実現

足利銀行

9 2624110019 三重県 株式会社アクラスコーポレーション 新たな加工方法を確立することで高精度の金型製作を可能にする 桑名信用金庫

10 2624110020 三重県 合資会社後藤酒造場 サーマルタンクの新設による清酒の品質向上と安定貯蔵による受注拡大 桑名商工会議所

11 2624110022 三重県 おぼろタオル株式会社
シンプルなおぼろ捺染にデザイン豊かなオンリーワン製品の製造技術開
発

百五銀行

12 2624110023 三重県 超臨界技術センター株式会社 超臨界流体による機能性素材精製方法の実用化開発 三菱東京ＵＦＪ銀行

13 2624110025 三重県 旭電機化成株式会社
福祉施設等利用者の「生活の質」向上に貢献するフードプロセッサーの
試作開発

株式会社エフアンドエム

14 2624110026 三重県 有限会社メテオプラネット
人工肛門造設者や臭いが強いがん患者のニーズを反映した消臭剤の開
発

北伊勢上野信用金庫

15 2624110028 三重県 株式会社中央鐵骨 鉄骨溶接に関する開先取りプロセスの改善に伴う設備投資 三重銀行

16 2624110029 三重県 Ｅ２リバイブ株式会社
未利用間伐材による木質バイオマス燃料生産の新サービスに係る設備
投資

三重信用金庫

17 2624110032 三重県 株式会社イワマテクニカル
順送サーボプレス機を導入し、高精度加工技術による革新的生産技術の
確立と新規取引の開拓

商工組合中央金庫

18 2624110033 三重県 伊藤印刷株式会社
印刷機・製版機導入に伴う、高付加価値・生産性向上による新規顧客層
への展開

公益財団法人三重県産業支
援センター

19 2624110034 三重県 株式会社岩出菌学研究所
きのこ類の菌糸体培養技術構築及び大量生産化検討の為の試験設備
設置

公益財団法人三重県産業支
援センター

20 2624110038 三重県 山西電機株式会社
低ストレス基板分割機導入による基板分割の自動化と、生産性・品質の
向上及び競争力の強化

百五銀行

21 2624110039 三重県 株式会社三井 トラック用架台の軽量化、高品質化、低コスト化のための設備導入 中京銀行

22 2624110042 三重県 森田フードシステム株式会社 新基幹システム導入によるカラメル生産管理の革新 百五銀行

23 2624110043 三重県 株式会社種村商会
有毒ガス用フィルム手袋の技術改善による耐透過性および生産能力向
上

桑名信用金庫

24 2624110046 三重県 株式会社加藤機械 平面加工精度の向上による、高性能吸着プレートの開発
公益財団法人三重県産業支
援センター

25 2624110050 三重県 株式会社大田酒造
三重県産酒造好適米を使用した手作り吟醸酒の安定醸造で若者・女性
のニーズに応える

北伊勢上野信用金庫

26 2624110051 三重県 株式会社フジ技研 内製化により短納期化と低コスト化を実現する 百五銀行

平成２６年度補正　ものづくり・商業・サービス革新補助金
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27 2624110055 三重県 株式会社ナガシマ ダム湖・貯水池等で効率的に使用できる組立台船の開発及び製作 桑名信用金庫

28 2624110056 三重県 株式会社関西ゴム 自動抜き装置と自動検査装置による生産プロセスの革新 百五銀行

29 2624110059 三重県 株式会社石井工作所 世界の造船を支える国産省エネ型ポンプの改革 古川操

30 2624110063 三重県 株式会社スピカテクノ
最新高精度ワイヤ放電加工機導入による競争力強化・高精密部品受注
拡大

百五銀行

31 2624110064 三重県 有限会社スギモリ工機
試作金型市場の獲得を目指すための新たな素材によるＣＦＲＰ用金型の
開発

第三銀行

32 2624110065 三重県 有限会社ミフジ印刷 趣味や思い出を彩る上質なアルバム製本のフォトブック量産化計画 株式会社エフアンドエム

33 2624110066 三重県 筒井木型製作所 ＮＣルーター導入による木型製作のＩＴ化及び生産性向上 桑名信用金庫

34 2624110068 三重県 桑名精工株式会社
同時４軸制御装置付きマシニングセンター導入による生体材料の３Ｄ自
由曲面加工技術の開発

公益財団法人三重県産業支
援センター

35 2624110071 三重県 株式会社坂上工業所 アマダ３ＤＨ１０００Ⅲ、ＨＫ１０００ＣＮＣに求める革新的鉄骨加工 三重銀行

36 2624110073 三重県 株式会社エム・オー機器
最先端設備導入による高精度化と生産力向上による新製品の受注拡大
と競争力の強化

百五銀行

37 2624110074 三重県 株式会社マツザキ 地形の高低差が小さい小規模水力発電における新導水路工法の開発 北伊勢上野信用金庫

38 2624110075 三重県 中川電装株式会社 高機能三次元測定機、画像測定器の導入による検査工数の削減 三重銀行

39 2624110077 三重県 有限会社刀根製作所
高精度画像寸法測定器導入による自動車関連切削部品加工における高
品質・短納期・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

40 2624110078 三重県 若林工業有限会社 生産工程の改善により生産性の向上と短納期を実現する 百五銀行

41 2624110080 三重県 有限会社八潮鉄工所 新機械導入による事業展開の向上計画、実践 百五銀行

42 2624110083 三重県 株式会社北勢オイルサービス 運送事業者の低コスト化を実現するトラック・バス整備事業の展開 百五銀行

43 2624110084 三重県 富士印刷株式会社 オンディマンドパッケージによる商品開発 三重銀行

44 2624110085 三重県 株式会社遠藤製作所
高機能マルチカメラ＆ハイスピードマイクロスコープ活用によるプレス加
工品の全数保証検査装置の開発

三重銀行

45 2624110086 三重県 有限会社サトー化成 自動抜型裁断機の導入で受注ロス解消と価格競争力強化を目指す！ 四日市商工会議所

46 2624110089 三重県 長谷川シャッター工業株式会社 ＩＴを利用した業者間ネットワークの構築と潜在需要の掘り起こし 株式会社ミッドランド経営

47 2624110090 三重県 合名会社森喜酒造場
多様な顧客ニーズに対応するための清酒の最終製造工程のリノベーショ
ン（再構築）

百五銀行

48 2624110091 三重県 三重中央木材加工協同組合 造作材（フリー板）の生産性向上、高付加価値化による競争力の強化 百五銀行

49 2624110093 三重県 株式会社福井
生あおさのり連続式急速乾燥ラインによる効率的かつ異物の少ないあお
さのり製造方法

桑名商工会議所

50 2624110096 三重県 ケイセイ化学工業株式会社
高気密ステンレスリボンミキサーで窒素充填混合による安全で極めて環
境負荷の少ない食品・医療用の高機能業務用洗剤の安定製造を図る。

税理士法人第一会計

51 2624110112 三重県 株式会社ナベル 可搬性に優れた全天候型防災用折りたたみ式ソーラー電源の開発 商工組合中央金庫

52 2624110117 三重県 株式会社デイ・エイチ・エス
肩関節を屈曲させ機能回復を図るリハビリロボットの開発とディスプレイ
の開発

松阪商工会議所
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53 2624110121 三重県 株式会社ストーリア
ビジネスホテルにおける外国人観光客へ向けた和と癒しの大浴場の設置
を核にした新たな顧客サービスの展開

菅原由一

54 2624110130 三重県 辻村表具店
漉き嵌め機導入による古文書等修復技術の確立で、仕上がり品質向上
を目指す。

百五銀行

55 2624110131 三重県 有限会社ジンテック
電子回路基板実装ラインにおける３次元自動検査機の導入による不良
流出断絶の実現

第三銀行

56 2624110132 三重県 株式会社一十
試作開発部品の高精度測定による品質保証と多能工化によりリードタイ
ム短縮を図る

商工組合中央金庫

57 2624110133 三重県 株式会社伊勢萬 アルコール飲料炭酸充填製品の商品化と技術導入 百五銀行

58 2624110136 三重県 株式会社ｓｈａｎｔｉ ３Ｄ機材を使った革新的なデザイン提案 北伊勢上野信用金庫

59 2624110137 三重県 有限会社世古林業
地域資源である木材を有効活用した木質ペレットの製造と環境負荷低減
への取り組み

度会町商工会

60 2624110139 三重県 三共ダイス工業株式会社
ボンディングワイヤーに使用されるダイヤモンドダイスの高精密・短納期
化の実現

株式会社マイルストーン・コン
サルティング・グループ

61 2624110141 三重県 株式会社明和製作所
複雑形状加工の高精度化・高効率化を実現する革新的加工データ作成
による競争力強化事業

百五銀行

62 2624110143 三重県 ネイション産業株式会社 最新鋭の自動裁断機の導入と高品質な衣料品の短納期縫製の確立 度会町商工会

63 2624110144 三重県 有限会社観光旅館福寿荘 温泉施設への水処理装置の導入による顧客満足度の向上 商工組合中央金庫

64 2624110147 三重県 株式会社山田工業所
高剛性多数個取り可能なマシニングセンタ導入による新素材加工技術開
発

津北商工会

65 2624110148 三重県 有限会社ガトーヴァレ
自動包装機導入を通じた生産革新と、新いなべ特産洋菓子銘菓の開発
事業

川上周二

66 2624110149 三重県 株式会社丸一ハイテック
最新外観検査装置導入による品質レベルの向上及び微細検査の必要な
新規分野への進出

桑名信用金庫

67 2624110152 三重県 成和商事株式会社
合成樹脂押出機の高機能化による多品種生産体制の確立及び低コスト
化の実現

商工組合中央金庫

68 2624110156 三重県 中外医薬生産株式会社
新製品開発スピード向上及び製品出荷サイクル短縮のための高速液体
クロマトグラフの導入

百五銀行

69 2624110157 三重県 株式会社中川製作所 産業機械部品製造への画像情報処理を用いた高速組立ロボットの活用
公益財団法人三重県産業支
援センター

70 2624110158 三重県 有限会社服部製菓舗 焼成機等新たな設備投資による独自性・ブランド力・生産性の向上 桑名三川商工会

71 2624110159 三重県 三協精工株式会社
軸受用「ころ」クラウニング用フィードローラー製作のためのＮＣ旋盤の導
入

安屋敦史

72 2624110161 三重県 大藤パッキング株式会社 切削加工への進出および厚物ポリエチレン部品の試作開発計画 名古屋銀行

73 2624110163 三重県 辻井工業株式会社 大型ＮＣ旋盤導入による汎用旋盤熟練工の高齢化対策と生産性向上 百五銀行

74 2624110164 三重県 有限会社丸大鉄工 図面作図の自動化による生産性の向上と従業員の資質向上プログラム 明和町商工会

75 2624110166 三重県 株式会社エス・アイ・シー 防災倉庫・救命救急機材倉庫の錠前自動・リモコン解錠装置の開発 松阪北部商工会

76 2624110169 三重県 大淀化成工業株式会社 多機能・複合型樹脂成形体製造のための３色樹脂押出成形機導入計画 商工組合中央金庫

77 2624110180 三重県 株式会社北岡鉄工所 ワイパー付単結晶ダイヤバイト開発によるアルミ基板高効率加工 百五銀行

78 2624110181 三重県 株式会社エイエスピー・カラーズ 高性能フィルター向けトータル環境負荷低減リユースフィルターの開発 松阪商工会議所
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79 2624110182 三重県 株式会社渡辺機械工作所 グレーチング受枠製造の半自動化による事業拡大計画 百五銀行

80 2624110183 三重県 井村屋株式会社 小豆発酵食品の開発 百五銀行

81 2624110186 三重県 東海アヅミテクノ株式会社 新医薬製剤の量産化技術のための微細形状測定技術の開発 百五銀行

82 2624110187 三重県 地域ケア株式会社
当社の新規顧客層である「買い物困難者」への新規サービス提供プロセ
ス（事業）の開発

公益財団法人三重県産業支
援センター

83 2624110188 三重県 有限会社月島工作所
３次元ＣＡＤ及び３Ｄプリンタ導入による工数削減と低コスト、短納期化計
画

日野三博

84 2624110196 三重県 有限会社山藤 風味を損なうことなく常温流通可能な簡単調理干物でアジア市場を開拓 南伊勢町商工会

85 2624110197 三重県 株式会社奥村ゴム製作所 ３Ｄプリンター導入による血管縫合トレーニングキットの試作開発 第三銀行

86 2624110198 三重県 株式会社アオキエンジニア 高性能三次元測定機導入による生産効率向上と品質保証体制確立 百五銀行

87 2624110199 三重県 株式会社光機械製作所 刃先交換式ドリルのクーラント孔を精密加工する生産ラインの構築 百五銀行

88 2624110201 三重県 株式会社ミツボシ
必要強度を維持しながら高所造作物等の軽量化を新速乾ウレタンＦＲＰ
技術で実現

朝明商工会

89 2624110202 三重県 蒼築舎株式会社
世界に発信　日本の土と火による食文化を世界に発信する新かまどの開
発

公益財団法人三重県産業支
援センター

90 2624110206 三重県 株式会社タカキタ 製品開発力の向上と製造工程の省力化を目的とした３Ｄプリンタの導入 南都銀行

91 2624110207 三重県 新光ゴム工業株式会社
品質安定化に向けての評価設備導入と金型構造の見直しによる自動車
部品の低コスト化

三菱東京ＵＦＪ銀行

92 2624110208 三重県 オーサカゴム株式会社
生産性及び外観品質の向上ならびに環境負荷低減のためのゴムシート
表面処理設備の導入

商工組合中央金庫

93 2624110210 三重県 株式会社一ノ坪製作所
最新の塗装システム導入による大幅な納期短縮、生産性の向上、競争
力強化

南都銀行

94 2624110213 三重県 フタバ電子工業株式会社
新生産管理システム導入によるＥＭＳの変種変量生産における一体行動
力の革新

百五銀行

95 2624110224 三重県 エム・ケー・パビック株式会社 車載用各種電装系部品製造金型の精密測定技術導入事業 りそな銀行

96 2624110228 三重県 有限会社川本コンクリート工業所 コンクリート側溝蓋の顧客要望に瞬時に対応可能な万能型枠の開発 税理士法人大勢


	一覧

