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（受付番号順）

No. 受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

1 2724110009 三重県 株式会社風味堂 6190001010486
新たな乾燥設備投資による独自性・ブランド力・生産性
の向上

第三銀行

2 2724110017 三重県 有限会社日豊工業所 2190002021420
最新の金属加工技術を利用した産業用機械等の精密
部品の試作開発

桑名信用金庫

3 2724110018 三重県 株式会社和田製作所 6180001045748
航空機部品の多品種多量生産プロジェクトに対応する
検査工程システムの高度化

公益財団法人三重県産
業支援センター

4 2724110019 三重県 株式会社アサヒダイテック 9190001012868
生産プロセス改善による生産性の大幅な改善と高精度
加工技術の確立

桑名信用金庫

5 2724110022 三重県 有限会社石川畳店 7190002019162
無農薬イグサの薄型置き畳で手軽にできる安心和空間
を創造する

三重銀行

6 2724110025 三重県 有限会社光産業 1190002015308
地域発の大規模施設や道路を対象とした漏水探査事
業の展開

松阪商工会議所

7 2724110026 三重県 扶桑工機株式会社 7190001012531
専用機重要構成部品の機械加工精度向上と工期短縮
のための設備投資

百五銀行

8 2724110027 三重県 帝産大鐘ダイカスト工業株式会社 4190001015586
最新鋳造機等アルミダイカスト用装置の導入による小
ロット部品の低コスト化・リードタイム短縮の実現

三重銀行

9 2724110028 三重県 株式会社ツーワン精機 6190001013869
省エネ油圧制御装置に用いられるナット部品の高精
度・バリレス切削加工技術の高度化事業

桑名信用金庫

10 2724110030 三重県 株式会社スズカサポート 6190001006121
「ＣＡＥシステム導入による高品質・生産向上とコスト削
減」計画

第三銀行

11 2724110031 三重県 陣田屋商店              高齢者、障がい者、幼児のための麺の開発販売 百五銀行

12 2724110034 三重県 株式会社マルダイテント 3190001010539
懸架式高周波ウェルダー導入による新素材加工技術
の習得及び販路拡大

百五銀行

13 2724110039 三重県 株式会社テクノタナカ 3190001017393
高性能設備と自社ノウハウの合体による特殊鋼の高品
質生産プロセスの確立

百五銀行

14 2724110042 三重県 宮村工機              
非接触式三次元測定機を用いた金型部品の保守・補
修の高度化

百五銀行

15 2724110045 三重県 おぼろタオル株式会社 4190001000209
コア技術の革新による高機能・高デザインの独自商品
生産基盤の確立

百五銀行

16 2724110047 三重県 京立工業株式会社 8190001008776
ＮＣ長尺加工機の導入による高精度化と　リードタイム
短縮による競争力強化

百五銀行

17 2724110048 三重県 松井機工有限会社 9190002009707
難削材加工対応型機械導入による医療機器・航空機等
への新展開

百五銀行

18 2724110050 三重県 株式会社ファインデンタル 3190001009647
高齢者患者、介護施設、歯科医師のニーズに応える歯
科技工製品の開発

南都銀行

19 2724110051 三重県 中外医薬生産株式会社 5190001008548
流動層造粒乾燥機を活用した錠剤の生産量５倍化プロ
ジェクト

百五銀行

20 2724110052 三重県 ミツワ産業株式会社 3130001011781
温湯によるホルムアルデヒド濃度を除去した金銀糸作
り

安井伸夫

21 2724110054 三重県 旭電気株式会社 6190001014207
最新モデル機器の導入と画期的な主軸用ステータフ
レーム加工の高度生産性の構築を図る。

公益財団法人三重県産
業支援センター

22 2724110055 三重県 株式会社アガタ製作所 7190001017803
４ｍの曲げ加工可能なプレスブレーキ導入による新市
場への販路拡大

三重銀行

23 2724110065 三重県 株式会社川原製茶 9190001010905
新型ミクロパウダー導入による伊勢茶ブランド力アップ
及び付加価値商品拡販事業

多気町商工会

24 2724110066 三重県 株式会社ＩＮＳ 9190005009654
高電圧パルスによる椎茸栽培のリードタイムの短縮と
収量拡大の実現

四日市商工会議所

25 2724110067 三重県 株式会社三重計測サービス 9190001021167
ドローンによる写真計測と３次元レーザースキャナによ
る精度検証手法の構築

クレド税理士法人

26 2724110075 三重県 有限会社モンマルトル小泉 6190002014593
自動包装機の導入による生産革新及び洋菓子の宅配
事業

百五銀行

27 2724110078 三重県 株式会社小田鉄工所 2190001001290
最新鋭のマシニングを導入し、１２台のマシニングの全
体最適を実現し生産性向上

津商工会議所

28 2724110079 三重県 株式会社鹿の湯ホテル 1190001017412
湯の山温泉の魅力を海外へ向けて情報発信し、訪日旅
行者の増加を目指していくためのＷＥＢシステム開発事
業

菅原由一

29 2724110082 三重県 株式会社水貝製作所 5190001012970
航空機部品の品質管理用精密測定ゲージの開発と生
産体制の確立

商工組合中央金庫

30 2724110084 三重県 株式会社ミズコシ 8190001012621
最新電動ダイカストマシン導入によるサイクルタイム短
縮及び高精度鋳造の実現

桑名信用金庫

平成２７年度　ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金
採択案件一覧（三重県地域事務局）
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31 2724110086 三重県 三重ユニフォーム株式会社 9190001001128
高性能自動裁断機導入により受注量増加対応、材料
削減と新商品・新市場の開拓を図る

三重銀行

32 2724110089 三重県 三重県醤油味噌工業協同組合 2190005000396
ヒスタミン低減化技術構築のためのバイオセンサーの
導入。

百五銀行

33 2724110097 三重県 九鬼産業株式会社 7190001014718
油脂分８０％・カロリー４０％カット、食物繊維・ミネラル２
倍の健康に配慮した画期的なごま製品の開発

三重銀行

34 2724110102 三重県 株式会社フジ技研 2190001017485
新たな設備を導入して燃料パイプの曲げ技術を習得し
自動車用燃料電池市場に進出する

百五銀行

35 2724110108 三重県 株式会社Ｐａｓｔｅｌ 3190001013970
特殊ミシン技術を応用したお洒落な学生用オーガニック
服の製造

桑名商工会議所

36 2724110110 三重県 株式会社明和製作所 6190001017515 最新５面加工機を活用した新規市場開拓 百五銀行

37 2724110111 三重県 鳥羽観光会館ビル株式会社 2190001007387
ＩＴを活用し、観光客のニーズに沿った満足度の高い
サービスの提供

井熊信行

38 2724110119 三重県 株式会社細江加工所 7190001022803
ネオジム磁石の面粗度Ｒｚ１．６を実現する対向２軸両
頭平面研削技術の高度化事業

桑名信用金庫

39 2724110121 三重県 地域ケア株式会社 1190005003037
ＩＴを活用した地域住民の積極参加型生活支援サービス
の開発

公益財団法人三重県産
業支援センター

40 2724110122 三重県 合資会社早川酒造部 4190003001709
品温制御タンク及び冷蔵保管コンテナを導入することに
よる清酒の品質向上と受注拡大

朝明商工会

41 2724110128 三重県 有限会社松輝製網 3190002021997 オーダーカーテンの高品質縫製と大量生産化の実現 朝明商工会

42 2724110129 三重県 株式会社南条製作所 6190001005263
非鉄金属加工における開先加工機を用いた新たな切
削加工方法の確立

株式会社シーピーエー
コンサル

43 2724110135 三重県 アイズ              
コンピュータミシン導入による生産性向上と新たなシェ
アの獲得

伊賀市商工会

44 2724110136 三重県 株式会社キコーコーポレーション 2190001018517
ウシ「生乳」中の体細胞検査キット及び付随する標準検
査液の製造販売

商工組合中央金庫

45 2724110139 三重県 有限会社今野製作所 2190002004664
５軸ベンダーを導入し、短納期で複雑形状及び高精度
なパイプ加工の実現！

亀山商工会議所

46 2724110141 三重県 三惠工業株式会社 7190001005031
折りたたみ椅子座パット成形加工機（高周波ウエル
ダー）の更新

公益財団法人三重県産
業支援センター

47 2724110142 三重県 株式会社ヨシザワ 8190001005484
Ａ－ＰＥＴ材による梱包製品生産のための最新設備導
入及び新生産体制構築

株式会社シーピーエー
コンサル

48 2724110143 三重県 城陽ネジ工業株式会社 1122001003547
ＩＯＴシステム活用で設計・製造の情報共有化で鍛造金
型取替方の発想転換で不良未然防止策を創造する

大阪シティ信用金庫

49 2724110145 三重県 大和自工株式会社 7190001010337
移動式天井ホイストクレーンによる大型ボデー等の乗
せ替え効率の向上

松阪北部商工会

50 2724110148 三重県 株式会社大安製作所 9190001013016 ＡＴ用アルミ部品の高効率加工による生産性の向上 桑名信用金庫

51 2724110151 三重県 株式会社サンテ製作所 3180001112872 測定工程の高度化による高精度部品の生産性向上
株式会社マイルストー
ン・コンサルティング・グ
ループ

52 2724110155 三重県 株式会社ハツメック 8190001013149
半導体製造装置部品への特殊不動態化処理による高
品質化と新規市場への展開

山舗順三

53 2724110159 三重県 大橋歯科医院              
最先端治療の効率化と並列処理体制の構築によるワ
ンデートリートメントサービスの強化

百五銀行

54 2724110164 三重県 フタバ電子工業株式会社 4190001001537
電子基板実装ラインにおける高品質・高生産性の両立
生産の革新

三菱東京ＵＦＪ銀行

55 2724110172 三重県 株式会社ちなみ 5190001013399
女性、高齢者でも操作でき高品質なメッキが出来る最
新エレベーター式自動メッキ設備の導入

いなべ市商工会

56 2724110174 三重県 株式会社中村製作所 4190001015784 複合加工機による生産性の向上と自社製品の開発 北伊勢上野信用金庫

57 2724110176 三重県 株式会社出口化成 8190001022810
水耕栽培型（クボミ型）抜き装置及び水耕栽培シート圧
縮装置の導入

木曽岬町商工会

58 2724110178 三重県 明智工業株式会社 9190001013098
大型送風機の導入による新たな熱処理（焼き均し）技術
の確立

桑名信用金庫

59 2724110179 三重県 三重県酒米協同組合 5190005000393
最新のダイヤモンドロール式精米機の導入による生産
量及び品質の向上

伊賀市商工会

60 2724110182 三重県 株式会社光機械製作所 7190001000882
５軸加工機導入による刃先交換式工具用部品の生産
性・精度向上

百五銀行
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61 2724110185 三重県 ベスポ有限会社 9190002004856
溶接技術の確立による長寿命化に対応した高精度金
型の補正・補修の構築

百五銀行

62 2724110186 三重県 福田工業株式会社 2122001019955
エコ材料を使用した１００円ショップ製品の製造コスト限
界へ挑戦と企業価値向上への取り組み

株式会社ダイワマネジ
メント

63 2724110193 三重県 株式会社アポロン 1190001007792
新商品開発と生産能力向上による顧客満足度向上と
新規顧客開拓

小俣町商工会

64 2724110194 三重県 下津醤油株式会社 3190001000465
圧搾工程の改善・設備導入により、熟練作業の標準
化、圧搾率向上への取組み

津商工会議所

65 2724110200 三重県 山中工業株式会社 9190001009534
金属加工部品の品質及び安全性の確保と生産能力の
向上及びコスト削減

南都銀行

66 2724110201 三重県 下川建築板金              
大型板金折り曲げ機導入により内製化と新規農業分野
への進出を可能にする。

新宮信用金庫

67 2724110203 三重県 三重重工業株式会社 3190001012931
最新式フリッカー補償装置導入による生産増大と品質
向上及びコスト削減計画

桑名信用金庫

68 2724110205 三重県 北勢ダイキャスト工業株式会社 4190001012757
高度な分析・評価装置導入による製品の高品質化およ
び利益拡大

百五銀行

69 2724110206 三重県 三田工業株式会社 7190001005411
ＩｏＴを用いたベンディングマシン※１の活用による高度
生産性向上の実現

百五銀行

70 2724110207 三重県 高洋電機株式会社 3190001006636
医療用（歯科用）リューター主軸の高硬度・極小内径の
精密旋削加工技術の開発

百五銀行

71 2724110209 三重県 株式会社ヤナギダ・テクノ 1190001004534
設備導入によるインサート成形の課題克服と効率的な
生産体制の構築

みえ熊野古道商工会

72 2724110213 三重県 株式会社富士製作所 7120001088628
最新設備の導入による製造ロスの改善及び増産対応
の実施

髙津拓也

73 2724110214 三重県 新光ゴム工業株式会社 7180001021970
３Ｄ　ＣＡＤを使用したＦＥＭ解析を行う事でのコスト低減
と複雑形状製品の実現

三菱東京ＵＦＪ銀行

74 2724110217 三重県 有限会社お菓子職人おとべ 4190002011849
包装機導入による生産工程におけるボトルネックの解
消

志摩市商工会

75 2724110218 三重県 株式会社マキシンコー 6120001089552
各種減速機の高効率生産に資する最新型マシニングセ
ンタ及びフレキシブル生産システムの導入

近畿大阪銀行

76 2724110220 三重県 広安商店              顧客ニーズに対応した缶詰加工品の開発と販路拡大 志摩市商工会

77 2724110221 三重県 有限会社カメラのいせや 8190002008560
消費者ニーズの変化に対応したオリジナリティ高い写
真プリントの提案

伊勢商工会議所

78 2724110222 三重県 三重精機株式会社 4190001012600
顧客満足度向上の為、センサーネットワークおよび加
工管理システム基盤の構築

大垣共立銀行

79 2724110225 三重県 有限会社金光鉄工所 7190002017868
銑鉄鋳物に対応した高精度・高品質自動車部品の製
作、短納期化を図り、販路の拡大を図る

高橋美貴

80 2724110226 三重県 株式会社エス・アイ・シー 5190001020775
パソコンによる地震解錠ボックスの集中管理システムの
構築

松阪北部商工会

81 2724110227 三重県 平山鉄工              
ワイヤ放電加工機とマシニングセンタの組み合わせに
よる加工の高度化

百五銀行

82 2724110231 三重県 ユーキオート              
次世代自動車・二輪車ピット整備によるディーラー機能
の構築による販路開拓

大台町商工会

83 2724110232 三重県 ＣＳＧコンサルタント株式会社 2190001006802
マルチビーム測深システムのコンパクト化及び低価格
な『鯨観図』の提供

百五銀行

84 2724110239 三重県 株式会社三景 4180001012221
超音波溶着機能を持つ大型不織布製袋機導入による
産業用不織布包装資材の新規展開計画

愛知銀行

85 2724110241 三重県 こむらデンタルクリニック              
最新ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを活用しワンビジットトリート
メントの実現

百五銀行

86 2724110242 三重県 有限会社伊勢屋食品 4190002012038
木綿豆腐製造工程の改良による高歩留まりで好食感
豆腐の開発

百五銀行

87 2724110245 三重県 株式会社まるゑい 2190001016272
高精度抹茶生産による一次産業への資金還元サーク
ルの強化計画

百五銀行

88 2724110263 三重県 管起株式会社 7190001018355
安全ノウハウ満載、世界に一つだけのオーダーメイドア
イアン家具製造販売事業

三重銀行

89 2724110266 三重県 株式会社メタルクリエイト 4180001106551
ＮＣ旋盤データの自動収集、監視、保守、分析による革
新的な高度生産性向上

大垣共立銀行

90 2724110267 三重県 ヤスダ工業株式会社 1190001017742
２種類の溶接技法を組合せた新たな溶接技術を確立し
世界品質製品の開発、販路の拡大を図る

高橋美貴



4

（受付番号順）

No. 受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

平成２７年度　ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金
採択案件一覧（三重県地域事務局）

91 2724110270 三重県 天元工業株式会社 8190001012794
高効率かつ低騒音な破砕作業ができる駆動システムの
導入

東京中央経営株式会社

92 2724110290 三重県 株式会社かきうち農園 6190001018975
柑橘外観検査選別装置導入による選別出荷能力の向
上

公益財団法人三重県産
業支援センター

93 2724110295 三重県 水谷鉄工株式会社 5190001013382
最新五面加工機導入により、工程改善と品質向上を実
現させる

十六銀行

94 2724110302 三重県 有明精工株式会社 7190001012011
横穴加工の内製化によるハイエンド基幹部品の生産体
制強化

若杉拓弥

95 2724110303 三重県 株式会社ムラキ 4190001010653
内製率Ｕｐを目指して！　より良い製品をより早く、より
安く。

百五銀行

96 2724110306 三重県 有限会社浜地屋 1190002005168
地魚を主体にした練り製品の多品種少量生産を実現し
ＯＥＭ市場開拓

熊野商工会議所

97 2724110307 三重県 光精工株式会社 5190001012500
自動車用駆動伝達軸の革新的高精度及び高生産性加
工法の確立

百五銀行

98 2724110311 三重県 有限会社エッチケーアール光 2190002016379
自動車用駆動部品の製造設備でダウンサイジングとＩｏ
Ｔを用いた生産工程の改善

三菱東京ＵＦＪ銀行

99 2724110318 三重県 株式会社小杉食品 8190001012200
納豆の受注から出荷まで、ロスなく効率の良い生産管
理システムを確立する事業

百五銀行

100 2724110325 三重県 いろは接骨院
ほねつぎの手技に科学的手法をプラスし次世代アス
リート向け接骨院を目指す

税理士法人黒田・杉田
事務所

101 2724110326 三重県 有限会社写撮 4190002015180
生前写真出張撮影およびペットスタジオ撮影による新た
な写真館経営

松阪商工会議所

102 2724110327 三重県 鴻之台歯科診療所
世界最小のペン型口腔内スキャナーによる患者様負担
の少ないサービスの提供

若杉拓弥
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