
平成２８年度 革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金
採択案件一覧（三重県地域事務局）

（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 2824110001 三重県 伊藤印刷株式会社 2190001000103
中綴じ折製本機導入に伴う、高付加価値・生産性向上・安
全対策向上

公益財団法人三重県産業支
援センター

2 2824110007 三重県 株式会社ゴーリキ 9190001006614
高強度な溶接技術の継承と生産性向上のための溶接ロ
ボットの増設

百五銀行

3 2824110012 三重県 おぼろタオル株式会社 4190001000209
極細番８０番手を頂点とする細糸使いの新製品開発と生産
技術確立

百五銀行

4 2824110013 三重県 株式会社名阪ステンレス工業 2190001009235
ステンレス製品の供給能力向上および生産性改善に取りく
むための溶接工程のリノベーション

北伊勢上野信用金庫

5 2824110014 三重県 株式会社ＦＥＥＤ 5190001005990
高度な顧客ニーズに応える測定技術の高度化とフレキシブ
ルな生産体制の構築

第三銀行

6 2824110017 三重県 有限会社ハシモト精機 3130002027323
国際競争力強化に向けた研究開発に伴う自動車用ベアリ
ング高精度化の実現

京都銀行

7 2824110030 三重県 株式会社大田酒造 4190001008425
特定名称酒の安定供給体制の構築と海外向け高品質製品
の開発計画

北伊勢上野信用金庫

8 2824110033 三重県 イング株式会社 5190001014257
デジタルプリントの利用と超音波ミシンによる無縫製システ
ムの構築

公益財団法人三重県産業支
援センター
百五銀行

9 2824110034 三重県 万協製薬株式会社 9190001010896
新型液剤ボトル充填ライン設備の導入による受託製造
サービスの生産性向上計画

百五銀行

10 2824110035 三重県 有限会社リアルプロダクト 5190002012466
高精密小型部品に対応できる測定計測技術の高度化に
よって川下企業の高品質、短納期、低コストニーズに応え
る

百五銀行

11 2824110038 三重県 エフテック株式会社 8180001094982
新素材であるハイテン材を加工する大型金型を内製化し、
低価格化・短納期化を実現する事業

株式会社エフアンドエム

12 2824110040 三重県 有限会社コーナン工業 6122002010182
複合鍛造技術の高度化による精密薄物小型部品の高品質
化・低コスト化

北伊勢上野信用金庫

13 2824110043 三重県 永光精器株式会社 8190001014411
熱間鍛造から順送プレスへの生産プロセスの移行を可能
にする革新的な順送プレス金型の開発

公益財団法人三重県産業支
援センター
三重銀行

14 2824110045 三重県 株式会社希望荘 1190001018369
ＣＴＩと連動した予約・会計・顧客管理システムの導入による
コスト削減及び顧客満足度の向上

百五銀行

15 2824110046 三重県 有限会社まるは茶業 7190002021060
異物除去色彩選別機導入による高い安全性を持つ茶製品
の開発と拡販

商工組合中央金庫

16 2824110048 三重県 五大産業株式会社 8120001079452 薄物狭幅スリットコイルのオシレート巻き加工技術の確立 みずほ銀行

17 2824110049 三重県 三重大和工業株式会社 6190001013035
最新型溶接ロボット導入による溶接工程の生産性向上を
図り短納期対応を実現

桑名信用金庫

18 2824110050 三重県 中勢製氷冷蔵株式会社 2190001000631
生産プロセスの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

菅原由一

19 2824110051 三重県 有限会社シンワ 1190002018310
独自アプリによる不動産管理及び業務効率化システムの
開発・構築

桑名商工会議所

20 2824110055 三重県 有限会社麻野館 6190002008158
ＷＥＢシステム開発により海外への販路拡大と付加価値向
上設備による顧客満足度の実現

菅原由一

21 2824110057 三重県 Ｃｈａｎｔｉ株式会社 1190001023807
小ロット多品種に対応でき競争力のある生産と商品開発力
強化の実現

北伊勢上野信用金庫

22 2824110058 三重県 糸川建築板金  意匠性建材の内製化と一貫施工でのコストダウンの実現 新宮信用金庫

23 2824110059 三重県 センシン株式会社 8190001009378
自動加水制御装置の導入によるポーラススプリットンブロッ
ク製品の開発

公益財団法人三重県産業支
援センター
百五銀行

24 2824110061 三重県 扶桑工機株式会社 7190001012531
ＩｏＴによる金型部品加工の品質保証を図る最適加工システ
ム確立

百五銀行

25 2824110063 三重県 株式会社松阪鉄工所 3190001000993
お客様の安全と作業効率に寄与する新たな作業工具の開
発と生産基盤の確立

百五銀行

26 2824110064 三重県 株式会社田中製材所 8190001009254 生産向上の為の８尺パネルソー（切断機）導入計画
公益財団法人三重県産業支
援センター
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27 2824110065 三重県 中山水熱工業株式会社 2190001005267
３Ｄレーザ計測ＣＡＤデータ化システム導入による調査設計
業務の効率化

百五銀行

28 2824110066 三重県 東海アヅミテクノ株式会社 5190001001346
ＩＴ活用による放電加工工程の短納期化とコスト低減化の実
現

公益財団法人三重県産業支
援センター

29 2824110067 三重県 オキツモ株式会社 7190001009313
新方式アルミ製放熱材（メタマテリアル放熱材）の製品仕様
と品質管理技術確立

公益財団法人三重県産業支
援センター

30 2824110070 三重県 株式会社アサヒダイテック 9190001012868
最新ＣＡＭシステム導入による短納期対応と知識集約型生
産プロセスの構築

桑名信用金庫

31 2824110073 三重県 株式会社ユニテクノ 6122001007881
成形シミュレーション導入による高張力鋼板の高精度高品
質解析技術開発

公益財団法人三重県産業支
援センター

32 2824110075 三重県 日本ニューマチック工業株式会社 9120001014103 疎水化セルロースナノファイバーの製造方法 中京銀行

33 2824110076 三重県 伊賀小野田レミコン株式会社 2190001008352 廃棄物の再資源化と生コン二次製品の新たな製品開発 百五銀行

34 2824110077 三重県 株式会社アクアイグニス 6010001136316 食品の成分等を保持する菓子製造工程の高度化事業 第三銀行

35 2824110078 三重県 株式会社ラセック 2190001010696
工程間の待ちロス解消による、生産効率の改善と販売強
化計画

公益財団法人三重県産業支
援センター

36 2824110079 三重県 株式会社水野鉄工所 1200001005217
難削材自動加工ラインにおける生産性向上と工具個別寿
命管理の実現

商工組合中央金庫

37 2824110080 三重県 有限会社鈴峰 5190002022787
切削工具の販売と再研磨のパッケージ化による新サービス
の提供

三重銀行

38 2824110081 三重県 イノウエ株式会社 5190001016889
高機能・高付加価値鋳造用ストレーナーの製造に適した乾
燥システムの導入

公益財団法人三重県産業支
援センター

39 2824110084 三重県 株式会社明和製作所 6190001017515 顧客ニーズ変化に対応する生産工程の確立 百五銀行

40 2824110088 三重県 三重県醤油味噌工業協同組合 2190005000396
Ｔ，Ｎ（全窒素分）測定の高性能（高速測定、正確性、安全
性）測定装置の導入

百五銀行

41 2824110091 三重県 株式会社テイク 1190001003651
大型プレス加工機を導入し超高張力鋼板の一貫生産体制
を構築する

三重銀行

42 2824110093 三重県 有限会社ミハタ電子 3190002013169
電子回路基板実装技術の高度化による高品質部品の多品
種少量生産体制の構築

北伊勢上野信用金庫

43 2824110100 三重県 有限会社葛西鉄工所 9190002019714
新たな設備を導入し特殊加工のメカニカル継手の量産体制
を構築する

百五銀行

44 2824110103 三重県 伊藤精機株式会社 6190001004835
インフラ整備（リニアトンネル、新幹線）関連の大型部品の
受注拡大

百五銀行

45 2824110104 三重県 有限会社スギモリ工機 7190002007506
ＣＮＣ自動旋盤を導入し新たな加工工程で医療機器分野に
進出する

第三銀行

46 2824110108 三重県 有限会社常磐精機 4190002021237
切削加工機の導入による高収益型のワンストップ生産プロ
セスの構築

第三銀行

47 2824110112 三重県 錦見鋳造株式会社 5180001007113
新素材鋳造技術の確立とＩＯＴを用いた新規設備導入にお
ける金型鋳造への挑戦並びに海外進出

商工組合中央金庫

48 2824110119 三重県 楠精器株式会社 1190001007355
ロボットベンダーによる曲げ工程の自動化と、ＩｏＴによる工
場間連携体制の構築

百五銀行

49 2824110124 三重県 鈴木造船株式会社 2190001015233
３次元ＣＡＤを活用した建造工程合理化によるコスト低減と
納期遵守に向けた新展開

公益財団法人三重県産業支
援センター
百五銀行

50 2824110127 三重県 有限会社渡邉精機 2190002017658
新型トランスミッション部品の旋盤加工にかかる量産技術
高度化事業

百五銀行

51 2824110128 三重県 魚歳食品株式会社 2190001000136
サミット開催効果による引合いの増加に呼応した設備力増
強で全国展開実現

津北商工会

52 2824110130 三重県 ベルウッド株式会社 3190001011421
加工精度向上、耐力壁プレハブ化による納期・工期短縮と
生産性向上

第三銀行
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53 2824110132 三重県 株式会社ニシタニ 2190001011034
画像検査機（カメラ）による検査工程の保証度向上と工数
削減

公益財団法人三重県産業支
援センター

54 2824110136 三重県 ネイション産業株式会社 5190001006898
積層式自動裁断機の導入による裁断業務の内製化及び縫
製業としての基盤確立

度会町商工会

55 2824110138 三重県 有限会社三ツ池化学 5190002013324
空間環境整備とロボット作業システム化による空間清浄度
革新事業

名張商工会議所

56 2824110139 三重県 有限会社タクミスタジオ 6190002017539
和のテイストである木板とＬＥＤ象嵌文字の組合せで新市場
開拓

桑名三川商工会

57 2824110140 三重県 有限会社スズキプレス工業所 8190002004717
サーボプレス機導入による生産プロセス改善とハイテン素
材への対応

亀山商工会議所

58 2824110142 三重県 高洋電機株式会社 3190001006636
高精度変位センサー用極薄部品の高精密高能率内径加
工技術の開発

百五銀行

59 2824110143 三重県 有限会社ナカムラ 3190002004812 深絞りの技術を確立し、次世代自動車への対応を図る 第三銀行

60 2824110144 三重県 木屋正酒造合資会社 4190003001139
火入れ殺菌設備導入による省力化と高精度化による海外
等販売拡大事業

名張商工会議所

61 2824110145 三重県 有限会社浜地屋 1190002005168
宿泊業の朝夕食バイキング需要に対応した「小型天ぷら」
の多品種少量生産で新市場開拓

熊野商工会議所

62 2824110146 三重県 株式会社アサプリ 2190001013443
全国展開する飲食チェーン向けの印刷物及び販促物等の
全国初のトータルブランディングサービス

百五銀行

63 2824110147 三重県 ガレージクルー伊勢  環境対応型製品を使用した鈑金指定工場の確立 伊勢商工会議所

64 2824110148 三重県 株式会社ナベル 6190001008588
ＩｏＴとリバースエンジニアリングを活用した過酷環境下で使
われるロボットカバーの長寿命設計

商工組合中央金庫

65 2824110149 三重県 有限会社もんいまぁじゅ 7190002005162
地の不利を利に替え、過疎地起点の地域連携新商品で地
産外商を目指す計画

熊野商工会議所

66 2824110150 三重県 大谷鉄工  
マシニングセンタ及び３次元測定機導入による生産活動の
高度化と価値向上

桑名信用金庫

67 2824110152 三重県 大矢螺子工業株式会社 8180001029749
ＦＣＶ用リチュウムイオン電池の車体固定ネジの“遅れ破
壊”防止策を提案し、ＦＣＶ搭載固定用ネジの実用化への
寄与

弁護士法人心

68 2824110154 三重県 丸北研磨株式会社 7190001013307
メーカー独占の高度な加工が必要な最新鋭刃物の再研磨
市場に研磨事業者が参入

桑名三川商工会

69 2824110155 三重県
有限会社ＨＩＲＡＮＯ ＭＥＴＡＬ ＷＯＲ
ＫＳ

3190002017558
大型工作機械向け部品市場獲得のための長尺一貫加工
プロセスの開発

名古屋銀行

70 2824110157 三重県 株式会社鈴工 6190001006732
生産プロセス改善によるＣＬＴプラントメーカートップ地位の
確立

百五銀行

71 2824110159 三重県 有限会社山源縫製 9190002022486
高デザイン性素材の高速精密裁断を武器にした縫製業界
の構造改革

公益財団法人三重県産業支
援センター

72 2824110160 三重県
グライドデザインラボラトリーズ株式
会社

3190001014911 次世代標準規格４Ｋ映像コンテンツ制作システムの構築 三重銀行

73 2824110161 三重県 東洋工業株式会社 8190001015681
新型ＣＮＣ自動旋盤導入による品質の安定と短納期化及び
技術力の更なる向上

公益財団法人三重県産業支
援センター
商工組合中央金庫

74 2824110165 三重県 株式会社Ｐａｓｔｅｌ 3190001013970
寝たきり高齢者用、着替えがし易いオーガニック介護服の
試作事業

桑名商工会議所

75 2824110166 三重県 旭金属株式会社 9190001013387
海外向け新車種の低コスト化を実現する革新的製造プロセ
スの開発

百五銀行

76 2824110169 三重県 有限会社ヨシキ産業 8190002017470
国内回帰需要獲得のための刺繍ミシン導入で一貫生産と
他社刺繍需要の獲得

桑名三川商工会

77 2824110171 三重県 藤吉プラスチック株式会社 4190001017533 マシニングセンタ機導入による地域貢献にこだわった製作 三重銀行

78 2824110172 三重県 有限会社松尾工業所 4190002017169
次世代燃料電池車部品の大量生産に応じた業界初の革新
的製造方法の開発

桑名信用金庫
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79 2824110173 三重県 丸盛有限会社 9190002004880
臭いが少なく土壌微生物を活性化させる有機廃棄物リサイ
クル堆肥の開発

菅原由一

80 2824110175 三重県 株式会社アベテック 1190001012009 切削加工のＩｏＴ自動化による産業機械部品への新展開 大垣共立銀行

81 2824110178 三重県 株式会社アニバーサリー 4190001010075 自動配列機の導入による生産革新と医療分野との連携 百五銀行

82 2824110179 三重県 有限会社平治煎餅本店 1190002001381
オリジナルメッセージ煎餅等の展開による商品のサービス
化の推進

公益財団法人三重県産業支
援センター

83 2824110180 三重県 ダイシン工業株式会社 2120001156059
ブランク工程の全自動化によるオールステンレス製カップ
ボードの拡販

百五銀行

84 2824110181 三重県 共立印刷株式会社 8190001000279
顧客ニーズに対応した生産性の向上を確立するためＡ２判
最新鋭４色印刷機の導入

商工組合中央金庫

85 2824110182 三重県 株式会社三城 2190001021669
溶接ロボットの導入による国内ニーズに適応した、ＪＩＴ対応
型生産ラインの構築

株式会社ダイワマネジメント

86 2824110186 三重県 株式会社オムニツダ 2180001035050
最新スリッターによるウッドテープの新用途開発、品質・生
産性向上

中京銀行

87 2824110187 三重県 田中紙管株式会社 4122001019235 強度の最適化により、低コストを実現する紙管の試作開発 南都銀行

88 2824110188 三重県 株式会社大安製作所 9190001013016
情報共有化による難研削部品の高精度加工の確立と生産
性の向上

桑名信用金庫

89 2824110192 三重県 マルカメリヤス有限会社 7190002018222
自動裁断機及びＣＡＤ導入による短納期・高効率生産の確
立と事業拡大

いなべ市商工会

90 2824110197 三重県 株式会社南条製作所 6190001005263
切削・切断複合機の導入による鋼構造物製造工程の合理
化

株式会社シーピーエーコンサ
ル

91 2824110198 三重県 旭電機化成株式会社 8120001011596
需要が高まる家庭用ブレンダーの増産・短納期化対応を実
現する生産体制の構築

株式会社エフアンドエム名古
屋

92 2824110205 三重県 株式会社中川製作所 8190001001590
５軸仕様微細加工機の導入により超高精度複雑切削加工
を実現させる事業

公益財団法人三重県産業支
援センター

93 2824110214 三重県 株式会社タツミ産業 6190001003589
ユーザー好みにアレンジ出来るセミオーダー建具の製造と
中小工務店連携事業

百五銀行

94 2824110218 三重県 上道キカイ株式会社 4170001012775
大型ドローン導入による業界イメージからの脱却と雇用促
進の展開。

新宮信用金庫

95 2824110223 三重県 愛知発条株式会社 1180001007752
海外と戦う日本のモノ造り！最先端自動ばね成型機導入
で最高品質メイド・イン・ジャパンばね！

翔陽税理士法人
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