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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 2924210004 三重県 株式会社三エスゴム 4190001014852
港湾業務等におけるタイヤサービスを無公害化する機
械装置の導入

株式会社百五銀行

2 2924210006 三重県 株式会社双葉メンテック 5190001016105
安全弁点検作業の自動化設備導入により高品質化に取
り組み受注の拡大を図る

株式会社百五銀行

3 2924210007 三重県 万協製薬株式会社 9190001010896 新たな検査装置導入による製品品質及び生産性の向上 三重県商工会連合会

4 2924210010 三重県 有限会社柳モデル技研 6190002023982
大型、複雑形状の検査治具の効率的な製造プロセスの
構築

三重県商工会連合会

5 2924210012 三重県 有限会社コーナン工業 6122002010182
高性能ＣＮＣ旋盤導入による旋削・切削工程の生産力
の強化と精密加工技術の高度化

北伊勢上野信用金庫

6 2924210014 三重県 藤澤建機株式会社 3190001008954
法面安定工法用製品（スーパーメタルフレーム）の製
造における生産性向上

株式会社百五銀行

7 2924210015 三重県 有限会社杉原プレス 4190002006477
多品種少量生産体制の構築による、板金業界での受注
拡大

株式会社三重銀行

8 2924210018 三重県 吹上鋼材有限会社 4190002009570
積算ソフトおよび自動曲加工装置導入による建築基礎
用鉄筋の製造プロセス改善

草深英夫

9 2924210019 三重県 株式会社レグルス 2190001005507 産業用ロボットハーネス生産への取り組み 株式会社第三銀行

10 2924210020 三重県 桑名精工株式会社 2190001012172
オンリーワンものづくりのための、新たな測定技法の
開発

公益財団法人三重県産業支援センター

11 2924210021 三重県 有限会社牧野商店 5190002014405
伊勢の国の地域資源をそのまま配合した素材感溢れる
蒟蒻の事業拡大

松阪商工会議所

12 2924210022 三重県 エヌアイエ株式会社 9190001008404
窒素発生装置の導入によるフレームレス筐体製造事業
の拡大

株式会社百五銀行

13 2924210027 三重県 有限会社寺田商店 4190002016864
生産プロセス改革による品質向上と選別プロセスの高
効率化を目指した専用マグネット機導入計画

桑名信用金庫

14 2924210029 三重県 株式会社東光測量設計事務所 3190001000721
送電測量業界初の３Ｄ測量による生産性向上と革新的
サービスの開発

株式会社名古屋銀行

15 2924210030 三重県 合資会社水谷商店 8190003001647
セラミックス焼成技術の高度化による無水調理土鍋の
製造事業

四日市商工会議所

16 2924210035 三重県 エバ工業株式会社 8190001012068
三次元測定機回転式プローブ導入による高精度部品の
生産性向上

桑名信用金庫

17 2924210038 三重県 有限会社轟工業所 6190002010601
検査機器導入による更なる技術・技能力の向上と新た
な分野への進出

鳥羽商工会議所

18 2924210044 三重県 有限会社ふらんす 8190002009600
設備導入で生産効率を向上させ、観光地に新商品を投
入し、売上・収益のアップを実現！

税理士法人あおぞら

19 2924210045 三重県 株式会社サンメック 3190001015034 業界初杭打ち工事におけるデータ測定機器の試作開発 菅原由一

20 2924210048 三重県 光陽電機株式会社 4190001010216
ネットワーク対応ベンダー導入による配電盤の自社ブ
ランドの強化

株式会社百五銀行

21 2924210049 三重県 富士印刷株式会社 4190001016056
小ロット短納期複写伝票の製造ライン構築と市場の醸
成

株式会社三重銀行

22 2924210050 三重県 株式会社南条製作所 6190001005263
金属加工における切断・溶接工程の自動化による労働
生産性向上への取組み

株式会社シーピーエーコンサル

23 2924210053 三重県 有限会社佐藤鉄工所 3190002018317
自動車産業向け切削部品の検査工程の革新による労働
生産性の向上

株式会社シーピーエーコンサル

24 2924210055 三重県 株式会社アイビッド 8190001017653
三次元測定機の導入によるリバースエンジニアリング
事業の展開

株式会社百五銀行

25 2924210057 三重県 株式会社スミス 4190001007451
自社オリジナル「非円形ギア」の生産効率向上と売上
増大の実現！

三重県商工会連合会

26 2924210058 三重県 株式会社高山化成 9122001019230
独自のモノづくり技術に ＩｏＴを活用する工場改善シ
ステムの開発

株式会社紀陽銀行

27 2924210060 三重県 有限会社伊藤洋家具製作所 3190002019224
５軸機導入による 耐火性に優れるＣＬＴ材を用いた木
造小屋製品の自社主導型事業

株式会社三重銀行

28 2924210063 三重県 西川建設株式会社 6190001021855
小規模工務店等の支援を目的とした研磨技術の高度化
とＣＬＴ造作キット事業

株式会社百五銀行

29 2924210064 三重県 大山歯科クリニック
最先端のＣＴが有する３Ｄイメージ技術を利用した革
新的不正歯列予防法の確立

株式会社百五銀行

30 2924210065 三重県 株式会社小林鈑金 7190001005923
調色管理測色システム導入による塗装業務の生産性向
上とノウハウの伝承

鈴鹿商工会議所

31 2924210068 三重県 伊井運輸株式会社 3190001014250
冷凍冷蔵倉庫を活用した取扱量の拡大及び稼働率の向
上

株式会社百五銀行

32 2924210074 三重県 株式会社関西ゴム 6190001003382
検査工程の改善による品質保証を目的とした高性能画
像寸法測定器の導入

米倉博彦

33 2924210075 三重県 株式会社トピア 1190001005227
生産工程に新たに多関節ロボットを導入し生産性向上
を図る

株式会社三重銀行

34 2924210076 三重県 株式会社中村製作所 4190001015784
中・小型用複合機の導入を行い加工精度の高品質化と
革新的生産体制の構築

株式会社三重銀行

35 2924210081 三重県 航空機部品生産協同組合 7190005010795
航空機部品製造中小企業によるネットワーク化、ス
マート・クラスター化

株式会社商工組合中央金庫

36 2924210083 三重県 糸川屋製菓株式会社 8190001004172
アジアのインバウンド需要にマッチした融解点の高い
チョコレート菓子の開発

熊野商工会議所

37 2924210088 三重県 株式会社明菱 4290801010702
現場データの自動収集・利活用による造粒技術と付加
価値の向上

株式会社三重銀行

38 2924210090 三重県 東海衣料株式会社 2190001015613
ＴＥＭＡＮＡＸ導入による業務効率化と強固なサプラ
イチェーンの構築

四日市商工会議所

39 2924210091 三重県 有限会社辻村製作所 8190002012232
変化する製品品質の顧客基準に対応するためのＩＴ化
による生産プロセスの変革

株式会社コムラッドファームジャパン
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