平成２９年度補正ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
三重県採択案件一覧（１５７件／１５８事業者）
公募回 １次公募 ：
受付番号

（受付番号順）
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 2924110001

三重県

株式会社関谷食品

6190001006740

伊勢地域ナンバーワンの焼菓子を目指す、サブレ製品製
酒徳一弥
造の工程改善

2 2924110003

三重県

杉野工業株式会社

7190001005080

ポンプ用部品などの精度向上と大型部品の内製化

3 2924110004

三重県

おぼろタオル株式会社

4190001000209

4 2924110005

三重県

九鬼産業株式会社

7190001014718

5 2924110006

三重県

三重県醬油味噌工業協同組合

2190005000396

自動食塩分測定装置（電位差自動滴定装置）の導入。

株式会社百五銀行

6 2924110008

三重県

イング株式会社

5190001014257

布団カバー類の半自動生産システムの開発

株式会社百五銀行

7 2924110009

三重県

エフテック株式会社

8180001094982

8 2924110010

三重県

城陽ネジ工業株式会社

1122001003547

9 2924110013

三重県

株式会社テクノアート

5190001006106

10 2924110015

三重県

株式会社フジ技研

2190001017485

11 2924110016

三重県

三重化学工業株式会社

9190001010608

12 2924110017

三重県

有限会社ＨＩＲＡＮＯ
ＲＫＳ

13 2924110018

三重県

旭電機化成株式会社

8120001011596

14 2924110019

三重県

田島縫製株式会社

6070001019663

15 2924110021

三重県

伊賀小野田レミコン株式会社

2190001008352

16 2924110022

三重県

伊藤印刷株式会社

2190001000103

17 2924110023

三重県

ピアテック有限会社

3190002006965

18 2924110025

三重県

福田工業株式会社

2122001019955

19 2924110026

三重県

有限会社早川鉄工所

5190002017003

20 2924110027

三重県

株式会社大西エンジニアリング

6190001012879

21 2924110028

三重県

株式会社かわよし

5190001001296

22 2924110029

三重県

栗田精工株式会社

5190001012145

23 2924110030

三重県

株式会社アリカワ

4180001014028

24 2924110032

三重県

エステートケミカル株式会社

3190001008401

25 2924110033

三重県

株式会社アサヒダイテック

9190001012868

26 2924110035

三重県

株式会社松阪鉄工所

3190001000993

27 2924110036

三重県

株式会社水貝製作所

5190001012970

28 2924110039

三重県

大阪特殊刃物株式会社

6120101032726

29 2924110040

三重県

有限会社はたき

3190002011610

30 2924110041

三重県

株式会社マツザキ

9190001008676

31 2924110042

三重県

株式会社大田酒造

4190001008425

32 2924110044

三重県

有限会社ＮＲテクニカ

7190002008009

33 2924110046

三重県

株式会社伊藤英男鉄工所

3190001013483

34 2924110048

三重県

中外医薬生産株式会社

5190001008548

35 2924110051

三重県

株式会社タナックス

9190001015490

36 2924110052

三重県

扶桑工機株式会社

7190001012531

37 2924110053

三重県

株式会社風味堂

6190001010486

38 2924110057

三重県

有限会社勝川木材

9190002023699

39 2924110058

三重県

アカネ工業株式会社

9190001001251

40 2924110059

三重県

桑原鋳工株式会社

6190001012152

41 2924110060

三重県

近藤石灰工業株式会社

3200001013597

42 2924110061

三重県

楠精器株式会社

1190001007355

43 2924110063

三重県

株式会社佐藤工業所

2190001013377

44 2924110064

三重県

株式会社丸寿海産

1190001004550

45 2924110065

三重県

有限会社豊修製作所

3190002017095

46 2924110067

三重県

株式会社新井金型製作所

9190001013544

47 2924110070

三重県

三重ローソク株式会社

8190001003505

48 2924110071

三重県

伊賀電子株式会社

9190001008362

49 2924110074

三重県

株式会社ＦＥＥＤ

5190001005990

50 2924110078

三重県

ミナミ産業株式会社

6190001016509

51 2924110080

三重県

株式会社ファインデンタル

3190001009647

52 2924110083

三重県

株式会社トーシン

9160001005742

53 2924110084

三重県

株式会社西田

4130002031910

54 2924110087

三重県

株式会社ベアプロ

9190001019599

55 2924110090

三重県

株式会社ムラキ

4190001010653

56 2924110092

三重県

ダイソウ工業株式会社

1190001001432

ＭＥＴＡＬ

ＷＯ

3190002017558

株式会社愛知銀行

“芍薬”天然成分付与による「抗ウイルス、抗菌、消
株式会社百五銀行
臭」タオル製品の開発
世界で最も微粉砕されたごま「ヘルシーセサミファイン
株式会社三重銀行
パウダー」を開発し、飲料市場を新規開拓する。

自動車用大型金型等の生産プロセス革新による短納期化
計画
ＦＣＶ用ニッケル水素電池・水素タンク固定ネジの“遅
れ破壊防止策”を提言し、ＦＣＶ車の実用化へ寄与する
新たに次世代自動車に対応するため設備を導入し自動車
用ＣＦＲＰ金型の開発を行う
次世代自動車のアルミ材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生産性向上を図る
保冷剤の小ロット多品種生産に対応するための生産設備
増強
工作機械用構造部品の生産性向上によるものづくりへの
貢献
採尿器の増種に伴う短納期対応及び成形不良率減少への
実現
自動車内装部品の高度縫製加工の実現で生産性及び収益
向上を図る
再生資源を活用したコンクリート二次製品の高品質化と
製造プロセスの革新による低コスト化
広告媒体の大型化等ニーズに対応した設備の導入による
高品質製品の生産体制確立
環境にやさしい湿度管理用インジケータの開発
機能性フロア向けプラスチック製品の高品質化及び生産
性向上
長尺シャフト加工における高精度かつ高生産性な加工技
術の確立
ステンレス製品にも対応可能な精密切断加工の内製化計
画
低価格、高品質な食肉加工品の開発実現による、地域観
光客増への対応
２スピンドル旋盤で自動車ＣＶＴ用リング部品旋削工程
の生産性向上
水道管の上流部耐震化に伴う大口径の水道配管材料の生
産性向上計画
充填工程のボトルネックの解消と柔軟な生産体制の構築
によって高度化する顧客ニーズに応える
放電加工技術の確立による高精度孔加工と生産性の向上
の実現

株式会社エフアンドエム
大阪シティ信用金庫
株式会社第三銀行
株式会社百五銀行
株式会社百五銀行
株式会社名古屋銀行
株式会社エフアンドエム
群馬県商工会連合会
株式会社百五銀行
公益財団法人三重県産業支援センター
北伊勢上野信用金庫
株式会社エフアンドエム
公益財団法人三重県産業支援センター
株式会社エフアンドエム
株式会社エフアンドエム
株式会社愛知銀行
株式会社名古屋銀行
北伊勢上野信用金庫
桑名信用金庫

お客様の防災を支援する配管用作業工具の生産基盤確立 株式会社百五銀行
計測技術とＡＩの連携で自動車部品、航空機部品の自動
株式会社百五銀行
測定化システムを構築する。
高精度マシニングセンタ導入による工業用精密刃物の一
荒井裕貴
貫生産体制確立
顧客ニーズに沿った銘柄や数量の自社精米による無洗米
三重県商工会連合会
の販売事業
マシンガイダンスシステム建機による土木工事の効率化 北伊勢上野信用金庫
四季醸造システムの構築によって高品質な日本酒の安定
供給体制を実現する
リサイクル可能な素材によるＣＦＲＰ用金型の開発を行
い新たな市場の獲得を目指す
２ｍ幅の大型順送プレス用金型部品を１０μｍの寸法精
度保証で、連続自動加工する工法の開発
腸溶性フィルムコート錠の研究により、腸までダイレク
トに届く新しい医薬品を開発する
高周波ウェルダーを活用した生産性・不良率・安全性の
改善

北伊勢上野信用金庫
株式会社第三銀行
桑名信用金庫
株式会社百五銀行
税理士法人ＡＣＴ

射出成形用金型に対する三次元測定検査システムの確立 株式会社百五銀行
最新の自動計量機・包装機の導入による新事業展開の強
化
高性能設備導入による木材チップの高品質化、生産性向
上への取り組み
県内に１箇所しかない鉄筋性能評価機関の不足を補う検
査事業の立ち上げ
物自動車試作部品の一貫加工による短納期化で開発期間
短縮に貢献
ごみ処理廃棄物の有効資源化を実現する炭酸カルシウム
製造工程の革新
インバーター付スポット溶接機導入によるアルミ素材の
溶接品質向上
複合ＣＮＣ旋盤機の導入による生産プロセスの革新的改
善
鯛養殖から商品加工までの内製化による一貫生産体制の
確立
半導体製造装置部品の高精度加工技術確立でデジタル化
社会に貢献
次世代自動車向け高硬度鋼板プレス加工の手仕上げ加工
レス金型製作の高精度・高効率化
異形ローソク生産性改善によるデザインローソクの商品
価値向上事業
電子基板のはんだ信頼性向上と短納期対応の強化により
自動車業界への参入を実現
難削材（インコネル材）の高精度・高能率切削技術の確
立と高精度精密加工部品の効率的な生産体制の構築
量産型大豆微粉砕プラント開発及び生産実証
歯科医院のニーズに応える革新的な製造プロセスによる
多数歯連結冠の製品開発
需要が拡大するスポーツ用品向け高品質プラスチック原
料の供給技術の革新
建築資材業界初の「外壁素材端材のリサイクルブロッ
ク」生産計画
高度化する顧客ニーズに応える多面加工技術の開発と生
産性の向上
新たなバーンオフ炉の導入による塗装剥離事業の更なる
優位性の確保。
最新溶接設備導入による医療・介護用ベッド新商品用部
品供給

株式会社第三銀行
三重県商工会連合会
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
株式会社商工組合中央金庫
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター
株式会社百五銀行
株式会社大垣共立銀行
三重県商工会連合会
株式会社百五銀行
桑名信用金庫
亀山商工会議所
北伊勢上野信用金庫
株式会社第三銀行
公益財団法人三重県産業支援センター
株式会社南都銀行
株式会社滋賀銀行
京都中央信用金庫
桑名信用金庫
株式会社百五銀行
株式会社百五銀行

57 2924110093

三重県

木村石鹼工業株式会社

4122001018253

58 2924110094

三重県

有限会社廣嶋製作所

4190002017796

59 2924110097

三重県

中勢製氷冷蔵株式会社

2190001000631

60 2924110098

三重県

株式会社エム・オー機器

4190001012071

61 2924110101

三重県

株式会社アサプリ

2190001013443

62 2924110102

三重県

株式会社パワービー

9190001016860

63 2924110103

三重県

株式会社ゴールド

1190001014814

64 2924110106

三重県

株式会社岡本機械

7190002019591

65 2924110112

三重県

有限会社廣瀬製作所

4190002017904

66 2924110113

三重県

有限会社近藤鉄工

8190002016605

67 2924110116

三重県

イカリ工業株式会社

4120001014256

68 2924110123

三重県

旭電気株式会社

6190001014207

69 2924110126

三重県

株式会社リアルプロダクト

5190002012466

70 2924110127

三重県

サンユー技研工業株式会社

2190001000409

71 2924110131

三重県

加藤製作所

72 2924110132

三重県

株式会社日進モータース商会

1190001013386

73 2924110133

三重県

株式会社協立製作所

8190001004932

74 2924110135

三重県

株式会社堤鉄工所

4190001001586

75 2924110136

三重県

松井機工有限会社

9190002009707

76 2924110137

三重県

東洋鋳鉄株式会社

6190001015691

77 2924110140

三重県

和光紙器株式会社

1030001077802

78 2924110141

三重県

株式会社オーファ

4040001030344

79 2924110143

三重県

有限会社東海マシンシステム

4190002017895

80 2924110145

三重県

有限会社ヤマモトレーシング

3190002013202

81 2924110146

三重県

有限会社松輝製網

3190002021997

82 2924110150

三重県

ツルタ工業株式会社

6190001001345

83 2924110151

三重県

株式会社サカキＬ＆Ｅワイズ

3190001011454

84 2924110152

三重県

有限会社四季鉄工所

4190002020486

85 2924110153

三重県

株式会社マザキナ

3190001005811

86 2924110154

三重県

イタリア料理文福

87 2924110155

三重県

株式会社北斗エス・イー・シー

8190001005369

88 2924110156

三重県

有限会社葛西鉄工所

9190002019714

89 2924110157

三重県

中山酒造株式会社

7190001010403

90 2924110158

三重県

株式会社中川製作所

8190001001590

91 2924110160

三重県

株式会社オーヴァーレーシングプロジェク
6190001019445
ツ

92 2924110161

三重県

光精工株式会社

5190001012500

93 2924110163

三重県

株式会社テクノタナカ

3190001017393

94 2924110165

三重県

株式会社大西縫工所

3190001011165

95 2924110166

三重県

有限会社上村工作所

8190002010244

96 2924110167

三重県

有限会社スギモリ工機

7190002007506

97 2924110168

三重県

オキツモ株式会社

7190001009313

98 2924110170

三重県

幹事企業：
幹事企業：ＣＳＧコンサルタント株式会社 2190001006802
連携体１：株式会社テイコク・テクノ
連携体１：
1200001030371

99 2924110171

三重県

株式会社ウッドベル

100 2924110172

三重県

栄和産業

101 2924110173

三重県

有限会社タクミスタジオ

6190002017539

102 2924110175

三重県

有限会社柴坂精密製作所

2120102018637

103 2924110176

三重県

株式会社ミズコシ

8190001012621

104 2924110178

三重県

河武醸造株式会社

5190001010875

105 2924110181

三重県

旭金属株式会社

9190001013387

106 2924110182

三重県

三重コンドー株式会社

2190001003502

107 2924110183

三重県

北沢建具店

108 2924110184

三重県

宏洋配管機器株式会社

1190001008469

109 2924110185

三重県

株式会社テイク

1190001003651

110 2924110186

三重県

イワノ工業株式会社

1200001018961

111 2924110187

三重県

有限会社ミハタ電子

3190002013169

112 2924110188

三重県

海住工業株式会社

4190001022624

113 2924110190

三重県

北勢ダイキャスト工業株式会社

4190001012757

114 2924110191

三重県

フタバ電子工業株式会社

4190001001537

115 2924110192

三重県

東洋工業株式会社

8190001015681

9190001010120

液体充填設備の増強による自社ブランドビジネス＆海外
ビジネスの加速
最新立形マシニングセンタ導入による高精度化と生産
リードタイムの短縮
逆浸透膜ろ過装置と脱気装置の導入による歩留まりの改
善と生産性向上
最新洗浄機導入による生産プロセスの改善と環境負荷低
減洗浄の確立
ネットワーク化ブック作成サービス

公益財団法人三重県産業支援センター
菅原由一
菅原由一
菅原由一
株式会社百五銀行

ＩＯＴ標準プラットフォームＯＲｉＮに準拠したロボッ
株式会社第三銀行
ト機器接続用ソフトウェアの開発
延反・裁断の精度向上・リードタイム短縮等生産性向上
株式会社大垣共立銀行
と新分野への進出！
ロボット減速機の量産試作のスピードアップ
画像寸法測定機導入による測定精度向上・時間短縮・生
産性向上の実現
大型・高精度ＭＣの導入による製作範囲（大物部品）の
拡大・品質向上・短納期体制の確立
高精度金型加工によるハトメ・カシメの付加価値・生産
効率向上
精密機械部品用５軸複合加工設備導入による、新事業分
野開拓・量産体制確立
難削材（ＰＴＦＥ）の精密加工技術の高度化と生産性向
上による低コスト化
次世代自動車用カセット式金型の三次元測定機による品
質保証体制の構築
単発プレスとロボットアームの活用による余力の創出と
新分野進出
ＩＴ技術を活用した先進安全自動車の１ｍｍ単位の修理
技術の確立と作業工程の短縮による生産性向上の取組み
溶接ロボット導入による自動車メーカーの開発工程の効
率化に寄与する試作品製作プロセスの構築
最新高精度立形マシニングセンタ導入による競争力強
化・高精密部品および生産設備製作の受注拡大
ＣＮＣ自動旋盤と測定器導入による多品種少量生産体制
強化及び品質保証体制の確立
品質管理を備えた、フルモールド鋳造法を核とした鋳造
一貫生産体制の構築
１００％リサイクル可能で耐水性・対薬性に優れた梱包
材の生産ラインの効率化による生産体制の強化
全種類のチタン切断加工の自社化による納期短縮及び販
路の拡大
ハイブリッド車用部品の生産能力の向上および検査体制
の強化計画
オートバイ向け補給部品のオーダーメイドによる効率生
産の実現
染色機及びボイラー導入による染色業務の内製化と納期
短縮・コスト削減
県内初「折り畳み式」主筋提供の高度化に向けた閉鎖型
圧着技術導入
大型打抜きプレス機導入による生産効率向上と新分野へ
の進出
マシニングセンタ導入による柔軟な生産体制の構築と生
産性の向上
曲げ加工後の戻りによる誤差を補う、精密曲げ加工金型
の製法開発
観光客と増加するシニア層をターゲットにしたイタリア
料理店の新たなサービスの展開
地上型レーザースキャナー導入による測量・設計サービ
スの開発
成形研削盤と自社製造の冶具を活用した高精度樹脂成形
金型への取り組み
超高品質な辛口純米酒を生産して、火災からの復興を成
し遂げる！！
生産プロセスを改善し、現有生産設備で超短納期の要望
に応えるための事業
新たにチタン製フレーム電動アシスト自転車を開発する
ため三次元ＣＡＤ及び設備を導入する
ピストン冷却用機能部品のレーザー溶接による部品接合
技術の確立
難削材（チタン）の加工技術を習得して航空機部品市場
に進出する
新技術機械導入による生産性向上と自社ブランド肌着で
販路拡大
高機能付き巻線機導入による作業のやさしさの追求及び
生産性向上
新たに３次元ＣＡＤを導入し設計解析技術を習得して航
空機部品市場に進出する
金属表面への微細構造形成技術を応用した新規放熱材料
の生産工程と高品質管理技術の確立
国民の安全を守る！次世代型道路防災点検技術の開発
先進安全自動車のアフターサービス対応のための最新式
鈑金整備設備機器導入による生産性向上化
ダイカストマシン導入による地元製造にこだわった製作
プロセスの創出
自治体の看板等への管理義務強化への対応と潜在需要予
測ソフト開発・構築
三次元測定機の導入による製品計測の内製化で生産性向
上を図る
高難度なアルミ鋳造での全自動化による品質改善と生産
リードタイムの短縮による生産性の向上の実現
冷蔵設備導入による海外展開に向けた清酒の生産効率と
製造量増加計画
高精度の３Ｄデータを利用し、金型の１／１００ｍｍま
での摩耗を保守する、金型保全の刷新的計画
パイプ多角形成形加工技術を習得し次世代自動車部品に
対応する
和の技巧を用いたデザイン性豊かな洋室向け欄間建具の
新展開
自動化と効率化による住宅設備部品加工と真空ポンプ部
品の増産体制の構築
次世代自動車の試作開発部品において品質保証を行って
いくため三次元測定技術を習得する
お客様ニーズに基づいた高品質生コンクリート製造のた
めの試験機等導入事業
３Ｄ高速ハンダ印刷検査装置導入によって小型・高機能
化が進む電子部品市場の高度な顧客ニーズに応える
パイプシェーバーの導入による溶接生産プロセスの革新
的な改善
鋳造難易度が高い高品質化の製品を受注する為の金型冷
却システムの導入と技術の確立
電子回路基板におけるレーザ印字の活用によるトレーサ
ビリティーの確立
新型円筒研削盤の導入によるシャフト製造の効率化と納
期遵守の徹底

株式会社大垣共立銀行
桑名信用金庫
桑名信用金庫
北伊勢上野信用金庫
株式会社商工組合中央金庫
株式会社百五銀行
株式会社三重銀行
三重県商工会連合会
桑名信用金庫
株式会社第三銀行
株式会社第三銀行
公益財団法人三重県産業支援センター
北伊勢上野信用金庫
株式会社群馬銀行
鹿野尚宏
桑名信用金庫
北伊勢上野信用金庫
三重県商工会連合会
株式会社第三銀行
株式会社三重銀行
株式会社第三銀行
東京中央経営株式会社
公益財団法人三重県産業支援センター
株式会社百五銀行
株式会社百五銀行
三重県商工会連合会
公益財団法人三重県産業支援センター
株式会社百五銀行
株式会社百五銀行
株式会社百五銀行
三重県商工会連合会
株式会社百五銀行
株式会社第三銀行
公益財団法人三重県産業支援センター
幹事企業：株式会社三重銀行
連携体１：公益財団法人岐阜県産業経済振興セン
ター
株式会社百五銀行
株式会社百五銀行
桑名商工会議所
株式会社百五銀行
桑名信用金庫
三重県商工会連合会
株式会社百五銀行
株式会社百五銀行
北伊勢上野信用金庫
北伊勢上野信用金庫
株式会社三重銀行
浅野隆士
株式会社百五銀行
株式会社三重銀行
株式会社百五銀行
株式会社百五銀行
株式会社商工組合中央金庫

116 2924110193

三重県

株式会社ＰｌａｎＢ

2190001022320

117 2924110194

三重県

有限会社賛急屋

3190002013342

118 2924110195

三重県

藤吉プラスチック株式会社

4190001017533

119 2924110196

三重県

有限会社珍海堂

2190002010563

120 2924110197

三重県

株式会社福持酒造場

4190003001163

121 2924110199

三重県

中京プラケア株式会社

4180001026155

122 2924110201

三重県

株式会社大栄産業

4190001012344

123 2924110202

三重県

小川精工

124 2924110203

三重県

有限会社清水製作所

3190002004696

125 2924110204

三重県

有限会社浜地屋

1190002005168

126 2924110205

三重県

株式会社ホテル清海

3190001006982

127 2924110209

三重県

有限会社野瀬商店

3190002014761

128 2924110210

三重県

ヤマニカートン株式会社

1190001010870

129 2924110217

三重県

株式会社三重フリット

9190001017512

130 2924110219

三重県

株式会社松村

5190002010701

131 2924110221

三重県

三重ダイキャスト工業株式会社

4190001012988

132 2924110228

三重県

有限会社常磐精機

4190002021237

133 2924110229

三重県

ハマ工業株式会社

3190001010464

134 2924110232

三重県

株式会社ミヤオカンパニーリミテド

6190001022911

135 2924110233

三重県

株式会社サンスイ

3190001006685

136 2924110234

三重県

株式会社葉山電器製作所

7190001001609

137 2924110237

三重県

株式会社マキシンコー

6120001089552

138 2924110238

三重県

丸八もち店

139 2924110239

三重県

有限会社宇田ミート

4190002011246

140 2924110240

三重県

株式会社ゆみや石材店

1190001024846

141 2924110241

三重県

和田製作所

142 2924110242

三重県

株式会社ヤナギダ・テクノ

1190001004534

143 2924110243

三重県

有限会社小林鉄工

2190002010489

144 2924110244

三重県

なかむら珈房

145 2924110248

三重県

渡辺外装株式会社

5190001013630

146 2924110250

三重県

有限会社山下製作所

3190002022509

147 2924110251

三重県

下津醬油株式会社

3190001000465

148 2924110255

三重県

株式会社エムテック

8030001023452

149 2924110256

三重県

やまりん製茶

150 2924110257

三重県

株式会社アルコム

1370001017732

151 2924110258

三重県

株式会社細江加工所

7190001022803

152 2924110259

三重県

有限会社花田鉄工所

2190002001249

153 2924110260

三重県

トーア紡マテリアル株式会社

9120001104878

154 2924110263

三重県

株式会社宮忠

3190001007048

155 2924110266

三重県

ＤＥＮＴ－ＲＡＤＥ

156 2924110271

三重県

株式会社クスハラ自動車

6190001004950

157 2924110274

三重県

有限会社伊勢デンタルワークス

4190002008341

ＩＣＴ活用により医療依存度の高い利用者と家族に安心
安全を提供する施設の創設
地域の素材を活用した和菓子の新商品開発を行い、消費
者ニーズに合わせた提供方法を構築
高精度加工機導入による高精度・複雑形状の自動加工プ
ロセス構築
最新急速冷凍技術で、高品質な「伊勢海老刺し身」を開
発する事業

北伊勢上野信用金庫
名張商工会議所
株式会社三重銀行
特定非営利活動法人横浜中小企業診断士会

日本酒における熟成可能酒の設計とその製造方法の確立 名張商工会議所
精密加工装置の導入による加工精度向上と労働環境の改
善
業界初の鋳物コンロ専用の塗装設備導入による生産性と
付加価値の向上
汎用ＮＣ旋盤を用いて高品質・高精度・短納期を実現し
生産性向上及び顧客拡大を目指す
サーボプレス導入によるハイテン素材等の高精度・短納
期生産の確立
３年間の準備を重ね、本格的に日本製練り製品のアジア
市場開拓
ＷＥＢシステム開発によりタイからのインバウンド需要
拡大と市場競争力強化
湿式皮むき機・純水装置等の導入とデータベース管理に
よる生産性の向上
段ボール製品の新規開発、少ロット生産対応の為、加工
設備導入による生産性向上
電子材料用ガラス製造で培った技術で海外製が主流の吹
きガラス原材料市場開拓
お刺身の流通革命～家庭で楽しめる伊勢志摩・海鮮丼の
商品開発～
ＮＣ旋盤自動化システム導入による生産性向上
ＣＮＣ複合旋盤導入による高労働生産性型の加工ライン
の構築
マシニングセンター導入による内製化、短納期対応と技
術対応力の向上
３ＤＣＡＤ、４面加工機の導入による洋食器における原
型の製造工程（彫刻加工・外観切削加工）の高度化事業
３Ｄレーザースキャナーの導入による測定・設計業務の
効率化と情報処理産業の新事業展開
ＥＶ電気部品市場進出に向けての検品水準の数値化・画
像化
各種長尺軸物部品の精密加工に資する振れ止め仕様ＣＮ
Ｃ旋盤の多台導入
機械設備導入による通年生産体制の構築と作業効率の改
善による生産量増加
ＨＡＣＣＰ義務化に向けた農商工連携による技術革新で
の鶏肉ブランドの全国展開
震災後の中高層ビル外壁材のニーズ変化に対応した装飾
性向上事業
高機能フードコンテナのフラップの操作性・耐久性を高
めるためのロボット導入
磁場発生装置搭載の射出成形機を導入し、プラマグ対応
技術の確立
曲げ加工における深曲げ加工技術の高度化による、大型
筐体受注の拡大
最先端技術を搭載した焙煎機とグラインダーの導入によ
る生産能力向上と新事業への取り組み
出隅加工機導入による低コスト・高品質・短工期プレ
カット体制の構築と新市場展開
Ｗメルト材を使用したセンサー部品製造の自動化・量産
化の実現！
小型容器充填機とシュリンク機の導入による家庭用部門
の商品開発
ガス配管工事の「ハブ＆スポーク化」による溶接プロセ
スの高度化
自動充填包装機導入による生産能力向上と高付加価値化
による販路開拓
自動化システム導入による放電加工工程の生産性向上と
自動車向け金型の売上拡大
高機能立形マシニングセンタ導入による人工欠陥の製作
及び微細加工技術の高度化事業
マシニング機導入による小ロット製品に係る生産プロセ
スの改善とマシニング加工による効率アップ
新規設備導入により革新的デザイン開発で優位な技術、
生産体制の確立
神祭具製造工程で排出される削り屑の有価物化と環境整
備に伴う生産性向上
ノン・スリップ方式によるジルコニア・クラスプデン
チャーの開発
先進安全自動車（ＡＳＶ）の整備鈑金修理対応のための
最新式設備機器導入による生産性向上化
データシステム導入による技工知識高次元化及び世代間
継承容易化

三重県商工会連合会
菅原由一
四日市商工会議所
亀山商工会議所
熊野商工会議所
菅原由一
三重県商工会連合会
株式会社第三銀行
三重県商工会連合会
鳥羽商工会議所
株式会社百五銀行
株式会社第三銀行
株式会社ミッドランド経営
株式会社三重銀行
三重県商工会連合会
株式会社シーピーエーコンサル
株式会社近畿大阪銀行
三重県商工会連合会
三重県商工会連合会
三重県商工会連合会
株式会社第三銀行
三重県商工会連合会
株式会社中京銀行
伊勢商工会議所
株式会社百五銀行
三重県商工会連合会
津商工会議所
税理士法人ＣＷＭ総研
三重県商工会連合会
株式会社商工組合中央金庫
桑名信用金庫
小倉裕樹
公益財団法人三重県産業支援センター
伊勢商工会議所
松永智子
株式会社商工組合中央金庫
株式会社百五銀行

