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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 3024110007 三重県 株式会社ヤスダ工業 9190001013445
ワイヤ放電加工機導入による省人化で高労働生産型の金
型生産体制の確立

株式会社百五銀行

2 3024110009 三重県 株式会社小久保鉄工所 3190001007758
平板自動開先加工機の導入による、生産性向上と製品の精
度向上

菅原由一

3 3024110012 三重県 高洋電機株式会社 3190001006636
産業用ロボット減速機部品の高精密高能率切削加工技術
の開発

株式会社百五銀行

4 3024110002 三重県 有限会社ウメザワ 7190002012919
高品質抗菌木製品の安定供給体制の構築により新たな販
路を開拓する

株式会社百五銀行

5 3024110008 三重県 株式会社光機械製作所 7190001000882
高速小型切削加工機導入による刃先交換式ドリルの生産
性・加工性の向上

株式会社百五銀行

6 3024110010 三重県 城陽ネジ工業株式会社 1122001003547
燃料電池車用リチュウム電池固定ネジの“遅れ破壊防止
策”を提言し、ＦＣＶ車の実用化へ寄与する

大阪シティ信用金庫

7 3024120014 三重県 株式会社アサヒダイテック 9190001012868
金型の一体成形加工方法の確立による精度向上と生産性
向上の実現

桑名三重信用金庫

8 3024120021 三重県 浅井東海物流株式会社 6190001014181
高性能ウエルダー導入による保守管理の改善と生産性向上
の取組み

北伊勢上野信用金庫

9 3024120024 三重県 株式会社ツーワン精機 6190001013869
トランスミッション部品のバラつき０．０５㎜を実現する３次元
３軸旋盤加工技術の高度化事業

桑名三重信用金庫

10 3024120025 三重県 旭電機化成株式会社 8120001011596
業務用ブレンダーの高い撹拌能力を維持した介護向け充電
式携帯ブレンダーの開発

株式会社エフアンドエム

11 3024120026 三重県 万協製薬株式会社 9190001010896
顧客要求を満足するシュリンク包装設備導入による液剤専
用工場の実現

三重県商工会連合会

12 3024120027 三重県 有限会社玉城アクトファーム 6190002009107
加工食品の栄養成分表示義務化に伴うコストの極小化（１３
分の１）と新規事業

三重県商工会連合会

13 3024120028 三重県 株式会社大田酒造 4190001008425
海外の新市場を開拓するための製造プロセスの改善と新製
品の開発計画

北伊勢上野信用金庫

14 3024120029 三重県 桑名精工株式会社 2190001012172 最新鋭加工機導入による精度安定とサイクルタイム短縮 公益財団法人三重県産業支援センター

15 3024120031 三重県 ＣＳＧコンサルタント株式会社 2190001006802
社会資本を守れ！革新的なリバースエンジニアリング技術
の開発

株式会社百五銀行

16 3024120033 三重県 長谷川シャッター工業株式会社 4190001015925
シャッター修理短納期化ニーズに対応するための外注部品
内製化計画

北伊勢上野信用金庫

17 3024120035 三重県 おぼろタオル株式会社 4190001000209
独自製品製造３Ｋ職場の自動化による生産性向上と少子高
齢化対応

株式会社百五銀行

18 3024120042 三重県 株式会社華月 9190001014550
成形技術の高度化による四日市萬古焼・超軽量土鍋の製造
事業

四日市商工会議所

19 3024120043 三重県 株式会社かわよし 5190001001296
最新鋭システム搭載のサイレントカッター及び真空充填機導
入による高品質で低価格なウインナーの供給への対応

株式会社百五銀行

20 3024120045 三重県 山中工業株式会社 9190001009534
高性能ベンディングマシン導入による複合成形技術の高度
化により半導体市場での販路開拓を実現

株式会社百五銀行

21 3024120046 三重県 伊賀電子株式会社 9190001008362
極小実装部品への対応力を強化するための３Ｄ基板外観検
査機導入計画

北伊勢上野信用金庫

22 3024120048 三重県 株式会社ベアプロ 9190001019599
ＣＮＣ旋盤導入による複合加工技術の確立と高度な顧客
ニーズに応えるための生産体制の構築

桑名三重信用金庫

23 3024120049 三重県 航空機部品生産協同組合 7190005010795
ロボット活用による革新的技術を導入したスマートクラスター
化への一貫生産体制強化の実現

西川明樹

24 3024120050 三重県 有限会社安達鉄工 8190002019070
産業用ロボットの需要増に対応する減速機部品の高精度化
と生産性向上の両立

桑名三重信用金庫

25 3024120051 三重県 株式会社レグルス 2190001005507 自動車用重要保安工程部品　生産工程の自動化 株式会社商工組合中央金庫

26 3024120052 三重県 有限会社現場サイド 6190002004462
明瞭で迫力ある音響を目指した、最新のデジタル音声ネット
ワークと拡声システムの導入

公益財団法人三重県産業支援センター

27 3024120053 三重県 株式会社ヤマキ勢力菊次郎商店 4190001007856
答志島からお届けするシャキシャキ健康アカモクの試作開
発と量産化

鳥羽商工会議所

28 3024120055 三重県 有限会社中村化成 6190002017778
生産性向上のための省力装置と新たな切削刃物の開発事
業

桑名三重信用金庫

29 3024120056 三重県 株式会社イズミ 6190001012870
溶接プロセス改善によるリードタイムの短縮を図り生産性向
上及び短納期対応を実現

桑名三重信用金庫

30 3024120058 三重県 株式会社ラセック 2190001010696 形状測定機導入で品質保証確立と生産現場の環境改善 株式会社百五銀行

31 3024120059 三重県 松井機工有限会社 9190002009707
精密微細加工技術高度化と材料歩留まり向上における高効
率化のシステム構築

公益財団法人三重県産業支援センター

32 3024120060 三重県 株式会社ＦＥＥＤ 5190001005990
自動車・航空産業の旺盛な試作開発需要に応える生産体制
の構築

株式会社第三銀行

33 3024120061 三重県 有限会社三鈴印刷 7190002007142 ワンツーワンのダイレクトメール印刷サービス 株式会社三重銀行

34 3024120064 三重県 昭和電機伊賀株式会社 9120001015150 立旋盤導入による高耐圧性送風機の一貫生産の開始 株式会社百五銀行

35 3024120065 三重県 有限会社コーナン工業 6122002010182
サーボモーター駆動スクリュープレス導入による熱間鍛造技
術の高度化と多品種少量生産体制の構築

北伊勢上野信用金庫

36 3024120066 三重県 中川電装株式会社 8190001010419 自動車モータ用ホルダーの検査自動化による生産性向上 株式会社三重銀行

37 3024120067 三重県 有限会社スギモリ工機 7190002007506
難削材（チタン）加工技術を習得して新たに再生医療市場に
進出する

株式会社第三銀行

38 3024120068 三重県 株式会社富士工業所 4122001019978
最新鋭廻取側面研磨機の導入によるチップソーの高精度・
高効率生産体制の確立と売上拡大計画

株式会社商工組合中央金庫

39 3024120070 三重県 株式会社福岡醤油店 3190001008847
自動圧搾機導入により生産性向上を図り国内外ハラール市
場開拓

三重県商工会連合会

40 3024120071 三重県 有限会社伊賀木工所 3190002012022
最新型ランニングソー導入による生産効率向上と新たな化
粧板加工の受注拡大計画

島本昌一

41 3024120074 三重県 橋本電子工業株式会社 5190001010462
スタートアップ企業向け量産工場の実現に向けた試作プロ
セス改善

公益財団法人三重県産業支援センター

42 3024120075 三重県 株式会社テイク 1190001003651
解析技術の高度化により次世代自動車部品の生産性向上
を図る

株式会社三重銀行

43 3024120077 三重県 三重化学工業株式会社 9190001010608
医療介護用製品の比重が異なる物質の混錬・攪拌技術の
高度化事業

株式会社百五銀行

44 3024120078 三重県 呉山コルク工業株式会社 1190001014764
４軸３Ｄ切削機導入によるコルク製オリジナル履物“ＷＡ－Ｇ
ＥＴＡ”の新展開

森和巳

45 3024120079 三重県 株式会社世古工務店 5190001005140
重機リーダーの新規開発による高精度杭打ち施工技術の確
立

浅沼慎也

46 3024120080 三重県 有限会社ＨＩＲＡＮＯ ＭＥＴＡＬ ＷＯＲＫＳ 3190002017558
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

株式会社名古屋銀行

47 3024120081 三重県 株式会社エルモ 6190001011542
熟練技術の自動化によるチークデッキ施工の短納期化と顧
客満足度向上

株式会社エフアンドエム

48 3024120082 三重県 株式会社トミナガ 3190002017896
強化ダンボール等幅広い素材による梱包箱、緩衝材の製造
へ向けた切断技術の高度化

桑名三重信用金庫

49 3024120083 三重県 株式会社セキデン 6190001003432
ＮＩＰＳＳ導入による、生産状況の見える化、自動化、効率化
の実現

中央朝日コンサルティング株式会社

平成３０年度補正　ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金　１次公募
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50 3024120084 三重県 吹上鋼材有限会社 4190002009570
インフラ補修に用いる鉄筋加工における生産性向上および
外国人労働者の戦力化

草深英夫

51 3024120085 三重県 山田化学株式会社 1190001008774
段ボールケース全自動高速製函機を活用した女性・高齢者
の雇用保護と生産性向上

公益財団法人三重県産業支援センター

52 3024120088 三重県 中央精密株式会社 5190001013754 洗浄工程の自動化による生産性の向上及び品質改善計画 桑名三重信用金庫

53 3024120094 三重県 株式会社ヨシダ建機 4190001024199
現場直行！可動式軸穴加工機による「ピン穴修理　超特急
訪問サービス」の提供

松阪商工会議所

54 3024120099 三重県 有限会社木下鐵工所 4190002010470
高速ラジアルボール盤導入による生産プロセスの改善と市
場競争力強化

浅沼慎也

55 3024120100 三重県 丸山運送株式会社 4190001008664
地域密着型の運送会社が新たに展開するオートボディプリ
ント事業

北伊勢上野信用金庫

56 3024120101 三重県 勢和建設株式会社 6190001002203
ポーラスコンクリートを複合させた環境配慮型積みブロック
製品の開発

株式会社百五銀行

57 3024120106 三重県 中勢製氷冷蔵株式会社 2190001000631 生産プロセスにＡＩ技術を導入することによる製品の高度化 菅原由一

58 3024120107 三重県 株式会社エム・オー機器 4190001012071
切粉の除去プロセス改善による持続可能なビジネスモデル
の確立

浅沼慎也

59 3024120109 三重県 有限会社近藤工作所 3190002017723
自動車部品等搬送パレットのロボットによる自動溶接技術の
高度化事業

株式会社百五銀行

60 3024120110 三重県 近藤石灰工業株式会社 3200001013597
脱硫石膏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

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

61 3024120111 三重県 株式会社アヅマヤ 4190001012006
低周波振動切削搭載ＣＮＣ自動旋盤導入による難加工部品
の生産性向上の実現

株式会社大垣共立銀行

62 3024120114 三重県 株式会社アマノウッド 1190001018757
物流改善提案に資する木製パレット多品種中ロット生産体
制の開発

糸川純平

63 3024120122 三重県 株式会社明和製作所 6190001017515
門型マシニングセンタ導入による、自社開発技術の生産性
の向上と拡大

株式会社百五銀行

64 3024120135 三重県 中外医薬生産株式会社 5190001008548
医薬品へのＧＳ１コード印字によるトレーサビリティ機能強化
で海外展開を図る

株式会社百五銀行

65 3024120141 三重県 株式会社アヤマ電子工業 5190001008969
外観検査装置導入による自動車市場・医療機器市場の高品
質製品安定供給ニーズへの対応

北伊勢上野信用金庫

66 3024120142 三重県 宏洋配管機器株式会社 1190001008469
高速・高性能マシニングセンタ導入による産業ロボット市場
に対応できる生産体制の構築

北伊勢上野信用金庫

67 3024120143 三重県 有限会社ミハタ電子 3190002013169
最新画像検査装置導入による高品質製品の安定供給を実
現することにより高度な顧客ニーズに応える

株式会社南都銀行

68 3024120144 三重県 尾鷲物産株式会社 3190001004391 新商品開発およびそれに伴う品質保持処理技術開発 野田国一

69 3024120145 三重県 株式会社水谷精機工作所 8190001012613
高性能船舶スタビライザーの大型部品の加工効率化による
生産性向上

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

70 3024120146 三重県 伊藤精工株式会社 7122001021816
高洗浄度、高効率、環境配慮型洗浄装置の導入による半導
体製造装置部品の獲得

株式会社滋賀銀行

71 3024120147 三重県 松阪可鍛株式会社 8190001010550
高精度発光分光分析装置導入による品質管理の向上と生
産効率の向上

株式会社百五銀行

72 3024120149 三重県 株式会社大栄産業 4190001012344
業界初、ガスコック組付圧力検査装置の開発による精度と
生産性の向上

浅沼慎也

73 3024120150 三重県 有限会社ホリ 1190002017114
老舗珈琲店の熟練技術承継！最先端技術の焙煎機導入に
よる生産性向上

株式会社百五銀行

74 3024120151 三重県 有限会社アイサン技研 9190002016232
３ＤＣＡＤ導入で設計プロセスを強化！高精度な専用機を短
納期で製作！

桑名商工会議所

75 3024120152 三重県 有限会社ミフジ印刷 8190002004320
県下初の加工設備による短納期の実現と製本工程の高品
質化による受注拡大

税理士法人エベレスト

76 3024120153 三重県 株式会社平山鉄工 4190001025981
ＣＮＣ旋盤導入による内製化比率の向上と短納期・低コスト
生産の実現

北伊勢上野信用金庫

77 3024120154 三重県 有限会社片岡技研 5190002000371
アルミ電線、第５世代自動車に対応する高精度治具部品加
工の内製化による競争力強化

津商工会議所

78 3024120155 三重県 株式会社林営農センター 2190001004723
玄米製造ラインの生産体制整備による自社ブランド米の構
築及び付加価値率向上計画

株式会社百五銀行

79 3024120156 三重県 株式会社中部コーポレーション 7190001012399
最新高速複合機導入により作業工程短縮で生産性向上と
短納期化を実現

株式会社中京銀行

80 3024120159 三重県 有限会社フジサト動物病院 8190002010302
低侵襲高速手術法が拓く！地方で構築する高齢ペットも安
心の手術体制

伊勢商工会議所

81 3024120163 三重県 有限会社廣瀬製作所 4190002017904
ＣＮＣ自動旋盤の導入により工程削減を行い、精度及び生
産性の向上を図る！

桑名三重信用金庫

82 3024120166 三重県 共和木材有限会社 6190002004636
木製パレット製造ライン導入による顧客ニーズへの対応と生
産性向上の実現

亀山商工会議所

83 3024120167 三重県 株式会社菜友 3190002018424 業界ナンバー１選択給食システムのＳａａＳサービス提供 若杉拓弥

84 3024120168 三重県 株式会社うおすけ 9190001010888
高機能自動ラベラーの導入による業務の効率化と経営革新
の推進

三重県商工会連合会

85 3024120170 三重県 三重ローソク株式会社 8190001003505 和ろうそくの良さを取り入れたハイブリットローソク開発製造 亀山商工会議所

86 3024120171 三重県 旭鍍金株式会社 7190001000049 アルミ合金材へのダイレクトめっきプロセスの開発 株式会社百五銀行

87 3024120172 三重県 大享印刷株式会社 2120901011288
薄紙印刷の目視検査による品質問題解決のための検査機
器導入計画

松阪商工会議所

88 3024120173 三重県 エバ工業株式会社 8190001012068
最新横中ぐりフライス盤導入による高精度大物部品の生産
性向上

桑名三重信用金庫

89 3024120175 三重県 株式会社ちなみ 5190001013399
生物処理を含む高度な排水処理装置の導入によるメッキの
生産性向上と水濁法遵守

三重県商工会連合会

90 3024120176 三重県 糸川屋製菓株式会社 8190001004172
強みである小麦加工技術を活かし量産グルテンフリース
イーツ開発

熊野商工会議所

91 3024120177 三重県 有限会社荒木國一商店 7190002019096
蒸気殺菌器導入で市場ニーズに即応する高付加価値商品
開発事業

三重県商工会連合会

92 3024120178 三重県 株式会社宮忠 3190001007048 新元号を契機に神棚等の組立キット製造販売で新市場開拓 伊勢商工会議所

93 3024120180 三重県 株式会社タナカ 7190001015476
販売管理ＩＴシステムを活用した物流・工事における業務効
率の向上

税理士法人ＡＣＴ

94 3024120181 三重県 有限会社伊勢屋精肉店 9190002008642
スライサー導入による精肉加工業務の生産性向上と「あかり
のぽーく」の販売促進

三重県商工会連合会

95 3024120183 三重県 光精工株式会社 5190001012500
軸受用針状ころの超高速測定技術の確立による生産プロセ
スの改善

株式会社百五銀行

96 3024120184 三重県 株式会社ミネルヴァ 2190001007577
ジェラート自社製造拠点を設置することで、地域資源を活用
した新商品を開発し、新たな顧客の開拓を進め、生産性の
向上を図る！

公益財団法人三重県産業支援センター

97 3024120185 三重県 有限会社魚作商店 4190002005025
未利用資源の小魚を燻製し「つまみ・おやつ」市場の開拓と
地域産業にも貢献

熊野商工会議所

98 3024120189 三重県 岩崎工業株式会社 2150001005584
異素材一体成形による「患者にやさしい医療器具」の量産体
制の構築

公益財団法人三重県産業支援センター

99 3024120191 三重県 丸北研磨株式会社 7190001013307
２軸切断機普及に伴う高精度刃物研磨需要に高性能加工
機導入で対応

三重県商工会連合会



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

100 3024120193 三重県 林口工業株式会社 5190001000868
顧客毎の特注高機能スクリーン（多品種）製造の生産性向
上

株式会社百五銀行

101 3024120197 三重県 株式会社多湖農園 2190001022394
空中からの農薬散布及び肥料散布による収穫量と利益の
増加

出口紀幸

102 3024120201 三重県 トラットリアイルテルノ
最新設備導入でポータグルメ市場への新規参入と顧客満足
度の更なる向上を実現

亀山商工会議所

103 3024120207 三重県 株式会社マキシンコー 6120001089552
低振動・低騒音な高精度ウォームギヤの革新的高効率生産
体制の構築に資するＣＮＣ歯車試験機の導入

株式会社関西みらい銀行

104 3024120213 三重県 株式会社富士製作所 7120001088628
工程内ボトルネックへのロボット導入による半自動化製造の
実現

株式会社百五銀行

105 3024120214 三重県 鈴木金型有限会社 3190002014852
ＣＮＣ旋盤導入によるボトルネック工程の改善と短納期化・
生産性向上の実現

三重県商工会連合会

106 3024120216 三重県 マルキ商店
高温高圧調理技術の導入によるレトルト商品開発と新規顧
客獲得

三重県商工会連合会

107 3024120218 三重県 株式会社大西縫工所 3190001011165
自動延反機導入で適正な人員配置の実現による生産性の
向上

三重県商工会連合会

108 3024120221 三重県 伊賀小野田レミコン株式会社 2190001008352
再資源化技術を取り入れた災害用ブロックの製品開発によ
り新たな価値を創出する

株式会社百五銀行

109 3024120222 三重県 トーア紡マテリアル株式会社 9120001104878
新規熱処理機導入による高機能製品の製造と生産設備の
ネットワーク化による生産性の向上

公益財団法人三重県産業支援センター

110 3024120223 三重県 株式会社田辺真珠養殖場 9190001020697
海外販路拡大による国内生産工場の高能率増産設備導入
事業

株式会社百五銀行

111 3024120228 三重県 株式会社高山化成 9122001019230
自社独自のアニーリング（歪み除去）技術開発で革新的な生
産性向上

株式会社紀陽銀行

112 3024120229 三重県 中京プラケア株式会社 4180001026155 無人搬送車最適ルート手配システムの開発 三重県商工会連合会

113 3024120230 三重県 株式会社協立製作所 8190001004932
自動車メーカーの試作品製作プロセスの高精度化及び短納
期化

小倉裕樹

114 3024120233 三重県 株式会社福持酒造場 4190003001163
日本酒製造時の乳酸添加量を減らす製法の確立による製
品風味の向上

名張商工会議所

115 3024120235 三重県 株式会社鈴工 6190001006732
木材搬送装置の高速化とプラント納期短縮による顧客価値
の向上

株式会社百五銀行

116 3024120236 三重県 西川建設株式会社 6190001021855
造形美に富む曲面形状の造作物を活用した内装材の提案
型供給事業

株式会社三重銀行

117 3024120237 三重県 株式会社ヤナギダ・テクノ 1190001004534
２色異材質全自動射出成形機導入による樹脂成型と組立工
程の統合

三重県商工会連合会

118 3024120240 三重県 有限会社比土工業 9190002012826
より耐久度の高い珪藻土製芯材レスタイプ保護管の開発と
海外輸出展開

株式会社百五銀行

119 3024120243 三重県 合資会社西村商店 3190003000843 業務用商品ＢＩＢ工程整備による、市場課題への対応 三重県商工会連合会

120 3024120248 三重県 株式会社タートルエデュケーション 7190001018859
「回路＋プログラミング」小中学生向けオンラインプログラミ
ングスクールで良質な教育を全国に！

四日市商工会議所

121 3024120250 三重県 株式会社こんま亭 6190001013571
真空万能調理機導入による生産性向上・労働環境改善・地
元素材の活用

三重県商工会連合会


