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
神奈川県採択案件一覧（366件）

公募回 １次公募
No.

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
半導体市場の成長に寄与する精密金型製造用研削砥石の
生産性向上計画
自動車部品への採用が拡大する高耐食性めっきの高効率
ライン構築
産業用蓄電池設備等の安全キャップ生産能力向上に向け
た工程改革計画
超硬合金の高靭化と評価システムの確立
小物切削部品の高速高精度マシニング加工システムの構
築

認定支援機関名

1 2914110001

神奈川県 有限会社サクラダイヤモンドツール研究所

4010802018549

2 2914110003

神奈川県 有限会社高村工業所

4021002041571

3 2914110004

神奈川県 株式会社河村樹脂工業所

6020001019833

4 2914110005

神奈川県 株式会社不二ＷＰＣ

3021001019124

5 2914110006

神奈川県 株式会社アイカワ

7021001063011

6 2914110007

神奈川県 株式会社豊田製作所

8020001073812

複雑高精度なロボットハンドに対応した加工技術の開発 株式会社横浜銀行

7 2914110008

神奈川県 株式会社メープル

6021001011680

蒸着重合装置による表面処理業界への新規事業参入

8 2914110010

神奈川県 株式会社サンケイエンジニアリング

9020001017413

9 2914110014

神奈川県 株式会社阿部機械製作所

2020001067324

10 2914110016

神奈川県 株式会社アピック

7020001065793

11 2914110018

神奈川県 シンデン株式会社

2020001020547

12 2914110019

神奈川県 株式会社浅野ファスナー

9020001016555

13 2914110021

神奈川県 株式会社ＳＴＹ

6020001090198

14 2914110023

神奈川県 株式会社成正

5021001061264

15 2914110024

神奈川県 有限会社山内エンジニアリング

8021002025760

16 2914110027

神奈川県 株式会社三和交通統轄本部

5020001014752

17 2914110029

神奈川県 三和電機株式会社

3020001064106

18 2914110031

神奈川県 株式会社木村産業

5021001006293

19 2914110033

神奈川県 株式会社木村精機

9021001026255

20 2914110035

神奈川県 株式会社茂光製作所

1021001012502

21 2914110036

神奈川県 宰英工業株式会社

8021001006828

22 2914110039

神奈川県 株式会社竹内型材研究所

3021001021170

23 2914110041

神奈川県 株式会社ミツル

2020001009375

24 2914110042

神奈川県 株式会社都留

5010801014639

25 2914110043

神奈川県 株式会社ミツル光学研究所

5020001068575

26 2914110045

神奈川県 有限会社協立精工

4020002086164

27 2914110046

神奈川県 恒心鉄工株式会社

4020001080531

28 2914110047

神奈川県 株式会社サイトウ製作所

8020001009931

29 2914110049

神奈川県 三宝精機工業株式会社

3020001007428

30 2914110052

神奈川県 株式会社コトブキ製作所

7020001017340

31 2914110053

神奈川県 株式会社中越工業

8020001008958

32 2914110054

神奈川県 株式会社ハルツ

1020001029993

33 2914110055

神奈川県 株式会社海津工業所

7021001022446

34 2914110056

神奈川県 株式会社港北精工

3020001008566

35 2914110057

神奈川県 株式会社フィールド

6020001020898

36 2914110061

神奈川県 株式会社三陽製作所

7020001006293

37 2914110064

神奈川県 東新工業株式会社

8020001033139

38 2914110065

神奈川県 株式会社吉光工業

7020001067220

39 2914110068

神奈川県 株式会社トモエレクトロ

1021001015595

40 2914110071

神奈川県 株式会社田中畳店

9021001032195

41 2914110072

神奈川県 株式会社ＳＫジャパン

9020001069487

42 2914110074

神奈川県 株式会社末吉ネームプレート製作所

5010401014790

43 2914110078

神奈川県 大草薬品株式会社

6021001040069

44 2914110079

神奈川県 株式会社Ｓａｎｓｅｉ

9020001036388

45 2914110080

神奈川県 リカザイ株式会社

7020001070422

46 2914110081

神奈川県 株式会社オーエイ

2021001011503

47 2914110083

神奈川県 高久製パン株式会社

7021001036900

48 2914110086

神奈川県 株式会社瀬戸水産

8470001010555

49 2914110088

神奈川県 有限会社清水製作所

8021002029002

50 2914110089

神奈川県 窒化工業株式会社

5020001073682

51 2914110090

神奈川県 株式会社バネックス

3020001021404

52 2914110091

神奈川県 株式会社秀研舎

7020001020468

53 2914110092

神奈川県 有限会社タニーテック

4021002002342

54 2914110095

神奈川県 城北工業株式会社

3020001017708

55 2914110096

神奈川県 株式会社ラムダプレシジョン

4021001021327

56 2914110097

神奈川県 株式会社平井製作所

1020001000905

57 2914110098

神奈川県 株式会社アプトシステム

6020001033132

積層造形（３Ｄプリンタ）を活用した電気測定装置等の
設計製造技術の開発
欧州向け医療機器部品生産における新体制の構築
自動車搭載用マイクロコネクタ向けプレス金型パーツ製
造の短納期化計画
耐久試験機高度化による開発技術の向上及び営業力の強
化
難削材部品加工における加工技術の開発による短納期体
制の構築

株式会社エフアンドエム
平塚信用金庫
株式会社エフアンドエム
公益財団法人相模原市産業振興財団
相愛信用組合

税理士法人あおば綜合
公益財団法人横浜企業経営支援財団
公益財団法人川崎市産業振興財団
株式会社エフアンドエム
川崎信用金庫
横浜信用金庫

鉄道関連の安全性に対応した部品の高精度短納期化事業 シェアビジョン株式会社
地域課題に対応したフライアッシュ活用戦略への取り組
み
アスペクト比の大きなアルミニウム角型ケースの超深絞
り技術開発
地域交通を助けるタクシーＩｏＴ配車代行サービス「オ
ペサポ」
複雑形状機構部品の試し曲げレスベンディングシステム
の構築
破損した梱包用ダンプラ天板のリユースサービス
最先端レーザーチャンバー用ファン部品の高精度加工体
制の構築
ＮＣ旋盤導入に伴う熟練工の再配置による新規受注開拓
体制の確立
新型加工設備の導入による生産性の向上による競争力及
び体制の強化
拡大するロボット産業を支える機能性用途部材（ロボメ
カプレート）の試作開発
新デバイスに使用される高精度硝子の良品率アップと受
注拡大体制の実現
インバウンドの影響を受ける飲食店やホテル向け板金部
品の自動溶接計画
半導体製造に不可欠な丸型ガラス基板の製造能力獲得お
よび生産体制の構築
航空機難削材部品における歪み抑制加工技術の確立と事
業展開
生産効率２５％向上による高精度筐体需要への対応
薄板ステンレスの高効率ファイバーレーザ溶接システム
の確立
旧式機械を高精度ＮＣ工作機械に再生させる高度レトロ
フィット技術の確立
高強度アルミ合金を用いた板金部品の試作開発
都市型パンチレーザ複合機導入による高品質ブランクシ
ステムの確立
復活！高精度・高能率・高品質・低コストの研削加工技
術の再確立
ＩｏＴネットワーク機能を備えた溶接ロボット導入と社
内の治具製作技術の融合による生産革新
大型マシニングセンター＆真空チャックによる難削材の
薄物加工
複合旋盤導入での工程集約による生産の効率化と高精度
化
金型管理の自動化による、大幅な生産性向上と金型保全
管理システムの構築
多品種・少量のものづくりに適したコンパクトなフープ
めっきラインの実現
宇宙航空業界の要求に対応する高精度フレキシブルレー
ザ切断システムの構築
極小チップに対応した研究用プリント基板の実装・リサ
イクル技術の確立

小島 規彰
公益財団法人相模原市産業振興財団
株式会社三井住友銀行
芝信用金庫
神奈川県商工会連合会
小形文夫
西武信用金庫
湘南信用金庫
株式会社横浜銀行
株式会社静岡銀行
株式会社エフアンドエム
株式会社静岡銀行
公益財団法人相模原市産業振興財団
公益財団法人川崎市産業振興財団
横浜信用金庫
横浜信用金庫
横浜信用金庫
横浜信用金庫
公益財団法人神奈川産業振興センター
株式会社横浜銀行
株式会社みずほ銀行
川崎信用金庫
公益財団法人横浜企業経営支援財団
株式会社マイルストーン・コンサルティング・グ
ループ
株式会社横浜銀行
西武信用金庫

ヘリなし畳製造の生産性向上による、若手職人の製造技
横浜信用金庫
能向上及びベテラン職人の提案営業人「財」化
高信頼性基板設計の環境構築による経営力向上
川崎信用金庫
先端シール印刷機の導入を通じた生産プロセスの改善と
公益財団法人川崎市産業振興財団
ＣＳの向上
小児向け便秘薬の開発による販路拡大（ＢｔｏＣ）と受
株式会社横浜銀行
託事業による新規顧客の獲得（ＢｔｏＢ）
四肢用ＭＲＩ搭載コンテナ車の試作品製作と巡回撮影
サービスの実証実験
少量多品種対応の金属箔の総合メーカへの転換のための
設備投資及びプロセス改善
ＩＥ活用筐体量産体制構築のための高生産性スポット溶
接機導入
最新トンネルオーブン導入で、パン焼き工程の生産性と
労働環境を改善
インバーター冷凍冷蔵庫導入による、生産性向上と売り
上げ拡大
板金曲げ加工の精度向上・加工時間の短縮による生産性
向上の為の新型設備導入
長尺製品加工工程の改善
複雑形状・Ｒ曲げに対応する高精度ベンディングシステ
ムの確立
大型ベアリングレース製作用金型の生産プロセスの高度
化
２５００ｍｍ以上の特注の門扉、カーポート、パーティ
ション製造
バーリング加工の向上による半導体製造装置部品の安定
供給計画

公益財団法人横浜企業経営支援財団
公益財団法人川崎市産業振興財団
税理士法人りんく
特定非営利活動法人横浜中小企業診断士会
株式会社百十四銀行
株式会社八千代銀行
株式会社三井住友銀行
川崎信用金庫
城南信用金庫
横浜信用金庫
株式会社エフアンドエム

シリコンフォトニクスの革新的品質管理プロセスの構築 税理士法人りんく
生産管理システムと作業分析ツール導入による飛躍的生
公益財団法人横浜企業経営支援財団
産性向上と組織力の強化
次世代高速認証システムによる介護施設の業務効率化支
東京中央経営株式会社
援サービス

No.

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

58 2914110099

神奈川県 有限会社ニツト

8021002046708

59 2914110100

神奈川県 日本エイブル株式会社

2010901008907

60 2914110101

神奈川県 株式会社三浦工業

5021001046331

61 2914110102

神奈川県 トラストハイテック株式会社

8020001047618

62 2914110104

神奈川県 株式会社アカウティングプロ

5020001110031

63 2914110105

神奈川県 株式会社ニットー

9020001006606

64 2914110107

神奈川県 恵比寿技研株式会社

5021001048451

65 2914110108

神奈川県 熊沢酒造株式会社

8021001006753

66 2914110109

神奈川県 クズミ電子工業株式会社

3020001000143

67 2914110110

神奈川県 日本通信機株式会社

4021001025699

事業計画名
自動車部品の安全性を高める金型の精度向上と工期短縮
計画
自動車電子機器部品の金型におけるメンテナンス事業の
対応数拡大計画
自動車製造ライン設備生産の生産性向上によるターゲッ
ト層拡大
大物製品の生産効率を高める追従装置付きベンディング
システムの構築
人工知能を活用した人材やＭ＆Ａ等のマッチングサービ
ス

認定支援機関名
横浜信用金庫
株式会社静岡銀行
大和商工会議所
さわやか信用金庫
かながわ信用金庫

革新的な内視鏡外科手術向け装着型上肢支持装置の開発 公益財団法人横浜企業経営支援財団
精密金属部品の生産プロセス改善と一貫生産体制強化に
中栄信用金庫
よる生産性向上
湘南らしさを活かしたオリジナル蒸留酒（ウイスキー）
株式会社静岡中央銀行
の試作開発
新クリームハンダ印刷機導入による大型電源基板への対
株式会社静岡銀行
応
電波天文観測向け高性能冷却低雑音増幅器の試作開発

大和商工会議所

医療機器向け製品の高生産性・低コスト化を実現する板
川崎信用金庫
金曲げ工程の革新
新規設備導入し、複雑な３次元加工の生産性向上と優位
公益財団法人相模原市産業振興財団
性を図る

68 2914110111

神奈川県 有限会社泰治産業

6020002084315

69 2914110112

神奈川県 株式会社丹後製作所

4021001014974

70 2914110114

神奈川県 久保田酒造株式会社

1021001016123

71 2914110115

神奈川県 株式会社ゼオシステム

9020001023519

72 2914110118

神奈川県 株式会社共栄製作所

9021001022915

73 2914110120

神奈川県 有限会社横浜アークシステム

6020002066255

74 2914110121

神奈川県 大同工業株式会社

3021001025493

75 2914110122

神奈川県 有限会社オーツーファニチャー

7180002084678

76 2914110123

神奈川県 株式会社シンセイ電子

3020001062729

77 2914110124

神奈川県 高津通信株式会社

1020001079535

78 2914110126

神奈川県 グリーンブルー株式会社

8020001041835

79 2914110127

神奈川県 株式会社小野精工

5020001008399

80 2914110134

神奈川県 株式会社大日商会

7120001157746

81 2914110135

神奈川県 株式会社キョーワハーツ

1020001055791

82 2914110136

神奈川県 株式会社鈴木製作所

6020001046043

83 2914110137

神奈川県 株式会社大矢製作所

6020001069028

環境型ライン追加に伴うデザイン面での競争力強化及び
市場への訴求力の向上
サービス産業を支える匠の技を全国に届ける生産工程の
革新
極小電子部品の実装技術導入による高品質、短納期、低
コスト化の実現
高密度プリント配線基板の部品実装技術および生産プロ
セスの革新
ナレッジ共有型基幹システムによる環境モニタリング
サービスの全国展開
非付加価値作業を排除するファイバーレーザ溶接システ
ムの構築
ＥＶ化が進むトラック業界向け薄物鉄鋼製品の超小ロッ
ト生産プロセスの確立
微細・複雑プレス加工を実現するための金型製作プロセ
スの革新
大物＆特殊曲げにフレキシブルに対応する曲げシステム
の構築
摩擦圧接部品における自動化技術の確立

84 2914110138

神奈川県 松村鋼機株式会社

8021001030480

洗浄システム導入による洗浄度向上とリードタイム短縮 株式会社八千代銀行

85 2914110141

神奈川県 有限会社伊豆精機製作所

1020002026569

質量分析装置基幹部品における高精度化及び生産性向上 公益財団法人神奈川産業振興センター

86 2914110142

神奈川県 株式会社スリーハイ

1020001044142

87 2914110143

神奈川県 有限会社星野製作所

1020002090433

88 2914110144

神奈川県 東京精密発條株式会社

6020001059029

89 2914110145

神奈川県 Ｊリンク株式会社

4020001090159

90 2914110147

神奈川県 株式会社湊エンジニアリング

8020001067095

91 2914110148

神奈川県 江南ジーテック株式会社

7021001036462

92 2914110149

神奈川県 株式会社共栄精機

4021001029799

93 2914110150

神奈川県 株式会社大平精機

8020002006408

94 2914110151

神奈川県 株式会社東北製作所

1020002027435

95 2914110155

神奈川県 株式会社バイオクロマト

8021001001787

96 2914110159

神奈川県 有限会社早川製作所

3020002089936

97 2914110160

神奈川県 岡田電機工業株式会社

6021001040085

98 2914110161

神奈川県 有限会社三住精工

9021002038745

99 2914110165

神奈川県 ヤマセ精機株式会社

8020001004503

100 2914110166

神奈川県 有限会社ケイワークス

6020002037925

101 2914110170

神奈川県 北澤工業株式会社

9021001036378

102 2914110172

神奈川県 株式会社トーキンオール

9020001073976

103 2914110173

神奈川県 有限会社ラメール洋菓子店

8021002012429

104 2914110174

神奈川県 株式会社医研工業

2021001016097

105 2914110175

神奈川県 山協印刷株式会社

9021001036527

106 2914110176

神奈川県 株式会社ネクサスデザイン

1021001017666

107 2914110177

神奈川県 株式会社教育ネット

7020001106267

108 2914110181

神奈川県 権田金属工業株式会社

5021001012069

109 2914110182

神奈川県 株式会社由紀精密

2021001007518

110 2914110183

神奈川県 葉山工業有限会社

8020002089931

111 2914110184

神奈川県 有限会社ケイエスデンタル

1020002020605

112 2914110185

神奈川県 株式会社ミズキ

8021001027626

113 2914110186

神奈川県 有限会社神奈川技研

5021002016795

114 2914110189

神奈川県 株式会社ミヤギ

3021001033265

115 2914110193

神奈川県 株式会社小田原エンジニアリング

6021001034104

116 2914110194

神奈川県 株式会社ジャスト

1020001011844

人口・観光客増を見据えた最高級品種の生産体制革新

若杉拓弥

尿流計を製作し在宅で排尿流量計測する実証試験及び販
公益財団法人神奈川産業振興センター
売実施体制
高精度旋削加工と無人化による研削出来高アップと人員
中栄信用金庫
再配置
産業ロボット用各種冶具及び制御装置部品の精密加工

空前活況！産業用ヒーターの製造環境高機能化による顧
客満足度の最大化
難切削作業の定量化を図り加工の精度と再現性を向上さ
せる設備投資
ベンディングマシン用曲げ金型の最適生産体制による利
益向上への取組み
自社開発長距離空気搬送機の主要部品内製化による短納
期化・低コスト化・搬送能力の向上
最新マシニングセンター導入による測定機部品の高精度
加工の実現
スーパーエンジニアリングプラスチックの高精度加工開
発と加工時間短縮
ＮＣ旋盤における精度加工用工具開発及び新工程での加
工開発
難削材の研磨加工データをＮＣ設備に蓄積することで加
工技術の標準化を実現し生産性を上げる
同軸加工が可能な機械の導入で顧客からの仕様に応えら
れる高精度加工を実現する事業計画
新規直接質量分析用イオン源の開発
高電圧給電部品の高精度化及び生産効率化による量産体
制の構築
革新的な工程方式による品質保証体系の確立と生産性の
向上
先端設備の導入で製造工程を改善し特殊精密形状加工へ
挑戦
高精度な精密研削加工による手戻り率、０（ゼロ）の加
工技術確立
インプラント治療を成功に導くための自社独自発案のイ
ンプラント義歯の試作・開発・製造
高級化粧品プラスチック容器用金型製作プロセスの高度
化
溶接ロボット導入による生産性向上、原価低減及び品質
向上
焼菓子の生産効率向上による「ラメールらしさ」の維
持・強化
医療用縫合針の製造工程における真空熱処理炉設備導入
による生産能力向上
Ｗｅｂ ｔｏ Ｐｒｉｎｔシステムの導入とプリプレス工
程の生産性向上
新規装置導入とＷＥＢ活用によるオリジナル市場での競
争力獲得計画
スキャンから製本までの自動化を実現したアンケート集
計装置の導入
鉄道車輌駆動用電動機用銅リングの生産プロセス改善
加工サイクルの高速化および設備稼働の自動化による医
療機器部品量産ラインの構築
半導体製造装置に搭載する電子顕微鏡の精密部品供給力
増強計画
電子レンジ等で煮沸消毒可能で、製造負担も軽減可能な
新たな入れ歯製作
アナログ式（レトロ）加工機のＩｏＴ化による“見える
化”と生産革新
溶接ロボットによる折損標識保持具の製造
電動自動車向け空調部品の実現に向けた金属旋削加工の
小型化・高精度化技術の確立
ＥＶ・ＰＨＥＶ向け新型モータ生産工程・生産設備の確
立。
最新技術で実現する安全で低価格な構造物の高精度調査
事業

株式会社翼コンサルティング
大和商工会議所
株式会社名古屋銀行
株式会社静岡銀行
川崎信用金庫
公益財団法人神奈川産業振興センター
城南信用金庫
株式会社商工組合中央金庫
城南信用金庫
横浜信用金庫
株式会社横浜銀行

株式会社さがみはら産業創造センター
株式会社横浜銀行
公益財団法人横浜企業経営支援財団
川崎信用金庫
川崎信用金庫
株式会社横浜銀行
横浜信用金庫
城南信用金庫
横浜信用金庫
公益財団法人神奈川産業振興センター
川崎信用金庫
かながわ信用金庫
税理士法人あおば
湘南信用金庫
川崎信用金庫
平塚信用金庫
公益財団法人川崎市産業振興財団
湘南信用金庫
神奈川県商工会連合会
株式会社横浜銀行
多摩信用金庫
横浜信用金庫
公益財団法人相模原市産業振興財団
株式会社商工組合中央金庫
株式会社エフアンドエム
横浜商工会議所
一般社団法人首都圏産業活性化協会
湘南信用金庫
公益財団法人神奈川産業振興センター
さがみ信用金庫
ちよだ税理士法人

No.

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

117 2914110195

神奈川県 有限会社藤守精機

1021002023853

118 2914110197

神奈川県 共同カイテック株式会社

8011001006250

119 2914110198

神奈川県 ハネイ工業有限会社

4021002027059

120 2914110202

神奈川県 株式会社サーフ・エンジニアリング

3021002036688

121 2914110204

神奈川県 株式会社エムイーエス

7021001028807

122 2914110209

神奈川県 有限会社ら・ふらんす

2021002025551

123 2914110210

神奈川県 株式会社テクノステート

5020001045632

124 2914110212

神奈川県 有限会社豊工

3010902013764

125 2914110213

神奈川県 株式会社フラットフィールド

3021001024140

126 2914110214

神奈川県 株式会社アート１

4021001025550

127 2914110216

神奈川県 香川製作所

128 2914110217

神奈川県 株式会社日本名刺印刷

9020001060495

129 2914110218

神奈川県 株式会社ＺＯＯ ＬＡＢＯ

4020001064559

130 2914110219

神奈川県 株式会社湘南精機

1021001032731

131 2914110222

神奈川県 株式会社仁瓶製作所

8020001018494

132 2914110224

神奈川県 石山ネジ株式会社

9013201000560

133 2914110225

神奈川県 日本ゼトック株式会社

8010001033338

134 2914110226

神奈川県 真空企業株式会社

3020001020439

135 2914110227

神奈川県 ミツワ工業株式会社

9021001026577

136 2914110229

神奈川県 有限会社宮崎鉄工所

1021002029727

137 2914110232

神奈川県 株式会社光春製作所

4021001030591

138 2914110233

神奈川県 株式会社クリエイト＆パートナーズ

5020001044527

139 2914110234

神奈川県 オフィス・ミューズ有限会社

7021002027097

140 2914110235

神奈川県 株式会社堀内産業

8020001021671

141 2914110239
142 2914110240

神奈川県 有限会社寿産業
神奈川県 株式会社かどや

5021002037858
9021001029332

143 2914110241

神奈川県 株式会社エスエムケイ

9021001016108

144 2914110242

神奈川県 株式会社ニューセラ

7020001062667

145 2914110243

神奈川県 株式会社高田金属塗装工業

9021001029480

146 2914110244

神奈川県 株式会社プリス

4010501023957

147 2914110245

神奈川県 有限会社ヤマミ工芸

1021002034413

148 2914110248

神奈川県 ＭＤＩ株式会社

8020001077359

149 2914110249

神奈川県 自動車工業株式会社

3021001027390

150 2914110250

神奈川県 湘南デザイン株式会社

5021001012606

151 2914110254

神奈川県 株式会社光伸化成製作所

5021001011987

152 2914110255

神奈川県 ヤマト工業株式会社

5020001116680

153 2914110257

神奈川県 株式会社ジーエーシー

9021001056178

154 2914110258

神奈川県 株式会社ムサシノ精機

9021001021306

155 2914110261

神奈川県 有限会社大豆屋

5021002011367

156 2914110262

神奈川県 有限会社光製作所

7020002012662

157 2914110265

神奈川県 株式会社コーケン

3020001086331

158 2914110266

神奈川県 きけがわ歯科医院

159 2914110267

神奈川県 株式会社田島精研

4020001020917

160 2914110268

神奈川県 株式会社ＳＫテック

1010001044861

161 2914110269

神奈川県 ＳｕｐｅｒＯｘ Ｊａｐａｎ合同会社

8010503003697

162 2914110270

神奈川県 株式会社アサヒ

5021001022332

163 2914110272

神奈川県 株式会社キクチ精密

4021001006286

164 2914110273

神奈川県 有限会社相模螺子横山工場

8021002020357

165 2914110278

神奈川県 株式会社ＹＡＭＡＢＩＳＨＩ

2010801015499

166 2914110280

神奈川県 株式会社広和産業

2021001012022

167 2914110281

神奈川県 ユタカ精工株式会社

7021001014294

168 2914110283

神奈川県 株式会社ティークエクシード

2020001054801

169 2914110284

神奈川県 有限会社藤谷製作所

1021002004291

170 2914110285

神奈川県 ハマセイ株式会社

8021001034234

171 2914110286

神奈川県 有限会社新日本技研

6021002002555

172 2914110287

神奈川県 有限会社相和シボリ工業

5020002089406

173 2914110290

神奈川県 株式会社クリークライフデザイン

3020001096371

174 2914110292

神奈川県 松栄産業株式会社

8020001069430

175 2914110293

神奈川県 有限会社アイン精巧

9020002093882

176 2914110294

神奈川県 有限会社睦デンタルセラミツク

1020002025018

177 2914110295

神奈川県 泉橋酒造株式会社

7021001026678

事業計画名

認定支援機関名

新規受注するために加工方法の改善提案と生産体制の構
多摩信用金庫
築
ＩＣＴシステムの実用化でバスダクト製造ラインの迅速
大和商工会議所
化を実現
板金技術における機能美の高度化と次世代伝承
株式会社さがみはら産業創造センター
細物段付きシャフトの高効率精密切削加工技術の開発
基板洗浄システム導入による基板製造一貫体制の革新的
取組拡充化
多種多様な芸術的デザインスイーツの量産実現による感
動の波及
複雑形状高精密部品試作に３Ｄプリンタ導入で開発期間
７割、コスト６割削減
ＨＡＣＣＰ対応強化型コンベアの生産性向上事業
電気自動車の開発期間短縮に貢献する汎用バッテリー制
御システムの開発
耐摩耗性の高い特殊陽極酸化皮膜の開発とプロセスの構
築
半導体関連製品におけるワイヤカット放電加工機を用い
た加工技術の開発
オンデマンド印刷のプロセス改善を通じた超短納期の実
現と新規需要の創出
歯科用高強度金属を使用したインプラントの超精密先進
的切削技法の開発
民間航空・宇宙部品市場への本格参入に向けた生産プロ
セス革新と試作開発
成長分野への進出を可能にする 「プレス作業ワークロ
ボ」の開発導入
測定用機器の安定した量産実現の為の「超高精度の量産
加工」体制の構築
協業ロボットを活用した歯磨き粉製造プロセスの自働化
による生産性向上
顧客の最適な環境改善、向上提案を行うための可視化シ
ステムの導入
最新型マシニングセンタ導入による生産プロセスの改善
と対応力の向上
加工サイズ多様化と幾何公差精度向上による鉄工ワンス
トップサービス事業
最新機械の導入による生産量倍増計画
最新レーザー加工機導入による、抜き加工プロセス改善
と半導体関連の受注拡大
最新の法規制に適合した中小医薬品メーカー向け工場専
用システムの開発
抜き加工プロセス改善による失注の抑制と、放送用機材
部品の受注拡大
生産性向上を実現するバリ取り工程自動化
深堀り加工用の工具開発と試作開発の迅速化
潜在ニーズに応えた低コスト・短納期製品の試作開発に
よる新市場開拓
ＦＳＷツールの短納期・低コスト製造体制を整えるため
の設備投資
無溶剤塗装工程の構築による環境負荷の低減と生産力の
増強
０．００１ｍｍ単位で粒子径を自動調整する噴霧乾燥機
の開発【特許出願済】
ビックデータ時代に即した半導体洗浄装置の樹脂部品の
生産技術確立
自然エネルギーによる冷房空調システムの新製品開発と
事業展開
抜き工程とロボット溶接を連携した高生産体制の確立
短納期・高品質ニーズに対応可能な「試作用樹脂成形金
型」の開発
天然木を樹脂と一体成型することによる最高級自動車内
装部品の試作開発
顧客の増産要請に応え、生産性向上を実現させるための
マシニングセンターの増設
業界初の複合型業態店と食肉加工所の新設に伴う熟成
シャルキュトリー事業
新市場参入に向けた鉄筋コンクリート施工用、超軽量固
定金具及び量産化技術の開発
有機認定基準内で豆腐量販店菌数検査達成と副産物おか
らの商品化事業
自動車向け部品の軽量化を可能とする革新的な絞り加工
技術の開発
有色アルマイト事業の新展開
世界最先端の閉塞性睡眠時無呼吸症候群治療による社会
課題解決

かながわ信用金庫
大和商工会議所
株式会社さがみはら産業創造センター
株式会社経営ソフトリサーチ
川崎信用金庫
厚木商工会議所
大和商工会議所
株式会社静岡中央銀行
横浜信用金庫
株式会社横浜銀行
株式会社浜銀総合研究所
川崎信用金庫
西武信用金庫
株式会社東京都民銀行
横浜信用金庫
神奈川県商工会連合会
神奈川県商工会連合会
大和商工会議所
川崎信用金庫
公益財団法人相模原市産業振興財団
横浜信用金庫
中栄信用金庫
城南信用金庫
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
横浜信用金庫
厚木商工会議所
株式会社北陸銀行
株式会社コムラッドファームジャパン
株式会社商工組合中央金庫
株式会社商工組合中央金庫
株式会社横浜銀行
株式会社八千代銀行
川崎信用金庫
株式会社横浜銀行
公益財団法人神奈川産業振興センター
株式会社神奈川銀行
神奈川県商工会連合会
横浜信用金庫
川崎信用金庫

超精密プロファイル研磨技術の高度化による競争力強化 株式会社ブレイブコンサルティング
新しい生産方法の導入による、生産性向上と、新製品製
造で、事業基盤の強化を狙う
高温超電導線材応用を加速するための側面保護層を形成
した細線化技術の開発
超高精度工作機械部品の一貫生産体制の確立
水素ステーション部品製造に対応した高精度・短納期生
産能力の獲得
当社の強みである治具設計ノウハウを活かして、薄物の
難切削加工を強化する
全自動電線加工機の導入による製造自動化プロセスの開
発
革新的な画像処理ラインの開発で目視検査業務の生産性
を飛躍的に向上させる
顧客からの引き合いに応え、新市場参入を果たすための
革新的な生産性向上
赤外線カメラによる漏水・外壁不良部の見える化と新
サービス提供
飛躍的な稼働率の改善を実現し、圧倒的な生産性向上を
目指す
新焼成機導入による生産体制の構築及び大手量販店・コ
ンビニエンスストアへの販売網確立
独自の設計ノウハウを活かした高張力鋼板用プレス金型
の大幅な競争力強化
海外デザイナーと進めるヘラ絞り製品の生産プロセスの
改善
インプラント周囲炎を防ぐカスタム・アバットメントの
開発事業
ガス供給可能な半導体製造補助装置の一括製造及び新規
市場への参入
超精密板金部品の高精度デュアルサーボベンディングシ
ステムの構築
完全アレルギー・フリーの軽量・高耐久性・高審美性義
歯の開発
「飲む→使う」へ 麹甘酒と地元野菜×甘酒ポタージュ
の開発・販売

株式会社みずほ銀行
株式会社さがみはら産業創造センター
株式会社静岡中央銀行
株式会社コムラッドファームジャパン
西武信用金庫
株式会社横浜銀行
株式会社八千代銀行
多摩信用金庫
税理士法人及川会計事務所
横浜信用金庫
さがみ信用金庫
株式会社横浜銀行
川崎商工会議所
川崎信用金庫
税理士法人及川会計事務所
川崎信用金庫
かながわ信用金庫
情報企画センター協同組合

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

178 2914110299

神奈川県 株式会社ツユキ製作所

8021001031891

次世代パワー半導体大口径化に対応する大物カーボン加
さがみ信用金庫
工システムの構築

179 2914110300

神奈川県 株式会社安田製作所

5020001010677

ＣＮＣ旋盤の導入による複雑形状加工の生産性の向上

180 2914110301

神奈川県 角丸金属有限会社

4020002096312

181 2914110302

神奈川県 三田工機株式会社

1020001067110

182 2914110303

神奈川県 イースタン技研株式会社

6021001024897

183 2914110305

神奈川県 南建工業株式会社

3010901008740

184 2914110306

神奈川県 株式会社ＴＭＫ

7020002072888

185 2914110308

神奈川県

186 2914110310

神奈川県 ジャパンガス株式会社

7010801005727

187 2914110312

神奈川県 丸栄工業株式会社

3010801011241

188 2914110313

神奈川県 株式会社萩原製作所

6021001013628

189 2914110314

神奈川県 プロテインケミカル株式会社

1010001085047

190 2914110317

神奈川県 千曲産業株式会社

9021001013113

191 2914110318

神奈川県 株式会社エイアールティ

3020001060765

192 2914110321

神奈川県 株式会社エスエープラテック

3021001058980

193 2914110323

神奈川県 株式会社富士紙器印刷

1010701017571

194 2914110324

神奈川県 株式会社リガルジョイント

6021001014411

195 2914110325

神奈川県 株式会社ＴＤＳ

7020001117207

196 2914110326

神奈川県 株式会社ソーアップ

8021001013725

197 2914110327

神奈川県 モテキ工業株式会社

2021001029462

198 2914110328

神奈川県 株式会社モリセ精工

2020001051831

199 2914110329

神奈川県 株式会社金剛コルメット製作所

2020001002859

200 2914110333

神奈川県 有限会社大新金型

2021002021914

201 2914110338

神奈川県 株式会社柳田エンジニアリング

3020001013905

202 2914110340

神奈川県 ステイシフト株式会社

1020001092083

203 2914110343

神奈川県 秋元精機工業株式会社

2020001030091

204 2914110345

神奈川県 株式会社ワイ・ケー電子

7021001027676

プリント基板穴あけ工程の生産能力向上による受注拡大 公益財団法人神奈川産業振興センター

205 2914110349

神奈川県 株式会社ミロク精機製作所

7020001002466

当社３事業の技術の結集による高い生産性を持つ革新的
株式会社浜銀総合研究所
な新型装置の試作開発

206 2914110350

神奈川県 株式会社紅輪

5020001076108

ＲＰＡ（ロボティクス・プロセス・オートメーション）
飯島眞一
の導入による着物の通信販売プロセスの改善

207 2914110351

神奈川県 株式会社高千穂

7020001015369

208 2914110352

神奈川県 株式会社オースズ

9020001008370

209 2914110354

神奈川県 ユニオンチーズ株式会社

9021001020605

210 2914110356

神奈川県 株式会社宮川製作所

1013201005740

211 2914110358

神奈川県 有限会社東和精密

6021002027916

212 2914110360

神奈川県 株式会社丸八テント商会

4180001040759

213 2914110361

神奈川県 有限会社マルコ住総

7021002033236

214 2914110362

神奈川県 株式会社ニクニ

2020001066813

215 2914110366

神奈川県 株式会社コバヤシ精密工業

3021001030997

216 2914110367

神奈川県 佐島漁業株式会社

6021001040408

217 2914110368

神奈川県 三信工業株式会社

2010001044448

218 2914110369

神奈川県

219 2914110370

神奈川県 株式会社試作工房電

4021001050532

220 2914110371

神奈川県 株式会社ニチエー

3020001069930

221 2914110374

神奈川県 株式会社工研

7021001026298

222 2914110376

神奈川県 株式会社竹本ランドリー

9020001039259

223 2914110377

神奈川県 有限会社国分寺そば

6021002044977

224 2914110378

神奈川県 ＱＬデンタルメーカー株式会社

2020001106008

株式会社インテリジェントセンサーテクノ
ロジー

ジェーディーエルエンジニアリング株式会
社

2021001021452

4012301005994

226 2914110381

株式会社ジャパン・アドバンスト・ケミカ
ルズ
神奈川県 株式会社ムラタ

227 2914110382

神奈川県 株式会社ジーユー・ライフ

3020001046129

228 2914110384

神奈川県 有限会社さがえ製作所

9021002031741

229 2914110385

神奈川県 株式会社イシダ製作所

7021001034012

230 2914110386

神奈川県 株式会社オンダ精機

7020001052949

231 2914110387

神奈川県 バブルスター株式会社

3020001086488

232 2914110388

神奈川県 有限会社ビナ・テック

7021002045512

233 2914110389

神奈川県 株式会社エアロクラフトジャパン

3180001067571

234 2914110391

神奈川県 小林工塗株式会社

2021001016320

235 2914110392

神奈川県 株式会社川熱

9021001027303

225 2914110380

神奈川県

6010101006419
7021001034474

ワイヤー放電加工機新規導入による精密冶具加工及び新
分野進出
ＣＮＣ光学式精密倣い研削盤導入による超精密成形加工
の生産性向上
新洗浄システム導入による生産性、洗浄品質の向上と顧
客確保
深曲げ・大物加工にフレキシブルに対応するベンディン
グ革新
自動バリ取り機導入による新市場開拓に向けた生産体制
の革新
味覚センサに香りデータを融合した風味評価システムの
開発（高品質化）
低侵襲医療機器の滅菌処理の生産性向上による医療費削
減への貢献
新規顧客獲得を目指し、検査工程で飛躍的な効率化・品
質向上を実現する

横浜信用金庫
公益財団法人川崎市産業振興財団
公益財団法人川崎市産業振興財団
大和商工会議所
横浜信用金庫
かながわ信用金庫
厚木商工会議所
株式会社ビジネスリノベーション
株式会社横浜銀行

製品付加価値を高める溶接技術の高度化と生産性の向上 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
オーダーメイド対応型新食品材料生産に向けた生産性向
上と試作開発
溶接工程の前段取り化、高効率化で実現する生産性能力
の強化
車載用ディジタルコックピットの表示コンテンツ開発／
制作用システムの開発
金属からプラスチックへ進化した軽量化自動車製品の開
発と提案
加工設備の刷新による貼箱の生産プロセス改善と業務効
率化
ＩｏＴ化のためのインテリジェントな流量管理システム
の新商品開発
歯を削らない「ファイバー＆クラスプ方式」による新ブ
リッジの開発
試作開発期間の飛躍的なリードタイム短縮で実現する新
規市場開拓
最新プレスブレーキを導入して特殊素材高精度曲げ加工
の生産体制を構築
セラミックスヒーターの特殊加工を実現させるための設
備投資計画
事業拡大に向けた製造リードタイムの短縮と加工ノウハ
ウの標準化
流動解析と新型冷却回路設計を用いた、高精度射出成型
金型の開発
小型汎用エンジン部品の面取り工程完全自動化による生
産性向上事業
粒子コンピュータシミュレーションを用いた革新的技術
コンサルティングサービス
最適クリアランス値の研究によるＣＦＲＴＰプレス加工
用特殊金型の開発

温度調節機能付き塗り壁材量産化のための生産プロセス
構築
中小企業に適したロボット技術の活用によるトルクヒン
ジの生産性向上
チーズ取出装置の導入による生産性向上とカマンベール
チーズ製造事業の拡大
無線のＲＦＩＤを保守用業務車両で利用可能にして安心
安全を確保
最新型ワイヤ放電加工機の導入による医療機器製造分野
への進出
大型テント製造及び建築家とのコラボ活動の為、新工場
を設置し付帯工事を行い機械の導入をする
デジタル技術を使った個性的な和モダン空間デザインへ
の対応
携帯型成分分析計導入による環境品質向上及びコストダ
ウン
ＣＮＣアウトプットを利用したヒューマンレス稼働管理
ツールの開発
世界市場に向けて天然活魚販売を可能とする畜養・輸送
システムの開発
新規コーターシステム導入による顧客ニーズへの対応と
その水平展開による新市場開拓
トイレ汚水管破断損傷を判断する簡易検査具「通る君」
の設備事業
Ｉｏｔ化された加工機による高精度・高効率化、及び多
能工育成の社内標準化の確立
小規模施設向け新規「小ロット個別対応クリーニング
サービス」の開発
切削刃具製造の生産能力向上による売上拡大
ロールアイロナーの導入による新たなクリーニング需要
の開拓
独自ノウハウによりそば粉から一貫製造する、本格手打
ち十割そばの提供と技術伝承
ジルコニアクラウンの焼結前着色による新製品開発と生
産性向上
高機能新規成膜材料試験製造機の大型化と自動化による
製造時間短縮
医薬品用内袋向け全自動弁付け装置の開発
介護業界の業務効率化ニーズに対応した新しいクリーニ
ング手法の構築
樹脂製品の切削加工の課題解決による生産性向上の実現
と高度化された技術の継承
Ｘ線検査機導入による検査精度向上と生産プロセスの改
善
大型薄板形状の面粗度及び平面・平行度向上加工技術の
開発
機械導入×人事配置による生産数上限の最大化と製造受
託事業の確立
最新鋭プレスブレーキ活用とプロセス改善による、工員
負担の軽減と収益性向上
最先端高機能材料を用いた高生産性カーボン製品の試作
開発
製造環境向上を目的とした中塗り・本塗り・乾燥工程の
ボトルネック解消事業
新規防食鉄筋の生産性向上を目的とした量産加工設備の
開発

株式会社浜銀総合研究所
株式会社商工組合中央金庫
横浜商工会議所
平塚商工会議所
税理士法人金谷総合会計事務所
一般社団法人首都圏産業活性化協会
株式会社横浜銀行
株式会社横浜銀行
株式会社横浜銀行
横浜信用金庫
株式会社横浜銀行
増田考邦
横浜信用金庫
榊原志づか
増田考邦

公益財団法人横浜企業経営支援財団
川崎信用金庫
株式会社静岡銀行
株式会社商工組合中央金庫
公益財団法人相模原市産業振興財団
名古屋商工会議所
平塚信用金庫
公益財団法人川崎市産業振興財団
西武信用金庫
かながわ信用金庫
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
大和商工会議所
平塚信用金庫
横浜信用金庫
神奈川県商工会連合会
川崎信用金庫
平塚信用金庫
川崎信用金庫
西武信用金庫
神奈川県商工会連合会
横浜信用金庫
平塚信用金庫
中栄信用金庫
横浜信用金庫
大和商工会議所
株式会社八千代銀行
株式会社浜銀総合研究所
神奈川県商工会連合会
株式会社静岡銀行

No.

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

236 2914110393

神奈川県 有限会社日公精機製作所

2020002090085

237 2914110394

神奈川県 有限会社三浦建築測量

6021002067053

238 2914110395

神奈川県 株式会社日本リフツエンジニアリング

2020001036080

239 2914110398

神奈川県 有限会社日進工業

2020002098475

240 2914110399

神奈川県 カントーテクノ株式会社

8021001006274

241 2914110404

神奈川県 株式会社サイトウ・ミート

4021001036580

242 2914110405

神奈川県 ＣＡＬＬ ＦＯＲＣＥ株式会社

6020001092442

243 2914110407

神奈川県 有限会社諸隈製作所

5021002024889

244 2914110408

神奈川県 株式会社日相印刷

5021001013538

245 2914110411

神奈川県 株式会社テクトレージ

2020001107807

246 2914110412

神奈川県 永興電機工業株式会社

8010401003956

247 2914110413

神奈川県 株式会社スタンダードテストピース

1021001048083

248 2914110414

神奈川県 株式会社テージーケー

7010101002490

249 2914110416

神奈川県 有限会社ロツキー化成

8020002007348

250 2914110418

神奈川県 フジケース株式会社

1021001021255

251 2914110419

神奈川県 有限会社旭技工所

9020002095350

252 2914110420

神奈川県 株式会社和泉金型

7010701025437

253 2914110423

神奈川県 株式会社アーチドゥーク・オーディオ

3020001100884

254 2914110425

神奈川県 株式会社ＡＣ＆Ｍ

7020001087078

255 2914110426

神奈川県 株式会社アット折込

9020001053937

256 2914110427

神奈川県 株式会社メトセラ

3390001014412

257 2914110428

神奈川県 株式会社ヨコデン

4021001046027

258 2914111003

神奈川県 株式会社ホクト印刷

6021001034145

259 2914111005

神奈川県 株式会社テクノイースト

2020001037186

260 2914111006

神奈川県 株式会社鈴機工業所

9021001032781

261 2914111007

神奈川県

262 2914111008

神奈川県 株式会社栄文舎印刷所

5021001016078

263 2914111009

神奈川県 有限会社薫製作所

9020002007727

264 2914111010

神奈川県 株式会社中島製作所

3021001027531

265 2914111012

神奈川県 有限会社大柴製作所

6021002044721

266 2914111013

神奈川県 株式会社テーエムシー

3021001013168

267 2914111014

神奈川県 株式会社連合社印刷

7020001037578

268 2914111016

神奈川県 有限会社双葉精機製作所

5021002046883

269 2914111017

神奈川県 有限会社サガラ印刷所

8021002064461

270 2914111018

神奈川県 株式会社ユタカ製本

6021001014295

271 2914111020

神奈川県 三光工業株式会社

5020001011386

272 2914111021

神奈川県 株式会社ハンバラ機械

4021001023422

273 2914111022

神奈川県 長後製パン株式会社

2021001004481

274 2914111023

神奈川県 有限会社岡村金型製作所

1020002005580

275 2914111024

神奈川県 有限会社荏原技研

7010702001420

276 2914111025

神奈川県 有限会社ヤママス食品

8021002071895

277 2914111026

神奈川県 有限会社コスモテック

6021002039705

278 2914111029

神奈川県 有限会社小林製作所

7020002001376

279 2914111030

神奈川県 有限会社湯沢精工

4021002060092

280 2914111035

神奈川県 三和鋼材株式会社

4021001012425

281 2914111036

神奈川県 株式会社大洋マリン工業

6020001015279

282 2914111039

神奈川県 株式会社セイコースプリング

1020001066483

株式会社オーストリッチインターナショナ
ル

4020002062628

283 2914111040

神奈川県 株式会社ＹＢＣ

7021001054241

284 2914111042

神奈川県 株式会社坂口屋

8020001002036

285 2914111044

神奈川県 株式会社万友

4020001004358

286 2914111046

神奈川県 有限会社岩崎精工

2021002030840

287 2914111049

神奈川県 有限会社ダイワ時計店

8021002032311

288 2914111050

神奈川県 株式会社ＺＥＯ＆Ｐ

3021001058477

289 2914111051

神奈川県 高梨茶園

290 2914111052

神奈川県 三谷たたみ店

291 2914111053

神奈川県 やないデンタルラボラトリー

292 2914111060

神奈川県 株式会社ユウジニアス

4021001010437

293 2914111062

神奈川県 株式会社ＩＭＡＧＩＮＥ

1021001004796

294 2914111064

神奈川県 多田プレス工業株式会社

9021001022650

事業計画名
大物部品加工におけるワンストップ化による生産プロセ
スの開発
ドローンと地上型３Ｄスキャナー情報の解析表現、新測
量方法展開
エレベーターメンテナンス用の次世代プラットホーム構
築
最新ＣＮＣ旋盤導入による長尺物の受注および競争力の
向上
作業環境改善と品質安定
急速冷凍技術により、ソーセージ製造工程の生産性を大
幅に向上する事業
業界の先駆けとなる革新的な通話内容最適化ＡＩシステ
ムの導入
最新鋭プレスブレーキ導入による高品質加工の実現とＩ
ｏＴ需要への売上拡大
折加工付き印刷物の小ロット多品種化に応える製造・発
注システムの確立
中小製造業に向けたＩｏＴやロボットの訴求提案
ガントリーローダーを導入しアーマチュアシャフトの機
動的な生産体制確立
最新ＮＣ旋盤機器の導入により、研究開発用試験素材、
試験片の生産内製化・高品質化の確立
電気自動車ＨＰ式エアコン用 新型電動制御弁の開発

認定支援機関名
城南信用金庫
かながわ信用金庫
川崎信用金庫
さわやか信用金庫
湘南信用金庫
特定非営利活動法人横浜中小企業診断士会
株式会社横浜銀行
西武信用金庫
株式会社八千代銀行
公益財団法人神奈川産業振興センター
株式会社商工組合中央金庫
税理士法人ストリーム
株式会社商工組合中央金庫

ＩｏＴデバイス用ケースの射出成形品の短納期化への取
城南信用金庫
組
最先端の簡易検査設備導入と多様な人材を有効利用した
株式会社浜銀総合研究所
印刷工程の生産性向上
従来の常識を覆す新しいデンチャー開発への取り組み
樹脂流動性研究と設備導入による、高精度大型射出成型
金型の開発
音響技術 動作周波数９６ｋＨｚ連動ミキシングシステ
ム計画
利用者の「探し無駄」を無くす「番号札あるとこサー
チ」サービス
「ポスティング配付エリア共有システム」開発による新
事業展開
重症心不全治療に用いる生物製剤の安全で効率的な製造
プロセス開発
鋳造部品検査業務の生産性向上に向けた検査システムの
革新と新システムの構築
最新の構造設計ＣＡＤと高速カッター導入による飛び出
すポップアップ事業の拡大
高品質コンビニ的めっき処理サービス展開による新規市
場拡大
生産・販売管理システム導入による高利益案件の受注促
進
自動型ブックスキャナー機導入による電子化プロセスの
革新と機器販売の促進

松永智子
牛腸真司
横浜信用金庫
松永智子
有村知里
株式会社山形銀行
株式会社浜銀総合研究所
株式会社横浜銀行
株式会社さがみはら産業創造センター
小田原箱根商工会議所
井上大輔

美粧性と視認性を高めた多頁冊子を安価に提供する事業 相愛信用組合
品質保証体制を構築することによる発電所関連部品の売
上向上
主に自動車用部品の金型製造における短納期化および高
品位化
金属部品の高精度加工技術の深化による自動車生産用ロ
ボットライン市場の開拓
自社製作設備の寸法精度保証と連動した、客先設備診断
サービス提供による需要の取り込み
最新オンデマンド印刷技術を活用した高付加価値印刷物
の提供
ワイヤ加工機の導入による２４時間稼働可能な生産体制
の確立
ＩＴ活用と最新オンデマンド印刷機導入による高付加価
値事業の創出
ＩＴ技術を活用したクロス折機導入による付加価値向上
を図る事業
最新ワイヤーカット放電加工機導入によるＱＣＤのの高
度化事業
ダイカスト二次加工のロボット活用による省力化ライン
の構築
湘南藤沢小麦の特性を生かしながら作るパンの独創性強
化と利益率向上
新設備導入による高精度異形状金型製作工程の革新的改
善事業
建築用超細型コンクリートアンカーの改善と生産体制の
構築
鮪産地「三崎」ならではの廃棄部位を活用した新珍味商
品の開発
設備導入による製造工程の改善で製品を高付加価値化し
新分野に進出
バイオマスプラスチック素材（新素材）を製品化する新
生産体制の構築
ＮＣフライス盤の導入による、高精度の大型アシストプ
レート製作ニーズへの対応
当社独自の束ね切り技術と鋸刃選定ノウハウを活用した
鋼材加工販売の高度化
小型過給機対応バランシングマシンの導入による新規顧
客の獲得
生産性向上によるヒゲゼンマイ製造事業継続性の確保
全ての野球関連ギアや野球チームに独自マーク等の刺
繍・刻印を可能とするサービスの構築
無濾過『浜なしビール』の長期保存化による海外販売の
実現
金属膜厚測定におけるＮＣ加工技術開発
新型ＮＣパンチプレス導入による生産プロセス改善事業
計画
１００年以上経過したアンティーク腕・懐中時計の完全
「修理」「修復」及び販売
当店自慢の「生うどん」「お出汁」「いりこ揚げ弁当」
の商品化
茶葉の品質を左右する蒸し機への投入精度とライン全体
のシンクロ率向上の投資計画
デジタルプリンター導入による表具（ふすま・障子等）
内装業務への対応強化
レーザー溶接機導入による革新的工程短縮及びメンテナ
ンス技術の開発
サーモカメラとドローンを活用した効率的な建築物画像
診断サービスの開発
元気度測定プログラムとＩＴ及び外部リソース活用によ
るメンタルヘルス支援サービス開発
プレス機への画期的な安全装置の設置による安全作業と
生産性の向上

横浜信用金庫
横浜信用金庫
横浜信用金庫
株式会社八千代銀行
株式会社りそな銀行
神奈川県商工会連合会
かながわ信用金庫
多摩信用金庫
株式会社エイチ・エーエル
特定非営利活動法人ＮＰＯ厚木診断士の会
かながわ信用金庫
横浜信用金庫
芝信用金庫
かながわ信用金庫
株式会社横浜銀行
横浜信用金庫
平塚信用金庫
平塚信用金庫
横浜信用金庫
公益財団法人川崎市産業振興財団
さがみ信用金庫
横浜信用金庫
かながわ信用金庫
厚木商工会議所
平塚信用金庫
神奈川県商工会連合会
秦野商工会議所
神奈川県商工会連合会
川崎信用金庫
鎌倉商工会議所
宇久田進治
秦野商工会議所

No.

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

295 2914111065

神奈川県 株式会社伊都研究所

5021001058896

296 2914111066

神奈川県 高千穂電気株式会社

4013201003485

297 2914111071

神奈川県 株式会社ファクトリーまめしば

3021001052570

298 2914111072

神奈川県 株式会社Ｃｏｎｎｐａｙｔｏ

4020001117382

299 2914111073

神奈川県 株式会社さくらＴＲＩ

6020001117323

300 2914111074

神奈川県 双葉株式会社

2020001006728

301 2914111075

神奈川県 株式会社多幸さくら

4011001118330

302 2914111076

神奈川県 山田工機株式会社

1021001041245

303 2914111078

神奈川県 有限会社ファインデンタルラボラトリー

7020002010550

304 2914111079

神奈川県 おかの動物病院

305 2914111081

神奈川県 株式会社エリア

9020001081343

306 2914111082

神奈川県 複写印刷株式会社

2021001034140

307 2914111083

神奈川県 有限会社五島製作所

2020002086356

308 2914111087

神奈川県 加藤デンタルクリニック

309 2914111088

神奈川県 株式会社ジェイエスピー

6020001014966

310 2914111091

神奈川県 東京電業株式会社

7011001016416

311 2914111092

神奈川県 株式会社スポーツウェザー

6020001043296

312 2914111094

神奈川県 ガラパゴスタディー有限会社

4011002036440

313 2914111096

神奈川県 有限会社セピア企画

3020002049122

314 2914111098

神奈川県 株式会社ベンチャー・アカデミア

2020001042962

315 2914111100

神奈川県 株式会社キシマ

1020001038136

316 2914111103

神奈川県

317 2914111104

神奈川県 株式会社シナジー

318 2914111109

神奈川県 ＡＤＳ

319 2914111112

神奈川県 有限会社フロッグ

2020002077041

320 2914111113

神奈川県 有限会社伊勢原ときわ堂

1021002034644

321 2914111115

神奈川県 株式会社Ｎ＆Ｍ

6020001107893

322 2914111116

神奈川県 ニュー皇華蘭有限会社

3021002048337

323 2914111119

神奈川県 株式会社あしがら印刷

9021001034910

324 2914111120

神奈川県 横松工業株式会社

7020001005741

325 2914111123

神奈川県 有限会社アイディエムゴトー

5021002017323

326 2914111124

神奈川県 太陽ビニール工業株式会社

7020001023644

327 2914111127

神奈川県 有限会社クラスワンオルソラボ

5020002067147

328 2914111128

神奈川県 株式会社コッチ

9030001104870

スタイル・ジャパン・アソシエイツ合同会
社

5020003011847
8020001078324

329 2914111132

神奈川県 マメド鈴木歯科医院

330 2914111133

神奈川県 アットドウス株式会社

6020001123008

331 2914112001

神奈川県 株式会社デジタルストリーム

3021001013201

332 2914112003

神奈川県 薄山館株式会社

6020001060465

333 2914112007

神奈川県 マサキ産業株式会社

9020001074529

334 2914112008

神奈川県 株式会社ケイ・システム

6021001057609

335 2914112009

神奈川県 株式会社バリス

8010101003273

336 2914112010

神奈川県 株式会社ライフサポート

6020001118387

337 2914112012

神奈川県 株式会社ファルネックス

1010801024724

338 2914112013

神奈川県 株式会社マキナエンジニアリング

5020001067065

339 2914112016

神奈川県 株式会社静科

4021001039716

340 2914112018

神奈川県 株式会社アスター電機

5020001043669

341 2914112019

神奈川県 エムテックスマート株式会社

6020001061348

342 2914112023

神奈川県 ピンポイントフォトニクス株式会社

8020001125803

343 2914112024

神奈川県 日鉄工営株式会社

1020001001589

344 2914112026

神奈川県 キソー工業株式会社

4020001019918

345 2914112027

神奈川県 株式会社コスモエスティ

2021001025197

346 2914112030

神奈川県 ダンシングファン株式会社

8020001085485

347 2914112031

神奈川県 株式会社エリントシステム

2020001081242

348 2914112033

神奈川県 ３ＤＳｕｒｖｅｙｐｌｕｓ合同会社

4021003003488

349 2914112036

神奈川県 マイクロ・スクェア株式会社

7021001017479

350 2914112038

神奈川県 アイフォーコム株式会社

8020001055777

351 2914112039

神奈川県 株式会社シバタ

6011101009130

352 2914112040

神奈川県 合同会社サンク

5020003007218

353 2914112041

神奈川県 株式会社リスニ

1021001035759

事業計画名
銀ナノ平板粒子の研究開発サイクルを高速化する分光光
度計の導入
最新検査装置導入等による高周波電源トランスの品質向
上
ビンテージバイク向けモデファイ部品等の開発製造の生
産性向上
スマホで保険・共済をもっと簡単に一元管理するアプリ
の開発
最新設備導入によりプレス金型製作の内製化率向上・短
納期化の実現

認定支援機関名
米倉博彦
城南信用金庫
白田浩幹
公益財団法人川崎市産業振興財団
城南信用金庫

天井クレーンの導入による大型免震装置増産体制の構築 青木宏二郎
最新液体急速凍結機導入により、鮮度バツグン・安全な
馬刺しの製造をして営業力向上を図る
最新生産管理システム導入による生産性向上と技術・技
能伝承の仕組みづくり
最先端の設備を導入しハイブリッドのクラウン、ブリッ
ジの歯の製作
動物医療分野における専門的歯科治療事業の展開
自動二つ折り観音製本専用機の導入による建設関連の図
面に特化した経営力向上を図る。
卒業文集のカラー化を独自の原稿用紙を使用して実現す
る
小型マシニングセンター導入により高精度、短納期、低
コストを達成する革新的加工方法の実現
光学印象と３Ｄプリンターを用いた短期制作義歯による
口腔筋機能回復の試み
動物病院用動物見守りシステムの金型設備による高デザ
イン商品化
シェールガス受入開始によるセンサー増産に向けた設備
投資
データの収集、格納、分析、配信、決済機能を有した
データセンターの構築で商圏を拡大する

中栄信用金庫
かながわ信用金庫
横浜信用金庫
坂倉宏次
川崎信用金庫
さがみ信用金庫
川崎商工会議所
株式会社横浜銀行
公益財団法人横浜企業経営支援財団
公益財団法人相模原市産業振興財団
横浜信用金庫

知的生産能力、特に抽象思考力向上を目的とした、人工
城南信用金庫
知能によるパソコン作業添削指導サービス
最新鋭ＰＯＤプリンターと既存加工設備を活用した高付
加価値製品の開発
高精度な腐食トラッカーの開発
プロトン凍結技術導入による海鮮料理店の法人向け弁当
宅配事業への展開
設備の未稼働期間を利用して生産する、新手法のシード
ル（りんご酒）開発事業
多頻度配送リネンクリーニングによる小規模事業者層の
新規獲得
新素材を用いた高い適合性と耐久力を備えた入れ歯製作
システムの開発
最新のマシニングセンターの導入による鋳造用木型の高
品質化・短納期化
地域ニーズに応える製造加工業への転身による付加価値
向上プロジェクト

川崎信用金庫
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
朝日ビジネスサービス株式会社
公益財団法人神奈川産業振興センター
横浜信用金庫
株式会社横浜銀行
大川内久雄
中栄信用金庫

世界初の「矯正装置完全デジタル製作システム」の開発 上田曽太郎
高齢者社会に対応する地域ＢｔｏＢに特化した点心料理
移動調理販売の実施
カード商材の新規開発と完全内製化による一貫生産体制
の確立で競争力強化と働き方改革
橋梁の免振性能を支える端部鋼板の短納期対応力強化と
汎用機の技術継承
ボトルネック解消により市場を捉えた成長を実現する加
工機導入計画
新素材・新接合・高生産性ビニール製品の生産プロセス
革新と試作開発
審美性と手軽さを実現したバタフライ矯正器具の開発
ものづくり企業向けカスタムＥＣサイトのフロントエン
ド構築
咬み合わせ治療の改善による、歯科医療の根本的改革お
よび難関治療引き受け
局所に微量の投薬を行う新規デバイスの開発
現代の最先端技術で作るアナログレコード関連アクセサ
リーの開発
アニメ制作の修正作業効率化ツールの開発と革新的サー
ビスによる販路開拓
建築用シーリング材・施工用冶具の洗浄に用いる「新規
洗浄剤の開発」
廃棄物・資源物・有価物の排出重量を簡易的に一元管理
するクラウドシステムの開発と提供
シリコーンバキュームバッグを用いた真空成型技術によ
るＦＲＰ及びＣＦＲＰ製品の試作開発
訪問看護事業社に特化したＡＩ内蔵型相性診断付き求人
ポータルサイトの開発
独自の自己組織化原料を用いた徐放性製剤の技術開発
病院、介護施設内で使用するセキュリティキャビネッ
ト・セキュリティカートの開発
“ＳＤＧｓ”を指向した環境対応型次世代防音壁パネル
の試作開発
動物用医療機器・犬猫用血圧計開発
燃料電池の高速生産の実現に向けた最新ＣＣＭ方式 パ
ターン塗布の簡易試作装置開発
顕微鏡取り付け型イメージガイドレーザ照射装置の試作
開発
ロボットを用いた塗装ブースの統合を可能とする装置類
の開発
中小食品工場に特化した、食品のトレー盛付作業の自動
化ロボットの開発
スパッタリングによる銀（Ａｇ）を施した革新的な綿、
混合糸の事業化計画

神奈川県商工会連合会
さがみ信用金庫
株式会社八千代銀行
多摩信用金庫
株式会社浜銀総合研究所
松永智子
中栄信用金庫
税理士法人橋本会計
横浜信用金庫
公益財団法人相模原市産業振興財団
田中秀拓
横浜信用金庫
大和商工会議所
株式会社クイック・ワーカー
川崎信用金庫
株式会社八千代銀行
川崎信用金庫
公益財団法人神奈川産業振興センター
横浜信用金庫
横浜信用金庫
公益財団法人横浜企業経営支援財団
横浜信用金庫
かながわ信用金庫
大和商工会議所

バイオメカニクスに基づき足圧分布の改善を図る新理論
城南信用金庫
足底部サポーター「イカ足サポーター」の開発
行動や状態をヒートマップで見える化する革新的な患者
見守りシステムの開発
社会インフラの保守点検・維持管理を支援する新規空中
撮影システムの試作開発
日本初 超高照度ＵＶＬＥＤ照射器の開発試作
センサーに通信機能を持たせたＳＩＭ付きみまもりセン
サーで現場を見守る
新規排水浄化装置開発のための排水中の微生物評価手法
の獲得
一発検索！膨大なモータースポーツ写真販売サイトの開
発
養殖業に向けた連続的に大量のナノバブル水が製造でき
る装置の開発

公益財団法人川崎市産業振興財団
湘南信用金庫
公益財団法人相模原市産業振興財団
一般社団法人首都圏産業活性化協会
情報企画センター協同組合
和喜田勤
厚木商工会議所

No.

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名

354 2914112042

神奈川県 株式会社メタボスクリーン

3020001046384

355 2914112047
356 2914112056

神奈川県 ユニクス株式会社
神奈川県 第一フォーム株式会社

1020001095598
6020001054376

357 2914112058

神奈川県 株式会社藤野倶楽部

2021001046805

358 2914112060

神奈川県 株式会社ＡｉＴｒａｘ

1021001064304

359 2914112062

神奈川県 マイクロ化学技研株式会社

4020001067074

短時間かつ簡便に遺伝子検査のための核酸を取得する
キットの開発
ペット用新型スキンローションの開発
世界初！備蓄できる仮設トイレの洋便器開発
バーチャルリアリティ技術を活用した農業学校のコンテ
ンツ開発
エッジコンピューティング向け中継装置のための遠隔監
視システムの開発
ガラスチップ一体型ホルダーの開発

360 2914112064

神奈川県 新生産業株式会社

4021001030443

両面発光型低コスト降雪地域用視線誘導標識の開発

361 2914112065

神奈川県 株式会社エフエージェイ

1020001040901

362 2914112066

株式会社ＩＮＶＩＳＩＢＬＥ ｄｅｓｉｇ
神奈川県
ｎ

4021001043296

363 2914112068

神奈川県 エレックス工業株式会社

2020001065914

364 2914112071

神奈川県 株式会社Ｓｅｎｓｏｒ＆Ｎｅｔｗｏｒｋ

365 2914113001

神奈川県

幹事企業：シンクランド株式会社
連携体１：ファギロジー株式会社

366 2914113002

神奈川県

幹事企業：株式会社ＭＴＫ
連携体１：株式会社アイメット

2021001061119
幹事企業：
2020001104390
連携体１：
1011801017536
幹事企業：
8220001016288
連携体１：
6110002026621

認定支援機関名
税理士法人いちがや会計
公益財団法人神奈川産業振興センター
喜田佳映里
神奈川県商工会連合会
公益財団法人神奈川産業振興センター
税理士法人さくら税務
大和商工会議所

建設現場の生産性を向上するコンクリート床仕上げロ
税理士法人税制経営研究所
ボットの開発
新たな建築プロセスで居住空間を提供する画期的な仕組
神奈川県商工会連合会
み作り
超小型広帯域リアルタイム信号処理プラットフォームの
川崎信用金庫
試作開発
Ｗｉ－ＳＵＮセンサーＩ／Ｆボードの高度化試作品開発 公益財団法人神奈川産業振興センター
大腿骨骨孔作製のための医療用可視光レーザーポイン
ターの開発

幹事企業：川崎信用金庫
連携体１：川崎信用金庫

環境フレンドリーな低コスト、且つ高度クリーンな有機 幹事企業：株式会社りそな銀行
物除去装置
連携体１：株式会社北越銀行

