
（受付番号順）

受付番号 申請者名称 事業計画

15120078 三共化成株式会社
高効率昇温冷却射出成形と微細スルーホール技術による表面実装型電子部品パッケージ
用回路基板の間発

15120080 株式会社 ジャステム 透明体等ウェーハのキズ・パーティクル自動検査装置の試作開発

15120081 株式会社野崎プレス 高防水性の業務用はかり向け品(SUS304) の生産性向上によるコスト競争力の強化

15120084 株式会社スノーピーク 「焚火台」増産を目的とした溶接ラインの増強計画

15120086 株式会社カエリヤマ 農業機械向けユニバーサルジョイントヨークの製造技術開発

15120089 株式会社古澤製作所 変種変量生産に対応するためのリードタイム短縮と工程統合による高効率加工の実現

15120090 株式会社ハセテック ステンレス素材に対応した製造工程の確立と自社オリジナル製品の開発

15120093 コイルスネーク株式会社 プラント工場における温度センサー用保護管加工の機械導入

15120094 株式会社野水機械製作所 タービンプレード自動研磨機の開発

15120095 ケイセイ医科工業株式会社 重症患者治療装置の低圧制御に関する組込みソフトウェアの開発

15120096
ケイセイエンジニアリング株
式会社

難縫合部位対応スキンステープラーの研究開発

15120098 佐渡精密株式会社 航空機エンジン部品試作における競争力強化

15120101 株式会社新潟セイキ
汎用機能とNC機能を合わせ持つNC旋盤の導入による技能伝承と少量・多品種生産強化
計画

15120102 有限会社シンエー木型工業
地域の金型、鋳造、両メーカーの3次元データ共有による製造能力強化と品質保証の高度
化

15120103 株式会社ワンロード ニッケル基合金鍛造金型製造方法の最適化

15120104 明和工業株式会社 複合繊維材料と高精度溶接を用いた空中無人輸送機の軽量高剛性機体の開発

15120107 根茂織物株式会社 繊維用接着剤自動塗布装置の開発

15120112 越後札紙株式会社 CTP導入による不良削減で、販路獲得

15120113 株式会社　トライテック 軟包装印刷向けのインクジェットシステム開発及び製作

15120114 株式会社　山口製作所 焼結ダイアモンドを用いた高精度、高耐久性精密金型の開発

15120119 株式会社カバサワ カーブソー製造設備の導入による海外市場への販売拡大

15120122 株式会社アルモ アルミニウムを主な素形材とした商品開発

15120125 株式会社下条製作所 玄関機能を兼ね備えたオリジナルなデザイン性を追求したレターポストの開発

15120127 株式会社大菱計器製作所 製造現場のニーズに合った商品開発が可能な生産管理システムの導入

15120131 吉田金属工業株式会社 研磨装置システム導入による担い手不足解消と受注数量拡大の実現

15120133 株式会社ワタナベ 溶接用ガン延長化による高難易度溶接の実現

15120140 ジェイ・ティ・メタル株式会社 チタン精密鋳造と切削加工によるデザイン性に優れた携帯用薬入れの開発

15120142 株式会社新武 金型製造に係わる高難度対応納期短縮計画

15120143 株式会社片岡製作所 片面刃物研削盤導入強化による、小口化短納期要求体制構築事業

15120146 株式会社大原鉄工所
可搬型ディーゼルエンジン発電機をベースとした90kWバイオガスエンジン発電機の開発事
業

15120149 有限会社長谷川挽物製作所 海外生産コストと対峙する為の工程改善によるコストダウン

15120150 株式会社小林工具製作所 充電ドリル用アタッチメント式ケーブルカッターの開発

15120151 有限会社芳賀熔接工業 溶接ロボット導入による溶接技術の信頼性と生産性向上

平成２４年度ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金

第１次公募　第二次締切　採択一覧
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15120154 株式会社有本製作所
工程内製化による納期・コスト競争力強化のためのアウトサート結合( ふち巻き) 専用機の
設備

15120157 株式会社三松製作所 平面研削盤（両面研削加工効率機）の新技術修得と関連設備投資

15120159 株式会社タナベ カーボンナノファイバーの高温連続焼成技術の開発

15120163 株式会社科学計器研究所 プログラム対話方式自動型内菌研削盤の開発

15120166 株式会社山津電機 画像認識入出力装置の媒体接触部の開発

15120171 有限会社今井技巧 精密医療器具及び精密医療要素部品を対象とした形状補修技術の高度化

15120176 金三鋼業株式会社
引張りや曲げに対する抵抗性、伸び能力や防水性に特段優れたポリマーと称する合成高
分子材料を用いたポリマーコンクリートで成形したU字側溝と狭小幅グレーチングを組み合
わせた新しい排水システムの開発

15120178 栄通信工業株式会社 関数出力対応自動トリミング装置の開発

15120179 株式会社フジ機工 高密度実装を実現するプリント基板エッチング装置に関する技術

15120180 株式会社川﨑合成樹脂 炊飯器釜を傷つけにくい御飯シャモジの開発

15120182 ナシモト工業株式会社 サーボプレス機導入による尖端刃物の生産プロセス強化

15120187 藤田化成株式会社 食材固定機能を持つ野菜調理器の開発

15120189 株式会社アビコ技術研究所 高剛性ナノ回転テーブルの開発（高硬度素材研削用）

15120194 日本制御株式会社 プリント基板へのバラ部品挿入の自動化技術の開発

15120198 株式会社三条工機製作所 新しいタイプの「液体酸素充填器」の開発

15120200 株式会社悠心 新型逆止弁および生産機の開発

15120201 ウエノテックス株式会社 タイヤ破砕機の開発

15120203 皆川農器製造株式会社 5軸マシニングセンターによる複雑形状刃物の切削、研削加工の自動化

15120205 株式会社中野科学 次世代の品質管理と環境規制に対応する電解砥粒研磨処理プロセスの充実

15120208 株式会社コミテック 新工法開発による新規メーカーへの拡販活動強化

15120210 株式会社笠原成形所 品質保証システムを付加した生産管理システムの構築

15120211 新井田鉄工所 熱可塑性炭素繊維強化プラスチック 成形用 加熱・搬送ユニットの開発

15120214 有限会社山泰鋳工所 低価格、量産可能、高精度シェルモード砂型鋳造の開発

15120221 共栄テック株式会社 超塑性加工法によるチタン合金製ステムの開発

15120222 尾畑酒造株式会社 小ロット搾りたて出荷に対応した学校蔵プロジェクト

15120223 株式会社シンターランド 「ACサーボ加圧機構を有する中型放電プラズマ焼結(SP S)装置の試作開発」

15120226 オリンピア照明株式会社 植物工場用工場事業拡大のための植物工場用照明および植物栽培機器の試作開発

15120227 株式会社イシイ精機 精密金型技術を用いた意匠性の高い建築資材を大量生産する金型の試作開発

15120230 JMR株式会社 市場ニーズに則した革新的機能を有する白内障用眼科吸引管の試作開発

15120235 有限会社柄沢ヤスリ 自動爪ヤスリ目立て機 及び 全自動研削機の導入

15120238 港屋株式会社 野獣動物等侵入防止電気柵用、防草通電の機能性繊維（シート）開発実証試験

15120243 興和電子工業株式会社 表面実装用トランス製造の効率化

15120245 田辺プレス株式会社 マグネシウム合金製介護歩行車の試作開発

15120246 株式会社ATRヤマト 北米向けレジャー用小型航空機（LSA）の試作1号機の試作開発プロジェクト

15120247 小片鉄工株式会社 高効率ボイラの製造、販売

15120248 長岡スプリング株式会社 NCフォーミングマシン導入による異形スプリング製造能力強化
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15120249
コネクテックジャパン株式会
社

ソフトバンプ接合による有機基板・次世代半導体パッケージの試作開発

15120250 株式会社富田刃物 コンクリート面清掃除草用回転刃の量産用設計・試作及び金型の開発　国際特許の取得

15120259 株式会社満日製作所 3D CAD/CAM導入による製造リードタイム短縮と受注拡大の実現

15120261 株式会社ヤマト工業 市場シェア拡大強化に向けた「新構造プレス金型」開発事業

15120266 株式会社きものブレイン 獣毛系繊維のピリング抑制の確立

15120268 株式会社関川製作所 「ブラストマシン改良型」導入による新商品事業

15120271 N-ルミネセンス株式会社 リモートフォスファー用高機能蛍光体の試作開発

15120275 燕シェルサービス株式会社 製品の品質向上の為の発光分析装置導入

15120276 ｳｴｷﾊｳｽ株式会社 システム導入による建築工期短縮と受注拡大の実現

15120277 株式会社 ハシモト ステンレス製大型食器洗浄槽の開発

15120278 モトコマ株式会社
最先端のワイヤーカット放電加工機導入による理美容鋏生産量の増加と海外新規販路拡
大

15120281 株式会社ネッツ 量産用中型タブリード製造装置の開発

15120283 株式会社田中衡機工業所
電子はかり製造における塗装工程改善による短納期化、及び耐久性向上による農業・畜
産向け各種計量器開発加速。

15120284 株式会社北雪酒造 連続高速遠心機（吟醸もろみ上槽システム）の導入による付加価値日本酒の製造

15120286 株式会社柄沢製作所 メカ式サーボプレス機導入

15120287 上越農機株式会社 自社製ヒューム集塵機製造の開発

15120291 株式会社エーシートライ 完全人工光型植物工場の低価格化と自動化を実現するための試作開発

15120292 東伸洋行株式会社 適時、適応できるテーラーメイド義歯素材の開発と普及

15120298 株式会社青芳製作所 高齢者・障がい者用キッチン用品の開発

15120302 有限会社武政製作所 高性能切削機械導入による量産・短納期化の実現

15120304 ＹＳＥＣ株式会社 バイオ燃料及び灯油を燃料とした小型発電機の開発

15120311 下村工業株式会社
冷却解析による最適な金型製作技術の確立と家庭用りんご皮むき器の試作開発への応
用

15120314 株式会社ヘルツ 機能向上型スマートコントローラの実用化研究事業

15120317 藤寅工業株式会社 海外得意先からの多品種少量受注と短納期に対応する為の自動化設備の導入

15120319 カネコ総業株式会社 園芸用木工品の婉曲加工技術開発による差別化戦略

15120321 株式会社後藤鉄工所 転造盤を用いた歯車製品の短納期、低コスト化の実現

15120324 株式会社佐藤製作所 業務用乾式哺乳瓶加熱装置の商品化

15120325 株式会社クボ製作所 合成樹脂試作用の調合設備導入による品質安定化

15120326 株式会社シンコーテック 多品種少量生産に対応した短納期による売り上げ拡大のための設備内製化

15120327 長岡空調工業株式会社
ＣＡＤ・ＴＩＧ溶接機・ﾌﾟﾚｽﾌﾟﾚｰｷ等の導入による提案型企業・脱下請企業への経営革新事業
（商売のやり方の革新を目指して）

15120330 ハル電子株式会社 積層コアのコア損失改善による事業拡大

15120331 ケーエスエス株式会社 コンパクトな複合位置決めアクチュエータの開発と生産方式の確立

15120333 大島農機株式会社 自然環境を考慮した建設機械製品の部品塗装の改善による受注拡大

15120334
株式会社アオヤギコ－ポレ
－ション

「自動ロボットライン機能付大型プレス機」導入により生産の効率化および小ロット・短納期
への対応を可能とする

15120337 新潟三吉工業株式会社 交通信号機用給電筐体の試作開発

15120338 株式会社ダイワメ力ニック 「先進性ある超高圧加工容器の軽量化・量産開発加工プロジェクト」
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15120339 小林製作所 ピンセット、毛抜き、骨抜きの新製品開発と生産拡大

15120340 ホシノ工業株式会社 産業資材用細巾ベルト拡販のための生産方式

15120341
株式会社東京ロストワックス
工業

セラミックス粒子分散アルミニウム合金(通称MMC材)を用いた精密鋳造品の開発

15120343 株式会社WELCON 拡散接合体の表面加工技術および最適条件の探索

15120344 バクマ工業株式会社
コンピュータシステム一元化による住宅設備製品の生産リードタイム短縮、低コスト化の実
現。

15120345 株式会社南雲製作所 超硬材料等 高硬度材料への精密微細切削加工技術の確立

15120348 サカエテクノ株式会社 2色成形機導入による生産能力向上計画

15120349 株式会社シーモス 【家庭用.洗浄．エコ.便利グッズの開発】 深物洗浄 ワニワニ棒（仮名）

15120351
丸正ニットファクトリー株式会
社

ニット製品の特殊成型編み機とプレス機による、生産工程の短絡化等での生産効率向上
によるコスト削減及び、新製品開発での競争力改善計画

15120354 株式会社オータニツール 新型ワイヤ放電加工機導入による短納期化と高精度化の実現

15120355 北越融雪株式会社 きのこ廃菌床ペレット燃焼ボイラー製造事業

15120356 株式会社片山抜型製作所 薄板材を切削加工する超高速小径エンドミル加工機の開発

15120360 マコー株式会社 新製品の開発・商品化に伴う生産・業務管理システムの強化

15120362 島田工場 チタン指輪用直彫り４軸小型加工機の導入

15120364 井佐鉄工株式会社 固定５軸加工機導入による多面加工の納期短縮と複雑形状部品への対応力強化計画

15120366 株式会社タナ力金型 航空機の高品質化に貢献する小型軽量化製品の鍛造金型

15120368 株式会社タケダ チタニウム製(純チタン、6-4チタン)海洋測定器の長期的な受注確保と安定供給の向上

15120370 株式会社テック長沢 産業用印刷機向け高精度側板の開発

15120371 宇佐美工業株式会社 短納期、小口化対応による競争力強化のための塗装ロボッ卜導入

15120375 株式会社高又製作所 太陽光パネル設置用取付金具の生産数アップと効率化

15120377 マイテック株式会社
次世代パワーデバイス用の基材である難削材(GaN、サファイヤ、SiC)ウエーハの切断・研
削加工、及び洗浄技術の確立

15120378 株式会社シナダ フレキシブルな設定を可能とする高圧油圧式アップセッタ（据込鍛造機）の開発

15120381 株式会社加茂製作所 3Dプリンタ設置と技術導入による下請け体質から開発体質への企業改善

15120384
株式会社マルト長谷川工作
所

ニッパー類の洗浄ラインの導入

15120386
第一ニットマーケティング株
式会社

「店舗型アパレルの追加発注に対応する為の生産管理システム導入」

15120389 株式会社ヤチダ 電子ビーム溶接をキー工程とした、試作、開発案件の受注量の拡大と、短納期対応強化

15120390 有限会社大塚金属工業
小規模農地対応ビニールハウス「元気ハウス」の開発・普及促進による「豊かで美しい農
村」再生事業

15120393 株式会社北陸製作所 角形鋼管の端部継手形式改善のための試作およびその商品化

15120398 エヌ・エス・エス株式会社 大型回転部品における加工精度・幾何公差確保のための計測技術の開発

15120402 三星工業株式会社 5軸FW装置の開発

15120403 瑞穂医科工業株式会社 患者の骨形状に適合した整形外科インプラントの試作・開発

15120405 株式会社川崎製作所 全自動式丸鋸切断面取機による重量測定管理切断

15120406 株式会社セライズ LED高ワットCOB用ソケットの試作から量産への一貫体制の確立

15120411 株式会社吉田鉄工所 チタン材・特殊材の高精度加工に伴う計測検査体制の強化

15120417 株式会社黒崎鉄工所 自動簡易溶接用冶具試作開発による作業効率改善と製品化計画

15120420 有限会社小林製作所
ファイバーレーザー溶接機導入による医療機器部品等に使用されるステンレス鋼の高温
割れを抑制した精密溶接技術の開発
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15120422 株式会社共栄鍛工所 ショットブラストによる鍛造品の仕上げ加工の開発

15120423 株式会社磯部ハイテック 大型発電用エンジン部品の試作開発

15120425 株式会社サカタ製作所 地上設置型ソーラー架台及び基礎の開発

15120433 株式会社外山製作所
炭素繊維と熱可塑性樹脂を含浸、組み合わせた複合材料(CFRTP)のロール成形技術の開
発。

15120434 イオカ精密工業株式会社 スマートフォンタッチパネル基板反り検査装置

15120438 株式会社関鉄工所
生産管理システム導入による１）迅速な見積・納期回答、２）小ロット・短納期化対応、３）原
価管理による収益性改善計画

15120439 株式会社ルミナスジャパン 硝子封止した植物育成用のLED補光光源開発と実証

15120446 株式会社大善 マグネシウム合金を利用した、軽量かつ高精度単軸テーブルの試作開発

15120447 株式会社テクノアイ 耐プラズマ性フッ化物焼結体の大型化開発に関する加工機器の設備投資

15120448 株式会社大興製作所 大型光学部品製作用のレンズ研磨機の設備投資とその市場参入

15120451 株式会社ヤマキュウ カーボンUDプリプレグの量産化対応

15120452 ハガセイコー株式会社 鉄筋結束工具の生産システムの合理化

15120455 有限会社貫木産業 ＷＰＣ薄板の製法および加工方法の改善による生産合理化
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