
(受付番号順)

受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

1 2510210003 群馬県 有限会社深澤工業

入浴時の介護必要者、支援者の負担を軽減する介

護用品の開発

桐生市黒保根商工会

2 2510210005 群馬県

株式会社古川テクニカコーポレー

ション

『自動車ロボット溶接生産設備の部品加工から一貫

した精度保証システム』の開発

足利銀行

3 2510210010 群馬県 共進工業株式会社

環境に優しい塗装による製品造りとそれを実現する

生産システムの構築

群馬銀行

4 2510210012 群馬県 有限会社中沢精工

難形状製品を自動加工機による完品加工し、精度要

求と即納要求の両立を図る

桐生信用金庫

5 2510210014 群馬県 有限会社宮本製作所

自動車向け薄板順送金型による軽量化対応および

低コスト・短納期化体制の構築

群馬銀行

6 2510210019 群馬県 中村化成工業株式会社 プラスチックパレット再生原料化のプロセス改善 埼玉りそな銀行

7 2510210020 群馬県 株式会社アイティーエム

ＩＣＴ技術を用いた高齢者向け複合機能型見守り装置

「ほっとコール」の開発

東和銀行

8 2510210022 群馬県 株式会社ラストイズム

多機能無人小型電気ヘリコプターの開発、販売、空

撮関連事業創出

桐生信用金庫

9 2510210024 群馬県 有限会社坂田製作所

３次元ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による生産性向上、高品質、

低コスト、短納期化の実現

板倉町商工会

10 2510210025 群馬県 有限会社キョウエイ精機

次世代産業向け精密機械加工部品の開発と生産シ

ステムの構築で売上高向上

群馬銀行

11 2510210026 群馬県 サンエツフーズ株式会社

全国名産物生産者のブランド商品化支援体制の構

築

北越銀行

12 2510210028 群馬県 株式会社ヒロイ

医療機器用電池パック製造において、高速で高精度

なレーザー溶接技術の確立と量産技術開発

間㟢孝雄

13 2510210030 群馬県 マクターエンジニアリング株式会社

患者の体形と症状に最適対応する全自動治療装置

の試作開発

群馬銀行

14 2510210032 群馬県 株式会社モテギ

ハイテン材加工技術開発による自動車部品の軽量化

と量産化技術の確立

大泉町商工会

15 2510210033 群馬県 有限会社富士ハードクロム

大型部品における、硬質クロムめっき皮膜の均一性

の向上

桐生信用金庫

16 2510210036 群馬県 有限会社須藤工機製作所

プレス金型製作リードタイム大幅短縮のための高効

率・高精度加工システムの構築

東和銀行

17 2510210037 群馬県 株式会社町田酒造店

サーマルタンクを用いた夏期に供給可能な純米活性

清酒の開発

群馬銀行

18 2510210045 群馬県 株式会社桐生ソウイング

介護用マットレスカバーの生産需要拡大に適応したＮ

Ｃ裁断機による防水生地裁断の機械化

群馬銀行

19 2510210047 群馬県 高陽精工株式会社

次世代航空機エンジン部品組立の高精度化、最短開

発化に対応できる高精度加工技術の確立

高崎信用金庫

20 2510210048 群馬県 株式会社ジュンコーポレイション

ガスアシスト成形技術を用いた成形機のダウンサイ

ジングによる原価低減

しののめ信用金庫

21 2510210054 群馬県 有限会社吉井電子工業

次世代自動車必須の耐高電圧・完全防水・完全防錆

性バスバー回路成形法開発

東和銀行

22 2510210057 群馬県 根岸物産株式会社

乾麺の常識を打ち破ったレンジアップ縮れ乾麺の試

作開発

高崎市新町商工会

23 2510210058 群馬県

フェニックスエンジニアリング株式

会社

医療現場向け　医療用手袋　ピンホール検査装置の

開発

群馬銀行

平成２５年度補正　中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業

２次公募　採択案件一覧
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24 2510210059 群馬県 移動福祉美容車そらいろ

過疎地巡回を目指したコミュニティー型移動福祉美容

車の改造事業

大泉町商工会

25 2510210061 群馬県 株式会社長井精機

シェールガス採取のための軸流圧縮機駆動用タービ

ン翼の高精度・高効率加工

税理士法人合同会計

26 2510210063 群馬県 株式会社イッキス

自動車用プレス金型製造における超精密加工技術

の高度化と高精度金型の試作開発

群馬銀行

27 2510210069 群馬県 株式会社朝倉ジャージー

機能性マットレスの高品質化と生産性の向上および

新製品の開発

足利銀行

28 2510210070 群馬県 浅見工業株式会社

廃炉向けの低コストで遠隔操作が可能な金属切断工

法の開発

群馬銀行

29 2510210074 群馬県 福島工業株式会社

溶接一体化した自動車プレス大物アセンブリ部品の

試作開発

足利銀行

30 2510210075 群馬県 株式会社高崎共同計算センター

次世代自動車産業に向けた開発効率向上を実現す

る実装・検証システムの開発

公益財団法人群馬県産業支

援機構

31 2510210076 群馬県 有限会社あづま養魚場 魚体別前処理加工の高度化と品質向上 東吾妻町商工会

32 2510210077 群馬県 株式会社ＳＯＧＡ

二重管式熱交換器の高精度化を実現するパイプ曲

げ加工技術の開発

浅沼みらい税理士法人

33 2510210078 群馬県 村田刺繍所

装飾性・耐久性・生産性に優れたケミカルレース製立

体刺繍製品の開発

桐生信用金庫

34 2510210080 群馬県 有限会社ゴトー

航空機用精密特殊ギヤ製造システム導入による競

争力強化

笠懸町商工会

35 2510210081 群馬県 茂木食品工業株式会社

酵素処理によるこんにゃく成分を使用した低カロリー

介護食用の「とろみ剤」の開発・販売

群馬銀行

36 2510210082 群馬県 アイエムエス株式会社

新規拡管増肉精密加工法によるプリテンショナーパ

イプの開発

足利銀行

37 2510210084 群馬県 伊勢崎鈑金塗装株式会社

伝統の技術を最大限活かせる設備環境の整備によ

る高品質化の追求

税理士法人手島＆パート

ナーズ会計

38 2510210086 群馬県 株式会社柴塚製作所

自動車の燃焼効率を高めるための噴射ノズルの精

密加工技術体制の構築

桐生信用金庫

39 2510210088 群馬県 株式会社仲川工業所

自動車用プレス成形部品の検査能力向上による品

質強化事業

群馬銀行

40 2510210092 群馬県 株式会社クラインズ

レーザー加工技術を用いた半導体検査装置に対する

洗浄性の高度化研究

足利銀行

41 2510210093 群馬県 金子林産有限会社

おが粉の生産性改善のため新規設備投資を行い競

争力を強化する

桐生市黒保根商工会

42 2510210094 群馬県 北斗機工株式会社

ロボットシミュレーションを活用した、企画から量産可

動まで一貫した業務効率の向上

群馬銀行

43 2510210095 群馬県 オーラ産業株式会社

高光沢・高輝度のプラスチック加飾塗装の量産化技

術の開発

邑楽町商工会

44 2510210097 群馬県 東栄化学工業株式会社 先端的分析技術を活用した機能性ゴム材料の開発

公益財団法人群馬県産業支

援機構

45 2510210099 群馬県 一作農園

サクサク感としっとり感を共存させたリンゴ加工品の

試作開発

みなかみ町商工会

46 2510210103 群馬県 有限会社大友

縫製用型紙のＣＡＤデータ化によるＣＡＭ裁断・縫製

工程の生産性向上

群馬銀行

47 2510210104 群馬県 前橋橋本合金株式会社

レーザガス高速循環用ターボブロワのアルミ合金鋳

物製ハウジング、スクロールの加工精度向上

群馬銀行

48 2510210113 群馬県 株式会社協栄包装

全自動充填を可能とする特殊シールガゼット袋の自

動製袋機の開発

商工組合中央金庫
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49 2510210117 群馬県 株式会社サイトウティーエム

次世代クリーンエンジン用自動車部品の品質の安

定・向上及び高付加価値化を目的とした生産体制の

構築

公益財団法人群馬県産業支

援機構

50 2510210122 群馬県 中島鉄工株式会社

統合的な生産管理システムの構築による工場プレ加

工工程の生産性向上

群馬銀行

51 2510210128 群馬県 クシダ工業株式会社

専用ＣＡＤ導入による設計リードタイムの短縮と生産

工程の効率化

東和銀行

52 2510210130 群馬県 株式会社フジカケ

多曲面ハニカムコアとパネル材の一体成形を可能に

する「熱硬化型減圧接着装置」の開発

群馬銀行

53 2510210131 群馬県 株式会社タヒラ

次世代航空機用部品の高精度化及び短納期化に向

けた試作開発

群馬銀行

54 2510210151 群馬県 株式会社テクノアウター

大型建築物屋根の施工省力化を実現する折板運搬

装置の試作開発

株式会社渡辺経営コンサル

ティング

55 2510210152 群馬県 有限会社半田金型製作所

高精度複雑形状プレス金型の納期短縮に関する試

作開発

館林信用金庫

56 2510210153 群馬県 株式会社岩﨑製作所

建設機械部品における、難削材の超高速切削加工

技術の開発による部品コストの低減化

しののめ信用金庫

57 2510210159 群馬県 株式会社大野製作所

リチウムイオン電池集電体の精密洗浄技術革新によ

る安全性向上と受注拡大

群馬銀行

58 2510210161 群馬県 合資会社オリエンタル

セラミック製面状発熱体ヒーターの電気抵抗制御技

術の確立

群馬銀行

59 2510210162 群馬県 株式会社秋葉ダイカスト工業所

革新的湯流れ性を発現する特殊アルミ合金を用いた

超薄肉放熱部材の鋳造

東和銀行

60 2510210163 群馬県 梅原モデル株式会社

５軸加工による自動車メーカ向け試作品の高精度化

及び短納期化

足利銀行

61 2510210167 群馬県 共同技研化学株式会社 面状発熱シート用両面テープ生産技術の改良 東和銀行

62 2510210169 群馬県 株式会社半田製作所

自動車向け排気系配管部品の軽量化に向けた試作

開発

桐生信用金庫

63 2510210170 群馬県 株式会社高伸精機

精密切削加工における大型機械部品のリードタイム

半減の実現

しののめ信用金庫

64 2510210176 群馬県 株式会社セガワツールサービス

ＮＣ工具研削盤等の導入によるドリル再生研磨にお

ける加工品質の高精度化計画

株式会社エフアンドエム

65 2510210178 群馬県 三友精機株式会社

半溶融マグネシウム合金の薄板素材の開発及び切

削加工ラインの構築

群馬銀行

66 2510210181 群馬県 株式会社シンクトゥギャザー

ＥＶ用インホイールモーター各輪独立制御システムの

開発

群馬銀行

67 2510210186 群馬県 有限会社小板橋産業

海外製を圧倒する機能を持つ削岩機の主要部品の

精密深穴加工実現で国内生産増大

しののめ信用金庫

68 2510210187 群馬県 眞木産業株式会社

バリ高さ抑制技術の高度化を柱としたステンレス製品

加工の競争力強化

足利銀行

69 2510210188 群馬県 有限会社シー・アンド・シー

職人工に頼らない治具レス生産方法による家具製造

の短納期化の実現

笠懸町商工会

70 2510210192 群馬県 富士油圧精機株式会社

次世代自動車向け試作部品における革新的な高速

切削技術の確立

茂木健次

71 2510210193 群馬県 株式会社群協製作所

難削材（ステンレス製ＳＵＳ３１６Ｌ等）の高耐腐食性

特殊継手の開発・商品化

東和銀行

72 2510210194 群馬県 有限会社高橋精機製作所

焼入れ鋼帯をソフトな抜きでプレス金型寿命２倍に挑

戦する生産技術開発

しののめ信用金庫

73 2510210195 群馬県 株式会社サカエ

簡易に検査・診断できる低価格ハンディタイプの糖尿

病検査装置の開発

しののめ信用金庫
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74 2510210201 群馬県 株式会社林製作所

精密板金部品の自動バリ取りシステム構築と医療介

護ロボ分野への活用

高崎商工会議所

75 2510210202 群馬県 株式会社マルナカ 安全ボルト・ナット「Ｗ－Ｖ－ＬＯＣＫ（ゆるまんぞー）」

公益財団法人群馬県産業支

援機構

76 2510210205 群馬県 株式会社アタゴ製作所

分散型発電ユニットの品質・生産性の向上を図る製

造工程の開発

東和銀行

77 2510210206 群馬県 有限会社石井設備サービス

２０ｋＷ級小水力発電設備機器と付帯制御システム

開発

東和銀行

78 2510210208 群馬県 有限会社茂木製作所

常温接合装置における１品１様の部品加工技術と品

質保証体制の構築

公益財団法人群馬県産業支

援機構

79 2510210209 群馬県 近藤酒造株式会社

「火入れ・冷却」工程における新システム確立による

高品質純米吟醸酒の開発

しののめ信用金庫

80 2510210215 群馬県 有限会社石川鉄工所

次世代自動車プレス部品の高張力化における順送

金型の試作開発

ぐんまみらい信用組合

81 2510210216 群馬県 有限会社大河原製作所

光学機器部品切削加工の大型化・高精度化のため

のＣＮＣ旋盤導入と試作開発

沼田市東部商工会

82 2510210218 群馬県 株式会社布施製作所

多関節三次元測定機の関節部品における研磨レス

高精度はめ合いの実現

群馬銀行

83 2510210221 群馬県 株式会社星本製作所

プレス技術の高度化による自動車用部品の低コスト

化に関する試作開発

群馬銀行

84 2510210225 群馬県 株式会社ユー・コーポレーション

航空宇宙分野の小型部品における加工技術の高度

化と生産性の向上

しののめ信用金庫

85 2510210226 群馬県 小坂建設株式会社

『荒廃した竹林整備サービス』と低温炭素化技術を用

いた竹炭の試作開発事業

群馬銀行

86 2510210230 群馬県 松田精工株式会社

板鍛造加工用の金型開発による、短納期化と新事業

の開拓

しののめ信用金庫

87 2510210233 群馬県 株式会社ビット

タービン溝バイト製作における高効率研削の実現

及び　差別化強化の取組み

しののめ信用金庫

88 2510210235 群馬県 三立応用化工株式会社

日本製マザー機械の競争力向上に寄与する大型真

空注型製品実現事業

商工組合中央金庫

89 2510210242 群馬県

ナンシンハイテックモールド株式会

社

ワイヤーカット加工技術の高度化によるプラスチック

成形金型の試作開発

群馬銀行

90 2510210253 群馬県 株式会社小林機械

金属加工機専用ＣＡＤソフトと運用システム導入によ

るデータベース構築

常陽銀行

91 2510210257 群馬県 孔版技研工業株式会社

複合化パネルの加工技術の高度化による高精度、高

品質、低コスト化の実現

東和銀行

92 2510210275 群馬県 株式会社シュウワエンジニアリング

ポンプの省エネ長寿命化保守管理サービスシステム

提供による新事業分野の開拓

群馬県商工会連合会

93 2510210277 群馬県 有限会社ＢＭＺ

使用して足が鍛えられる機能性インソールの量産試

作開発

みなかみ町商工会

94 2510210279 群馬県 株式会社栄光製作所

多品種・小ロット・微細部品に対応した革新的次世代

実装ラインの構築

富岡商工会議所

95 2510210280 群馬県 株式会社日本デント

ＣＡＤ／ＣＡＭ技術の高度化による革新的な歯科医院

のニーズに対応する次世代モデルの構築

群馬銀行

96 2510210282 群馬県 有限会社桐生明治製作所

斜行穴加工技術の高精度化と短納期化による医療・

通信機器分野への展開

群馬銀行

97 2510210285 群馬県 株式会社東京鋳造所

高性能分析計によるデジタル・ＩＴ活用型グローバル

アルミ鋳造事業の構築

松波竜太

98 2510210288 群馬県 株式会社三友

複雑な形状に対応する切削加工及び、生産効率上

昇と加工時間の大幅短縮の実現

あかぎ信用組合
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99 2510210289 群馬県 菊田製作所

切削加工の高度化による効率的な高精度ステンレス

シャフトの作製

桐生信用金庫

100 2510210290 群馬県 株式会社トムスシステム

電子地図を活用し、地域分析を可能にする営業支援

システムの開発

群馬銀行

101 2510210291 群馬県 株式会社赤城

自動車用ゴム成形品（ジョイントカバー）の射出成形

技術の確立

桐生信用金庫

102 2510210294 群馬県 有限会社東亜電機工業所

三相の一体化により省スペース、省資源、コストダウ

ンを実現する産業用ヒーターの開発

群馬銀行

103 2510210295 群馬県 株式会社シュー・フォーラム

足元からの健康と未病を実現する楽歩堂オリジナ

ル・オーダーインソール製作機器の開発

東和銀行

104 2510210299 群馬県 有限会社猪俣機械製作所

測定技術の高度化によるライフサポート（介護・福祉）

製品のメンテナンス及びアフターケアの事業拡大

桐生商工会議所

105 2510210301 群馬県 株式会社ＮＩＧ

独自設備の進化による製本テープワンストップ工程

の構築

東和銀行

106 2510210303 群馬県 株式会社匠研磨

半導体製造装置向け複雑形状バルブの内面研磨技

術の高度化

足利銀行

107 2510210304 群馬県 東海カレンダー株式会社

製本に使用する金属針の紙製針化によるペーパーリ

サイクルの促進

さわやか信用金庫

108 2510210305 群馬県 貴娘酒造株式会社

低温発酵および低温貯蔵システム導入による発酵由

来の炭酸ガスにこだわった清酒の開発

群馬銀行

109 2510210308 群馬県 株式会社群馬コイケ

医療機器用微少流量調整器の連続的流量調整機構

の試作開発

群馬銀行

110 2510210315 群馬県 雪国アグリ株式会社

季節性商品を年間を通して平準生産するためのグ

ローバルマーケット戦略とその実用化

東和銀行

111 2510210319 群馬県 山恵鉄工株式会社

高精度クレーンブーム試作及び量産のための高精度

測定設備の導入

浅沼みらい税理士法人

112 2510210320 群馬県 ＬＯＯＫ　ＴＥＣ株式会社

『大電流用太線トロイダルコイル巻線機の開発とコイ

ル量産化による業容拡大』

桐生信用金庫

113 2510210328 群馬県 株式会社クボタ

建設機械用新型ドアキャッチ（鍵）の開発及び開閉試

験機の製作

群馬銀行

114 2510210329 群馬県 コガックス株式会社 自社設計製作品による客先生産加工ラインの開発 東和銀行

115 2510210330 群馬県 キムラ精機有限会社

自動車用オイルポンプ部品の高精度・短納期を実現

するための研削加工技術の確立

群馬銀行

116 2510210331 群馬県 株式会社みまつ食品

餃子成形機に連動した多品種少ロット生産に対応す

る自動トレー詰め装置の導入

前橋商工会議所

117 2510210332 群馬県 有限会社高崎保安機材

国産保安用品の品質・生産効率向上による安定供給

と輸入品への対抗

群馬銀行

118 2510210336 群馬県 三晃精機株式会社 高硬度材切削加工の量産化体制構築

株式会社マイルストーン・コ

ンサルティング・グループ

119 2510210343 群馬県 株式会社キーテクノロジー

塗装工程の強化による大型構造物の一貫生産体制

の構築

群馬銀行

120 2510210344 群馬県 フジハツ工業株式会社

環境エネルギー部品製造プロセスの一元化と生産効

率の改善

群馬銀行

121 2510210347 群馬県 小池化学株式会社 界面活性剤不使用エアゾール化粧料の開発 商工組合中央金庫

122 2510210350 群馬県 株式会社田村製作所

高効率空調機用ファンモータシャフトの生産能力強化

事業

桐生信用金庫

123 2510210356 群馬県 株式会社ＦＡＳＴ

自動車向け内装部品における射出成形金型の高精

度化及び短納期化を目指した試作開発

群馬銀行

5／6



受付番号 都道府県 申請者名称 事業計画名 認定支援機関名

124 2510210359 群馬県 株式会社高木製作所

高難度ステンレス板金部品のフレキシブルベンディン

グシステムの構築

高崎信用金庫

125 2510210361 群馬県 株式会社高崎ダイカスト工業社

高精度位置決め装置搭載の切削加工機の試作開発

とロボットによる加工作業の全自動化

東和銀行

126 2510210366 群馬県 株式会社プロト技研

軽量・高剛性で、生産性の高い垂直軸揚力型風車の

翼の開発

アイオー信用金庫

127 2510210369 群馬県 株式会社オギテック

工程短縮・コスト削減のためのサーボクッションを活

用した超高硬度高張力鋼板の深絞り成形技術の開

発

眞下武久

128 2510210376 群馬県 鈴木工業株式会社

自動車用高精度プレス金型の短納期化に向けた試

作開発

群馬銀行

129 2510210384 群馬県 株式会社精和製作所

自動車分野向け治具の開発リードタイムの短縮及び

販路の拡大

商工組合中央金庫

130 2510210387 群馬県 株式会社土屋合成

微細プラスチック部品のカメラ画像による全自動外観

検査装置の開発

東和銀行

131 2510210395 群馬県 有限会社大竹製作所

高出力レーザー加工機導入による競争力強化の実

現

邑楽町商工会
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