平成２８年度補正 革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金
採択案件一覧（132件）
（受付番号順）
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 2810110001

群馬県

株式会社市川工業所

5070001026990

自動車用ステアリングコラム部品（ブラケットナット）の製造
工法の変更による大幅な原価低減

群馬銀行

2 2810110002

群馬県

ＬＯＯＫ ＴＥＣ株式会社

3030001089085

光による体内糖バランス測定器の試作品開発

桐生信用金庫

3 2810110004

群馬県

有限会社須永木工所

6070002029703

安全で快適な設備環境構築のニーズに応えるため当社の
木口処理加工の生産性を向上させる

群馬銀行

4 2810110005

群馬県

昭和精工株式会社

7070001007270

最新マシニングセンタ導入による角絞り金型の精度向上と
製造工程短縮による製造革新

税理士法人高沼会計

5 2810110007

群馬県

株式会社カキモ

9070001021088

チタン加工技術及び複合圧接加工技術の構築で次世代産
足利銀行
業に参入

6 2810110009

群馬県

伊田繊維株式会社

3070001015608

作務衣の製造プロセスを変革し、「考える工場」を実現する
東和銀行
事業

7 2810110010

群馬県

有限会社シンセーテック

4070002020432

自動車レンズ部品用金型の生産性および鏡面仕上げ技術
桐生信用金庫
向上

8 2810110011

群馬県

増田製作所

9 2810110012

群馬県

株式会社大日方精密工業

3070001017281

多軸複合加工用ＣＡＤ／ＣＡＭシステムによる超高精度複雑
群馬銀行
形状試作品の生産性向上と受注拡大

10 2810110013

群馬県

株式会社タイヨー

7070001016230

難削材加工の新技術習得による加工技術の高度化・航空
機部品の一貫加工体制の確立

11 2810110014

群馬県

共栄精機株式会社

8070001019083

高精度輪郭形状測定機導入による、品質保証体制の強化 群馬銀行

12 2810110016

群馬県

株式会社大桐

6070001016223

刺繍技術の高度化による独創的なブライダル和装衣裳の
開発

石埜茂

13 2810110022

群馬県

株式会社テクス清水

9070001007748

業界初の建設機械部品研削作業ロボット化事業

しののめ信用金庫

14 2810110023

群馬県

共栄プリント株式会社

4070001015870

印刷技術の向上による多品種・極小ロット・超短納期体制の
桐生信用金庫
構築

15 2810110026

群馬県

有限会社昌藤

8070002024751

自社製刺繍用治具を用いた筒状製品への刺繍技術の開発 石埜茂

16 2810110030

群馬県

有限会社和興製作所

5070002021272

最新ＮＣ制御駆動装置の導入によるパイプ曲げ加工機の改
群馬銀行
良

17 2810110031

群馬県

有限会社アクス技研

8070002021988

超高張力鋼を使用し安全性を高めた新車種部品のプレス
加工の実現

足利銀行

18 2810110035

群馬県

平和衡機株式会社

2070001008298

トレーサビリティが確保された特殊分銅校正サービスの開
始

高崎商工会議所

19 2810110037

群馬県

有限会社有美

3070002025077

ＥＣ知的活動の応用で繊維プリント技術を新たな産業として
群馬銀行
躍動させる

20 2810110038

群馬県

有限会社濱水製作所

6070002016544

スーパーエンプラによる金属部品の樹脂化技術の開発で
「強い現場」を構築する

しののめ信用金庫

21 2810110040

群馬県

ＰＶＲ

真空ランプを用いた超軽量・強靭ポーラスアルミ大型素材
形成装置の試作・開発

東和銀行

22 2810110042

群馬県

株式会社エム・エス・ケー

1070001014421

鋼管分岐部のバーリング加工による高付加価値ユニット配
群馬銀行
管の開発

23 2810110044

群馬県

株式会社岩﨑製作所

4070001011639

斜め穴切削加工部品のステップレス加工と超高速切削加工
しののめ信用金庫
技術の融合

24 2810110046

群馬県

朝倉染布株式会社

1070001015535

濃染プリント開発によるスポーツ衣料資材加工への参入

税理士法人向田会計

25 2810110048

群馬県

関信ゼベリン株式会社

2070001015749

大口径送水管における漏水検査システムの確立

群馬銀行

26 2810110049

群馬県

株式会社群馬デスコ

6070001015910

食品用紙底折箱と仕切折箱製造での工程フローの改善と
構築

桐生信用金庫

27 2810110059

群馬県

ベスト資材株式会社

8070001020116

生産性、品質向上と省資源化のためのＩＴを活用した建築用
東和銀行
部品の試作開発

28 2810110060

群馬県

井上熱処理工業株式会社

9070001005272

残留応力測定による熱処理品質の向上と高周波焼入条件
群馬銀行
の最適化の実現

29 2810110061

群馬県

株式会社タツミ製作所

6070001017064

３次元ＣＡＤ／ＣＡＭの導入で現有加工機の活用を進め新
分野進出の足掛かりを確立する

みどり市商工会

30 2810110063

群馬県

株式会社明清産業

3070001003257

超極細撚線導体の生産プロセス構築

東和銀行

医療用容器で求められる高品質な金型製作のための放電
高崎市新町商工会
加工技術の高度化

1

みどり市商工会

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

31 2810110064

群馬県

有限会社福田商店

5070002021231

刺繍職人が持つ匠の技を活かす意匠と生産性を高める新
型ミシンの導入

32 2810110065

群馬県

株式会社エーアンドブイ企画

2070001000379

イタリア製法無添加生ハムの包装におけるガス充填包装技
東和銀行
術の開発

33 2810110066

群馬県

英重機工業株式会社

1070001020485

山留め資材の再利用を可能とするリサイクル方法の構築

34 2810110068

群馬県

株式会社木村鋳造所

4080101005498

ＩｏＴ技術を利用した溶解管理システムを導入しコスト削減を
静岡銀行
図る

35 2810110069

群馬県

株式会社ヌカベ

2070001011888

自動車用次世代型ディファレンシャルケースの加工方法改
東和銀行
善

36 2810110070

群馬県

株式会社テクノオリジン

4070001016844

自動車用専用生産設備の大型冶具製作における短納期
化・完全内製化・高品質化の実現

37 2810110072

群馬県

株式会社イノウエ

8070001018721

生地の特性と縫い目が無く立体的に編めるといった特性を
合わせ、産業資材として消防用防火衣である防火マスク試 群馬銀行
作開発する

38 2810110073

群馬県

株式会社ベンカン

1070001026020

塑性加工でのアルミ製メカニカル継手開発による新規市場
太田商工会議所
への参入

39 2810110077

群馬県

株式会社下井田製作所

1070001016112

量産金型の製造事業を取り込む為の技術力強化と社内体
群馬銀行
制の構築

40 2810110078

群馬県

株式会社近藤金属工業

9070001021716

建設用特殊架装車向け金属部材の高精度化

館林商工会議所

41 2810110081

群馬県

三晃精機株式会社

8070001021725

難削材ＳＵＳ３１０Ｓへの小径深穴加工技術の高度化

東和銀行

42 2810110082

群馬県

株式会社斎藤鉄工

5070002023500

汎用迅速流体継手『カプラ』における横穴テーパー穴加工
及び内径表面粗さの確保

桐生信用金庫

43 2810110083

群馬県

株式会社共立発条製作所

2070001021103

自動車シート部品分野におけるインサート樹脂成形部品の
足利銀行
歩留り率改善

44 2810110085

群馬県

有限会社柿沼製作所

9070002028603

三次元部品加工完全内製化による受注機会の拡大と短納
アイオー信用金庫
期化

45 2810110086

群馬県

株式会社羽鳥鉄工所

3070001008082

医療介護支援ロボット用部品の工程集約を図り短納期化・
高崎信用金庫
即納対応を構築する

46 2810110089

群馬県

株式会社シミズプレス

2070001009734

新工法による医療機器部品の高精度加工技術の確立

公益財団法人群馬県産業支
援機構

47 2810110092

群馬県

株式会社須藤機械

2070001016177

次世代商用車向けブレーキシステム部品製造のための精
密多面切削加工技術開発事業

商工組合中央金庫

48 2810110093

群馬県

株式会社藤岡モールド

1070001012739

高性能ＣＡＭＴＯＯＬ導入による高精度加工の実現と納期の
東和銀行
短縮

49 2810110095

群馬県

株式会社ティー・エス・ケー

9070001017185

電子部品実装機の導入による品質向上及び生産体制の強
東和銀行
化

50 2810110096

群馬県

株式会社ワーナテック

4070001003421

中・大型歯車の加工時間の短縮・品質向上による生産性の
群馬銀行
向上

51 2810110097

群馬県

株式会社食環境衛生研究所

6070001004467

凍結組織切片の蛍光免疫染色による家畜疾病の迅速病理
東和銀行
診断法の開発

52 2810110098

群馬県

金井電器産業株式会社

8070001000712

キーボード熱転写昇華印刷の品質改善と生産能力向上

53 2810110101

群馬県

株式会社秋山工業

5070001012322

鋼構造物製造における研削精度・耐震性の高度化と新たな
群馬銀行
市場開拓

54 2810110102

群馬県

株式会社シー・エス・ケイ

1070001019593

建設業界需要増に伴う生産性向上を実現し、市場ニーズへ
群馬銀行
の対応力強化を図る

55 2810110103

群馬県

小倉鉄工株式会社

2011801006711

センシングを活用した検査工程の自動化で品質と生産性の
商工組合中央金庫
向上を図る

56 2810110106

群馬県

群馬レジン株式会社

5070001021166

高精密な樹脂製造成形機と熟練技術の融合による塗装レ
スピラーの開発

商工組合中央金庫

57 2810110111

群馬県

有限会社シー・アンド・シー

3070002023634

５軸制御ＮＣを活用し、環境負荷の少ない「突板」で高付加
価値の製品を開発する

笠懸町商工会

58 2810110112

群馬県

旭化成株式会社

4070001000146

高機能発泡製品の高度な品質管理と生産性向上を図る新
足利銀行
規生産システムの開発

59 2810110113

群馬県

有限会社今井鉄工所

3070002000690

切削屑の安定創成技術の確立等による次世代自動車用駆
商工組合中央金庫
動系部品の革新的生産性向上

60 2810110116

群馬県

株式会社内外

4070001018155

アルミ架線クランプ製品の品質保証体制向上と新規品開発
商工組合中央金庫
体制の構築

61 2810110119

群馬県

株式会社イワタ

5070001015630

画像処理システムの活用による成形加工の品質及び生産
東和銀行
性の向上

62 2810110120

群馬県

鈴木工業株式会社

6070001019507

次世代自動車用順送金型の生産プロセスの革新

2

群馬伊勢崎商工会

埼玉りそな銀行

株式会社エフアンドエム

東和銀行

群馬銀行

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

63 2810110124

群馬県

有限会社梶山鐵工

9070002020353

次世代自動車向け共有化部品における革新的生産技術の
群馬銀行
確立

64 2810110125

群馬県

昭和化成工業株式会社

3070001022926

次世代自動車向け射出成形品の高サイクル・低コスト・不良
利根郡信用金庫
削減に向けた試作開発

65 2810110130

群馬県

株式会社高崎ダイカスト工業社

9070001010371

ＩｏＴを視野に入れた加工時の計測データを監視・蓄積・分析
東和銀行
して最適条件を導き出す切削加工システムの試作開発

66 2810110132

群馬県

株式会社テクノラボ

8030001033468

ハイブリッドスケール防除技術の実用化開発

67 2810110135

群馬県

有限会社桐生明治製作所

6070002023169

スパコン用高性能冷却装置向け継手の高精度加工への取
群馬銀行
組み

68 2810110140

群馬県

神田窯業有限会社

9070002017341

廃瓦のリサイクルによる地震対策・環境対策土材の開発と
しののめ信用金庫
販売

69 2810110147

群馬県

株式会社群馬中央義肢

2070001030987

インソール製作システム導入によるコンフォート靴市場の開 株式会社群馬マーケティング
拓
センター

70 2810110150

群馬県

有限会社石山不動産

6070002022666

導入及び運用が低価格かつ品質劣化を起こさない木材乾
燥機の試作開発

71 2810110151

群馬県

株式会社旭光

8070001022120

次世代航空機向け油圧部品の飛躍的な生産性向上を実現
群馬銀行
するための高度生産体制構築事業

72 2810110152

群馬県

有限会社川島エンブ

9070002023133

プリントと刺繍を融合した独自技術の開発

石埜茂

73 2810110153

群馬県

スバル工業株式会社

7070001021791

医療機器向け高品質部品の生産技術の開発

群馬銀行

74 2810110154

群馬県

株式会社伊勢崎金型製作所

3070001013074

次世代自動車向け高硬度樹脂用金型の高精度・高効率加
東和銀行
工の実現

75 2810110155

群馬県

近藤酒造株式会社

7070001015975

上槽工程に遠心分離法を採用した高品質の純米大吟醸酒
しののめ信用金庫
の開発

76 2810110156

群馬県

株式会社鈴木機械

8070001016171

非接触座標測定装置を活用した高精度振動耐久試験用治
桐生信用金庫
具の開発

77 2810110157

群馬県

愛和電子株式会社

8070001015512

複雑形状・高精度な曲面削り出し加工を要する航空機部品
東和銀行
の切削技術の確立

78 2810110158

群馬県

株式会社山村

4040001028487

スプライスプレート製作の生産性向上と強度及び耐震性強
群馬銀行
化の工夫

79 2810110159

群馬県

有限会社鈴木工業

5070002031932

次世代自動車用ダイカスト金型の製造リードタイムの短縮

アイオー信用金庫

80 2810110160

群馬県

株式会社大野製作所

1070001024560

塗装レス高耐食アルミ化成処理技術の開発と量産化

しののめ信用金庫

81 2810110161

群馬県

歯科技工ＡＳＩＳＴ

最新歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ＋職人的技術の融合による患者
の満足度と地域歯科医療の向上

しののめ信用金庫

82 2810110166

群馬県

有限会社サンエス技研

1070002010015

複雑形状対応可能なバリレス・巣レスのダイカスト金型製作
しののめ信用金庫
技術の確立

83 2810110174

群馬県

有限会社ユウセイテクノ

7070002032499

穴あけ加工と接合技術の高度化による高精度パイプ加工
技術の確立

84 2810110175

群馬県

株式会社牧機械製作所

1070001003028

新規自動車部品受注の為の加工方法開発と生産プロセス 公益財団法人群馬県産業支
革新
援機構

85 2810110180

群馬県

有限会社山口精工

6070002019935

次世代自動車用鋳造金型の放電加工プロセスの改善

86 2810110188

群馬県

株式会社山岸製作所

8070001008631

航空宇宙産業への参入を可能にする横断型生産管理シス
高崎信用金庫
テムの開発

87 2810110191

群馬県

株式会社タヒラ

2070001007696

半導体向け高精度部品加工における検査プロセスの開発

群馬銀行

88 2810110202

群馬県

株式会社タキエンジニアリング

4070001029631

パイプ極小曲げ機構一体型端末成形機の開発

群馬伊勢崎商工会

89 2810110203

群馬県

株式会社笠盛

8070001015751

独自の刺繍技術を発展させた今までに無い蝶ネクタイの開
足利銀行
発

90 2810110205

群馬県

株式会社数理設計研究所

5070001004435

リチウム二次電池良否判定装置の製品化試作

群馬銀行

91 2810110206

群馬県

三友精機株式会社

2070001007069

航空機用ＣＦＲＰに特化した高性能穿孔ドリルの開発

高崎信用金庫

92 2810110210

群馬県

有限会社エース木型

3070002008932

天然木による大型ＮＣ木型の新工法開発

しののめ信用金庫

93 2810110212

群馬県

有限会社赤石工業

8070002022458

電子回路バージョンアップ用片端子線の効率化生産への取
笠懸町商工会
組み

94 2810110213

群馬県

株式会社マルナカ

4070001013759

ロボット溶接機導入と工法開発によるスパッタレス溶接の実 公益財団法人群馬県産業支
現
援機構

3

東和銀行

東和銀行

石埜茂

足利銀行

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

95 2810110216

群馬県

糸井商事株式会社

9070001006188

地域の廃発泡スチロールを回収し固形燃料化する事業

96 2810110220

群馬県

株式会社大塚プラスチック工業

9070001012112

アラインメントシステムを使用した高精度レーザーマーキン
しののめ信用金庫
グの実現

97 2810110223

群馬県

有限会社青柳

3070002022446

高齢者向けお菓子の開発に関する酵素機能活用による高
桐生商工会議所
品質化

98 2810110226

群馬県

石坂電器株式会社

9070001013102

生産の全社最適化を実現する『全社生産管理システム』の
東和銀行
構築

99 2810110227

群馬県

牧野酒造株式会社

3070001008371

日本酒と群馬県開発ウメ「紅の舞」を使用した高付加価値
発泡性梅酒の試作開発

群馬銀行

100 2810110231

群馬県

株式会社シグマエンジニアリング

4070001014220

最新型複合加工機導入による、省力化装置用カム等の加
工方法の開発

群馬銀行

101 2810110232

群馬県

有限会社滝上工業

2070002016408

鉄骨付帯製品加工における生産性向上を目的とした工程
複合化への取組み

しののめ信用金庫

102 2810110238

群馬県

株式会社柴田合成

5070001011761

冷却性能向上による変形レス樹脂成形システムの開発

群馬銀行

103 2810110239

群馬県

株式会社景勝軒

5070001015473

ラーメン業界初！スープの味がぶれない製造工程への挑
戦

群馬伊勢崎商工会

104 2810110240

群馬県

有限会社田谷野製作所

5060002036718

射出成型機のＡＩ化生産設備の導入により顧客の信頼向上
あかぎ信用組合
計画

105 2810110241

群馬県

ウエスタン塗装株式会社

8070001015636

試作品等の多品種少量生産に対応した塗装技術の確立と
笠懸町商工会
生産性の向上

106 2810110242

群馬県

株式会社アリギス

3070001000213

多業種多品種変種変量生産を実現する生産システムの構
商工組合中央金庫
築

107 2810110245

群馬県

ＹＡＨ－ＢＥ－ＪＡＰＡＮ株式会社

9070001026228

送電線劣化で発生する、送電ロスを感知する、世界初の
ケーブルセンサー開発で、送電ロス防止に寄与する

群馬県信用組合

108 2810110247

群馬県

株式会社ケーディーエス

8070001005802

生産設備における機械設計のプロセス改善

東和銀行

109 2810110248

群馬県

群馬テレビ株式会社

6070001000978

バーチャルスタジオシステムによる視聴者・広告主サービス
群馬銀行
の革新

110 2810110250

群馬県

石川工業株式会社

1070001018686

インナー加工技術の高度化による高生産性ラインの構築

111 2810110251

群馬県

土田酒造株式会社

6070001023590

日本酒×観光による需要開発と冷却設備導入による一貫し 税理士法人アルタ東京会計事
た高度技術確立
務所

112 2810110252

群馬県

株式会社浦和製作所

9030001000863

工場全設備のネットワーク管理構築による低コスト生産体
制の実現

113 2810110255

群馬県

株式会社タカノ

7070001019646

多品種超少量研削工程の最大効率化を実現するＩｏＴロボッ
足利銀行
ト化構想

114 2810110257

群馬県

株式会社樽沢

6070001007701

群馬県産小麦を用いたお土産用半生麺の品質持続化技術
高崎市榛名商工会
開発と量産化

115 2810110258

群馬県

企業組合Ｓ．Ｒ．Ｄ

5070005001627

神経難病等の重度障碍者用、汎用「フェイススイッチ」の開
群馬銀行
発

116 2810110260

群馬県

株式会社トリニティ

5070001031925

アニメ作家（イラストレーター）のデザインを小物雑貨として
製品化する技術の高度化

しののめ信用金庫

117 2810110261

群馬県

株式会社ＬＵＣ

7070001010134

二次電池の溶接技術の高度化と生産プロセスの改善

群馬銀行

118 2810110262

群馬県

東栄化学工業株式会社

8070001013929

分析・試験技術の高精度化による次世代産業向けゴム材
料開発技術の確立

公益財団法人群馬県産業支
援機構

119 2810110267

群馬県

イヅハラ産業株式会社

2070001016978

特許技術を活用した高機能タオルの開発

桐生商工会議所

120 2810110269

群馬県

淡島工業株式会社

1070001006138

溶接作業での高付加価値化した生産プロセスの革新

東和銀行

121 2810110270

群馬県

有限会社清田工業

5070002028895

新たな検査システムによる自動車用シートフレーム部品製
桐生信用金庫
造

122 2810110272

群馬県

株式会社アイティーエム

6070001018021

既存のＧＰＳ端末の課題を解決するウェアラブルセンサーの
東和銀行
試作開発

123 2810110273

群馬県

大輝塗装工業有限会社

1070002000998

次世代自動車向けプラスチック塗装技術の高度化計画

しののめ信用金庫

124 2810110282

群馬県

株式会社ＰＬＡＩＳＩＲ

9070001011601

保存性を高め常温保存可能な超機能「発酵ローチョコレー
ト」の試作開発

東和銀行

125 2810110289

群馬県

有限会社関越精光

2070002020665

高度医療機器関連部品に用いられる薄肉研磨技術の開発 群馬銀行

126 2810110290

群馬県

有限会社石川鉄工所

8070002028026

次世代自動車用プレス金型におけるＡＩを活用した加工技術
ぐんまみらい信用組合
の高度化

4

株式会社ネクストビジネス

東和銀行

埼玉りそな銀行

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

127 2810110299

群馬県

フロイデ株式会社

8012401020584

ナノテクノロジー新素材によるキッチン洗面カウンター製品
多摩信用金庫
の製造

128 2810110306

群馬県

株式会社砂永樹脂製作所

3070001019518

チェーンレバーガイドの【２材成形金型】の試作開発

129 2810110308

群馬県

そば処角弥

130 2810110316

群馬県

株式会社ワーテックス

6070001020332

次世代自動車用騒音制御ユニットの開発

群馬銀行

131 2810110318

群馬県

株式会社岩崎工業

5070002028160

熱交換器、拡管工程の高度化による競争力強化

浅沼みらい税理士法人

132 2810110323

群馬県

株式会社土屋合成

2070001012176

筆記具用樹脂部品におけるＩｏＴとＡＩを活用した生産プロセ
スの革新

東和銀行

東和銀行

そば職人監修「手打同等の美味しい機械打ち蕎麦」の試作
みなかみ町商工会
開発
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