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
群馬県採択案件一覧（165者）
（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 3010110002

群馬県

株式会社柴田合成

5070001011761

金型・成形技術の高度化による薄肉容器の低コスト短納期
化

株式会社群馬銀行

2 3010110006

群馬県

株式会社土屋合成

2070001012176

高耐熱樹脂成形品の自動検査プロセスの開発

株式会社東和銀行

3 3010110016

群馬県

株式会社サイトウティーエム

6070001008922

4 3010110017

群馬県

昭和電気鋳鋼株式会社

9070001008985

5 3010110001

群馬県

有限会社桐新

7070002024190

6 3010110004

群馬県

株式会社テック・エイト

1070001027035

7 3010110005

群馬県

株式会社岩崎工業

5070002028160

8 3010110007

群馬県

東精機株式会社

5070001006084

新治具開発による段取時間削減と加工精度向上

しののめ信用金庫

9 3010110011

群馬県

株式会社内外

4070001018155

次世代自動車用部品向け試作開発計測技術の高度化

株式会社群馬銀行

10 3010110013

群馬県

アイ・プランニング株式会社

7070001031725

当社が企画・開発したデザインの製造工程を内製化し販売
力強化を目指す

桐生商工会議所

11 3010110014

群馬県

林工業株式会社

5070001008097

高速スポット溶接による可動式ホームドア部品の高強度化

株式会社東和銀行

12 3010120001

群馬県

株式会社須田製作所

1070001014108

13 3010120002

群馬県

有限会社かみじょう

4070002016125

14 3010120003

群馬県

有限会社ナカヤマ化成

2070002016507

高強度を求められるユニバーサルデザイン住設部品の開発 株式会社群馬銀行

15 3010120006

群馬県

株式会社岩﨑製作所

4070001011639

ＥＶ・ハイブリッド自動車用高精度ブレーキ部品の試作開発

16 3010120008

群馬県

トキワ製作所

17 3010120011

群馬県

東エンタープライズ株式会社

7070001015018

18 3010120012

群馬県

山田リビング株式会社

3010001059321

19 3010120013

群馬県

株式会社クワバラ

8070001015925

20 3010120015

群馬県

株式会社トムコ

5070001002298

21 3010120016

群馬県

株式会社モテギ

2070001020237

22 3010120017

群馬県

株式会社ニットテック

7070001030347

23 3010120024

群馬県

株式会社花山うどん

4070001021968

24 3010120026

群馬県

株式会社三山精機

4070001011952

25 3010120027

群馬県

有限会社大野鉄工所

7070002028448

26 3010120028

群馬県

株式会社中沢工業所

7070001007907

27 3010120029

群馬県

株式会社セイコーレジン

5070001014112

28 3010120030

群馬県

株式会社カキモ

9070001021088

29 3010120031

群馬県

大旺工業株式会社

4070001019574

30 3010120032

群馬県

有限会社エバラ製作所

6070002018549

31 3010120034

群馬県

株式会社ヤマザキテクノ

4070001020854

32 3010120035

群馬県

株式会社協栄製作所

5070001017057

33 3010120036

群馬県

株式会社栄久

2070001014057

34 3010120042

群馬県

三郷鍍金工業株式会社

3070001013768

35 3010120043

群馬県

株式会社Ｕ・Ｔａｃｈ

1070001017300

36 3010120045

群馬県

株式会社牧機械製作所

1070001003028

37 3010120046

群馬県

株式会社白坂工業

9070001026252

生産効率向上のための測定・作図・加工一貫体制の確立

しののめ信用金庫

38 3010120048

群馬県

有限会社遠藤プレス

1070002033107

長尺製品の曲げ加工の内製化による一連加工の実現

館林信用金庫

39 3010120053

群馬県

富士鉄重構株式会社

4070001002794

建築用鉄骨加工における生産性と精度向上への取組み

群馬県商工会連合会

40 3010120056

群馬県

有限会社梁瀬食品

5070002034035

41 3010120058

群馬県

株式会社Ｋ－２

1070001014792

42 3010120061

群馬県

有限会社ヒノデ産業

9070002019602

自動車用防水シールコードの品質と生産性向上の取組み

桐生信用金庫

43 3010120062

群馬県

群馬レジン株式会社

5070001021166

塗装レスピラーを進化させたシボ加工ピラーの開発

桐生信用金庫

44 3010120063

群馬県

株式会社堀田

3070002004840

45 3010120070

群馬県

株式会社豊田技研

4070001012728

46 3010120071

群馬県

ベスト資材株式会社

8070001020116

47 3010120072

群馬県

株式会社ウエハラＨＣ

3070001012282

48 3010120073

群馬県

株式会社大真

6070001031271

49 3010120076

群馬県

エスビック株式会社

2070001009560

画像検査を用いた次世代燃料噴射ポンプ部品用検査装置
の開発と導入
自動混練装置の導入による、顧客要求品質の高度化対応と
新規事業分野への進出
伸縮性生地に対する紋章刺繍の高品質化と生産性向上の
取組み
バーコードダイレクトレーザーマーキング法の確立と量産体
制構築
熱交換器ヘアピンパイプ加工工程の高度化による競争力強
化

公益財団法人群馬県産業支援機構
株式会社群馬銀行
桐生商工会議所
株式会社東和銀行
株式会社東和銀行

省スペース化を実現するトラック用配管の太径・極小曲げ加
株式会社群馬銀行
工技術の確立
顧客要求である嵌合性・摺動性を満たした介護ベット製品の
群馬県信用組合
実現

しののめ信用金庫

アルミと同等の強度を持つＧＦＲＰ樹脂の薄肉加工による部
桐生信用金庫
品軽量化の実現
木材加工用複合ボール盤の導入と技術確立による業界支
株式会社東和銀行
援体制つくり
先端縫製機導入によるカーテン製造工程の生産性向上
無製版プリントシステム導入による多品種小ロットプリント体
制の確立
ＥＶ・減速ギアボックス用試作部品の高精度・短納期化の実
現
次世代自動車をターゲットにした高張力鋼の切断自動化技
術の開発
市場ニーズに対応した高付加価値ニットの加工精度向上と
生産性向上
独自伝統製法を自動化・デジタル化した新規高度化製麺乾
燥システムの構築
次世代自動車用精密制御部品の精密プレス後の洗浄方法
の改善
建設用鉄骨の製造における内製化率向上による短納期化
への取組み
ファイバーレーザによる精密加工技術を活用したブランク工
程の高度化
建設業の作業環境改善の為の作業台開発
次世代鉄道車輌用精密部品の高度加工・測定技術の構築
で生産性向上を図る
板金部品の平坦性を高品質化して実現する生産プロセスの
革新化
人とロボットの協働で生産効率を高め持続的発展と収益力
向上を実現
半導体製造分野における硬脆材料に対する高精度加工技
術の開発
自動車向け順送プレス用金型の短納期化の取組み
高齢化社会対応に不可欠な栄久式シーツさばき自動化シス
テムの確立
電気めっきにおける自動車用ナットの均一電界めっき技術
の開発
樹脂流動性とガスを要因とした大型透明ＵＦＯキャッチャー
アームの不良低減
自動車の緊急自動ブレーキ用短尺ボールねじ軸転造加工
技術の開発

小人数世帯向け漬物製品の新構造包装カップへの充填技
術の高度化
ハンダ印刷技術の向上によるファインピッチＩＣの実装技術
確立

製造業としての原点回帰していくための設備投資としてＮＣ
加工機の導入
レベラーフィーダーを伴うプレス順送加工の工法開発による
自動車ヘッドランプ用ヒートシンクの高品質化
Ｖ型高周波接着機による家屋壁面コーナー出隅製造の生産
性向上
次世代こんにゃく製品を開拓するための生産プロセスの改
良←労働力不足＜新商品開発
角度センサー搭載ベンダーマシン導入によるワンストップ
サービス強化
安心・安全な社会インフラを実現するコンクリートブロックの
生産性向上

石埜茂
桐生信用金庫
株式会社東和銀行
群馬県商工会連合会
太田商工会議所
株式会社群馬銀行
しののめ信用金庫
館林商工会議所
株式会社群馬銀行
猪俣健
株式会社足利銀行
株式会社足利銀行
株式会社群馬銀行
株式会社群馬銀行
桐生商工会議所
株式会社群馬銀行
株式会社群馬銀行
桐生信用金庫
公益財団法人群馬県産業支援機構

群馬県商工会連合会
しののめ信用金庫

しののめ信用金庫
株式会社東和銀行
群馬県商工会連合会
しののめ信用金庫
群馬県商工会連合会
株式会社東和銀行

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

50 3010120078

群馬県

三羽工業株式会社

8070001021733

ＣＮＣ旋盤導入によるナット製品の加工能力の向上と低コス
株式会社東和銀行
ト化の実現

51 3010120079

群馬県

株式会社オーテック

5070001013865

最新航空機用ジェットエンジン部品の加工技術開発事業

52 3010120081

群馬県

日菱製管株式会社

6070001025570

53 3010120082

群馬県

株式会社上山織物

3070001016977

54 3010120083

群馬県

株式会社小間製作所

6070002016197

55 3010120084

群馬県

三枝工業株式会社

8070001019273

56 3010120085

群馬県

株式会社佐藤工業所

5070001001408

超広角配光と集光機能を有するＬＥＤライト

株式会社群馬銀行

57 3010120086

群馬県

株式会社原田農園

5070001023047

アップルパイの高度化と生産性向上事業

群馬県商工会連合会

58 3010120088

群馬県

株式会社栄光製作所

4070001011705

手はんだ付け工程の自動化による試作品完成のスピード
アップ強化

富岡商工会議所

59 3010120090

群馬県

日邦工業株式会社

4010801009433

大型ワーク旋削加工技術の高度化による新規市場開拓

けいあい税理士法人

60 3010120092

群馬県

有限会社ミツテックス

2070002031885

61 3010120093

群馬県

有限会社森戸製作所

2070002031290

62 3010120096

群馬県

平和衡機株式会社

2070001008298

63 3010120097

群馬県

広葉樹合板株式会社

9450001001233

64 3010120099

群馬県

株式会社奈良原産業

1070001021145

65 3010120100

群馬県

有限会社沢田製作所

3070002016241

66 3010120101

群馬県

システムセイコー株式会社

9070001009455

医療分析装置用機械部品の高精度加工・洗浄技術の確立

株式会社群馬銀行

67 3010120102

群馬県

スダテック株式会社

9070001014703

次世代自動車用金属プレス金型における生産体制の革新

株式会社東和銀行

68 3010120103

群馬県

株式会社松原新

2070001014453

ダイレクト製版による省約化と製版事業の拡大及び販売網
の確立

桐生信用金庫

69 3010120104

群馬県

株式会社シンノエパック

6070001013906

５０年後の事業継続に向けた労働生産性改善の推進

株式会社群馬銀行

70 3010120106

群馬県

有限会社富士ハードクロム

5070002030793

めっきの生産設備の改善による、めっき量産規模の拡大

桐生信用金庫

71 3010120107

群馬県

豊和技研工業株式会社

8070001034520

72 3010120110

群馬県

子持食品株式会社

5070001017635

73 3010120111

群馬県

愛和電子株式会社

8070001015512

74 3010120112

群馬県

株式会社角弥

4070001033724

手打ち蕎麦屋が作る本格揚げそばの高品質化事業

群馬県商工会連合会

75 3010120113

群馬県

有限会社西澤機械

8070002024347

電気自動車向け大型高精度ブレーキディスク試作加工

株式会社足利銀行

76 3010120114

群馬県

株式会社伊勢崎金型製作所

3070001013074

次世代自動車向け大型金型製作における生産性向上計画 株式会社東和銀行

77 3010120116

群馬県

ＡＲＫ ＴＥＣＨ株式会社

4070001004766

深紫外線ＬＥＤを搭載した周辺露光評価機の開発試作

岡部雅之

78 3010120119

群馬県

有限会社川島精機

7070002028761

産業機械向け機構部品の加工プロセスの開発

館林信用金庫

79 3010120120

群馬県

新栄工業株式会社

6070001011760

80 3010120121

群馬県

株式会社小間工業

9070001011741

81 3010120122

群馬県

株式会社明輪

1070001017960

82 3010120123

群馬県

株式会社ＳＡＣ

8070001032920

83 3010120124

群馬県

ダイヤゴム株式会社

3070001001970

84 3010120125

群馬県

株式会社日東電機製作所

3070001019906

85 3010120128

群馬県

高橋ベルト株式会社

2070001007655

86 3010120129

群馬県

株式会社工裕精工

7070001009052

87 3010120130

群馬県

有限会社ディップ

5070002030125

88 3010120132

群馬県

岡部工業株式会社

1070001013183

89 3010120133

群馬県

株式会社柳田鉄工所

8070001020264

90 3010120135

群馬県

株式会社多胡製作所

7070001012287

91 3010120136

群馬県

丹羽新精機株式会社

1070001016418

92 3010120137

群馬県

武藏工業有限会社

7070002019868

93 3010120138

群馬県

株式会社食環境衛生研究所

6070001004467

94 3010120140

群馬県

エバーグリーンファーム株式会社

7070001028688

95 3010120143

群馬県

島田工業株式会社

7070001013442

96 3010120146

群馬県

ジャックザタルトファンタジー

97 3010120149

群馬県

株式会社錦野金型工業

9070001014265

98 3010120151

群馬県

有限会社小森谷製作所

5070002033342

99 3010120153

群馬県

株式会社山村

4040001028487

安全な子宮内避妊器具（ＩＵＤ）に使用する微細な銅管加工
技術の確立
ジャカード織物と昇華転写プリントの技術融合による新素材
の試作開発
精密試作部品製造事業拡大のための高効率測定体制構築
事業
国土強靱化等インフラ老朽化対策に向けた金属素材加工の
生産性向上計画

半導体製造装置用金属部品の高精度化および短納期化へ
の取組み
難削材の深穴一貫加工と工程改善による品質及び生産性
の向上
新たな検定方法を開発し民間による自動はかり検定サービ
スの開始
木製品製造業界における競争力強化へ～新型ＮＣ加工機
導入によるＱＣＤ向上事業
試作開発の専用ライン設置による生産性向上と高難度・高
付加価値の受注拡大
三軸同時制御による交差穴バリトリ加工技術開発と生産性
向上

桐生信用金庫
しののめ信用金庫
株式会社群馬銀行
株式会社群馬銀行
株式会社エフアンドエム

群馬県商工会連合会
足利小山信用金庫
高崎商工会議所
北見信用金庫
株式会社東和銀行
しののめ信用金庫

試作～量産までのワンストップ生産及び生産性向上を確立
高崎商工会議所
する技術
全国初の「生芋味付こんにゃく」の賞味期限を常温で３０日
群馬県商工会連合会
間にする試作開発
世界的な需要の拡大が見込まれる半導体製造装置分野の
株式会社東和銀行
生産能力強化事業

ＡＩ技術を用いたステアリングコラム部品外観検査の１００％
群馬県信用組合
保証実施
水素燃料関連部品の加工における品質確保と生産性の向
しののめ信用金庫
上
新開発ビード抜取全自動破砕機で、廃タイヤ処理の生産性
株式会社群馬銀行
向上とゼロエミッション化
動物用ＣＴ導入による診断の高精度化と治療成績の向上
耐透過性溶剤手袋に耐引裂性及び静電気対策を施した化
学防護手袋の開発
エネルギー供給網の強靱化に貢献する３Ｄデータ活用型板
金加工システムの確立
食品業界の人手不足解消を目的とした国産カーブコンベア
の開発
複合加工機を活用したミル・ターニング切削で難削材を高速
加工し生産性を向上
子宮頸がん放射線治療用固定具の精密加工による高精度
かつ低コスト化
溶接プロセス改善のためテーブルスポット溶接機導入による
精密筐体部品の高付加価値化
非接触式検査システムの導入による生産性の向上と品質保
証体制の確立

群馬県信用組合
株式会社群馬銀行
株式会社群馬銀行
高崎信用金庫
株式会社商工組合中央金庫
群馬県商工会連合会
株式会社東和銀行
株式会社東和銀行

航空宇宙産業等先端分野向けの多軸微細加工技術の確立 株式会社群馬銀行
商社の駆け込み寺的受注品を取込み、高生産性を達成する
事業計画
ファイバーレーザ溶接ロボット導入による薄板歪レス溶接技
術の確立
無機成分による飼料の栄養評価法、及び栄養管理の的確
な診断を提供する革新的サービスの開発
日本初！イチジクの６次産業化～フィグログの高度化事業
～
専用加工機の導入で板金曲げ加工工程の改善をはかり効
率的な工場を実現する
焼成工程の改善によるカステラの高品質化
金型の溶接修正でリードタイムの短縮を実現するシステム
構築
プレス金型設計製作におけるブランク形状設計支援システ
ムの構築
「厚板」溶断加工における生産性および品質向上と労働環
境の改善

桐生信用金庫
アイオー信用金庫
株式会社東和銀行
群馬県商工会連合会
株式会社群馬銀行
群馬県商工会連合会
株式会社足利銀行
群馬県商工会連合会
石井照之

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名
小型給湯器用フィンのロボットを利用した自動フィン収集機
の開発
成形技術の高度化による次世代自動車向け樹脂部品の高
品質化
高度な組子技術を活かした効率的なフラッシュドア生産体制
の構築
健全な酒母の育成と麹米の保管のための製造蔵内におけ
る低温管理システムの導入
駆動ＤＣモーター用の画期的歯車製造工法を開発し、試作
開発事業に特化した新事業を展開する
カメラ、ロボット、工作機械をＩｏＴで結ぶ小ロット対応型未来
志向生産ラインの構築
高性能測定機導入によるモータシャフト検査の精度向上と
生産性向上

認定支援機関名

100 3010120155

群馬県

株式会社アタゴ製作所

5070001015548

101 3010120157

群馬県

株式会社タノ製作所

5070001007693

102 3010120158

群馬県

株式会社建仁

2070001029971

103 3010120159

群馬県

貴娘酒造株式会社

5070001023724

104 3010120161

群馬県

ＹＡＨ－ＢＥ－ＪＡＰＡＮ株式会社

9070001026228

105 3010120162

群馬県

株式会社荻野製作所

8070001006404

106 3010120163

群馬県

株式会社田村製作所

3070002003529

107 3010120164

群馬県

株式会社塙製作所

3070001019996

108 3010120165

群馬県

株式会社島田製作所

3070001007225

109 3010120166

群馬県

株式会社中越ドレス吾妻工場

7070001023870

110 3010120167

群馬県

株式会社斎藤鉄工

5070002023500

111 3010120168

群馬県

株式会社セイワ食品

2070001007374

112 3010120169

群馬県

有限会社鈴木プラスチツク

8070002029676

ロールシート連続成形における高精度化による品質の向上 群馬県商工会連合会

113 3010120170

群馬県

株式会社ヨシカワ

2070001020311

複雑端面形状ウェザーストリップドアインナーの高効率生産
株式会社群馬銀行
技術の確立

114 3010120172

群馬県

小久保鉄工所

115 3010120173

群馬県

株式会社内田鉄工所

6070001018756

116 3010120174

群馬県

株式会社フェローズジャパン

6070001005928

117 3010120176

群馬県

朝倉染布株式会社

1070001015535

118 3010120178

群馬県

有限会社中央プラスチック製作所

2070002011012

119 3010120179

群馬県

鎗田歯科医院

120 3010120180

群馬県

有限会社宮田製作所

121 3010120182

群馬県

ＰＶＲ

122 3010120184

群馬県

有限会社トミヤ化工

3070002024252

123 3010120189

群馬県

大幸化成株式会社

2070001021846

高性能冷却設備によるハイサイクル成形及び品質の安定化 福田秀幸

124 3010120190

群馬県

株式会社服飾工房絲

2070001025905

刺繍とプリントの複合加工技術製造プロセスの開発

125 3010120191

群馬県

株式会社三富製作所

3070001011945

126 3010120194

群馬県

ネオプレテックス株式会社

3070001008033

127 3010120195

群馬県

株式会社大野製作所

1070001024560

128 3010120196

群馬県

有限会社ル・クレール

7070002031550

129 3010120197

群馬県

信越工業株式会社

1010801005204

130 3010120198

群馬県

株式会社桐生明治

6070002023169

高精度な多条型リードスクリューを開発する取組み

株式会社群馬銀行

131 3010120199

群馬県

有限会社大藤製作所

7070002019249

ハーネスにおける生産性向上と品質向上の実現

株式会社東和銀行

132 3010120201

群馬県

富士化学株式会社

6070001002776

多数個ハイサイクル生産の自動化システム開発による生産
株式会社商工組合中央金庫
性強化

133 3010120202

群馬県

鈴木工業株式会社

6070001019507

次世代自動車向け大型プレス金型の加工プロセスの革新

株式会社群馬銀行

134 3010120203

群馬県

株式会社一倉製作所

6070001018070

多品種少量向け樹脂部品の自動生産プロセスの開発

株式会社群馬銀行

135 3010120204

群馬県

株式会社ワーナテック

4070001003421

加工方法改革と工程集約による加工時間の短縮と生産性
の向上

公益財団法人群馬県産業支援機構

136 3010120205

群馬県

株式会社吉田鉄工所

8070001003401

変電設備部品の生産性・技術力向上と客先増産計画対応

株式会社東和銀行

137 3010120206

群馬県

株式会社オカムラ精工

5070001021141

138 3010120207

群馬県

株式会社誠和製作所

2070001021796

139 3010120208

群馬県

スバル工業株式会社

7070001021791

140 3010120209

群馬県

上毎印刷工業株式会社

6070001001687

141 3010120210

群馬県

株式会社田村屋

7070001007700

142 3010120213

群馬県

妙義プレスウッド株式会社

2070001010106

143 3010120216

群馬県

株式会社シグマエンジニアリング

4070001014220

144 3010120217

群馬県

合同会社オクトワン

1070003003018

精細な温度コントロールによる発酵環境改善事業

145 3010120220

群馬県

有限会社カジヤマ

5070002023038

２パレットによる止まらない切削加工による生産性向上事業 株式会社エイチ・エーエル

146 3010120221

群馬県

丸山金属工業株式会社

8070001013763

極小Ｒ曲げパイプ加工のアセンブリ製品専用ライン構築

株式会社群馬銀行

147 3010120222

群馬県

有限会社清田工業

5070002028895

太線径線材の加工技術の高度化に向けた技術開発

桐生信用金庫

148 3010120223

群馬県

柴崎酒造株式会社

4070001017719

熱燗・冷酒の品質向上による温泉で楽しむ至極の一杯開発 若杉拓弥

149 3010120224

群馬県

株式会社ネギシ

1070001026912

ハイブリッドカー等のエコカーが求める省エネ精密難削部品
群馬県商工会連合会
の製造

ＴＩＧロボット溶接機の導入による生産性と加工品質の向上
抗菌ステンレスボールペン等の量産化に向けたバリ取り作
業効率化とブランド化推進
ブラックフォーマルの多品種小ロット短納期生産の生産効率
の向上
自動車用シフトレバー、長尺シャフト部品への高精度スリ割
り加工法の確立
災害向け備蓄用、冷たいままでも美味しく食べられるカップ
ご飯の開発

公差「０．０００」を追求する。機械加工限界値への挑戦

3070002005285

株式会社東和銀行
株式会社群馬銀行
群馬県商工会連合会
株式会社群馬銀行
群馬県信用組合
株式会社群馬銀行
桐生信用金庫
桐生信用金庫
公益財団法人群馬県産業支援機構
株式会社群馬銀行
株式会社東和銀行
株式会社東和銀行

桐生信用金庫

プレハブ大型化に対応した切断・曲げ装置導入による受注
株式会社ゼロプラス
拡大
第６回Ｔ－１グランプリ優勝メニュー！麦豚と茸のくわ焼き弁
群馬県商工会連合会
当の高度化
転写プリンター導入による、短納期・省コスト化の実現と、既
税理士法人向田会計
存独自技術付加による差別化
農林業・建設機械向け樹脂部品の生産プロセスの開発
使用条件下において適切な厚みを有する高精度マウスガー
ド作成の取り組み
機械制御技術の高度化による新鍛造技術の確立と高効率
生産体制の構築
超軽量・強靭なポーラスアルミを使った環境対応型ドローン
の試作
多品種受注への順応体制構築による生産効率の改善およ
び収益力向上

ぐんまみらい信用組合
桐生商工会議所
株式会社商工組合中央金庫
株式会社東和銀行
群馬県商工会連合会

桐生信用金庫

生産プロセスの改善による働き方改革と、高付加価値製造
しののめ信用金庫
の実現
先端技術を応用した自動引掛け設備を開発して生産能力を
株式会社群馬銀行
高める
高耐久電着ベローズ開発による受注拡大と生産性向上

株式会社東和銀行

洋菓子製造における複雑形状の製品加工を可能とする作業
しののめ信用金庫
工程の確立
真空プレス機の導入による高度な技術要請に対応する生産
アイオー信用金庫
体制の構築

環境対応自動車の市場拡大に向けた密閉型高電圧コンタク
株式会社エフアンドエム
タ用遮断器の生産体制強化計画
最新型ファイバーレーザーマシン導入により特定分野の加
株式会社東和銀行
工技術の底上げを目指す！
ベアリング用高精度部品における革新的生産プロセスの開
株式会社群馬銀行
発
ＳＮＳ映えする観光・販促用立体パネル商品の開発

株式会社東和銀行

比例徐冷方式による新規分野商品の試作開発と生産プロセ
高崎商工会議所
スの改善
繁忙期の工程の負荷分散と複雑形状加工を内製化による
群馬県信用組合
生産性向上
小型機械部品専用高精度マシニングセンタの導入による、
アイオー信用金庫
競争力強化と販路拡大
群馬県商工会連合会

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

150 3010120225

群馬県

土田酒造株式会社

6070001023590

151 3010120226

群馬県

有限会社高崎保安機材

6070002010704

152 3010120228

群馬県

有限会社山﨑製作所

1070002012473

153 3010120245

群馬県

株式会社赤城商会

3070001017439

154 3010120248

群馬県

株式会社エムアイフーズ

2070001015154

155 3010120249

群馬県

サージミヤワキ株式会社

8010701003557

156 3010120254

群馬県

有限会社上武工業所

4070002029580

157 3010120259

群馬県

有限会社大栄工業

5070002033581

158 3010120260

群馬県

有限会社山口精工

6070002019935

159 3010120267

群馬県

近藤酒造株式会社

7070001015975

160 3010120270

群馬県

株式会社ウラノ

7030001060471

161 3010120271

群馬県

株式会社フジカケ

8010601026195

162 3010120274

群馬県

株式会社須藤機械

2070001016177

163 3010120288

群馬県

株式会社ヨーユーラボ

1070001020304

164 3010120289

群馬県

株式会社サイテックス

7070001019290

165 3010120291

群馬県

有限会社石川鉄工所

8070002028026

事業計画名
日本酒製造工程の高度化による急成長する東南アジア市場
開拓プロジェクト
鉄・アルミ－ハイブリッド保安用品の開発と新製品展開によ
る事業拡大
３次元測定機導入による、製品検査高度化とリバースエンジ
ニアリングのＣＡＤデータ制作高速化
コンクリート製品の高度な製造プロセスを形成し、生産性向
上を図る
ふっくらジューシー仕上げ！焼き鳥の高品質化
レーザ設備導入による動物個体識別耳標等の生産プロセス
の高度化
自社独自技術をより活用するための高度加工設備の導入
事業
新型ベンダー機導入で多品種化と需要増に対応する生産体
制の構築
次世代自動車用鋳造金型製作における検査プロセスの革
新
日欧ＥＰＡ発効に伴う欧州市場への進出を目的とした高級清
酒生産体制の強化
航空機エンジンブレードの生産プロセス集約による価格競争
力の強化
ハニカムパネル用フレームの一体成形技術の高度化・新生
産システムの開発
当社が培った高生産性技術を複合加工分野で実現する技
術の高度化
乾燥手法の改良による印刷機用途親水性ポリマーの生産
性向上
住宅建材用樹脂部品の一体化における成形プロセスの開
発
次世代自動車用プレス金型における切削加工プロセスの開
発

認定支援機関名
利根郡信用金庫
高崎信用金庫
高崎商工会議所
株式会社群馬銀行
群馬県商工会連合会
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
株式会社東和銀行
株式会社東和銀行
株式会社足利銀行
しののめ信用金庫
株式会社群馬銀行
株式会社群馬銀行
株式会社東和銀行
税理士法人栗林会計事務所
株式会社群馬銀行
ぐんまみらい信用組合

