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2721110003 岐阜県 株式会社クリモト 4200001019107
“中空平板一体金具”の世界初の量産技術を確立し自
動車産業の発展に寄与する

岐阜信用金庫

2721110012 岐阜県 中島産業株式会社 1180001079115
金属管に対するガラス溶射技術の確立により、頑丈で
且つ長寿命のオゾン発生無声放電管製造の確立

瀬戸信用金庫

2721110013 岐阜県 ブレインシール株式会社 3200001014216
新機能ゴム材料の開発と、開発体制強化による競争力
とブランド力の向上

公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

2721110019 岐阜県 株式会社丸三 9200001019597
集中管理により工程間を連動させる連続生産体制シス
テムの構築

関信用金庫

2721110020 岐阜県 長谷川刃物株式会社 2200001019471
製造環境を改善し刃物の高品質化を実現する最新ス
ルー式洗浄機の導入事業

関信用金庫

2721110021 岐阜県 有限会社大和自動車 7200002017123
有機溶剤塗装から水性塗料塗装への切替による自動
車修理塗装での新たなサービス提供方式の実現

東濃信用金庫

2721110023 岐阜県 有限会社飛騨螺子製作所 9200002027327
グローバル調達が進む市場に対応したボルト類の幾何
公差測定技術の確立事業

下呂商工会

2721110024 岐阜県 コクフ工業株式会社 3200001025411
住宅建材加工の短納期対応技術革新による「超短納期
対応」の実現

高山北商工会

2721110026 岐阜県 杉山鉄工株式会社 5200001007201
生産性向上と技術継承のための大型汎用立旋盤のＮＣ
化計画

十六銀行

2721110030 岐阜県
株式会社東海エンジニアリングサー
ビス

9200001008253 微粒子・厚膜のガラスレンズ用型材の開発 十六銀行

2721110033 岐阜県 株式会社グランツ 5180001085753 国産初の水槽用高品質プラスチック溶着材の原料製造
川松久芳税理士事務所
大垣共立銀行

2721110035 岐阜県 有限会社養老軒 8200002017758 専用包装システム導入による新包装梱包工程の確立 小原会計事務所

2721110036 岐阜県 池田工業株式会社 8200001026306 高性能射出成型機の導入による生産プロセスの革新
郡上市商工会
十六銀行

2721110049 岐阜県 有限会社藤後鉄工 9200002006512
建築用鋼材加工の能率向上およびライン化によるリー
ドタイム短縮

十六銀行

2721110050 岐阜県 株式会社クワバラボディワークス 6200001016721
水性塗料への切替えによる顧客満足の向上および生
産性向上

大垣共立銀行

2721110051 岐阜県 株式会社イザワピグメンツ 5200001020468
超音波振動機を利用した顔料製品の品質向上・短納期
化

大垣共立銀行

2721110052 岐阜県 株式会社巴軒 8200001023757
新食感和菓子の製造技術及び新感覚の商品増産技術
の開発事業

十六銀行

2721110053 岐阜県 恵東精機株式会社 3200001023340
環境に配慮した離型剤不要かつ長寿命のダイカスト金
型生産体制

株式会社エフアンドエム

2721110054 岐阜県 株式会社モールデック 4200001008679
デジタルサイネージ用複数事業者対応コンテンツ配信
システム構築事業

愛知銀行

2721110058 岐阜県 株式会社甲山製作所 4200001017861
最新ＣＮＣ精密自動旋盤導入による、超高性能ショック
アブソーバ用バルブ部品の生産体制の構築

大垣共立銀行

2721110059 岐阜県 株式会社三信精機 1010801004602 口紅成型用金型の高精度化とリードタイム短縮 商工組合中央金庫

2721110063 岐阜県 株式会社テクノハヤシ 3200001021410
取引先からの新製品製造要望に対応するための新手
法の導入

十六銀行

2721110065 岐阜県 株式会社岩崎総合研究所 4200001026301
フラットべッドプリンタと自社製金型との融合により食品
サンプルの安全性、生産性、再現性を画期的に向上

協同組合さいたま総合研
究所

2721110067 岐阜県 有限会社大三 1200002002675
［Ｊ∞ＱＵＡＬＩＴＹ」等に対応した高感性・短納期仕上げ
加工／検針システムの構築

岐阜信用金庫

2721110070 岐阜県 株式会社エスタディオ・プラッカ 3200001001610
木板彫刻看板等の繊細な彫刻加工と木肌を活かしたダ
イレクトな着色方法の開発

十六銀行

2721110071 岐阜県 株式会社ビー・アイ・テック 6200001008280 航空宇宙用複合材料製・大腿骨用フックの開発
公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

2721110074 岐阜県 高橋製瓦株式会社 4200001003168
介護者が後方からハンドル操作する高齢者向け電動車
いすの試作開発

十六銀行

2721110077 岐阜県 有限会社ワークス 5200002024039
検査工程プロセスの改善による、品質向上と短納期体
制の構築

大垣共立銀行
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2721110086 岐阜県 日研株式会社 4200001020898 光感応型機能性無機顔料の合成 東濃信用金庫

2721110102 岐阜県 株式会社水生活製作所 8200001006638
研磨ロボット導入による職人技術の継承と製品の高付
加価値化

十六銀行

2721110103 岐阜県 株式会社うを完 4200001017069
スチームコンベクションオーブンおよび真空包装機の導
入による「プレミアムな」新商品開発・販売事業

関信用金庫
美濃加茂商工会議所

2721110104 岐阜県 朝日興業株式会社 6200001013157
宅設備関連ポンプ（または水用ポンプ）に係る検査工程
の高度化および垂直統合展開

若杉公認会計士事務所

2721110111 岐阜県 有限会社新和自動車 8200002009508
超高張力鋼板等の溶接技術向上による安心・安全な修
理サービスの実現

瑞穂市商工会

2721110114 岐阜県 愛中理化工業株式会社 2180001024581
材料分析業務の内製化に伴う最短評価と品質保証の
強化

十六銀行

2721110122 岐阜県 株式会社グリーンポケット飛騨 5200001026176
加工・製造工程の改善による榧（かや）の実を使った健
康食品事業の拡大

商工組合中央金庫

2721110123 岐阜県 株式会社村岡精機 5200001007589
高性能マシニングセンタ導入によるＩｏＴを活用した難削
材加工技術の向上

東濃信用金庫

2721110124 岐阜県 有限会社藤吉鋸加工所 2200002019090
紙裁断刃等長尺刃物の効率研磨及び短納期・低価格
対応を実現する研磨機の導入事業

関信用金庫

2721110128 岐阜県 第一電通株式会社 1012401008033
サーボプレスユニットを用いた金属／熱可塑性ＣＦＲＰ
の融着締結接合装置の試作開発

安田展章

2721110130 岐阜県 友光測範株式会社 8200001023600
自動車部品製造業者向け検査用ゲージの製造工程高
度化事業

岐阜信用金庫

2721110131 岐阜県 江南工機株式会社 5200001001930
航空機等難削材加工用、超硬小径ロングドリルの生産
プロセスの改善

岐阜信用金庫

2721110132 岐阜県 株式会社ヤスモク 9200001026577
ボトルネック工程改善による多品種・少ロット・短納期生
産体制の確立

郡上市商工会
十六銀行

2721110137 岐阜県 株式会社山信製作所 5200001019865
ＮＣルーターを活用した絶対に刃が抜けない和包丁の
柄の生産プロセスの革新

十六銀行

2721110138 岐阜県 株式会社八木 3180001075104
端材を有効活用した、今までにない木製家紋グッズの
製作

岐阜信用金庫

2721110139 岐阜県 重澤製畳店              
リフォーム市場のニーズに応える『高機能薄畳』の生産
技術の確立事業

古川町商工会

2721110140 岐阜県 トーカイサポート株式会社 2200001015306
ＩＯＴ活用した最新鋭、世界最高速大型機械の導入で生
産性改善。

大垣西濃信用金庫

2721110143 岐阜県 大健工業株式会社 1200001023400
アルミダイカスト部品の要求精度・量産能力高度化のた
めの設備導入

岐阜信用金庫

2721110150 岐阜県 自動車整機工業株式会社 7120001064959
高度な熟練技能のデータ化により、技術継承と生産性
向上を実現する計画

北おおさか信用金庫

2721110154 岐阜県
株式会社キサラエフアールカンパ
ニーズ

5200001017010 ぎふジビエブランド普及の加工商品開発促進事業
公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

2721110158 岐阜県 アテナ工業株式会社 7200001018923 レーザー加工製品の生産性向上のための設備導入
公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

2721110159 岐阜県 株式会社リンクス 9200001019713 軟包装印刷の精度向上のための一貫生産体制の確立 関信用金庫

2721110161 岐阜県 有限会社北原製作所 8200002024143
住宅関連機器における高齢者活用のためのボーリング
マシーンの導入

十六銀行

2721110162 岐阜県 株式会社シモダ道路 1200001025280
情報化施工を取り入れた「駐車場工事安心おまかせ
サービス」への新展開

高山信用金庫

2721110163 岐阜県 山本製作所              
３Ｄ加工の精度・生産性向上とＩＴ技術の高度化による
生産性向上と新分野進出

大垣共立銀行

2721110164 岐阜県 有限会社アルファー工房 6200002006944 義歯製作工程の高度化に向けた設備投資計画 岐阜信用金庫

2721110175 岐阜県 株式会社キムラ産業 1200001001653
特殊素材による成形品の、均圧成形による外観品質の
不良低減

岐阜信用金庫

2721110176 岐阜県 グルマンマルセ株式会社 2200001014860
真空冷却技術を活用した半焼成冷凍パンの製造・販売
システム構築。

公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

2721110178 岐阜県 株式会社エストテクニカ 8200001013279
板厚加工技術向上によるトヨタ自動車ＭＩＲＡＩのアルミ
部品の内製化計画

株式会社エフアンドエム

2721110179 岐阜県 晃大製作所有限会社 2200002007343
「７軸アーム三次元測定機の導入」による信頼性の高い
測定計測技術の高度化事業

岐阜信用金庫
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2721110180 岐阜県 株式会社奥田 1200001019010
樹脂塗装の塗着率向上と埃付着の抑制に取り組む生
産性向上計画

関信用金庫

2721110185 岐阜県 長屋工業株式会社 6200001020046
５軸加工機と難加工ノウハウを融合した、高機能水栓
部品製造の実現

岐阜信用金庫

2721110186 岐阜県 有限会社丸泰自動車工業 8200002004574 国内初のレーザー溶接機を使った自動車鈑金修理 十六銀行

2721110187 岐阜県 株式会社岐阜精密製作所 2200001010959
顧客先の要望品質を確立する金型製造加工手法の実
現

商工組合中央金庫

2721110188 岐阜県 株式会社Ｍｅ精密 9200001017584 ダイキャスト金型冷却曲がり穴加工法の開発 大垣共立銀行

2721110191 岐阜県 株式会社尾関ホットランナープラン 7200001011952 射出成形用ホットランナーの精密検査による高品質化
株式会社シーピーエーコン
サル

2721110192 岐阜県 可兒デンタル              
超高齢化時代の歯科医療に対応したカスタムメイド生
産加工システムの確立

御嵩町商工会
岐阜信用金庫

2721110193 岐阜県 ワイ・ケー・ピー工業株式会社 6200001023610
自社開発ＩｏＴ活用による射出成形機等の現場管理の改
善

中津川商工会議所

2721110196 岐阜県 モキナイフ株式会社 8200001019607
ＮＣ機械加工による製品の高品質化および職人技術継
承者の育成

関信用金庫

2721110197 岐阜県 有限会社サンテック鋼材 1200002007419
付加価値化を求める鋼材市場獲得のための治具及び
鋼材切断機による生産プロセス改善

岐阜信用金庫

2721110198 岐阜県 有限会社早野研工 5200002013058
新型レーザーパンチ複合加工機導入による工程集約に
より、電車、バス車両部品加工のリードタイム短縮と高
精度加工の確立

公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

2721110201 岐阜県 加久上紙工株式会社 3200001019041 高速ブランキングシステム導入による工程改善の開発
公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター
十六銀行

2721110205 岐阜県 株式会社エス・ケイ・ワイ 2200001017640
新規自動車用高精度部品の精度確保と安定生産の達
成

大垣共立銀行

2721110211 岐阜県 徳田工業株式会社 3200001007343
ＩｏＴを活用した航空機構造部品の切削加工システム改
革

各務原商工会議所

2721110214 岐阜県 林刃物株式会社 4200001019478
工具分野でのデザイン面の付加価値を追加し、医療分
野では現場のトレーサビリティをサポートするレーザー
マーカー導入

十六銀行

2721110218 岐阜県 大野製畳株式会社 1200001010828
住む人のライフスタイルに合わせた「畳の空間」を提供
する超薄型“置き畳”の製造技術の開発

公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター
大垣共立銀行

2721110219 岐阜県 新康プレス工業所              鎚目鍛造の製造工程における高精度化と生産性向上 岐阜信用金庫

2721110225 岐阜県 有限会社ハセガワ 6200002016539
取引拡大の対応に向けた高度な加工から品質管理ま
で一貫した製造体制の実現

十六銀行

2721110228 岐阜県 旭ゴム化工株式会社 3180001003304
防振ゴム製造工程のＩｏＴを活用した生産性向上と品質
保証の確立

大垣共立銀行

2721110231 岐阜県 株式会社西濃自動車学校 6200001015566
ＩＴを駆使した近未来型自動車教習システムの構築と生
産性の拡大

海津市商工会

2721110234 岐阜県 株式会社三輪酒造 5200001014346
海外市場へ一年通して高品質な日本酒を輸出する為
の清酒醪（もろみ）冷却機及び貯蔵酒冷却システムの
導入

大垣共立銀行

2721110235 岐阜県 株式会社インフォファーム 6200001003298 カメレオンコードを活用した棚卸ロボットの開発
公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

2721110236 岐阜県 株式会社加藤製作所 7180001047727 プレス加工技術を活用した中空モーター軸の開発 十六銀行

2721110242 岐阜県 株式会社オンダ製作所関工場 4200001019024 生産プロセス改善による雇用と製品供給の安定化 大垣共立銀行

2721110249 岐阜県 株式会社伊藤紙器 7200001000352
貼箱事業強化のための一貫生産体制確立に向けた設
備投資

岐阜信用金庫

2721110251 岐阜県 株式会社春近製作所 4200001007821
最新画像測定器導入による超早期量産化体制の確立
と成長分野への新展開

若杉公認会計士事務所

2721110255 岐阜県 有限会社ＥＡＴ＆ＬＩＶＥ 7200002028145 地域育成型の観光情報提供プラットフォームの創出 公認会計士古川事務所

2721110260 岐阜県 株式会社岡本 7200001008552
細かな強度特性に対応する球状黒鉛鋳鉄の生産技術
開発

公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

2721110266 岐阜県 株式会社テイコー 6200001017950
工程集約化及びネットワーク化による生産性向上を目
指す生産技術開発

大垣共立銀行

2721110269 岐阜県 株式会社ハナノキ 4180001052127
自社無洗米の高付加価値化により、海外販路やインバ
ウンド需要等を獲得する事業

名古屋銀行
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2721110271 岐阜県 株式会社中央物産 4200001023414 最新型粘着コーターを用いた徹底した生産高度化対応 岐阜信用金庫

2721110274 岐阜県 株式会社コスモ工業 7200001019120
金属プレス加工品における切断面の自動研磨技術及
び加工部の計測技術の確立

関信用金庫

2721110284 岐阜県 幸陽印刷有限会社 2200002016600
宛名印刷機の導入で、バリアブル印刷サービスによる
新市場の開拓

川辺町商工会

2721110285 岐阜県 リス興業株式会社 5200001005816
バイオプラスチック製　水泳競技用レーンロープ（　φ１
５０）の東京オリンピック採用の為の試作開発及び拡販

公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

2721110286 岐阜県 松栄製鋲株式会社 2180001059066
画像検査装置導入による自動車用精密部品検査工程
の高度化、品質保証体制の確立

名古屋銀行

2721110291 岐阜県 足立工業株式会社 6200001018932
ＩｏＴを導入した理・美容ハサミ、及び医療機器製造工
程・設備の高度化と製品競争力強化

関信用金庫

2721110293 岐阜県 伸光製菓株式会社 6200001002440
特産品を活用した製餡法の確立による「にんじん大福」
の開発と販路開拓

各務原商工会議所
公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

2721110294 岐阜県 萱野工業株式会社 8180001025137
塗装用ロボット部品の樹脂化に対応する製作技術の確
立

大垣共立銀行

2721110296 岐阜県 水谷産業株式会社 2180001075030
新工法を用いた、自転車向け強度部品の大幅なコスト
ダウン計画

大垣共立銀行

2721110301 岐阜県 亀山建設株式会社 1200001019051
最新型丸太加工機を用いた社寺仏閣建築における伝
統構法の技術革新

関信用金庫

2721110303 岐阜県 有限会社カネマル精巧 8200002019457 金型生産のワンストップ化による生産プロセスの改善 岐阜信用金庫

2721110306 岐阜県 レクサス株式会社 1200001007659
航空機部品加工に特化した国産の産業用ロボット シス
テムの開発

十六銀行
公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

2721110310 岐阜県 早川工業株式会社 6200001019476
金型メンテナンス新規事業展開に伴う社内品質保証の
確立による売上向上

公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

2721110311 岐阜県 ワールドパーツ製作所              
納期短縮・コスト削減に対応するための生産プロセスの
改善

名古屋銀行

2721110323 岐阜県 関兼次刃物株式会社 2200001019257
刃物背研ぎ工程の自動化・低コスト化による一貫生産
体制の構築

公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

2721110328 岐阜県 長良サイエンス株式会社 9200001006406
超伝導核磁気共鳴装置（ＮＭＲ）による薬理活性物質の
迅速な構造及び純度解明

岐阜信用金庫

2721110330 岐阜県 有限会社田辺鉄工 5200002012869
最新式立形マシニングセンタ導入によるゼネバ機構ギ
ア製造の精度向上と生産性向上

大垣西濃信用金庫

2721110332 岐阜県 株式会社佳局社 6200001032693 酸素カプセルを活用した地域薬局による健康増進事業
公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

2721110344 岐阜県 ペット霊園愛の森              お客様に癒しと安心を提供するペット葬儀サービス 東濃信用金庫

2721110350 岐阜県 有限会社ソーキ製作所 1200002023374
高出力高精度ＭＣ加工機と三次元測定機導入で生産
プロセスの改善

中津川商工会議所
十六銀行

2721110351 岐阜県 有限会社マボ 5200002004370
防火服及び防刃・防弾服等の多品種少量　短期生産シ
ステムの構築

岐阜信用金庫

2721110352 岐阜県 鮫島加工株式会社 3200001017540
段ボール梱包箱の小ロット・短納期・高品質加工工程の
確立

大垣共立銀行
坂祝町商工会

2721110353 岐阜県 ベル動物病院              
岐阜県初の小動物専用ＣＴ導入によるエキゾチックペッ
ト医療の高度化

十六銀行
公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

2721110354 岐阜県 関戸機鋼株式会社 4180001010423
鋼板切断用電動工具部品の研削工程集約による品質
向上・安定化、並びに生産性向上・低コスト化

十六銀行

2721110358 岐阜県 有限会社礎 7200002008527 獣医師との連携による高レベルの老犬サービスの創出
公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

2721110362 岐阜県 中部精工株式会社 9200001010052
自動車小型回生機構用ベアリングにおける高精度・高
面粗度の生産技術開発

岐阜信用金庫

2721110365 岐阜県 ○正林石材店              字彫機導入による小型石材製品の市場開拓事業
公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

2721110366 岐阜県 株式会社瑞草園 1200001016230 岐阜県産の茶葉を使用した新商品造り
公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター
十六銀行

2721110369 岐阜県 株式会社大興計測技術 3200001026434
無人航空機を活用した作業員の安全性向上と効率化を
図る測量技術の確立による売上拡大事業

郡上市商工会

2721110370 岐阜県 飛驒産業株式会社 6200001025144
身体への優しさと意匠性を併せ持つ椅子及び車椅子の
研究・開発事業

高山信用金庫



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

2721110371 岐阜県 株式会社南勢 6200001028246
自動車等の軽量化に貢献する特殊形状ねじ向け金型
製造のための精度保証体制確立

関信用金庫

2721110372 岐阜県 西垣ポンプ製造株式会社 6200001011334
弁なし自吸式ポンプの試作品開発によりポンプ分野の
ニッチ市場の市場獲得目指す。

公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

2721110374 岐阜県 株式会社クレスト 4180001075747
乾糞ペレットプラントの導入により、これまでにない高付
加値な鶏糞肥料を市場展開する

各務原商工会議所

2721110380 岐阜県 有限会社村岡鉄工所 6200002008115
エレベーター産業の事業拡大に必要な、短納期対応へ
の革新的取組

大垣共立銀行

2721110399 岐阜県 株式会社コムズ 4200001025947
訪日外国人向けの外国語対応のための翻訳動画配信
サービスの開発

美濃加茂商工会議所

2721110400 岐阜県 有限会社二俣製作所 4200002020625
最新型高速サーボタレットパンチプレス導入による工程
統合及び精密板金加工の高度化の実現

名古屋銀行

2721110402 岐阜県 株式会社木馬舎 6200001024831 基礎加工機械導入による生産性とデザイン性革新事業 飛騨信用組合

2721110404 岐阜県 有限会社テキスタイルカノウ 4200002010139
工程改善による生産体制の強化及び需要の高い製品
サンプルの開発

北方町商工会

2721110405 岐阜県 須田鍼灸接骨院              
「アナログ判断からデジタル判断へ」次世代医療機器の
導入計画

関信用金庫

2721110408 岐阜県 合資会社山田商店 5200003002043
外国人向け小瓶清酒の小口対応可能なオリジナル生
産工程の確立

八百津町商工会

2721110410 岐阜県 株式会社森の仲間たち 9180001112280
自動車燃焼技術を応用した薪ボイラーの燃焼制御プロ
グラムの開発計画

鳥居翼

2721110417 岐阜県 株式会社中廣ＣＳＧ 7190001004710
インフラ設備の３次元管理により、見える化するサービ
スの提供

草深英夫

2721110420 岐阜県 株式会社Ｒ３１ＷＯＲＬＤ 3200001018877
３Ｄプリンタ及びハイエンド３次元ＣＡＤ導入による試作
体制構築及びＲＣカーパーツ販売の短サイクル化

岐阜信用金庫

2721110422 岐阜県 ＤＡＩＳＥＮ株式会社 2200001023408
独自発泡樹脂成形機の製造開発による革新的ハイブ
リッド成形体普及事業

十六銀行

2721110427 岐阜県 株式会社藤澤鐵工所 4200001007508
鏡板切断ロボットシステムの導入による省力化および
高品質製品の提供

各務原商工会議所

2721110430 岐阜県 岡田防水布店              
高周波溶着技術の高度化を用いた、新規販路開拓事
業

公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター
大垣西濃信用金庫

2721110433 岐阜県 有限会社城山製陶所 9200002021247
高品質、高付加価値な製品開発のための特殊施釉技
術及び装飾加工技術の開発

公益財団法人岐阜県産業
経済振興センター

2721110436 岐阜県 有限会社シェピーズタケムラ 4200002002185
串打ち工程カイゼンによる生産性向上と、それに伴う新
規販路獲得戦略

大垣共立銀行

2721110437 岐阜県 岐阜県しょうゆ協業組合 8200005009240
全窒素分析装置（燃焼法）導入による生揚げの短納期
多品種生産体制の確立

商工組合中央金庫

2721110445 岐阜県 スエナミ工業株式会社 1200001002692 介護入浴装置製造における、新素材の活用 十六銀行

2721110454 岐阜県 有限会社ルーツ 6200002007612
最新ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを使用した高精度／高品質
な歯科治療の実現

大垣共立銀行

2721110455 岐阜県 株式会社オーイーエス 2180301012204
アンモニア排水処理設備の高性能化によるコンパクト
化事業

岡崎信用金庫

2721110457 岐阜県 トスレック株式会社 9130001011272
インバータ向け電源基板の生産性向上及び他分野へ
の新展開の推進

京都銀行

2721110461 岐阜県 日晃オートメ株式会社 1200001007246
ワーク形状に合わせた吸着パッドの提供サービス展開
に向けた開発

各務原商工会議所

2721110467 岐阜県 東海銑鉄株式会社 7200001006622
業務用ポンプ鋳物に含まれる有害な微量元素を排除す
ることで不良率低減とシェア拡大を目指す

大垣共立銀行


