
公募回          ： １次公募 （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 2921110002 岐阜県 岐垣鋼業株式会社 8200001013485
切削加工によるロボット用部品の穴位置精度の高精度化
と量産技術の開発事業

株式会社大垣共立銀行

2 2921110003 岐阜県 株式会社コーポレーション金子 1200001019844
工場の２４時間稼働体制構築による生産性向上と若手人
材の働き方改革

関信用金庫

3 2921110004 岐阜県 株式会社水谷木工 2200001009407
木製家具向けパネル製作における技術革新がもたらす
リードタイムの短縮

株式会社エフアンドエム

4 2921110005 岐阜県 株式会社水野鉄工所 1200001005217
自動クランプによるアルミリチウム材航空機部品の効率
的加工法の確立

株式会社大垣共立銀行

5 2921110006 岐阜県 有限会社藤吉鋸加工所 2200002019090
２軸ＣＮＣ制御全自動丸鋸刃研削盤の導入によるメタル
ソー研磨事業への参入

関信用金庫

6 2921110007 岐阜県 株式会社水生活製作所 8200001006638
ＡＩ的機能を有する流動解析ソフト活用による樹脂金型
設計の生産性向上

株式会社十六銀行

7 2921110008 岐阜県 株式会社豊菱製作所 4200001003754
バス用電装機器向け精密板金加工における生産プロセス
の改善による品質向上と増産対応

岐阜信用金庫

8 2921110009 岐阜県 所産業株式会社 6200001016036
誰でも活躍、すべて自社施工できる情報化施工技術集団
の構築

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

9 2921110010 岐阜県 株式会社エム・ダブル・ラボ 5200001012102
省エネ遮光ルーバーの生産性向上及び拡大する市場ニー
ズへの対応計画

岐阜信用金庫

10 2921110011 岐阜県 西濃ボーリング工業株式会社 3200001016006
防災アンカー工事の生産性向上と港湾工事等の新規展開
事業

岐阜県商工会連合会（揖斐川町商工会）

11 2921110012 岐阜県 有限会社エドランド工業 3200002018488 一品一様、多品種少量機械刃物の品質保証体制の確立 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

12 2921110014 岐阜県 丸重製紙企業組合 2200005007522
大型レーザーカッターによる透かし和紙の小ロット化・
高品質化の実現

関信用金庫

13 2921110015 岐阜県 セイワ化成株式会社 9200001014805
水性塗装対応のＶＯＣ抑制型塗装システム導入による付
加価値向上

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター
株式会社十六銀行

14 2921110016 岐阜県 アイコーメガネ
眼病・視機能異常を患う方への最適な特殊レンズ提供
サービス開発事業

岐阜県商工会連合会（瑞穂市商工会）

15 2921110017 岐阜県 株式会社高野自工 2200001003161
買い物弱者向け移動販売車の安定的かつ高効率な製造技
術の確立

岐阜県商工会連合会（瑞穂市商工会）
岐阜信用金庫

16 2921110018 岐阜県 株式会社イマイ工業 4200001020007
窒素分離発生装置の導入によるレーザー加工機の性能向
上と工程削減による板金製缶の生産性向上

株式会社十六銀行

17 2921110019 岐阜県 三栄舎ローラ製造所
リチウム電池用絶縁材製造装置部品の検査改善による短
納期化計画

株式会社エフアンドエム

18 2921110020 岐阜県 城南金属株式会社 3200001026401
製造業への省力化専用機の安定供給を支える板金部品溶
接技術と生産性の向上計画

株式会社エフアンドエム

19 2921110021 岐阜県 末広堂美濃アイス
伝統の製法を活かした「アイスバリエーション・デザー
ト」の開発

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

20 2921110022 岐阜県 株式会社ミヤナガ 4200001007581
三次元測定機導入による複雑形状部品に係る製品精度保
証体制の構築

小倉裕樹

21 2921110023 岐阜県 泉左官住設株式会社 4200001016178
ＩＣＴ建設機械の導入による新しい３Ｋで生産効率の向
上を目指す。

大垣西濃信用金庫

22 2921110024 岐阜県 株式会社平成調剤薬局 2200001004647
調剤業務の自動化による在宅患者訪問服薬管理・指導業
務の高度化

岐阜信用金庫

23 2921110025 岐阜県 有限会社大野木型 7200002016884
多品種自動測定工程確立による自動車部品用検査治具の
検査工程革新

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター
株式会社十六銀行

24 2921110028 岐阜県 株式会社サンハウス 1200001029034
現場の生産性を向上させる短納期・高回転な革新的新工
法の開発！

岐阜県商工会連合会（池田町商工会）

25 2921110029 岐阜県 株式会社トーメイ 9200001023450
高精度マシニングセンタ導入による「意匠外観・機能精
度部品用金型」製造の効率化

株式会社大垣共立銀行

26 2921110032 岐阜県 株式会社増田精工 4200001011501
自動機械化による水栓の飛躍的な生産能力・検査能率・
品質の向上

岐阜信用金庫

27 2921110033 岐阜県 有限会社尾﨑餅店 6200002026496
地元産の米とりんごを使用した飛騨高山ブランド‟バウ
ムクーヘン“の開発

岐阜県商工会連合会（高山北商工会）

28 2921110034 岐阜県 水谷産業株式会社 2180001075030 アルミダイカストの金型監視による生産性向上事業 株式会社大垣共立銀行

29 2921110035 岐阜県 有限会社ハイ・ポジション 4200002009684
ＩｏＴを活用した革新的な音楽自動検索再生システムの
構築と音声信号のワイヤレス化

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

30 2921110036 岐阜県 株式会社塚原製作所 8200001003429
複数の細胞を同時かつ正確に傷つける実験器具の量産開
発

株式会社大垣共立銀行

31 2921110037 岐阜県 愛中理化工業株式会社 2180001024581
次世代のものづくりに対応した技術、評価プロセスの高
度化

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

32 2921110038 岐阜県 タニカ電器株式会社 8200001020795
一流料理人の味を正確に再現できる次世代ＩＨ調理シス
テムの開発

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

33 2921110039 岐阜県 株式会社片山縫製 9200001014961
裁断技術の高精度化による、生産能力向上と革新的ボ
ディーカバーの開発事業

岐阜県商工会連合会（養老町商工会）

34 2921110040 岐阜県 株式会社塩屋建設工業 6200001025433
ＩＣＴ技術搭載（２Ｄマシンガイダンス）建機の導入に
よる小規模工事の生産性向上の実現

岐阜県商工会連合会（高山北商工会）

35 2921110041 岐阜県 株式会社テイコー 6200001017950
老朽化した高速道路・高架橋延命に使用する超精密制震
部品の生産体制構築

株式会社大垣共立銀行

36 2921110045 岐阜県 株式会社小林製作所 7200001020053
「測定」に注目した工程改善による複雑構造金型の相談
対応の強化計画

関信用金庫

37 2921110046 岐阜県 株式会社エヌビーシー 9200001013286
開発リードタイム短縮と高難易度化製品の早期対応によ
る顧客対応力向上

株式会社大垣共立銀行

38 2921110047 岐阜県 内堀醸造株式会社 6200001029806 酸味・酸臭の少ない醸造酢の開発 株式会社大垣共立銀行

39 2921110049 岐阜県 株式会社スタジオ・エフ 3200001029759
思い通りのスペシャルドレスを即納し、舞台での活躍を
後押し！

大垣西濃信用金庫

40 2921110050 岐阜県 株式会社八木 3180001075104
「ジャパンクオリティ」を表現できる和風木箱の生産体
制の確立

株式会社十六銀行

41 2921110051 岐阜県 恵東精機株式会社 3200001023340 金型メンテナンス業務の生産性向上による事業化 いつきビジネスパートナー株式会社

42 2921110052 岐阜県 株式会社トクエー 4200001011294
カットソーの加工技術とクランプ機構の確立による家具
部材の複雑加工の実現

岐阜県商工会連合会

43 2921110053 岐阜県 旭金属工業株式会社 7130001002439 航空機部品の画像認識技術による検査の自動化 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

平成２９年度補正　ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金

岐阜県採択案件一覧（248件／248事業者）



44 2921110054 岐阜県 深尾歯科
金属アレルギー患者の為のリーズナブルな歯科治療の提
供

株式会社大垣共立銀行

45 2921110055 岐阜県 株式会社池のや 7200001020474
伝統的な国産革鞄製造にＣＡＤ／ＣＡＭ自動裁断機を導
入し、革新的な生産性向上を実現する。

東濃信用金庫

46 2921110057 岐阜県 有限会社舩坂酒造店 9200002025900 造り酒屋の新しい製造手法への挑戦 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

47 2921110059 岐阜県 有限会社山口木工所 9200002027038
広葉樹材を使用した新奇性・意匠性が高い建具・家具製
作が行える新しい加工技術の開発

神岡商工会議所

48 2921110060 岐阜県 株式会社イザワピグメンツ 5200001020468 製造ロットごとの品質保証体制の構築 株式会社大垣共立銀行

49 2921110061 岐阜県 安江板金
動力折曲機の導入で板金役物の内製化により生産プロセ
スの革新を図る

岐阜県商工会連合会（白川町商工会）
東濃信用金庫

50 2921110062 岐阜県 もり鍼灸接骨院
地域アスリートの怪我からの復帰をサポートする革新的
治療・リハビリサービスの開発

岐阜県商工会連合会（垂井町商工会）

51 2921110063 岐阜県 平塚香貴園
岐阜県産ブランド果物と美濃上石津茶をブレンドした革
新的日本茶フレーバーティーの開発

岐阜県商工会連合会

52 2921110064 岐阜県 佐藤メッキ工業所
全自動メッキ加工設備導入による「密着性と光沢度の高
い」メッキ加工への革新

関信用金庫

53 2921110065 岐阜県 有限会社広瀬製作所 5200002013090
難加工材（ハイテン材）に対する“高精度絞り加工部品
を量産するための金型製作ノウハウ”の確立

株式会社十六銀行

54 2921110067 岐阜県 有限会社柴工業所 4200002023339
金型の検査・修正時間の短縮による、短納期化と低コス
ト化の推進

岐阜信用金庫

55 2921110068 岐阜県 中部電気工業株式会社 2200001003319
新規格解体式掘削機械の開発とその優位性を活かした差
別化検証

株式会社大垣共立銀行

56 2921110069 岐阜県 株式会社テクノミスギ 7200001017306 金属プレス製品における社内品質保証体制の確立 株式会社愛知銀行

57 2921110070 岐阜県 有限会社プロテック 5200002012175
歯科技工技術を活かした高品質技工物の効率提供を実現
する自社内ＣＡＤ／ＣＡＭ工程構築事業

関信用金庫

58 2921110073 岐阜県 株式会社山王企画 7200001025432
デジタル・パネルソーを活用したオーダー家具の『超短
納期生産システム』等の開発

岐阜県商工会連合会（高山北商工会）

59 2921110080 岐阜県 株式会社エーワンパツケージ 8200001017635
打ち抜き工程の加工精度・生産性向上による高品質、低
コスト化の実現

東濃信用金庫

60 2921110083 岐阜県 株式会社ファーブル 8200001015424
積層式自動裁断機導入による高品質・低コスト生産シス
テムの実現

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

61 2921110084 岐阜県 関兼次刃物株式会社 2200001019257
レーザ加工機導入の生産プロセス改善による社内一貫生
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

62 2921110085 岐阜県 ヒューマニック株式会社 6200001026968
靴を短下肢装具にカスタマイズできる装具部品の革新的
生産プロセスの整備

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

63 2921110086 岐阜県 株式会社東海エンジニアリングサービス 9200001008253 近似レンズ形状の化学蒸着製品の開発 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

64 2921110087 岐阜県 足立工業株式会社 6200001018932
最新研削・研磨加工機を用いた、「理・美容反りハサ
ミ」の最先端製造工程の確立

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

65 2921110088 岐阜県 ケイナンクリーン株式会社 4200001023950
食用油を原料とするバイオディーゼル燃料の製造工程高
度化計画

岐阜信用金庫

66 2921110089 岐阜県 株式会社ダイワ 9200001007908
金属建材の焼付塗装における工程の常時把握による品質
向上と多品種少量短納期化

東濃信用金庫

67 2921110091 岐阜県 織司株式会社 1200001006891
ジャガード織による、「巨大市場への進出」と「未開拓
ゾーンへの挑戦」

岐阜信用金庫
各務原商工会議所

68 2921110093 岐阜県 豊桑産業株式会社 1180001088603 生産性の向上のための製造現場のＩＴ改革 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

69 2921110094 岐阜県 有限会社成瀬製畳 2200002027580
新たな生産方式の構築による、機能性を付加した屋外利
用可能な畳の開発

岐阜県商工会連合会（萩原町商工会）

70 2921110095 岐阜県 光和工業株式会社 2200001019117
ＴＩＧ溶接とファイバーレーザー溶接の融合による新工
法開発

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

71 2921110097 岐阜県 株式会社ユーデント 4200001032828 ３Ｄプリンターを活用した歯科補綴物の作製 岐阜信用金庫

72 2921110098 岐阜県 ユニオン電装株式会社 5200001023859
板金曲加工技術革新による大型シャッター羽根の高精
度・高生産性の確立

岐阜県商工会連合会（中津川北商工会）

73 2921110100 岐阜県 株式会社マルサ研磨巧業 8200001033665
包丁研磨における生産性向上の実現による「研ぎ」技術
の発展計画

関信用金庫

74 2921110101 岐阜県 株式会社ヒビ 2200001014167
切断工程の機械化及び非破壊検査の導入によるＦＲＰ生
産工程の生産性向上

岐阜信用金庫

75 2921110102 岐阜県 有限会社渡辺酒造店 6200002027065
新しい日本酒の可能性を広げる！料理に合う日本酒の開
発と安定供給への取り組み

株式会社十六銀行

76 2921110103 岐阜県 株式会社丸敏陶料所 7200001022768
革新的高性能設備の導入による無機質人工軽量骨材用原
料の高品質生産プロセスの構築

株式会社十六銀行

77 2921110104 岐阜県 中日本カプセル株式会社 7200001014063
人協調ロボット・ＩｏＴを活用した健康食品生産プロセ
スの改善

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

78 2921110105 岐阜県 有限会社飛騨螺子製作所 9200002027327
自動車部品及びボルト類製造における生産性向上のため
の高速検査技術の確立

岐阜県商工会連合会（下呂商工会）

79 2921110106 岐阜県 有限会社和良工業 4200002028057
検査測定設備の新規導入による品質強化とコスト削減短
納期化事業

岐阜県商工会連合会（郡上市商工会）

80 2921110108 岐阜県 株式会社慶進社 3200001001866
企画から製本までのワンストップサービスの実現による
ハイスピード納品

岐阜信用金庫

81 2921110109 岐阜県 株式会社岡本 7200001008552
新規事業拡大の為のバリ研削自動化による品質・コス
ト・納期改善

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

82 2921110110 岐阜県 ミラン株式会社 7200001014550
コントラクト家具の付加価値を高める、大型ボード加工
の生産性向上

株式会社十六銀行
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

83 2921110111 岐阜県 角田紙業株式会社 1200001000944
高品質かつ高級感のある外国人向け西陣織柄おしぼりの
開発

東京中央経営株式会社

84 2921110112 岐阜県 株式会社明治ベーカリー 7200001016241
ドーナツ輸出に向けた新たな生産ライン導入による生産
性向上事業

岐阜県商工会連合会（大野町商工会）
大垣西濃信用金庫

85 2921110113 岐阜県 アテナ工業株式会社 7200001018923
消費者の安全のための不良品流出ゼロを目指した工程内
検査の構築

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

86 2921110114 岐阜県 株式会社ナベヤ 6200001008553
ワークと治具の一体型の革新的搬送システムによる新型
バイスの生産性改善

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

87 2921110115 岐阜県 有限会社日比野建具 6200002015664
建具加工の生産体制構築による技術力の高度化と生産性
向上

岐阜県商工会連合会（大野町商工会）

88 2921110116 岐阜県 胞山工業株式会社 5200001023545
ベンダー導入による安定した高品質製品の生産及び生存
領域の拡大

株式会社大垣共立銀行

89 2921110117 岐阜県 株式会社佐藤製作所 5200001007119
精密曲げ加工の高度化・ノウハウ標準化による工作機械
部品の増産

株式会社十六銀行

90 2921110118 岐阜県 有限会社岡田木工製作所 2200002018514
４軸の木工ルーターの導入による木製品加工の生産プロ
セスの改良

関信用金庫



91 2921110119 岐阜県 有限会社ダイコ技研 1200002014729
輸送用機械軽量化ニーズを実現する樹脂製部品普及のた
めの高精度金型の開発

大垣西濃信用金庫

92 2921110120 岐阜県 小島工業株式会社 5200001030384
ドリセッター導入で位置決め精度を高め、自動倉庫等の
溶接金属部品の精度と生産性の向上を図る

岐阜商工信用組合

93 2921110121 岐阜県 筒井木工所
熟練技の精密な木製椅子加工の部分受注から「完成品受
注」へ向けた生産性の向上

株式会社十六銀行
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

94 2921110123 岐阜県 株式会社水谷鉄工所 9180001013561
センサ・加工治具・ワーク自動搬送装置を組み入れた精
密部品の切削加工量産技術の開発

瀬戸信用金庫

95 2921110124 岐阜県 株式会社ジュン・バース 9200001016223 ３Ｄ技術の導入によるアパレルのジャストインタイム化 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

96 2921110125 岐阜県 株式会社田中木工 6200001025557
ＮＣバンドソー等の導入による業務用椅子の木取り・曲
げ挽き工程の自動化・生産性向上実現

岐阜県商工会連合会（古川町商工会）

97 2921110127 岐阜県 株式会社恵那三洋製作所 1200001023656
射出成形試作品の量産化と生産効率の向上による工程の
短縮化

恵那商工会議所

98 2921110128 岐阜県 朝日興業株式会社 6200001013157
自動車用プレス金型の大型化対応設備を導入し、短納期
対応技術を確立

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

99 2921110129 岐阜県 株式会社長良園 7200001024624 ミキシング工程の改善による品質と生産性の向上 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

100 2921110130 岐阜県 有限会社加藤化成 4200002018578
衛生的で使いやすい医療器具の安定供給に向け生産プロ
セス高度化

岐阜信用金庫

101 2921110131 岐阜県 関戸機鋼株式会社 4180001010423
最新鋭ＣＮＣ三次元測定機を使った寸法検査工程自動化によ
る品質向上・安定化、並びに生産性向上・低コスト化

宮﨑陽平

102 2921110132 岐阜県 株式会社コーケン社 8200001020606
振動子部品加工の低コスト、短納期対応を実現する生産
プロセス改善事業

株式会社名古屋銀行

103 2921110133 岐阜県 株式会社松月堂 9200001023376
裏ごし機の導入により伝統の味を研ぎ澄まし、効率化・
新製品開発へ

岐阜信用金庫

104 2921110135 岐阜県 二村板金工業有限会社 3200002027514 日本初の“オリジナルスチールガレージ”の試作・開発 岐阜県商工会連合会

105 2921110136 岐阜県 有限会社萬里 5200002025953
飛騨エゴマ製品の一貫生産体制構築による品質・生産性
向上と新製品開発

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

106 2921110137 岐阜県 有限会社タカキ製作所 4200002006475
ＮＣ旋盤、レーザーセンサー、ロボット導入による黄銅
水栓等加工の大幅歩留まり向上

株式会社十六銀行

107 2921110138 岐阜県 株式会社エム・ティ・シィ 4200001020502
ロボットと複合加工機の相乗効果により生産プロセス改
善と生産性向上を実現

株式会社名古屋銀行

108 2921110139 岐阜県 株式会社大栄精工 2200001029859
自動車部品加工用大型クランプ装置の内製化で生産性向
上を実現

岐阜信用金庫

109 2921110140 岐阜県 株式会社坂井製作所 8200001007116 オーリング組立工程の自働化による生産プロセスの変革 株式会社十六銀行

110 2921110141 岐阜県 株式会社鷲見建設 3200001010314
事業承継に向けた顧客の心に響く住宅リフォーム事業の
確立

岐阜県商工会連合会（本巣市商工会）
岐阜信用金庫

111 2921110143 岐阜県 株式会社アイデア・サポート 3200001026178
建設女子にも最適！「建設現場のデリバリーワークサ
ポート」で業界課題を解決

高山信用金庫

112 2921110145 岐阜県 有限会社アイシン加工 4200002017712
高性能設備と当社技術の融合による試作ゴム不良ゼロ工
程の確立

株式会社大垣共立銀行
岐阜県商工会連合会（川辺町商工会）

113 2921110146 岐阜県 永田印刷合資会社 5200003001887 熟練作業者に依存しない印刷・紙折・製本の工程変革
岐阜県商工会連合会（海津市商工会）
税理士法人ＪＩ会計事務所

114 2921110147 岐阜県 株式会社小麦家 2200001006239
焼成熱操作技術の高度化による商品の高付加価値化と新
市場開拓の実現

各務原商工会議所

115 2921110148 岐阜県 株式会社大晃 9200001016470
狭い場所で深く掘る、従来の工法ではできなかった下水
工事への挑戦

税理士法人ＪＩ会計事務所

116 2921110150 岐阜県 株式会社福あられ本舗 6200001004511
チーズあられの味・食感改善のための製造プロセスの高
度化

岐阜信用金庫

117 2921110151 岐阜県 株式会社大興計測技術 3200001026434
空中レーザー測量活用による地形図作成の高精度、測量
時間短縮事業

岐阜県商工会連合会（郡上市商工会）

118 2921110152 岐阜県 中津工業株式会社 3200001023480
ホットチャンバータイプダイカストマシンを導入し、亜
鉛ダイカスト業界でさらなる差別化を

株式会社十六銀行

119 2921110155 岐阜県 早川精機工業株式会社 1200001004251
自動車・航空機業界用高精度治工具・検査工具のリードタイ
ムを、工程削減・自動運転により短縮する新工法開発

株式会社大垣共立銀行

120 2921110156 岐阜県 長谷川刃物株式会社 2200001019471
ＩｏＴを用いた生産管理、生産性及び品質の向上を実現
する最新射出成形機の導入事業

関信用金庫

121 2921110159 岐阜県 有限会社藤井工業 5200002008149 複雑な形状の自動車検査治具切削工程の生産性向上 岐阜信用金庫

122 2921110160 岐阜県 有限会社たかぎ 8200002014094
畳業界初！伝統は守りつつ、新たな生産技術体系の構築
による生産性向上

岐阜県商工会連合会（垂井町商工会）

123 2921110162 岐阜県 小林生麺株式会社 3200001002047
海外市場及び防災食等向け「グルテンフリーインスタン
ト乾麺」製造における品質確保技術の確立

株式会社大垣共立銀行

124 2921110163 岐阜県 株式会社丸治コンクリート工業所 7200001021027
生産工程の改善により生産性の向上を図り高品質な長寿
命化製品を供給する

東濃信用金庫

125 2921110164 岐阜県 湯峰ソーイング株式会社 6200001025607
ＩＴシステムによるアパレル業界におけるクイック対応
の環境作り

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

126 2921110169 岐阜県 有限会社早野研工 5200002013058
３次元レーザー切断革新による高精度・高速加工の実現
で、車両向けプレス絞り製品の受注拡大

税理士法人清会計事務所

127 2921110171 岐阜県 ＪＥインターナショナル株式会社 9180001103073
ＡＩ（人工知能）を活用した自動外観検査装置の開発及
び販売

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

128 2921110172 岐阜県 岐阜軸装株式会社 7200001009856
全国初の掛軸のり付け機導入による「真の仕立て」工程
自動化

岐阜県商工会連合会（本巣市商工会）

129 2921110173 岐阜県 柴田・プロメテック株式会社 3200002018752
バリエーション拡大を求められるＯＥＭ生産向け、流れ
化生産の確立

株式会社大垣共立銀行

130 2921110174 岐阜県 篠原歯科医院
ＣＴ機器を活用した地域の難関治療の引き受けによる、
フラッグシップ化

税理士法人エース

131 2921110177 岐阜県 株式会社ＭＡＣ 6200001027520
加工ガイダンス機能付マシニングセンタによる１品生産
部品の生産

岐阜信用金庫

132 2921110178 岐阜県 株式会社みのぜん 1200001019646
多品種少量印刷ニーズに応える和紙印刷製品の新サービ
ス実現計画

関信用金庫

133 2921110179 岐阜県 株式会社インフォファーム 6200001003298
独自画像認証システムによるセキュリティの高いモバイ
ルＶＰＮサービスの提供

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

134 2921110180 岐阜県 有限会社紅谷製作所 1200002016626
高性能設備と自社ノウハウによる高強度アルミ加工プロ
セスの確立

東濃信用金庫
岐阜県商工会連合会（川辺町商工会）

135 2921110182 岐阜県 岐セン株式会社 4200001010379
革新的高温高圧液流染色機導入による新感覚商品の開発
と省エネルギー化

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

136 2921110183 岐阜県 カネマタ食品工業株式会社 2200001015941
革新的な「新型こんにゃく麺」の生産体制の構築と新規
開発

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

137 2921110186 岐阜県 株式会社東海パウデックス 1200001007353
三次元測定機の活用による検査工程の効率化と品質保証
の確立

株式会社大垣共立銀行



138 2921110187 岐阜県 株式会社石原金型製作所 2200001010744
最新型マシニングセンタ導入による精度品質・外観品質
の高度化と短納期対応の両立

岐阜信用金庫

139 2921110188 岐阜県 株式会社栗山熱処理 8200001001853
自動歪取機導入による精度レベルアップで他社との差別
化、短納期と生産性向上の実現

岐阜商工会議所

140 2921110189 岐阜県 池田工業株式会社 8200001026306
自社ブランドの社内一貫生産体制の確立に向けた生産プ
ロセスの改善事業

岐阜県商工会連合会（郡上市商工会）
八幡信用金庫

141 2921110190 岐阜県 有限会社可茂精機 7200002016587
工作機械や宇宙航空機産業への高度化部品供給体制整備
計画

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター
株式会社十六銀行

142 2921110191 岐阜県 株式会社長島工業 8200001032345
マシニングセンタ導入による新規参入分野「機械加工」
の生産性向上と個別受注品加工体制の構築

関信用金庫

143 2921110192 岐阜県 丸新製陶有限会社 9200002021619
試作及びロット生産用素焼き窯導入による「試作品」
「ロット生産品」の専用ライン化で生産性向上を実現

東濃信用金庫

144 2921110193 岐阜県 株式会社間宮金型製作所 4200001019569
レーザー溶接装置導入による金型修繕の生産プロセスの
改善

関信用金庫

145 2921110194 岐阜県 株式会社ツルタ製作所 6180301014246
サーボプレスの導入による生産プロセスの改善と新規受
注の獲得

西尾信用金庫

146 2921110195 岐阜県 有限会社みの一テント 5200002011268
当社の強みを生かした生産技術の確立によるビニール
カーテン市場への進出

岐阜県商工会連合会（笠松町商工会）

147 2921110196 岐阜県 伸光製菓株式会社 6200001002440
岐阜新銘菓「鮎菓子ラングドシャ」の開発と国内・海外
販路開拓

岐阜信用金庫

148 2921110197 岐阜県 株式会社アグリファームまるごと家 2200001034371
生産者の顔が見える安心・安全な岐阜県産富有柿の加工
設備導入による商品開発

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

149 2921110198 岐阜県 凰建設株式会社 1200001000762
ボトルネックである木材加工の効率化を図る工期短縮体
制の確立

岐阜商工会議所

150 2921110201 岐阜県 株式会社アルナックス 5200001024205
アルミトラス工法を活用した大型農業用ドームハウス開
発と生産プロセス改善

恵那商工会議所

151 2921110203 岐阜県 中島産業株式会社 1180001079115
特殊集塵機を導入した自動車ブレーキパッド用チタン酸
カリウム製造の生産性向上および作業環境の改善の実現

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

152 2921110204 岐阜県 西尾印刷所
印刷物の小ロット・短納期・高品質の確立による受注拡
大

恵那商工会議所

153 2921110205 岐阜県 株式会社花井金型製作所 8200001017255
同時５軸加工を実現するＣＡＭ－ＴＯＯＬ導入による新
分野参入及び生産革新の実現

株式会社ジェック経営コンサルタント

154 2921110206 岐阜県 興進工業株式会社 6200001023346
需要拡大する再生可能エネルギーに向けた高精度なアル
ミ材加工技術の開発

岐阜信用金庫

155 2921110207 岐阜県 有限会社ヤマヨシ加工 1200002006635
世界的なウォッチ需要拡大に向けた高品質なベゼル・バ
ンド生産性向上

岐阜信用金庫

156 2921110209 岐阜県 株式会社キムラ産業 1200001001653
配合の微差で価値を分けるポリマーアロイの効率的な多
品種少量生産

岐阜信用金庫

157 2921110210 岐阜県 株式会社飛州コンサルタント 1200001025314
レーザーシステム搭載ドローンによるＩＣＴ土工への対
応強化

高山信用金庫

158 2921110214 岐阜県 大橋ニット株式会社 4200001010833
超ハイゲージ柄編機によるアウター用高密度ウールニッ
ト素材の開発

尾西信用金庫

159 2921110215 岐阜県 ホリ溶接
設備導入による口金溶接の品質向上と溶接研磨工程の社
内加工体制の確立

関信用金庫

160 2921110217 岐阜県 有限会社平野鉄工 8200002006554
重切削を得意とする立型ＭＣ導入による複雑形状部品の
生産性向上

岐阜信用金庫

161 2921110218 岐阜県 株式会社青山精機製作所 2200001018911
ゴム用金型の「より早く」「より難しく」へのニーズ対
応力の強化

関信用金庫

162 2921110219 岐阜県 株式会社ＨＡＮＡ竹屋 6200001031002
レーザー加工刻印機導入によるオリジナル商品の開発、
提供

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

163 2921110220 岐阜県 株式会社仙石 9200001008947 アルミ鋳造品等の工程集約を図る生産プロセスの取組 小倉裕樹

164 2921110223 岐阜県 株式会社東洋 9200001025562
住宅及び介護施設向け内装建材の生産性向上と高品質化
設備導入事業

岐阜県商工会連合会（古川町商工会）

165 2921110224 岐阜県 株式会社金田洋鋏製作所 8200001019045
最新放電加工機導入による精密金型の作成及び破損箇所
の迅速な修正

関信用金庫

166 2921110225 岐阜県 株式会社ひまわり 7200001031117
リハビリとトレーニングの併用による介護卒業モデル
サービスの創出

高山信用金庫

167 2921110227 岐阜県 株式会社ＧＡＲＤＥＮ　ＳＣＡＰＥ 4200001010420
ＡＨＰ融合型ＡＩを用いた体感型３Ｄモデリングシステ
ム開発による造園ビジネスの革新

岐阜県商工会連合会

168 2921110229 岐阜県 くのう歯科医院 最新画像診断技術の活用による補綴治療の高度化計画 株式会社十六銀行

169 2921110230 岐阜県 株式会社岐阜精密製作所 2200001010959
最新ＮＣ放電加工機導入しての工数短縮による生産性向
上

株式会社大垣共立銀行

170 2921110232 岐阜県 千古乃岩酒造株式会社 9200001021396 零細酒蔵の海外需要に対応した生産体制の確立 土岐商工会議所

171 2921110236 岐阜県 有限会社ケイ・エイ商事 9200002001604
自動機の導入で製造ラインのボトルネックを解消する計
画

岐阜信用金庫

172 2921110237 岐阜県 三井工業株式会社 5180001020999
プログラムデータ一括管理化と切削工程の生産体制の強
化

株式会社十六銀行

173 2921110239 岐阜県 株式会社三興製作所 1200001019737
多軸精密ＮＣ旋盤を使用した蛇口製造の生産プロセスの
革新的改善

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

174 2921110240 岐阜県 株式会社伊藤製作所 7200001014492
ＣＮＣ旋盤機導入に伴う、建機部品加工時間短縮化によ
る生産性の向上

大垣西濃信用金庫

175 2921110241 岐阜県 有限会社インテツクス・ケイ 1200002019950
ワイヤーハーネスにおける多芯ケーブルの精密加工と生
産性向上及びＩｏＴ連携システムの構築

東濃信用金庫

176 2921110243 岐阜県 日電精密工業株式会社 8200001014095
プレス新技術を活用したＬＥＤ用リ－ドフレ－ムの自動
外観検査で本格量産化対応。

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

177 2921110244 岐阜県 株式会社フクシマ化学 2200001017269
水回りプラスチック製品の精密成形を実現する生産プロ
セスの改善

関信用金庫

178 2921110245 岐阜県 株式会社高倉屋 5180002033950
職人技を凌駕！高精度三次元冶具の短納期製作で二輪車
エキゾーストの試作開発に寄与する

株式会社十六銀行

179 2921110246 岐阜県 オールウィン株式会社 4200001019791
高速高精度の積層式自動裁断機の導入による生産プロセ
スの革新

関信用金庫

180 2921110248 岐阜県 サンミール株式会社 5200001007291
微粉砕技術を高度化し商品の高付加価値化による販路拡
大の実現

各務原商工会議所
株式会社十六銀行

181 2921110249 岐阜県 サンリツ株式会社 1200001025801
綿棒製品の世界的高品質化のための室内環境と綿棒製造
機の改善

岐阜県商工会連合会（小坂町商工会）

182 2921110251 岐阜県 株式会社ＯＫＩＴＡ 4200001031425
フライス盤の自動面取り装置への改良によるプレス金型
用部品の生産工程の改善

八幡信用金庫

183 2921110252 岐阜県 ワカムラ電機株式会社 5200001017464
新規受注に対応する高精度・省人化、新型プレスライン
の設置

株式会社商工組合中央金庫

184 2921110253 岐阜県 株式会社ヤスモク 9200001026577
ＣＦＲＰ加工専用ロボット導入による作業効率化と高精
度ＣＦＲＰ製品加工実現

岐阜県商工会連合会（郡上市商工会）



185 2921110254 岐阜県 日本マグネツト工業株式会社 7200001014105 大型部品の切削工程の革新による生産性の向上 株式会社シーピーエーコンサル

186 2921110256 岐阜県 有限会社塚原製作所 9200002019638
ＦＡ用メカニカル加工部品製品に係る生産プロセスの改
善

小倉裕樹

187 2921110257 岐阜県 株式会社ネクストホーム 7200001033699
東濃地域トマト生産者不足のため、低コストアイメック
農法の確立による、子育てママ新規就農の促進

株式会社十六銀行

188 2921110258 岐阜県 株式会社山口製作所 3200001006691
Ｙ軸加工を活用した新たな切削加工による生産効率の向
上

岐阜県商工会連合会（山県市商工会）

189 2921110259 岐阜県 株式会社共栄木工 9200001027971
一度失われてからでは取り戻すことができない歴史的景
観の維持承継事業

株式会社十六銀行

190 2921110260 岐阜県 有限会社平井製作所 2200002017994
高精度量産ニーズに応えるマシニング工程革新による高
効率生産体制確立事業

岐阜県商工会連合会（御嵩町商工会）

191 2921110261 岐阜県 株式会社丸朝製陶所 4200001021038 最新加熱炉導入による省力化と生産性の向上 東濃信用金庫

192 2921110262 岐阜県 西濃化成株式会社 8200001016257
樹脂と異素材との複合化による多用途展開及び新素材開
発のための試作開発事業

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

193 2921110265 岐阜県 株式会社黒田製作所 1200001011000
精密放電加工を実現するグラファイト電極の加工技術の
確立

岐阜県商工会連合会（岐南町商工会）

194 2921110266 岐阜県 丸章工業株式会社 3200001019586 最先端複合機の導入による包丁のハンドル製造革新 関信用金庫

195 2921110269 岐阜県 合名会社安田商店 5200003001169
ＩｏＴを利用した量産条件が確立できる生産プロセスの
開発

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

196 2921110271 岐阜県 株式会社ベルテクノプラント工業 4200001019098
プラズマ切断機によるステンレスタンク材料切断の生産
性向上

美濃商工会議所

197 2921110272 岐阜県 ニホン美術印刷株式会社 1200001014110
紙積みロボットを導入しワークシェアの確立と生産プロ
セス改善を実現する事業計画

大垣西濃信用金庫

198 2921110273 岐阜県 株式会社三晃工具 2200001010323
マシニングの導入による自社開発設備の製造技術の高度
化

花木栄治

199 2921110276 岐阜県 株式会社マルケン工業 9200001018112
門形マシニングセンタ導入による大型複合加工の高精度
化

関信用金庫

200 2921110277 岐阜県 株式会社ピー・ケー・シー 6200001015062
ムダをださないピッタリ８色グラビア印刷で彩る食品
パッケージ

大垣西濃信用金庫

201 2921110280 岐阜県 株式会社サンモールド 9200001011083
高感性製品向け金型製造工程の改善による短納期化と精
度向上

株式会社十六銀行

202 2921110281 岐阜県 ミューコネクト株式会社 5200001033552
３０代オタクへ結婚相談サービスの仲人とＩＴによるハ
イブリッド提供

一般社団法人東海中小企業支援協会

203 2921110282 岐阜県 有限会社カワダ精工 9200002015380
帯電防止剤入り樹脂への取組みによる技術革新と新分野
の開拓

岐阜県商工会連合会（大野町商工会）

204 2921110284 岐阜県 有限会社ハセガワ 6200002016539
自動車外装用プロテクター部品のインサート成形加工体
制確立及び品質測定体制の確立

株式会社十六銀行

205 2921110287 岐阜県 株式会社八幡ねじ 5180001101915
軽量素材の袋詰めを自動化し、原価低減、品質を安定さ
せ売上拡大をする

各務原商工会議所

206 2921110289 岐阜県 有限会社タイセイ 8200002021330
カッティングプロッター導入による試作品製作プロセス
の改善

東濃信用金庫

207 2921110292 岐阜県 大平工業株式会社 1200001014498
孔あけ加工技術の向上及び全自動生産による一貫生産体
制の更なる向上

土屋雅彦

208 2921110294 岐阜県 株式会社トーカイ薬局 5180001074558
薬剤師の顧客対応時間を創出し、主婦層の健診サポート
を行うための調剤業務効率化

株式会社プレジデントワン

209 2921110297 岐阜県 有限会社長野孝光木工所 5200002006516 オーダーメイド家具市場進出のための生産プロセス改善 株式会社十六銀行

210 2921110299 岐阜県 共栄化成株式会社 3200001016864 メラミン樹脂及び陶磁器代替材の可能性について 株式会社大垣共立銀行

211 2921110301 岐阜県 株式会社ＤＭテクノス 1200001016874
マルチセンサ測定機の導入によるダイスの品質保証とそ
の生産性向上事業

岐阜商工信用組合

212 2921110304 岐阜県 ワイ・ケー・ピー工業株式会社 6200001023610
自社の射出成形技術を活かした医療機器製造に向けての
試作開発の挑戦

株式会社十六銀行
中津川商工会議所

213 2921110305 岐阜県 株式会社村岡精機 5200001007589
リニアガイドの世界的需要に貢献する品質保証体制の確
立事業

東濃信用金庫

214 2921110306 岐阜県 株式会社ひでぴょん 8260001016292
一枚裁ち自動裁断機／ＣＡＤシステムを利用した複雑形
状シートの自動裁断技術の向上

岐阜県商工会連合会（大野町商工会）
大垣西濃信用金庫

215 2921110307 岐阜県 株式会社ノダアクト 6200001018429
粉体塗装によるジャスト・イン・タイムの部品塗装・納
品体制の事業化

株式会社名古屋銀行

216 2921110310 岐阜県 共立化工有限会社 3200002023265
装飾めっき工程の技術革新による生産性向上と技術力向
上

株式会社大垣共立銀行

217 2921110312 岐阜県 日ノ出産業株式会社 5200001004363
オーダーメイドキッチン市場の拡大に寄与する抽斗製作
工程の自動化事業

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

218 2921110313 岐阜県 トーカイサポート株式会社 2200001015306
ヌキ板打ち抜き工程の革新的な生産工程を確立して新た
な需要を取り込みオンリーワン企業へ

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター
岐阜県商工会連合会（垂井町商工会）

219 2921110315 岐阜県 有限会社住吉屋 3200002009553
調理不要で水でほぐすだけで食べられる豆乳錬込み蕎麦
の屋外展開

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

220 2921110316 岐阜県 豊実精工株式会社 4200001017275
表面粗さ・輪郭・真円度測定システム導入による精度保
証体制の構築

河村達一郎

221 2921110318 岐阜県 有限会社北原製作所 8200002024143
住宅関連機器製作における新規タボ打ち機導入による生
産性向上

岐阜信用金庫

222 2921110324 岐阜県 聖和セラミックス株式会社 8200001022024
他社ではできない高級タイルのデザイン仕様で世界市場
をリード！

株式会社大垣共立銀行

223 2921110325 岐阜県 エムズ・ワークス株式会社 3200001031590
半自動旋盤と職人旋盤技術による短納期高精度多品種微
量生産の実現

花木栄治

224 2921110326 岐阜県 河合石灰工業株式会社 4200001013456
高熱伝導性無機フィラー複合粒子の量産に向けた製造技
術の確立

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

225 2921110327 岐阜県 株式会社富信 1200001017443
工場管理のＩｏＴで広がるスマート工場実現への構築計
画

株式会社十六銀行

226 2921110328 岐阜県 中央スチール株式会社 5200001016128
高精度複雑形状穴あけ加工技術の確立と生産プロセスの
強化を図る

花木栄治

227 2921110329 岐阜県 株式会社亀井製作所 1180001081203
高精度・高スピードの切断方式によって生産性を向上さ
せ、ミニキッチン市場のシェアＮｏ．１を目指す！

花木栄治

228 2921110333 岐阜県 児山化成工業株式会社 6200001019138
従業員のライフワークを重視した労働環境による生産性
向上の実現計画

関信用金庫

229 2921110336 岐阜県 丸昇技研工業株式会社 1200001014548
放電加工機の導入による精密インサート成形用金型で新
規需要を獲得

株式会社十六銀行

230 2921110339 岐阜県 株式会社オイダ製作所 5200001013307
高圧ウォータージェット製法によるバリ取りと洗浄工程
の革新

大垣西濃信用金庫

231 2921110341 岐阜県 株式会社コムズ 4200001025947 唯一無二の個人向けオリジナルアニメグッズ制作 美濃加茂商工会議所



232 2921110343 岐阜県 有限会社コモリウッドワークス 4200002006731
「防具ｄｅＤＲＹ」の名入・柄入サービス提供による高
付加価値化事業

岐阜県商工会連合会（山県市商工会）

233 2921110344 岐阜県 株式会社エルテック 2200001027920
高機能ブラスト機を用いた高品質・短納期ニーズ対応に
よる市場シェア拡大事業

岐阜県商工会連合会（海津市商工会）

234 2921110345 岐阜県 株式会社エクシィズ 8200001020507
タイルリサイクル利用で環境負荷低減社会に貢献する製
土技術革新

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター
株式会社十六銀行

235 2921110348 岐阜県 株式会社セキデン 6190001003432
ＥＶ車装着部品の製造工程革新による高品質・低価格・
短納期化

株式会社シーピーエーコンサル

236 2921110349 岐阜県 ニッケン工業株式会社 3200001019446
ＮＣ２軸ベルト多品種対応型研磨機導入による品質安定
化と作業効率改善の両立

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

237 2921110351 岐阜県 株式会社三共 6200001002184
Ｅコマース市場へのチャネル拡大とＢｔｏＣに向けたプ
ロセスの改革

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

238 2921110352 岐阜県 新和工業株式会社 3200001023373 日別生産計画の適正化による生産の効率化 岐阜信用金庫

239 2921110353 岐阜県 京陶窯業株式会社 3200001020585
新たな市場開拓のためニューボーンに替わる窯変（よう
へん）製品生産工程の確立

東濃信用金庫

240 2921110354 岐阜県 株式会社協和義肢製作所 2200001020586
義肢装具士の職人技術とデジタルの融合による短期イン
ソール製作体制の構築

岐阜信用金庫

241 2921110355 岐阜県 株式会社恵那金属製作所 2200001023283 自動外観検査装置の立上げと導入 中津川商工会議所

242 2921110358 岐阜県 林輝工業株式会社 7200001007422
新工法導入による精密航空部品の低コスト化と納期低減
を実現

株式会社十六銀行

243 2921110359 岐阜県 株式会社ヒラタ 4200001015551
熟練職人からの依存脱却・生産性向上に寄与する特殊刃
曲機導入での新分野市場拡大計画

一般社団法人ヒューリットＭＦ

244 2921110365 岐阜県 嵯峨乃や
ＧＥＴＡＬＳの生産工程改良による高付加価値商品の提
供

恵那商工会議所

245 2921110366 岐阜県 鳥羽工産株式会社 1200001007345
プレス成形シミュレーションの高精度化による金型製作
リードタイム短縮

株式会社十六銀行

246 2921110367 岐阜県 東海銑鉄株式会社 7200001006622
ひよっこ社員が熟練工の品質を再現できるバリ処理ライ
ンの構築

株式会社大垣共立銀行

247 2921110369 岐阜県 日晃オートメ株式会社 1200001007246
制御盤製作におけるコスト削減と生産性向上を目的とし
た作業工程の改善

各務原商工会議所

248 2921110374 岐阜県 トマト工業株式会社 4200001020122
ロボット連動切断機導入で目指す新生産プロセス「Ｅ－
アシスト」構築

岐阜信用金庫


