
（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 3021210007 岐阜県 株式会社ＳＰＩＮ 3200001027713
伝統的な和服の縫製技法を生かした効率的な和服の機械
縫製・仕上げシステムの確立

岐阜信用金庫

2 3021210008 岐阜県 中部電気工業株式会社 2200001003319 国内最大作業性能を誇る分解型クローラークレーンの開発 株式会社大垣共立銀行

3 3021210009 岐阜県 フクダ株式会社 7200001034499
全国初！ターゲットを細分化した印刷物の丁合配送サービ
スの実現

岐阜県商工会連合会

4 3021210012 岐阜県 株式会社エム・ダブル・ラボ 5200001012102
アルミ複合板の生産性向上及び拡大する市場ニーズへの対
応計画

平工　雄基

5 3021210015 岐阜県 有限会社コロナー 3200002013828
３ＤＣＡＤ及び無縫製横編み機導入による手袋・靴下分野で
の高付加価値化事業

大垣西濃信用金庫

6 3021210020 岐阜県 株式会社水谷木工 2200001009407
増加する航空機需要に対応する大型木製内装モックアップ
生産能力拡大計画

株式会社エフアンドエム

7 3021210021 岐阜県 幸栄テクノ株式会社 7200001012926
町工場のアイデアと技術のコラボ、多品種共用化大型一体
トレーの大物・薄肉化技術の確立

尾西信用金庫

8 3021210033 岐阜県 有限会社アートホームデザイン 1200002022970
「世界一の食文化を作る」陶磁器のデータベース化と新サー
ビスによる需要創出事業

多治見商工会議所

9 3021210036 岐阜県 株式会社ＫＡＴＯＫＡＳＥＩ 4200002018578
耳標の大幅増産要望に応える射出成形技術の開発による
生産性向上

岐阜信用金庫

10 3021210040 岐阜県 林測量登記事務所
所有者不明の土地問題を解決！高精度な３Ｄレーザース
キャナーの導入による山間部測量の革新

浅沼　慎也

11 3021210041 岐阜県 株式会社測天 6200001022843
測量会社の独自性を徹底追求！３Ｄ測量機の導入による固
定資産管理業務の革新的サービス

浅沼　慎也

12 3021210042 岐阜県 水谷産業株式会社 2180001075030
自動車部品用金型の予防保全的な補修による生産効率の
向上計画

株式会社大垣共立銀行

13 3021210045 岐阜県 三友精機株式会社 4200001023364
３次元測定機の導入により測定精度と生産性の向上を図
り、金型修理事業の拡大

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

14 3021210049 岐阜県 株式会社スミカマ 9200001019242
生産プロセス革新による、海外向け高付加価値包丁の試作
開発

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター
関信用金庫

15 3021210054 岐阜県 株式会社コームラ 5200001001939
脱オフセット・全面ＰＯＤ印刷化による学会サポート事業の拡
大加速

齊藤　祐一

16 3021210056 岐阜県 株式会社カワセ精工 3200001013473 新型レベラーフィーダの導入による生産性向上と販路拡大 大串　智之

17 3021210057 岐阜県 株式会社スザキ工業所 7200001007199 競争力強化、新市場開拓のためのプレス工程の刷新 大串　智之

18 3021210062 岐阜県 株式会社大野ナイフ製作所 3200001019000
研削工程の自動化と職人技の融合による工業用特殊刃の
生産革新事業

税理士法人ＪＩ会計事務所

19 3021210063 岐阜県 かわむら歯科クリニック
治療の高度化及び新医療サービス提供を実現するＣＴ導入
による症例診断の精緻定量化

株式会社十六銀行

20 3021210064 岐阜県 ユニオン機工株式会社 4200001023595
高清浄度技術確立と高度な画像検査処理開発による生産
性向上

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

21 3021210065 岐阜県 株式会社ひでぴょん 8260001016292
マーキング機と懸架式溶着機の導入による土木工事用バ
ルーンの事業化

岐阜県商工会連合会

22 3021210069 岐阜県 株式会社小熊製作所 4200001013332
次世代自動車部品の生産技術の高度化と新たな検査体制
による生産性向上

株式会社　シーピーエーコ
ンサル

23 3021210070 岐阜県 株式会社トライ 6200001024162
森林測量技術とレーザースキャナによる土地地番図用３次
元地表データ作成

株式会社十六銀行

24 3021210073 岐阜県 有限会社二見鉄工所 5200002004024
燃料電池車に使用される最先端部品の生産性向上による
経営力強化

岐阜信用金庫

25 3021210078 岐阜県 丹羽鋳造株式会社 3200001004101
３Ｄプリンター導入で試作品立ち上げ時間の短縮を図り強み
アップで受注拡大

公益財団法人岐阜県産業経
済振興センター

26 3021210080 岐阜県 むすび葉動物病院
最先端超音波装置による広範囲・高度な獣医療サービスの
実現

平家　勉

27 3021210083 岐阜県 有限会社ヨシミプリント工業 7200002015779
インクジェット印刷を活用した地域密着の印刷サービスの新
展開

岐阜県商工会連合会

28 3021210084 岐阜県 にこ歯科医院
次世代型包括的治療システムによる患者様の負担軽減プロ
ジェクト

株式会社ヒューマンネッ
ト・コンサルティング

29 3021210086 岐阜県 しばた歯科
攻めの予防歯科医療サービス展開による、口腔機能向上へ
の取組み

株式会社企業参謀

30 3021210088 岐阜県 三星刃物株式会社 6200001019641
若手技能者の未熟度を補うロボットシステムを融合した生産
体制の構築

株式会社十六銀行

31 3021210095 岐阜県 株式会社ケイエスメディカル 6200001018882
来局困難患者への服薬指導・食事アドバイスサービスの提
供

岐阜信用金庫

32 3021210096 岐阜県 有限会社マルイ鈑金 8200002017287
先進安全自動車アフターサービス対応の最新式鈑金整備施
設機導入による生産性向上

東濃信用金庫

33 3021210100 岐阜県 株式会社愛工舎 1180001001474
□３ｍｍ×長さ３１ｍｍの微細部品における精密切削加工
の高精度化と量産技術開発の取組み

株式会社大垣共立銀行

34 3021210101 岐阜県 サンスリー株式会社 9200001012156
自然由来９７％脱プラスチック素材を１０倍速生成する製造
ライン革新

株式会社大垣共立銀行

35 3021210104 岐阜県 エイリンテクニカル 三次元測定機を用いた形状加工後の精度担保 小倉　裕樹

36 3021210114 岐阜県 株式会社高橋精機製作所 4200001034122
ステンレス鋳物部品加工の工程集約と高精度化・短納期化・
増産化

ひまわり経営サポート株式
会社

37 3021210123 岐阜県 ＤＡＩＳＥＮ株式会社 2200001023408 次世代発泡樹脂省エネルギー成形システムの実証事業 ＡＷＥＳＯＭＥ税理士法人
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