平成２５年度補正 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業
１次公募二次締切 採択案件一覧
(受付番号順)
受付番号

都道府県

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

2516120145

富山県

株式会社高岡製作所

銑鉄鋳物部品の注湯時間を大幅に短縮し高
品質の安定化と省エネルギー化を実現

高岡商工会議所

2516120146

富山県

株式会社旭東機械製作所

金型製造プロセスに高度な生産情報管理手
法を活用して競争力ある生産効率向上事業

高岡商工会議所

2516120148

富山県

富源商事株式会社

金属屋根葺き替え工事に係る職人不足や環
境に配慮した屋根材の生産効率化事業

高岡商工会議所

2516120149

富山県

河合バット製作所

プロ野球選手やアマチュア野球選手用木製
バットの生産の強化と精度向上

南砺市商工会

2516120152

富山県

東亜電工株式会社

摩擦圧接加工技術を用いた新分野進出のた
めの新製品開発力の強化

富山信用金庫

2516120153

富山県

三福化成株式会社

建材の異素材アルミ材と樹脂材を独自の複合
高岡商工会議所
切断加工技術により工程集約して生産性向上

2516120154

富山県

高岡明光化成株式会社

樹脂サッシの大型品生産体制の構築

2516120155

富山県

株式会社石王丸紙業

段ボール箱自動糊付け化により、生産性・品
質の向上及び「針止め」を無くし環境問題に取 高岡信用金庫
り組む。

2516120156

富山県

明和精型株式会社

新型マシニングセンター導入による加工精度
向上および納期短縮等による生産性向上

2516120157

富山県

株式会社スギタニ

日本で初めての生麩の全自動製造ラインの開
北陸銀行
発と設置

2516120158

富山県

中原化成品工業株式会社

航空部品製造の精密加工工程における、多軸
マシニングセンター導入による加工精度の向 北陸銀行
上

2516120160

富山県

株式会社プロジェクトデザイン

立山の森林資源を活用したエッセンシャルオ
イルの製造・販売

富山第一銀行

2516120161

富山県

中越鉄工株式会社

可動式溶接ロボット導入による生産性向上と
新規顧客からの案件受注

南砺市商工会

2516120163

富山県

株式会社ハナガタ

2516120164

富山県

岩城工業株式会社

2516120167

富山県

戸出化成株式会社

樹脂成形材料の工程内リサイクルによるコス
高岡商工会議所
ト優位性の確立と省資源化推進

2516120168

富山県

株式会社スカイ

測定技術の活用により品質管理や検査精度
の向上を図り付加価値生産性を高める

2516120170

富山県

株式会社二上

銅合金鋳物製造の原型制作工程に精密加工
高岡商工会議所
技術を活用して内製化し生産効率化を目指す

2516120172

富山県

株式会社ティーアンドティー・タカマ
ツタテグ

海外展開に向けてのシーリング工程の改善に
よる品質向上・安定化と製造リードタイムの短 富山信用金庫
縮化

2516120173

富山県

皇国晴酒造株式会社

酒粕の活用範囲拡大のための臭気低減用
「酒粕加工ライン」の開発

2516120174

富山県

平田印刷株式会社

受注活動のＩＴ化と社内システム更新による印
富山信用金庫
刷リードタイムの短縮

2516120175

富山県

ケーファクトリー株式会社

壁面設置の太陽光発電における精密加工技
北陸銀行
術を用いたカバー材の試作開発

2516120176

富山県

株式会社村井工業

生産効率の飛躍的向上のための「新・受注、
生産管理システム」の導入と実施。

北陸銀行

南砺市商工会

フィルム包装溶断シール方式の革新的技術開
発による品質向上とフィルム包装機世界シェ 富山信用金庫
アの拡大
３次元造形機と３次元測定機を活用した精密
加工技術の高度化による航空機分野の受注 商工組合中央金庫
拡大
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都道府県
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2516120178

富山県

株式会社廣昌堂

「カートナー」導入による包装工程の生産効率
商工組合中央金庫
及び包装品質の高度化

2516120179

富山県

株式会社マスオカ

アルミ用押出金型製作における品質の精度向
上と生産プロセス改善による国際競争力の強 高岡商工会議所
化

2516120184

富山県

アースコンサル株式会社

新規物質等生産ラインの作業環境管理と改善
木村正明
のための採取・分析方法の確立、対策の立案

2516120186

富山県

株式会社山田写真製版所

新ワークフローシステム導入による製版工程
の自動化と生産性向上の実現

富山第一銀行

2516120187

富山県

協同アルミ株式会社

川に合わせ最適化可能な螺旋水車の開発と
マイクロ水力発電の推進

商工組合中央金庫

2516120189

富山県

富山精密株式会社

生産工程高度化と加工プロセス改善による弛
富山信用金庫
み止めベアリングナット内径公差向上

2516120190

富山県

株式会社高瀬鉄工所

次世代高効率ガス火力発電設備用複雑形状
富山信用金庫
の圧縮機ホイール製造事業

2516120191

富山県

株式会社丸伸製作所

厚板材料の高度なプレス曲げ加工技術の確
立による競争力の強化及び新規製造品種の
開発

高岡商工会議所

2516120192

富山県

大和産商エンジニアリング株式会社

新型分光測色計・攪拌機デスパー導入によ
る、調色作業の合理化・増産化

高岡信用金庫

2516120194

富山県

豊富産業株式会社

高品位アルミ原料の生産機器の導入

堀税理士法人

2516120195

富山県

有限会社共伸製作所

微小径縦穴加工における切削条件研究による
富山信用金庫
品質強化と医療機器部品製造分野への進出

2516120197

富山県

有限会社快成

水産物加工品開発施設整備

2516120200

富山県

株式会社オーギャ

ワイヤレス型荷重分布検出センサシートの開
高岡信用金庫
発と量産技術の確立

2516120201

富山県

福田食品工業株式会社

ゼリー状及びペースト状介護食（レトルト殺菌） 南砺市商工会

2516120202

富山県

セプラ株式会社

ユーザーのニーズに対応した材質を選ばない
富山銀行
試作品供給体制の高度化

2516120203

富山県

北陸ライフエナジー株式会社

ガソリンスタンドから家庭内ビジネスにおける
全てのデータベースを集約し、売上拡大。

2516120204

富山県

株式会社エスケーテック

横型ＮＣフライス盤導入による新分野製造ライ
富山県新世紀産業機構
ン装置への進出

2516120205

富山県

株式会社田村製作所

特殊シリンダの新分野開拓のための生産、品
富山信用金庫
質体制の構築

2516120209

富山県

株式会社中村機械

超小型半導体チップ向けの高精度絶縁体パ
レットの開発

北陸銀行

2516120210

富山県

さわや食品株式会社

地元産の安全な米粉を利用した既存商品の
改良と新商品開発

税理士法人中村税務みらい経営

2516120211

富山県

株式会社タイヨーパッケージ

画像情報処理を活用し、検査プロセスの改善
商工組合中央金庫
による品質向上に係る技術の高度化

2516120212

富山県

有限会社カンノ

生産プロセス高度化による「人の長距離移動
富山信用金庫
に係る最適空間」の実現と新分野への進出

2516120215

富山県

株式会社ニッポンジーン

低エンドトキシン・アニマルフリー試薬生産シス
北陸銀行
テムの構築

2516120217

富山県

協同組合高岡総合給食センター

食品の長期保存技術の確立と技術応用によ
る廃棄食品の減量化事業

2516120218

富山県

キンコー樹脂工業株式会社

成形工程環境の準クリーンルーム化と新型画
富山信用金庫
像検査機の開発・導入による検査精度の向上
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2516120219

富山県

株式会社ミズノマシナリー

「油圧部品の製造における加工工程集約と自
富山県新世紀産業機構
動化による生産性向上」

2516120222

富山県

氷見軽合金株式会社

二次アルミニウム精製におけるアルミ抽出率
向上ならびに廃棄物の削減のための技術開
発

2516120223

富山県

大高建設株式会社

地下水熱ヒートポンプを応用した空調システム
北陸銀行
開発事業

2516120224

富山県

株式会社日本成工

３次元ＣＡＤ／ＣＡＭを用いた５軸ＮＣ加工機に
よる真空圧空成形品製作技術の向上と競争 北陸銀行
力強化

2516120228

富山県

カナモリ技販株式会社

顧客のニ－ズに応じた土壌汚染調査・土壌汚
北陸銀行
染対策ビジネスの業務拡充計画

2516120231

富山県

有限会社清都酒造場

高精度原料米処理による吟醸酒の高品質化
と安定供給に向けた生産プロセスの実現

高岡商工会議所

2516120235

富山県

株式会社オーフェン機器

医薬品や食品、半導体製造分野向けの高精
度配管の開発・製造

富山信用金庫

2516120238

富山県

東洋ガスメーター株式会社

業務用スマートメーターの試作事業

北國銀行

2516120247

富山県

新保軽合金工業株式会社

再生地金の含有元素の成分均一化に信頼性
高い計測技術を活用し高品質安定供給を目 高岡商工会議所
指す

2516120248

富山県

協立電化株式会社

連続めっき加工の精密化・効率化を指向した
北陸銀行
専用ラインと自動検品システムの導入

2516120250

富山県

株式会社伸和製作所

工作機械製作工程の一貫生産体制の確立に
富山銀行
よる競争力強化の実現

2516120256

富山県

株式会社村中製作所

４軸放電加工機による螺旋形状加工技術を用
いたスーパーエンプラ樹脂医療用器具金型の 株式会社ジェック経営コンサルタント
製造

2516120261

富山県

有限会社笹倉製作所

海外用製品に向けた切削加工リング大型化の
北陸銀行
ための内面研削盤開発・導入事業

2516120262

富山県

中野合金株式会社

素材製造能力と精密部品製造能力の融合に
富山信用金庫
よる銅合金分野での全方位的展開

2516120264

富山県

ファインプラス株式会社

安定した射出成形を行う為のＶライン射出成
形機の導入

富山銀行

2516120270

富山県

五洲薬品株式会社

地域資源活用製品の情報発信と販売を目的
とした体験型アンテナショップの出店

桶屋税理士事務所

2516120272

富山県

株式会社安達工業

全生産プロセス内での多種金属加工情報マト
富山信用金庫
リクス共有化による問題解決能力の強化

2516120273

富山県

株式会社ウイン・ディー

３Ｄスキャニング技術の高度化による試作
サービスの拡充

2516120274

富山県

株式会社ユニゾーン

航空機産業を主体とした成長分野への参入に
向けためっきプロセスの課題解決による技術 富山県新世紀産業機構
力と競争力強化

2516120276

富山県

第一物産株式会社

新商品試作開発に対応可能な高品質・低コス
富山銀行
ト・短納期供給体制の高度化

2516120277

富山県

アルミファクトリー株式会社

ＣＡＤ／ＣＡＭ・３次元測定器導入による新規
顧客対応と短納期、高品質対応化

北陸銀行

2516120281

富山県

高精株式会社

高精度射出成形によるガス検知（酸素濃度）
センサーのコア部品製作への受注獲得

高岡商工会議所

2516120283

富山県

株式会社コージン

自動車部品のインサート成形から梱包までの
富山県新世紀産業機構
生産ラインの自動化事業

2516120284

富山県

ナント生コン有限会社

循環型社会・環境負荷の低減に貢献するフラ
南砺市商工会
イアッシュセメント製造への進出
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2516120285

富山県

株式会社碓井製作所

複雑化していく自動車部品に対応する金型作
北陸銀行
成のためのアークレス放電加工機の導入

2516120287

富山県

富山薬品株式会社

自社ブランド（富山ブランド）商品開発による新
北陸銀行
販路開拓

2516120292

富山県

有限会社石川外装

６ｍ長尺対応の曲板機導入等による建築用板
北國銀行
金施工の生産性および品質向上

2516120294

富山県

有限会社細川

地域ブランド牛（氷見牛）の熟成肉の製造、販
富山銀行
売システムの構築

2516120300

富山県

大澤工業株式会社

省スペース性に優れ、設計自由度の高い、小
北國銀行
規模建物向け中型エレベーターの開発

2516120302

富山県

株式会社元尾商店

杉間伐材を利用した幼稚園（保育園）他児童
施設に向けた什器製造設置体制の高度化

2516120303

富山県

株式会社アイペック

熱交換器チューブにおける超音波探傷検査技
富山信用金庫
術の確立による統計的チューブ余寿命の導出

2516120307

富山県

伸和産業有限会社

製造工程全自動化による生産プロセスの改善
と新製品開発態勢の確立による標的市場拡 富山信用金庫
大

2516120312

富山県

株式会社ＭＩＮＡＭＩ

マルチコプターを使った送電線撮影システム
の試作開発

2516120315

富山県

戸田電気鉄興株式会社

「景観共存型」制御盤・配電盤の試作開発によ
富山信用金庫
る新ニーズの創造

2516120316

富山県

株式会社村山製作所

真円度１μｍ以下を実現する航空機用大径・
富山信用金庫
長尺軸部品の高精度・高能率加工

2516120317

富山県

有限会社苗加製作所

業務用アルミ釜の成長性確保にかかる生産プ
高岡商工会議所
ロセスの革新事業

2516120319

富山県

株式会社桜井鋳造

ビスマス系鉛フリー黄銅鋳物の試作品および
高岡信用金庫
新製品の開発

2516120323

富山県

株式会社石金精機

将来の航空機部品受注増を想定した２４時間
株式会社ジェック経営コンサルタント
連続無人稼動体制の確立

2516120325

富山県

三英工業株式会社

タービンブレード一貫受注体制構築に向けた
精密加工技術の高度化により成長分野に貢
献

2516120326

富山県

共立物産株式会社

新素材とＴＰＵの２色成形技術確立による軟素
商工組合中央金庫
材ＴＰＵ製品の試作開発事業

2516120328

富山県

株式会社山秀木材

タブレットを使った木材在庫管理と顧客へのプ
株式会社ジェック経営コンサルタント
レゼンの両立化事業

2516120330

富山県

株式会社高田製作所

金属と木の融合『ＦＯＲＥＳＴ ＩＮ ＴＨＥ ＲＯＯ
Ｍ』商品の高付加価値化に向けた試作・開発 株式会社ジェック経営コンサルタント
事業

2516120331

富山県

株式会社エフアンドエム

高強度・高張力・高耐性製品を加工可能なベ
富山銀行
ンディング加工用金型製作への参入

2516120332

富山県

丸石鉄筋有限会社

飛躍的な生産性向上を可能にしたユニット先
組工法による鉄筋組立溶接作業の工場化

2516120333

富山県

和宏金属株式会社

生産工程最適化によるアルミ建材ビジネスプ
富山信用金庫
ロセス高度化の実現

2516120335

富山県

株式会社シンコー

半導体製造装置のパイプ構造筐体のリードタ
北陸銀行
イム半減の実現

2516120338

富山県

有限会社アルツー

ＹＡＧレーザー溶接機の導入によるステンレス
富山市南商工会
薄板溶接技術の向上と新分野への販路開拓

2516120341

富山県

三光鍍金工業株式会社

表面処理業における電子カルテ化による多品
種少量生産・リードタイム短縮等を図るソフト 高岡信用金庫
ウェア開発

2516120343

富山県

高岡紙器印刷株式会社

「ＩＴ技術活用による印刷・紙器デザインの企画
高岡信用金庫
開発力、試作・少ロット生産体制の強化」
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富山銀行

富山信用金庫

高岡商工会議所

株式会社ジェック経営コンサルタント

受付番号

都道府県

申請者名称

事業計画名
電子部品の軽量化、小型化に対応可能な高
精度複合加工用プレス金型の追求

認定支援機関名

富山銀行

2516120349

富山県

株式会社ティエムシー

2516120352

富山県

我が国初の花卉ＳＰＦ（製造型小売業）に向け
株式会社ジャパン・フラワー・コーポ
た生産・流通一貫体制の画期的な事業モデル 株式会社ジェック経営コンサルタント
レーション
を実現

2516120356

富山県

株式会社陽光産業

製造工程の改善による特殊製本における裁断
富山信用金庫
技術の向上

2516120357

富山県

三秀工業株式会社

ファイバーレーザー複合技術による板金プレ
ス加工技術の革新とその効果的活用

2516120363

富山県

有限会社中村製作所

鋳型にクラックが生じるのを防ぐ新設備（オー
トクレイブ）導入による生産工程の改善に伴う 富山県信用組合
生産効率化及び製品精度の向上

2516120365

富山県

有限会社河島建具

高度手加工製品のオーダーメイド型製品の市
富山銀行
場への供給

2516120369

富山県

株式会社小笠原製作所

最新式ＮＣ旋盤に対応する『自動供給装置』の
北陸銀行
試作開発

2516120371

富山県

三陽陸運株式会社

廃ガラスのリサイクル製造装置を改良、経済
性の向上と環境負荷の低減を図る

2516120374

富山県

澤川鍛造工業株式会社

建機向け油圧部品生産に高度精密加工技術
により製造プロセスの飛躍的改善で生産性向 商工組合中央金庫
上

2516120376

富山県

株式会社協和製作所

鋳造のコア技術たる溶解と材料配合の高度化
高岡商工会議所
による品質・生産性の向上とエネルギー削減

2516120378

富山県

有限会社貸衣裳の和楽

着物・フォーマルドレス等インターネットレンタ
ル販売のためのシステム構築事業

株式会社ジェック経営コンサルタント

2516120380

富山県

立山科学工業株式会社

育成植物毎に最適な照明条件が設定できる
家庭用小型屋内水耕栽培ユニットの開発

富山県新世紀産業機構

2516120382

富山県

吉沢工業株式会社

多層成形機導入による緩衝材用バイオマスプ
北陸銀行
ラスチックフィルムの技術開発

2516120383

富山県

フジコン株式会社

災害防止能力を高める高品質護岸工事用コ
ンクリート２次製品の供給体制高度化

富山銀行

2516120384

富山県

株式会社若野鋳造所

鋳鉄鋳物の高効率溶解プロセスの向上とト
レーサブル体制の確立で品質保証体制の構
築

高岡商工会議所

2516120385

富山県

株式会社ユニオン・ランチ

単身独居高齢者の健康を守る配食と安否確
認サービス事業の拡充

富山銀行

2516120389

富山県

株式会社能作

錫（１００％）の圧延技術を応用した医療、介護
富山県新世紀産業機構
分野に対応する設備開発

2516120390

富山県

株式会社パピエコニシ

片面段ボール製品の製造プロセスにおける生
高岡商工会議所
産性と品質向上により販路拡大を狙う

2516120391

富山県

富美菊酒造株式会社

日本酒における四季醸造とフレッシュローテー
富山信用金庫
ションの確立による新ニーズの開拓

2516120393

富山県

キタムラ機械株式会社

画期的な高速・高精度な切削加工と多機能化
高岡商工会議所
を実現する独自ＮＣシステムの開発

2516120396

富山県

有限会社嶋モデリング

３Ｄプリンターでの効率的な原型生産による蝋
高岡信用金庫
型製造分野への進出

2516120397

富山県

株式会社オーパス

本格的インド式女性専用ヨガスタジオによる全 株式会社ヒューマンネット・コンサル
国展開
ティング

2516120404

富山県

マルマス機械株式会社

「廉価型コイン精米機の試作開発による販売
シェア拡大」

2516120405

富山県

ベルモントプラスチック株式会社

ＣＮＣ加工機による加工工数の削減と加工精
立山舟橋商工会
度向上による品質安定化と事業拡大
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高岡商工会議所

商工組合中央金庫

上市町商工会

受付番号

都道府県

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

2516120407

富山県

株式会社タイワ精機

ＮＣ付プレスブレーキ機導入により、部品加工
富山商工会議所
の高度化・効率化を図る

2516120409

富山県

中越産業株式会社

ＬＰガス容器のくず化高度処理事業の創設

南砺市商工会

2516120410

富山県

日本エレテックス株式会社

電磁波シールド用特殊繊維とそのメッシュ材
の製造による経営革新事業

福井銀行

2516120412

富山県

株式会社橋本写真製版社

印刷関連業務の一貫した生産体制構築によ
る受注拡大と納期短縮

富山商工会議所

2516120414

富山県

ｕｓｕｉｗｏｒｋｓ株式会社

ＮＣ加工機と自動位置決めパネルソーによる
製造工程集約と生産性の向上

北陸銀行

2516120415

富山県

株式会社キレイサービス

人にも環境にもやさしい「エコ洗剤」の企画・製
北陸銀行
造・販売事業
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