平成２６年度補正 ものづくり・商業・サービス革新事業
１次公募 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

2616110001 富山県

株式会社三福製作所

全生産プロセス最適化による厚物深曲げ加工技術力強化と
特定建築物耐震化促進への貢献

2616110006 富山県

株式会社エムシーピー

小ロット多品種製造における高精度無人加工プロセスの確立 株式会社ジェック経営コンサルタント

2616110007 富山県

株式会社鳥居セメント工業

乾式タイルプレス成型機共同開発により実現する新高機能コ
富山信用金庫
ンクリート製タイルの開発・製造

2616110010 富山県

明太化成株式会社

難印刷性樹脂への表面改質処理技術の確立による高付加価
富山信用金庫
値差別化戦略の実行

2616110012 富山県

瀬尾製作所株式会社

最上位な雨樋建材の製造ラインを研磨ロボット化による安定し
高岡商工会議所
た高品質な生産効率化事業

2616110018 富山県

三福化成株式会社

ビル用アルミ建材用途の多様化に対応した形材全長切断と切
高岡商工会議所
削の新たな加工技術の実用化事業

2616110019 富山県

岩井歯科クリニック

「歯科・咬み合わせ」ドック健診による、生活の質に配慮した歯
北陸銀行
科医療の推進事業

2616110020 富山県

立山化成株式会社

工業的ＨＰＬＣ装置の導入による医薬品原薬の製造の高効率
商工組合中央金庫
化

2616110024 富山県

株式会社中田鉄工所

多関節ロボット導入により、生産性向上・競争力強化・環境改
高岡信用金庫
善を図る。

2616110025 富山県

ｕｓｕｉｗｏｒｋｓ株式会社

ＣＡＤ／ＣＡＭソフトウエア―導入による営業現場から製造工
場へのネットワーク化の実現

富山銀行

2616110028 富山県

北星ゴム工業株式会社

ニ層ゴムの連続加硫押出成形における搬送設備による収縮
取り装置の開発

富山第一銀行

2616110029 富山県

株式会社リバン・イシカワ

超精密研磨による基準面加工技術開発及び短納期化・コスト
北陸銀行
削減

2616110033 富山県

株式会社マスオカ

アルミ形材押出分野向けの後面設備である矯正・金型分割・
自動搬送機の新規開発事業

高岡商工会議所

2616110035 富山県

ファインテック株式会社

高精度ＮＣ複合旋盤を活用した航空機産業への参入

富山銀行

2616110037 富山県

株式会社タイワ精機

新たな設備機器を導入し、環境機器や海外向けなどの独自製
富山商工会議所
品の開発を強化する。

2616110039 富山県

株式会社三田商会

バーコードシステム導入による業務改善と販売展開

北陸銀行

2616110040 富山県

イセ株式会社

クラウド型オリジナル受発注システムの導入による画期的な
顧客ニーズ対応スタイルの実現

北陸銀行

2616110042 富山県

株式会社トヨックス

電線管保護ホースの複合成形技術の高度化による高機能化
株式会社ジェック経営コンサルタント
と低コスト化の実現

2616110043 富山県

株式会社セイブ

ＣＮＣ旋盤導入による生産プロセス革新と新体操こん棒製作
への新規参入

南砺市商工会

2616110045 富山県

株式会社ヤハタセイコー

土壌の放射性付着物に対する高圧水除染装置に係る噴射ノ
ズル部開発の実現

富山銀行

2616110046 富山県

長澤鉄筋工業

高強度自動鉄筋曲加工設備の導入による次世代の耐震・防
災機能に優れた構造物の実現

富山銀行

2616110048 富山県

モトタニ鉄工建設株式会社

生産工程高度化によるアーク溶接加工条件の確立と複雑流
線形状トラス構造の実現

富山信用金庫

2616110049 富山県

株式会社三恵ネット

検査システム導入による防虫網検査工程の省力化及び品質
富山第一銀行
向上の実現

2616110050 富山県

タカタ精密工業株式会社

医薬品包装等の精密加工に用いる機械刃物の微細研削加工 公益財団法人富山県新世紀産業機
工程の高度化
構

2616110051 富山県

株式会社でんそく

ダム・発電所における電気ケーブル可視化・最適化システム
の開発と導入

2616110052 富山県

日本海調温株式会社

次世代パイプベンダー導入によるアルミパイプの複雑形状化
商工組合中央金庫
対応一体曲げ加工技術の確立

富山信用金庫

富山信用金庫

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

2616110053 富山県

株式会社オーエーマシン

自動車最重要保安部品製造分野の拡大に向けた全自動化に
富山信用金庫
よるインサート射出成形工程の高度化

2616110055 富山県

二葉精密有限会社

超微細ファイバーと金属端子を接合させた「ファイバー保持端
富山第一銀行
子」の開発と量産

2616110056 富山県

糸氏技研株式会社

自動車部品の複雑三次元形状を実現するカッター加工に替わ
富山第一銀行
る裁断金型加工技術への挑戦

2616110057 富山県

株式会社協和製作所

鋳型造形プロセスに重要な合成砂の連続測定・データ管理を
高岡商工会議所
高度化し鋳物の高品質化事業

2616110058 富山県

株式会社あるぺん村

自社ブランドの強化及び生産調整ニーズに対応した次世代凍
商工組合中央金庫
結技術の確立

2616110061 富山県

株式会社スギタニ

新しい車麩をつくる機械の開発

石動信用金庫

2616110062 富山県

株式会社明研

精密現合加工における人手による手仕上げ作業工程を機械
加工化する新技術の開発

にいかわ信用金庫

2616110063 富山県

株式会社三基精工

高精度な新型ホーニング加工機の開発

富山第一銀行

2616110067 富山県

株式会社本保

「高岡銅器」産業に画期的な総合情報管理システムを活用す
高岡商工会議所
る高付加価値サービスの提供事業

2616110069 富山県

株式会社北陸化成工業所

発泡スチロール切断加工工程への自動機導入による加工精
富山銀行
度の向上および短納期の実現

2616110070 富山県

株式会社堀川製作所

超硬素材×超薄板×超高精度金型部品加工を実現するプロ
北陸銀行
ファイル研削盤の導入

2616110073 富山県

太平株式会社

高機能プラスチックによる高精度で低コストな機械部品の製造

2616110075 富山県

株式会社高岡製作所

銑鉄鋳物における鋳型の生型砂処理技術の高度化による品
高岡商工会議所
質・生産性の向上と省力化事業

2616110081 富山県

有限会社ヨツヤ鉄工所

高難度水門用大型ネジ加工製作を可能にするＣＮＣ旋盤の導
富山銀行
入

2616110083 富山県

化成産業株式会社

顧客のニーズに対応した生産体制の確立と販路の拡大の実
現

2616110087 富山県

有限会社河元鉄工所

手作業で行う特殊形状品の切削加工を一部自動化し、加工件
富山第一銀行
数アップの実現

2616110088 富山県

株式会社プラクティブ

自動車分野で加速する樹脂と金属のインサート成形品を容易
富山第一銀行
にする竪型射出成型機の導入

2616110089 富山県

株式会社オーギャ

ワイヤレス着圧計測センサシステムの開発

高岡信用金庫

2616110090 富山県

有限会社ラ・ピニヨン

洋菓子製造技術を活かし地元食材を利用した冷菓製造販売
事業への参入

富山銀行

2616110091 富山県

有限会社シモダテクニカル

ＣＮＣ旋盤導入による高精度切削加工技術の確立及び切削加
株式会社ジェック経営コンサルタント
工工程の生産性向上

2616110093 富山県

株式会社速星精工

ハイブリッド自動車向け超精密・高機能ベアリング製造のため
富山信用金庫
の生産工程の高度化

2616110094 富山県

東洋ガスメーター株式会社

ＬＰガス用スマートメーターの試作事業

2616110095 富山県

有限会社青木工業所

革新的な「ものづくり」を可能にする省力化機械を安価・迅速に
富山銀行
供給する態勢の強化

2616110096 富山県

株式会社ミズノマシナリー

品質保証プロセス確立による航空・宇宙分野での大型複雑形
富山信用金庫
状精密部品製造への進出

2616110099 富山県

富山カラーリング株式会社

ブロー成形機用洗浄剤（パージ剤）の開発と量産化による販
路拡大事業

北國銀行

2616110100 富山県

株式会社エーティーワークス

スマホ・クラウドとブルートゥースで実現する次世代入退出管
理システムの開発

富山銀行

2616110101 富山県

株式会社北陸セイデン

最新塗装機導入による高効率・高品質化と環境負荷低減の実
北陸銀行
現

2616110103 富山県

株式会社ヤス・カワ紙商事

オーダーメードミシン目入りプリンター用紙の一貫加工機の新
高岡信用金庫
設

公益財団法人富山県新世紀産業機
構

北陸銀行

北國銀行

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

2616110104 富山県

株式会社エヌエス・ブレーン

新型両面横編機設備導入による生産性の向上

射水市商工会

2616110105 富山県

株式会社中川製作所

自由形状かつ高品質な倣い切断加工を実現する特殊材料向
北陸銀行
け自動プラズマ形切断機の導入

2616110107 富山県

富山熔断株式会社

ロータリーインデックスによるパイプ、形鋼の３次元レーザー加
富山市北商工会
工

2616110109 富山県

株式会社ニッセイテクニカ

新型検査機導入による多品種製品検査体制の構築と受注拡
富山銀行
大の実現

2616110110 富山県

樽蔵産業株式会社

水耕栽培野菜を活用したフードシステムの構築とブランディン
富山銀行
グ

2616110111 富山県

有限会社苗加製作所

業務用アルミ釜のコーティング性能向上に向けた生産プロセ
スの革新事業

2616110113 富山県

株式会社野澤木工

図面の自動展開と加工技術向上による他社との差別化と競争
富山銀行
力強化の実現

2616110115 富山県

富士化学工業株式会社

アスタキサンチンの生活習慣病予防に関する臨床研究

北陸銀行

2616110116 富山県

株式会社北陸精機

ＣＮＣ旋盤の導入による付加価値向上

北陸銀行

2616110118 富山県

株式会社河村産業所

可搬型三次元測定機導入による個別オーダー板金部品短納
北陸銀行
期化と高品質化

2616110122 富山県

株式会社セイキ

新型ワイヤ放電加工機導入により次世代自動車業界に対応
可能な生産設備を供給

2616110125 富山県

株式会社アース・コーポレーション

販路拡大に向けた乾燥汚泥燃料の固形化設備導入及び製品
北陸銀行
開発

2616110131 富山県

キタムラ機械株式会社

精密研削技術を活用し当社製ＭＣの最重要部品の加工精度
向上と納期短縮等による生産性向上

2616110135 富山県

株式会社ユニゾーン

ベーキング工程の構築による信頼性向上および航空・宇宙機 公益財団法人富山県新世紀産業機
器向け部品の受注拡大
構

2616110138 富山県

株式会社東和ケミカル

医療用医薬品の定期配送と適正在庫システム（名称：ＷｅｂＳｔ
富山第一銀行
ｏｃｋ）の開発

2616110139 富山県

有限会社長澤製作所

知能ロボットの導入による当社独自のプレス加工技術の構築
富山銀行
と製品安定供給

2616110140 富山県

東洋ゼンマイ株式会社

大型ゼンマイ用鋼帯に対するラウンドエッジ加工の技術開発

2616110143 富山県

ケーファクトリー株式会社

漏水バックアップ機能建材の製品化による建物の長寿化の実
北陸銀行
現

2616110148 富山県

富山菱光コンクリート工業株式会社

特殊コンクリート需要へ対応する為の高品質安定生産体制の
富山銀行
確立

2616110149 富山県

有限会社北陸瓦板金工業所

新しい「Ｌ型アングル材」の実用化による建築板金品質の向上
富山銀行
と住宅の耐久性強化

2616110151 富山県

株式会社小泉製作所

伝統産業で培った磨き工程に高機能ロボット技術を活用し自
動車産業分野に新規参入する事業

2616110152 富山県

アルプス化成株式会社

ハンドレイ成形品とＶＡＲＴＭ成形品の合体による画期的新商
高岡信用金庫
品開発

2616110153 富山県

有限会社石﨑製作所

超難削金型への最適な細深穴加工の施工と短納期・金型コス
富山銀行
ト削減の実現

2616110156 富山県

北川製油株式会社

真空プレスローラー整形による包装工程の効率化と高付加価
富山銀行
値商品の安定提供

2616110159 富山県

戸出化成株式会社

金型洗浄技術と部品自動組立検査技術の活用による高品質
高岡商工会議所
製品の省力化とコスト競争力の強化

2616110162 富山県

株式会社ＴＥＤ

品質検査装置導入による欠陥判定の安定化・品質向上を図り
富山信用金庫
競争力を強化

2616110163 富山県

有限会社中嶋工芸社

ダイニング空間プランナーとしての飛躍を実現するオーダーメ
富山信用金庫
イドシステムキッチン開発

2616110164 富山県

有限会社玉商

３Ｄ急速冷却冷凍装置導入による玉子焼きの歩留まりの改
善、品質改善による生産性の向上

高岡商工会議所

北陸銀行

高岡商工会議所

北陸銀行

高岡商工会議所

高岡商工会議所

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

2616110167 富山県

シミズ

本格的オーダーファッションの移動販売及び、３Ｄ計測装置導
富山信用金庫
入事業

2616110169 富山県

有限会社アーティ

紙製クリアファイルの企画・開発と認知・拡販の新規事業

2616110171 富山県

高松製畳所

リサイクル可能な新型畳開発のための生産工程高度化と伝統
富山信用金庫
技能強化

2616110172 富山県

キクラ印刷株式会社

最新ワークフローソリューションとオンデマンド印刷機を活用し
高岡信用金庫
た生産体制の構築

2616110173 富山県

有限会社タガアートステンレス

高級志向オールステンレス製オーダーシステムキッチンの設
計・製造体制の構築

2616110175 富山県

株式会社新栄製作所

切断工程の高度化による複雑形状柱梁接合部における高強
富山信用金庫
度・低コスト接合の実現

2616110176 富山県

日新工業株式会社

圧延ローラ凹曲面部加工における超精密切削加工条件の開
富山信用金庫
発事業

2616110178 富山県

株式会社大聖

ＣＮＣ条鋼材加工機導入による建築部材の精度向上及び、納
北國銀行
期の改善

2616110179 富山県

株式会社ワシントン靴店

クラウド型オムニチャネル化による顧客満足度向上と競争力
アップ

筏井陽子

2616110181 富山県

株式会社能作

錫（１００％）素材による外科手術用吸引管の開発

公益財団法人富山県新世紀産業機
構

2616110185 富山県

株式会社ユニゾン

精密プレス加工技術を活かした、順送プレス加工による丸ピン
商工組合中央金庫
端子の開発

2616110188 富山県

いなほ化工株式会社

軽量培土の安定供給体制の確立による高齢者・女性が活躍
できる稲作農業環境の整備

2616110189 富山県

野村木材株式会社

県産材の活用における安定的な木材の品質確保と供給体制・
富山銀行
システムの高度化

2616110196 富山県

日本サーブ株式会社

独自のＮＣフライス機導入による平面平行加工の効率化と熟
練技術の平準化

富山銀行

2616110197 富山県

株式会社山森製作所

介在物制御技術の確立による革新的な連続鋳造プロセスの
実現

商工組合中央金庫

2616110201 富山県

三秀工業株式会社

板金接合技術における品質の安定化と生産性の向上

高岡信用金庫

2616110202 富山県

大砺プレス工業株式会社

鋼材の高品質切断技術のスタンダード化による成長分野への
高岡商工会議所
進出事業

2616110203 富山県

株式会社アッシュ

フライアッシュ（石炭灰）加工による、ＡＳＥＡＮ地域における住
富山銀行
宅不足を解消する。

2616110204 富山県

株式会社宝水

充填機の開発・導入による、各種異形ボトル飲料水の市場拡
立山舟橋商工会
大並びに販路拡大

2616110205 富山県

新光硝子工業株式会社

曲げ硝子の加工における工程別原価管理の基幹システムを
開発する

2616110211 富山県

有限会社友恵製作所

食品・医療関連金型の受注拡大に向けた生産プロセス改革に
富山銀行
よる競争力強化

2616110212 富山県

金山工業株式会社

海洋構造物向け流出警報装置の試作と構造物の加工精度の
北陸銀行
向上

2616110219 富山県

第一物産株式会社

秤の国際標準規格の準拠プログラムの作成により医薬品製
造業のグローバル競争へ貢献

2616110220 富山県

有限会社引網香月堂

過熱水蒸気による多層積層化製法の確立と富山県産米粉・麹
富山信用金庫
菌を用いた新和・洋菓子の開発

2616110222 富山県

正栄産業株式会社

住宅診断の見える化によりリフォーム工事の最適化を図り、社
富山銀行
会資本整備に貢献する

2616110223 富山県

株式会社マツモト

洗濯仕上工程での特殊防炎加工技術の開発により、施設入
居者等の高齢弱者を守る革新サービス事業。

北陸銀行

2616110225 富山県

第一編物株式会社

業界初となる特殊染料溶解方式の構築で、繊維染色加工品
のコスト競争力を強化。

庄川町商工会

2616110227 富山県

坂田通商株式会社

生産工程の高度化による繊維強化プラスチックリサイクル事
業への進出

富山信用金庫

高岡信用金庫

富山信用金庫

富山銀行

株式会社ジェック経営コンサルタント

富山銀行

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

2616110229 富山県

株式会社橋本テクニカル工業

プレス金型用特殊鋼板加工における高研削能力をもつ平面研
富山信用金庫
削盤の導入事業

2616110232 富山県

有限会社カガミ鉄工

溶接ロボットシステムの導入による安価な「鉄骨コラム柱コア
（溶接完成品）」の供給体制の確立

2616110234 富山県

株式会社カレアコーポレーション

マイクロ波ドップラセンサによる移動体用非接触バイタル感知 公益財団法人富山県新世紀産業機
システムの事業化
構

2616110235 富山県

株式会社高田製作所

エクステリアに新風を巻き起こす鋳造技術を使った床材・パネ
富山銀行
ルの開発

2616110236 富山県

株式会社オータニ

アーク溶接ロボット制御方法研究の実施による梁フランジ破断
富山信用金庫
防止柱梁溶接接合の開発

2616110246 富山県

北陸アルミニウム株式会社

アルミキャスト製フライパンの新たなふっ素樹脂塗膜技術の活
高岡商工会議所
用による高付加価値品の競争力強化事業

2616110252 富山県

株式会社ウイン・ディー

５軸切削加工技術の高度化による作業時間短縮および品質
の向上。

高岡商工会議所

2616110255 富山県

株式会社ボン・リブラン

デポジッター導入によるクッキー群の量産と新製品開発

商工組合中央金庫

2616110256 富山県

北陸テクノ株式会社

革新的高効率るつぼ式溶解保持炉の試作開発

北陸銀行

2616110262 富山県

林酒造場

日本酒のしぼり工程と貯蔵工程の革新による高鮮度日本酒製
朝日町商工会
造の生産体制の確立

2616110263 富山県

北陸興業株式会社

様々なフォルムと品質に対応したビルトＨ鋼溶接工程の高度
化技術の構築

2616110266 富山県

本田精密工業株式会社

航空機機体加工用（チタン、炭素繊維）工具の製造および販売 富山銀行

2616110267 富山県

中谷工機株式会社

高厚材・金型部品の「加工精度向上と短納期化」による製造対
株式会社ジェック経営コンサルタント
応力の強化

2616110269 富山県

株式会社ウエキ技研

精密内面研削盤導入による次世代高圧ポンプ用開閉バルブ
の試作開発

アシステム税理士法人

2616110273 富山県

京都プレス工業株式会社

金型大型化に対応した高品質で高精度なプレス金型供給体
制の超短納期化の実現

富山銀行

2616110274 富山県

旭鉄筋株式会社

鉄筋工事現場との双方向情報共有化による作業技術・生産性
富山信用金庫
の向上

2616110283 富山県

株式会社アーキジオ

三次元計測機器を活用した三次元測量データの作成・調査事
富山銀行
業の高度化

2616110286 富山県

株式会社富士機工

市販切削工具の短納期によるカスタマイズ及び磨耗した工具
富山銀行
の再研磨事業への参入

2616110290 富山県

山元醸造株式会社

多品種、多形態、多機能な包装形態に対応できる革新生産開
北陸銀行
発

2616110292 富山県

株式会社オダケ印刷社

最新オンデマンド印刷機を活用したデジタルワークフロー構築
北陸銀行
による、差別化・付加価値商品の提供

2616110297 富山県

松嶋建設株式会社

特殊カメラを搭載した無人ヘリによる危険地帯の安全性確保
及び測量業務性能の向上

2616110299 富山県

有限会社種ドライクリーニング工場

老人施設に対する新消毒殺菌法を用いた月額定額レンタル制 公益財団法人富山県新世紀産業機
の新サービスの提供
構

2616110305 富山県

クラシモ神島株式会社

ジェラート工房を核とした食・住のエシカルライフストア新店

北陸銀行

2616110307 富山県

エコーウッド富山株式会社

間伐材端材等および竹材の木質固形燃料化事業展開

小矢部市商工会

2616110310 富山県

株式会社安田創作

５軸制御装置の導入によりデザイン性・機能性の高いオー
ダー家具製造を強化

富山商工会議所

2616110312 富山県

有限会社林商店

県内唯一の故繊維回収事業者としての地位を確立し、独自回
南砺市商工会
収サービスによる競争力・収益力の向上

2616110315 富山県

日本エレテックス株式会社

ＹＫＫＡＰとの連携による住宅建築事業者等への営業支援ソフ
福井銀行
トウェアの開発

2616110319 富山県

アイティ経営コンサルタント株式会社

訪日外国人向け免税品予約販売・在庫管理クラウドシステム
北陸銀行
の開発

富山銀行

富山銀行

立山舟橋商工会

