平成２６年度補正 ものづくり・商業・サービス革新補助金
２次公募 採択案件一覧 富山県（103件）
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受付番号

企業名

テーマ名

支援機関

1 2616210001 三晶技研株式会社

電極加工に係るバリ取り技術と自動ワー
富山銀行
ク交換技術の構築

2 2616210007 株式会社エスワークス

難削材の切削加工技術確立による品質 税理士法人中村
向上と受注拡大
税務みらい経営

3 2616210011 株式会社カワベ

既設の大型４軸加工機を活用し最新の
ＣＡＤ，ＣＡＭを導入することによるアン
ダー形状加工の実現

4 2616210016 有限会社セルダム

フェザーコットン®製品の品質向上と時間
富山商工会議所
短縮及び売上拡大

5 2616210018 株式会社柳田製作所

立形ＣＮＣ旋盤導入による幾何公差±
０．０３ｍｍ以下の薄物・大型真円度切
削加工技術の確立
連成解析に向けた鋳造シミュレーション

6 2616210021 魚岸精機工業株式会社 と強度解析の導入

南砺市商工会

北陸銀行
高岡信用金庫

7 2616210022 株式会社河内屋

蒲鉾商品の審美性およびユーザビリティ
北陸銀行
の向上と生産の効率化を図る事業

8 2616210023 株式会社能田アルミ

長尺・複雑高難度のアルミ切削技術の
確立による自動車部品業界への新規参 富山銀行
入

株式会社立山科学セン

9 2616210027 サーテクノロジー

革新的サーミスタ素子製造プロセスの構
富山第一銀行
築

10 2616210028 株式会社北野産業

大幅サイズのアルミパネル加工におい
て、全工程を自動化し、トータルでのリー 北陸銀行
ドタイムを短縮する

11 2616210030 株式会社鱈場

氷見海産物の鮮度保持技術の向上と首
北陸銀行
都圏販路拡大事業

12 2616210034 パッケージ

株式会社ユニバーサル

地域の伝統継承と高度なデザイン貼箱
を実現させる生産プロセス改革

13 2616210035 水持産業株式会社

美容室専用きものレンタルサイト作成並
北國銀行
びに受注管理システム構築事業

株式会社タイヨーパッ

14 2616210039 ケージ

15 2616210040 富山軽粗材株式会社
16 2616210042 めぐみ環境株式会社
17 2616210043 株式会社平和合金
18 2616210044 株式会社五郎丸屋

光学計測技術を活用した数量検査方法
の革新による品質向上に係る技術の高
度化
プラスチック部品の一貫生産体制導入
及び品質力向上による生産設備向け取
引の拡大
自社サービスの「見える化」に向けたクラ
ウド活用による提供プロセスの革新的改
善
銅鋳型に係る回収砂の再生処理技術の
高度化で鋳造欠陥低減による品質向上
と低コスト化事業

富山第一銀行

富山第一銀行
富山第一銀行
株式会社ジェック
経営コンサルタント
高岡商工会議所

次代を越える伝統と革新を融合した新し
富山銀行
い和菓子スタイルの実現

19 2616210045 株式会社エムダイヤ

ＮＣ汎用旋盤機の導入による分離破砕
機コア機構の高精度化事業

株式会社ジェック
経営コンサルタント

20 2616210049 株式会社トミプラ

複雑形状のプラスチック部品の需要に応
富山商工会議所
え、マシニングセンタを設備強化

21 2616210050 竹田鉄工所

「検査体制の高度化・省力化」により高
信頼性アルミ建材の安定供給を実現

富山銀行

22 2616210053 株式会社源

自動制御機能付加によるパッケージ挿
入ラインの処理能力向上

富山商工会議所

23 2616210054 石崎家具株式会社

最新の自動ホゾ取り機導入による高精
度化と生産性の大幅改善取組み

南砺市商工会

24 2616210058 北酸株式会社

省エネルギーにつながる画期的なガス
ヒートポンプエアコンの開発事業

富山銀行

25 2616210059 株式会社武田鉄工

樹脂メタルの加工技術を応用した大・小
北陸銀行
型水力発電用部品の需要獲得事業

26 2616210061 さわはた矯正歯科医院

歯科用ＣＴ導入による精密な矯正治療プ
富山銀行
ランニングの実現と治療期間の短期化

27 2616210063 有限会社荒木商会

はく離・分離破砕機の導入による「低品
位」リサイクル品の高付加価値化事業

28 2616210064 株式会社碓井製作所

ＰＰＳ樹脂を使用する自動車用重要保安
部品の製作のための超音波バリ取り洗 北陸銀行
浄機の導入

29 2616210066 株式会社ウエノ

現場ニーズを加味したクラウド型フィー
ルド監視・警報システムの構築事業

30 2616210067 有限会社田中商店

富山県の地元ブランド食材を利用した
富山銀行
『とやま煎餅』による地域ブランドの確立

31 2616210068 山口鉄工所株式会社

産業機械分野を支える製缶板金加工に
精密加工技術を活用し高精度要求の対 高岡商工会議所
応力強化事業

株式会社ジェック
経営コンサルタント

北陸銀行

株式会社ハシモトＢａｇｇａ オリジナルコンピュータミシンの導入によ
北陸銀行
る大型皮製品の縫製技術向上の実現

32 2616210071 ｇｅ

最新鋭ホールガーメント横編み機導入に
よる、ニット製品の小ロット多品種生産体
制構築。
製造環境を改善する急速冷凍庫の導入
株式会社セイアグリーシ
による冷凍技術の高度化と鶏卵加工品
34 2616210075 ステム
の開発
無電解めっきの高度技術による自動車
35 2616210076 立山電化工業株式会社 及び電子機器分野向けの世界最先端の
高品質化事業
顧客ニーズに対応した板金資材提供か
36 2616210077 株式会社北陸瓦販売店 ら取付工事までの板金工事一貫受注体
制構築

33 2616210074 エフアイニット株式会社

たて編み「ガイドバーの耐熱化」による

37 2616210078 桜藤ビーミング株式会社 ニット生地の製造対応力の強化

富山銀行
深井克志税理士
事務所
高岡商工会議所
富山銀行
株式会社ジェック
経営コンサルタント

38 2616210085 株式会社富山陽成社
39 2616210089 四方蒲鉾株式会社

特殊スキャナー導入による立体型（３Ｄ）
紙器の生産と販路拡大への設備投資計 北陸銀行
画
色・味・香りを豊かにした新コンセプトの
皮蒲鉾シートの開発及び、量産体制の 富山信用金庫
構築

40 2616210091 サン工業株式会社

絞り加工技術を応用した高張力鋼製軽
量自動車フレームの開発

41 2616210093 フクダ精機

航空機分野の参入に向けた生産工程改
北陸銀行
革による高品質化

富山信用金庫

小矢部繊維工業株式会 多機能ダブルラッセル編成の「高齢者用 株式会社ジェック
ベットマット」の開発事業
経営コンサルタント

42 2616210095 社

43 2616210099 株式会社小菊製作所

安価で高性能な「ＩＨ対応調理器具」の製
富山銀行
造・販売

44 2616210105 株式会社三和製作所

レーザクリーン技術による作業環境改善
高岡信用金庫
事業
石工に精密加工技術を活用して石とガラ

45 2616210111 高岡石材工業株式会社 スによる複合素材オリジナル商品の新
46 2616210113 横田建具
47 2616210116 株式会社トンボ飲料
48 2616210119 皇国晴酒造株式会社
49 2616210122 川田ニット株式会社
50 2616210123 日嶋精型株式会社
有限会社竹村金型製作

51 2616210125 所

52 2616210126 株式会社スガマサ

開発事業
製材端材（鉋屑材）の再資源化による
「独自型」上質ペレット供給モデルの確
立
ユニバーサルパウチキャップ共同開発
による嚥下困難者向け健康補助飲料水
事業の強化
香り華やかな日本酒製造のための仕込
み工程の高度化及び香り評価システム
の構築

高岡商工会議所
富山銀行
富山信用金庫

公益財団法人富
山県新世紀産業
機構
公益財団法人富
１本から巻き付け可能なサンプル作成用
山県新世紀産業
整経機の開発
機構

ホットランナー金型の製造プロセス高度
富山銀行
化による短納期化の実現
三次元複雑形状を有し高排気・小型化を
実現した革新的ファン製造金型の開発 富山信用金庫
事業
アルミ成型加工機導入による製品の安
定供給、製造コストの削減による生産性 高岡商工会議所
の向上

53 2616210129 立山縫製工業

高精度縫製技術の高度化による縫製接
富山信用金庫
合部の高付加価値化、信頼性強化

54 2616210131 有限会社石黒

強固な古紙循環システム構築の実現の
ための全自動ライン化による選別・圧縮 富山信用金庫
の高度化事業

たかつきデンタルラボラト 革新的な咬合採得手法の確立による高
高岡商工会議所
精度インプラント補綴物の提供

55 2616210134 リー

種子による芝生造成技術の高度化によ

56 2616210135 株式会社サカエグリーン る芝生育成プログラムの確立

富山信用金庫

57 2616210137 有限会社牧工業所
58 2616210138 株式会社村尾地研
59 2616210139 前田木型製作所
株式会社高岡ケ−ジ工

60 2616210141 業

三次元流線複雑木材切削加工技術の
確立によるユニバーサルデザインシート
の開発事業
無人航空機システムおよび写真測量技
術を活用した防災技術の開発・高度化・
応用
極限環境耐久性ＣＦＲＰ成形型の開発を
実現する三次元加工プロセスの強化事
業
溶接金網の革新的切断技術の導入によ
る生産体制再構築と受注・収益基盤の
強化

富山信用金庫
富山銀行
富山信用金庫
高岡信用金庫

61 2616210143 株式会社アイペック

赤外線熱解析の高度化による外壁剥離
富山信用金庫
検出技術への信頼性強化事業

62 2616210148 有限会社 Ｃａｒｅ Ｒｉｓｅ

日常リハビリの効果を最大限に引き出す
富山銀行
革新的グループホームの立ち上げ

ホーニング加工技術を活かした独自の
高技術・高品質製品による医療・食品分
野への進出
田んぼへ軽く投げるだけ！施肥労力を
軽減する新感覚肥料の増産による販売
64 2616210155 朝日化工株式会社
拡大
表面張力を活用したカラープリントコー
65 2616210156 株式会社フジカラー北陸 ティング技術の確立と生産工程の改善
による新感覚アルバム開発事業

63 2616210153 株式会社田村製作所

66 2616210157 尾山製材株式会社

虫喰い楢材を活用した新ブランド・建築
資材の製造による新市場開拓事業
生産工程の革新による高精度・長寿命

67 2616210158 エムアールティ株式会社 を実現した超硬メタルソーの開発事業

北陸銀行
商工組合中央金
庫
富山信用金庫
にいかわ信用金庫
富山信用金庫

有限会社タケオカ自動車 デザイン性に優れた電動三輪車の開発
北陸銀行
による無料運行サービスの提供

68 2616210159 工芸

69 2616210160 有限会社片口屋

公益財団法人富
日本一美味しい氷見ブリ魚醤の量産技
山県新世紀産業
術の開発と販売チャネルの開拓事業
機構

70 2616210162 有限会社西部トラベル

富山県内への外国人観光客倍増システ
富山商工会議所
ムの構築

71 2616210164 所

難削材微細深穴加工技術の構築による
最先端医療機器用複合材料精密金型 富山信用金庫
の開発

72 2616210166 株式会社平成フード

犬用“チーズスティック”の充填能力の強 株式会社ジェック
化による製造対応力の向上
経営コンサルタント

73 2616210168 有限会社西正工業

揺動摩耗技術を応用した圧縮粉砕技術
富山信用金庫
によるリサイクル極細骨材の供給事業

74 2616210169 株式会社エムエスシー

介護報酬請求・入金（回収）管理システ
ムの開発

富山銀行

75 2616210170 相互産業有限会社

ステンポリック複合材の切削・加工によ
り、新たな建築市場への商品提供

富山銀行

有限会社今井金型製作

76 2616210172 株式会社カワダ

多種難削材最適切削技術の強化による
富山信用金庫
最先端Ｘ線撮影装置精密部品開発

77 2616210174 協和マシン株式会社

海外顧客の生産環境に応じた機能性デ
ザイン改良、短納期化、生産効率化のモ 高岡商工会議所
デルチェンジ事業

78 2616210175 協和薬品株式会社

製袋充填包装機導入による品質管理体
富山銀行
制の強化

有限会社田口木工製作 美しい流線形を持った高級志向家具の
設計・製造・販売体制の構築

79 2616210176 所

80 2616210178 株式会社道具

富山信用金庫

高岡銅器の創造性を高める溶解プロセ
富山銀行
ス高度化と多品種・小ロット生産の展開
高強度、高組立性、高生産性を実現す

81 2616210179 シー・ティ・エス株式会社 る木製サッシコーナー部接合技術の開

富山信用金庫

発事業
株式会社新富電機製作 生産工程の可視化・定量化及び、現場と
富山信用金庫
の情報共有による生産体制の強化事業

82 2616210180 所

過熱水蒸気を用いた自動洗浄機におけ
る高圧ブローノズル、及び回転軸制御共 富山信用金庫
同開発事業
小型・高機能制御盤の板金加工から制
株式会社興和電機シス
御盤取付作業までの一貫生産システム 富山銀行
84 2616210183 テム
の構築
公益財団法人富
シロウマサイエンス株式 高圧ガスを使った成形法による、樹脂製
山県新世紀産業
85 2616210185 会社
注射針の開発
機構

83 2616210181 株式会社三和製玉

86 2616210186 株式会社りぼん

タブレットを使った高齢者在宅見守り支
援サービスの提供

にいかわ信用金庫

87 2616210189 株式会社タカオカメガ

工作機器用超高精度軸受の動作精度
品質評価・分析技術の確立事業

富山信用金庫

再生ポリエチレン製造にホットカット技術

88 2616210191 水口樹脂販売株式会社 を活用し高品質再生樹脂を多分野産業 高岡商工会議所
89 2616210193 伸成鉄工所
90 2616210195 ＰＦコート株式会社

に供給
微小径切削加工技術の強化による最先
端省エネルギー油圧システム精密部品 富山信用金庫
開発
機能性界面・被覆膜形成プロセスの生
産性向上を実現する自動洗浄ライン開 富山信用金庫
発事業

91 2616210197 株式会社匠技研

精密部品製造ライン機械メンテナンスの
富山銀行
一括補修体制の構築

92 2616210201 北日本印刷株式会社

再現性検証能力の強化による最先端環
富山信用金庫
境負荷低減超高精度印刷技術の確立
自動車樹脂部品で量産効果とコストダウ

93 2616210202 三恵金型工業株式会社 ンを実現する多段式射出成形法の試作 北國銀行
金型の開発

94 2616210207 株式会社立山酒店

「ヤマイチ味噌」商品のブランド力強化お
北陸銀行
よび新商品開発による受注機会の拡大

95 2616210210 社

高機能・高精密・高信頼性を実現する多
数個取りハイサイクル射出成形技術の 富山信用金庫
確立

96 2616210211 株式会社ネクストリー

一剤型凝集剤による廃水処理の作業
性・安全性を向上する

97 2616210212 株式会社アダチラップ

複雑三次元形状一体加工の高度化によ
る自動車軽量化・衝突安全性強化技術 富山信用金庫
の開発

98 2616210217 株式会社東部製作所

製造ラインの高度化による大型産業装
置機械製造の本格参入事業

タケウチゴーセイ株式会

北國銀行

富山信用金庫

製造から在庫管理までの一貫した加工

99 2616210220 有限会社木村パッケージ 工程による段ボール供給体制の高度化 富山銀行
100 2616210222 株式会社奥野精型

鏡面ショットマシンの導入による差別化
強化と新製品受注機会の創出

南砺市商工会

101 2616210223 五洲薬品株式会社

スリーブ包装機導入による宅配水の革
新的な安全品質設計と収益構造改善

富山商工会議所

102 2616210225 式会社

有価で回収した未利用木材を活用した
新商品開発と新ビジネスモデルの構築

富山商工会議所

103 2616210235 株式会社立業社

高画質・高速・両面インクジェットプリン
ターによる新しいオンデマンドサービス

富山商工会議所

アイオーティカーボン株

