平成２４年度補正 ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金
２次公募 採択一覧（埼玉県）
（受付番号順）

受付番号 都道府県

事業者名

事業計画名

認定支援機関

11210002

埼玉県 株式会社エヌ・エス・イー

トレーディングカードの多種別丁合可能な自動投入機付き包装機の開発 城北信用金庫 王子営
導入計画
業部

11210005

埼玉県 株式会社ヤマダ精機

ガスタービン部品の新製作方法の開発

埼玉りそな銀行 上福岡
支店

11210006

埼玉県 有限会社金井工業所

鋼管つば出し成形加工機を用いた建築空調設備向け加工管試作製作
と、量産化対応に伴う加工管製造販売新規マーケットの拡大

しののめ信用金庫 経
営相談部

11210007

埼玉県 株式会社中央食品工業

食品包装業界のニーズに対応した、包装工程の集大成ともいえる、高品
東和銀行 蓮田市店
質な菓子包装ラインの試作開発。

11210009

埼玉県 株式会社サンエイ

薄型基板の革新的乾燥装置の開発

東和銀行 熊谷支店

11210011

埼玉県 株式会社シルベック

高性能アルミ電極向け「新めっき工法」の開発

埼玉りそな銀行 八潮支
店

11210016

埼玉県 平田化工株式会社

高精度スーパーエンプラのシートバルブ部品開発

埼玉りそな銀行 坂戸支
店

11210018

埼玉県 協栄金型工業株式会社

高速・高精度グラファイト加工機を使用しての『 逆転の発想』による金型 埼玉縣信用金庫 東岩
作成の納期短縮化
槻支店

11210019

埼玉県 株式会社ビップトップ

子供用防災頭巾の性能改善に関する研究開発

11210022

埼玉県 テクノプリント株式会社

高品質・高生産性を実現するタッチパネル用新洗浄システムの開発導入 武蔵野銀行 大井支店

11210024

埼玉県 豊盛工業株式会社

部品のコンパクト化に対応した金属パイプ連続極小R曲げ加工

11210026

埼玉県 大木工業株式会社

超精密成形シリコンチューブ、円形カム動力伝達による小型軽量化サニ 埼玉縣信用金庫 鴻巣
タリーバルブの開発
支店

11210031

埼玉県 有限会社野火止製作所

極薄鋼板による微細シームを有する曲面溶接部分の開発と事業化

武蔵野銀行 志木支店

11210032

埼玉県 ユニパルス株式会社

ソフトMEMSによる次世代超音波センサの開発

一般社団法人首都圏産
業活性化協会

11210035

埼玉県 旭パーカライジング株式会社

金型用圧縮バネ等の電着塗装化の試作と小型・多色対応可能な専用設 埼玉りそな銀行 八潮支
備の開発
店

11210038

埼玉県 有限会社坂井精密

ヘリカル加工と難削材加工の技術習得による高付加価値製品の開発

11210042

埼玉県 株式会社ステム

研削加工を廃止し切削加工のみで燃料噴射ノズルを加工する技術開発 飯能信用金庫越生支店

11210047

埼玉県 株式会社ペッカー精工

高機能・植物由来バイオプラスチック射出成形品生産技術の確立

埼玉りそな銀行 鶴ヶ島
支店

11210048

埼玉県 株式会社カネマス

ジャージ専門工場として多種多様のニーズに対応する、即納体制の構
築。

武蔵野銀行 羽生支店

11210052

埼玉県 レーザージョブ株式会社

レーザ高精度微細加工の高速化を実現する特殊光学システムの試作開 武蔵野銀行 戸田西支
発
店

11210056

埼玉県 有限会社安藤螺子製作所

短納期化実現のための切削・研磨同時加工による高性能自動車部品試
東和銀行 小川支店
作開発

11210058

埼玉県

11210059

埼玉県 株式会社藤精機製作所

研削加工の高精度・低コスト化の為の被加工物接着固定システムの開
発と普及

入間市商工会

11210066

埼玉県 三信技研株式会社

東京外環道向けステンレス製チャック筋付きモルタルスペーサ―の製造

有限会社林ビジネスコン
サルタント

11210069

埼玉県 株式会社アイジェクト

薄膜形成技術に貢献するバッキングプレートの高精度銅加工法の試作
首都圏産業活性化協会
開発

11210071

埼玉県 豊栄産業株式会社

豊栄式オールケーシング拡底杭の築造

オキ・ニューエモーション株式
太陽光発電システムのソーラーパネル単位発電監視装置の開発
会社

埼玉縣信用金庫 片柳
支店

埼玉りそな銀行 坂戸支
店

秩父商工会議所

群馬銀行 本庄南支店

特定非営利活動法人と
うかつ経営支援グルー
プ

11210072

埼玉県 株式会社多賀製作所

環境対策高機能ブレーキシステム向け「ばね」製造に係る３次元加工技
武蔵野銀行 浦和支店
術の開発

11210073

埼玉県 株式会社東京金型

自動車用ランプアセンブリー部品の高精度金型の試作開発

埼玉りそな銀行 越谷支
店

11210079

埼玉県 山陽化工株式会社

「長繊維熱可塑性樹脂複合材製造技術」の開発・確立計画

商工組合中央金庫 本
店

11210083

埼玉県 株式会社ビッズソリューション 実装基板の曲げフォーミング加工のための技術開発。

埼玉りそな銀行 川越支
店

11210084

埼玉県 株式会社大宮鍍金工業

切削加工部品の防錆力強化に向けためっき工法の試作開発

栃木銀行 大宮支店

11210085

埼玉県 株式会社アシスト

ワイヤカット放電加工機を使用した超小型コイル製作用金型の試作開発

埼玉りそな銀行 鶴ヶ島
支店

11210088

埼玉県 日本キム株式会社

液体類の注出時に外気の侵入を防止できる機能容器の開発

飯能信用金庫 さいたま
支店

11210089

埼玉県 株式会社精密歯研工業所

次世代自動車の発展に寄与する無音歯車の開発

中小企業診断士藤岡荘
志

11210090

埼玉県 石川金属機工株式会社

電子部品製造プロセス向け水直接分解法オゾン水生成装置の開発

城北信用金庫 前川支
店

11210091

埼玉県 ティーシーエス株式会社

ゴルフ場向け高精度・コンパクトなグリーン散水管理システムの開発

松本英伸

11210095

埼玉県 有限会社エートゥゼット

軽トラック用電気式冷凍車の開発と販売

足利銀行 春日部支店

11210096

埼玉県 日東ユメックス株式会社

環境対応型集塵機の遠心ファン、樹脂化の開発

東日本銀行 与野支店

11210100

埼玉県 筑波ダイカスト工業株式会社 ダイカスト製品の塗装レス化による短納期対応及び低価格化の実現

11210102

埼玉県 株式会社ハーツテック埼玉

インジェクションブロー成形による多層容器を製造する新生産プロセスの
東和銀行 桶川西支店
構築

11210103

埼玉県 新彰被服株式会社

スポーツウェア市場開拓のため、小口短納期化と低コスト化の両立

武蔵野銀行 羽生支店

11210104

埼玉県 株式会社セイラ

超高速スピンドルを備えた複合旋盤加工機による油圧スプールの受注
拡大

アップストリーム中小企
業診断士

11210105

埼玉県 株式会社金剛製作所

紙器箱の抜加工時に出る紙材料のカス取り装置の開発

飯能信用金庫 さいたま
支店

11210109

埼玉県 アイメックス株式会社

高機能材料創製に貢献する新しい超低温・ナノ微粒子粉砕装置の開発

商工組合中央金庫 押
上支店

11210110

埼玉県 株式会社佐々木建興

柱大組立溶接ロボットの導入による生産性向上と顧客満足の実現

埼玉縣信用金庫 越谷
支店

11210111

埼玉県 株式会社ヤマザキ電機

粉末冶金焼結炉の競争力を強化する構造開発（実証研究）

税理士法人Dream24

11210114

埼玉県 サン電子株式会社

自動カシメ装置導入による、低コスト・高品質・短納期を可能にする社内 埼玉りそな銀行 本庄支
生産体制の構築
店

11210116

埼玉県 株式会社加藤製作所

真円度向上によるミッションセンサー部品と長もの切削加工技術の高度
秩父商工会議所
化による電子制御センサーの開発

11210118

埼玉県 株式会社馬場商店

住宅の長寿命化と冷房効率化を実現する棟換気機能付防水シートの開
高橋総合コンサルタンツ
発

11210121

埼玉県 サン電子工業株式会社

ソフトスイッチング方式による省熱AC/DC変換装置の開発

埼玉りそな銀行 秩父支
店

11210128

埼玉県 株式会社富士精工

溶接部の3D非破壊検査の導入と溶接水冷システムの開発

埼玉縣信用金庫 ふじ
み野支店

11210129

埼玉県 大平電子株式会社

ブリッジレス電子トランスの試作開発と事業化

埼玉りそな銀行 東松山
支店

11210130

埼玉県 坂本精密工業所

高精度小径斜め穴加工技術の習得と同時加工の対応力向上による医
療機器部品・ハイセキュリティー鍵の開発

秩父商工会議所

11210133

埼玉県 株式会社イツミ製作所

樹脂と繊維から構成される軟質系複合廃材の分離再生装置の試作開発

埼玉縣信用金庫 霞ヶ
関支店

11210134

埼玉県 株式会社ソマールゴム

食品分野向け熱硬化性ウレタン製品の試作開発と付加価値の向上

首都圏産業活性化協会

商工組合中央金庫 新
宿支店

11210135

埼玉県 東亜電子株式会社

海外安全規格に適合する医療用変圧器の新規開発による事業拡大
(IEC60601-1 第3版を取得した新商品の開発)

11210138

埼玉県 株式会社新井製作所

フリーストップアームとスタッキング可能な６脚を有する医療用照明灯の 埼玉縣信用金庫 越谷
開発
支店

11210148

埼玉県 サイデン化学株式会社

液晶ディスプレイ用粘着剤の新規パイロット製造設備の設置

埼玉りそな銀行 蕨支店

11210149

埼玉県 エンバイロ・ビジョン株式会社

発酵技術を応用したドラム回転式生ごみ処理装置・排水汚泥減容装置
の試作及び性能確認

巣鴨信用金庫 東池袋
支店

11210151

埼玉県 株式会社中山製作所

汎用旋盤熟練工の高齢化対策としてNC旋盤への技術移転推進計画

亀有信用金庫 八篠支
店

11210152

埼玉県 株式会社ヒーロー

新方式によるリングゴムの試作開発と低コスト製造による競争力強化事 一般社団法人首都圏産
業
業活性化協会

11210155

埼玉県 佐藤真空株式会社

ドライ真空ポンプの開発

さわやか信用金庫 品
川支店

11210156

埼玉県 株式会社古川製作所

建設用重機等のキャビン製造時の金属の曲げ加工の精度向上に関す
る開発

東和銀行 桶川西支店

11210160

埼玉県 イワキパックス株式会社

自動車部品輸送の物流と環境に貢献する高精度樹脂梱包仕切材の試
作開発

一般社団法人首都圏産
業活性化協会

11210161

埼玉県 株式会社大西製作所

4輪自動車用サスペンション構成部品スプリングシート内径精度アップに 埼玉りそな銀行 栗橋支
よる生産性向上
店

11210163

埼玉県 柳下技研株式会社

自動車試作部品加工のための3Dプリンタ次世代試作システム開発

11210164

埼玉県 株式会社バンテックセールス

車いす4台搭載可能で低床、小回り可能なFRPボディ車いす移動車の開 埼玉りそな銀行 所沢支
発
店

11210165

埼玉県 株式会社ドリマックス

業界初。不可能を可能にする食品カッター・スライサーによる高付加価
値化の実現。

武蔵野銀行 西川口支
店

11210167

埼玉県 有限会社草加ネジ

熱膨張収縮する配管固定のための特殊ボルトの開発

武蔵野銀行 草加支店

11210168

埼玉県 インター精工株式会社

自動車足回り部品のプレス及びプラズマ溶接化による低コスト技術の開
東和銀行 川越支店
発

11210169

埼玉県 小島染織工業株式会社

アパレル・インテリア業界向け藍染織物の開発のための設備投資と試作 埼玉りそな銀行 羽生支
開発
店

11210171

埼玉県 ミトテクノ株式会社

内視鏡部品等市場獲得の為、複合加工による高精度化・短納期化の実
武蔵野銀行 北本支店
現。

11210172

埼玉県 株式会社田端製作所

ナノレベルの高精度平滑度を実現する新しい鏡面研磨技術試作開発

埼玉りそな銀行 北浦和
支店

11210174

埼玉県 スミヨシ化成株式会社

給・排水装置開発のスピードアップと部品評価システムの構築

埼玉りそな銀行 久喜支
店

11210176

埼玉県

保守サービス向けに特化したモバイル型 HDD/SSD 試験装置の開発

足利銀行 羽生支店

11210178

埼玉県 共和工業株式会社

高温下で使用される高精度ステンレス部品のプレス成形技術の確立

近藤美恵子経営コンサ
ルティング事務所

11210180

埼玉県 株式会社リコー化成

金属部品の樹脂化に対応する、ナイロン樹脂高密度射出成形システム
青木信用金庫 北支店
の開発

11210182

埼玉県

11210183

株式会社ダイチューテクノロ
ジーズ

株式会社テクニカルエンター
プライズ

巣鴨信用金庫 西浦和
支店

和光市商工会

自動車向けプロジェクターレンズの高精度・高透明性成形品の開発

第四銀行 新発田支店

埼玉県 東成工業株式会社

VOC低減等により環境と安全配慮を実現するプラスチック製品製造

足利銀行 桶川支店

11210184

埼玉県 モディアシステムズ株式会社

微細加工向け切削／レーザーハイブリッドＮＣ加工機の試作開発

栃木銀行 越谷支店

11210185

埼玉県 株式会社トコウ

「調色工程の内製化による塗装の短納期化、即日塗装の実現」

國谷 真

11210186

埼玉県

有限会社宮下エンジニアリン ワイヤー放電加工による少量・複雑形状のプラスチック用金型とオリジナ
秩父商工会議所
グ
ルパターの開発

11210187

埼玉県

エービーイーダイヤモンド株式
ダイヤモンドチップの切削性・耐摩耗性の向上のための試作・開発
会社

11210188

埼玉県 株式会社親和

塗装用マスク治具の試作及び開発

SMC税理士法人
埼玉りそな銀行 上福岡
支店

11210190

埼玉県 株式会社セイロジャパン

プラスチック成形の製品・金型設計におけるシミュレーションの高精度化

千葉銀行 新検見川支
店

11210194

埼玉県 ウチノ看板株式会社

超大型サイン製作内製化による短納期化とコストダウン

飯能信用金庫 山口支
店

11210195

埼玉県 ツクモ工学株式会社

円錐ミラーとレーザー光による物体内壁の内面形状測定器の開発

飯能信用金庫 狭山西
支店

11210197

埼玉県 株式会社和光製作所

小型軽量で堅牢な防水性能の高い安価なLED屋外照明器具の試作・開
栃木銀行 蒲生西支店
発

11210198

埼玉県 株式会社エヌ・ワイ・ケイ

長周期地震動に対応した高い耐震性を有する受水槽の開発

北越銀行 東京支店

11210199

埼玉県 株式会社フジムラ製作所

最新技術スポット・スタッド溶接機導入による競争力強化確立事業

城北信用金庫 朝日町
支店

11210200

埼玉県 株式会社放電加工センター

可視化技術を活用したワイヤーカット高精度加工技術の開発

武蔵野銀行 所沢支店

11210202

埼玉県 株式会社ニイニ

難素材カット&ソーのセミオーダー受注・生産システムの開発と事業化

瀧野川信用金庫 本店

11210205

埼玉県 株式会社デジタルデザイン

「ピペットチップの金型多面化及びホットランナー化による生産プロセス
の強化」

巣鴨信用金庫 西川口
支店

11210207

埼玉県 有限会社三峰工業

スーパーエンプラ対応の高性能単軸押出機導入による小口化・短納期
化体制の構築

平山税理士事務所

11210208

埼玉県 株式会社真田製作所

難削材・複合材を安定的に切断するダイヤモンドバンドソーの開発

東京東信用金庫 浅草
支店

11210209

埼玉県 株式会社スパンドニクス

デスクトップ型車載用電子機器サージ試験器の開発

武蔵野銀行 東所沢支
店

11210210

埼玉県 安田興産株式会社

切削加工の高度化（開先加工機導入による二次加工受注の本格化）

常陽銀行 六町支店

11210212

埼玉県

電鋳パイプ製造に関する試作・開発

足利銀行 秩父支店

11210213

埼玉県 アールテック株式会社

根菜類乱切り自動化システムの開発

矢野会計事務所

11210214

埼玉県 株式会社大宮マシナリー

自動車部品の複雑形状加工を可能にする、高精度芯なし研削盤の開発 東和銀行 桶川支店

11210215

埼玉県 有限会社茂木製作所

旋盤加工設備導入による受注拡大・小ロット・短納期対応を実現

近藤美恵子経営コンサ
ルティング事務所

11210216

埼玉県 株式会社新光化学工業所

複合銅ナノ粒子による車載向けパワー半導体接合材料

栃木銀行 越谷支店

11210217

埼玉県 株式会社和幸製作所

交通インフラ製品等の短納期および低価格を狙った一貫内製化の構築

武蔵野銀行 北浦和支
店

11210219

埼玉県 株式会社あきば商会

過労運転交通事故の予防のための運転状況見える化システムの開発

足立成和信用金庫 梅
田支店

11210221

埼玉県 日創工業株式会社

当社仕様ガンドリルの開発による深穴加工精度向上・及び安定加工の
実現

公益財団法人さいたま
市産業創造財団

11210222

埼玉県 アミュード株式会社

ストレートつゆ及び野菜入りたれやソースの軟フィルムへのホットパック
充

埼玉りそな銀行 浦和中
央支店

11210227

埼玉県 大成樹脂工業株式会社

デザイン/機能を両立させ要介護者が食事を楽しめる自立支援食器の
開発

巣鴨信用金庫 本店営
業部

11210228

埼玉県 オーエスディー株式会社

精密小物コネクターの短納期に対応するための生産効率化

東和銀行 東松山支店

11210229

埼玉県 株式会社名取製作所

デジタル（数値）化による金属プレス加工の生産プロセス強化と試作品
開発事業

埼玉りそな銀行 大宮支
店

11210235

埼玉県 株式会社モリチュウ

デジタル技術と地域ネットワークを活用した鋳物試作事業の開発

武蔵野銀行 川口支店

11210236

埼玉県 株式会社竹内製作所

新興国マーケット向け低価格フルスペック手術台の改良開発計画

アップストリーム中小企
業診断士

11210237

埼玉県 総伸工業株式会社

長尺アルミ型材加工機の導入による納期短縮と作業の合理化

アップストリーム中小企
業診断士

11210238

埼玉県 株式会社ペリカン

無菌全脂大豆粉を原料とする大豆醗酵乳製品の製造方法及び大豆醗
酵乳製品の開発

東和銀行 桶川支店

大精プレーティング工業株式
会社

11210240

埼玉県 PLAMO株式会社

クラックレス樹脂ブロックの製造方法の確立

11210242

埼玉県

11210243

埼玉県 有限会社三栄自動車工業

自動車鈑金塗装業における環境負荷低減となる水性塗装ラインの完全 埼玉縣信用金庫 三橋
確立
支店

11210244

埼玉県 株式会社上武

短納期・低コストを実現する、電子部品製造装置で使われるフォトマスク
本庄商工会議所
用ガラス基板の試作開発

11210246

埼玉県 株式会社ハンダ

急速冷凍加工法を用いた保存可能で、成分損失を抑制した食用茶葉製 飯能信用金庫 黒須支
品の開発
店

11210248

埼玉県 株式会社未来樹脂

廃プラスチックを用いた輸送振動に強い部品積載用射出成形トレーの開 一般社団法人首都圏産
発
業活性化協会

11210254

埼玉県 有限会社小林製作所

内径測定時のシリンダーゲージ0合せマイクロの開発と量産用設備導入 東和銀行 上尾支店

11210257

埼玉県 曙機械工業株式会社

カメラ付き抜型裁断機のライン速度アップと機能向上

埼玉りそな銀行 行田支
店

11210260

埼玉県 アイクレックス株式会社

オス側高精度ピン端子と当該ピン端子用挿入装置の試作開発

埼玉りそな銀行 鶴ヶ島
支店

11210263

埼玉県 株式会社髙木工業所

薪ストーブ用煙突を取りつける専用部材の多品種小ロット、短納期対応 東京中央経営株式会社

11210264

埼玉県 日新精機株式会社

超硬合金切削加工の研究開発によるコスト低減と短納期化

栃木銀行 武里支店

11210266

埼玉県 株式会社サンワ製作所

プラスチックス造形品におけるワンストップサービスの高速化技術の開
発

公益財団法人さいたま
市産業創造財団

11210267

埼玉県 株式会社ウイング

自動車用フランジ等の厚板プレス加工法改善と超音波加工導入による
大幅コストダウン

武蔵野銀行 川越支店

11210268

埼玉県 有限会社昭和プレス

省スペースで備蓄できる発電機能付き避難所用ストーブの試作開発

巣鴨信用金庫 西浦和
支店

11210269

埼玉県 二和電気株式会社

通信機器用直流電源ユニットの変換効率・機能UPとコスト改善

西武信用金庫 新江古
田支店

11210270

埼玉県 株式会社LCC

垂直配向セルに対応する高精度液晶光学測定装置の試作開発

一般社団法人首都圏産
業活性化協会

11210271

埼玉県 メガワークス株式会社

3Dプリンターキットで課題の、精度・コスト・納期を解決する設備投資

一般社団法人首都圏産
業活性化協会

11210273

埼玉県 中島プレス工業有限会社

日本初の「高精度3次元対応の形状記憶不織布」の試作開発と量産化
対応

埼玉縣信用金庫 越谷
支店

11210275

埼玉県 株式会社植田電器製作所

軽比重、高強度なシンタクチックフォーム複雑形状成形装置の開発

瀧野川信用金庫 本店

11210278

埼玉県 仁科工業株式会社

めっき施工面積55㎡を超える大型機械製品への無欠陥の厚付け(100～
武蔵野銀行 与野支店
300μm)無電解ニッケルめっき被膜形成技術の開発

11210279

埼玉県 有限会社大和精工

フリクション付強固ロック機構による一眼レフカメラ用三脚自由雲台の開
武蔵野銀行 朝霞支店
発

11210281

埼玉県 有限会社東洋モデル工業

5軸加工機による高精度及び短納期を目指した自動車関連部品の試作
平山税務会計事務所
開発

11210282

埼玉県 株式会社テクノ工房

超音波振動・型温調を融合させた「配向レス金型」システムの開発

高柳公認会計士事務所

11210284

埼玉県 新報国製鉄株式会社

高機能性低熱膨張（インバー）鋳鋼の開発

埼玉りそな銀行 川越支
店

11210286

埼玉県 株式会社右川ゴム製造所

高発泡ゴム断熱材の開発・国内生産の実現

埼玉りそな銀行 八潮支
店

11210287

埼玉県

11210290

埼玉県 有限会社テクノ電子工業

ファインピッチ手半田実装技術による顧客ニーズ対応試作品開発一貫
体制の確立

公益財団法人埼玉県産
業振興公社

11210291

埼玉県 石塚化学産業株式会社

塗膜残の影響が少ないバンパーリサイクル材の開発

埼玉りそな銀行 川口支
店

11210292

埼玉県 有限会社和氣製作所

高輝度LEDスポットライト等水冷用400W対応軸流ファン仕様熱交換部品 東和銀行 狭山ヶ丘支
の開発
店

株式会社ルクシオンサイエン
超高精度リードフレーム外観自動検査装置および測定機能開発
ス

群馬銀行 本庄支店
株式会社ディセンター

ニチエイエンジニアリング株式 大容量化・高密度化に対応した大型基板における電子部品実装の生産 しののめ信用金庫 経
会社
体制整備事業
営相談部

ドリル冷却機能を持つ高精度複合機の導入による主軸関連部品の受注 アップストリーム中小企
拡大
業診断士

11210293

埼玉県 株式会社今泉精機

11210298

埼玉県 株式会社シバサキマテリアル Indigo素材（Gパンに使われている糸）を使った新素材及び製品の試作

川口商工会議所

11210299

埼玉県 株式会社アールキューブ

使用済み小型家電の無人回収システムの試作開発

一般社団法人首都圏産
業活性化協会

11210305

埼玉県 日新技研株式会社

高品質SiC半導体単結晶製造プロセス及び結晶品質保証可能な装置の 多摩信用金庫 瑞穂支
開発
店

11210306

埼玉県 株式会社ミタカ

操作性向上のために部位毎の強度を変えたカテーテル先端コイルの開
群馬銀行 妻沼支店
発

11210307

埼玉県 ヒーハイスト精工株式会社

樹脂フランジ一体成型によるフランジ付リニアボールベアリングの開発

11210308

埼玉県 株式会社モリタ東京製作所

低コスト化を実現する歯科用ハンドピースチューブへの表面処理技術の 公益財団法人さいたま
開発
市産業創造財団

11210310

埼玉県 埼玉機器株式会社

商用車用クラッチマスターシリンダーの生産プロセス改善等による競争
力向上

11210312

埼玉県 株式会社MIYOSHI

位置決め機構の高精度化で綺麗な印字を可能にする「木札」用プリンタ 一般社団法人首都圏産
の試作開発
業活性化協会

11210318

埼玉県 株式会社エムラ精工

「CNC自動旋盤」の導入により高硬度材部品の量産化を実現する取組み 吉見町商工会

11210321

埼玉県 株式会社三ヶ島製作所

ロードバイク用ビンディングペダル製品の開発と検証システムの構築

埼玉りそな銀行 所沢支
店

11210322

埼玉県 光洋精機株式会社

シャフトドライブに対する高難度研磨技術の自動化（NC化）

埼玉りそな銀行 鶴瀬支
店

11210324

埼玉県 株式会社ミクロ精工

高出力型サーボモータ搭載機を導入した原価低減と成長市場の競争力 アップストリーム中小企
強化
業診断士

11210327

埼玉県

11210329

埼玉県 吉田キャスト工業株式会社

ロストワックス鋳造によるターゲット材の生産方法と鋳造機の開発

埼玉縣信用金庫 宮原
支店

11210330

埼玉県 株式会社山陽

管推進工事における地中位置計測装置の小型軽量化試作

一般社団法人首都圏産
業活性化協会

11210336

埼玉県 エフ広芸株式会社

新型ルーター機を用いた短納期で高品質かつ多様な広告用３Ｄ文字の
武蔵野銀行 越谷支店
試作開発

11210337

埼玉県 株式会社照和樹脂

カーボンヒータを用いた『低環境負荷農畜産用温熱パネル』の開発

11210338

埼玉県 株式会社広岡鉄工

トラック用自動車部品の多品種小ロット生産の効率が向上する溶接シス
東和銀行 桶川支店
テムの開発

11210342

埼玉県 オリエンタル機鋼株式会社

シリコンウェハ熱処理用精密電気炉製作における労働集約的工程の自 埼玉りそな銀行 越谷支
動化ライン開発
店

11210343

埼玉県 群馬精工株式会社

切削液改質装置導入による大幅な切削コスト削減と難削材切削技術の
群馬銀行 新町支店
確立

11210345

埼玉県 ヤマテック株式会社

遠心攪拌を用いた曝気攪拌による微生物分解排水処理システムの新規 さいたま市産業創造財
開発
団

11210349

埼玉県 株式会社弘輝

タブレット等の制御基板の不良率とコストを下げ競争力を高めた鉛フリー
りそな銀行 八潮支店
ソルダペーストの開発

11210354

埼玉県 株式会社七星科学研究所

稼働率向上と品質安定化を目指したダイカストマシン用手許炉の導入

西武信用金庫 薬師駅
前支店

11210356

埼玉県 有限会社滝沢化成

射出成形による高配光なLEDレンスの大型化に対する高品質な薄型プ
ラスチックレンズの開発

東和銀行 吹上支店

11210357

埼玉県 株式会社高橋マシンテック

3D樹脂部品の短納期・多品種少量生産を可能とする工法と装置の開発 栃木銀行 武里支店

11210361

埼玉県 和泉精機株式会社

極細管内視鏡の微小外径レンズホルダーの開発・製造

株式会社ヒューマンネッ
ト・コンサルティング

11210362

埼玉県 有限会社比企オプティクス

光学ガラスレンズの超大口径成型品及び専用プレス装置の開発・製作

埼玉縣信用金庫 小川
支店

11210371

埼玉県 株式会社大門製作所

モバイル液晶バックライト用超薄型導光板の開発・量産化

中ノ郷信用組合 堀切
支店

パンコミュニケーション株式会
配電盤・分電盤向け自動消火警報用ネットワークシステムの試作開発
社

埼玉りそな銀行 川越支
店

マネジメントオフィス
KOBA

一般社団法人首都圏産
業活性化協会

埼玉りそな銀行 三郷支
店

11210372

埼玉県 有限会社セキネアルマイト

マイクロインバータ用筐体兼用ヒートシンクサンプルの48時間内製造の
実現

足利銀行 越谷支店

11210373

埼玉県 有限会社アステック

プラスチックレンズ用手磨きレス金型製作技術と特殊工具の開発

協同組合さいたま総合
研究所

11210375

埼玉県 株式会社アールディエス

FDM工法の導入による炭素繊維成型品のリードタイムの大幅短縮化の
武蔵野銀行 川本支店
実現

11210377

埼玉県 株式会社キャステック

ダイカスト金型への高精度冷却穴加工の実現、及びその高効率化

埼玉りそな銀行 栗橋支
店

11210382

埼玉県 株式会社G.W.JAPAN

リチウムイオン電池用絶縁フィルム加工における異物対策

埼玉りそな銀行 大宮支
店

11210386

埼玉県 東京金商株式会社

複雑形状の高品位な成形加工品の一貫内製化による短納期化とコスト 商工組合中央金庫 上
ダウン
野支店

11210389

埼玉県 不二工業株式会社

硬化速度の異なる鋳物砂活用による鋳型造型の精度向上と効率化の実
川口商工会議所
現

11210390

埼玉県 株式会社パーツ精工

高画素カメラに対応した高解像度レンズと鏡台の開発、製造

武蔵野銀行 三郷支店

11210391

埼玉県 株式会社晃新製作所

モバイルに対応した、カスタマイズ大型モニター広告媒体の開発

埼玉りそな銀行 川口支
店

11210394

埼玉県 株式会社今井製作所

パネル製造工程の洗浄機と剥離装置の一体化による効率化とコスト低
減

埼玉縣信用金庫 春日
部支店

11210396

埼玉県 有限会社協和合金

新商品の開発ニーズに即した簡易金型と鋳造技術の研究開発

青木信用金庫 江戸袋
支店

11210397

埼玉県 株式会社E-Joint

3Dプリンタを応用したプレスセラミックス製歯科技工物の開発

埼玉縣信用金庫 武蔵
藤沢支店

11210399

埼玉県 株式会社福島紙器製作所

パッケージの小ロット生産と短納期化を実現する革新技術の確立

足立成和信用金庫 本
店

11210401

埼玉県 ケミカルストレージ株式会社

スプレーめっき法による電磁波シールドめっき技術の開発

さいたま市産業創造財
団

11210404

埼玉県 株式会社高島設計

グラファイト切削加工の高速、高精度加工技術を確立する

埼玉縣信用金庫 浦和
支店

11210409

埼玉県 協和界面科学株式会社

スタンドアローン型モバイル接触角計の研究開発

埼玉りそな銀行 新座支
店

11210410

埼玉県 東静工業株式会社

次世代EV・PHV用 新圧粉ニッケルレス磁心の開発、試作と事業化

東京信用金庫 本店

11210411

埼玉県 株式会社山口ナット

サーボモーター活用によるウオームギアの精度向上

東京信用金庫 本所支
店

11210412

埼玉県 株式会社有田ユニテム

福祉介護施設等向けの大型浴室のユニットバスの試作開発

株式会社ディセンター

11210414

埼玉県 株式会社小森安全機研究所

せん断金型化工コイルと樹脂の精密モジュール化技術開発

商工中金 さいたま支店

11210418

埼玉県 有限会社氷川工作所

３Ｄ造形システムを活用した医療器具等試作品超短納期提供事業

埼玉縣信用金庫 浦和
支店

11210419

埼玉県 株式会社吉野ハード

異形状の粉末合金部品への高周波焼入装置の開発（油冷方法）

さいたま市産業創造財
団

11210420

埼玉県 サンライズ工業株式会社

今までにない高効率・低コストな揮発性有機化合物（VOC）の冷却吸収
式処理装置の開発

常陽銀行 越谷支店

11210422

埼玉県

11210423

埼玉県 丸善超硬株式会社

ねじ用ヘッダー分割型ダイスの開発による金型加工時間の短縮及び新 埼玉りそな銀行 戸田支
規顧客の取り込み
店

11210424

埼玉県 株式会社ヒタチ

高精度小型NC旋盤の導入による、短納期受注体制の確立

埼玉縣信用金庫 鶴瀬
支店

11210425

埼玉県

アルミダイカスト品の短納期化に資する自動穴あけ装置の開発

首都圏産業活性化協会

11210427

埼玉県 株式会社ケプラ

障害者用カーボンファイバー製装具開発

千葉銀行 三郷中央支
店

11210428

埼玉県 株式会社ミナス精工

放電加工の電極の外段取り化と自動工具交換機能による生産性向上

埼玉りそな銀行 吉川支
店

日本バリデーション・テクノロ
ジーズ株式会社

株式会社ユニオンダイキャス
ティング

薬剤評価のための溶出試験行程の一部自動化システム（NVT-ADS）開 埼玉りそな銀行 北越谷
発
支店

11210432

埼玉県 川口液化ケミカル株式会社

局部焦点冷却対応型液化窒素滴下器の開発

川口信用金庫 赤井戸
支店

11210435

埼玉県 株式会社シーアイ工業

放射線測定用特殊樹脂（プラスチックシンチレータ）の高度化

西武信用金庫 狭山ヶ
丘支店

11210437

埼玉県 仲吉商事株式会社

天然竹製食器を業務用、医療用途向けに性能を大幅強化

東京都民銀行 板橋支
店

11210438

埼玉県 株式会社ポリテック・デザイン 粉末焼結積層造形用の真球微粒子の試作開発

11210439

埼玉県 株式会社オーエム製作所

短納期・低価格化を目的とした、3軸(付加2軸)加工機による複雑形状部
群馬銀行 上里支店
品精密加工の実現

11210440

埼玉県 株式会社関東技術開発

工作機械用スクロールチャックの小型･軽量･高精度品の開発

群馬銀行 本庄支店

11210442

埼玉県 富士包装資材株式会社

真空セラミック断熱ブラインドの適正品質と生産性向上の技術革新

埼玉りそな銀行 大宮西
支店

11210444

埼玉県 株式会社プラニクス

SOFC（固体酸化物形燃料電池）用金属セパレーターへの高耐熱・低電
気抵抗表面処理技術の試作開発

武蔵野銀行 戸田西支
店

11210449

埼玉県 泉工医科工業株式会社

アジア人の生活様式を可能とする深屈曲可能な人工膝関節の開発

朝日信用金庫 本店

11210450

埼玉県 株式会社エステック

難削材加工による真空炉・装置の社内一貫作成とコストダウン化の研究 巣鴨信用金庫 西浦和
及び開発
支店

11210452

埼玉県 株式会社イー・エッチ・ティー

特殊車両用車載コンピュータの試作開発（コンパクトフラッシュの電源断
松本 英伸
保護したボード設計）

11210453

埼玉県 株式会社エースパッケージ

保冷性・耐水性・耐油性機能を施した高機能段ボールの試作開発

小畑満芳

11210454

埼玉県 有限会社新倉製作所

国際化に対応したものづくり最短試作加工及び効率的量産化計画

桶川市商工会

11210456

埼玉県 株式会社朝霞工房

電気自動車用リチウムイオン電池の搭載量増大に向けた3次元切削加
工技術開発

武蔵野銀行 朝霞支店

11210461

埼玉県 有限会社コスモテック

無菌環境下での微細作業を支援するロボットの試作開発

首都圏産業活性化協会

11210463

埼玉県 及川産業株式会社

最新CAD/CAMシステムおよび4軸加工用テーブル導入によるシャトル
コック用精密金型製造ワンストップ化のための生産技術開発

草加商工会議所

11210467

埼玉県 株式会社ユーテック

PZT薄膜を成膜したシリコンウェハーの開発・製造

千葉銀行 新松戸支店

さいたま市産業創造財
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