平成２５年度中小企業・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（埼玉県・３２２件）
(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

2511120296

埼玉県

昭和機器工業株式会社

高性能ワイヤー放電加工機による板厚素材
精密加工の試作開発

2511120298

埼玉県

小島化学薬品株式会社

超微細配線への無電解貴金属めっきプロセス
株式会社エイチ・エーエル
の研究開発及び実用化

2511120299

埼玉県

有限会社大竹製作所

再生医療研究用装置（弁機構）の開発につい
税理士法人佐伯税務会計事務所
て

2511120301

埼玉県

有限会社川連製作所

高剛性・高精度ＣＮＣ旋盤と３次元測定器の導
秩父商工会議所
入による燃料電池分野進出

2511120304

埼玉県

三上鉄工株式会社

新型バランシングマシンの導入による回転機
株式会社エフアンドエム
械製造の高精度化、短納期化計画

2511120306

埼玉県

協和資材株式会社

樹脂製バンパー塗膜剥離リサイクルフレーク
の高性能色調選別装置の開発

2511120307

埼玉県

北資化成工業株式会社

ワイヤー放電加工機を用いた精密金型製作と
武蔵野銀行
押出成形加工の開発

2511120309

埼玉県

日生工業株式会社

独創的機能を付加した開発設備による、シャ
フト等の革新的生産プロセス構築事業

2511120311

埼玉県

日本伸管株式会社

酸素吸入器 等向け大径アルミ管の品質安定
武蔵野銀行
化に伴う技術構築

2511120320

埼玉県

浦和測量設計株式会社

コンクリート構造物の維持管理に資する、遠距
埼玉りそな銀行
離からの正確な調査業務の展開

2511120324

埼玉県

株式会社エムアンドシー

ＣＴスキャナーの画像改善に向けた、高精度
自動検査設備の開発・導入。

武蔵野銀行

2511120326

埼玉県

島崎株式会社

自社ブランド拡充のためのクイックセミオー
ダーサービスとＲＦＩＤシステムの導入

秩父商工会議所

2511120329

埼玉県

株式会社茂木機械製作所

日立向け厳しい検査基準の実績を活用して医
杉中 恒彦
療機器の部品加工に進出する

2511120330

埼玉県

株式会社小林製作所

空圧バルブ部品加工の納期短縮、コスト低
減、高精度加工の取組み

2511120334

埼玉県

オリエンタルエンヂニアリング株式会 ダイカスト金型へのＢＮ膜（プラズマＣＶＤ法）
社
の適用に関する研究開発

2511120337

埼玉県

協同特殊鋼線株式会社

世界初の自動車用ＦＳＤばね（Ｆｕｌｌｙ Ｓｔｒｅｓｓｅ
西武信用金庫
ｄ Ｄｅｓｉｇｎ Ｃｏｉｌ Ｓｐｒｉｎｇ）の探傷器の導入

2511120338

埼玉県

株式会社フジ

精密金型製作のタングステン加工技術開発及
埼玉りそな銀行
び短納期化・コスト削減

2511120339

埼玉県

株式会社小島光学製作所

レーザー干渉計を利用したピッチ研磨加工に
埼玉りそな銀行
よる超高精度レンズ加工技術の確立

2511120340

埼玉県

株式会社薬物安全性試験センター

副作用の無い医薬品開発に向けた新評価法
東和銀行
による安全性評価の効率化

2511120341

埼玉県

株式会社ヤマダ精機

人工股関節の高能率加工技術の開発

2511120343

埼玉県

川﨑機工株式会社

小口径水道管補強用アームロック式一体型抜
武蔵野銀行
止装置の製造用金型の開発

2511120344

埼玉県

松内電器工業株式会社

複雑形状製品（クラッチドラム）を一体成形す
る金型の試作開発

第四銀行

2511120348

埼玉県

株式会社丸山製作所

大口径複合旋盤導入による異型状材料の革
新的旋盤加工技術確立

埼玉縣信用金庫

1／13

埼玉りそな銀行

埼玉縣信用金庫

東和銀行

青木信用金庫
埼玉りそな銀行

埼玉りそな銀行

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

2511120360

埼玉県

株式会社中川機器製作所

ＳＨＩＥＬＤ＿ＰＬＡＴＥ＿ＡＳＳＹの量産化に向け
秩父商工会議所
たパレットチェンジャー機能付きＭＣの導入

2511120361

埼玉県

株式会社サカイヤ

低反射、高硬度を両立したインモールド製タッ
武蔵野銀行
チパネルの開発

2511120370

埼玉県

有限会社新井武平商店

フリーズドライ製法による“濃さを調整できるサ
皆野町商工会
イコロ型インスタント味噌汁”の商品化

2511120373

埼玉県

株式会社三幸製作所

内視鏡ラックに収納した状態で、吸引物処理
が可能な吸引器の開発

2511120375

埼玉県

須川工業株式会社

自動車産業用プレス重要保安部品におけるバ
武蔵野銀行
リ抑制・除去システムの試作開発

2511120376

埼玉県

城北伸鉄株式会社

自動車等の部品向け「磨棒鋼」の短納期化と
商工組合中央金庫
品質向上

2511120380

埼玉県

ケージーエス株式会社

アークフォルト検出付ハイブリッド直流遮断器
東京中小企業投資育成株式会社
の試作開発

2511120382

埼玉県

山征工業有限会社

新しい転写技術を活用した、耐熱ＰＥＴ容器の 公益財団法人さいたま市産業創造
量産体制の確立
財団

2511120386

埼玉県

マック産業機器株式会社

排熱発電材料マグネシウムシリサイド加工用
埼玉縣信用金庫
小型ワイヤソーの開発

2511120389

埼玉県

株式会社シバサキ

ネットワーク対応ハンディタイプ糖度センサの
埼玉りそな銀行
開発

2511120392

埼玉県

芳野マシナリー株式会社

ＰＵＲ系ホットメルトにおける高速製本機の試
作開発

株式会社マイルストーン・コンサル
ティング・グループ

2511120394

埼玉県

株式会社ＡＰロウマテリアルズ

新機能素材極性結晶体による電磁放射体の
放射冷却技術の開発について

埼玉縣信用金庫

2511120398

埼玉県

株式会社ソレイユ

歯科技工業界の問題を解決する新技術を用
いた作業プロセスの事業化

武蔵野銀行

2511120401

埼玉県

有限会社古瀬製作所

高精度画像寸法測定器導入による精密金型
の品質向上・短納期化・生産性向上の実現

株式会社マイルストーン・コンサル
ティング・グループ

2511120406

埼玉県

株式会社石原製作所

燃料電池車用セパレータの超精密加工技術
の習得および試作・開発

東京都民銀行

2511120407

埼玉県

入江工研株式会社

半導体ウェハーの微細化に伴う低発塵真空
ゲートバルブの開発

商工組合中央金庫

2511120412

埼玉県

ユメックス株式会社

リウマチ患者に触れずに触診できる医療機器
群馬銀行
の開発

2511120414

埼玉県

Ｓｈｉｍａｄａ Ａｐｐｌｉ合同会社

世界初の局所に薄膜形成可能なスプレ塗布
機の試作開発

武蔵野銀行

2511120415

埼玉県

東邦歯科産業株式会社

ＬＥＤランプ光源とした、紫外線を発生する歯
科技工用光硬化装置の開発・商品化

巣鴨信用金庫

2511120416

埼玉県

株式会社トクヨシ精機

食品包装ライン一体型大型印刷機の製造を
可能にする設備改善計画

埼玉りそな銀行

2511120418

埼玉県

株式会社新和エコー

長尺物ネジ（長さ３００ｍ／ｍ）対応型全自動
回転メッキ装置の導入

千葉銀行

2511120421

埼玉県

株式会社日本製衡所

三次元ＣＡＤと解析システムを活用した軽量移
埼玉縣信用金庫
動式車両重量計の開発

2511120425

埼玉県

株式会社ニイガタ精密

粉末冶金金型の製造工数削減時間短縮によ 公益財団法人さいたま市産業創造
る国際競争力強化
財団

2511120435

埼玉県

日本電鍍工業株式会社

グローバルニッチトップ企業実現のためのめっ 公益財団法人さいたま市産業創造
き関連設備の導入と更新
財団

2511120437

埼玉県

株式会社オプセル

塗装加工等の表面目視検査の数値評価化用 公益財団法人さいたま市産業創造
レーザ走査検査装置の試作開発
財団

2／13

青木信用金庫

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

2511120440

埼玉県

株式会社創栄都市技研

短時間・低コスト・高精度スタティック測量サー
秩父商工会議所
ビス導入による競争優位の確立

2511120441

埼玉県

株式会社青木金属工業所

ＣＮＣ旋盤機導入による精密板金と高精度機
械加工による競争力強化

2511120442

埼玉県

対馬精工株式会社

現在存在しない理想的な精度のエアーガン用
埼玉縣信用金庫
の弾（ＢＢ弾）を試作・製造・販売

2511120443

埼玉県

初野建材工業株式会社

６価クロム還元浄化剤「再生６出なし」を用い
た土壌浄化サービスの提供

埼玉りそな銀行

2511120444

埼玉県

株式会社テクニカルセンター

全国の歯科技工所から受け入れ態勢がとれ
る大型ミリング加工センター構築計画

城北信用金庫

2511120445

埼玉県

東洋樹脂株式会社

消火液を充填した取り扱いの容易な投擲消火
埼玉縣信用金庫
弾及び投擲器具の開発と事業化

2511120446

埼玉県

秩父電子株式会社

次世代パワー半導体向６インチＳｉＣ基板の超
商工組合中央金庫
薄板化量産技術の確立

2511120447

埼玉県

マクロ精巧株式会社

画像寸法測定器の導入による金属加工技術
とＱＣＤの向上

株式会社翼コンサルティング

2511120448

埼玉県

東成工業株式会社

熟練塗装技能者のセッティングノウハウを活
かした高効率塗装システムの開発

埼玉縣信用金庫

2511120449

埼玉県

有限会社ちちぶ工房

“採れたてつくりたてが一番美味しい“旬の農
産物等をその場でデザートにする万能製菓機 秩父商工会議所
の導入

2511120450

埼玉県

Ｅ・Ｔ・Ｅ株式会社

大型冷凍機対応省エネスパイラルコイルの試
東和銀行
作開発

2511120456

埼玉県

中山エンジニヤリング株式会社

自然冷媒のＮＨ３／ＣＯ２直接膨張式冷凍シス
税理士法人サクセスサポート
テムの実用機開発

2511120458

埼玉県

株式会社高橋スプリング

生産効率向上と売上機会増大の為のカム式
機械のサーボ化・ＮＣ制御化の開発

埼玉りそな銀行

2511120462

埼玉県

北陸軽金属工業株式会社

自動車開発の日程短縮を実現するための鋳
造品内部品質保証システムの開発

寄居町商工会

2511120463

埼玉県

株式会社ビップトップ

樹脂粘度自動調整プログラムによる移管金型
群馬銀行
受入れ成形技術の構築

2511120464

埼玉県

富士電子株式会社

最新設備導入による特注電源の短納期化とコ 株式会社ヒューマンネット・コンサル
ストダウンによる競争力の向上
ティング

2511120465

埼玉県

株式会社ノアエンジニアリング

角型リチウムイオン電池ケース用外観検査装
武蔵野銀行
置の試作開発

2511120467

埼玉県

株式会社フナミズ刃型製版

高精度のラベル印刷用刃型の試作開発

武蔵野銀行

2511120469

埼玉県

有限会社日本江商

新規ブラストマシン導入による生産能力向上
及び納期短縮

東和銀行

2511120474

埼玉県

中央エンジニアリング株式会社

特殊紙への独自印刷技術と立体造形技術に
城北信用金庫
よる高質感ペーパーアイテムの開発・販売

2511120475

埼玉県

有限会社竹内工作所

高性能ベンダー導入とネットワーク化による生
秩父商工会議所
産性向上と新分野進出

2511120477

埼玉県

トーヨー産業株式会社

エプロンショットベルトの品質改善、生産性向
上を実現する自動穴開け機の開発

2511120478

埼玉県

株式会社成宗製作所

４軸マシニングセンタによる疑似的５軸加工に
西京信用金庫
より、投資効率の高い加工方法の確立

2511120480

埼玉県

武蔵金属株式会社

高性能自動塗装機と省エネ型コンプレッサー
導入で競争力を強化

群馬銀行

2511120481

埼玉県

株式会社アイコー

環境に優しいオフセット印刷ロール上の塗布
型インク除去剤の開発

群馬銀行
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公益財団法人さいたま市産業創造
財団

埼玉りそな銀行

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

2511120482

埼玉県

株式会社佐々木建興

オリンピックや耐震化需要に対する、全方位
的人材育成と耐震性の高い鉄鋼資材供給事 株式会社エイチ・エーエル
業

2511120484

埼玉県

三恵工業株式会社

細かな指先の作業が可能な新しい素材による
亀有信用金庫
電気絶縁手袋の開発及び量産化事業

2511120485

埼玉県

株式会社松永商会

ソーセージ用天然ケーシングの軟化技術の開
三菱東京ＵＦＪ銀行
発

2511120486

埼玉県

株式会社マルニックス

心臓病発作後の対応を迅速に行うための新
規健康・医療商品の開発・販売

株式会社エイチ・エーエル

2511120488

埼玉県

有限会社八洲エンジニアリング

安全で安心な家庭用腰痛軽減機の開発

巣鴨信用金庫

2511120489

埼玉県

株式会社高砂精密

同時５軸マシニングセンタの導入による、高度
埼玉縣信用金庫
切削加工技術の提供

2511120490

埼玉県

三協ダイカスト株式会社

たった１回の段取りで複数面のタップ加工が
可能な加工機の開発（＊同一加工）

税理士法人第一経営

2511120491

埼玉県

株式会社ＭＳＫ

道路・橋梁等社会インフラの長寿命化をめざ
す非破壊検査事業と装置導入

公益財団法人さいたま市産業創造
財団

2511120492

埼玉県

ウッド建材株式会社

ＮＣ・レーザー加工部門の内製化と顧客ネット
公益財団法人埼玉県産業振興公社
ワークの構築

2511120496

埼玉県

有限会社根本精工

精密光学部品のための超高度精密加工と特
殊金型開発の推進

2511120498

埼玉県

株式会社協和技研

「工業用製品を活用した最先端手術に使用す
さいたま商工会議所
る新たな医療用ウレタンシートの開発」

2511120499

埼玉県

株式会社ヒタチ

自動車用精密部品の高品質出荷保証の為
の、高速画像検査工程の開発

埼玉縣信用金庫

2511120500

埼玉県

株式会社アイピーオー
株式会社アイピ
オ

食の楽しみと健やか食生活のための簡単調
理ソフトスチーム食材キット

武蔵野銀行

2511120501

埼玉県

株式会社飯野製作所

試作品加工用ＣＮＣ旋盤機新規導入による難
東和銀行
削材加工工程の開発

2511120503

埼玉県

エムテック化学株式会社

プラスチック粉末製造用小型「粉砕機」「分級
機」「粉末表面改質機」の試作・開発

2511120507

埼玉県

株式会社三和

省資源化ハイブリッドプラスチック容器の開発 埼玉りそな銀行

2511120508

埼玉県

有限会社ティ辞書企画

在宅医療・介護を見据えたクラウド型医薬品
データベースの開発

埼玉りそな銀行

2511120510

埼玉県

東和ケミカル株式会社

廃アルミ蒸着層を有するフイルムの再生ペ
レットの増産

武蔵野銀行

2511120513

埼玉県

株式会社アース断熱

現場吹付け発泡機を活用した断熱気密リノ
ベーション事業への展開

埼玉りそな銀行

2511120514

埼玉県

有限会社和氣製作所

燃料電池用排熱回収用熱交換器の開発

東和銀行

2511120517

埼玉県

冨士製袋機工業株式会社

多品種少量時代に適合する封筒製造用製袋
商工組合中央金庫
機の生産能力強化事業

2511120519

埼玉県

株式会社東立製作所

先端医療機器における高機能精密加工部品
（樹脂材の三次元形状品）の試作開発

2511120520

埼玉県

株式会社ティー・アンド・アイ

世界初：鼠径ヘルニア治療補強材として人体
の軟部組織への金属（チタン）インプラント開 さいたま商工会議所
発

2511120523

埼玉県

有限会社若林工業

高難度立体Ｒ加工技術習得のためのハイブ
リッド高周波ウェルダーの導入

2511120525

埼玉県

株式会社キノシタ

ＣＮＣ旋盤を導入した自家製治具の自動化対
応による高炉用バーナーの高精度・短納期化 斎賀会計事務所
加工システムの構築
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埼玉縣信用金庫

公益財団法人さいたま市産業創造
財団

埼玉りそな銀行

秩父商工会議所
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事業計画名

認定支援機関名

2511120527

埼玉県

株式会社東京サニックス

医療部品に於ける精密パイプ加工技術新規
開発事業

埼玉りそな銀行

2511120528

埼玉県

日昭電器株式会社

カテーテル収納ロッカー管理システムの開発

公益財団法人さいたま市産業創造
財団

2511120529

埼玉県

株式会社東埼物流

Ｘ線検査装置導入による検品精度向上を提供
亀有信用金庫
する安心物流サービスの確立

2511120530

埼玉県

株式会社イノメディックス

安全性、静粛性、可搬性を備えた流量可変型 公益財団法人さいたま市産業創造
医療用吸引ポンプの開発
財団

2511120531

埼玉県

株式会社明光社

「新旧技術の革新的使用法によるフレキシブ
ル高速製本サービスの事業化」

2511120532

埼玉県

株式会社中村

ＣＮＣガス溶断機導入による生産性向上及び
奥山税務会計事務所
内製化への体制の構築

2511120536

埼玉県

有限会社カブトギ工業

絞り率を向上させた空調機器等用の金網メッ
加須市商工会
シュフィルタの開発

2511120540

埼玉県

和伸金属工業株式会社

新スポット溶接機の導入による外注の内製化
協同組合さいたま総合研究所
と作業の効率化計画

2511120543

埼玉県

株式会社アイテック

１槽式で２０℃／分以上の高速温度変化を可 一般社団法人首都圏産業活性化協
能とする急速温度変化試験装置の試作開発 会 青梅信用金庫

2511120545

埼玉県

ピーエム技研株式会社

ボンド希土類磁石の異方化高磁力性能とリン 公益財団法人さいたま市産業創造
グ型多極着磁磁石の開発
財団

2511120547

埼玉県

高松電鍍工業株式会社

めっき製品加工における六価クロム等の有害
飯能信用金庫
化学物質の削減

2511120548

埼玉県

エコデザイン株式会社

オゾンリサーチセンター開設に向けた新型オ
ゾン試験装置の開発

埼玉縣信用金庫

2511120550

埼玉県

垣堺精機株式会社

最新型ラッピングマシン導入によるスリッター
マシン用高精度カッタ の開発
マシン用高精度カッターの開発

埼玉りそな銀行

2511120551

埼玉県

株式会社河村屋

乳酸発酵塩麹を用いた、フルーティな新製法
漬物の開発

公益財団法人さいたま市産業創造
財団

2511120554

埼玉県

有限会社富士見製作所

受注力強化を目的とした、三次元測定機導入
埼玉りそな銀行
による高難度・高精度製品品質保証確立事業

2511120555

埼玉県

株式会社志木サテライトオフィス・ビ 北欧発ケア手法を核とし実証データを元とした
武蔵野銀行
ジネスセンター
「認知症予防・緩和カフェ」

2511120557

埼玉県

中山工業株式会社

２色成形法を活用した保存性、作業性に優れ
埼玉りそな銀行
た業務用液体容器の開発

2511120559

埼玉県

株式会社サカモト

国産材１００％活用、低コストで結露しにくい木
東和銀行
製窓と玄関ドアの開発

2511120560

埼玉県

株式会社雄文社

小ロットの特殊紙へのカラー印刷を社内で行う
新日本経営会計事務所
体制を構築し、差別化を図る取組み

2511120562

埼玉県

株式会社ニューブック

最新デジタル印刷機・製本機・ＩＴ管理システム
埼玉りそな銀行
設備の導入による、川上事業への新規参入。

2511120563

埼玉県

豊幸電子株式会社

周波数可変型小型高周波誘導過熱装置の開
寄居町商工会
発

2511120564

埼玉県

扶桑ケミカル有限会社

次世代精密研磨加工用治具に求められる樹
脂切削加工技術の研究開発

2511120566

埼玉県

株式会社シバサキ製作所

次世代ガソリン直噴エンジン用部品の静音性・
寄居町商工会
高効率化・コスト低減のための試作開発

2511120568

埼玉県

株式会社タイホー

コバルト非含有の化成処理剤向け亜鉛めっき
埼玉りそな銀行
用光沢剤の試作・開発

2511120569

埼玉県

株式会社アサノ

航空宇宙関連部品向け金型の多面加工切削
寄居町商工会 株式会社東和銀行
技術を活用した試作品の高精度・大型化・短
（深谷南支店）
納期化の実現
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2511120571

埼玉県

株式会社オザワ

自動立体裁断機導入による、高性能スポーツ
埼玉りそな銀行
用アンダーウェアのコスト低減

2511120574

埼玉県

株式会社サンケイ技研

高精密ＰＴＦＥ多孔質シートの試作開発

2511120575

埼玉県

株式会社武州養蜂園

はちみつ充填機導入による生産性・品質の向
ＭＭＧ税理士法人
上と販路拡大

2511120578

埼玉県

株式会社コマーム

障害児へ安らぎの提供と自立促進を目的とす
東京中央税理士法人
る革新的な空間「スヌーズレンルーム」の開発

2511120580

埼玉県

株式会社雄進印刷

最新型高生産紙積・反転機の導入による稼働
武蔵野銀行
効率向上による競争力強化

2511120581

埼玉県

グローバル・コーティング株式会社

脱脂工程改善による焼結金属等の多孔質体
への表面処理の技術開発

2511120582

埼玉県

株式会社日本水工コンサルタント

地中埋設パイプラインの漏水箇所を、簡便か
埼玉りそな銀行
つ正確に検出する新技術の開発

2511120587

埼玉県

株式会社ワイ・シイ・アイ

環境を配慮した従業員にやさしい安全な新し
い塗装下地用表面処理

2511120590

埼玉県

株式会社埼玉富士

リニア接触方式を用いた一般家庭向次世代電
商工組合中央金庫
力量計「スマートメータ」用制御リレーの開発

2511120591

埼玉県

株式会社向山工場

微量化学成分調整技術による高強度鉄筋の
安定製造の実現

2511120595

埼玉県

株式会社公電テクノ

災害時用平底プラスチック袋の為の特殊製袋
川口商工会議所
システムの開発

2511120597

埼玉県

株式会社文楽

業界初「もとすり工程」の機械化によるおいし
い日本酒造り

上尾商工会議所

2511120598

埼玉県

株式会社コウラ

精密加工技術の高度化による短納期＆高精
度生産体制の構築

熊谷商工会議所

2511120599

埼玉県

株式会社華光

コバルトクロム合金極細管の伸管加工技術の 公益財団法人さいたま市産業創造
開発による医療分野への展開
財団

2511120601

埼玉県

大東工業株式会社

石油等の燃料移送に不可欠な高効率大型ギ
瀧野川信用金庫
ヤポンプの生産能力強化事業

2511120606

埼玉県

株式会社新井製作所

亜鉛メッキ鋼材の高品位溶接と溶接工程自動
飯能信用金庫
化による納期・コスト競争力強化

2511120607

埼玉県

株式会社ＩＣＳＴ

０１５７等食中毒菌の迅速・高感度検査キット
の試作開発

2511120609

埼玉県

株式会社ランダルコーポレーション

高齢者や特定高齢者（介護予防対象者）に最
朝霞市商工会
適な下肢運動機器の開発

2511120615

埼玉県

株式会社川島製作所

機械設計用３ＤＣＡＤ導入による品質向上・コ
スト削減・リードタイム短縮化

2511120616

埼玉県

夢限金型株式会社

高精度化、短納期化に対応するための高速マ
埼玉縣信用金庫
シニングセンタの導入

2511120618

埼玉県

アズマエスピー株式会社

フォトケミカルエッチング製品に対するＵＶダイ
税理士 柳澤 昭子
レクト印刷

2511120621

埼玉県

株式会社ニッチ

鋳物製造に係る検査・分析機能強化による高
税理士法人第一経営
付加価値企業への転換

2511120622

埼玉県

有限会社影沢製作所

３Ｄ－ＣＡＤによる安価な製品設計加工請負業
青木信用金庫
の開発と事業化

2511120623

埼玉県

株式会社茂山製作所

新型業務用エアコンの流体コントロール部品
の試作と低コスト安定供給の実現

2511120624

埼玉県

サイデン化学株式会社

測定技術の高度化による新たな機能を持った 株式会社マイルストーン・コンサル
高品質接着剤開発体制の構築
ティング・グループ
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ティング・グループ
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2511120625

埼玉県

仁科工業株式会社

超大型機械製品のめっき処理工程で発生す
る水素吸蔵による脆性破壊を防止するための 埼玉りそな銀行
熱処理炉導入

2511120626

埼玉県

株式会社高橋監理

津波救命カプセルボートの大型化に係る強度
埼玉りそな銀行
増加の試作開発

2511120629

埼玉県

ニシハラ理工株式会社

電気めっきによる薄膜多層膜の作製と熱処理
多摩信用金庫
による薄膜多層膜の合金化技術開発

2511120637

埼玉県

株式会社潤製作所

ねじのことなら１本から対応。生産体制強化を
草加商工会議所
目的とした設備投資の実施

2511120639

埼玉県

株式会社中村製作所

レーザー加工機を活用した切削加工の合理化 埼玉りそな銀行

2511120643

埼玉県

有限会社神山新聞店

新サービス「地域読者の生活応援事業」の開 特定非営利法人ｔｎｃ中小企業支援
発
センター

2511120644

埼玉県

株式会社エフ．ピー．ジャパン

『レーシングエンジン用ピストンの品質保証業
武蔵野銀行
務の高度化、高能率化による差別化事業』

2511120646

埼玉県

株式会社フォーネット社

コミック本の高速フィルム包装サービスを可能
商工組合中央金庫
にする熱圧縮包装設備の導入

2511120656

埼玉県

株式会社田端製作所

バルブシート面の旋盤加工を可能にする新し
埼玉りそな銀行
い切削技術の試作開発

2511120657

埼玉県

昭和電子産業株式会社

自己完結型循環トイレシステムの開発

2511120660

埼玉県

株式会社ニッサイ工業

同業ネットワーク構築と粉体塗装拡大対応の
株式会社エイチ・エーエル
ための脱脂工程の改革

2511120661

埼玉県

株式会社釜屋

ワイン酵母を使用した酸味・甘味の高い清酒
の開発・試作製造

2511120662

埼玉県

株式会社田谷野製作所

車両等の排ガスに含まれる有害物質を低減す
足利銀行
る装置の部品（尿素タンク）の開発、製造。

2511120664

埼玉県

イズミマトリックス株式会社

中国系小規模事業者に対する日本国内にお
ける物流サービス（自社ブランド）の提供

2511120665

埼玉県

株式会社森田エンタープライズ

「カードスリーブ」用、角取り（面取り）機器の試
武蔵野銀行
作開発

2511120666

埼玉県

双葉電気株式会社

新環境規制対応型省エネ外部電源と標準医
療用外部電源の開発

2511120667

埼玉県

株式会社ライフステップサービス

医療機関に対する高機能車いすレンタルサー
亀有信用金庫
ビスの開発

2511120673

埼玉県

株式会社シー・ティー・シー

成熟化した小形電動機の製造を変革する革
新的製造システムの開発

埼玉縣信用金庫

2511120676

埼玉県

アキム株式会社

フリップフロップ型ボンダの試作開発

埼玉りそな銀行

2511120678

埼玉県

株式会社サンワコーケン

複雑形状・小ロット生産に対応するシール・ラ
埼玉縣信用金庫
ベル抜き加工用レーザー装置の開発・事業化

2511120680

埼玉県

埼玉プレス鍛造株式会社

ＣＡＥ技術を駆使したマグネシュウム合金の鍛
川口商工会議所
造精密部品の実現

2511120685

埼玉県

埼玉薬品株式会社

磁界酸素による有害ガスを排出しない廃棄農
埼玉りそな銀行
産物熱分解装置の開発

2511120686

埼玉県

株式会社大橋製作所

高精度高効率型ＡＣＦボンディング装置の開発 税理士法人税制経営研究所

2511120687

埼玉県

オキノ工業株式会社

ヘッダー部品加工技術の開発

2511120689

埼玉県

株式会社コマツ

新型ＮＣ工作機導入による、燃料電池車用ス
城北信用金庫
タック部品の生産革新
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2511120692

埼玉県

有限会社山中食品機製作所

農水産食品メーカー向け、食品成形機及び粉
東和銀行
付機の開発と試作機製作

2511120693

埼玉県

旭彫刻工業株式会社

世界最小内視鏡用《光拡散レンズ》の量産化
埼玉りそな銀行
に向けた工程内のクリーン化

2511120694

埼玉県

有限会社くすのき

多様な形状、素材の絵馬を製作することで新
越生町商工会
たな絵馬市場を創造する事業

2511120696

埼玉県

株式会社離合社

広範囲な粘度を高精度で測定する低価格自
動粘度測定装置の開発

2511120697

埼玉県

有限会社アイエント

シュミレーションソフト導入によるプレス金型設
計製作の革新的工法の確立及び自動車外板 埼玉りそな銀行
ボディのアルミ化への挑戦。

2511120705

埼玉県

株式会社トラスト

地域再生に貢献する、高品質・低価格の立飲
税理士 川手 佳子
店・新サービスモデル開発

2511120706

埼玉県

株式会社渋谷光学

医療現場改善と疾患早期発見に繋がるディス
和光市商工会
ポーザブル型内視鏡開発

2511120707

埼玉県

大木伸銅工業株式会社

欧州ＲｏＨＳ指令及びＥＬＶ指令に適合した、鉛
商工組合中央金庫
レス及び鉛低減快削黄銅棒の開発

2511120708

埼玉県

株式会社浜屋

国内、海外からの貴金属・レアメタル含有スク
埼玉りそな銀行
ラップ回収競争力強化開発

2511120710

埼玉県

株式会社アイジェクト

超薄肉異形部品の加工を可能にする真空
チャック機構の試作開発

2511120711

埼玉県

株式会社メディカルプランニング

網膜中心静脈閉鎖症の手術に用いるマイクロ
杉中 恒彦
ニードルの開発

2511120712

埼玉県

ヤシマ電気株式会社

補聴器用小型レシーバ試作開発

2511120718

埼玉県

株式会社ヤナギサワ

ディーゼル用インジェクタ部品の工程の集約と
アップストリーム
アップストリ
ム
深穴加工技術の確立

2511120729

埼玉県

有限会社アイ電気

超小型分散型マイコンユニット内蔵学習玩具
の製品化事業

飯能信用金庫

2511120733

埼玉県

有限会社大川精機製作所

医療用内視鏡先端部の小型・多機能化に対
応する高精度加工システムの開発

埼玉縣信用金庫

2511120735

埼玉県

有限会社中山製作所

エコカーおよび航空機向け試作の加工構想の
アップストリーム
多能工化による納期短縮

2511120736

埼玉県

株式会社テクニカルエンタープライ
ズ

気密性・操作性に優れた、臨床検査に用いる
第四銀行
新しい樹脂製スピッツ管（遠沈管）の開発

2511120737

埼玉県

株式会社スギヤマ

電解次亜水と炭酸ガスを活用した安心・安全
な新たな青果洗浄方法の導入

2511120751

埼玉県

株式会社サンタイプ

光触媒チタンアパタイトを活用した抗菌生活補 公益財団法人さいたま市産業創造
助器具等の開発
財団

2511120761

埼玉県

株式会社ファイネス［ＦＩＮＥＳＳＥ Ｃ 「洗い残しの無い超音波洗浄機」の開発による
西武信用金庫
ＯＲＰ．］
自社ブランドの確立

2511120764

埼玉県

株式会社大村製作所

大幅な開発期間短縮を実現するノズル特性解 公益財団法人さいたま市産業創造
析手法の確立
財団

2511120769

埼玉県

株式会社富喜製作所

精密加工と計測技術により超微細気泡を発生
熊谷商工会議所
する小型装置の開発

2511120770

埼玉県

コスモリサーチ株式会社

次世代ＵＳＢ３．０対応－可搬型高速Ａ／Ｄサ 公益財団法人さいたま市産業創造
ンプラの試作開発
財団

2511120773

埼玉県

株式会社ピーシーローターシステム

低価格ＤＣモータ整流子加工装置製作のため 一般社団法人首都圏産業活性化協
の専用装置製作
会

2511120774

埼玉県

株式会社テシオン

塗装用フィルター製造の内製化による生産能
飯能信用金庫
力向上と収益性改善
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2511120776

埼玉県

ホッカイエムアイシー株式会社

焼結部品成形用の長尺パンチ金型の製造技
埼玉りそな銀行
術開発

2511120777

埼玉県

アクセプト株式会社

熟練製造技術者が保有する製造技術を短期
間で後継者に承継できるバネ製品製作用設
備の構築

一般社団法人首都圏産業活性化協
会

2511120778

埼玉県

株式会社ガリバー

ＢｔｏＢ摺合せ型ｅ－コマースサイトを導入した
グローバル営業サービスの構築

一般社団法人首都圏産業活性化協
会

2511120779

埼玉県

鶴瀬伸管工業株式会社

球面ダイスを備えたリニアドローベンチ導入に
埼玉りそな銀行
よる原価低減、納期短縮及び少量対応

2511120780

埼玉県

株式会社プリケン

レーザー穴あけ機を使用した、ポストスマホ製
武蔵野銀行
品用ビルドアップ基板の開発

2511120781

埼玉県

大木工業株式会社

浮力を利用した洗浄玉挿入システムによる移
埼玉縣信用金庫
送配管自動洗浄装置の開発

2511120782

埼玉県

株式会社有村紙工

小ロット・短納期に応える生産体制の強化と顧
中根税務会計事務所
客満足の更なる充実

2511120784

埼玉県

有限会社とうふ工房わたなべ

ブラストチラー＆フリーザーの導入による安全
東和銀行
性・生産性・作業性の向上。

2511120785

埼玉県

株式会社ゼファー

多孔質セラミック素材インプラント締結のため
中小企業診断士 藤岡壮志
の同素材を使った骨ねじの開発

2511120786

埼玉県

株式会社矢野製作所

旋盤・ＭＣ等複合機能搭載工作機導入による
東和銀行
リードタイムの短縮と低コスト化の実現

2511120789

埼玉県

有限会社関沢商店

新技術を用いた穀物加工処理法による国産
穀物の製造販売における新たな取り組み

2511120790

埼玉県

株式会社かねよし

銅板、真ちゅう板、チタン板、純アルミ板、ジュ
ラルミン板等のファイバーレーザー精密切断
巣鴨信用金庫
加工による電気自動車部品や新幹線部品等
の製作及び東京オリンピック需要へ対応。

2511120792

埼玉県

株式会社潮工業

大型専門の希少性に生産力を加えて、低環境
青木信用金庫
負荷性も可能とする塗装ラインの実現

2511120794

埼玉県

アキヤ電気株式会社

技術力が不足する高齢者や女性でも多品種
少量生産を実現できる小型アクチュエータユ
ニットの開発

群馬銀行

2511120796

埼玉県

有限会社石毛鉄工

チタン製ダイヤフラム弁の試作とその技術を
活かした新分野進出計画

米谷朋弘税理士事務所

2511120797

埼玉県

ハンソー株式会社

電気鋳造による超微細径管の無痛注射針開
発

東和銀行

2511120801

埼玉県

富士平工業株式会社

動物用医療機器部品の受入検査自動化によ 一般社団法人首都圏産業活性化協
る信頼性向上及びコスト低減
会

2511120803

埼玉県

元郷塗装工業株式会社

「環境に配慮した省エネ型粉体塗装焼き付け
青木信用金庫
ラインの構築」

2511120806

埼玉県

有限会社ティーケーエンジニアリン
グ

データ処理対応速度・精度の向上による短納
期化及び製造コスト圧縮による付加価値の向 埼玉りそな銀行
上

2511120807

埼玉県

所沢軽合金株式会社

高周波誘導加熱法の導入による省エネル
ギーかつ信頼性の高い鋳造工程の確立

埼玉りそな銀行

2511120810

埼玉県

株式会社東設

省電力電子デバイス生産工場向けウエハ用
バッチ式無電解めっき装置開発

多摩信用金庫

2511120811

埼玉県

株式会社和幸製作所

板金生産設備の統合運用環境の構築による
市場競争力の向上

武蔵野銀行

2511120813

埼玉県

株式会社オオツカハイテック

大型立旋盤導入による大型コンプレッサー部
鴻巣市商工会
品等大物加工の売上アップ

2511120814

埼玉県

株式会社丸栄

リサイクル技術の高度化による廃棄物の再資
武蔵野銀行
源化及び再生燃料の開発
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2511120815

埼玉県

株式会社アールディエス

新たなオートクレーブの導入による航空・宇宙
武蔵野銀行
産業分野での受注体制の確立

2511120818

埼玉県

株式会社清藤家具製作所

医療福祉施設向け「家具・装備品」の高精度・
武蔵野銀行
高品質化及び新素材加工の構築

2511120820

埼玉県

株式会社ボンドール

機械化による品質や商品価値を維持し、デザ
埼玉りそな銀行
イン性を高める包装への取り組み

2511120825

埼玉県

丸山酒造株式会社

埼玉県産米と地元野菜を活かした新しい甘酒
深谷商工会議所
の開発及び製造プロセスの最適化

2511120826

埼玉県

株式会社大慶堂

健康トータルサポートのためのクリーンベン
チ・総合相談スペース整備事業

2511120827

埼玉県

株式会社三光電機製作所

ＨＶ車・ＥＶ車・ＦＣＶ車の薄壁部超高精度部品
東和銀行
加工技術の試作開発

2511120828

埼玉県

金子建設株式会社

再生資材の生産及び“新工法”を用いた革新
宮代町商工会
的工事提供サービス

2511120829

埼玉県

有限会社大山製作所

高性能ＣＮＣ旋盤による、難削材料の加工部
品の高精度・短納期・低コスト加工の実現

多摩信用金庫

2511120830

埼玉県

秩父エレクトロン株式会社

次世代パワー半導体６インチ基板のエピレ
ディ再生研磨加工の量産技術の確立

埼玉りそな銀行

2511120831

埼玉県

株式会社精密歯研工業所

老朽化した歯車研削機のレトロフィットによる
商品の高付加価値化と生産体制の効率化

中小企業診断士 藤岡 壮志

2511120833

埼玉県

ウチノ看板株式会社

レーザ加工サイン製作内製化による短納期化
飯能信用金庫
とコストダウンの実現

2511120834

埼玉県

有限会社トータルフォトスタジオさい 経験３０年のカメラマンによる写真撮影用ＬＥＤ
飯能信用金庫
とう
照明の開発

2511120841

埼玉県

株式会社ホープエンジニアリング

航空機用難加工材部品の高精度及び短納期
東和銀行
加工技術の開発

2511120845

埼玉県

セットアップ株式会社

塗装工程内製化による生産体制の確立と高
品質家具製作への取り組み

2511120846

埼玉県

株式会社日本ウォーターソリューショ 「異音解析手法」を用いた革新的な「漏水音検
新銀行東京
ン
出システム」の試作開発

2511120850

埼玉県

株式会社永瀬留十郎工場

最新分析装置導入による環境負荷物質非含
有の証明とリサイクル性の向上

2511120851

埼玉県

株式会社オーゼキ

カラーチェンジバルブ部品の精密加工の為の
朝日信用金庫
加工技術

2511120852

埼玉県

蒟蒻屋本舗株式会社

食品添加物由来の、－２０℃で凍結する長時
武蔵野銀行
間保冷可能な保冷剤事業

2511120853

埼玉県

株式会社協新製作所

距離の計測に汎用的に使える補正可能な高
精度プリズム装置の開発

2511120855

埼玉県

株式会社スカット

汚物等の臭い・汚れの元を分解する環境にや
埼玉りそな銀行
さしい酵素剤の開発および販売

2511120856

埼玉県

有限会社ツカサ製作所

超精密加工技術による超薄厚加工の低コスト
埼玉縣信用金庫
量産技術の試作開発

2511120857

埼玉県

株式会社エプセム

メガソーラー発電所の発電パネルの経年劣化
及び故障診断用ソフトと無線中継機器の試作 埼玉縣信用金庫
開発

2511120861

埼玉県

東京紙器株式会社

自由なデザイン性のあるオリジナル紙クリップ
株式会社ディセンター
の試作開発

2511120866

埼玉県

有限会社司産業

ＩＴ技術を使った測定技術により精度の良いシ
埼玉りそな銀行
リンダーライナー製品の生産性向上

2511120867

埼玉県

株式会社エース

ビードサポート型の濾材によるセパレータレス
飯能信用金庫
フィルタの高機能化
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2511120868

埼玉県

株式会社コバプロ

大判スクリーン印刷のＶＯＣ物質排出抑制装
置付き大型乾燥炉導入

2511120869

埼玉県

ベテリナリアンズシナジー株式会社

動物外科専門医のスキルが光る高度治療＜
埼玉りそな銀行
難治症例引き受けますプロジェクト＞

2511120871

埼玉県

株式会社名取製作所

リバースエンジニアリングによる福祉用器具の
埼玉りそな銀行
最適化

2511120872

埼玉県

株式会社柴崎製作所

高精度微量分注ノズル加工技術の開発

2511120873

埼玉県

株式会社トリプルエーテクノロジーズ

医療卸事業者のためのスマホを活用した営業
株式会社経営財務支援協会
最適化支援システム開発

2511120874

埼玉県

有限会社しらぎく

電解水洗浄殺菌効果による環境負荷低減と
次世代クリーニングサービスの提供

東和銀行

2511120875

埼玉県

埼玉精機株式会社

ＣＮＣ旋盤導入による大型エアーツールの革
新的生産能力向上事業

埼玉りそな銀行

2511120876

埼玉県

株式会社大川製作所

全数検査測定器の新規開発による高品位人
工透析血流量調整部品の試作

埼玉縣信用金庫

2511120878

埼玉県

ＰＬＡＭＯ株式会社

ウエルドライン強度改善技術と高強度樹脂成
埼玉縣信用金庫
形品の開発

2511120880

埼玉県

武甲酒造株式会社

マイクロ波を利用した減圧蒸留技術の導入に
秩父商工会議所
よる新たな焼酎・リキュールの開発

2511120882

埼玉県

株式会社ＤＩＧプライミング

埼玉発！「武蔵野うどん＆天ぷら」店展開によ
松本 英伸
る独立開業支援と地域雇用の創出

2511120883

埼玉県

有限会社新東洋製作所

ブタやウシなどを対象とした機動性に富み実
用的な手術台の試作開発

群馬銀行

2511120884

埼玉県

株式会社栗原精機

板金加工レーザーマシン部品の加工用治具
の開発

川口商工会議所

2511120886

埼玉県

馬場幸株式会社

安心で信頼される高品質な羽毛再生化技術
の開発と事業拡大

飯能信用金庫

2511120887

埼玉県

株式会社ロムテック

エンボステープ梱包品に対する低コスト低価
格ＲＯＭ書込みサービス

加藤会計事務所

2511120888

埼玉県

株式会社イハシエネルギー

地域環境・労働環境に配慮した、乗用車板金
栃木銀行
技術・システムの導入

2511120890

埼玉県

有限会社サンコー

新型製版機（ＣＴＰ）の導入による高精度レン
チキュラー製品の開発

2511120893

埼玉県

株式会社紅葉堂

埼玉県産原料を使用した新商品を開発し、埼
埼玉縣信用金庫
玉県の銘菓作りを目指す。

2511120895

埼玉県

あみ印食品工業株式会社

海外販路拡大の為の小ロット生産ラインの量
東京東信用金庫
産化と試作品の効率化

2511120896

埼玉県

株式会社ＳＣＯＲＥ

埼玉県近郊地域における既卒未内定者・第二
松本 英伸
新卒者と求人企業のマッチング支援

2511120899

埼玉県

萩原印刷株式会社

書籍出版の印刷物を高感度デジタルカメラで
株式会社ＧＩＭＳ
解析・全数検査をする品質保証体制の構築

2511120901

埼玉県

東鋼材株式会社

ポータブルＮＣガス切断機導入による短納期
対応・多品種小ロット生産能力強化

2511120903

埼玉県

株式会社特殊金属エクセル

低抵抗金属を用いた異種金属並接接合材料
八十二銀行
の精密圧延加工技術開発

2511120906

埼玉県

埼玉製鐵原料株式会社

新たな振動式回転篩の開発による高効率金
属等回収システムの構築

株式会社ディセンター

2511120907

埼玉県

株式会社みかえり美人

高年齢者や身体の不自由な方に喜びを提供
する福祉美容施設の開設

寄居町商工会
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亀有信用金庫

東和銀行

武蔵野銀行

埼玉りそな銀行

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

2511120911

埼玉県

株式会社セイコー紙業

ＩＴ導入による製造進捗状況の把握・効率化と
戸髙経営事務所
サービス向上事業

2511120912

埼玉県

株式会社メディカルサルーテ

胎児４Ｄ超音波画像メッセージ付きＤＶＤ作成
埼玉りそな銀行
メモリアルパッケージサービス

2511120913

埼玉県

株式会社イムノ・プローブ

結核患者の治療に貢献する「新規抗結核薬測
武蔵野銀行
定検査試薬」の開発

2511120915

埼玉県

株式会社三盛

女子栄養大との連携とセントラルキッチンによ
協同組合さいたま総合研究所
る介護施設向け配食事業

2511120919

埼玉県

ドクタージャパン株式会社

ＹＡＧレーザ溶接システムによる製造工程改善
みずほ銀行
に伴う売上増計画

2511120920

埼玉県

千代田塗料工業株式会社

トンネル内装塗装における短工程で作業性及
巣鴨信用金庫
び安全性の高い環境対応型塗料の開発

2511120925

埼玉県

有限会社根岸製作所

大型部品加工の新規受注による試作・量産化
埼玉縣信用金庫
と他社との差別化計画

2511120926

埼玉県

株式会社サンエート

３次元ＣＡＤ／ＣＡＭソフトウェアの導入による
税理士法人倉持会計
金型製作の自社化

2511120927

埼玉県

ナニックジャパン株式会社

木製可動ルーバー製造用特殊塗装設備の開
商工組合中央金庫
発

2511120928

埼玉県

有限会社ミット精工

立型マシニングセンタを活用した一貫生産シ
ステムの構築

2511120929

埼玉県

学びｉｎｇ株式会社

日本最大の投稿型クイズサイト「けんてーごっ
群馬銀行
こ」のビッグデータ販売事業

2511120932

埼玉県

荻島鋼材株式会社

鋼板切断面のバリ取りの効率化による建築関
ケー・エムコンサルティング
連分野等での市場開拓事業

2511120936

埼玉県

柳下技研株式会社

スキャナ計測による３Ｄプリンタファブリケー
ションシステム開発

和光市商工会

2511120937

埼玉県

千代田精密工業株式会社

切削機械導入でワンストップ化を図り生産体
制の強化の構築

巣鴨信用金庫

2511120938

埼玉県

株式会社相澤鐵工所

シートメタル加工用 精密シャーリングマシン
の開発

城北信用金庫

2511120939

埼玉県

株式会社東信製作所

キャスターロック新機構の開発によるキャス
ター安全対策事業

巣鴨信用金庫

2511120940

埼玉県

株式会社トップ工業

自動車部品の高品質塗装を実現する塗装環
境制御可能な高効率ボイラーの導入

商工組合中央金庫

2511120942

埼玉県

ジェナシス株式会社

創薬候補ペプチドの効率的機能評価法の開
発

埼玉縣信用金庫

2511120949

埼玉県

株式会社大勇フリーズ

不断水凍結工法における火気不使用とする解
武蔵野銀行
凍手法の開発

2511120950

埼玉県

株式会社ユース

介護施設の要望に対してネットとＩＴソフトによ
り信頼性の高い翌日配達サービスの確立

2511120951

埼玉県

株式会社大西製作所

工法転換によりコスト削減・生産性向上を実現
埼玉りそな銀行
する精密鍛造プレス加工技術の開発

2511120952

埼玉県

有限会社カワイ製作所

トラック電装品用プレス部品の不良率削減及
び生産工程削減のための研究開発。

2511120954

埼玉県

株式会社セラミック加工技研

精密加工技術による耐薬品性等を持つサファ
武蔵野銀行
イア製プランジャーの試作開発

2511120955

埼玉県

株式会社スタック

次世代半導体・超高精細パネル検査装置用
画像ディストリビュータの開発

埼玉りそな銀行

2511120957

埼玉県

株式会社根岸製作所

遠赤外線技術による製品ストレスを除去させ
る乾燥機の開発

飯能信用金庫
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飯能信用金庫

杉中 恒彦

戸田市商工会

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

2511120960

埼玉県

株式会社冨岡工業

ダイカスト品の試作・量産一括受注システムの
埼玉縣信用金庫
開発

2511120961

埼玉県

株式会社春日井

プレス用材料供給装置導入による厚物製品加
東和銀行
工の受注拡大

2511120963

埼玉県

有限会社光沢

３Ｄプリンタ活用による少ロット射出成形の納
期短縮化技術の開発

2511120965

埼玉県

株式会社山口製作所

弾性素材の可能性と放電加工技術の追求に
飯能信用金庫
よる高効率金型開発

2511120973

埼玉県

有限会社美容室ムンク

顧客の髪質に対応したオンリーワンシャンプー
株式会社ディセンター
販売事業

2511120977

埼玉県

株式会社ミック

抵抗溶接を応用したＲｏＨＳ対応接合システム
埼玉縣信用金庫
の開発

2511120980

埼玉県

株式会社ビデオソニック

リアルタイムの編集技術により葬儀に感動空
間を創るサイネージシステムの開発

2511120982

埼玉県

極東電線工業株式会社

誤作動の原因となるノイズ軽減の為の次世代
東京都民銀行
電線の開発

2511120983

埼玉県

高美精機株式会社

電動油圧手術台向け試作品開発と小型製品
群馬銀行
の生産体制構築

2511120986

埼玉県

株式会社生出

植物由来原料を用いた緩衝材・容器包装の製
多摩信用金庫
造と事業の確立

2511120988

埼玉県

株式会社エポックケミカル

直液式ペイントマーカーの新バルブ機構によ
る自動機組立システムの開発

2511120991

埼玉県

石塚化学産業株式会社

工業製品へ適用可能なプラスチックリサイクル
商工組合中央金庫
技術の開発

2511120993

埼玉県

有限会社リバティハウス

特殊発酵技術で繊維質野菜をクリーム状野菜
協同組合さいたま総合研究所
ペースト化して用途開発
スト化して用途開発

2511120994

埼玉県

株式会社ワイテイアイ

溶接裏当銅板の試作及び効率生産体制の確
多摩信用金庫
立

2511120995

埼玉県

株式会社ハママツ

欧州市場進出のための製品開発力強化

2511120997

埼玉県

正田造機株式会社

コイルばね端面自動研削機用カスタムパーツ
深谷商工会議所
製造事業の展開

2511120998

埼玉県

株式会社Ｔ・ＡＲＡ

パーティーやイベントの見積もり予約専用ポー
エクセルブレーン株式会社
タルサイトの開発

2511120999

埼玉県

株式会社Ｎｉｃｈｅｒ

自動車、メガソーラー用ボルトの緩み、確認す
埼玉りそな銀行
るためのマーカーの開発

2511121001

埼玉県

株式会社鐘正精工

洗浄用小型回転ノズル製品の事業化

2511121002

埼玉県

株式会社アクトメント

狭窄した血管のプラークを削ったり捕獲したり
武蔵野銀行
する医療機器部品の開発。

2511121003

埼玉県

ユーエスエンジニアリング株式会社

フレキシブルプリント基板向け抜型の試作開
発と抜型の高精度・短納期・低コストの実現

2511121007

埼玉県

株式会社菊地機械製作所

ニードルベアリング用リテーナーＮＣ製造装置
青木信用金庫
開発

2511121008

埼玉県

株式会社パイン

靴型の数値データによる開発設計技術及び生
商工組合中央金庫
産管理ネットワークの構築

2511121009

埼玉県

株式会社コスミック エム イー

新発想の在宅トレーニングを可能にした脳血
管障害等に伴う手指麻痺改善のハンドリハビ 川口信用金庫
リテーション補助装置開発

2511121010

埼玉県

創研工業株式会社
株式会社Ｉ－ＴＥＣ

航空機エンジン部品を初めとする航空用機能
埼玉りそな銀行
部品の製造能力強化および技術開発
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飯能信用金庫

飯能信用金庫

東和銀行

足利銀行

埼玉りそな銀行

本庄商工会議所

