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（全国：６，６９７件、石川県：９３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

2517120092

石川県

髙田産業株式会社

金沢風情を感じさせる観光客向け宿泊サービ 公益財団法人石川県産業創出支援
スの提供
機構

2517120094

石川県

株式会社ハイテム

鶏糞発電高度化実証事業

2517120095

石川県

太陽テクノリサーチ株式会社

アスベスト粉塵測定事業の高効率短納期化・ 公益財団法人石川県産業創出支援
高精度化
機構

2517120096

石川県

山一精工株式会社

固有技術を生かし精密組立事業に本格参入
する為の試作開発

2517120097

石川県

株式会社稲穂

精密測定機導入による高精度化・短納期化・ 公益財団法人石川県産業創出支援
低価格なセラミックス基板の開発
機構

2517120098

石川県

株式会社多川製作所

ウォータージェット織機のヨコ糸異常検知装置 公益財団法人石川県産業創出支援
の試作・開発
機構

2517120100

石川県

株式会社二水

航空機用ジェットエンジン向けスターター用超 公益財団法人石川県産業創出支援
精密歯車の試作・開発と新分野進出
機構

2517120101

石川県

北陸ケーティシーツール株式会社

【精密鋳造品の金型レス化による短納期製造 公益財団法人石川県産業創出支援
技術の試作及び開発】
機構

2517120104

石川県

株式会社コスモサミット

２４時間血圧変動チェック機能付き軽量血圧
計（脈波計）の製品化

公益財団法人石川県産業創出支援
機構

2517120106

石川県

株式会社キュービクス

糖尿病治療における患者個別に最適薬剤を
選択できる判別キットの開発

公益財団法人石川県産業創出支援
機構

2517120108

石川県

株式会社タガミ・イーエクス

生産効率の優れたバイオマス発電用木質チッ
石川県商工会連合会
プ製造システムの開発

2517120110

石川県

有限会社ドオム

３ＤＣＡＤ．ＣＡＭシステム導入による開発技術
北國銀行
の強化及び生産性の向上

2517120111

石川県

株式会社柴田製作所

ロングストローク型鍛造設備の特徴を活用し
た垂直打ち鍛造によるロングスピンドル軸の
試作

2517120112

石川県

株式会社明石合銅

（油圧ポンプ／モータの世界市場獲得を目指
すための）鉛フリー銅合金によるバイメタル製 北國銀行
品の量産化・管理技術の開発

2517120114

石川県

株式会社旭ウエルテック

産業・工作機械向け難加工長尺部品の低コス
北國銀行
ト・精密加工システムの開発

2517120115

石川県

浅下鍍金株式会社

航空機部品の表面処理及び研磨加工に係る 公益財団法人石川県産業創出支援
品質管理・製造技術の高度化と設備投資
機構

2517120117

石川県

株式会社ジェイ・エス・エス
井筒管材株式会社

無線による水道メータを用いた高齢者見守り・ 公益財団法人石川県産業創出支援
自動検針システムの開発
機構

2517120122

石川県

株式会社香林鉄工所

タービンブレードの３次元曲面を高精度・高効 公益財団法人石川県産業創出支援
率で加工するシステムの構築
機構

2517120123

石川県

株式会社ベローズ久世

プレス絞り潤滑剤と加工生成物（仮称：スマッ 公益財団法人石川県産業創出支援
ト）除去が行える自動洗浄機の開発
機構

2517120125

石川県

株式会社エフラボ

椅子・ソファ再生マーケットの推進

2517120127

石川県

株式会社金沢エンジニアリングシス 視線のみで情報端末を思うがままに操作でき 公益財団法人石川県産業創出支援
テムズ
る入力装置の試作開発
機構

2517120128

石川県

株式会社ケースリー

油圧式パッキンを用いた新型混練機による高 公益財団法人石川県産業創出支援
機能ゴムの製品化
機構

2517120132

石川県

大裕鋼業株式会社

大形広幅薄鋼板までの高精度平坦矯正を実
堺商工会議所
現する加工技術の開発
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2517120133

石川県

有限会社サンキ工業

円筒研磨機導入による高精度長尺加工およ
び加工時間の短縮・コスト削減

北國銀行

2517120135

石川県

株式会社成宏電機

赤外発光画像による低廉な太陽光パネル劣
化診断装置の製品化

公益財団法人石川県産業創出支援
機構

2517120140

石川県

株式会社みやもり

医療機器・ＬＥＤ直照式額帯鏡の改良・開発、
及び顧客の要望をより早く具現化し試作・製 北國銀行
品化できる造形加工技術の開発

2517120144

石川県

株式会社エイ・エム・シィ

精密ヘリカルギヤ製作向けの超精密冷間鍛
造用金型の試作開発

2517120146

石川県

山屋産業株式会社

人の手作業を必要としない無縫製による接合
技術の確立による多機能サポーターの試作 北陸銀行
開発

2517120148

石川県

株式会社白山エレックス

熱を電気に直接変換する高効率熱電材料及
び熱電素子の試作・開発

石川県商工会連合会

2517120150

石川県

株式会社北菱

航空機用ジェットエンジン部品等の革新的な
難切削材加工技術の高度化と設備投資

公益財団法人石川県産業創出支援
機構

2517120151

石川県

株式会社イフカム

オートメーション化による大型冷間鍛造部品
の生産性向上

北陸銀行

2517120153

石川県

わたや歯科医院

「治療の見える化」による安心安全な高度歯
科医療サービス提供事業

のと共栄信用金庫

2517120155

石川県

株式会社中本鉄工

３Ｄのアセンブリ・ソリッドモデルをダイレクトに 公益財団法人石川県産業創出支援
活用した短納期・低コスト製作システムの構築 機構

2517120156

石川県

宮丸精密金型株式会社

金型における中子の生産効率向上と公差によ
北陸銀行
る成形不良の減少できる金型の試作

2517120157

石川県

株式会社宮本製作所

ハイブリッド車用高電圧端子のプレス加工金 公益財団法人石川県産業創出支援
型を精密・高精度に加工するシステムの構築 機構

2517120158

石川県

株式会社アルパイン設計事務所

実証実験による熱・流体解析の精度向上を実 公益財団法人石川県産業創出支援
現した設計技術の確立
機構

2517120159

石川県

北陸総業株式会社

独自システムの開発を通じた最適浄化装置提 公益財団法人石川県産業創出支援
案サービスの全国展開
機構

2517120160

石川県

株式会社安田鈑金工業

ファイバーレーザーによりバスや工作機械の
カバー類を精密切断するシステムの構築

2517120163

石川県

富士精機株式会社

ブッシュ、カラーなどの円筒多段部品を精密加 公益財団法人石川県産業創出支援
工するシステムの構築
機構

2517120164

石川県

株式会社ＭＤＦ

県木能登ヒバの間伐材を使った木製キャンプ
のと共栄信用金庫
テーブルセット開発事業

2517120166

石川県

三生化工株式会社

コンクリートのひび割れなどからの漏水補修を
目的とするアクリル系低粘度止水剤の量産シ 北國銀行
ステムの開発

2517120168

石川県

丸井織物株式会社

繊維工業の準備工程プロセスの高効率化に
よる多品種・小ロット対応力向上

2517120169

石川県

株式会社環境公害研究センター

環境に影響を及ぼす法規制対象外物質の新
北陸信用金庫
規測定及び測定生産性の向上

2517120170

石川県

株式会社吉田機械

昔ながらの織手法を再現し、欧米規格に準じ
北國銀行
た小型細幅織り機の開発

2517120171

石川県

株式会社森山鉄工

軽金属溶接技術の導入による軽量かつ高剛
性の防災用運搬台車の試作開発

公益財団法人石川県産業創出支援
機構

2517120174

石川県

株式会社中川鉄筋工業所

工程削減と高効率化を実現する鉄筋加工機
の開発（整備新幹線事業対応）

北國銀行

2517120175

石川県

株式会社丸誠商会

厚板溶断後のアミ状鉄スクラップを効率的に
所定サイズ以下に切断する自動機械の開発

北國銀行
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2517120176

石川県

高千穂工業株式会社

高精度静音軽量歯車及び偏芯歯車の試作開
北國銀行
発

2517120177

石川県

株式会社木村精工

先端材料向け電着工具用超薄肉パイプの切 公益財団法人石川県産業創出支援
削加工技術の開発
機構

2517120179

石川県

北陸リネンサプライ株式会社

瞬乾マット～サラットワン（バスマット、サウナ
マット）の開発及び事業化

公益財団法人石川県産業創出支援
機構

2517120180

石川県

株式会社小松高田製作所

金型用スキャンシステムの新しい運用による
一貫生産体制の開発と新規事業の展開

公益財団法人石川県産業創出支援
機構

2517120181

石川県

株式会社ヨネモリ

耐震構造物強度要求充足化の為の鉄骨接合
北國銀行
部摩擦面係数均一化システムの構築

2517120182

石川県

株式会社森田工作所

バス部品及び工作機械用カバー等を高精度・ 公益財団法人石川県産業創出支援
低コストで製造するシステムの構築
機構

2517120183

石川県

高木鉄工株式会社

レーザーによる鋼板溶断面を酸化させずに加 公益財団法人石川県産業創出支援
工する材料製造プロセス技術の実現
機構

2517120184

石川県

サイバーステーション株式会社

クラウド連携型サービス機能対応ＨＥＭＳを用
迅技術経営
いた省エネ等サービス事業

2517120185

石川県

エナテックス株式会社

太陽集熱器の集熱効率向上のための表面処
公益財団法人石川県産業創出支援
理の研究および給湯暖房併用システムの開
機構
発

2517120187

石川県

森康株式会社

コネクターハブ企業による小規模部品工場の
北國銀行
品質保証と技術力向上

2517120189

石川県

株式会社マイクロエミッション

設備工事不要な小型装置で実現する、液体
試料の高精度な元素分析

2517120190

石川県

株式会社塗装館エス・エス

反射効果を活用した断熱機能を有する超省エ 公益財団法人石川県産業創出支援
ネ型新壁紙素材の開発
機構

2517120193

石川県

イーストメディック株式会社

医療用デジタル生体情報計測装置の開発（脳 公益財団法人石川県産業創出支援
波・筋電・眼球 多用途）
機構

2517120194

石川県

箔一産業株式会社

ディッピング式コーティング機を利用した金箔
久保 和夫
打紙の連続製法の構築

2517120195

石川県

株式会社アイサス

情報共有システムの付加価値を高める新電
子納品機能の開発及び事業化

2517120199

石川県

株式会社川北産業

急増する電子部品需要の品質向上に資する６ 公益財団法人石川県産業創出支援
温度帯での在庫管理システム等の導入
機構

2517120201

石川県

株式会社ウインズジャパン

バイク用ヘルメットにおける汎用型の曇り止め 公益財団法人石川県産業創出支援
シールドの開発
機構

2517120202

石川県

株式会社梅信

手を汚さない生理用タンポンの紐（取り出し用 税理士法人表征史合同税理士事務
コード）の開発
所

2517120203

石川県

株式会社パープルテクノス

原発廃炉事業進出のための難加工材の切削
北陸銀行
方法の開発と生産管理システムの導入

2517120206

石川県

株式会社ヤマニ

次世代自動車の燃料電池用高強度メッシュ織 公益財団法人石川県産業創出支援
物の製造技術開発
機構

2517120207

石川県

株式会社フジセイカ

地域特産品を利用した菓子の小ロット、低コス
北國銀行
ト、高効率生産体制の構築

2517120211

石川県

株式会社大和環境分析センター

蛍光Ｘ線分析装置を用いた廃棄物中の有価
金属含有量調査システムの開発

2517120213

石川県

株式会社西野製作所

人工知能を用いた高機能ピッチングマシンの 公益財団法人石川県産業創出支援
実用機開発
機構

2517120214

石川県

株式会社原田鉄工所

精密部品の機械加工における新工法の開発 公益財団法人石川県産業創出支援
による工程数削減と競争力の強化
機構

2517120216

石川県

戸上工業株式会社

大型ラッピング精密定盤の製造加工精度向上
北國銀行
と生産性向上の実現
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2517120217

石川県

株式会社別川製作所

次世代溶剤塗装設備導入による新エネル
ギー分野での屋外盤受注拡大

2517120219

石川県

株式会社中田屋

菓子製造工程の高度化と、“きんつば”仕上工
北國銀行
程の自動化システムの構築

2517120227

石川県

安達写真印刷株式会社

日本一の卒業アルバム写真印刷技術の構築 浅地 文雄

2517120229

石川県

北陸プレス工業株式会社

多品種少ロット生産に適したプレス加工システ 公益財団法人石川県産業創出支援
ムの構築
機構

2517120232

石川県

株式会社石野製作所

短納期・低コストを実現する、回転寿司コンベ 公益財団法人石川県産業創出支援
アのユニット別生産方式の構築
機構

2517120234

石川県

株式会社オンワード技研

「窒化処理とＣｒＮコーティングの複合処理によ
北陸銀行
る高耐久金型の開発」

2517120236

石川県

株式会社メタルエンジニアプラス

多種少量生産プレス加工用金型を高精度・短 公益財団法人石川県産業創出支援
納期・低コストで製作するシステムの構築
機構

2517120241

石川県

株式会社ムツミテキスタイル

ブラッシュ加工によりスエードの風合を出した
商工組合中央金庫
ジャガード生地の開発

2517120243

石川県

加州工業株式会社

繊維機械用ライダーレスフレーム穴明けを短 公益財団法人石川県産業創出支援
時間、精密に行うシステムの構築
機構

2517120244

石川県

カジレーネ株式会社

自動車等のＣＦＲＰ化に向けた低コストの熱可 公益財団法人石川県産業創出支援
塑性新規中間材料の開発
機構

2517120250

石川県

株式会社林鍛造所

外観品質向上及び安全性向上のための鍛造
北國銀行
品用ショットブラスト機の開発

2517120253

石川県

高松油脂株式会社

柔軟かつ軽いポリオレフィン系繊維・不織布用 公益財団法人石川県産業創出支援
の吸水性加工剤の開発
機構

2517120254

石川県

株式会社有川製作所

ボス付チエンリンクプレートを精密・高精度に 公益財団法人石川県産業創出支援
板鍛造プレス加工する技術とシステムの構築 機構

2517120255

石川県

栗田ＨＴ株式会社

自動測定機による熱処理後の変形全数検査 公益財団法人石川県産業創出支援
を短時間で行う技術開発
機構

2517120256

石川県

丸越工業株式会社

熱処理プラントの省エネ化のための高効率伝
公益財団法人石川県産業創出支援
熱促進体の開発とその低コスト生産技術の構
機構
築

2517120268

石川県

株式会社管理工学研究所

血液検査・薬剤データのみに絞った簡易地域 公益財団法人石川県産業創出支援
連携システムの試作開発
機構

2517120271

石川県

西村織物株式会社

織物の柔軟加工の中核である従来のアルカリ 公益財団法人石川県産業創出支援
処理を不要にする革新的糸加工技術の確立 機構

2517120274

石川県

高山リード株式会社

市場環境変化に即応する戦略的基幹管理シ
北陸銀行
ステムの構築

2517120279

石川県

会宝産業株式会社

中古軽自動車エンジンを再利用した環境配慮
北國銀行
型発電機の試作開発

2517120280

石川県

能登印刷株式会社

素材の質感や風合い、立体感までも表現する
北國銀行
超高精細印刷技法の開発

2517120282

石川県

金沢紙業株式会社

機密処理装置の改良と作業性向上による機
密処理サービス市場拡大に係る事業
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公益財団法人石川県産業創出支援
機構

のと共栄信用金庫

