平成２９年度補正

ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
埼玉県採択案件一覧（96者）

２次公募

（受付番号順）
受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

1 2911210722

埼玉県

株式会社マツモト

5030002021763

６軸多関節ロボット部品のサブミクロン加工精度と生
安達隆久
産性の向上

2 2911210725

埼玉県

有限会社ハイブリッヂ精密

3030002121672

測定検査技術の高度化によるハイブリッド車用部品受
秩父商工会議所
注獲得事業

3 2911210732

埼玉県

有限会社角仲林業

6030002122503

受注拡大に向けた省力化生産ラインの構築と品質管理
秩父商工会議所
の強化

4 2911210736

埼玉県

創芽企画株式会社

7030001045381

面倒な仕事を引き受ける！印刷製本一貫サービスの展
埼玉県商工会連合会
開

5 2911210737

埼玉県

株式会社朝倉機械製作所

7010001080240

レーザ加工機導入による生産リードタイム短縮と熟練
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
技能強化

6 2911210740

埼玉県

株式会社鐘正精工

2030001091018

難削材加工および測定技術の高度化による海外市場進
秩父商工会議所
出事業

7 2911210741

埼玉県

有限会社ボーダック

5030002091831

壁面走行ロボットによるインフラ点検・検査機器の開
青木信用金庫
発・製造受託

8 2911210747

埼玉県

株式会社武蔵屋

5030001090966

製造プロセスの革新と新ブランド「知知夫（ちち
ぶ）」そばの展開

9 2911210748

埼玉県

みはし株式会社

1030001046864

非接触超音波技術による、日本初「不燃木材薬液含浸
株式会社商工組合中央金庫
量分布測定装置」の開発

10 2911210758

埼玉県

さくら歯科医院

11 2911210769

埼玉県

ベストプランナー合同会社

8030003002058

安心安全！動きが見れて情報が漏れないテレワークシ
草加商工会議所
ステムの開発

12 2911210771

埼玉県

有限会社みずほ精機

4030002077360

複雑形状の試作部品の高精度・短納期供給にむけた生
埼玉縣信用金庫
産プロセス改革

13 2911210772

埼玉県

株式会社ヒタチ

6030001046942

高強度・軽量ステアリングジョイント固定金具を新工
埼玉縣信用金庫
法で開発し、ＥＶ車普及に貢献する

14 2911210776

埼玉県

株式会社カナイ

7011801006938

面内せん断試験機等の導入による開発力の高度化と商
株式会社常陽銀行
品力の強化

15 2911210777

埼玉県

山口証券印刷株式会社

4010001085151

細線印刷・情報処理・静電容量検査装置の融合による
巣鴨信用金庫
タッチカード製造プロセスの開発

16 2911210778

埼玉県

株式会社喜多山製菓

3030001002163

生産性向上による収益拡大のための横ピロー包装自動
株式会社埼玉りそな銀行
供給機の導入

17 2911210779

埼玉県

日大グラビヤ株式会社

4122001015754

食品パッケージ印刷版の生産工程革新と新たな製版需
株式会社近畿大阪銀行
要の開拓

18 2911210782

埼玉県

株式会社小金井精機製作所

2030001028060

自動車及び航空機の高精度エンジン部品製造に係わる
株式会社埼玉りそな銀行
生産効率向上計画

19 2911210784

埼玉県

牧丘鋼機有限会社

6030002107009

２間（４ｍ）輸入ステンレス板材加工に対する複雑加
瀧野川信用金庫
工プロセスの生産性向上

20 2911210786

埼玉県

冨士印刷株式会社

4010001121823

オフセット輪転機での多品種小ロットニーズに対応で
株式会社埼玉りそな銀行
きる生産体制構築及び歩留まり率の向上

21 2911210791

埼玉県

有限会社秋羽製作所

2013102000930

プラスチック製医療機器部品の高度化

22 2911210794

埼玉県

有限会社常福産業

8030002059974

送電線劣化による“送電ロスセンサーの開発”を足掛
埼玉縣信用金庫
かりに、事業範囲の拡大を目指す

23 2911210796

埼玉県

株式会社オシダ精機

6030001068004

ガスタービン需要に応えるインコネル切削体制の確立 越谷商工会議所

24 2911210801

埼玉県

株式会社泰清紙器製作所

8011601014207

製菓・医薬品業界が求めるＩＳＯ１４６４４－１ Ｃｌ
巣鴨信用金庫
ａｓｓ７に対応した紙器の生産性向上と品質向上

25 2911210802

埼玉県

田岡製罐株式会社

3011501007298

世界基準を満たす食品向けＢＰＡフリー１８リットル
税理士法人第一経理
缶の生産体制の確立

26 2911210810

埼玉県

株式会社ベルノ技研

3030001045063

光選択的薬物輸送システム技術を利用した治療方法の
巣鴨信用金庫
実験検証機の改良

27 2911210812

埼玉県

株式会社東和企画

6030001079827

ＥＶ／ＰＨＶに搭載される電子部品への高生産性表面
巣鴨信用金庫
処理技術開発による生産性向上と低コスト化の実現

28 2911210816

埼玉県

株式会社イチヤナギ

6030001027513

鉄道レール用スカートナットの安定供給と社内加工技
飯能信用金庫
術の強化及びコスト低減の実現

29 2911210817

埼玉県

武蔵高速印刷株式会社

2011401006244

印刷生産方式のボーダレス化！品質標準化と生産効率
株式会社ＧＩＭＳ
の向上事業

30 2911210818

埼玉県

萩原印刷株式会社

8010001006376

新規需要の受注強化に対応するためのボトルネック工
株式会社ＧＩＭＳ
程の改善

31 2911210819

埼玉県

アットデア株式会社

6030001015253

高品質クリーニング・修理事業者に特化したＡＩ活用
株式会社群馬銀行
マッチングサイト・ＷＥＢシステムの開発

32 2911210820

埼玉県

高瀬測量設計株式会社

7030001070909

水域深浅測量の高精密化および生産性・安全性の向上
埼玉県商工会連合会
による競争力強化

33 2911210823

埼玉県

有限会社水野鉄工所

3030002114866

ＣＡＭ導入による複雑形状部品の生産リードタイム大
埼玉県商工会連合会
幅短縮

34 2911210824

埼玉県

株式会社佐藤鉄工建設

5030001079877

鉄骨コラム溶接ロボットの導入により鉄骨加工の生産
中内善文
性向上を実現

35 2911210827

埼玉県

有限会社富張製作所

2011802016544

超小ロット・多品種加工と跡の残らないきれいな溶接
株式会社エイチ・エーエル
によるＩｏＴ工作機具業界への顧客開拓

36 2911210828

埼玉県

柳下技研株式会社

5030001046877

薄物や大型重量物の旋盤加工を安全で高効率に生産す
株式会社埼玉りそな銀行
る体制を構築する

37 2911210831

埼玉県

小島繊維株式会社

6030001032793

オストメイト（人口肛門等造設者）向け押さえつけな
埼玉県商工会連合会
い安心ズボンの開発

38 2911210834

埼玉県

馬橋歯科医院

39 2911210838

埼玉県

有限会社日の出精機製作所

秩父商工会議所

審美性を備えた高精度低価格修復物提供事業の広範囲
深谷商工会議所
展開

西武信用金庫

データドリブン技術による年少者成長発育矯正実現と
株式会社武蔵野銀行
高精度根管治療提供
1030002021619

既存顧客の量産と新市場の小ロットを両立させる生産
米澤裕一
能力強化の取組み

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

40 2911210839

埼玉県

三州製菓株式会社

6030001052750

光学センサー付きＸ線検査機（ハイブリットタイプ）
税理士法人茂木会計事務所
導入により、省人化、材料費軽減と販売機会増

41 2911210841

埼玉県

有限会社菊水堂

9011802011662

独自ブランド「できたてポテトチップ」売上増のため
足立成和信用金庫
の品質安定化

42 2911210843

埼玉県

株式会社千島測量設計

4030001091296

地上型レーザースキャナ導入による３次元高精密測量
埼玉県商工会連合会
の生産性向上

43 2911210845

埼玉県

わかば歯科医院

44 2911210846

埼玉県

寒梅酒造株式会社

45 2911210847

埼玉県

こばやし歯科医院

46 2911210849

埼玉県

株式会社三和製作所

8030001030746

新型マシニングセンタ導入による、生産性向上と革新
株式会社エイチ・エーエル
的な金属加工の実現

47 2911210852

埼玉県

ゴールド化成有限会社

4030002117752

花留め改良及び和風花器製造並びに専用製造ライン構
行田商工会議所
築による競争力強化

48 2911210853

埼玉県

株式会社タカヤマ

6011801003837

複雑形状のレアメタル部品の品質保証サービスの事業
株式会社グランツ・コンサルティング
化

49 2911210854

埼玉県

国際スプリング株式会社

4030001088499

生産プロセスの改善に取り組み第二創業・板金加工に
株式会社埼玉りそな銀行
特化する事業

50 2911210857

埼玉県

森紙器株式会社

4011801013276

マルチカッティングマシン導入による独自製品の開発
草加商工会議所
と生産能力の向上

51 2911210864

埼玉県

株式会社埼玉スポーツ

5030001017507

スポーツ販売店からの挑戦 ～店舗販売とマーク工房
株式会社武蔵野銀行
を併設した独自のマーキングサービス体制の構築～

52 2911210866

埼玉県

シーマテック株式会社

6030001038989

地域力を生かしたヘール加工によるゴム製品用金型製
亀有信用金庫
造の効率化

53 2911210867

埼玉県

株式会社桑名工業

9030001048671

検査機能の充実化によるオリジナルグラデーション樹
株式会社埼玉りそな銀行
脂版生産体制の確立

54 2911210874

埼玉県

株式会社大川製作所

9030001054422

環境・品質要求に対応する洗浄工程革新による超精密
税理士法人古田土会計
部品の生産拡大

55 2911210875

埼玉県

モリカゲ歯科医院

56 2911210877

埼玉県

株式会社ラッキーズ

5030001126522

新しい窯を入れて効率アップ！新スタイルのパン屋さ
埼玉県商工会連合会
んを目指せ！

57 2911210880

埼玉県

アート工業株式会社

2030001000069

ロボットを活用した自動車部品の塗装技術の確立と新
城北信用金庫
たな生産ラインの構築

58 2911210883

埼玉県

むさしの歯科

59 2911210884

埼玉県

有限会社ミネ五十子印刷

7030002036702

オンライン・オフラインの相互マップによる災害対策
狭山商工会議所
事業

60 2911210886

埼玉県

株式会社カネマス

8030001032759

最新型多頭刺繍機導入で、製品刺繍による識別と短納
株式会社武蔵野銀行
期化

61 2911210888

埼玉県

やざぶ総建株式会社

7030001122148

映像美術セット及び無垢材家具生産の大幅改善と一貫
東京信用金庫
生産体制の確立

62 2911210889

埼玉県

宇田

63 2911210890

埼玉県

株式会社三峰

64 2911210892

埼玉県

かわばた歯科医院

65 2911210894

埼玉県

株式会社ボンドール

66 2911210899

埼玉県

ゆう歯科医院

67 2911210900

埼玉県

エスエス電子株式会社

5030001057726

保護回路機能を搭載したＵＳＢケーブルの開発・製
造・販売

株式会社エイチ・エーエル

68 2911210901

埼玉県

株式会社エコ計画

4030001001049

処理困難物
向上

株式会社埼玉りそな銀行

69 2911210902

埼玉県

株式会社英光

9030001070048

研磨工程の刷新による精度向上と飛躍的生産性改善に
株式会社企業参謀
よる介護市場の開拓

70 2911210903

埼玉県

株式会社ａｎｄ

4030001121094

熱風式焙煎機導入による、スペシャルティ・コーヒー
深谷商工会議所
豆の製造体制の構築と販売の強化

71 2911210904

埼玉県

株式会社亀沢屋

4030001091156

チョコレート菓子の多品種少量生産対応力と新商品開
埼玉県商工会連合会
発力の強化

72 2911210905

埼玉県

株式会社アズブライト

9030001101975

人工知能を用いた歯科技工物制作および歯科診療の完
株式会社ヒューマンネット・コンサルティング
全自動化の実現

73 2911210908

埼玉県

オーエムアイ株式会社

6030001035862

曲げ工程の改善による革新性の高い試作品対応事業の
株式会社エイチ・エーエル
実施

74 2911210909

埼玉県

鈴鹿特殊合板株式会社

5030001065605

高機能ランニングソー導入による生産性向上と提案型
東京東信用金庫
製品の開発

75 2911210911

埼玉県

勝田産業株式会社

9030001089352

職人不足に悩む建設現場の課題解決に繋がるトイレユ
多摩信用金庫
ニットパネル事業

76 2911210912

埼玉県

有限会社光沢

1030002073214

マシニングセンタを用いた加工＋自動測定プロセス構
飯能信用金庫
築による高精度かつ高効率な生産性の確立

77 2911210918

埼玉県

株式会社ウエマツ

2013301001275

高性能インラインカメラ導入で印刷不良の根本原因に
株式会社商工組合中央金庫
対処し事故損金を撲滅

78 2911210919

埼玉県

有限会社ティーアンドビー

1010102010713

マルチカッティングマシンとＣＡＤソフトの導入によ
多摩信用金庫
る段ボール加工のオンデマンドサービス

79 2911210923

埼玉県

有限会社原田製作所

7030002047674

新設備導入による内製化で金型製作のリードタイム短
城北信用金庫
縮を実現し、新分野に進出する

断層撮影による根尖性歯周炎の外科・内科を組み合わ
株式会社ヒューマンネット・コンサルティング
せた歯内療法の確立
4030001030675

搾り工程の刷新による自社ブランドの強化および高級
福井大
酒市場への新たな販売展開
無調整での補綴治療実現と、その先にある咀嚼能力の
株式会社ヒューマンネット・コンサルティング
回復

新しい歯根端切除術の確立と根管治療の患者リスクを
株式会社みずほ銀行
最小限に抑える治療法の実現

歯石取り残し激減と治療時間短縮を両立する歯周病新
株式会社八十二銀行
治療サービス

生産性向上設備を導入し、製造工程の効率化と均一化
埼玉県商工会連合会
を図る

幹夫
7030001071213

世界初！超狭ピッチＥＣＵに対応した革新的コンタミ
株式会社埼玉りそな銀行
防止洗浄機の開発導入
細菌感染ルート特定による根管治療後の再発防止策の
確立と、日・欧米間再発率ギャップの解消に向けた先 株式会社ヒューマンネット・コンサルティング
端的実証研究

6030001007655

新たな食材の特徴に合わせた機能を持った機械による
株式会社商工組合中央金庫
新商品開発
院内ミリングで短納期化とレーザ除去を加えた新治療
巣鴨信用金庫
工程の確立

ｌｏｔｕｓ

廃マットレスの処理化とリサイクル率の

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号
6180001088689

事業計画名

認定支援機関名

需要の高まる『縁なし畳』の生産性向上による短納期
青木信用金庫
化実現と熟練技術の継承

80 2911210924

埼玉県

とりまつ畳株式会社

81 2911210931

埼玉県

ＧｏｏｄＳｐｅｅｄ

82 2911210935

埼玉県

株式会社関東カーボンエンジニアリング

7030001072418

高性能集塵装置の導入による生産性向上の実現による
株式会社東和銀行
競争力強化

83 2911210936

埼玉県

有限会社プロスタイル

2030002032301

最新ＮＣＮルータの導入による品質と生産性の大幅
アップ達成

巣鴨信用金庫

84 2911210937

埼玉県

株式会社アイ・エス・エンジニアリング

7030001095732

配管自動溶接機による工数１／２の配管加工の実現

増田浩美

85 2911210939

埼玉県

原田産業株式会社

5030001041886

穀物冷却保管による加工能力と品質向上及び製品の長
株式会社東和銀行
期保存の実現

86 2911210941

埼玉県

山陽化工株式会社

9010001044664

最新二軸混練押出機導入によるＰＰＳ樹脂製造のＥＶ
一般財団法人東京メザニン基金
専用化・短納期化

87 2911210947

埼玉県

株式会社アズマカラー

3030001019364

欠点発生率大幅低減のための設備投資による生産性向
さいたま商工会議所
上と差別化

88 2911210950

埼玉県

第一ガスケット工業株式会社

9011801009261

生産管理システムを導入し、生産性及び利益率向上プ
草加商工会議所
ロジェクト

89 2911210951

埼玉県

あやの歯科医院

90 2911210952

埼玉県

有限会社本庄プレスセンター

4030002080918

ＣＡＤ導入による型紙データ化により自社及び協力工
株式会社東和銀行
場の生産性向上

91 2911210953

埼玉県

ユーエスエンジニアリング株式会社

8030001060727

刃溝の高精細加工による医薬・食品業界向け多面とり
本庄商工会議所
抜き型の開発

92 2911210954

埼玉県

旭工榮株式会社

5030001086659

ドローン、３Ｄスキャナーの連携による橋梁点検業務
株式会社東和銀行
の効率化

93 2911210965

埼玉県

株式会社三幸製作所

3030001003608

３Ｄプリンタ導入による製品開発効率化計画（開発コ
野口邦雄
スト・開発期間削減）

94 2911210966

埼玉県

赤司製線株式会社

1011501005238

受注から出荷におけるＩＴシステム構築による製造・
株式会社武蔵野銀行
検査・出荷業務の効率化

95 2911210976

埼玉県

大誠食品株式会社

2030001079285

自動真空包装機導入による生産性向上と異物ゼロ検品
城北信用金庫
能力向上及び新商品開発

96 2911210977

埼玉県

そのつ森

最新塗装乾燥ブースと調色クラウドシステムで情報化
埼玉縣信用金庫
に対応し経営力向上を実現

「ミクロ世界」による最先端予防歯科治療サービスの
松永智子
開発

新製造所の温湿度管理の改善と製造能力増強による生
埼玉県商工会連合会
産性向上

