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2621210290 岐阜県 株式会社東知 押出機ギヤーポンプ導入による製品品質の向上 大垣共立銀行

2621210291 岐阜県 有限会社實井メタル
工具製作工程の生産性向上による自動車部品の短納期
化、低コスト化の実現

株式会社マイルストーン・コンサルティング・グ
ループ

2621210292 岐阜県 株式会社前田ビーケイ
高精度・高速立形マシニングセンタ導入による高品質金
属加工部品の短納期での提供

大垣共立銀行

2621210294 岐阜県 永井ホールディングス株式会社
ワイヤーカット放電加工機導入による切削角度の向上と
納期短縮化への取り組み強化

大嶋浩敬

2621210295 岐阜県 有限会社日本刀剣
居合刀向け鞘の内製化と本職人製造技術の機械再現化
事業

関信用金庫

2621210296 岐阜県 株式会社高倉屋
熟練技術者の加工技術・ノウハウを共有化した高精度の
木製圧締定盤の生産体制の確立

滋賀銀行

2621210297 岐阜県 旦鳥鉱山株式会社
砕石出荷ＩＴシステムの構築により、より遠くまで、より迅
速に砕石供給を行うサービスの提供

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

2621210300 岐阜県 杉浦製陶株式会社
『生産管理システムの導入』による高付加価値タイルの多
品種少量生産の効率化

笠原町商工会

2621210301 岐阜県 ミソノ刃物株式会社
外注業者が抱える問題をフォローする長期的な工程の維
持、体制の構築

関信用金庫

2621210302 岐阜県 株式会社サイエンスネット
分散型クラウドを利用した高セキュリティー在宅医療／訪
問看護アプリ開発

岐阜信用金庫
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

2621210311 岐阜県 大草化学株式会社
圧力充填による革新的な発泡樹脂成形による省資源・省
エネ化の実現

東濃信用金庫

2621210313 岐阜県 株式会社水生活製作所 樹脂素材転換による製品の耐熱・耐圧・耐薬品性の向上 岐阜信用金庫

2621210318 岐阜県 関兼次刃物株式会社
ＹＡＧ（ヤグ）レーザー溶接機による刃物のハンドルとブ
レードの溶接技術の革新と商品力の向上

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター
十六銀行

2621210321 岐阜県 東栄管機株式会社
プラスチック製二重管継手の径サイズ拡大アイテムの試
作、商品開発

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

2621210323 岐阜県 槌谷工業株式会社
ＮＣ研削盤および画像寸法測定器の導入による円筒研磨
加工の品質および生産能力の向上

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター
大垣信用金庫

2621210324 岐阜県 アリッド株式会社
３Ｄスキャナ・プリンタを活用した歯科医療向けサービスの
開発と展開

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター
大垣共立銀行

2621210326 岐阜県 足立工業株式会社
プロ用理・美容ハサミ製造工程における部品加工の革新
的プロセス導入

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター
関信用金庫

2621210327 岐阜県 株式会社田中木工
介護施設のニーズ（軽量化・高いデザイン性）を実現する
高度なホゾ加工技術開発事業

古川町商工会

2621210329 岐阜県 株式会社フレンドシップ 付加価値化した壁紙開発による新規市場への展開 十六銀行

2621210331 岐阜県 株式会社サイキー山陶苑
３Ｄ切削機導入による試作開発体制の構築及び小ロット
生産・短納期化と高品質化の両立

土岐商工会議所

2621210334 岐阜県 恩田工業株式会社
ＣＡＥ解析技術を活用した最適熱間鍛造方案の確立によ
る環境型中空電磁弁の試作開発

山県市商工会

2621210335 岐阜県 株式会社三栄水栓製作所 非接触操作による水栓器具の製品開発 十六銀行

2621210336 岐阜県 株式会社ミヤニシ
ファイバーレーザーを利用した多様なマーク加工と小売事
業への展開

岐阜信用金庫

2621210337 岐阜県 株式会社鵜飼
ＣＮＣ旋盤機及び自動材料供給ローダーを導入し自動運
転による省人化

各務原商工会議所
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2621210338 岐阜県 株式会社ＤＭテクノス
「ＮＣ放電加工機の導入」による特殊アルミ合金用金型
等、高付加価値製品への特化推進

岐阜商工信用組合

2621210339 岐阜県 株式会社中部製作所
精密工作機械向け超精密長尺ラック歯車の開発とコスト
削減対策

岐阜信用金庫

2621210340 岐阜県 有限会社渡辺酒造店
産廃酒粕からＳＨＯ－ＣＨＵ開発！酒蔵来訪客・インバウ
ンド客から国内・海外へ発信！

十六銀行

2621210342 岐阜県 永田印刷合資会社
印刷工程のＱ・Ｃ・Ｄ向上とパッケージ・シールの画期的な
一貫生産体制の構築

海津市商工会

2621210346 岐阜県 もんじゅ歯科
超高齢社会における歯科用ＣＡＤ・ＣＡＭシステムを活用
した通院弱者への新しい治療スタイルの提供

岐阜信用金庫

2621210347 岐阜県 岡田技研株式会社
「矩形刃」製造における縦目刃付け仕上げの高精度化と
生産性向上

岐阜信用金庫

2621210352 岐阜県 株式会社伊藤精密製作所 難削材部品の無人運転対応型システムの開発 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

2621210354 岐阜県 有限会社ハイ・ポジション
立体的な音源の制作と大会場で再現再生する革新的な
サービス事業

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター
大垣共立銀行

2621210356 岐阜県 Ａ－ｃｅｒａ
ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による新素材を使用した歯科
技工技術の確立

関信用金庫

2621210361 岐阜県 名北工業株式会社 合金黒皮丸棒の高品質品生産への製法革新
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター
十六銀行

2621210363 岐阜県 丹羽鋳造株式会社 Ｍｇワイヤー処理法による高品質ＦＣＶ鋳鉄の製法革新 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

2621210366 岐阜県 立風製陶株式会社
高機能で環境保護にもつながる「エッグタイル」等の製造
強化事業

土岐商工会議所
十六銀行

2621210377 岐阜県 株式会社宏栄精機工業
自動車小型オイルポンプ用高精度シャフトの生産供給事
業の確立

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

2621210379 岐阜県 株式会社西美濃はなのき
国産小麦粉と石臼製法で女性の健康を応援する天然素
材パン・洋菓子の販売革新

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

2621210380 岐阜県 ヤマカ陶料株式会社 表面平滑度の高い釉薬の試作・開発 大垣共立銀行

2621210382 岐阜県 兼松木工有限会社
こだわりの洗面化粧台、キッチンを中心としたリフォーム
市場への参入

関信用金庫

2621210383 岐阜県 株式会社フタバモデル製作所
ＣＦＲＰ成形品（航空機部品等）の外形トリミングシステム
の開発

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

2621210385 岐阜県 Ｙ‘ｓＴＥＸＴＩＬＥ
当社技術の写真織物と昇華転写プリントとの融合による
市場獲得事業

各務原商工会議所

2621210388 岐阜県 白扇酒造株式会社
伝統的製法と機械化・白麹を組み合わせた革新的本みり
ん用焼酎醸造プロセスの実現

岐阜信用金庫

2621210389 岐阜県 ミツル陶石株式会社
「省資源化に対応したタイル・石材等建材の立体的レリー
フ製品の開発」事業

東濃信用金庫

2621210390 岐阜県 株式会社イシュー 企画・デザイン系ＷＥＢ制作会社向け革新的ＣＭＳ 十六銀行

2621210391 岐阜県 鈴木刃物工業株式会社
３次元ＮＣ研削機導入による高機能バリ取り、エッジ仕上
げ技術の構築

関信用金庫

2621210392 岐阜県 株式会社中央物産
換気ユニット導入によるシール材粘着塗工の生産性向上
及び作業環境の改善

商工組合中央金庫

2621210393 岐阜県 サンミール株式会社
国産小麦の製粉性を高めるために分離技術を高度化さ
せる設備投資

各務原商工会議所
十六銀行

2621210396 岐阜県 株式会社山田製作所
知能ロボットとセンタリング機による、革新的な増産体制
の構築

名古屋銀行

2621210397 岐阜県 村上製作所有限会社
多品種少量生産工程の改善による短納期と低コスト化に
よる売上拡大事業

川辺町商工会
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2621210398 岐阜県 株式会社エフアイコーポレイション
製造が困難な自然素材原料を使用した錠剤新成形法の
確立による海外市場の販路開拓

岐阜信用金庫

2621210399 岐阜県 株式会社佐竹産業
刃物製造におけるコンピューター制御を用いた最新の研
削技術の導入

大垣共立銀行

2621210402 岐阜県 株式会社ビー・アイ・テック 航空宇宙用複合材料製・心臓外科用・胸部開創器の開発 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

2621210411 岐阜県 光洋段ボール株式会社
「新型フォルダグルアー」の導入による不良率低減と生産
性向上

東濃信用金庫

2621210415 岐阜県 関戸機鋼株式会社
自動車の操作性向上のためのステアリング防振用部品
の高度な品質保証力強化及び価格競争力向上

宮﨑信次公認会計士税理士事務所

2621210421 岐阜県 日本セキソー株式会社
【短納期・高品質・低価格】を実現する「ダンボールパネル
切断機」の開発、導入

十六銀行
中津川北商工会

2621210423 岐阜県 株式会社アルナックス
大断面化するアルミ材に対応したＱ・Ｃ・Ｄ向上と競争力
強化

大垣共立銀行
恵那商工会議所

2621210429 岐阜県 株式会社多喜プラスチック
３Ｄプリンターを活用した高機能シャワーヘッドモデル等
の試作開発

山県市商工会

2621210430 岐阜県 奥飛騨酒造株式会社
地元米を使用したアルミ缶入り日本酒の新商品開発によ
る新顧客層開拓

金山町商工会

2621210432 岐阜県 株式会社丸敏陶料所
ストレス負荷栽培装置導入による自社栽培機能性植物の
高機能化の実現

大垣共立銀行

2621210433 岐阜県 株式会社安部日鋼工業
コンクリート製配水池のインフラ総合維持管理システムの
開発

横山幹生

2621210434 岐阜県 森松工業株式会社
シンクロフィードＧＭＡシステムの溶接ロボット導入による
溶接の高能率化および耐久性・耐食性を有する接合技術
の開発

十六銀行

2621210435 岐阜県 林金型製作所
高デザイン部品を生み出す金型製造の生産性向上・納期
短縮体制の構築

株式会社ジェック経営コンサルタント

2621210436 岐阜県 株式会社オイダ製作所
増産要求への対応に向けた高精度加工と工数削減のた
めの設備投資

大垣信用金庫

2621210438 岐阜県 株式会社ひでぴょん
高品質のコンクリート製品を製造可能な高断熱性養生
シートの試作及び量産化

十六銀行
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

2621210439 岐阜県 湯浅木工所
加工技術を活かすパネルソー導入による高精度切断で
販路拡大を図る

川辺町商工会

2621210440 岐阜県 舟山レーザー株式会社
ファイバーレーザ溶接導入による美観・外観に優れた高
精度溶接技術の開発

飛騨信用組合
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

2621210442 岐阜県 共栄化成株式会社 高比重複合材料の射出成形の可能性 河合通雄税理士行政書士事務所

2621210444 岐阜県 日電精密工業株式会社 ＩＣリードフレームの樹脂密着信頼性向上 大垣共立銀行

2621210445 岐阜県 株式会社渡辺製作所
成形機構成部品（スクリュー）の外径高精度対応による研
磨工程の精度向上

各務原商工会議所

2621210446 岐阜県 株式会社青山化成
３Ｄプリンター活用による１点もののオリジナル提灯・メガ
ホン印刷事業

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

2621210447 岐阜県 ＰＬＡＮＳＥＥＤ株式会社
３Ｄレーザースキャナーを活用した生産設備更新業務に
おける新手法の構築

東濃信用金庫

2621210448 岐阜県 有限会社三進社印刷所
スマートフォンアプリを利用した外出中の認知症高齢者お
声がけシステムの開発

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター
岐阜信用金庫

2621210449 岐阜県 ＨＳＳエンジニヤリング株式会社
新型計量制御装置と撹拌機械導入による土壌固化剤「ド
クトール」製造の効率化

株式会社シャイン総研

2621210453 岐阜県 下呂化成株式会社
革新的な生産ラインの設置による特殊色製品の低コスト
化事業

十六銀行

2621210454 岐阜県 株式会社柿下木材工業所
３Ｄターニングマシン導入による高付加価値木製照明器
具の試作開発

高山信用金庫
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2621210455 岐阜県 アピ株式会社
革新的微粉砕装置を用いたエンジニアリングプラスチック
類の効率的微粉砕化事業

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

2621210464 岐阜県 株式会社サイバーストーク
高齢者向け可聴領域を広げるＤＳＰ搭載コンパクトアンプ
の開発

恵那商工会議所

2621210467 岐阜県 協和ダンボール株式会社 段ボールを基材とした複合材及び量産化技術の開発 十六銀行

2621210470 岐阜県 株式会社フクモク
ＮＣ加工機の多軸化によるＱＣＤ向上を図る、新規顧客開
拓事業

七宗町商工会

2621210471 岐阜県 長良サイエンス株式会社
質量分析計（ＬＣ／ＭＳ／ＭＳ）による迅速な薬理活性試
薬の開発

岐阜信用金庫

2621210472 岐阜県 丸重製紙企業組合
検査装置による高品質の透かし和紙製造を可能にする
品質管理向上への取組み

関信用金庫

2621210474 岐阜県 株式会社深見製作所 画像処理に依る外観欠陥検査装置の試作開発 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

2621210475 岐阜県 コダマ樹脂工業株式会社 次世代農業機械用燃料タンク開発・設計 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

2621210477 岐阜県 株式会社大脇商店
ネオジム磁石スクラップからのレアアース回収処理装置
の試作開発

税理士法人Ｍ’ｓソレイユ

2621210483 岐阜県 厚生産業株式会社
伝統的発酵食材「米麹」の新規市場開拓のための事業展
開

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

2621210484 岐阜県 有限会社奥美濃プロデュース
新型ストーブの開発と既存物流システム利用による顧客
満足の向上と商圏の拡大

十六銀行
郡上市商工会

2621210485 岐阜県 合同会社水都
歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ利用による歯科技工業務の効率化
と販路拡大

大垣信用金庫

2621210486 岐阜県 株式会社ギフトク
世界初　植物系ナノファイバーを使用したスピーカー振動
板の開発

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

2621210487 岐阜県 有限会社和良工業
自動車用マフラーハンガー製造工程改善による短納期化
と精度向上事業

郡上市商工会
八幡信用金庫

2621210490 岐阜県 株式会社クニカ工業
真空射出成型機導入による生産性向上・不良品削減と特
殊形状品の製造を実現

橋本武彦税理士事務所

2621210491 岐阜県 株式会社日興テキスタイル
機能性羊毛素材の新市場を拓くプラチナウールの量産化
開発

Ａ－ＭＥＣ株式会社

2621210492 岐阜県 株式会社巧報社
商品のキャラクターの知名度アップのためグッズへの印
刷をして販路拡大を図る事業計画

関信用金庫

2621210493 岐阜県 山喜製陶株式会社
世界市場にも受け入られる業務用食器の生産体制の確
立により、美濃焼の付加価値向上を図る事業

東濃信用金庫

2621210494 岐阜県 ダイヤ精密株式会社
急拡大する製品需要に対応するための加工機、計測器
の導入

十六銀行

2621210496 岐阜県 株式会社ヌベール
気持ちが伝わる！メッセージ入りギフト菓子が身近に手
軽に手配出来るサービス事業の構築

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

2621210497 岐阜県 株式会社横山製作所
レーザースキャナー型３Ｄ測定機を導入して精密切削加
工における高速・高度精密測定技術を開発する

各務原商工会議所

2621210498 岐阜県 株式会社伊藤紙器
試作の効率化と小ロット生産対応のための自動カット機
の導入

岐阜信用金庫

2621210499 岐阜県 有限会社桜井ダイカスト工業
部品の大型化・一体化に対応可能なハイサイクル・ダイカ
スト鋳造法の確立

岐阜信用金庫

2621210509 岐阜県 株式会社下川精工
今迄にない旅行者や若い女性を対象とした高級・小型の
携帯用耳掃除器セットの開発と事業化

十六銀行

2621210510 岐阜県
ノアデンタルクリニック・ホワイトエッセ
ンス

歯科衛生士によるマイクロスコープを活用した革新的な
歯肉縁下クリーニングサービスの展開

大垣共立銀行

2621210516 岐阜県 株式会社ユニドコーポレーション 人と協調する自律搬送台車ロボットの開発 税理士法人清会計事務所清正光
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2621210517 岐阜県 ダイアトップ株式会社
ガイドバー高周波焼入れ機械のＮＣ・デジタル化による新
高耐久製品の開発

十六銀行
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

2621210520 岐阜県 ユーエスウラサキ株式会社
新規受注獲得のための、押し出し式生産管理方式の確
立

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター
十六銀行

2621210522 岐阜県 株式会社エヌテック ペットボトル外観検査装置の高精度化・高速化 大垣共立銀行
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