平成２７年度補正 ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金
採択案件一覧（４４件）
（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 2719110002 山梨県

小菅精機株式会社

5090001007915

最新ワイヤ放電加工機＆ＣＡＭ導入と既設加工機との
山梨中央銀行
ネット連携による高度生産性向上

2 2719110006 山梨県

有限会社ホワイトオール

6090002005529

低水圧でも使用可能な低負荷環境および低コストの節
山梨県民信用組合
水装置の試作開発

3 2719110007 山梨県

株式会社光富士

8090001009966

新型粉体塗装ラインの構築による生産性の向上と製造
西武信用金庫
環境の改善

4 2719110010 山梨県

株式会社エスワイ精機

4090001005936

高純度アルミ・ダイカスト材料による スマートフォン筐体
山梨県民信用組合
のカラーアルマイト化

5 2719110011 山梨県

三浦化成工業株式会社

5090001010183

高性能射出成形機の導入と工場のＩｏＴ化構想による経
商工組合中央金庫
営革新

6 2719110012 山梨県

アクアフィオーレ

7 2719110014 山梨県

大和葡萄酒株式会社

8 2719110015 山梨県
9 2719110018 山梨県

革新的な美容技術により健康美を実現する高付加価
値サービスの提供

山梨中央銀行

1090001009254

樽詰め甲州生ワインの専用サーバーによるレストラン
での販売

公益財団法人やまなし産業支援
機構

株式会社コアーズ

4090001008567

環境試験用温調ユニットの試作・開発

公益財団法人やまなし産業支援
機構

株式会社アースフレンドカンパニー

3090001007776

革新的な地盤調査機を導入し、地盤の見える化で 地
盤改良サービスの受注拡大を図る。

中央市商工会

外注先の後継者不在と設備の老朽化に対応するため
の最新ジャガードマシンの導入

山梨中央銀行

10 2719110020 山梨県

加藤織物工場

11 2719110024 山梨県

山一和紙工業株式会社

5090001012139

手漉き和紙の風合いを残した機械すき和紙の革新的な
山梨中央銀行
生産プロセスの実現

12 2719110025 山梨県

清水工業株式会社

1013101000148

難加工材へのレーザー加工技術の高度化

13 2719110026 山梨県

有限会社三和精機工業所

9010102003107

ファイバーレーザ複合マシン導入による高品質化・生産
多摩信用金庫
性向上プロジェクト

14 2719110027 山梨県

手打そばやまさと

15 2719110031 山梨県

株式会社天野製作所

1090001003050

介護・医療現場の省力化、高付加価値化のための生体 公益財団法人やまなし産業支援
情報センサシステムの開発
機構

16 2719110032 山梨県

株式会社かいわ

6090001008086

最新設備での無人稼働化による生産プロセス革新と自
山梨中央銀行
社製品の創出

17 2719110034 山梨県

有限会社オーク

2090002006142

反射型カラー液晶装置に対応する新型フロントライト導
山梨信用金庫
光板の開発

18 2719110038 山梨県

株式会社谷内プレスワーク

4090001008724

デジタル電動サーボプレス機導入による高付加価値成
山梨中央銀行
形技術の確立と新事業領域の拡大

19 2719110040 山梨県

株式会社吉字屋穀店

8090001000504

乾式無洗米機と酒米精米機を利用した米粉生産ライン
若尾和成
の開発

20 2719110042 山梨県

マルク ガルニエ オルグ ジャポン
8030002062342
有限会社

生産性向上及びシェア拡大に向けたＮＣ旋盤の導入

21 2719110043 山梨県

株式会社シンゲン家具工業

5090001001026

木工技術の分業化を目指し、作業工程の短縮と品質向
山梨中央銀行
上を実現する

22 2719110045 山梨県

株式会社天野ミューテック

9020001063721

高効率・低コストで鉄筋溶接を可能にする最新モデル
溶接機の導入

東京中央経営株式会社

23 2719110048 山梨県

シムラ自動車鈑金塗装工場

自動車の水性塗料での塗装を実現する、水性塗料塗
装設備の導入

都留市商工会

24 2719110049 山梨県

株式会社東夢

1090001009031

地元産の桃・葡萄を使ったブランデー・リキュールの商
品開発

山梨県民信用組合

25 2719110050 山梨県

サンマック株式会社

1090001007357

防災無線機向けの革新的な軟骨伝導（骨伝導）・咽喉
マイクの開発・販売

若杉公認会計士事務所

26 2719110051 山梨県

シーマ電子株式会社

1020001026917

パワー半導体実装に適したギ酸リフロー装置の開発

山梨中央銀行

27 2719110052 山梨県

太陽電機株式会社

9090001009833

高信頼性が要求される電気制御盤生産体制の革新

志村利則税理士事務所

28 2719110054 山梨県

クラウンファスナー株式会社

8030001045281

車載用リチウムイオン電池電極端子の冷間圧造加工
による生産技術開発

山梨中央銀行

29 2719110056 山梨県

国土興産株式会社

6090001011081

プラスチックパレットのマテリアルリサイクルを可能にす
山梨中央銀行
る一軸粉砕機の開発

30 2719110057 山梨県

有限会社ミスティックプランニング

2090002004162

積載型キャンパーの生産プロセス改善による高品質の
山梨中央銀行
キャンピングカー提供

31 2719110062 山梨県

株式会社富創

4090001004599

最新設備導入による狭ピッチコネクタの試作開発と生
産性・信頼性向上の実現

公益財団法人やまなし産業支援
機構

32 2719110063 山梨県

株式会社オカムラルーフ

2090002011737

たった１日で完成する屋根板金工事サービスの提供

山梨中央銀行

33 2719110066 山梨県

日洋工業株式会社

1010801009444

デザインホットスタンプ工程のクリーンブース化による
生産性向上

城南信用金庫

34 2719110067 山梨県

ティーエーシー武田消毒株式会社

2090001001441

顧客自身が薬剤を使わずに害虫駆除作業を実施する
サービスの普及

甲府信用金庫

35 2719110068 山梨県

山梨銘醸株式会社

1090001011219

世界に通用する新たな日本酒造りの為の高度生産性
製麹技術の確立

北杜市商工会

36 2719110072 山梨県

株式会社Ｔｏｓｈｉｎ

3180001100217

節水マイクロバブル・シャワーヘッドの開発

甲府信用金庫

公益財団法人やまなし産業支援
機構

保存性が高く、簡便に調理可能で、高い風味を持つ「冷
都留信用組合
凍手打式そば」の開発事業

1
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37 2719110076 山梨県

相互印刷株式会社

1090001006243

封緘封入工程を高度化することでのダイレクトメール受
山梨中央銀行
注体制の強化

38 2719110094 山梨県

中央葡萄酒株式会社

9090001009239

高価格帯ワイン市場に向けた「日本ワイン」醸造におけ 公益財団法人やまなし産業支援
るブドウ選果法の確立。
機構

39 2719110099 山梨県

株式会社サイトウ

1090001008371

次世代自動車の早期世界展開を支える車体部品量産
都留信用組合
プロセスの革新化

40 2719110112 山梨県

三栄工業株式会社

1090001007927

新型商用車用部品の量産に伴う最新設備導入による
生産性向上事業

41 2719110113 山梨県

山梨大瀬工業株式会社

5090001008244

「シーム溶接工程」の改善による生産ライン全体の生産
山梨中央銀行
性向上と収益基盤の強化

42 2719110114 山梨県

株式会社ミラプロ

5090001011207

放射光施設ユーザー企業等の課題解決に資する試料
山梨中央銀行
装填ロボットの試作開発

43 2719110120 山梨県

コミヤマエレクトロン株式会社

5090001009713

有機ＥＬ製造ラインの真空装置開発

商工組合中央金庫

44 2719110145 山梨県

株式会社Ｃａｎｔｉｎａ Ｈｉｒｏ

8090001014470

科学的な管理を導入したぶどう栽培からワイン醸造ま
での一貫生産体制の確立

山梨市商工会

2

都留信用組合

