
（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 2919110001 山梨県 有限会社小俣精工 7090002010131 水素ステーションに使われる超高圧バルブ加工技術の高度化・量産化 株式会社山梨中央銀行

2 2919110005 山梨県 株式会社渡辺工務店 7090001002534 大型レーザー加工機の導入による高付加価値商品の生産計画 公益財団法人やまなし産業支援機構

3 2919110007 山梨県 有限会社児玉精機 2020002033647 次世代自動車用の試作品製作に使用する絞りを成形できる金型の開発 株式会社山梨中央銀行

4 2919110009 山梨県 白州・山の水農場合同会社 2090003001324 高度菌床生産装置の導入による９種のきのこ生産工程改善と付加価値の向上 山梨県商工会連合会

5 2919110010 山梨県 株式会社伸和鉄工 4090001014235 ロボット溶接機を導入し、製品の品質・安全と生産性の向上、販売拡大を図る。 山梨県民信用組合

6 2919110011 山梨県 株式会社プログレス 4090001008484 グローバル競争力をもった金型製造プロセスの確立 株式会社山梨中央銀行

7 2919110012 山梨県 株式会社東夢 1090001009031
最新の衛生管理に基づく半自動瓶詰ラインの構築を通じた果実酒瓶詰サービスの

提供
公益財団法人やまなし産業支援機構

8 2919110014 山梨県 株式会社ユキプラ 4090001010250 製造ラインの新設による生産性向上と製品品質の維持向上 小原恭子

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

「山梨県採択案件一覧３９件（４０事業者）」

　

　●本事業については、平成３０年２月２８日（水）から平成３０年４月２７日（金）（電子申請：５月１日（火））までの期間において公募を行いましたところ、

　　全国で１７，１１２件（１７，２７５者）の応募がありました。

　　地域採択審査委員会および全国採択審査委員会において厳正な審査を行った結果、当地域事務局では以下のとおり３９件（４０事業者）を採択することといたしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【全 国 事 務 局】　　全国中小企業団体中央会　　事業推進本部　ものづくり補助金事業部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【山梨県地域事務局】山梨県中小企業団体中央会　ものづくり支援センター



9 2919110019 山梨県 株式会社ジー・エス・ケー 3090001006043 各種コンタクトプローブ用極細線スプリングの顧客企業との共同開発 ローズマインド株式会社

10 2919110022 山梨県 株式会社光富士 8090001009966 自動材料供給装置付工程統合マシン導入によるキズレス加工の実現 西武信用金庫

11 2919110024 山梨県 株式会社甲府コトブキ 3090001004864 劇場椅子の高感性化と技術の伝承による地域的文化財の創出事業 株式会社山梨中央銀行

12 2919110027 山梨県 株式会社サイトウ 1090001008371
最新測定設備導入による次世代自動車部品向け高精度測定技術・プロセス・環境

の革新化
山地　真吾

13 2919110031 山梨県 株式会社そらのした 3090001012479 アウトドアに特化したレンタルサービスマッチングサイト 都留信用組合

14 2919110033 山梨県 株式会社ＴＯＫ 9011401004704 射出成形加工におけるサイクルタイムの短縮と新製品開発体制の構築 公益財団法人やまなし産業支援機構

15 2919110034 山梨県 有限会社大中精機製作所 9090002009428 高精度測定を精密加工に連動させた高精度ロボット用加工部品の安定的拡大供給 都留信用組合

16 2919110036 山梨県 中央葡萄酒株式会社 9090001009239
県産原料１００％のフォーティファイドワインを開発し、ブランド力を強化す

る。
山梨県民信用組合

17 2919110038 山梨県 飯島製材所 超高速製材システムの導入による生産量の増大及び間伐材の利用促進 株式会社山梨中央銀行

18 2919110042 山梨県 株式会社プロテクトＪ 6090003000768 高性能マット式センサーを用いた有害獣・多頭数捕獲設備の開発 公益財団法人やまなし産業支援機構

19 2919110043 山梨県 株式会社富士種菌 4090001005028 全自動詰め機導入による菌床品質向上とプロセス改善による生産性向上 山梨県商工会連合会

20 2919110046 山梨県 健翔会ナサルス株式会社 6090001014456 ３Ｄプリンター及びＣＡＤ／ＣＡＭ導入による補綴物製作技術の革新 花木栄治

21 2919110047 山梨県 株式会社加藤電器製作所 5090001008327
『３Ｄ高さ検査装置』の開発による、パワー半導体組立時のはんだ厚測定の高精

度化
公益財団法人やまなし産業支援機構

22 2919110049 山梨県 株式会社ファミリーオート 1090001010088 寒冷地に適した水性塗料技術導入による生産性向上と作業環境改善の実現 株式会社山梨中央銀行

23 2919110052 山梨県 株式会社積製作所 3021001016410 汎用ＣＮＣ旋盤を活用した高速かつ低コストの歯車荒加工プロセスの開発 神奈川県商工会連合会

24 2919110053 山梨県 株式会社平山ファインテクノ 5020001070011
プリント基板内層に最先端高密度半導体を内蔵するための絶縁被膜材と絶縁技術

の開発
公益財団法人やまなし産業支援機構



25 2919110054 山梨県 相互印刷株式会社 1090001006243 販促印刷物の提供で地域企業の活性化に貢献できるＰＯＤ制作体制の構築 株式会社山梨中央銀行

26 2919110055 山梨県 株式会社ＯＭＴ 5090001008319 ３ＤレーザースキャナとＵＡＶ（ドローン）の融合によるサービスの向上 都留信用組合

27 2919110056 山梨県 内藤家具インテリア工業株式会社 9090001004982
家具製造工程における「生産性と品質の向上」及び、「長尺製品対応による差別

化」
株式会社商工組合中央金庫

28 2919110057 山梨県 三浦化成工業株式会社 5090001010183 医療機器開発に寄与する部品成形における成形プロセス改善計画 株式会社エフアンドエム

29 2919110058 山梨県 小澤畳工業所 最新框縫機・両用機導入により注文から納入迄を短縮しブランド力を高める 公益財団法人やまなし産業支援機構

30 2919110059 山梨県 株式会社信玄食品 5090001009119
伝統の「あわび煮貝」の製造技術を活用した「プチ贅沢」なおつまみの製造工程

の確立
税理士法人中山・久保嶋会計

31 2919110060 山梨県 小沢木工株式会社 8090001004785 生産環境を充実し『安心と安全』の高品質な家具づくりを実現する 株式会社商工組合中央金庫

32 2919110061 山梨県 株式会社昭栄精機 4090002004631 １（ワン）チャッキングによる小径複雑形状部品の高精度加工の実現 株式会社山梨中央銀行

33 2919110066 山梨県 イケダワイナリー株式会社 8090001009207 製造過程における亜硫酸添加の削減による甲州種白ワインの品質向上 株式会社山梨中央銀行

34 2919110071 山梨県 セブンフルーツ山梨株式会社 5090001013277 追熟管理システム構築による山梨ブランドのキウイ販売 株式会社山梨中央銀行

35 2919110076 山梨県 株式会社ＭＡＲＳ 6090001008524 複数のフェイスブック投稿をサイネージ等に表示するシステムの開発 都留信用組合

36 2919110078 山梨県 合同会社ｊｕｊｕｂｅ 7090003000998 自動車の電動化に伴うノイズの問題解決を電磁界解析で効率化 向山　秀男

37 2919110079 山梨県 株式会社オキサイド 9090001011376 半透明シンチレータ材料の外観検査及び寸法検査工程の自動化 公益財団法人やまなし産業支援機構

38 2919110081 山梨県 今村製作所 段車組立機（ＤＫ－２）の導入による効率的な多工程対応と労働環境の改善 山梨県商工会連合会

39 2919110082 山梨県
株式会社Ｔｏｓｈｉｎ 

株式会社阪神計器製作所

3180001100217 

3140001050663
ＩｏＴ・無線スマート水道メーターの開発

甲府信用金庫 

檜垣　典仁


