
（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 3019110003 山梨県 株式会社飯田製作所 5090001008302
金融機関向け製品の試作品における短納期体制を構築す
る事業

都留信用組合

2 3019110002 山梨県 アスフィール株式会社 3090001001928
ＩＴを活用した部活動向けの総合支援ＷＥＢアプリサービスの
提供

甲府信用金庫

3 3019120001 山梨県 株式会社堀江製作所 8090001008002
ロボット機械部品のＶＡ化に貢献する高精度高速切削加工
の実現

株式会社山梨中央銀行

4 3019120005 山梨県 有限会社田中洋装 5090002007451
高精度カメラ搭載自動裁断機導入による柄合わせ高級アパ
レルの生産性向上

株式会社山梨中央銀行

5 3019120007 山梨県 株式会社和田精巧 3090001009260
自動運転システム分野参入のための新プレス工程確立と生
産性向上

株式会社ビジネスリノベーション

6 3019120009 山梨県 株式会社ホーマ 5090001006165
半導体市場の拡大に応えるファインセラミックス「切削加工
技術」の高度化計画

株式会社エフアンドエム

7 3019120010 山梨県 有限会社エー・アイ・エーブラスト 3090002014697
生産管理のシームレス化とベンドＣＡＭ導入によるベンディ
ング革新

山梨信用金庫

8 3019120011 山梨県 渡辺木工
安全性を重視する発注業者に角の丸みを帯びた家具の効
率的な提供

山梨県商工会連合会

9 3019120012 山梨県 名水きのこの里有限会社 6090002014629
生産性向上による椎茸植菌済み原木の植菌請負事業の売
上拡大計画

山梨県商工会連合会

10 3019120016 山梨県 忍野工業株式会社 3090001009590 高精度加工技術の習得と量産体制構築による事業拡大 株式会社ブレイブコンサルティング

11 3019120018 山梨県 有限会社三豊技研 2090002013659 アルミダイカスト部品バリ取り工程のロボットによる自動化 株式会社山梨中央銀行

12 3019120028 山梨県 有限会社松浦木工 1090002013115
意匠物をスキャンすればＣＡＤデータ等で誰でも木工製品を
製造できる工法の導入

若杉拓弥

13 3019120029 山梨県 大進自動車工業有限会社 1090002001870
ホイール角度測定器導入による顧客への分かりやすい説明
の実践

株式会社山梨中央銀行

14 3019120033 山梨県 碓井自動車株式会社 4090001000235
先進運転支援システムに対応した車両整備の圧倒的な高
品質化の実現

株式会社山梨中央銀行

15 3019120034 山梨県 丸藤葡萄酒工業株式会社 8090001009248
色、香り、味わいに着目した日本ワイン、特に甲州辛口白ワ
インの品質向上

株式会社山梨中央銀行

16 3019120036 山梨県 近藤ニット株式会社 2090001011969 自社ブランド布帛製品の品質の高度化と生産性の向上 株式会社商工組合中央金庫

17 3019120038 山梨県 有限会社フェニックス 5090002010455
急拡大する惣菜市場のニーズに対応した「ごま和え調味料」
生産プロセスの改善

株式会社山梨中央銀行

18 3019120039 山梨県 株式会社スギヤマ 2080101008783
会社知的資産×学会理論×測定機のトリプル効果で品質改
善と新規受注に挑む！

喜田佳映里

19 3019120040 山梨県 株式会社丸亀商店 9090001002045 鋼材二次加工の内製化に向けた形鋼加工機導入事業 株式会社山梨中央銀行

20 3019120043 山梨県 甲信食糧株式会社 2090001002860
訪日外国人向けに山梨県産トラフグを提供する新たなサー
ビスの創出

甲府商工会議所

21 3019120044 山梨県 株式会社Ｃａｎｔｉｎａ Ｈｉｒｏ 8090001014470
ミニボトルワインの製品化による飲食店、ホテル向け新サー
ビスの提供と需要開拓

山梨県商工会連合会

22 3019120045 山梨県 有限会社シマダ 9090002009865
ＣＮＣ自動旋盤の導入による品質改善と生産プロセスの革
新

山梨県商工会連合会

23 3019120046 山梨県 渡縫織物株式会社 1090001010286
国産コンピュータージャカード機の導入による生産性向上改
善事業

株式会社山梨中央銀行

24 3019120047 山梨県 株式会社ミツワ精機製作所 5090001008525
難加工材０．１㎜の積層技術を活用したカシメ方式積層コア
への挑戦

株式会社山梨中央銀行

25 3019120048 山梨県 都留バッティングセンター
スポーツテクノロジーを駆使した機器等の導入による新サー
ビスの開発

株式会社山梨中央銀行

26 3019120049 山梨県 株式会社昭和精工 6012401003038
航空機用通信機器向けマグネシウム合金製部品の加工技
術開発事業

昭和信用金庫

27 3019120050 山梨県 八ヶ岳ホースケア牧場
ウォーキングマシンの導入による馬のリハビリテーションの
実践

山梨県商工会連合会

28 3019120053 山梨県 株式会社清月 5090001004945
低生産性を解消する設備投資と、企業需要を掘り起こす新
商品開発にて、企業体質を健全化する事業

山梨県商工会連合会

29 3019120056 山梨県 有限会社昭和精機 4090002007378
生産機械用協働ロボットによるワークの自動装着・脱着シス
テムの開発

山梨県商工会連合会

30 3019120058 山梨県 株式会社ＨＡＲＵ技研製造工場 7090001015263
精密ロボット部品の複合多面加工機導入によるリードタイム
改善

株式会社山梨中央銀行

31 3019120059 山梨県 株式会社れんけい 5090001016016
山梨県にある未利用資源を活用した商品開発と製造及び販
売事業

山梨県商工会連合会

32 3019120061 山梨県 有限会社八光社 3090002009961
美容院向けに特化した純日本製植物由来の染毛剤の海外
展開

村上康夫

33 3019120062 山梨県 株式会社エスピーダ 9090001007184
切削加工プロセスの機械化による低コスト新製品「逆曲げ型
枠」の開発

公益財団法人やまなし産業支援機構

34 3019120064 山梨県 株式会社ＮＥＸＴ 2020001098575
難削ステンレスの高精度加工技術習得による競争力強化と
事業拡大

株式会社山梨中央銀行

35 3019120067 山梨県 株式会社タスクマスター 1090002011250
ＡＩとカメラを活用した工事現場用道路交通誘導システム開
発と，高付加価値警備の実現

山梨信用金庫

36 3019120068 山梨県 江井ケ嶋酒造株式会社 5140001034581
海外ワインファンが好む雑味の少ない日本ワイン生産体制
の構築

株式会社コムラッドファームジャパン

　　　　　　　　　【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

平成３０年度補正　ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金　１次公募（１次締切 + 2次締切）

山梨県採択案件一覧（36者）

  平成３０年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」については、平成３１年２月１８日（月）から令和元年５月８日（水）（電子申請：５月１０日（金））までの期間において公
募を行いましたところ、全国で１４，９２７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３６者を採択することといたしました。（早期採択分の１者を含む。）


