
（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 2819110004 山梨県 株式会社六測 7090001012343
３Ｄレーザー測量技術による新技術サービスの提供と生産
性の向上

山梨信用金庫

2 2819110005 山梨県 株式会社萱沼鉄工所 7090001008325
新大型ピロボール部品加工の生産性を約２倍に上げる 高
度生産性向上

都留信用組合

3 2819110007 山梨県 堀田畳製作所  
自動化・省力化・高機能化による畳製造工程の抜本的な改
革と国産畳の需要開拓

山梨中央銀行

4 2819110008 山梨県 有限会社グローバルエンジニア 6090002015230
ドローンを利用した革新的な測量方法による高付加価値化
の実現

山梨中央銀行

5 2819110009 山梨県 株式会社田口機工 1090001001319
ＩｏＴと人工知脳を活用した多品種異形物の高精度加工と稼
働率のアップ

山梨中央銀行

6 2819110012 山梨県 株式会社ハーモテック 1090001005006 吸着・把持困難な食品搬送技術の開発
公益財団法人やまなし産業
支援機構

7 2819110013 山梨県 三栄工業株式会社 1090001007927
空調機器用部品の製造工程改善による利益を生むコスト
ダウンの実現

都留信用組合

8 2819110016 山梨県 中央葡萄酒株式会社 9090001009239
甲州ワインの溶存酸素量の制御による香味の向上と長期
安定化

山梨県県民信用組合

9 2819110018 山梨県 有限会社宝永金型製作 8090002010477
複雑な形状にも即応できる高品質で革新的な金型製造技
術の確立

山梨中央銀行

10 2819110019 山梨県 株式会社平山ファインテクノ 5020001070011
高多層・高密度化するプリント基板への極微細シンボルマ
ーク形成（印字）工法の確立

公益財団法人やまなし産業
支援機構

11 2819110020 山梨県 大和葡萄酒株式会社 1090001009254
甲州種葡萄の系統別特徴を活かした高品質な甲州ワイン
生産のための試験醸造

公益財団法人やまなし産業
支援機構

12 2819110021 山梨県 白百合醸造株式会社 5090001009226
山梨県産ぶどうから国内初の樽熟成グラッパの試作開発
を行う

山梨県民信用組合

13 2819110022 山梨県 有限会社山口製作所 8090002010543 小型切削加工機とＩｏＴ監視導入による生産力改善強化 山梨県民信用組合

14 2819110026 山梨県 有限会社渡辺技研 2090002012925
真空機器部品におけるワイヤ放電加工を用いた加工技術
の確立

都留信用組合

15 2819110031 山梨県 湯澤工業株式会社 2090001005095
３次元測量技術と建設機械を組み合わせた新たな手法に
よる事業展開

南アルプス市商工会

16 2819110032 山梨県 有限会社トライアル 3090002009722 超微細加工に対応した生産体制構築への挑戦 山梨中央銀行

17 2819110034 山梨県 有限会社松浦木工 1090002013115
木のぬくもりを活かす、こだわりオーダー家具のニーズに
応える技術力向上と働き方の改革

若杉公認会計士事務所

18 2819110037 山梨県 ｊ’ｓ株式会社 5010401121785
次世代漆器材料（天然材料のみ）を用いた成形体製品製
造工程の改善

北杜市商工会

19 2819110042 山梨県 株式会社ミヨシ 4010901032038 本格的な海外展開に向けた種製品の袋詰め工程の変革
株式会社コムラッドファーム
ジャパン

20 2819110044 山梨県 Ａ－ＭＥＣ株式会社 8090001007078 犬の熱中症対策商品の開発とブランド化 中央市商工会

21 2819110046 山梨県 本坊酒造株式会社 6340001003887
果汁圧搾工程の改善を通じた、甲州種による高付加価値
ワインの試作開発

公益財団法人やまなし産業
支援機構

22 2819110047 山梨県 勝沼醸造株式会社 3090001009211
甲州ワインが世界に挑戦するための新たな搾汁技術の確
立

山梨中央銀行

23 2819110054 山梨県 株式会社ＳＰＣ 1090001006037
インバウンド向け多言語対応販促物の多品種少量生産体
制構築

山梨中央銀行

24 2819110056 山梨県 若杉歯科医院  地域密着型高精度口腔外科治療の推進事業 山梨中央銀行

25 2819110058 山梨県 山梨銘醸株式会社 1090001011219
マーケット需要に応えた製品鮮度を高めるための オンデマ
ンド出荷ライン・システムの構築事業

北杜市商工会

26 2819110065 山梨県 株式会社渡兼 9090001010527
設備導入とＩｏＴを活用した航空機部品の高品質・短納期・
不良レスでの効率的量産の確立

西桂町商工会

27 2819110066 山梨県 株式会社エスピーダ 9090001007184
職人芸の勘や経験に頼らない、工場生産による立体造形
用のコンクリート型枠の創造

商工組合中央金庫

平成２８年度補正 革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金

採択案件一覧（37件）

　本事業については、平成２８年１１月１４日（月）から平成２９年１月１７日（火）（電子申請：１月１８日（水））までの期間において公募を行いま
したところ、全国で１５，５４７件の応募がありました。
　地域採択審査委員会及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、山梨県地域事務局では以下のとおり３７件を採択するこ
とといたしました。
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28 2819110069 山梨県 株式会社加藤電器製作所 5090001008327
ＩｏＴ技術とロボット技術によるインテリジェント半導体組立ラ
インの構築

特定非営利活動法人ものづく
り支援機構

29 2819110072 山梨県 株式会社アメス 3090001000987
複雑なデザインのプラチナ・ジュエリーを製造するための設
備導入

森公認会計士事務所

30 2819110076 山梨県 株式会社富士種菌 4090001005028 シイタケ植菌済み原木販売事業 山梨中央銀行

31 2819110077 山梨県 株式会社甲進化成 9090002011202
亜鉛ダイカストからプラスチックへの材料代替による プラス
チック市場の拡大

商工組合中央金庫

32 2819110078 山梨県 株式会社塩山製作所 1090001009064
タンク内二次発酵法による甲州種スパークリング ワインの
技術開発

公益財団法人やまなし産業
支援機構

33 2819110080 山梨県 ユージーエム株式会社 5020001029841
スマートフォン用部品金型の高精度化・短納期化のための
生産体制改善計画

株式会社エフアンドエム東京
本社

34 2819110082 山梨県 大東製薬工業株式会社 8013301006896
稀少な市販薬の効能・安全性を担保する品質確保・品質保
証の強化による差別化

巣鴨信用金庫

35 2819110084 山梨県 株式会社シンゲン家具工業 5090001001026
生産工程の改善を図り社会的弱者に安全と高品質家具の
提供を実現する

山梨県民信用組合

36 2819110088 山梨県 株式会社スプリング 5090001008822
設備投資によって上から鮮明に見える特許製品の水槽を
日本から世界へはばたかせる

杉本会計事務所

37 2819110090 山梨県 まるいわぶどう園  
カフェレストランの開業と複合機能の提供による 顧客満足
度の向上

大森・中込税理士事務所
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