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（90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

2725110007 滋賀県

中川絹糸株式会社

2160001006887

絹紡糸ガス焼きシステム導入による海外需用への対応 滋賀銀行

2725110008 滋賀県

株式会社タニモト

7160001013482

ＩｏＴによる工場の見える化と、顧客ニーズへの対応力の
京都信用金庫
強化

2725110011 滋賀県

山岡自工

2725110012 滋賀県

株式会社矢島製作所

4160001001977

軽量化とコスト削減を実現する金型・成形の技術開発と
竹内淳朗
生産体制構築

2725110013 滋賀県

株式会社ノセ精機

7160001010463

より安価な温度調整機能付きはんだごての試作開発

滋賀銀行

2725110015 滋賀県

有限会社オプトセラミックス

8130002021874

空間ディスプレイを実現するための空中結像光学パネ
ルの試作開発

京都信用金庫

2725110016 滋賀県

株式会社高倉屋

5180002033950

「コンピュータ制御全自動式ランニングソー導入」による
滋賀銀行
特注品の小ロット・短納期加工体制の構築事業

2725110017 滋賀県

有限会社西村織布工場

5160002011438

小ロット対応及び生産性と品質向上の為の生産プロセ
ス改善

2725110018 滋賀県

株式会社カフィール

6160001007221

簡易型ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）用高精度レン
大辻税理士法人
ズ製作のための研究開発

2725110021 滋賀県

近畿精工株式会社

3160001006556

高度化するＬＥＤヘッドライト用プラスチックレンズ金型の
滋賀銀行
製造技術の確立

2725110026 滋賀県

株式会社吉田生物研究所

3130001013514

薄片サンプル作製工程の機械化を図り高効率化及び高 一般社団法人滋賀県中小
精度な分析技術を確立
企業診断士協会

2725110027 滋賀県

株式会社栗東鉄工

1160001013232

ファイバーレーザー溶接機を活用した薄板溶接技術の
確立による製品の高品質化と短納期化を実現

2725110030 滋賀県

株式会社古川与助商店

6160001001728

高機能制御装置を導入し製品の高品位化と操業の容易 一般社団法人滋賀県中小
化生産性向上を実現
企業診断士協会

2725110036 滋賀県

シガ電子株式会社

5160001006694

新素材ガスケットの製造を可能にする高機能金型の開
発

2725110037 滋賀県

林化学工業株式会社

7130001007082

２０２０年の５Ｇサービス開始に参画するための製造ライ
三井住友銀行
ン新設事業

2725110039 滋賀県

合同会社トレスバイオ技研

2160003000582

アパタイトの利用範囲を広げるゲル状バイオアパタイト
の開発

2725110042 滋賀県

安田金属工業株式会社

1120001021908

アルミ押出用コンテナ設備更新による省エネと不良率の
滋賀銀行
低減

2725110043 滋賀県

山川撚糸工場

2725110044 滋賀県

ハグロエンジニアリング株式会社

8160001011527

住宅の耐震性と耐久性を高める鉄骨ジョイント部品の高
滋賀銀行
品質化

2725110048 滋賀県

有限会社松本技研

6160002009852

ＣＮＣ画像測定器の導入で測定作業の大幅改善と品質
滋賀銀行
の向上、受注増を同時に実現

2725110051 滋賀県

株式会社ヒラカワ

6120001069538

溶接ロボットを活用した高度溶接技術の自動化による生 公益財団法人滋賀県産業
産性向上
支援プラザ

2725110058 滋賀県

高橋繊維工業株式会社

6160001011958

複合素材を用いた獣害用ネット向け新素材撚糸の開発 高島市商工会

2725110060 滋賀県

有限会社かぎや菓子舗

8160002009470

伝統和菓子の革新的製造方式の確立

日野町商工会

2725110063 滋賀県

株式会社Ｋａｍｏｇａｗａ

7130001010284

ＣＦＲＰとチタンの積層材を切削加工するための高性能
エンドミルの開発

栗東市商工会

2725110066 滋賀県

喜多酒造株式会社

8160001009851

冷凍機付タンク導入による海外市場向け「生酒」の供給
滋賀銀行
体制確立

2725110070 滋賀県

フラワー企画有限会社

6160002005694

３ＤＣＡＤを活用した完全オーダーメイドデザイン仏具の
滋賀銀行
提案

2725110075 滋賀県

国産バネ工業株式会社

3120001055210

次世代自動車用ワイヤーハーネス部品の増産要望に伴
滋賀銀行
う安定供給体制の確立

2725110077 滋賀県

ケイテクト

2725110078 滋賀県

ツジコー株式会社

9160001005164

ホールフーズから特定の機能性成分を濃縮抽出する技
滋賀銀行
術開発

2725110082 滋賀県

近江織物株式会社

9160001009801

国内初新素材ポリテロン繊維を使用したイオン交換膜
基布の開発

2725110084 滋賀県

株式会社ファイバー

8160001009257

サイクルジャージのミシンによる縫製を無縫製化する研
滋賀銀行
究・商品開発

2725110087 滋賀県

株式会社セルミック

6160001014779

世界初の「８つの照明方式を搭載したデジタルマイクロ
スコープ」開発・製造の実現

2725110088 滋賀県

株式会社昭和バルブ製作所

3160001008370

ＣＮＣ旋盤導入による生産プロセスの強化と技術の継承 大辻税理士法人

旧車・絶版車のレストアによる新サービス開発事業

濾過布用撚糸の合糸工程改善を通じた高付加価値化
及び新たな撚糸開発

長浜北商工会

高島市商工会

滋賀銀行

滋賀銀行

公益財団法人滋賀県産業
支援プラザ

高島市商工会

ＩＯＴ技術を駆使した高度３次元切削加工によるスマート
長浜信用金庫
ファクトリー化
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滋賀銀行

滋賀銀行

2725110095 滋賀県

株式会社シンコーメタリコン

2160001004908

液晶ディスプレイ製造における画期的な品質及び製造
能力の向上に資する試作開発

滋賀銀行

2725110096 滋賀県

株式会社三協製作所

5160001009367

発電機の新しいパネル構造の生産を可能にし、受注獲
得を目指すための生産体制構築

税理士法人中川会計

2725110104 滋賀県

大管工業株式会社

1420001001251

下水管更生材の製造工程の自社内製化

商工組合中央金庫

2725110108 滋賀県

株式会社クリスタル光学

3160001000625

数値制御型研磨装置を用いた超高精度自由曲面研磨
技術の開発

京都信用金庫

2725110112 滋賀県

紺藤織物株式会社

6160001011891

産業資材用途撚糸の高機能・高性能化技術と高効率生
高島市商工会
産技術の確立

2725110114 滋賀県

株式会社アルサスエンジニアリング

6160001005407

医療用リフト式体重計製造の生産能力向上による受注
の拡大

2725110115 滋賀県

有限会社グリーンライト工業所

7160002000620

多数個取り射出成形方法の工夫による生産性と品質の
税理士法人川嶋総合会計
向上を図る事業

2725110119 滋賀県

ラック株式会社

9230001012582

情報処理技術を活用し、管更生工における穿孔部の品
北國銀行
質向上を図る

2725110123 滋賀県

日光精器株式会社

4120001150308

高度化機器の導入による新商品開発業務・立上業務の 公益財団法人滋賀県産業
革新
支援プラザ

2725110124 滋賀県

リードテクノ株式会社

8150001008078

高解像度ハイレゾ・イヤホンに搭載する薄型圧電音響振
滋賀銀行
動子の開発

2725110136 滋賀県

株式会社ＲｏｓｅＵｎｉｖｅｒｓｅ

4160001018006

「和バラ」を用いた純国産・高品質ローズウォーターの製
滋賀中央信用金庫
造

2725110139 滋賀県

株式会社サンシャインポリマー

7130001006506

製袋機の機構改良による多様なサイズ展開と小ロット短 アクセルコンサルティング
納期対応
株式会社

2725110141 滋賀県

日光化成株式会社

6120001068523

リチウムイオン電池用高性能絶縁板の開発と製造ライン
商工組合中央金庫
の構築

2725110146 滋賀県

株式会社丸宮穀粉

7160001011701

滋賀の代表素材・滋賀羽二重もち米のブランド化を目指
東近江市商工会
す設備改善事業

2725110148 滋賀県

上原酒造株式会社

5160001011819

新式瓶詰体制の導入による品質と生産性の向上の実現 高島市商工会

2725110151 滋賀県

多胡扇子店

デザイン扇骨開発計画（伝統を引き継ぎ、新しい方法
で）

滋賀銀行

2725110152 滋賀県

お米農家のよこい

製造環境改善による高付加価値米の個食市場への参
入

高島市商工会

2725110155 滋賀県

株式会社柿木花火工業

2725110161 滋賀県

糀屋吉右衛門

2725110166 滋賀県

フロンティアシステム株式会社

2725110168 滋賀県

商工組合中央金庫

花火の残滓を大幅に減少させるエコ花火の普及と生産
滋賀中央信用金庫
性向上

8160001007649

糀需要拡大に対応する新設備導入による売上拡大

野洲市商工会

9160001003473

業界初 自動織機１台ごとに、糸１本の欠陥検知を可能
とした自動織機検査装置開発

アストライ債権回収株式会
社

株式会社かんき建設

6160001011066

窓の屋外側を緑化する商品《窓辺緑花》普及版の試作
開発

関西アーバン銀行

2725110170 滋賀県

保木機料株式会社

5160001012049

消防ホース用素材の高強度糸・静電気対策糸の試作開
高島市商工会
発

2725110175 滋賀県

本間鉄工

2725110177 滋賀県

株式会社ガーデン機工

2725110179 滋賀県

ディーゼルエンジン用配管パイプの溶接精度の向上と
高効率化

瀬田商工会

2160001005963

精密ワイヤ放電加工機導入による生産性向上計画

大辻税理士法人

三友エレクトリック株式会社

9160001006666

ワンストップ生産体制の強化のための３Ｄ－ＣＡＤ導入

滋賀銀行

2725110181 滋賀県

株式会社タカラインコーポレーション

8120001083834

大気圧プラズマを用いた非接着剤接合技術の開発

栗東市商工会

2725110188 滋賀県

ｙａｍａｔｏ株式会社

8160001008267

検査部門の測定精度向上と業務改善による営業力強化
大辻税理士法人
の推進

2725110195 滋賀県

株式会社中央電波工業

6160001010506

マイクロ波計測装置導入による短納期・大量生産・高品
滋賀銀行
質化計画

2725110196 滋賀県

株式会社栄工業

7160002013928

産業機械向け板金加工部品における高精度・低ひずみ 協同組合京滋中小企業経
薄板溶接技術の確立
営サポートセンター

2725110199 滋賀県

大塚産業マテリアル株式会社

5160001006521

デジタル管理による品質および生産効率向上の為の自 公益財団法人滋賀県産業
動プレス機の開発
支援プラザ

2725110200 滋賀県

湖東フラワー

2725110201 滋賀県

ニッタモールド株式会社

2725110202 滋賀県

池田製作所

2725110204 滋賀県

株式会社団喜

4160001003940

包餡ロボット等最新設備導入による新商品の開発・量産
滋賀銀行
化と販売体制のオムニチャネル化

2725110207 滋賀県

株式会社ＡＣＴＹＰｏｗｅｒ

6160001018334

先進的外科手術の普及と安全性向上に貢献する新しい
関西アーバン銀行
医療機器事業

2725110210 滋賀県

株式会社シグマックス

8120001044209

全数検査可能な高速高精度ラベル検査システムの導入 高島市商工会

熟練技術の機械化・自動化による高級ギフト用アンスリ
滋賀銀行
ウム高収量生産の実現
心房細動治療用ホットバルーンカテーテルの先端チップ
商工組合中央金庫
試作

4160001005854

４次元加工で樹脂加工における寸法精度の限界点への
甲賀市商工会
挑戦及び生産性の向上
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2725110214 滋賀県

株式会社ノチダ

6122001019695

超多品種変量短納期受注に対応するため最新の板金
設備を導入する

2725110221 滋賀県

有限会社清元楼

9160002000560

パート職員を活用した本格的懐石惣菜の大量生産体制
大津商工会議所
の構築

2725110225 滋賀県

関西産業株式会社

2160001008173

多量の可溶性シリカを含有するバイオ炭（籾殻くん炭）の
大垣共立銀行
試作開発

2725110232 滋賀県

株式会社ＴＫＳ

4160001010508

ＣＡＤ／ＣＡＭと同時５軸複合加工機をリンクさせ、高度
な加工と共に生産性を向上

東近江市商工会

2725110233 滋賀県

スマック株式会社

9120001104102

モータ高効率駆動用ベクトル制御マップ自動生成装置
の開発

一般社団法人滋賀県中小
企業診断士協会

2725110234 滋賀県

旭合繊維株式会社

5160001011793

合糸工程内製化による複合撚糸開発を基に次世代織
物の試作開発

高島市商工会

2725110235 滋賀県

株式会社片岡精起製作所

6160001010704

ＮＣマルチフォーミング機を用いた超短納期化生産プロ
セスの革新

合同会社ラック・パートナー
ズ

2725110238 滋賀県

平成工業株式会社

1160001010972

蒸気養生温度自動管理システムによるコンクリート製品
滋賀銀行
の高品質化と「ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ」への対応

2725110241 滋賀県

株式会社上田製作所

6160001009416

バルブ製造技術の高度化による市場ニーズ対応と新分
大辻税理士法人
野への製造展開

2725110245 滋賀県

株式会社壺八

7160001005562

ガス窯増設による信楽焼陶製水琴窟製造環境整備事
業

2725110246 滋賀県

みなくちファーム

2725110260 滋賀県

能勢鋼材株式会社

6120001000948

航空機部品一貫生産体制構築のための最終検査体制
池田泉州銀行
の構築

2725110268 滋賀県

株式会社光子発生技術研究所

2160001010757

卓上型放射光装置みらくる光源としたサブミクロンＸ線Ｃ
滋賀銀行
Ｔ装置の高速化

2725110271 滋賀県

京都宝製菓株式会社

4130001002342

ドライアイス洗浄機導入による品質向上と生産効率化

滋賀銀行

2725110277 滋賀県

株式会社サンクフルハート

5160001007239

介護離職者ゼロの実現に寄与する組立式介護浴槽の
開発

長浜北商工会

2725110278 滋賀県

株式会社北岸製作所

8160001018638

曲げ加工工程の自動化による手作業の削減と加工技術
滋賀銀行
の承継

2725110279 滋賀県

株式会社佐藤医科器械製作所

1130001020875

レーザー加工工程の自動化によるボトルネックの排除と
滋賀銀行
機械の稼働時間延長

2725110281 滋賀県

近江ＯＦＴ株式会社

7160001015735

異形ねじ製造における頭部成形工程の品質向上と社内
滋賀銀行
一貫生産体制の確立

2725110283 滋賀県

株式会社テクノフロンティア

5120001160693

高速積層装置の導入による対向流型熱交換素子の生
産性向上と高品質製品の安定供給の実現

髙木税理士事務所

2725110286 滋賀県

トランスブート株式会社

5160001004293

マンション向け自動電流計測システムの開発

滋賀中央信用金庫

2725110287 滋賀県

株式会社スタジオケイ

9160001012243

足と靴と健康を考えた新商品の提供で健康生活をサ
ポートする

滋賀銀行

妙中公認会計士事務所

甲賀市商工会

原木椎茸を使用した「椎茸パウダー」の商品化及び製造
高島市商工会
環境の改善
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