平成２４年度ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金
第１次公募 第二次締切 採択一覧
（受付番号順）
受付番号

都道府県

申請者名称

事業計画

1 08120048 茨城県

株式会社エムテック

常時補正制御型マイクロNC旋盤の高効率化プログラム開発

2 08120053 茨城県

株式会社エス・ジー・シー

火炎封止軒天井板の特許実用化のための難燃性熱膨張チューブの工業
生産技術の実用化

3 08120063 茨城県

株式会社蔵持

ICタグの一貫製造装置の設計開発

4 08120066 茨城県

株式会社マイクロフェーズ

シランガス発生機構を有するシリコン化学蒸着膜作製装置の試作

5 08120067 茨城県

株式会社日昌製作所

高信頼性で生産性の高い水冷パワーモジュールベースの開発

6 08120068 茨城県

有限会社大森製作所

人工衛星の標準バスシステムに装着されるチタン材・一体化複雑部品の
高能率・高付加価値化を目的に、５軸加工機によるワンクランプ多面連続
加工技術の開発

7 08120070 茨城県

株式会社小澤鐵工所

リチウムイオン電池部品（電極）切削の高効率化技術の確立

8 08120071 茨城県

株式会社ティエス

フォーム成形を応用したチタン合金材料の３次元曲げ加工技術開発

9 08120077 茨城県

システム計測株式会社

全周回転掘削機１台で障害撤去、軸部掘削・排土拡底部掘削・排土を低
振動・低騒音で可能にする治具を用いた場所打ち杭施工機器の開発。

10 08120083 茨城県

株式会社コンピューター総合
風評被害を払拭する高感度非破壊放射能測定システムの開発
研究所

11 08120084 茨城県

東邦工板株式会社

鋼製ドラム缶用部材製造の半自動化設備導入によるコスト削減及び品質
向上

12 08120086 茨城県

大成ブリキ印刷株式会社

高品質要求品専用ラインの構築による存在領域の確立

13 08120087 茨城県

エーテック株式会社

スマート計測機能付き工業内視鏡システムの開発

14 08120088 茨城県

ヤマト精機株式会社

5軸切削加工技術等を活かした難加工部品の供給

15 08120096 茨城県

株式会社朝日精機製作所

連続式水素雰囲気炉の導入による外国製品との差別化

16 08120097 茨城県

株式会社小沢食品

急速冷凍・加熱処理によるロングライフ食品の開発と事業化

17 08120098 茨城県

不二プラスチック株式会社

医療用樹脂成形品の射出成形加工装置の開発

18 08120099 茨城県

株式会社ユミノ金属工業

非熟練作業者対応形のトレース機能付簡易溶接断装置の開発

19 08120101 茨城県

株式会社幸手スプリング

医療業界のニーズに応える世界最小ばね・加工技術の開発

20 08120105 茨城県

木内酒造合資会社

ビール醸造の醗酵技術を活用した茨城産りんご発泡酒の製造技術の開
発及び商品化

21 08120107 茨城県

株式会社石本製作所

タレットパンチプレス導入による継続的受注の強化

22 08120115 茨城県

株式会社練馬製作所

トナーカートリッジ用封緘シール製造コスト35％削減

23 08120116 茨城県

株式会社昭和螺旋管製作所 地下水を利用した冷却装置の開発製造

24 08120119 茨城県

株式会社ユードム

マルチGPS機能／気象センサ搭載型CO2濃度計の開発

25 08120122 茨城県

株式会社ハイペック

省エネ型自動車用樹脂成形機構部品の試作開発

受付番号

都道府県

申請者名称

事業計画

26 08120124 茨城県

有限会社鈴木工業所

試作・製作情報ＩＴ化のための板金用3次元CAD/CAMシステムの導入に
よる迅速な試作サービスの提供

27 08120126 茨城県

株式会社カドワキ

強ねじれ「ヘリカルリングギヤ」の高精度・低コスト加工技術の開発

28 08120130 茨城県

株式会社ロジックデザイン

高度情報通知型状態センサーシステムの試作開発

29 08120132 茨城県

有限会社赤津製作所

蒸気タービン用高温スタットボルトの一貫加工体制の確立

30 08120133 茨城県

株式会社インテグラル

既存住宅の省エネ性・耐震性にかかる住宅性能診断サービスの試作開
発

31 08120134 茨城県

株式会社白土プリント配線製
LED用土手一体基板の開発（高輝度のＬＥＤ照明用）
作所

32 08120138 茨城県

株式会社野村アーテック

高級塗装建材の開発・製品化「ピアノ磨き塗装品を国内・海外へ発信」

33 08120140 茨城県

株式会社第一機電

省エネ型放電プラズマ焼結装置の開発

34 08120143 茨城県

株式会社Bee Beans
Technologies

SiTCP Clientの開発と応用機器市場への投入

35 08120145 茨城県

株式会社安田

急速殺菌活水化装置を用いた高品位発酵もみがら製造システム開発

36 08120146 茨城県

檜山工業株式会社

高速レーザーめっき技術による金薄膜付石英系部品の開発

37 08120147 茨城県

株式会社茨城製作所

水流で発電可能な小水力発電装置の製品化に向けた高効率化、生産性
の向上及び低コスト化の実現

38 08120148 茨城県

アイエス・テクノロジー・ジャパ
iPS細胞自動培養装置
ン株式会社

39 08120150 茨城県

新光電子株式会社

非干渉性多点支持締結機構による超高速・高精度動的重量計の開発

40 08120153 茨城県

常北運輸株式会社

シェルモールド製造における業務改善による価格競争力強化ならびに付
加価値事業計画

41 08120154 茨城県

泰榮エンジニアリング株式会
ディスペンサを用いた高精度レーザめっき装置の試作開発
社

42 08120158 茨城県

株式会社赤津工業所

転造技術（塑性加工）の広域化による小口化・短納期化型への体制構築

43 08120160 茨城県

株式会社ピコサーム

パルス光加熱用の高真空・高温試料セルの開発

44 08120162 茨城県

大塚セラミックス株式会社

次世代自動車用ヒューズ向けセラミックケースの開発

45 08120163 茨城県

茨城プレイティング工業株式 半導体分野用コンタクトプローグの新たな合金めっきプロセスの試作開発
会社
および量産化

46 08120172 茨城県

株式会社アサイン

法改正による分園化が進む児童養護施設向け低価格、高セキュリティを
組込みソフトウェアで実現する携帯端末の開発

47 08120177 茨城県

株式会社安秀工業

独自精密板金プレス技術を応用した超精密複写機定着器部品生産技術
の試作開発

48 08120180 茨城県

樋桁ダイカスト株式会社

新ダイカスト材料使用による多様化するニーズへの取組み

49 08120181 茨城県

株式会社環境経営総合研究
有機性廃棄物磁気熱分解装置の開発
所

50 08120184 茨城県

株式会社ネクシモ

51 08120185 茨城県

有限会社黒沢製作所

52 08120186 茨城県

アジアエンジニアリング株式
会社

図書館向け 高齢者利用の利便性とデジタルデバイドに配慮した館内モ
バイル端末の開発
多種少量医療精密部品をグループテクノロジー手法で類似品集約・中量
化を行いNC加工可能とし、この集約品を複合工作機により素材から完成
品まで一貫で製造する生産方式の開発
難切削材料【CFRP】に対応した高度な型彫り放電加工技術の開発

受付番号

都道府県

申請者名称

事業計画

53 08120190 茨城県

株式会社日港製作所

半導体用異種部品の同時プレス加工及び面押し加工技術の確立

54 08120192 茨城県

株式会社石﨑製作所

先端着脱式ベッドナイフ（芝刈り機の下刃）の試作開発

55 08120194 茨城県

株式会社渡辺製作所

制御盤ボックスの板金・溶接・塗装の作業効率性向上によるワンストップ
化事業

56 08120201 茨城県

エス・ケー・ワイマテリアル株 金属板金曲げ加工における、ベンディング（曲げ加工）システムの、板金
式会社
設計用ＣＡＤサーバーとのＬＡＮ接続による現場作業の省力化。

57 08120202 茨城県

株式会社水戸理化ガラス

高輝度・高安定シースルータイプ重水素ランプの開発・事業化

58 08120204 茨城県

有限会社ジオテック

防災監視のための気泡管画像を用いた傾斜計測装置の試作

59 08120205 茨城県

有限会社ケイテック

小水力発電装置部品の短納期での試作品加工の実現

60 08120208 茨城県

株式会社常総電子産業

ウーブンブレードを利用したハーネス（電気配線製品）の普及・拡大する
為の事業

61 08120209 茨城県

下妻電化工業株式会社

高機能型工業用硬質３価クロム複合めっき法の開発

62 08120210 茨城県

株式会社SAT

微小流量制御方式による薄膜コータの試作開発

63 08120213 茨城県

有限会社宮本製作所

短納期対応の為の４軸マシニングセンタによる円筒上のポケット加工と輪
郭曲面加工等の一体加工技術の開発

64 08120217 茨城県

有限会社光和精機製作所

3Dプリンタ導入及びクラウドコンピュータを使用した3DCADスケッチシステ
ムの構築並びにX線で脳内構造を可視化する脳の3Dモデルの開発

65 08120218 茨城県

荻野工業株式会社

新しい工法（ねじり鍛造工法）による高強度軽合金ピストン冷却用オイル
ジェットBODYの試作開発

66 08120219 茨城県

CarrierIntegration株式会社

接着実装を用いたフレキシブル半導体プロセスの実証試作

67 08120221 茨城県

パーカーS・N工業株式会社

高性能浸炭焼入装置導入による歪低減、高強度化技術の開発

68 08120222 茨城県

株式会社アルファ・ジャパン

電子デバイスの薄肉インサート成形の技術開発

69 08120226 茨城県

株式会社宏機製作所

自動車タイヤホイール用高意匠3D形状センターキャップの金属調加飾
フィルムIMD成形技術による開発および製品化

70 08120227 茨城県

多賀電気株式会社

食品の超音波切断における切断抵抗の低減を目的とした切断装置の試
作開発

71 08120228 茨城県

株式会社ジェネシス

多目的型産業用インクジェットコントローラ試作品の開発

72 08120229 茨城県

株式会社金山製作所

過剰締め付け防止機能付き樹脂継手の試作開発

73 08120231 茨城県

株式会社協栄テクニカ

医療機器具（滅菌装置）の生産設備投資事業

74 08120232 茨城県

トーノファインプレーティング
株式会社

微細パターン樹脂成形における、精密スタンパーと金型の金属接合によ
る一体化試作開発

75 08120233 茨城県

ソルピー工業株式会社

超耐熱性ポリイミドの複合成形に関する製造実証

76 08120236 茨城県

株式会社アルファニー

新素材開発用高真空熱処理炉の試作

77 08120237 茨城県

株式会社ＭＴＤ

建物外壁など重量構造物と鉄骨躯体との位置合わせと、非溶接結合を
容易にする下地金物の試作開発

78 08120238 茨城県

株式会社コーヨー

複雑形状の切削部品における小ロット短納期対応の複合加工ＣＡＭシス
テムの構築

79 08120239 茨城県

株式会社後藤製作所

溶接のフルデジタル化及び溶接条件の不活性化による競争力向上

受付番号

都道府県

申請者名称

事業計画

80 08120241 茨城県

日本モータシステム株式会社 超省エネACモーターの開発

81 08120244 茨城県

株式会社HTD

82 08120246 茨城県

株式会社海老澤精機製作所 ４軸制御マシニングセンター導入による生産プロセス強化事業

83 08120247 茨城県

株式会社伊藤鋳造鉄工所

鋳物切削粉の流通改善と圧縮装置導入による材料リサイクルシステムの
開発

84 08120248 茨城県

秋山精鋼株式会社

表面欠陥見逃し防止の為の外観自動検査装置の開発

85 08120250 茨城県

株式会社保科製作所

放射線防護服の効率的生産システムの構築

86 08120252 茨城県

ＷＰＣコーポレーション株式会 競争化強化に係る発泡性木材プラスチック再生複合材の難燃化技術開
社
発事業

87 08120253 茨城県

千穂田精衡株式会社

動力の循環機構を備えた高速往復摺動・屈曲装置の試作開発

88 08120254 茨城県

WaferIntegration株式会社

半導体故障解析用ナノプローバ試作機改造、実用化

89 08120255 茨城県

株式会社ワールドケミカル

浮遊固形物回転式回収分離システムの開発

90 08120256 茨城県

大丸鐡興株式会社

災害時、断水復旧までの家庭用非常時給水装置の導入と工程等の効率
化

91 08120258 茨城県

セキグチ精工株式会社

新規金型における短納期化及びコストダウン

92 08120260 茨城県

株式会社三友製作所

マニピュレータ内蔵型透過電子顕微鏡(TEM）用試料ホルダの開発

93 08120267 茨城県

東京発條株式会社

オリジナル”ナット圧入自動機”製作事業

94 08120269 茨城県

株式会社茨城技研

環境対応次世代EV向け小型高機能電気接点の開発

95 08120273 茨城県

株式会社カワマタ・テクノス

ゴム成形用バリレス金型の試作開発

96 08120274 茨城県

株式会社真空デバイス

電子顕微鏡用試料の凍結真空乾燥装置自動化の開発

97 08120275 茨城県

株式会社トプスシステムズ

メニーコアを活用した画像認識システム向け超高性能並列分散処理ソフ
トウェアの開発・製造

98 08120276 茨城県

株式会社つくば燃料電池研
究所

形態保持炭素化法による和紙を原料とした燃料電池用ガス拡散層の製
作

99 08120277 茨城県

千代田メインテナンス株式会
新技術の放射性汚染隔離着脱機能を備えた防護服の開発
社

次世代パワーデバイスや、ダイヤモンド製造等に使用する温度制御用加
熱・冷却プレートの開発

100 08120283 茨城県

水木電機工業株式会社

制御・配電盤事業における競争力強化のための生産管理システムの開
発

101 08120284 茨城県

日東電気株式会社

風力発電機用ナセルカバーの試作成型及び大型化への取組み

102 08120286 茨城県
103 08120288 茨城県

株式会社中村自工大成製作
鉄道車両向け銅製熱交換器用新型放熱フィンの量産化の確立
所
小径・長尺・多スリット状タンク品の高効率生産を目的に、楔心金式複合
株式会社三和精機
型と特殊プレス成形工法を開発し、ｴｱｺﾝ・ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ用タンク品を高効率に
製造するプレス成形技術の開発

104 08120292 茨城県

つくばテクノロジー株式会社

耐環境性能搭載レーザ超音波可視化検査装置の試作開発

105 08120295 茨城県

有限会社清和製作所

加工時間の短縮、寸法精度向上のための、複合旋盤機の導入

106 08120297 茨城県

三和ニードルベアリング株式
加圧ガス冷却真空焼入れ炉導入によるハイス鋼一貫生産体制の構築
会社

受付番号

都道府県

申請者名称

事業計画

107 08120300 茨城県

オーツケミカル株式会社

製鉄用CCL（カラーコーティングライン）向けアプリケーターロールの試作
開発

108 08120310 茨城県

株式会社原製作所

3m以上の大型クーラーに関する受注競争力の強化

109 08120312 茨城県

森島酒造株式会社

自醸酒「大観」製造の更なる高度化・高品質化

110 08120317 茨城県

日東電線工業株式会社

独自の生産管理アドオンシステム導入により生産プロセスを強化し、受注
拡大、業務効率化を図る。

111 08120318 茨城県

株式会社エヌエスティー製作 ステアリングシャフトのスプライン部に施すナイロンコーディング新地下処
所
理生産方式の開発

112 08120323 茨城県

泰榮電器株式会社

113 08120324 茨城県

根本エンジニアリング株式会 LNG発電所向極低温用（-165℃）環境対応型国産ノンフロンウレタン保冷
社
材の開発

114 08120326 茨城県

平沼産業株式会社

全有機炭素測定装置TOC-2300用21CFR Part１１支援ソフトウェアの開発

115 08120330 茨城県

S.P.エンジニアリング株式会
社

高齢化社会に適合した「高機能無電化自動ドア」の試作開発

116 08120333 茨城県

株式会社創和工業

大型ワーク用３次元精密切削加工機によるアクリル部品の透明切削加工
技術の開発

117 08120335 茨城県

株式会社産栄ゴム工業

小ロット多品種に対応した自動成形機の試作開発

118 08120337 茨城県

株式会社谷崎製作所

新興国に打ち勝つ低コスト・高品質を実現する生産プロセス強化事業

119 08120338 茨城県

日本シーマ株式会社

新規ポリオレフィン系難燃性粘・接着剤の開発・生産・販売

最新鋭ディスペンサ（表面実装用接着剤塗布装置）導入による新規分野
の事業開拓

