
No 受付番号 申請者名称 法人番号 事業計画名
幹事企業の事業の主たる実施場所

（本社所在地と異なる場合あり）
認定支援機関名

幹事企業：江尻歯科補綴研究所 なし 幹事企業：水谷 真吾

連携先１：ナチュラルデンタルクリニック なし 連携先１：水谷 真吾

幹事企業：株式会社遠松製作所 幹事企業：2180001097628 幹事企業：株式会社ゼロプラス

連携先１：株式会社杉口プレス工業所 連携先１：8200001015135 連携先１：株式会社ゼロプラス

幹事企業：株式会社柳田鉄工所 幹事企業：2140001038049 幹事企業：松下税務会計事務所

連携先１：株式会社和斗工業 連携先１：9140001086974 連携先１：松下税務会計事務所

幹事企業：株式会社サンデンタルラボラトリー 幹事企業：8180001010254 幹事企業：株式会社名古屋銀行

連携先１：スターデンタルクリニック なし 連携先１：株式会社愛知銀行

幹事企業：有限会社武蔵工業 幹事企業：5020002036151 幹事企業：株式会社ゼロプラス

連携先１：有限会社穴沢製作所 連携先１：2020002032277 連携先１：株式会社ゼロプラス

連携先２：株式会社鈴木製作所 連携先２：6020001046043 連携先２：株式会社ゼロプラス

幹事企業：株式会社筑豊製作所 幹事企業：2290001036624 幹事企業：シェアビジョン株式会社

連携先１：光栄テクノシステム株式会社 連携先１：6290001006490 連携先１：シェアビジョン株式会社

幹事企業：大照建工株式会社 幹事企業：7270001000387 幹事企業：株式会社ゼロプラス

連携先１：有限会社和島鉄工所 連携先１：2270002002370 連携先１：株式会社ゼロプラス

連携先２：株式会社高橋 連携先２：8270001002201 連携先２：株式会社ゼロプラス

幹事企業：大森商機株式会社 幹事企業：7500001001097 幹事企業：株式会社ゼロプラス

連携先１：有限会社大森エンジニアセンター 連携先１：5500002001742 連携先１：株式会社ゼロプラス

連携先２：有限会社寿機械製作所 連携先２：7500002002788 連携先２：株式会社ゼロプラス

連携先３：株式会社三聖工業 連携先３：2500001018435 連携先３：株式会社ゼロプラス

幹事企業：錦デンタルクリニック なし 幹事企業：大矢知公認会計士事務所

連携先１：サンライズD・L なし 連携先１：飯田信用金庫

幹事企業：株式会社伊藤製作所 幹事企業：6190001014314 なし

連携先１：株式会社ウチダ製作所 連携先１：6180002088168 なし

幹事企業：おさか歯科クリニック なし 幹事企業：株式会社リアルコンテンツジャパン

連携先１：ファーストテックラボラトリー なし 連携先１：株式会社リアルコンテンツジャパン

幹事企業：有限会社おかデンタルラボ 幹事企業：9190002010128 幹事企業：株式会社百五銀行

連携先１：宮川駅前歯科 なし 連携先１：株式会社百五銀行

幹事企業：株式会社タガミ・イーエクス 幹事企業：1220001012681 幹事企業：公益財団法人石川県産業創出支援機構

連携先１：東和株式会社 連携先１：2220001012796 連携先１：公益財団法人石川県産業創出支援機構

連携先２：株式会社アイデン 連携先２：3220001001039 連携先２：公益財団法人石川県産業創出支援機構

連携先３：新日本溶業株式会社 連携先３：2140001029741 連携先３：公益財団法人石川県産業創出支援機構

連携先４：株式会社鈴木鉄工 連携先４：1220001012673 連携先４：公益財団法人石川県産業創出支援機構

幹事企業：米岡デンタルラボラトリー なし 幹事企業：株式会社三重銀行

連携先１：かめやま歯科口腔クリニック なし 連携先１：株式会社三重銀行

幹事企業：株式会社長尾工業 幹事企業：6140001085145 幹事企業：淡路信用金庫

連携先１：有限会社津名コンサルタント 連携先１：2140002069308 連携先１：淡路信用金庫

幹事企業：株式会社松徳工業所 幹事企業：2122001021242 なし

連携先１：株式会社日工 連携先１：4122001021488 なし

連携先２：大和工業株式会社 連携先２：5120001020930 連携先２：中間英義税理士事務所

幹事企業：株式会社ビー・アイ・テック 幹事企業：6200010082806 幹事企業：公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

連携先１：株式会社ヤシマ 連携先１：5200001007597 なし

連携先２：有限会社大堀研磨工業所 連携先２：7200002007108 なし

幹事企業：サイポート株式会社 幹事企業：2180001117749 幹事企業：株式会社中京銀行

連携先１：株式会社ＩＴ工房Ｚ 連携先１：7180001101913 連携先１：中日信用金庫

幹事企業：株式会社海洋堂高知 幹事企業：5120001159109 幹事企業：高知県商工会連合会

連携先１：高知機型工業株式会社 連携先１：8490001000612 連携先１：高知県商工会連合会

幹事企業：株式会社大久保建設 幹事企業：5290001049961 なし

連携先１：株式会社中央建設工業 連携先１：7290001049183 なし

幹事企業：株式会社ﾘﾊﾞｰｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 幹事企業：1010001175120 なし

連携先１：ルーメン総合企画株式会社 連携先１：1500001013412 なし

幹事企業：株式会社八天堂 幹事企業：2240001040011 幹事企業：株式会社広島銀行

連携先１：株式会社空・道・港 連携先１：1240001055613 連携先１：株式会社広島銀行

幹事企業：中部医療有限会社 幹事企業：9180002076871 幹事企業：有限会社竹内総合研究所

連携先１：小野寺歯科 なし 連携先１：有限会社竹内総合研究所

連携先２：岡崎歯科 なし 連携先２：有限会社竹内総合研究所

連携先３：いいだ歯科医院 なし 連携先３：有限会社竹内総合研究所

連携先４：ジツフジ歯科医院 なし 連携先４：有限会社竹内総合研究所

幹事企業：アイシン産業株式会社 幹事企業：7030002073044 なし

連携先１：エヌ・エス・エス株式会社 連携先１：6110001025319 なし

幹事企業：株式会社マルエス 幹事企業：7120101007090 なし

連携先１：株式会社テラフーズ 連携先１：5010401104088 なし

幹事企業：三和油脂株式会社 幹事企業：9390001004366 幹事企業：株式会社七十七銀行

連携先１：ファイトケム・プロダクツ株式会社 連携先１：5370001043205 連携先１：株式会社七十七銀行

幹事企業：株式会社神戸工業試験場 幹事企業：1140001014570 幹事企業：多田会計事務所

連携先１：エミック株式会社 連携先１：3010701001763 連携先１：多田会計事務所

幹事企業：岡村工業株式会社 幹事企業：9250001013307 なし

連携先１：SMGコンサルタント なし なし

幹事企業：市民エネルギーちば株式会社 幹事企業：3040003006376 幹事企業：磯部 典久

連携先１：株式会社ガリレオ 連携先１：9100001009724 連携先１：上田商工会議所

連携先２：株式会社アグリツリー 連携先２：4290001082311 連携先２： 福岡県商工会連合会
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道路情報表示板軽量化への需要急増に同業者連携と生産力向

上で応える

高齢化及び歯科医療ニーズに対応するデジタル歯科技工のチェアサ

イド連携体制の構築

多品種の歯科技工物治療・製作プロセスの生産性向上のための高

度連携

施工可能軒数の増強を可能とする効率的な部材調達

茨城県

歯科医院と技工所の口腔内データ共有とネットワーク連携による印

象材レス治療プロセスの実現
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ＤＸ技術を活用した板鍛造プレス量産加工のサービス化

革新的複合材製医療用具の連携量産用設備導入による全体能

力向上

データ連携によるインプラントシミュレーションと診療の効率化及び安

全性の両立

連携体内のデータ共有・即納体制整備による医療機器市場への対

応力強化

金属加工企業間の受注・発注・生産管理の共用化システム構築に

よる加工の効率化と品質改善

土木施工の2社リアルタイムデータ連携による災害復旧工事の特急

対応プロジェクト

ブランドの活用とマーケティングデータ連携の相乗効果で観光戦略を

進める

高出力化した産業機械のメンテナンスから加修対応までの短納期化

とサービスの一体化計画

三重県

石川県

福岡県

鳥取県

愛媛県

愛知県

三重県

愛媛シルク新産業創出事業（シルク化成品製造事業）
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石川発 製造業オープン連携プラットフォーム構築･生産性向上事業

『ソーラーシェアリング』バリューチェーン協働システムの構築

データ連携により歯科矯正装置の供給を可能とする新たなサプライ

チェーンシステムの構築
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ＩＣＴ利活用による広域連携鳥獣類監視・追い払いシステムの開

発と製品化

粉体供給・排出機器の部品加工システム化高度連携による国内回

帰の実現

未利用資源の価値を創造する米糠由来スーパービタミンEの新製品

開発

56

振動試験に係る総合的なソリューションラボの実現

水中測量データを活用した一貫的ICT土木施工体制の確立事業

特許取得ノンフライ製法による低カロリー抗アレルギー食品の開発

43

40
デジタルネットワークを活用した最適な歯科技工物治療・製作プロセ

ス構築の取組
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治療と技工のデータ連携により修理しながら長く愛用できる入れ歯生

産体制の整備

グループ内の生産情報共有・活用と設備投資による、顧客対応力

の向上

ドローン測量とICT建機の連携による、ため池整備工事の工期短縮

と施工効率向上

国外生産していたフィギュア製品の国内内製化による新産業創出

鳥取県東部の鉄骨製造業3社連携による、大規模鉄骨工事の受

注獲得
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