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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 3020210002 長野県 漆戸自動車整備工場 ＡＩカラーシステム導入による生産性向上と品質の標準化 アルプス中央信用金庫

2 3020210003 長野県 サク塗装株式会社 3100001007213
遠赤外線カメラ搭載ドローンと独自診断ノウハウを活用した
建物外壁診断方式の確立

株式会社群馬銀行

3 3020210004 長野県 株式会社山忠 2100001014334
業界初、鮮度を重視した「酒のお供」としてのおやき販売事
業

松本商工会議所

4 3020210009 長野県 有限会社多田プレシジョン 8100002023725
加工・測定設備の導入と特殊加工ツールの開発による高精
度部品の生産性向上

株式会社八十二銀行

5 3020210010 長野県 株式会社ハヤシテクノ 9100001021828
プラスチックマグネットの車載用途拡大に向けた金型内作の
強化

長野県信用組合

6 3020210013 長野県 株式会社馬場音一商店 3100001010852
インバウンド需要に資する野沢菜佃煮等製造における真空
調理法活用計画

株式会社エフアンドエム

7 3020210016 長野県 株式会社エフ・パッケージ 7100001017019 剛性素材の加工による販路拡大とＱＣＤ改善への取り組み 松本信用金庫

8 3020210018 長野県 株式会社ミヤマ製作所 8100001010278
外注依存脱却のための生産性向上及び不良ゼロ化への取
り組み

株式会社八十二銀行

9 3020210025 長野県 山和製本株式会社 9100001001185 ＰＵＲによる環境配慮とＩｏＴカメラ検査装置 長野信用金庫

10 3020210028 長野県 株式会社シード・アドバンス 7100001013257
日本一の難塗装を高精度化し、自動車部品の高度要求に
応える

大澤　利充

11 3020210030 長野県 有限会社米山金型製作所 4100002038479
超高精度金型部品の生産性向上と更なる難加工ニーズへ
の対応

長野県商工会連合会

12 3020210034 長野県 千代田株式会社 3100001021296
自動ポケットセッター導入による生産性向上と加工能力増加
に伴う収益性向上

株式会社八十二銀行

13 3020210035 長野県 有限会社ヌーベル梅林堂 4100002031624
菓子生産ライン自動化によるプロセス改善に伴う生産性向
上

株式会社八十二銀行

14 3020210036 長野県 ＭＩＮＯエナジー株式会社 5200001023611
プラスチック複合材専用「資源再生プラント」導入による産業
廃棄物削減と環境負荷低減

長野県信用組合

15 3020210040 長野県 有限会社ヒカリ 9100002016372 農業用ドローンの導入による農薬散布サービス事業の確立 小林　宏

16 3020210047 長野県 米澤酒造株式会社 6100001021426
高品質な「田毎の酒」の生産拡大を目的とした新型洗米機
の導入

アルプス中央信用金庫

17 3020210048 長野県 株式会社メルセン 1100001022809
国内で初めての日本ジカのシカ革製品量産化の取組による
資源の利用促進

株式会社長野銀行

18 3020210054 長野県 合名会社臼居製作所 6100003001995
異分野の受注獲得のための生産性向上及び品質保証機能
の強化

美斉津　晃

19 3020210056 長野県 有限会社武田鈑金製作所 6100002006178
仕上げ加工効率化と溶接能力向上による工作機械カバーの
生産体制確立

株式会社八十二銀行

20 3020210058 長野県 株式会社相模屋 4100001011486
不良率の削減と多種変量短納期に対応する革新的生産ライ
ンの構築

長野県信用組合

21 3020210061 長野県 株式会社三葉製作所 5010701009458
設計情報管理システムの導入による飛躍的な設計プロセス
の高度化

一般財団法人浅間リサーチ
エクステンションセンター

22 3020210062 長野県 有限会社いたや工業 5100002024387
最先端コントロールバルブ用中子の自動加工技術開発と大
幅な生産効率の向上

株式会社ＩＳＴコンサル
ティング

23 3020210063 長野県 有限会社柳沢プラスチック工業 7100002016903
カーテンフック自動組立機と設備導入による生産性向上と短
納期生産体制の構築

長野県信用組合

24 3020210069 長野県 ミヤコ技研
小型ＭＣ導入で多品種小ロット量産体制の標準化と技術伝
承を実現する

長野県信用組合

25 3020210071 長野県 株式会社協同電工 1100001022899
電子基板製造における最新のリフロー炉の導入による生産
性向上と技術革新

飯田信用金庫

26 3020210072 長野県 株式会社ジェノベーション 8100001026530
アクティブ・ラーニング研修の効率的運営と生産性・顧客満
足度の向上

諏訪信用金庫

27 3020210075 長野県 有限会社小林三郎製作所 9100002013948
新ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による加工技術と生産能力の向上及び
受注の拡大計画

アアル株式会社

28 3020210076 長野県 有限会社和泉屋菓子店 1100002010317
安養寺味噌を使用した使用した和菓子の商品化と市場開拓
の強化

株式会社八十二銀行

29 3020210078 長野県 有限会社太陽自動車興業 9100002002843
スタッフに優しい品質向上と効率化～環境対応型次世代塗
装・水性塗料対応ブースと色調システム導入～

長野信用金庫

30 3020210081 長野県 有限会社土倉製材所 1100002005878
新商品パネルログ構法を新たに取り扱い、地域木材産業を
けん引

長野信用金庫

31 3020210082 長野県 株式会社丸安精機製作所 2100001020175
研磨工程革新による超美麗切削加工を施した高級カメラ試
作品パーツ倍増計画

長野県信用組合

32 3020210085 長野県 有限会社フェニックス自動車 7100002011805
地球に優しい自動車エアコン用ガスの高純度・高清浄度メン
テナンスサービスの提供

佐久商工会議所

33 3020210088 長野県 シナノカメラ工業株式会社 3100001013194
３Ｄプリンタ活用による生産プロセス改善向け技術開発での
生産性向上

株式会社八十二銀行

34 3020210089 長野県 佐藤工業株式会社 9100001009781
熱可塑性エラストマーを活用したスマートロック量産による売
上倍増計画

上田商工会議所

35 3020210090 長野県 有限会社サンポー 8100002002051 電動車の薄型ボディに対応する板金修理体制の構築
株式会社コムラッドファー
ムジャパン

36 3020210094 長野県 株式会社サン技建 6100001027308
ＩＣＴを活用する、測量から施工管理補助まで一貫した新世
代地形測量事業

志磨　宏彦

37 3020210098 長野県 有限会社吉田製作所 5100002029626
検査体制強化による工程削減・検査時間短縮・生産性向上・
差別化の実現

株式会社八十二銀行

38 3020210101 長野県 ベストプラ株式会社 5100001023720
スーパーエンプラ樹脂リサイクルの生産性向上・高品質・低
コスト化事業

上田信用金庫

39 3020210113 長野県 株式会社薄井商店 6100001017143
日本酒製造工程の精密化と効率化が支える多様なニーズ
への対応と品質の向上

株式会社八十二銀行

40 3020210117 長野県 和合通商有限会社 3100002015058
廃モーター粉砕・選別機導入による、新規顧客の開拓・利益
率向上

長野県信用組合
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