
＊承認企業が公表を希望していない項目については空欄となっています。
＊掲載している情報は計画承認時点のものです。
＊社名等変更があった場合には、確認のできたものについて反映しております。

番号 企業名 登記上の所在地 承認計画概要 連絡先電話

3085 （株）アーバントラスト
名古屋市中川区中京南通二
丁目8番地

052-354-3140

3086

3087 （株）セイシン 犬山市木津字西ノ山５７－１ ジャストサイズの端材利用オンリーワン商品の消費者直売 0568-62-0480

3088
（株）ファントランスポー
ト

知多半島で採れる魚介類および農産物を用いた、知多での店
舗展開と名古屋市内での産直市場の設置

3089
（株）タイヤスクエアミツ
ヤ

幡豆郡一色町大字味浜字堤
西15番地

0563-72-8111

3090

3091 （株）オニックス 蒲郡市大塚町平原８番地の１ 貸衣装・エステを備えたブライダルサービスの提供 0533-59-6815

3092 那須自動車工業（株）
名古屋市緑区大高町字西正
地10番地1

新工場及び最新設備の導入による顧客価値の向上 052-621-2224

3093 和生工業（株） 西尾市法光寺町西山１０－１ 木質系粉体処理機械の製造及び製品の販売
050-5509-
6475

3094 （株）考建
名古屋市名東区平和が丘4丁
目22番地

木造純ラーメン構法と新マーケティング手法の導入による経
営革新

052-760-2655

3095
（有）シゲオコーポレー
ション

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字
西見影54-10

開業を志す医師のニーズに的確に応えることができる新役務
の開発・提供

0563-62-6728

3096 （有）森建設
北設楽郡東栄町大字下田字
峯山23番地11

高性能な林業専門機械を導入することでサービスの新たな提
供方法の構築

0536-76-0585

3097 （株）マックス
名古屋市守山区元郷二丁目１
１９番地

タバコ吸殻水ろ過装置を企画・開発・商品化して直接ユーザー
に販売

052-798-4111

3098

3099 ピットハウス
岩倉市八剱町六呂丸374-1岩
倉住宅306

中古自転車を中心とした店舗販売と中古自転車のインター
ネット販売

0587-66-1078

3100

3101 （有）位田モータース
名古屋市西区城西二丁目１７
番１２号

人と環境と未来とコストを考えた新サービスの提供 052-523-2511

3102

3103 ＦＣＯ（株）
名古屋市中川区大山町５３番
地

固体酸化物形燃料電池の開発、製販
050-3537-
7213

3104 水嶋建設（株） 豊田市伊保町西浦30 0565-45-0350

3105

3106 栄物産（株）
名古屋市昭和区福江一丁目
10番14号

自動力率調整装置の導入による電力コストの削減提案 052-871-5941

3107
（株）カナオコーポレー
ション

尾張旭市瀬戸川町二丁目156
番地

排水管更生工事とコスト削減 0561-52-5511

3108 （株）岩月屋
海部郡美和町大字木折字戸
井田２３番地

菓子卸売業の製造部門への進出による企画開発型製造卸企
業への転換

052-442-4649

3109 エピュアシステム（有）
名古屋市北区楠味鋺５－２５２
５

052-938-8145

3110 （株）パワーゾーン
名古屋市千種区東山通五丁
目113番地

アウトドアキャリアサイトの事業化 052-788-7575

3111 大法紡績（有） 岡崎市下和田町字大島２８ 無縫製編み機導入によるコスト削減及び新製品の開発、販売 0564-51-9456
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3112 （株）オリック 知多市佐布里字向畑4番地
新たに高精度な実験機器を導入して新製品の開発、新たな生
産方法の導入を実施

0562-56-5107

3113 三彰電工（有） 新城市富岡字向小吹５８
産業用ダイレクトドライブモーターの製造への取組みと、多品
種・小ロット生産に対応した在庫管理システムの導入

0536-26-1211

3114 成田興業（株）
名古屋市東区東桜1丁目9番
19号 成田栄ビル３階

安心して暮らせる共同住宅の推進 052-955-2450

3115 （株）住都建設
名古屋市中区大須一丁目７番
５号

居住用物件及び常滑市に偏った事業の分散

3116 新上工業（有）
刈谷市小垣江町御茶屋下５２
－２４

新製品開発による経営の高付加価値化 0566-21-6010

3117 あおい工務店
名古屋市千種区仲田2丁目17
番21号　ＢＢ池下ビル３Ｂ

耐久性と美観を向上させる屋根の漆喰補修工法 052-764-0357

3118 （株）山一紙工
海部郡甚目寺町大字坂牧字
阿原58番の２

水性インキ対応型のグラビア印刷機の導入による付加価値の
向上

052-442-0212

3119
（株）インテリアスーパー
システムズ

半田市一ノ草町２０２番の５ 愛知県全域に対する新たな建物リース全般の提供 0569-28-6675

3120 （有）武尊工業
海部郡甚目寺町大字新居屋
字上権現74

スリランカの左官職人育成と日本左官工事業のノウハウ移転
による経営革新

052-441-5104

3121 （株）イケックス 愛西市森川町一番割７０番地 シリコンゴム製品製造分野への進出 0567-24-1339

3122 原田車両設計（株）
西加茂郡三好町大字三好字
中島２４

自動車部品の設計から評価までのワンストップサービスの導
入

0561-34-6538

3123 （株）メイデン
犬山市大字犬山字南古券１５
１番の３

省エネ診断総合ソフトの自社開発と省エネ製品の総合販売 0568-61-2318

3124 （株）鈴重 清須市清洲４－１０－１ 生産工程自動化機器導入による省力化 052-400-8141

3125 （株）abeille
名古屋市東区出来町２－８－
８

オリジナルブランドによる花関連雑貨の販売ルートの確立 052-938-0087

3126 （有）弘毅
犬山市大字羽黒字堂ヶ洞１８
－９

大型金型から微細金型までの一貫生産とネットワーク化によ
る修理業務への進出

0568-68-2084

3127 （有）宮本機械工業所
名古屋市緑区大高町寅新田８
３番地２

高効率作業（二次側配管工事への進出）とアフタークーラーの
再拡販による革新

052-621-6271

3128 石原事務所
犬山市上坂町五丁目２００番
地

不動産業への進出による利便性の向上 0568-61-0985

3129 （株）大原工務店
西尾市善明町中根原１１番地
３５

土壌汚染改良工事への進出による高付加価値化 0563-52-1441

3130
（有）カスガイインターナ
ショナル

Co2排出量削減と輸出入規制に対応したエコな梱包資材の開
発と事業化

0568-92-1531

3131 近藤工芸（有）
名古屋市中村区長筬町３－４
４

ブラインドの出張クリーニング事業へ進出し、下請ブラインド施
工業からの脱却

052-412-2112

3132
インターネットサポート
(株）

安城市三河安城本町１－２１
－１

0566-73-6777

3133
コンピューターマネジメ
ント(株）

名古屋市中区丸の内三丁目２
３番８号

電話催告システムのパッケージソフト化 052-971-3535

3134 （株）ダイコー
名古屋市中区大須四丁目１番
２１号

オリジナル商品の企画・商品化による販路拡大 052-702-2522

3135 （株）サンメディナ
愛知郡東郷町大字諸輪字上
前田８番地の６

「家庭用岩盤浴シート」を企画・開発･商品化して販売 0561-38-4581

3136 甘強酒造（株）
海部郡蟹江町大字蟹江本町
字海門９６番地

加圧蒸煮缶の導入によるみりん粕生成抑制とみりんの歩留ま
り向上

0567-95-3131

3137 花乃屋
稲沢市祖父江町大字祖父江
字高熊２１０番地

新商品の製造・販売による事業展開 0587-97-0297

3138 （株）テクニカ 名古屋市昭和区駒方町１－７ ＩＴ技術による革新的合理化 052-835-0010

3139 （株）サプライズ
名古屋市千種区池下一丁目４
番１５号

3140 (有)ヤマキサービス 豊田市平戸橋町太戸９７番地 オリジナル商品の開発、ショップ型店舗への転換 0565-45-1028

3141
(有)サポートプランニン
グ

岡崎市欠町清水田３－１８ 機能性・快適性の高い設備を導入した新たな介護施設の建設 0564-65-7695



3142 一期一会 豊橋市栄町７８ テイクアウトサービスの開発 0532-61-8951

3143

3144 （株）浅野ゴム商店
名古屋市西区那古野二丁目１
０番２１号

ゴム風船を用いたフラワーアレンジメントの製造販売 052-562-0601

3145 （有）パール金属
名古屋市中区大須四丁目１５
番３４号

ネットショップによる新販売方法で新市場の開拓 052-251-0753

3146 東伸（株）
丹羽郡大口町大字小口字馬
場８８番地

自動車機器部品の開発及び販路開拓 0587-95-1741

3147 （株）ごんだ
新城市庭野字東植田３８番の
１

サンドブラスト工法導入による新たな施工サービスの提供 0536-22-1181

3148 (株）タケハラ電子
名古屋市守山区西川原町１４
０番地

3149 （株）心想 尾張旭市平子町東50 住宅型老人ホーム及び訪問介護事業の設立 0561-52-5765

3150 （株）谷野宮組 高浜市湯山町三丁目２番地８
土地の資産価値保護を可能とする減震システムをパッケージ
化した杭基礎工事

0566-52-5674

3151 （株）月安企画
名古屋市東区白壁2-24-10ダ
イヤパレス白壁305

伝統的工芸である名古屋黒紋付染等を使ったブラックフォー
マルイージーオーダーでの販路拡大

052-961-0517

3152 三栄鶏卵（株） 岡崎市中島町字新町４０番地
新ライン導入による作業の効率化及び多品種少量生産による
生産性向上

0564-43-2033

3153 原　包（屋号　O.H.S)
名古屋市緑区徳重４丁目418
番地

新たな塗装受治具の開発と製造方式の導入 052-877-0247

3154 （株）セイワ 西尾市長縄町井ノ元10番１ 飲料水用サーバーの組立、修理 0563-56-2647

3155 （株）ニバイオス
春日井市石尾台1-２　タウン石
尾台１３６－１１

0568-91-0829

3156 （株）Ｋ．Ｔ．Ｓ
名古屋市中区栄５丁目２６番３
６号トウカイビル4階

節電装置を各顧客向けに加工、設置をし環境問題に取り組む 052-262-2477

3157 三州食肉（株）
愛西市北一色町東田面67番
地2

川上から上下までをつないだ安定した食肉流通のルートづくり 0567-33-2911

3158

3159 （株）テイクス 名古屋市北区東味鋺1-1717 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｫﾄﾌﾚｰﾑの動画再生事業の展開 052-903-0900

3160 （有）福益工業所 豊橋市問屋町１の２
うずら卵やプラスチックレンズ用の紙製超精密仕切技術を活
用し、紙製組立玩具を開発

0532-31-1858

3161 （有）伊藤呉服店 北設楽郡設楽町田口字町浦９
顧客の高度化・多様化したニーズに適う付加価値を付与した
商品を販売するショップ型販売体制の構築

0536-62-0147

3162 （株）イマジン
名古屋市瑞穂区大殿町２－１
－１

オンラインショッピングのポイントによるボランティア活動の実
施

052-851-8898

3163 （株）マルヤス
新城市杉山字フロコシ111番地
の1

地元特産品を利用した自社商品の開発及び直営小売店舗の
開設販売

0536-22-0177

3164 犬塚商店 西尾市市子町大宮東16－1
人工ゼオライトを利用した高付加価値肥料の本格的量産及び
販売

0563-72-1435

3165 武技工 炭素繊維の精密加工技術の確立

3166 （株）タマリ工業 西尾市米津町雨堀３５ 0563-57-1171

3167 （株）ハーツファクトリー
小牧市大字三ツ渕１２４３番の
１

植樹事業を絡めたバイオボードの拡販と内製化 0568-41-2720

3168

3169 （株）ＳＨＥ
名古屋市西区上名古屋二丁
目1番7号

052-523-7582

3170 （株）愛新ブロック
新城市一鍬田字北神田平38-
26

環境に配慮した生態系に調和し、動植物が植生できるブロック
製品の研究、開発

0536-26-0121

3171 （有）新東サービス 豊川市末広通4-9-4
人工芝施行事業においてメーカー下請けから直販へ転身し販
売事業の強化を目指す

0533-83-3667



3172 （有）シーグッド
名古屋市千種区茶屋が坂1-
10-2

携帯電話を活用したモバイルポータルサイトの開発と販路拡
大

052-723-6696

3173
（有）すみれハーネス加
工

半田市亀崎町８丁目４６番地 LED照明の開拓（商品販売、商品製作） 0569-28-5751

3174 （株）TAKE　OFF 北名古屋市鹿田西赤土11-3 特殊素材を使用した安価な補正下着の企画販売 0568-25-2588

3175 名古屋木材（株）
名古屋市中川区山王二丁目６
番４１号

木材圧縮技術を活用した製品開発に取り組む 0567-55-1743

3176 （株）扶桑技研
丹羽郡扶桑町大字小渕1377
番地の4

新たな自動車・家電等産業部品搬送台車、同部品ストック器
具の開発・製造

0587-93-7061

3177 ヱスピー東海（株）
名古屋市西区長先町１７１番
地

オリジナル・デザイン新製品開発・販売による業容拡大 052-526-1414

3178

3179

3180
（株）スライブステージ
コーポレーション

名古屋市中区栄３－２－３名
古屋日興證券ビル4階

飲食店予約受付代行サービスの開発による経営革新 052-243-5225

3181 東海工業(株） 豊田市若林東町宮間２－１ 0565-52-3831

3182 （株）ハッコー
名古屋市天白区鴻の巣2丁目
501番地

包装リーク検出装置導入による他社製品との差別優位性の獲
得

052-805-0313

3183 (株）高槻工務店
豊橋市東細谷町字一リ山３４５
番２

グリーンエネルギーを活用した賃貸住宅の施工 0532-41-3977

3184 (株）スエヒロ産業 新城市乗本字坊貝津15番地
生コン製造に新たな生産方式を導入し多種類の生コン製造を
可能にしダムや大規模橋脚が可能

0536-32-0506

3185
（株）コンテンツファクト
リー

名古屋市北区平安通一丁目
13番地2 第二大曽根ビル4階
北号

キッズケアねっと（小児患者向け地域の感染疾病情報発信シ
ステム）の開発

052-913-5226

3186 (株）あしべや菜食 愛西市塩田町宮田15番地
第2工場建設による出荷精度の向上と生食用商材の新たな製
造販売

0567-37-1600

3187 （株）ジェイ・クリエイト
名古屋市中区金山四丁目2番
6号 前川ビル２階

設計専門会社から機器開発メーカーへの脱皮 052-323-7626

3188 トーエイ（株）
陶磁器やフイルム付合わせガラスのリサイクル処理開始によ
る売上高・付加価値の向上

0562-83-3880

3189 (株）平成建設
刈谷市井ヶ谷町中前田６８番
地

地元産木材と太陽熱エネルギーを活用した注文型のハイブ
リッド・ソーラーハウスの開発と販路拡大

0566-36-5539

3190 （株）グローバルビジョン
名古屋市北区平安一丁目7番
23号

病院向け臨床検査システム（ＧＭＥＳ）の販路拡大と新連携企
業との開発強化

052-919-1600

3191 (株）ＳＳＫプロテクト
春日井市上条町５丁目２０８番
地

レザー製品のリペア＆コーティング施工
繊維製品への撥水加工

0568-54-7327

3192 （株）リミックス
名古屋市熱田区横田一丁目
11番6号 フジ神宮ビル

052-678-3681

3193 豊川印刷(株） 豊川市豊川町伊呂通25の4
高性能の設備導入による製品の高品質化及び生産能率・付
加価値額の増大・安全性の向上

0533-86-3349

3194 （株）三翔 小牧市常普請１丁目１３６ バイオマスを使った新商品開発と販路拡大 0568-42-0337

3195 (株）鈴木時計舗

3196 (株）日比野鍍金工業所
名古屋市中区千代田３丁目３
－２１

新ライン構築による製造品の品質向上及び環境に配慮した
めっき品の販売開拓

052-321-3380

3197 日本出版印刷(株）
名古屋市中村区佐古前町１２
番３４号

紙媒体脱却と納期短縮による収益強化 052-471-7101

3198 (株）メディエイト
名古屋市中川区高畑二丁目１
６番地

産業廃棄物リサイクル処理プラントの新商品開発と販売拡大 052-369-0101

3199 伊駒建設(株）
日進市米野木町土岡１０９番
地

地中熱利用換気システムを新たに導入することによる元請け
としての住宅販売の拡大

0561-73-6231

3200
名立エンジニアリング
(株）

名古屋市昭和区紅梅町３－３ 著作物発行による全社員参加型経営 052-853-2696



3201
(有)ＴＲＵＣＫ　ＳＵＰＰＯ
ＲＴ

愛西市大井町浦田面15番地2
工場を改築して自動車分解整備事業の認証工場になることに
よる、付加価値の向上

0567-33-2600

3202 武藤工業（株）
名古屋市中村区岩塚町九反
所59

自社ブランド製品の開発と販売 052-411-2181

3203 ピレニーランド 常滑市樽水字奥平10番地1
最新設備導入による製法特許取得商品の量産体制確立と販
路拡大

0569-34-8441

3204 （株）服部工務店
名古屋市守山区新城１３番１１
号

低価格な土地改良材の生産と販売による経営革新 052-792-3902

3205 リード（株） 岡崎市吹矢町５０番地 強みである技術力を活かした新商品の開発販売を事業化する 0564-65-3840

3206 （合資）八百留商店 高浜市春日町６－８－２４ 青果小売に加えて地元野菜に専門特化した卸売を行う 0566-53-0311

3207
カー・アンド・サービス
（株）

西春日井郡春日町大字下之
郷字砂賀東114番地

車両販売にメンテナンス業務を付加した業態の専門店（サテラ
イト店）を出店して、本店整備工場との相乗効果で新規顧客の
増大と付加価値の向上を図る。

052-400-3953

3208 （株）ニホンキカイ 清須市助七東山中６番地 新型大型歯車加工機械の製造 052-400-4406

3209 （有）三栄鞄
名古屋市北区米が瀬町１０４
番地

発光ダイオード付光るランドセルの開発 052-793-7038

3210 （有）オープンタイプ
名古屋市中区新栄１丁目４３
番１１号

販売促進効果の高いＷＥＢサイト（メモリア竜）の構築 052-253-7199

3211 （株）水野商店 岡崎市六名本町１６－５
新商品生産と新生産体制確立による大幅な売上増加と販路
拡大

0564-51-0183

3212 （有）ビルドアトリエ 名古屋市西区長先町８６番地 052-938-9102

3213 （株）千賀測量設計
額田郡幸田町大字芦谷字福
田83番地

航空写真と数値地図を活用した事業用地の予備測量手法の
導入

0564-62-9521

3214 (有)余語技研 日進市米野木町宮前２８ 製造業用の小型超高速グラインダーの製品開発 0561-72-0795

3215

3216

3217 （株）ヘキサプラント 瀬戸市台六町１５４番地
浄化槽埋め立てや水道施設（配水池）のコンクリート技術と施
工法を耐震強化型に改善改良し製造販売

0561-85-1982

3218 （有）林田電気システム 大府市吉川町４丁目３１番地 野菜工場の全体システム開発とその販売 0562-47-0394

3219 パネルアシスト（株）
名古屋市中区千代田一丁目１
０番１２号

「パネルオーダーシステム」による新市場開拓 052-251-2553

3220 （株）栄和技研
名古屋市中川区伏屋五丁目７
０８番地

音声認識装置「ソフボイス　ランチ」の開発 052-302-3688

3221 兼子合金（株）
幡豆郡吉良町大字吉田字西
中浜７１

低圧砂型鋳造法の構築による高品質アルミ合金鋳物の生産
による高付加価値化

0563-32-0803

3222 ドラッグオーウチ 豊田市小渡町七升蒔15
情報提供機能およびコンサルティング機能を強化する新たな
販売方式の導入（漢方薬／生活習慣病）

0565-68-2155

3223 オオロラ舎
尾張旭市東本地ヶ原町３丁目
１６

ライフスタイルのトータルプロデュースを目的とした複合店舗
の開設による新規顧客の開拓

052-799-1026

3224 矢田平パン（株） 西尾市上矢田町郷後３０番地
ビール酵母を利用した野菜パンの新たな生産と新しい販路の
開拓

0563-59-7140

3225

3226
渡辺和典
（やまや）

豊橋市魚町20番地 店内のいけすで釣った料理の提供 0532-56-7887

3227 丸洋建設（株） 西尾市法光寺町西田２３番地
既存の建築工事事業との相乗効果のため、業務用生ゴミ処理
機の販売事業への進出

0563-54-7412

3228

3229 （株）山幸
名古屋市熱田区四番一丁目１
０幡４号

新サービス提供による事業構造の変革 052-302-6888



3230 （株）エムテックス
名古屋市中区錦１丁目4-16
日銀前ＫＤビル6F

低価格遊技機の企画、開発、製造、販売 052-220-0223

3231 （株）栄光電機 岡崎市渡町薬師畔22番地９ 0564-31-1288

3232 （株）フォーム
名古屋市名東区高針台1丁目
402番地

老人介護施設向けの中型人工炭酸泉製造装置の開発・販売
による経営革新

052-704-0610

3233 (株)エヌデザイン
名古屋市名東区八前２丁目
1504番地

退去立会いに伴う原状回復工事の受注拡大 052-618-8762

3234 （株）エル・シー・エス
名古屋市名東区平和が丘４－
２２

在宅介護パッケージネットワークシステムの構築 052-760-2655

3235 株式会社ネオレックス
名古屋市熱田区伝馬1丁目4
番25号

052-681-2121

3236 （株）Ｌ・Ｃ・ケミカル
名古屋市緑区太子三丁目２０
番地　ニューコーポ太子１０１
号

052-629-6710

3237 ヘアーサロン毎田 愛西市大野町茶木４９ 女性客を対象にしたカット・シェービング等の導入 0567-31-0152

3238 （株）ライフクリエイト
名古屋市港区藤前三丁目304
番地

3239
（株）テンポコーポレー
ション

名古屋市中区新栄一丁目３０
番２９号

「田舎での生活体験」プログラムを提供する別荘地の販売 052-251-2227

3240

3241 （株）ケーワイシステム 高浜市二池町６－１－５１
高精度三次元測定機の導入により品質保証及び自社での一
貫した作業を実現する

0566-54-0567

3242 （株）中野製作所 瀬戸市赤重町６９番地２ 高速細穴放電加工機導入により既存取引先からの受注拡大 0561-89-7875

3243
行政書士法人セントレッ
グ

名古屋市中区丸の内三丁目
17番13号

052-253-7081

3244 （株）プロト 岡崎市美合町字五本松７番地 新商品（肉まきおにぎり）の開発と販売 0564-73-3233

3245
（有）森山環境科学研究
所

名古屋市中村区稲上町三丁
目87番地

検査業務の内製化による人材育成と利益の増大 052-411-2386

3246 （有）マエダ技研 西尾市鎌谷町道入60-2 アルミ鋳造型の新たな金型再生技術の確立 0563-64-0015

3247 豊受工業所 豊明市栄町西大根39－2
切削加工技術の向上による潤滑剤の剥離を起こしにくい高品
質・長寿命・無給油の芯金の開発

0562-97-4825

3248 葵護謨工業（株） 豊田市豊松町人見６番地 カーカスゴム屑の商品化 0565-58-1311

3249 （株）キベ
名古屋市中川区尾頭橋2-12-
17

052-321-6481

3250 三州フリット（株） 高浜市論地町１丁目１番地３ 釉薬調合工程の合理化 0566-52-2011

3251
（株）エムズコーポレー
ション

安城市城南町２丁目１１番地４ 強みである技術力を活かした新商品開発の事業化 0566-76-2020

3252 （株）三宝商会

3253 （株）たんぽぽ
名古屋市緑区六田一丁目192
番地

052-629-0553

3254 オザワ繊工（株） 一宮市大毛字中新開8番地 エネルギーコストを圧縮した染色方法の開発及び販路拡大 0586-78-2111

3255 （株）C-UNIT　SQUARE
名古屋市港区稲永四丁目３番
５号

企業サイト向け可変換装型CMS提供サービス 052ｰ389-1964

3256 パイミート（株） 大府市横根町箕手１３０ 豆腐を使ったデザートの新商品開発と生産による販路拡大 0562-46-2168

3257 （株）ハウスバンク
名古屋市中区栄二丁目12番
12号

052-232-3633

3258



3259
（株）イマジネーションプ
ロジェクト

名古屋市中区丸の内2丁目14
番20号

既婚者を対象として、記念式として「変身バージンロード」の提
供

052-232-5722

3260 （株）モリヤ
春日井市高山町一丁目２番地
の２６

アミューズメント機器を導入した有料老人ホーム建設による新
築・増改築工事の受注拡大

0568-31-6143

3261 ティファクトリー
名古屋市緑区大高町字己新
田64番地

金属板金加工技術活用による中古バイクのカスタマイズ加
工、販売

052-625-6651

3262 （株）維研 江南市河野町一色１２０番地
コンピューター自動部分整経機導入による小ロット・短納期・
高付加価値織物製造

0587-57-3555

3263

3264 (株）中村・フクイヤ
海部郡大治町花常字堀之内３
４－１

抗ウィルス製品の開発・展開 052-444-4616

3265 （株）オプトン 瀬戸市暁町３番地２４ ３次元測定機性能改善と新商品開発による経営革新 0561-48-3382

3266 (株)エコサポート
名古屋市中川区一色新町２
－４０１

0567-56-0039

3267 岩瀬鉄工（株） 西尾市法光寺町流３８－１
最新トランジスタインバーター導入による自社製品の高
付加価値化

0563-56-3486

3268 (有）森設備研究所
豊橋市藤沢町141（ホテル日航
豊橋オフィス棟832号室）

新商品（バレルヒーター保温ジャケット）の開発・生産・販
売による経営基盤の強化

0532-38-5305

3269
(株）カズフードシステ
ム

安城市三河安城町一丁目9
番地10

低価格業態店の開発 0566-75-9494

3270 豊国産業(株）
名古屋市港区藤前一丁目１
１５４番地

不具合検査等を備えた輸送の高付加価値サービスの提
供

052-304-3431

3271 大同紙工印刷（株）
名古屋市守山区瀬古1－
448

052-792-8841

3272

3273 (株)バル
名古屋市中区錦二丁目９番
６号　名和丸の内ビル６階

052-219-7180

3274
合資会社インフォアッ
プコンサルティング

名古屋市名東区藤見が丘５６
番地 グロリア藤見が丘３階

ゴルフショップ向け中古クラブ情報サイトの横展開による
請負開発から利用料ビジネスへの転換

052-769-7660

3275 （株）森鉄工所
一宮市今伊勢町馬寄字上
沼20番地１

省エネルギー放熱媒体ナチュラルパイプの開発・生産に
よる収益向上

0586-45-3458

3276

3277 （有）川口鉄工
一宮市木曽川町黒田３ノ通
り23

歩留まりを高度に向上させた薄物加工の開発 0586-87-6611

3278 （株）坂井工業所
一宮市祐久字南野黒20番
地

直販による売上高と利益率向上のため新規事業展開を
実施

0586-68-1502

3279 （株）クレストホームズ 名古屋市東区葵2-3-1 緑化住宅「プラザガーデン」の開発、販売 052-931-2557

3280 情報通信(株）
名古屋市天白区野並2丁目
247番地

会員制の導入による顧客事業所へのサービスの高付加
価値化

052-891-9951

3281 美容室アンジェ 知多市清水ヶ丘１－１８１２ 新店舗開店による新役務の開発・提供 0562-57-3211

3282 （株）ヨコイ工業
名古屋市西区あし原町１２
７番地

052-502-2835

3283 （株）晋昭開発
名古屋市西区上名古屋二丁
目１番７号コンセール浄心２Ｆ

福祉用具販売員の育成と配置による高齢者、障害者、要介護
者等の要望に応え、新たな角度から建築受注の推進を図る

052-528-3553

3284

3285 （有）丸ヨ青木商店
知多郡武豊町字向陽3丁目
36番地

知多半島産農産物のみを使用した「八福神漬」の製造
販売

0569-73-0269

3286 （株）新川食品 清須市阿原宮東261番地
高機能スライサーの導入による新商品提供及び生産能
力の向上

052-400-0109

3287
(有）中部冷熱エンジ
ニア

部品洗浄機の開発によるエアコン洗浄業務の受注拡大

3288 （株）ディクス
名古屋市千種区今池１丁目１
番３号ルオ千種駅前ビル５階

低所得者向け戸建住宅流通促進サービス 052-741-7075



3289 （有）角上楼 田原市福江町下地３８ 新店舗購入・改装による新たな役務の提供 0531-32-1155

3290 （株）ダイコーゴム
名古屋市緑区鳴海町母呂
後71番地

オイルシールなどのインサート成形技術の確立 052-622-6101

3291
（株）アリカコーポレー
ション

名古屋市東区葵一丁目16
番13号

052-935-4430

3292 (有）YSKサポート 清須市朝日弥生１５番地２ 新たなレンタル・システム導入による業容拡大 052-408-0755

3293 （有）アルファ
愛西市北一色町東田面１９
６番地

モノから人へ！変化に対応する柔軟な企業体質の確立 0567-25-6474

3294 （株）グース
名古屋市中区橘１丁目２７
－９

美容師検索モバイルサイトの提供 052-324-5585

3295
（株）ハギワラシスコ
ム

名古屋市中区錦二丁目４番
３号

当社所有特許「ＵＤＲＷテクノロジー」を使ったｿﾌﾄｳｪｱと
他社ｿﾌﾄｳｪｱを組み合せたシステム製品の販売

052-223-1301

3296

3297 （株）名南技建
名古屋市南区砂口町８０番
の２

052-821-3955

3298

3299 中愛(株)
名古屋市中区錦二丁目７番
８号

052-204-2811

3300 （株）すずき商事
名古屋市中川区福船町四
丁目1番地２８・１５地先

一般消費者への試食結果による味覚の決定と商品化
過程のドラマ化を用いた販売促進

052-354-7747

3301 千田鉄工（株） 安城市横山町横山２０６
強みである加工技術力と短納期対応力を活かした新商
品開発

0566-75-5255

3302 (株)シーエスイー
海部郡甚目寺町大字甚目
寺字山之浦１１９番地の３

汎用プラットフォームを活用した業務用多機能携帯情報
端末の開発及び販売事業

052-443-2111

3303 （株）ＲＣハウジング 豊橋市東郷町６０番地
新しい工法により高品質。・ローコストな住宅を建築し、
販売する

0532-64-7851

3304
シバタテクノテキス
（株）

一宮市木曽川町三ツ法寺
字村西１番地

織物製造業のネットショップ進出 0586-87-6446

3305 （株）石川製作所
愛知郡東郷町大字春木字
新池２２７番地

新規開発成形機による高品質・低コスト製品の生産 0561-38-3003

3306 （株）Ｒ＆Ｍ
一宮市冨田字下屋敷29番
地１

新サービス提供による売上高、利益の向上 0586-46-4530

3307
イデアコンサルタント
（株）

名古屋市北区芦辺町三丁
目５番地６

袋地等の有効活用の企画、提案

3308

3309

3310 河合畜産（株） 田原市西神戸町追田４２ ブランド力を活用した和牛の販路拡大 0531-22-0946

3311 名西工業（有）
名古屋市中川区服部一丁
目７０９番地

前工程業者とのネットワーク化を行った型枠解体工法確
立

052-431-6335

3312 米倉工業（株）
豊明市沓掛町若王子１１－
１９

高品質で価格競争力を持つ管加工アウトソーシング
サービスの開発と販路拡大

0562-95-3248

3313 エコウットテック（有）
宝飯郡小坂井町大字小坂
井字倉屋敷２３番地

木造住宅構造体の部品化による３Ｒ実現住宅販売事業 0533-78-3545

3314 (有)丸藤藤原商店
豊橋市豊栄町字東１５９番
地

赤しそ選別工程における機械導入による効率化･品質
向上

0532-41-0059

3315 （株）ケーエス開発 安城市福釜町砂渡２２－１
強みである粉砕技術・ノウハウや商品企画力を活かした
新商品開発

0566-71-0147

3316 （株）半谷製作所 大府市北崎町大島１３－３ 中小企業向け生産ラインメンテナンス支援事業の展開 0562-46-5121

3317
オートトレーディング
ルフトジャパン（株）

名古屋市千種区千種3-38-
15

ＱＲコードを使用した個人売買事業の立上げ 052-745-6000

3318 （株）名古屋モウルド
丹羽郡扶桑町大字高雄字
宮前161

生花を長持ちさせるパルプモウルド製花瓶の製造・販売 0587-93-2771



3319 （株）Ｇ＆Ｇライフ
名古屋市中村区宿跡町2丁
目80番地

「介護専用型特定施設入居者生活介護」事業の立上げ 052-485-5561

3320
（株）ヒロエンジニアリ
ング

知立市南陽１丁目７２番地
新たなシステム開発と販路拡大及び設置組織体制の構
築

0566-83-2233

3321 （株）ティシュラー
西尾市平坂町仲間縄18番
地1

健康家具の製造及び販売 0563-59-2750

3322 高橋電気工事（株）
尾張旭市井田町三丁目13
番地

性能そのままで電力のみを省く設備の普及 0561-54-9074

3323 岡安電機（株）
名古屋市港区川間町3丁目
22番地

特約店網の構築によるフォークリフト用バッテリーなどの
販路拡大

052-653-1051

3324 ディープヴァレー（有）
名古屋市緑区大高町宇町
屋川61

広告を融合させた「ＡＥＤボックス」の無料設置 052-624-4307

3325 住マイルワン（株）
愛知郡長久手町大字長湫
字鴉ヶ廻間48番地2

自社の顧客リストを活かしたペット関連事業者向けの販
売促進支援サービスの提供

0561-61-0711

3326 岩健毛織工場
一宮市奥町字下口西９５番
地

再帰反射糸を利用した織物の開発 0586-62-5813

3327 （有）石六
高浜市田戸町五丁目３番地
12

一貫生産方式の採用による付加価値増加

3328

3329 （株）京和製作所
大府市横根町坊主山１－６
０２

新製品開発とその効果を高める加工業・部品製造業へ
の進出

0562-47-2361

3330 （有）ケー・ティー・ソフト 尾張旭市稲葉町３－９３－６ 指静脈認証を使ったセキュリティシステム事業への進出 0561-54-9630

3331 （有）山田建材
田原市西神戸町神明前３３番
地

ユニットハウスのレンタル事業展開 0531-22-1937

3332

3333

3334 （株）ユーズ 知多市八幡字曽山７番地の68
知多の｢食と健康｣をテーマとしたポータルサイト及びイベント
の企画・運営

0562-34-2000

3335 （株）アッシュ 半田市有楽町6-224 消費者ニーズを反映した商品開発と他店舗展開 0569-25-0238

3336 日本情報通信企画（株）

3337 松栄テクノサービス（株） 中古ロボットの再生オーバーホールと販売

3338 （株）ファッズ
安城市三河安城東町一丁目
30番地1

0566-77-3006

3339 （株）ナビック
名古屋市中区丸の内二丁目
18番10号

視力回復サービス施設の展開 052-221-8118

3340 （有）トラウム
田原市加治町稲場116番地の
5

LED搭載型観葉植物の開発 0531-23-4884

3341 （株）ムソー 小牧市大草南４３番地
本社を移転・倉庫集約による温度帯管理手法の強化と原価低
減

0568-78-3255

3342 （株）アグリート 名古屋市中区栄２－４－３ 中古厨房機器販売・厨房機器貸与 052-225-7101

3343 （有）ＸＬＴ 岡崎市大樹寺３－２－８ 50CC中古原付バイクに特化したネット販売事業の展開 0564-87-5678

3344 西村工業（株） 西尾市平坂町中奥34番地1 高機能性の二重植木鉢の開発による経営革新 0563-59-6028

3345
（有）パーソナルステー
ジ

名古屋市昭和区山手通2-1-9
アビタシオン山手１階

ウェディングドレスに特化した独立開業支援と開業店舗のFC
化

052-833-1313

3346 （有）木原建築
知多郡美浜町大字河和字上
前田288番地

オーダメイド家具の製造販売、ショールームの設置により市場
開拓と売り上げの向上

0569-82-1825

3347
日研オフィスシステム
（株）

名古屋市昭和区長池町五丁
目11番地の１

インターネット通販（ネットスーパー）の配送ルート管理システ
ムの開発・販売

052-852-1266

3348 Rocher 日進市岩崎町岩根97‐6
予約販売に店舗販売を付加し新たな販売促進を展開し売上
増加を図る

0561-72-4526



3349
（株）ハートエレクトロニ
クス

大府市共和町荒池31-190 電子回路組込習得キット製作販売と技術習得塾の設置 0562-48-0155

3350 （有）ゴールドワーク 安城市明治本町6-3
マネジメント情報システム構築ノウハウをいかした倉庫業への
進出

0566-77-5266

3351 （株）ジョイハンズ
名古屋市中村区名駅２－３６
－１０

高齢者を対象とした出張鍼灸・マッサージサービスの提供 052-551-3031

3352 イヨダ自動車
幡豆郡吉良町大字吉田字天
笠桂103番地

認証工場から指定工場となることによる付加価値の向上 0563-32-0736

3353 （株）安江工務店
名古屋市天白区島田一丁目
1413番地

地域木材を活用した木造住宅の建築 052-800-3300

3354 （有）鬼丸 大府市北崎町清水ヶ根133-5 和紙挿入アクリル圧着ボードの製造販売 0562-47-8456

3355 ＴｒｅｎｄＭｅｄｉｃａｌ（有） 安城市御幸本町6番11号 環境改善商品の開発・販売事業の展開 0566-91-0377

3356 （株）三幸製作所
名古屋市緑区桶狭間北三丁
目1119

高効率製造による高性能タンク開発 0562-48-1391

3357


