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番号 会社名等 本店所在地 計　画　テ　ー　マ 連絡先電話番号

4098 ㈱タキオン
安城市野寺町宝殿26番地
１

精密万能試験機を使った新たな販売方法の導入、確立。 0566-99-4368

4099 ㈱MTMコミュニケーションズ
一宮市本町２丁目3番地10
号

農作物ハウス用M2Mシステムの開発・事業化 0586-85-6443

4100 トヨタシート(有) 豊田市高崎町野末15番地5 第三工場新設による生産能力の向上 0565-33-8033

4101 フラッシュ
日進市赤池町箕の手2-
1339

視覚障がい者を対象とした、歩行者信号の青・赤を判別できる杖 052-910-0702

4102

4103 ㈱都あられ田口本舗
名古屋市西区押切二丁目3
番4号

052－552-2208

4104 ㈱メイセイプリント
清須市枇杷島駅前東一丁
目3番地３

新たな生産方法の導入と関東工場新設による販路拡大と受注拡
大

052-503-3091

4105 （有）Ｓ・Ｔ・Ｅ・Ｐ
豊橋市神野新田町字サノ
割36番地

農業活動による障害者の就労支援 0532-33-6778

4106 ㈱スマイル
名古屋市昭和区広路通3-
2-1

発見から進行抑止までをケアする、認知症対策の訪問看護事業 052-893-6806

4107 ㈱竹内家具店
豊川市御津町西方小貝津
10番地3

「接ぎ工程」機械化によるセミオーダー商品の開発 0533-76-3636

4108 ㈱ユーコー
尾張旭市印場元町5丁目1-
7

鶏から揚げの新商品開発・販路拡大・販売方法の革新による事
業活性化

0561-55-3457

4109 ナゴヤ・ホールセール㈱
名古屋市北区丸新町338番
地

顧客管理システム等の導入による経営合理化及びクリーニング
価格の平均化を図る

052-901-6400

4110 ソートウェア㈱
名古屋市中区新栄二丁目
２番２４号あいちベンチャー
ハウス301号室

中小製造業のマネジメントレベルに合った「儲けの見える化」ソ
リューションの提供

052-251-8680

4111 ㈱Ｊパック 春日井市牛山町2966番地 0568-33-5511

4112 ㈱神仲
高浜市清水町三丁目3番地
１

トンネル形状式陶器製配線瓦の商品化及び販売 0566-53-1532

4113 ㈱エフテックコーポレーション
名古屋市西区枇杷島三丁
目27番24号

中小企業の「メンタルヘルス対策」を支援するITを活用したサービ
スの開発

052-532-5500

4114 アルファ化研㈱ 日進市浅田町下小深田6-4 052-804-4878

4115 マサキ住建㈱
愛知県碧南市田尻町1丁目
28-4

価格競争から脱皮を図るため、元請け工事の受注を増やし、付
加価値の向上を目指す

0566-41-3009

4116 ㈱東利
愛知県名古屋市中村区長
筬町1丁目11

壁面の高圧洗浄とはくり作業によるユーザーに費用負担の少な
い水槽維持管理の実現

052-411-4580

4117 ㈱知多リサイクル
名古屋市港区昭和町23番
地

052-619-5266

4118 ㈱ムービング
名古屋市中区古渡町14-16
明和ビル3F

遠隔デモンストレーションサービスの商品化 052-265-6973

4119

4120 ㈱南坊園 一宮市浅野字赤見前68-1 花ギフト販売の拡大 0586-77-0487

4121 HRSファシリティーズ㈱
高浜市神明町二丁目２番
地７

水質検査機器導入による事業内製化と販路拡大 0566-91-1290

4122 ㈱ホテルクリエイト
豊橋市神野新田町沖ノ島１
７６－１

0532-47-2311
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4123 ㈱ビルジャン 名古屋市東区山口町９－９ 効果的・効率的な販売を実現するシステムの開発 052-979-7323

4124 ㈱イトー 高浜市稗田町１－６－１１
専用ルームを設置し、専用ベッドでヘッドスパとまつ毛エクステン
ションを提供することにより付加価値の向上を図る

0566-52-0058

4125

4126 ㈱エスター
愛知県名古屋市北区楠5丁
目308番地

「庭を楽しみたい」というお客様のニーズを満たすプール付き庭の
リノベーション事業

052-902-5430

4127 ㈱アルテック・ラボ

4128 ㈱大伸製作所 名古屋市西区木前町１５８
ゴム成形金型における設計・加工データベース構築とパーティン
グライン(P/L)面における 適加工法の開発

052-502-8151

4129 ㈱実践環境研究所
名古屋市中村区椿町１７－
１６

ジャトロハァ活性炭を活用した排ガス／排水装置用ハイブリッド
フィルタの実用化

052-452－0729

4130 ㈱テラニシ合金
名古屋市港区小碓二丁目
１１１番地

鋳物加工技術の高品質化と製造コストの削減 052-381－6781

4131 ㈱エッセンサンラク 一宮市栄３丁目８番１４号
高齢者でも安心して食べられる、スリット加工ステーキ肉の製造・
販売

0586-72-1122

4132

4133 ㈱アスト
食肉トレーサビリティ・システムの構築による新役務提供および商
品付加価値向上

4134 鈴与興業㈱
丹羽郡大口町秋田１丁目１
００－１

ご当地サンリオキャラクターカフェの運営 0587-95-3238

4135
㈲ジャパン・ケミカル・インダス
トリー

名古屋市昭和区広路町字
石坂5丁目4番

店舗等におけるクレンリネス調査及び品質評価事業 052-977-8218

4136 アクロス㈱
名古屋市中区丸の内3-23-
8
フレーヌ丸の内ビル3F

社内情報共有に関連するソフトウェア開発と販路拡大 052-971-6651

4137 ㈱和工務店
愛知県名古屋市中村区豊
国通6丁目22番地

「ゼロエネルギー住宅」真の低炭素住宅の建設事業推進とその
効果を実証するモデルハウス建設

052-485-5110

4138

4139 ㈱ヘルスプランニング名古屋
名古屋市熱田区五番町7-
15

未治療患者と疾患予備軍向けの「トータルヘルスケア」の提供 052-659-2230

4140 ㈱中村鉄工所
西尾市吉良町瀬戸五本松1
番地3

新多軸加工機導入による新たな生産ラインの再構築 0563-35-7011

4141

4142 ㈱三油商会
名古屋市中区丸の内２－１
－５

「持込みタイヤ交換」専門店を出店する 052-231-7721

4143 ㈲阿羅比加
豊川市新桜町通１－３８－
１

ロールケーキ店併設型カフェへの業態変更 0533-84-8711

4144 ㈲ガレージ・スウェルト 春日井市勝川町１３８番地 大型レッカー車導入によるレッカー業務拡大 0568-35-3060

4145 ＳＰデザイン㈱
名古屋市中区丸の内1-14-
24ライオンズビル第二丸の
内9F

建築現場の進捗管理及び情報共有をクラウド利用により簡便か
つ汎用的に実現

052-855-3555

4146 ㈱サクセス
愛知県一宮市大和町苅安
賀字山王49番地

高齢者と福祉専門学生・従事者の相互扶助交流を実現する賃貸
住宅の展開

0586-43-8989

4147 ㈱ジェットラグ
半田市庚申町2丁目27番地
1

美容サロンでの施術待ち時間でオーダースーツ販売を行う『suits
de salon』展開

0569-28-6160

4148 ㈱ブランシェ 春日井市大手町907-1
託児所運営により従業員の生産性向上と地域コミュニティ活性化
を目指す

0568-33-0555

4149 ミニチュアファクトリー㈱ 豊川市一宮町泉１２９番地 ジオラマ模型カフェの運営 0533-92-2310

4150 ㈱しもむら 安城市大東町18番9号 外国人富裕層をターゲットとした宝石象嵌工芸品販路開拓 0566-75-2581



4151 ㈱ソハード
名古屋市西区中小田井5-2
錦新ビル2階

レーザー加工による新製品の商品化と販路拡大 052-509-7275

4152 ㈱竹川工務店
名古屋市天白区中砂町55
番地

建設からリフォーム・売却まで全てをサポートするサービスの提
供

052-831-9452

4153 ㈱伊藤製作所 弥富市松名５丁目２０２－３ 大型設備導入による高品質安価な製品供給の実現 0567-68-8875

4154 ㈱晃伸製機 あま市七宝町桂築込1884 052-442-1166

4155 ㈱アクア
名古屋市天白区西入町八
番地

インターネットを使った動画広告事業 052-691-6293

4156 ㈱APOLLON
名古屋市中村区名駅四丁
目16-33

052-443-7555

4157 ㈱アイワ工芸
名古屋市中村区宮塚町183
番地

外観リノベーションの開発・拡販 052-411-6035

4158

4159 住田建設㈱
津島市東柳原町四丁目10
番地

老朽化した賃貸物件のテーマ付きリノベーションと販売 0567-28-2030

4160 千路工業㈱
豊川市小田渕町三丁目５９
番地

大径加工の量産化に向けた新たな生産方式の導入 0533-88-4949

4161 ㈱健遊館
名古屋市中村区寿町25番
地

4162 山眞産業㈱
名古屋市西区花の木二丁
目22番1号

桜・バラに続く四季折々の花や葉と地産果実の食材食品を開発・
提案する企業への経営革新

052-521-0500

4163 ㈱創写館
新システムの導入による情報管理とシステム利用による新しい
サービスの提案

4164 中京社会保険労務士法人
名古屋市中区丸の内1-13-
11

医療労務コンサルティング 052-265-7578

4165 旭光撚糸㈱
一宮市中島通１丁目３２番
地

0586-73-0305

4166 マルショウ建設㈱
尾張旭市印場元町五丁目2
番地31

低頭地の基礎地盤改良工事低コスト・短工期を可能とする重機シ
ステムの導入

0561-54-1707

4167
エックスホールエンターテイメ
ント㈱

名古屋市中区大須3-24-44
大須セントラルスクエア３F

カテゴリーに特化した婚活イベントの立ち上げ 052-265-6657

4168 ㈱フルバック
名古屋市中区丸の内二丁
目14番4号
エグゼ丸の内ビル406号室

ボクシングの普及活動と、社会貢献のマッチング活動 052-212-7314

4169 ㈱プレジャー
名古屋市緑区鳴海町字下
汐田158番地

精密機械の運搬方法の革新 03-3687-3503

4170 名古屋総合システム㈱
名古屋市中村区名駅２－３
７－２１東海ソフトビル5階

独居老人世帯向けコンビニ戸配サービス 052-586-9722

4171 ㈱リオ
名古屋市中区上前津２－３
－１１長崎屋ビル２F

コンピュータと動画を利用した現場教育の事業展開 052-323-6365

4172 ライラック
東海市加木屋町仲新田58-
1

大型車を活用したペット火葬サービス 0562-31-7155

4173 木下精密工業㈱
名古屋市北区丸新町２０１
番地

既存の金属精密加工技術の活用と新規設備の導入による、航空
機部品用の難加工材の加工技術向上と低コスト化の実現

052-902-3331

4174 江戸川物産㈱
春日井市牛山町溝端1600-
1

小ロット・多品種・短納期に対応した文房具の製造過程の構築 0568-33-3333

4175 ㈱テクノプラスト
名古屋市南区塩屋町５丁
目１－１

削り出しの加工技術を活かした新商品開発と販路拡大 052-819-1130

4176 ㈱一榮食品
愛知県春日井市南下原町
字三番割455

ボイル帆立貝柱を使った新製品開発と販路拡大 0568-56-0181

4177 ㈱志村プレス工業所
小牧市大字三ツ渕４０７番
地の１

先端ファイバーレーザ導入で画期的な省エネルギー事業 0568-77-0135

4178 ㈱エンビ
太陽光パネルの見学施設及び発電量比較サイトによる太陽光パ
ネル情報提供サービス

052-462-1193



4179 ㈱JAPTEC
名古屋市名東区望が丘２７
９番地

行程強化によりローコスト・短納期・高精度・高機密を実現する一
貫生産体制の確立

052-775-0090

4180 ㈱マール
名古屋市東区東桜2-17-13
2F

医療施設に特化した開業支援事業 052-937-7650

4181 ㈲和秀
名古屋市中区錦三丁目17
番5号

持ち帰り専用SOYスフレの開発と量産体制の確立 052-951-9211

4182 リサイクルテック・ジャパン㈱
名古屋市港区幸町一丁目
46番地1

052-355-9888

4183 ㈱ホロン
名古屋市中村区名駅２－３
７－２１
東海ソフトビル３Ｆ

製パン・製菓業界向けPOS連動販売・生産管理システム開発と販
路拡大

052-582-2355

4184 ウォーターズ㈲
名古屋市名東区植園町３
－５０

052-700-6001

4185 ㈱福祉情報事業団
名古屋市中区新栄２－２－
２４ベンチャーハウス302号

介護ポータルサイトとカラオケソフトコンテンツの融合。提案型情
報通信業へ

052-251-8739

4186 丸上硝子㈱
名古屋市西区那古野１－１
－８

3D曲げ硝子の開発 052-571-8919

4187 ㈲ミヤタデザインスタジオ
愛知県春日井市牛山町
1148番地39

0568-32-0577

4188

4189 三河商芸
愛知県刈谷市高須町一丁
目6番地12

自動彫刻機の導入による立体看板制作 0566-21-2205

4190

4191 ㈱コトトマ

4192 旭特殊プリント㈱ 春日井市玉野町567番地 欠点検出器導入による製品の飛躍的品質向上 0568-51-4660

4193 ㈲名正印刷 豊橋市堂浦町18-1 色彩の専門家の活用による画像補正サービスの展開 0532-55-3621

4194 タスクール 名古屋市港区東茶屋1-399 地域密着クラウドファンディングサービスの提供 052-753-7589

4195 ㈱スピード 瀬戸市朝日町２８－２ 0561-76-0989

4196 堀江織物㈱
一宮市木曽川町黒田勘治
西12

多品種少量生産に特化した生産効率の向上 0586-87-3181

4197 ジャパンファースト㈱
岡崎市梅園町三丁目7番地
14

製造体制構築による付加価値増大及びコスト削減 0564-28-4499

4198 ㈱シバタ紙器製作所
名古屋市守山区小幡千代
田18番20号

薄物製品に対応した梱包用ダンボールの生産とその高速化・高
精度化

052-794-1661

4199 Ziggu 名古屋市東区大幸4-2-12 他にはない直営飲食店経営による事業拡大 052-880-9535

4200

4201 ㈱飛立創建 清須市阿原八幡176番地 育児環境に特化した住宅の開発と事業化 052-409-7605

4202 ㈱アークスジャパン
名古屋市中区栄３－１８－
１ナディアパークデザインセ
ンタービル７Ｆ

物流管理現場への高性能音声認識ソリューションの導入 052-269-0170

4203 ㈱ティー・ケイ・エヌ 岡崎市上里2丁目15番地10 0564-64-2501

4204 ㈲マスダ商店
知多郡東浦町大字石浜字
須賀44番地の１

「宿泊できる体感型ショールーム」の設置による住設機器の販売
拡大

0562-83-1126

4205 立石ファイバー㈱
名古屋市中区松原３－１４
－１３

単一研削盤による研削方式の切り替え技術の確立 052-322-1851

4206 ㈱山田製作所 あま市花正七反地１９番地 高精度加工技術を活かした取引分野の多角化 052-442-1491



4207 ㈱成功電気
名古屋市北区金田町5丁目
5番4号

省エネ商品開発による自社ブランドの確立 052-799-7620

4208 プロディア㈱
名古屋市中区錦三丁目11
番25号アーク栄錦ニュービ
ジネスビル8階

苦痛や不快感のない採尿器の開発 052-971-5171

4209 ㈱八木
愛知県春日井市御幸町二
丁目六番二十三

間伐材を活用した新商品の開発及び販路開拓 0568-31-9048

4210 エクソダス＆エスカフェ
高浜市湯山町四丁目5番地
６

飲食から小売へ業態変化を目指すため、ベーグル製造設備を導
入する

0566-87-8670

4211 下里製作㈱ 弥富市松名二丁目７番地
製品加工の多様化及び既存得意先・新規得意先からの受注拡
大

0567-68-8794

4212 ㈱フードリンク
名古屋市北区平安一丁目9
番地18号

富士天然水によるオリジナル商品の製造、及び宅配水事業への
参入

052-910-1888

4213 ㈲スエヒロ
西尾市一色町一色中屋敷
105番地

整骨院の経験を活かしたデイサービス事業の展開 0563-72-1136

4214 ㈱チームKコンサルティング
名古屋市中区丸の内2-20-
2
オアシス丸の内NORTH棟

052-253-7775

4215 ㈱ＮＳＫ
名古屋市東区大幸１丁目１
０－１５

新製品「デジタル街頭防犯カメラシステム」の開発と販路拡大 052-726-5296

4216 ㈱ＪＥＭＣＯ 安城市御幸本町６番８号 未利用資源からの金属、レアメタル原料の製造 0566-90-6990

4217 ㈱石河製作所
安城市高棚町三反田６０番
地

工場移転と 新設備導入による生産性の向上と競争力の強化 0566-92-4146

4218 ㈲カマダデザイン 空間系事業の受注と商品開発提案

4219 ㈱オサダツール 碧南市港本町４番地３６
セラミックス素材の難削化に対応する研削加工技術の開発と新
たな生産方式の導入

0566-41-8728

4220 ㈱檜工務店
名古屋市東区葵１丁目２番
５号

リノベーションによる高齢者向け高級住宅の賃貸 052-931-3286

4221 コンドーセイコー㈱ 長久手市神明１番地 0561-62-6888

4222 ㈱メックキャッツ 豊橋市南瓦町14-1 農業経営者・従事者向けの「あいち農の学校」の開設 0532-56-0700

4223 ㈱小桝屋
名古屋市中川区山王4丁目
7-21

052-322-5131

4224 ㈱たから弥設備工業
名古屋市北区柳原４－７－
２１

管工事・電気工事のワンストップサービスの提供 052-914-2433

4225 ㈱ランド
一宮市森本二丁目20番25
号

肥料効果と土壌改良効果を持つ新商品の開発及び販路拡大

4226 ㈱ケーエスケー
安城市根崎町東新切３７番
地

精密切削加工技術を活かした消防用可変ノズルの開発 0566-92-4383

4227

4228 ㈱ダイワテック
名古屋市西区大野木３－４
２

ソーラーシステム付ストックコンテナの販売による売上・利益の向
上

052-506-7281

4229 坪井ドレス㈱
名古屋市北区西志賀町4－
44

衣料品下請けメーカーの協同による「デザイン・イン体制」の構築 052-911-0905

4230 ㈱フォードハーツ
名古屋市中村区名駅2丁目
44番5号名駅パークビル
602

介護経験者を活用した、利用者の使い勝手を重視したリフォーム
事業

052-586-5550

4231 Spirit of Hair NATIVE 豊明市栄町南姥子10番地 新サービスを導入した美容室の開店 0562-98-8755

4232 ㈱エゴスキュー・ジャパン
名古屋市東区泉1-22-29
ストークビル久屋ビル3階

法人向け運動療法プログラムの開発・提供 052-961-3150

4233 明和工機㈱ 豊川市新豊町1丁目2番地
「新世代型鉄道車両」部品受注に向けての革新的生産体制導入
による新商品開発と販路拡大

0533-86-3520

4234 協和工業㈱
大府市横根町坊主山1番地
の31

樹脂コーティングを用いた生産方式の導入及び同技術を活用し
た新型シャフトの投入

0562-47-1241



4235 ㈱データセレクト 豊明市西川町島原1-1 0562-95-0155

4236 昭和コンピュータシステム㈱
一宮市大和町苅安賀字山
王９１

ニッチ需要に特化した開発支援ツールの開発 0586-44-3400

4237 ㈱ビジネスサポート
名古屋市中区上前津2丁目
12-1　エフワンビル3F

全国初の自社開発システムを使った販路拡大 052-324-6850

4238 ㈱白洋産業
名古屋市西区木前町２２番
地

「高耐食性樹脂めっき処理」を用いた新しい金属表面加工 052-503-0888

4239 ロボマーチャンプロジェクト 看護師に特化した求人広告サイトの立ち上げ及び全国展開 0561-76-9583

4240 スミヤ精機㈱
高浜市芳川町三丁目9番地
18

歯車加工技術開発による新たな生産方式の導入 0566-53-0305

4241 ㈲伊藤製罐工業 津島市藤浪町1-60-2 製品管理の精度向上と納期管理の徹底による内製化 0567-24-1220

4242

4243 ㈱岩福セラミックス

4244 ㈲廣田紙器工業所
名古屋市西区長先町45番
地

4245 エイベックス㈱
名古屋市瑞穂区内浜町26
番3号

燃料電池自動車向け精密小物商品の生産開始 052-811-1171

4246 ㈱ダールフルット
岩倉市下本町下市場125-3
ﾔｵﾊﾂﾋﾞﾙ1F

ナポリピッツァの半製品化と持ち帰り店事業の展開 0587-38-3720

4247 ㈱中本 名古屋市港区一洲町１－５ 中古産業機械の買取、販売方法の確立 052-389-5775

4248 パパママハウス㈱
名古屋市緑区松が根台254
番地

提案型コンセプトハウスによる顧客層の拡大 052-310-8800

4249 トヨアケメッキ㈱
豊明市新田町中ノ割151番
地の16

長尺物の受注促進と品質・精度の向上 0562-92-0508

4250 宮地工業㈱
碧南市川口町一丁目168番
地1

難加工材の加工技術の向上と生産プロセスの短縮を実現する新
たな生産方式の導入

0566-42-0005

4251 福地熔接工業㈱
西尾市吉良町岡山献上田
43番地13

高性能マシニングセンタ導入による既存取引先の受注の拡大 0563-35-0678

4252 チヨダ工業㈱
愛知郡東郷町大字春木字
岩ヶ根１番地

木質流動成形技術を活用した自動車部品及び音響部品の製造
技術の確立

0561-38-0005

4253 ㈱ウィンフィールド
大府市共西町五丁目119番
地の1

「再生物流事業」の構築及び実施 0584-53-0600

4254

4255 ㈲アズアイチ土地建物 瀬戸市菱野町199番地1 ゴルフ練習用の天然芝マットの販売 0561-89-5232

4256 ㈱名古屋匠塗装
名古屋市昭和区藤成通２
－１２－１藤成ビル５Ｃ

フローリングサンディングの展開 052-753-3317

4257 ㈱ＡＪドリームクリエイト
名古屋市中区栄2-2-21
アーク白川公園ビルディン
グ別館2F

専用席で優越感に浸れるテーブルオーナー制度の導入 052-203-5575

4258

4259 富士凸版印刷㈱
名古屋市守山区新守西
1308番地

シルクとローズを主体とした高機能クリームの新製品開発とカウ
ンセリング型通信販売の確立

052-793-8989

4260

4261 ㈱わがんせ
名古屋市中村区亀島2-29-
17

052-452-2001

4262 ㈱ＦａｃｅＯｆｆ
江南市後飛保町両家45番
地

断熱リノベーション展開による経営革新 0587-58-8651



4263 ㈱不二興産
名古屋市西区南川町２２７
番地

052-509-2460

4264

4265 ㈱筒井鉄工所 西尾市法光寺町流55番地1 長時間の無人加工の実現による納期短縮化 0563-53-0185

4266 ㈲井上研磨工業所 西尾市平坂町仲間縄２１７ 生産方式の効率化によるコスト競争力の強化 0563-59-2792

4267 ㈲水野製作所
愛西市立田町北郷附５０番
地

新設備導入による加工時間の短縮及び精度の向上と新分野へ
の進出

0567-28-5974

4268 ㈲加々良クリエイト 碧南市春日町３－１１ 試作品開発のワンストップ化事業 0566-42-0825

4269

4270 ユーアイ精機㈱
名古屋市守山区西城二丁
目３番３０号

プレス加工技術の開発と販売 0561-53-7159

4271 ㈲ソーイングシン
名古屋市西区比良2丁目
164番地

減圧式圧縮によるアパレル輸送システムの開発と普及 052-503-8485

4272 ㈱ハグリネット
一宮市木曽川町里小牧字
下町場13番地

レーザー刻印とインクプリントとの組合せ加工による名入れ 0586-87-0711

4273 ㈱馬場器械店
名古屋市北区東味鋺一丁
目722番地

睡眠時無呼吸の検査、治療器の一括提供 052-901-1567

4274 ㈱R&Dソフトウエア
名古屋市中村区名駅五丁
目30番1号いちご名駅ビル

NTT製の光BOXと大型テレビ及びスマートデバイスに連携する利
便性の高いデジタルサイネージアプリを月次課金方式で西日本
電信電話㈱のアライアンスを受けて事業展開

052-541-9871

4275 ㈱ウォータフルライフ
名古屋市中村区亀島2-29-
17

4276 ㈲シムラ
名古屋市千種区吹上一丁
目206番地

高齢者向け初動パワーを使った販路拡大 052-733-1500

4277 ㈱CrossRing
名古屋市守山区中志段味
四畝物2306

自動車に関する新たな販売方法の導入による、顧客開拓と関係
性強化

052-725-8520

4278

4279 名東紙工㈱
名古屋市西区長先町１８７
－１

印刷物における特殊な折加工の開発 052-504-5055

4280 タカツー㈱
名古屋市緑区野末町1510
番地

女性専門不動産ファイナンシャルプランニングサービス 052-625-1758

4281 ㈱Re
安城市三河安城本町2-1-4
安城第一東海ビル503

パーソナルエナジーシステムによる、愛知県初「オフグリッド」なく
らしを提案する事業の展開

0566-76-7722

4282 ㈱マサケン
名古屋市中村区名駅３－３
－２　志摩ビル4D

完全無農薬農産物生産による独自の安心安全商品の提供、及
び農業への参入

052-561-2018

4283

4284

4285 ㈲メガピーアール
名古屋市中村区熊野町三
丁目18番地

ビーコン対応スマートフォンアプリによる市場開拓 052-483-0002

4286 ㈱アクセス･イノベーション
名古屋市中区新栄二丁目2
番24号

オンリーワン／オリジナル商品の製作体験販売 050-3136-9116

4287 ㈱ミノルトレイド
名古屋市守山区森孝東２
－１０９

物流や社内業務を効率化し利益向上を行う 052-771-8522

4288 大英印刷工業㈱
名古屋市北区落合町２２３
番地

多品種小ロットを可能とする印刷業務の改革 052-901-6003

4289 大同紙工印刷㈱
名古屋市守山区瀬古１－４
４８

自社開発「プラスチックシート印刷物」の提案型営業への移行 052-792-8841

4290
ユーテックス・インターナショナ
ル㈲

名古屋市東区筒井3-26-27
池尾ビル7F

自社オリジナル商品の卸売によるOEM生産からの脱却 052-930-7567



4291 ㈲ライフコーポレーション 半田市青山4-2-1　1F
ロータリー式畜糞乾燥・発酵促進機による有機肥料システムの生
産並びに販売方式の導入

0569-25-0385

4292 (株)イクイップアジア
名古屋市名東区一社二丁
目１７１番地３

内製化に向けた加工設備導入と人材育成研修システムの構築 052-702-1912

4293 (株)モリデンキ
北名古屋市中之郷神明１５
番地

自社工場で組み立てまで行う、ケーブルラックの新しい販売方式
の導入

0568-24-0800

4294 日之出化成(株)
北名古屋市井瀬木高畑８３
番地の１

透明ホースの成形技術の向上と生産プロセスの強化、生産性改
善を実現する新たな生産方式の導入

0568-22-3150

4295 エグチホールディングス㈱
名古屋市守山区大森四丁
目1002番地

国際発電事業、宅地・住宅開発兼発電事業 052-798-2311

4296 スズヒロフォークリフト㈱ 豊田市広久手町7-12 0565-32-6860

4297 テクノネット㈱
名古屋市守山区青山台711
番地

ガソリンスタンドのローコスト短納期修繕 052－799－5701

4298 ユー・トラフィック㈱
北名古屋市片場六所15番
地

新役務の開発と新事業の取り組み 0568-23-7778

4299 ㈱DOVA TRAVEL
名古屋市西区名駅二丁目
25番10号

人工透析患者を対象とする旅行サービスの展開 052-571-3056


