中小企業経営革新承認企業一覧 (愛知県)
（令和2年11月承認）
＊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

会社名等

本店所在地

計 画 テ ー マ

連絡先電話番号

豊川市末広通一丁目18番
図面作成から、製品製作へ
地の2

0533-56-7013

6462 株式会社遠藤製作所

名古屋市中川区宗円町一
丁目58番地

052-352-0458

6463 たかはた歯科

名古屋市名東区猪子石一 歯科矯正治療期間短縮及び非対面プロセスによる感染症リスク
052-778-8056
丁目103
低減

6460 ＮＫ－デザイン
6461 伊藤金属製作所

6464
6465 株式会社プロテクタ

岡崎市大樹寺二丁目19番
インターネット販売の効率化とオリジナル商品開発
地2

0564-65-8410

6466 有限会社新光工業

小牧市大字南外山31番地
の1

0568-75-7596

6467 キトウ研磨株式会社

稲沢市長束町座守60番地
当社の技術力を反映した難加工金属市場への進出
の3

0587-23-3711

6468
安城市桜井町新田101番
地

自動車部品製造ラインに導入する、ビジュアルトラッキング技術
0566-45-6363
の構築

株式会社デントラインインター 稲沢市平和町横池山ノ畑
ナショナル
238番地

歯型データ保持による災害時対応と印象材レス加工での感染症
0567-46-4355
対策

6469 株式会社ＩＭＰＡＣＴ
6470
6471
6472 株式会社ユーエイエム

江南市村久野町冨士塚
138

6473 紙文総合販売株式会社

名古屋市中川区細米町二
梱包材としての封筒類の高効率増産体制の確立
丁目78

052-351-2288

6474 名東紙工株式会社

名古屋市西区長先町187抗菌・除菌した紙の加工・拡販
1

052-504-5055

6475 有限会社共栄紙器

名古屋市北区上飯田北町
三丁目31ステータス31-203
号

052-409-8612

名古屋市守山区幸心三丁
目1321

052-795-6800

6476

株式会社ジェーケー・コーポ
レーション

バラ肉用エックス線検査機導入による高効率な生産ラインの構
築

0587-56-1505

6477
6478
6479 戸高補綴
6480 伸光技研産業株式会社

愛西市甘村井町西出割1
番地

高精度な多目的円筒研削盤導入による金型内製化と新規事業
0567-28-3550
の展開

6481 有限会社柴田製作所

江南市五明町根場273番
地

旋盤加工とミーリング加工を同一工程で実現する技術の導入

6482 有限会社東新工業

安城市根崎町東新切61番
地1

0587-56-2857

6483

株式会社ジャパンジャスティ
ス

蒲郡市大塚町西屋敷3011

ITシステム導入による
現況調査プロセスの革新と働き方改革

0533-56-8270

6484 株式会社ミヅホ製作所

豊明市阿野町坂部26番地 多段連続Ｒ曲げを実現する生産方式の開発

0562-92-5141

6485 ミストラル有限会社

あま市篠田長堀7番

052-449-1830

新規設備導入による焼き菓子の高効率生産体制の構築

6486
6487 有限会社林木工

オフィス用家具への本格進出と新たな家具製造への挑戦

6488 株式会社白鳩

名古屋市南区弥生町121andMASK生産による付加価値率向上
1

052-823-1141

6489 株式会社マルワ

名古屋市天白区平針四丁 国産バナナペーパー印刷を実現させ、SDGｓ市場のサービス強
目211
化

052-802-4141

6490 株式会社カトー鋸

名古屋市港区金船町二丁
大径丸鋸再生研究開発による販路拡大
目1番地の100

052-653-0507

6491
6492 株式会社カミリヨ製作所

高浜市青木町九丁目8番
地6

切断工程の時間短縮によるリードタイム短縮計画及び精度向上
0566-53-0626
事業

6493 株式会社あづま

豊橋市多米西町一丁目20 地上における広範囲・高精度計測を可能とする3次元測量技術
番地9
の確立

0532-63-1255

6494 株式会社おかだや

名古屋市中村区名駅四丁
目16番19号

052-571-1431

6495 株式会社マ・メゾン

名古屋市千種区星が丘元 真空低温調理法の技術導入による新商品開発及び新たな販路
052-701-2116
町1番15号
開拓

6496 有限会社カリナン

清須市西枇杷島町花咲9
番地

6497 有限会社サーブ介護センター

一宮市開明字流41番地の
介護記録管理の一元化・効率化サービスの導入
１

0586-47-3946

名古屋市中区丸の内二丁
目13番16号の2-1106号

052-253-8117

6501 株式会社章栄

名古屋市守山区小幡四丁
産業廃棄物の完全再生製品化
目14-5

052-768-7788

6502 株式会社野崎採種場

名古屋市中川区大当郎一 『種子計数包装機』導入で種子粒数表示に挑戦して国内販路拡
052-301-8507
丁目1003番地
大を図る

6503 有限会社斉藤モデル製作所

知多郡東浦町大字緒川字
一品生産の品質による少量生産体制の整備
上高根台30番地6

6504 株式会社大林テクノ

安城市和泉町庄司作10番 高精度画像寸法測定器、輪郭形状・表面粗さ測定機の導入によ
0566-92-0838
地15
る品質向上と社外測定の内製化

6505 栄伸工業株式会社

西尾市長縄町井ノ元37番
地1

喫茶店経営を活かした宝飾品販売

052-503-0733

6498
6499 株式会社ケイアイコン
6500

6506

有限会社名古屋モールド工
業

6507 株式会社アステック

長尺ワークの切削体制を確立

0566-28-6800

0563-56-5125

名古屋市緑区大高町字坊 立体マシニングセンタ導入による、次世代自動車部品の販路拡
052-624-0695
主山4番地の8
大
小牧市入鹿出新田1070番
新たな作業方法の提案で受注量の増加
地

0568-75-7415

丹羽郡扶桑町大字南山名
線材切断の内製化による付加価値額の増大
字山神前59番地3

0587-93-3122

6508 株式会社ナカタニ
6509 株式会社サン・ゴトー

6510
6511
春日井市玉野町字南屋敷
847-9

0568-52-4801

6514 ＳＴＳ合同会社

春日井市朝宮二丁目5-24

0568-27-5223

6515 オノダ工業有限会社

岡崎市在家町米野50

6516 有限会社渥美商会

安城市古井町東川25番地

6512 株式会社フロンティア
6513

6517 株式会社Hikarie

最新デジタル画像処理技術を活用した設備導入による製作ﾘｰﾄﾞ
0564-67-5870
ﾀｲﾑの短縮と異業種への拡販

端材利用による新商品の開発

6518 合資会社柴田酒造場

岡崎市保久町字神水39番 創業1830年の酒蔵にある土蔵で地元食材と発酵技術を活かし
地
たカフェ事業への取り組み

6519 株式会社ヒロ木工

稲沢市北島一丁目124番
地

6520 株式会社パッケージスクエア

名古屋市東区橦木町三丁
目51

052-931-3931

名古屋市東区矢田南二丁
目8-22

052-721-3561

6524 日進省力機工業株式会社

日進市三本木町大池下
335番地

0561-72-0356

6525 三嶺工業有限会社

名古屋市東区矢田四丁目 高機能シンクロナイザーリングの高精度低コスト切削工法の開
26番4号
発

0561-83-4512

6526 有限会社タイム技研

名古屋市西区則武新町一
丁目3番15号

052-571-0484

6521

名古屋カーボン印刷株式会
社

0564-84-2007

高周波フラッシュ接着機の導入による木材接着技術の高度化に
0567-97-3085
よる生産性の向上

6522
6523

6527

中野MONOエンジニアリング
株式会社

刈谷市今川町鍋田39番地

6528
6529 株式会社宮岡商店

犬山市上坂町一丁目76番 建造物解体用大型カッター導入で解体鉄くずの処理事業へ事業
0568-61-0359
地
拡大

6530 株式会社ソエダ

清須市西枇杷島町古城一
丁目2番地7

052-502-6258

6531 師勝化成株式会社

北名古屋市鹿田東海６６番
生産品の分散化・品質向上・生産性向上に向けた新設備導入
地

0568-25-1003

6532 株式会社ＭＲＴ

名古屋市中川区伏屋二丁
目２０９番地

052-398-5970

6533 株式会社山内メッキ

名古屋市瑞穂区明前町12
高精度膜厚計の導入による新たな工法の開発と技術承継
番30号

052-821-8771

6534 株式会社建和

安城市東端町青ノ山19番
地1

RPA導入による事務業務自動化と管理業務IT化に起因する生産
0566-92-6295
性向上

名古屋市中村区椿町5番
17号

052-526-8871

6535
6536 株式会社松寿

6537 とだ歯科医院

知多郡武豊町長宗二丁目
歯科医師からの小児無呼吸症候群に対するアプローチ
75番地

0569-72-6886

6538 篠木歯科医院

春日井市篠木町六丁目
1643-17

歯科技工所とのデータ連携によるインプラント診療の効率化

0568-84-5656

6539 株式会社協和工務店

尾張旭市西山町二丁目7
番地の12

デジタル制御の板材切断機導入による型枠工事の生産性と品
質の向上

052-772-0024

6540 株式会社板倉製作所

碧南市須磨町5番地6

複雑形状加工品における精度保証の確立

0566-41-3761

春日井市桃山町三丁目
284

高精度印刷機導入による社内生産性向上

0568-89-8670

6542 有限会社竹澤鉄工所

清須市西堀江2511番地5

ハンディプローブ3次元測定機を導入した新たな生産方式による
052-400-7406
付加価値向上

6543 株式会社ナツメ

豊橋市大村町字橋元48番
コロナ対策抗菌ドア引手の開発
地

6541

株式会社ヤサカインダスト
リーズ

0532-56-2230

6544
6545 株式会社アイコー

豊橋市大岩町字岩田12-2

コロナ禍に対応する生産性向上及び品質向上による新商品開
発に向けた生産体制の構築

0532-43-5031

6546 有限会社和穀

豊田市井上町十丁目99

体験型サービス導入による感染リスク低減と新規顧客層開拓

0565-45-0071

6547 えぽっく歯科

尾張旭市庄南町四丁目
150

052-776-8041

6548 ほりい歯科クリニック

東海市加木屋町丑寅海戸 口腔外科手術の短時間化と金銭出納機導入によるコロナ対策
153-1
の実施

0562-57-1182

6549 株式会社三東製作所

豊明市阿野町惣作39番地
１

0562-93-5405

6550 株式会社鬼頭精器製作所

豊田市中町中根50番地

5軸制御マシニング設備導入による高精度部品の生産性向上

0565-52-3757

6551
6552 株式会社有真テック

複雑形状・複数部品一体加工のための新たな生産体制の構築

6553 株式会社グリット

名古屋市中川区八熊通五
ガソリンスタンドを活用した広告プラットフォームサービス
丁目37

052-352-5252

6554 有限会社 橋本造園

豊川市宿町水入48番地

0533-72-4187

6555

ウィズコロナの時代に対応した展示スペースのリノベーション

ナゴヤホカンファシリティーズ 名古屋市北区長田町二丁
ＡＩを用いた異常検知と予測システムの開発
株式会社
目17番地

052-911-9326

6556 株式会社三進製作所

名古屋市天白区道明町69
新システム導入（高速溶接技術）に伴い生産性アップ
番地

052-831-1843

6557 株式会社政野工業

名古屋市北区浪打町一丁
ステンレス配管加工における新たな加工体制の確立
目39番地の3

052-916-1882

6558 株式会社アイワ工業

みよし市三好町前田27-1

0561-32-8700

溶接不要の配管加工体制の確立

