
上田市

岡谷市

上伊那郡辰野町

駒ケ根市

飯田市

北安曇郡松川村

大町市

全車種を短納期エーミングできる体制の構築

業界・顧客のニーズを掴む検査体制の革新”検査内製化”

当社独自の製法による、シルク製品の開発と販売方式の導入

工程革新による生産性向上及び技術集団化に向けた技術承継の実現

高密度接着仕様の製品受注増加に向けた、洗浄工程の改善

「いつでも」「どこでも」乗馬の練習ができる方法の確立

半導体需要獲得に向けた最新洗浄機の導入による品質改善・生産性向上と販路開拓

ＢｔｏＣ市場開拓に向けたネット活用への取り組み

高精度放電加工機及び専用治具を利用した新しい生産方式の導入

検査工程の革新による検査体制の強化

企業名等 所在地 テーマ

4月
㈲カナイ精密 上田市 縦型マシニングセンタ導入による精密加工品の売上高、収益力向上

5月

上田市 塗装ロボット走行装置の導入による大型製品塗装の高生産性・高品質化事業

６月

森林の保守等における間伐材の流通業務拡大

成形機と連動したロボット画像検査による生産プロセスの革新

総合生産システム構築による在庫最適化と廃プラスチック削減、および新分野開拓

写真スタジオを併設した呉服店による思い出作りの開発運営

自動省力化機械生産における検査工程の簡素化小諸市

岡谷市

安曇野市

須坂市

長野市

㈲早川実業

三協精密㈱

㈱中島製作所

７月

上田市

㈱みすず建設

㈱志ぼりや呉服店

㈱ダイワコーポレーション

㈱中澤精密

㈲タイム社

㈱小宮山土木

㈱オリエント機材

（同）たてしなップルワイナリー

ベストプラ㈱

武舎煙火工業㈱

㈱上野石材商会

㈱ＳＥＫＩ

林エンジニアリング㈱

杵鞭聡

（屋号：サンライズデンタルラボラトリー）

㈱丸世酒造店

浅間エンジニアリング㈱

㈱宇敷製作所

㈱タカ商

㈲滝沢工研

㈲横山アーク 埴科郡坂城町 当社主力、４輪車部門の増産要請に応えるため、自動機導入による生産プロセスの改善を図る

㈱ファイン 岡谷市 高密集作業を減らす高精度画像外観検査機の開発販売

複合素材（SRC造）構築物の解体作業の高度化と生産性の向上

㈱ノッズ 上田市 ３次元加工技術の導入による複雑形状製品の開発と高品質・高生産性の実現

㈲新光商会 諏訪郡原村 次世代農家を支える農機具オンラインサイトの構築及び農機具レンタル機の提案

小型ロボット導入による生産性の向上

競争力強化と新規顧客開拓に向けた高付加価値メッキの開発佐久市㈱日本金属化工所

㈱見える化 上田市 日本企業とグローバル人材を繋ぐAIマッチングプラットフォームの開発

諏訪郡富士見町

信越明星㈱

㈱RUNモールド

レンジ対応冷凍麺の開発、生産

㈱シミズテクノ

㈱シナノセイケン

㈱金箱ボデー

上田市 飽和状態の遊具市場から新たな市場開拓に挑む

９月
㈱中村体育

須坂市

千曲市

長野市

10月

㈱丸中食品 茅野市 介護食調理用加工肉の自社商品化および販路拡大

（資）酒屋旅館 下高井郡野沢温泉村 長期滞在者に対応したリゾートコンドミニアムの建設及びレストラン＆バーの新設

令和２年度（2020年度）承認企業件数185件＊公開可能企業のみ掲載

大型・精密金型製造のための新生産方式の導入

　UAV（ドローン）LIDAR導入による高効率・高精度三次元計測システム構築と高付加価値サービスの提供

クイックデッキの導入により橋梁保全工事の足場構築作業の安全性・生産性向上

長野市

長野市

千曲市

中野市

東御市

駒ヶ根市

飯田市

加熱加工食品の開発と、機械の導入による製造工程の改善

３次元流動解析ソフト導入による高性能金型の実現と提案販売体制の充実

佐久市

佐久市

北佐久郡立科町

北佐久郡立科町

北佐久郡立科町

小諸市

上田市

上田市

曲げ衝撃等物性試験内製化と高品質再生原料のハイスピード提供

製造技術の伝承及び、製造方法の効率的な見直し

プレート定着型せん断補強鉄筋の生産性及び作業環境の改善

スクリューキャップタイプ小瓶シードルの製品化

松本市㈲ニッショク 急速冷凍機導入による「冷凍弁当事業」の本格参入計画と生産性向上

有用乳酸菌PP165を活用した日本酒の開発及び生産

高速回転と高出力・高トルクの仕様による高精度技術の開発と新規顧客層への展開

歯科医院と歯科技工所の共同による画期的なインプラント治療の構築

MCとCAM連動による生産性向上と地域産業の発展

使用済み瓦のリサイクルと地域内循環事業

浅間山溶岩石のNET販売の新規取り組み・設計・施工・会社直販売

㈲山﨑自動車 自動車車検ラインの電子化による車検新サービスの開発千曲市

８月
㈱城東 上田市 新型マシニングセンター導入による生産性向上および大型部品の低価格化による受注獲得

㈱ミヤマ製作所

㈱宮坂製糸所

㈲フジ精密工業

㈱トーワ

㈱日本トレッキング

㈲ハイメック

㈱薄井商店

松本市



（株）立田屋

河内　一平

（屋号：河内鍛刀道場）
埴科郡坂城町

ＨＡＣＣＰ基準に対応した食品専用ユニフォーム洗濯事業の展開と新型コロナウイルス克服

温泉施設とサウナの新設による長期滞在や国際化に対応した温泉宿の構築

１月
㈱宮坂製作所 上田市 既存分野の大型化製品の受注生産と新規分野のＯＥＭ生産による事業展開

㈱源 木曽郡木祖村 乾燥・パウダー製品加工体制確立

来訪を待つ事業スタイルから将来的な来訪を促す事業スタイルへの転換

花井メディテック㈱ 飯田市 日本初の３オクターブに対応した大型ハンドベル生産体制の構築

㈲そば信 長野市 急速冷凍による生そば生産の確立及びＥＣサイト販売の開拓

㈱車屋Hizume

小諸市 地元産低農薬大豆と湧水を活用したお豆腐の開発、販売

㈱長野三洋化成 東御市 機械設備の導入により厳しい環境規制に対応した製造工程の改善と医療分野への販売拡大

㈱キムフーズ 上田市 厳選食材を使用したアミノ酸フリー（無添加）キムチの製造販売と生産性向上の取組み

2.5次元化による複合加工の生産性向上と大手依存からの脱却㈱オーク 上田市

３月
上田プラスチック㈱ 上田市 当社の工程に対応した独自の基幹管理システムの開発

片山　和人 埴科郡坂城町 組子細工の新商品３種をＥＣサイトで販売する事業

   最新のＮＣフライス・ＣＡＤ/ＣＡＭ・３Ｄプリンター導入による新たな生産方式構築および生産性向上

２月

12月
㈱ちもと総本店 北佐久郡軽井沢町

　上流の取込を企図した商社との連携による高効率生産性や短納期を実現する胴縁製造・販売体制の構築

11月
㈱音羽

長野市 次世代型自動車に対応する修理・整備サービス体制の構築

㈲ホテルさかえや 下高井郡山ノ内町 非接触型旅館の構築とリフォーム事業への参入

㈲南商店 上伊那郡箕輪町 ドライブレコーダー付き家屋解体機導入による家屋解体業参入

㈱櫻井製作所 埴科郡坂城町 高精度・高付加価値製品の開発及び実現のための新規プロセス

㈲白馬自動車工業 長野市 欧州輸入車をターゲットとした電子安全整備による高品質・高付加価値サービスの提供

㈲メイト

下伊那郡松川町 大型スポットクーラー導入による夏季整備の生産性向上

㈲村上鉄工所

信州産果実を使った新商品開発とWeb通販による販路拡大事業

㈱あぶらや燈千 下高井郡山ノ内町

㈱丸山シート店 小諸市 顧客ニーズの多様化に対応したシート製品の高度加工技術の確立

㈲山岸自動車 東御市 ASV（先進安全自動車）の整備技術導入による顧客満足度向上事業

㈲戸堀鉄工所 上田市 設備導入による一貫加工体制構築と、耐震性向上に寄与する溶接の高度化

島　敏夫

（屋号：トーワ技工）
上田市 　金型用冷却パイプ製造にかかる工作機械の仕様アップと管理ナンバ―刻印用加工機の導入による製造工程の改善

㈱シュタール 諏訪市 Webシステムを利用した業務効率化、販路拡大、EDI化の促進

昭和樹脂工業㈱ 埴科郡坂城町 時代のニーズに対応した新製品開発、生産体制の構築、及びIoT導入による効率化

㈲アピアランス

㈲丸嘉小坂漆器店

㈱ミカサ

㈱小林創建

塩尻市

松本市

松本市

木曽曲物の新生産システム構築と新商品開発による競争力強化

オーダーメイド事業の提案力向上、生産性向上による市場開拓の推進

VRによる仮想モデルハウスを起点とする革新的な家づくりプロセスの構築

㈲下井ばね製作所 上伊那郡宮田村 船舶用発電機向け製品の増産に向けての新生産方式の構築

㈱松川ボデー

松本市

大町市

長野市

　包装機の新規導入による生産性の向上、新製品開発、地域ニーズに対応した通信販売及び宅配事業の実施

小刀製作教室・道場見学を重視した新しい鍛刀道場により商圏拡大を図る

和合通商㈲ 埴科郡坂城町 サプライチェーン維持のためプラスチック再生ペレットを生産する

エルエックス工業㈱ 埴科郡坂城町 新規受注と生産性向上・工程集約に向けたコンパクトマシニングセンター導入

富士知能㈱

信濃広告㈲

㈱松本微生物研究所

㈱イケダ

諏訪市

駒ケ根市

松本市

埴科郡坂城町

レーザー光を用いた次世代自動車ヘッドライトバルブランプの開発

ハイパワーＮＣルーター導入による看板製作の自動化と内製化で高品質な試作品提供へ

物共生微生物「菌根菌」を利用した新商品と新役務の全国展開

削材であるチタン合金を無垢材からパイプ形状に全切削する新事業

㈱アンドモア 千曲市 新冷凍技術の導入及び極小ロット化生産体制構築による販路開拓事業

㈲白樺 下高井郡野沢温泉村

㈲更埴石油 千曲市 非対面型洗車機導入による競争力強化

㈱I.D.D.WORKS 長野市 クラウドシステムによるチームと選手をマッチングさせるプラットフォームの構築

㈱みつばさ

㈲アルプス印刷

飯田市

安曇野市

認知症にも対応できる包括的なサービスづくり

可変データ活用によるバリアブルラベルの開発及び販路拡大

㈲柴田工業 埴科郡坂城町 新幹線ブレーキパッドの研磨作業内製化・自動化

埴科郡坂城町 作業効率の改善（切削加工時間の短縮）に向けた三菱ワイヤ放電加工機の導入

㈲金井精密 諏訪市 ２体製品を一体加工し機械内で切り離し一体部品に加工する革新的な製造方法

山眞建設㈲ 上田市 建設現場のＩＣＴ化による作業効率と労働環境の改善により付加価値アップを推進する

㈲信光製作所 千曲市


