
（都道府県順）

NO 事業者名 事業実施場所住所 指定金融機関名
利子補給金
交付決定額

1 株式会社アイティ・コミュニケーションズ 北海道札幌市中央区 株式会社三井住友銀行 ¥383,144

2 山田木材工業株式会社 北海道旭川市 株式会社北陸銀行 ¥203,144

3 ふたみ青果株式会社 北海道釧路市 株式会社商工組合中央金庫 ¥138,585

4 一般社団法人日本血液製剤機構 北海道千歳市 株式会社三井住友銀行 ¥17,933,570

5 信栄工業株式会社 北海道上川郡清水町 株式会社商工組合中央金庫 ¥201,494

6 飯田精密株式会社 青森県八戸市 株式会社八十二銀行 ¥31,033

7 株式会社ノザワ 青森県八戸市 株式会社七十七銀行 ¥213,138

8 ニッコーム株式会社 青森県三沢市 株式会社七十七銀行 ¥33,587

9 株式会社環境整備 岩手県盛岡市 株式会社東北銀行 ¥517,333

10 株式会社環境整備 岩手県盛岡市 株式会社東北銀行 ¥1,802,600

11 株式会社岩手環境保全 岩手県大船渡市 株式会社東北銀行 ¥126,656

12 有限会社藤双製作所 岩手県花巻市 株式会社七十七銀行 ¥52,417

13 株式会社アーアル研究所 岩手県一関市 株式会社七十七銀行 ¥94,306

14 青葉化成株式会社 宮城県仙台市泉区 株式会社七十七銀行 ¥1,151,861

15 株式会社木村土建 宮城県東松島市 株式会社七十七銀行 ¥1,060,477

16 株式会社東幸電機製作所 宮城県東松島市 株式会社七十七銀行 ¥57,496

17 ナカリ株式会社 宮城県加美郡加美町 株式会社三菱UFJ銀行 ¥1,809,616

18 株式会社あきた福祉研究所 秋田県能代市 株式会社北都銀行 ¥44,261

19 米沢放電工業株式会社 山形県米沢市 株式会社荘内銀行 ¥17,306

20 株式会社五十嵐工業所 山形県鶴岡市 株式会社荘内銀行 ¥259,980

21 伊藤鉄工株式会社 山形県鶴岡市 株式会社荘内銀行 ¥176,698

22 株式会社大山機械 山形県鶴岡市 株式会社商工組合中央金庫 ¥204,542

23 田村技研工業株式会社 山形県鶴岡市 株式会社荘内銀行 ¥32,900

24 セルポール工業株式会社 山形県酒田市 株式会社荘内銀行 ¥50,836

25 山形液酸株式会社 山形県寒河江市 株式会社荘内銀行 ¥4,355,345

26 蔵王米菓株式会社 山形県村山市 株式会社荘内銀行 ¥116,453

27 芝浦シヤリング株式会社 山形県西村山郡河北町 株式会社荘内銀行 ¥755,221

令和４年度　省エネルギー設備投資に係る利子補給金
継続融資分　交付決定案件一覧（初回採択年度が平成２６年度以降の案件）

【単位期間Ⅱ】
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28 株式会社アトック 福島県岩瀬郡鏡石町 株式会社筑波銀行 ¥346,925

29 金属技研株式会社 茨城県水戸市 株式会社みずほ銀行 ¥4,720,205

30 株式会社クスリのアオキ 茨城県古河市 株式会社三井住友銀行 ¥1,286,116

31 株式会社長浜合成工業所 茨城県古河市 株式会社足利銀行 ¥225,025

32 株式会社長浜合成工業所 茨城県古河市 株式会社足利銀行 ¥273,922

33 広畜商事株式会社 茨城県結城市 株式会社筑波銀行 ¥220,569

34 広畜商事株式会社 茨城県結城市 株式会社筑波銀行 ¥14,410

35 株式会社ヤマナカ 茨城県結城市 株式会社常陽銀行 ¥76,042

36 株式会社三五関東 茨城県下妻市 株式会社常陽銀行 ¥779,393

37 大縄林業原木株式会社 茨城県笠間市 株式会社常陽銀行 ¥111,810

38 株式会社東洋 茨城県つくば市 株式会社常陽銀行 ¥107,241

39 鹿島共同火力株式会社 茨城県鹿嶋市 株式会社日本政策投資銀行 ¥1,301,216

40 鹿島共同火力株式会社 茨城県鹿嶋市 株式会社日本政策投資銀行 ¥10,240,136

41 鹿島共同火力株式会社 茨城県鹿嶋市 株式会社日本政策投資銀行 ¥10,822,312

42 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 茨城県鹿嶋市 株式会社日本政策投資銀行 ¥524,733

43 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 茨城県鹿嶋市 株式会社日本政策投資銀行 ¥1,006,573

44 株式会社タバタ 茨城県常陸大宮市 株式会社常陽銀行 ¥112,335

45 日本電解株式会社 茨城県筑西市 株式会社足利銀行 ¥1,042,594

46 日本電解株式会社 茨城県筑西市 株式会社常陽銀行 ¥1,059,496

47 日本電解株式会社 茨城県筑西市 株式会社筑波銀行 ¥1,042,594

48 日本電解株式会社 茨城県筑西市 株式会社三井住友銀行 ¥1,799,077

49 有限会社天辺ダッシュカンパニー 茨城県桜川市 株式会社常陽銀行 ¥128,844

50 鹿島動力株式会社 茨城県神栖市 株式会社日本政策投資銀行 ¥2,084,673

51 鹿島動力株式会社 茨城県神栖市 株式会社日本政策投資銀行 ¥578,051

52 清水港飼料株式会社 茨城県神栖市 株式会社三井住友銀行 ¥1,677,698

53 株式会社エフピコ 茨城県結城郡八千代町 株式会社三菱UFJ銀行 ¥1,010,786

54 株式会社エフピコ 茨城県結城郡八千代町 株式会社三菱UFJ銀行 ¥949,313

55 ウヤマ産業株式会社 茨城県猿島郡境町 株式会社常陽銀行 ¥3,985,193

56 株式会社井上総合印刷 栃木県宇都宮市 株式会社栃木銀行 ¥737,210
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57 株式会社ビッグ・ビー 栃木県宇都宮市 株式会社三井住友銀行 ¥2,493,134

58 第一印刷株式会社 栃木県栃木市 株式会社常陽銀行 ¥145,328

59 ワタキューホールディングス株式会社 栃木県栃木市 株式会社三井住友銀行 ¥3,432,876

60 芳賀通運株式会社 栃木県真岡市 株式会社栃木銀行 ¥16,140

61 オリヒロプランデュ株式会社 群馬県高崎市 株式会社群馬銀行 ¥1,551,580

62 赤城食品株式会社 群馬県太田市 株式会社群馬銀行 ¥2,907,901

63 株式会社内山製作所 群馬県館林市 株式会社常陽銀行 ¥305,300

64 東亜薬品工業株式会社 群馬県館林市 株式会社三井住友銀行 ¥511,554

65 株式会社石井工機 群馬県藤岡市 高崎信用金庫 ¥111,843

66 株式会社武蔵屋 群馬県藤岡市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥551,189

67 株式会社金沢化成 群馬県安中市 株式会社足利銀行 ¥115,665

68 有限会社太伸工業 群馬県邑楽郡邑楽町 株式会社群馬銀行 ¥194,603

69 ダイヤモンド印刷工業株式会社 埼玉県さいたま市桜区 株式会社足利銀行 ¥296,156

70 株式会社ニッチ 埼玉県さいたま市岩槻区 株式会社常陽銀行 ¥39,874

71 株式会社ぎょうざの満洲 埼玉県川越市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥788,254

72 株式会社ナカヤマ 埼玉県行田市 株式会社群馬銀行 ¥64,573

73 株式会社グレープストーン 埼玉県所沢市 株式会社三井住友銀行 ¥2,587,934

74 株式会社グレープストーン 埼玉県所沢市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥1,725,905

75 高田製薬株式会社 埼玉県加須市 株式会社三井住友銀行 ¥4,505,117

76 株式会社平賀 埼玉県新座市 株式会社三井住友銀行 ¥1,393,818

77 株式会社グレープストーン 埼玉県桶川市 株式会社三井住友銀行 ¥2,651,312

78 株式会社グレープストーン 埼玉県桶川市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥1,768,170

79 バキュームモールド工業株式会社 埼玉県八潮市 株式会社三井住友銀行 ¥124,106

80 株式会社久保田鐵工所 埼玉県児玉郡神川町 株式会社中国銀行 ¥183,284

81 株式会社ベステックスキョーエイ 埼玉県大里郡寄居町 株式会社三十三銀行 ¥820,256

82 JFEホールディングス株式会社 千葉県千葉市中央区 株式会社三菱UFJ銀行 ¥1,636,438

83 日鉄鋼板株式会社 千葉県船橋市 株式会社みずほ銀行 ¥744,532

84 日鉄鋼板株式会社 千葉県船橋市 株式会社三井住友銀行 ¥1,019

85 日鉄鋼板株式会社 千葉県船橋市 株式会社三井住友銀行 ¥798,389
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86 日鉄鋼板株式会社 千葉県船橋市 三井住友信託銀行株式会社 ¥343,287

87 日鉄鋼板株式会社 千葉県船橋市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥1,643

88 日鉄鋼板株式会社 千葉県船橋市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥1,084,847

89 日本機材株式会社 千葉県茂原市 株式会社商工組合中央金庫 ¥604,349

90 君津共同火力株式会社 千葉県君津市 株式会社日本政策投資銀行 ¥3,610,082

91 君津共同火力株式会社 千葉県君津市 株式会社日本政策投資銀行 ¥4,701,041

92 君津共同火力株式会社 千葉県君津市 株式会社日本政策投資銀行 ¥3,967,123

93 株式会社テーエーエヌ 千葉県八街市 株式会社商工組合中央金庫 ¥247,945

94 香取産業株式会社 千葉県香取市 株式会社常陽銀行 ¥41,392

95 JFEホールディングス株式会社 東京都千代田区 株式会社三菱UFJ銀行 ¥2,975,342

96 JFEホールディングス株式会社 東京都千代田区 株式会社三菱UFJ銀行 ¥2,231,506

97 ニッセイ・リース株式会社 東京都千代田区 株式会社三井住友銀行 ¥206,859

98 バキュームモールド工業株式会社 東京都墨田区 株式会社三井住友銀行 ¥111,277

99 株式会社梓設計 東京都大田区 株式会社三井住友銀行 ¥339,040

100 東京大田市場青果卸売協同組合 東京都大田区 株式会社商工組合中央金庫 ¥954,709

101 医療法人社団順洋会 東京都練馬区 株式会社山梨中央銀行 ¥16,121

102 医療法人財団岩井医療財団 東京都江戸川区 株式会社三井住友銀行 ¥520,125

103 有限会社みなみ野動物病院 東京都八王子市 株式会社山梨中央銀行 ¥33,700

104 株式会社池上精機 神奈川県横浜市港北区 川崎信用金庫 ¥39,671

105 有限会社武蔵工業 神奈川県横浜市港北区 川崎信用金庫 ¥263,833

106 株式会社横浜リテラ 神奈川県横浜市戸塚区 株式会社群馬銀行 ¥734,728

107 共友リース株式会社 神奈川県川崎市宮前区 株式会社三井住友銀行 ¥4,195

108 開進工業株式会社 新潟県新潟市南区 株式会社三井住友銀行 ¥1,843,560

109 株式会社トヨタレンタリース新潟 新潟県新潟市江南区 株式会社第四北越銀行 ¥746,574

110 株式会社オーエックス新潟 新潟県長岡市 株式会社常陽銀行 ¥46,359

111 三幸製菓グループ株式会社 新潟県新発田市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥857,262

112 三幸製菓グループ株式会社 新潟県新発田市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥923,934

113 三幸製菓グループ株式会社 新潟県新発田市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥1,440,062

114 三幸製菓グループ株式会社 新潟県新発田市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥3,400,195
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115 株式会社布施鉄工所 新潟県上越市 株式会社八十二銀行 ¥151,562

116 株式会社山泰製作所 新潟県南魚沼市 株式会社群馬銀行 ¥121,164

117 株式会社山泰製作所 新潟県南魚沼市 株式会社八十二銀行 ¥221,881

118 株式会社シンコー 富山県富山市 株式会社富山第一銀行 ¥256,120

119 三芝硝材株式会社 富山県高岡市 株式会社北陸銀行 ¥1,726,246

120 有限会社新和建設 富山県高岡市 高岡信用金庫 ¥37,018

121 豊富産業株式会社 富山県高岡市 株式会社北陸銀行 ¥1,328,222

122 株式会社ＭＯＶＥＯＮ精機 富山県高岡市 株式会社北陸銀行 ¥202,556

123 株式会社砺波製作所 富山県砺波市 株式会社富山第一銀行 ¥309,022

124 株式会社nono-riri 富山県砺波市 株式会社北國銀行 ¥6,059

125 株式会社オヤマ自動車 富山県南砺市 株式会社北陸銀行 ¥101,787

126 チューモク株式会社 富山県南砺市 株式会社北陸銀行 ¥296,925

127 となみ野アスコン株式会社 富山県南砺市 株式会社富山第一銀行 ¥1,030,451

128 株式会社小谷製作所 富山県射水市 高岡信用金庫 ¥542,914

129 株式会社オダケ 富山県中新川郡立山町 株式会社北陸銀行 ¥45,498

130 株式会社イコマ・メカニカル 石川県金沢市 株式会社北陸銀行 ¥99,811

131 株式会社境金属工業 石川県金沢市 株式会社北陸銀行 ¥96,022

132 北陸有機工業株式会社 石川県金沢市 株式会社北國銀行 ¥76,449

133 米沢電気工事株式会社 石川県金沢市 株式会社北國銀行 ¥245,261

134 ゲンキー株式会社 石川県七尾市 株式会社三井住友銀行 ¥5,440,817

135 株式会社北菱 石川県小松市 株式会社北國銀行 ¥457,057

136 株式会社エリオ 石川県加賀市 株式会社北陸銀行 ¥499,891

137 株式会社エリオ 石川県加賀市 株式会社北陸銀行 ¥259,362

138 株式会社月星製作所 石川県加賀市 株式会社北陸銀行 ¥278,945

139 株式会社光パックス石川 石川県加賀市 株式会社北國銀行 ¥397,819

140 ゲンキー株式会社 石川県かほく市 株式会社三井住友銀行 ¥3,417,620

141 株式会社サンエー精機 石川県かほく市 株式会社北陸銀行 ¥109,998

142 三豊工業株式会社 石川県白山市 株式会社北陸銀行 ¥158,684

143 株式会社横山商会 石川県白山市 株式会社北國銀行 ¥144,344
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144 伸晃化学株式会社 石川県能美郡川北町 株式会社北陸銀行 ¥4,852,627

145 タカシン家具工業株式会社 福井県坂井市 福井信用金庫 ¥95,251

146 株式会社ツジセイコー 福井県坂井市 福井信用金庫 ¥122,367

147 北陸精染株式会社 福井県坂井市 福井信用金庫 ¥1,255,303

148 有限会社やま甚 福井県坂井市 福井信用金庫 ¥9,240

149 株式会社若狭松葉 福井県三方上中郡若狭町 株式会社福井銀行 ¥407,541

150 株式会社クスリのサンロード 山梨県甲府市 株式会社山梨中央銀行 ¥67,223

151 株式会社ヤマイチ 山梨県甲府市 株式会社山梨中央銀行 ¥29,145

152 クリエイティブダイカスト株式会社 山梨県都留市 株式会社山梨中央銀行 ¥64,321

153 株式会社しらかわ 山梨県都留市 株式会社山梨中央銀行 ¥109,235

154 株式会社しらかわ 山梨県都留市 株式会社山梨中央銀行 ¥182,088

155 株式会社ユーシン 山梨県都留市 株式会社山梨中央銀行 ¥36,798

156 株式会社テージーケーホールディングス 山梨県韮崎市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥306,016

157 株式会社テージーケーホールディングス 山梨県韮崎市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥2,965,688

158 株式会社テージーケーホールディングス 山梨県韮崎市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥656,173

159 株式会社テージーケーホールディングス 山梨県韮崎市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥1,183,631

160 株式会社テージーケーホールディングス 山梨県韮崎市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥398,964

161 甲斐ダイアログシステム株式会社 山梨県南アルプス市 株式会社山梨中央銀行 ¥77,780

162 甲斐ダイアログシステム株式会社 山梨県南アルプス市 株式会社山梨中央銀行 ¥47,656

163 クラウンファスナー株式会社 山梨県南アルプス市 株式会社山梨中央銀行 ¥196,300

164 株式会社日向製作所 山梨県南アルプス市 株式会社山梨中央銀行 ¥140,740

165 公益財団法人キープ協会 山梨県北杜市 株式会社山梨中央銀行 ¥50,401

166 シミックファーマサイエンス株式会社 山梨県北杜市 株式会社山梨中央銀行 ¥741,601

167 株式会社千野製作所 山梨県北杜市 株式会社山梨中央銀行 ¥72,718

168 株式会社ドーベル 山梨県北杜市 株式会社山梨中央銀行 ¥286,456

169 株式会社フジメック 山梨県北杜市 株式会社山梨中央銀行 ¥110,182

170 山梨住宅工業株式会社 山梨県北杜市 株式会社山梨中央銀行 ¥11,260

171 株式会社いちやまマート 山梨県甲斐市 株式会社山梨中央銀行 ¥89,150

172 株式会社いちやまマート 山梨県甲斐市 株式会社山梨中央銀行 ¥32,783
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173 中星工業株式会社 山梨県甲斐市 株式会社山梨中央銀行 ¥658,453

174 有限会社小林リネンサービス 山梨県笛吹市 株式会社山梨中央銀行 ¥267,846

175 相互印刷株式会社 山梨県笛吹市 株式会社山梨中央銀行 ¥192,351

176 山梨通運株式会社 山梨県笛吹市 株式会社山梨中央銀行 ¥207,206

177 株式会社ヨンマルサン 山梨県笛吹市 都留信用組合 ¥92,766

178 株式会社金畑製作所 山梨県上野原市 株式会社山梨中央銀行 ¥34,018

179 株式会社金畑製作所 山梨県上野原市 株式会社山梨中央銀行 ¥20,494

180 株式会社ミクニ 山梨県上野原市 株式会社山梨中央銀行 ¥67,461

181 株式会社ミクニ 山梨県上野原市 株式会社山梨中央銀行 ¥21,696

182 株式会社正直堂 山梨県中央市 株式会社山梨中央銀行 ¥27,996

183 岐阜プラスチック工業株式会社 山梨県南巨摩郡身延町 株式会社十六銀行 ¥1,977,335

184 甲府精鋲株式会社 山梨県中巨摩郡昭和町 株式会社商工組合中央金庫 ¥74,246

185 藤精機株式会社 山梨県中巨摩郡昭和町 株式会社山梨中央銀行 ¥289,268

186 水越化成工業有限会社 山梨県南都留郡道志村 株式会社山梨中央銀行 ¥16,795

187 株式会社岡沢製作所 長野県長野市 株式会社長野銀行 ¥40,772

188 昭和電機産業株式会社 長野県長野市 株式会社八十二銀行 ¥194,426

189 株式会社松本製作所 長野県長野市 長野県信用組合 ¥61,932

190 株式会社オオタ 長野県松本市 株式会社商工組合中央金庫 ¥303,448

191 アカネ工業株式会社 長野県上田市 株式会社八十二銀行 ¥120,032

192 有限会社三和精工 長野県上田市 長野県信用組合 ¥8,057

193 信州リネンサプライ株式会社 長野県上田市 株式会社群馬銀行 ¥136,520

194 信州リネンサプライ株式会社 長野県上田市 株式会社群馬銀行 ¥49,643

195 株式会社都筑製作所 長野県上田市 株式会社八十二銀行 ¥1,464,839

196 株式会社都筑製作所 長野県上田市 株式会社みずほ銀行 ¥228,727

197 株式会社ムラヤマ 長野県上田市 長野県信用組合 ¥38,105

198 株式会社吉見鈑金製作所 長野県上田市 株式会社長野銀行 ¥769,975

199 株式会社吉見板金製作所 長野県上田市 株式会社八十二銀行 ¥184,421

200 アイキョー有限会社 長野県岡谷市 株式会社長野銀行 ¥27,178

201 株式会社ウィード 長野県岡谷市 長野県信用組合 ¥53,207
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202 有限会社クリーン 長野県岡谷市 長野県信用組合 ¥36,212

203 株式会社ケーテック 長野県岡谷市 長野県信用組合 ¥31,631

204 株式会社ケーテック 長野県岡谷市 長野県信用組合 ¥65,652

205 株式会社ケーテック 長野県岡谷市 長野県信用組合 ¥40,452

206 株式会社ケーテック 長野県岡谷市 長野県信用組合 ¥29,479

207 株式会社ケーテック 長野県岡谷市 株式会社八十二銀行 ¥98,233

208 株式会社ケーテック 長野県岡谷市 株式会社八十二銀行 ¥38,193

209 コジマ工業有限会社 長野県岡谷市 長野県信用組合 ¥88,874

210 コジマ工業有限会社 長野県岡谷市 長野県信用組合 ¥121,383

211 株式会社寿精工 長野県岡谷市 長野県信用組合 ¥159,761

212 株式会社寿精工 長野県岡谷市 長野県信用組合 ¥70,333

213 株式会社シミズ 長野県岡谷市 株式会社八十二銀行 ¥47,038

214 有限会社進栄化学塗装 長野県岡谷市 長野県信用組合 ¥60,763

215 株式会社信州技研 長野県岡谷市 長野県信用組合 ¥226,280

216 有限会社武村精機 長野県岡谷市 長野県信用組合 ¥100,412

217 有限会社花岡光学 長野県岡谷市 長野県信用組合 ¥52,708

218 有限会社花岡光学 長野県岡谷市 長野県信用組合 ¥74,835

219 株式会社ミサワ金属工業 長野県岡谷市 株式会社長野銀行 ¥3,867

220 有限会社山田精機製作所 長野県岡谷市 株式会社八十二銀行 ¥23,529

221 伊那縫製株式会社 長野県飯田市 長野県信用組合 ¥2,983

222 信菱電機株式会社 長野県飯田市 株式会社長野銀行 ¥53,426

223 有限会社タカハ 長野県飯田市 飯田信用金庫 ¥102,843

224 多摩川マイクロテップ株式会社 長野県飯田市 長野県信用組合 ¥171,658

225 株式会社ちさと東 長野県飯田市 飯田信用金庫 ¥683,302

226 中田製絲株式会社 長野県飯田市 飯田信用金庫 ¥492,390

227 有限会社南信チップセンター 長野県飯田市 株式会社八十二銀行 ¥109,312

228 株式会社丸三玉木屋 長野県飯田市 飯田信用金庫 ¥10,579

229 ミナト光学工業株式会社 長野県飯田市 株式会社八十二銀行 ¥116,175

230 社会福祉法人ゆいの里 長野県飯田市 飯田信用金庫 ¥50,259
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231 株式会社よろず家 長野県飯田市 飯田信用金庫 ¥45,260

232 株式会社井口 長野県諏訪市 長野県信用組合 ¥580,673

233 有限会社小林プラスチック 長野県小諸市 上田信用金庫 ¥2,255

234 株式会社クレボ 長野県伊那市 長野県信用組合 ¥30,065

235 三洋グラビア株式会社 長野県伊那市 株式会社八十二銀行 ¥172,857

236 MINOエナジー株式会社 長野県伊那市 長野県信用組合 ¥63,344

237 MINOエナジー株式会社 長野県伊那市 長野県信用組合 ¥307,702

238 株式会社AI精工 長野県駒ヶ根市 株式会社八十二銀行 ¥89,811

239 ナパック株式会社 長野県駒ヶ根市 株式会社八十二銀行 ¥102,219

240 株式会社ハヤシ 長野県駒ヶ根市 株式会社八十二銀行 ¥58,011

241 株式会社ムカイ 長野県中野市 長野県信用組合 ¥14,464

242 アルプスウォーター株式会社 長野県大町市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥182,495

243 株式会社みすずコーポレーション 長野県大町市 株式会社みずほ銀行 ¥65,742

244 株式会社ナショナルツール 長野県茅野市 長野県信用組合 ¥112,003

245 株式会社吉沢製作所 長野県茅野市 長野県信用組合 ¥68,738

246 株式会社吉沢製作所 長野県茅野市 長野県信用組合 ¥68,738

247 有限会社ワイケー・プランニング 長野県茅野市 長野県信用組合 ¥14,997

248 有限会社多門製作所 長野県塩尻市 株式会社長野銀行 ¥55,204

249 株式会社東陽 長野県塩尻市 株式会社八十二銀行 ¥361,146

250 株式会社ロクハ精工 長野県塩尻市 株式会社商工組合中央金庫 ¥75,715

251 有限会社和泉屋菓子店 長野県佐久市 株式会社商工組合中央金庫 ¥56,371

252 吉田工業株式会社 長野県佐久市 株式会社長野銀行 ¥85,170

253 株式会社山﨑屋木工製作所 長野県千曲市 長野県信用組合 ¥86,591

254 有限会社和田製作所 長野県千曲市 長野県信用組合 ¥39,391

255 株式会社山口電機 長野県南佐久郡佐久穂町 長野県信用組合 ¥19,393

256 株式会社山口電機 長野県南佐久郡佐久穂町 長野県信用組合 ¥3,232

257 株式会社山口電機 長野県南佐久郡佐久穂町 長野県信用組合 ¥12,436

258 有限会社ベッツ・アルプス 長野県諏訪郡下諏訪町 株式会社長野銀行 ¥4,334

259 株式会社スター精機 長野県諏訪郡富士見町 株式会社八十二銀行 ¥20,794

9 



（都道府県順）

NO 事業者名 事業実施場所住所 指定金融機関名
利子補給金
交付決定額

260 有限会社アイテック 長野県上伊那郡辰野町 長野県信用組合 ¥27,510

261 株式会社赤羽製作所 長野県上伊那郡辰野町 長野県信用組合 ¥77,802

262 有限会社双葉製作所 長野県上伊那郡辰野町 長野県信用組合 ¥9,442

263 有限会社キットウ 長野県上伊那郡箕輪町 長野県信用組合 ¥119,381

264 栄通信工業株式会社 長野県上伊那郡箕輪町 株式会社八十二銀行 ¥97,385

265 株式会社伸和精工 長野県上伊那郡箕輪町 長野県信用組合 ¥143,389

266 株式会社伸和精工 長野県上伊那郡箕輪町 長野県信用組合 ¥73,080

267 株式会社伸和精工 長野県上伊那郡箕輪町 長野県信用組合 ¥57,245

268 有限会社大平洋プラスチック 長野県上伊那郡箕輪町 長野県信用組合 ¥22,069

269 株式会社ハヤシテクノ 長野県上伊那郡箕輪町 長野県信用組合 ¥70,129

270 有限会社平出製作所 長野県上伊那郡箕輪町 長野県信用組合 ¥120,985

271 みのわテック株式会社 長野県上伊那郡箕輪町 長野県信用組合 ¥416,925

272 有限会社山彦化成工業 長野県上伊那郡箕輪町 長野県信用組合 ¥6,188

273 税理士法人こすも会計 長野県上伊那郡飯島町 飯田信用金庫 ¥19,525

274 株式会社エフォーテック 長野県上伊那郡南箕輪村 長野県信用組合 ¥33,311

275 有限会社片桐製作所 長野県上伊那郡南箕輪村 長野県信用組合 ¥27,930

276 農事組合法人三幸 長野県上伊那郡中川村 アルプス中央信用金庫 ¥33,280

277 農事組合法人三幸 長野県上伊那郡中川村 飯田信用金庫 ¥54,502

278 株式会社北川製菓 長野県上伊那郡宮田村 長野県信用組合 ¥174,933

279 株式会社マスダ 長野県上伊那郡宮田村 株式会社八十二銀行 ¥85,425

280 株式会社マスダ 長野県上伊那郡宮田村 株式会社八十二銀行 ¥55,614

281 株式会社マスダ 長野県上伊那郡宮田村 株式会社八十二銀行 ¥48,096

282 松下金属工業株式会社 長野県上伊那郡宮田村 長野県信用組合 ¥59,859

283 株式会社ユーエスアイ 長野県上伊那郡宮田村 株式会社八十二銀行 ¥112,519

284 株式会社川辺製作所 長野県下伊那郡松川町 飯田信用金庫 ¥51,725

285 株式会社コシブ精密 長野県下伊那郡松川町 アルプス中央信用金庫 ¥854,607

286 株式会社コシブ精密 長野県下伊那郡松川町 アルプス中央信用金庫 ¥676,812

287 株式会社コシブ精密 長野県下伊那郡松川町 飯田信用金庫 ¥316,517

288 株式会社コシブ精密 長野県下伊那郡松川町 飯田信用金庫 ¥229,652
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289 社会福祉法人親愛の里 長野県下伊那郡松川町 長野県信用組合 ¥56,727

290 株式会社イイダアックス 長野県下伊那郡高森町 飯田信用金庫 ¥9,938

291 有限会社金森軽合金 長野県下伊那郡高森町 株式会社八十二銀行 ¥61,349

292 有限会社丸久 長野県下伊那郡高森町 飯田信用金庫 ¥17,756

293 株式会社阿智精機 長野県下伊那郡阿智村 飯田信用金庫 ¥12,472

294 株式会社阿智精機 長野県下伊那郡阿智村 株式会社長野銀行 ¥35,888

295 有限会社ダズ 長野県下伊那郡豊丘村 株式会社八十二銀行 ¥226,911

296 有限会社上原製作所 長野県埴科郡坂城町 株式会社八十二銀行 ¥59,766

297 エルエックス工業株式会社 長野県埴科郡坂城町 長野県信用組合 ¥104,011

298 エルエックス工業株式会社 長野県埴科郡坂城町 長野県信用組合 ¥99,040

299 株式会社光和 長野県埴科郡坂城町 長野県信用組合 ¥60,688

300 有限会社田島石油 長野県埴科郡坂城町 長野県信用組合 ¥17,413

301 株式会社長野大崎製作所 長野県埴科郡坂城町 長野県信用組合 ¥30,570

302 株式会社福来産業 長野県埴科郡坂城町 長野県信用組合 ¥94,576

303 株式会社栗山熱処理 岐阜県岐阜市 株式会社十六銀行 ¥91,514

304 太平洋工業株式会社 岐阜県大垣市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥8,830,952

305 太平洋工業株式会社 岐阜県大垣市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥5,297,173

306 明和工業株式会社 岐阜県多治見市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥4,903,251

307 株式会社ナカヤマ 岐阜県恵那市 株式会社十六銀行 ¥571,739

308 ゲンキー株式会社 岐阜県各務原市 株式会社三井住友銀行 ¥1,918,491

309 後藤木材株式会社 岐阜県各務原市 株式会社十六銀行 ¥396,128

310 後藤木材株式会社 岐阜県各務原市 株式会社十六銀行 ¥68,736

311 ハビックス株式会社 岐阜県海津市 株式会社十六銀行 ¥3,094,983

312 ハビックス株式会社 岐阜県海津市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥929,524

313 マナック株式会社 岐阜県養老郡養老町 株式会社三井住友銀行 ¥493,378

314 株式会社エフピコ 岐阜県安八郡輪之内町 株式会社三菱UFJ銀行 ¥2,399,129

315 株式会社愛工舎 岐阜県加茂郡七宗町 株式会社十六銀行 ¥109,843

316 株式会社イハラ製作所 静岡県浜松市北区 株式会社静岡銀行 ¥332,426

317 株式会社イハラ製作所 静岡県浜松市北区 株式会社静岡銀行 ¥1,620,547

318 有限会社オーケープレス 静岡県浜松市北区 遠州信用金庫 ¥36,622
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319 株式会社小楠金属工業所 静岡県浜松市西区 株式会社りそな銀行 ¥231,473

320 株式会社小楠金属工業所 静岡県浜松市西区 株式会社りそな銀行 ¥323,833

321 株式会社神津製作所 静岡県浜松市北区 遠州信用金庫 ¥392,033

322 株式会社JMC 静岡県浜松市浜北区 株式会社三井住友銀行 ¥26,752

323 株式会社章和製作所 静岡県浜松市西区 遠州信用金庫 ¥59,715

324 株式会社章和製作所 静岡県浜松市西区 遠州信用金庫 ¥29,818

325 有限会社トキワ金属 静岡県浜松市中区 遠州信用金庫 ¥25,668

326 有限会社ミウラ電器店 静岡県浜松市北区 遠州信用金庫 ¥117,004

327 株式会社三光 静岡県磐田市 株式会社三井住友銀行 ¥979,071

328 有限会社ハマナ部品製作所 静岡県掛川市 遠州信用金庫 ¥276,169

329 株式会社紀和産業 静岡県湖西市 遠州信用金庫 ¥7,584

330 株式会社紀和産業 静岡県湖西市 遠州信用金庫 ¥49,137

331 佐原工業株式会社 静岡県湖西市 遠州信用金庫 ¥69,505

332 株式会社親和製作所 静岡県湖西市 遠州信用金庫 ¥156,655

333 隆住工業株式会社 静岡県湖西市 遠州信用金庫 ¥40,284

334 株式会社ヒリュー精工 静岡県湖西市 遠州信用金庫 ¥77,143

335 日本レトルトフーズ株式会社 愛知県岡崎市 株式会社十六銀行 ¥113,243

336 笹原金型株式会社 愛知県瀬戸市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥941,589

337 株式会社タイセイプラス 愛知県津島市 株式会社百五銀行 ¥157,693

338 株式会社タイセイプラス 愛知県津島市 株式会社百五銀行 ¥104,136

339 株式会社中藤電機産業 愛知県津島市 株式会社十六銀行 ¥249,121

340 株式会社アイシン 愛知県刈谷市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥13,537,808

341 内浜化成株式会社 愛知県豊田市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥2,407,059

342 有限会社高松工業所 愛知県安城市 碧海信用金庫 ¥38,296

343 株式会社新美鉄工所 愛知県西尾市 碧海信用金庫 ¥211,822

344 株式会社オティックスホールディングス 愛知県蒲郡市 株式会社三井住友銀行 ¥931

345 ゲンキー株式会社 愛知県常滑市 株式会社三井住友銀行 ¥3,461,286

346 コスモリサイクル株式会社 愛知県稲沢市 株式会社十六銀行 ¥405,693

347 東光工業株式会社 愛知県高浜市 株式会社十六銀行 ¥349,657

348 日進乳業株式会社 愛知県北名古屋市 株式会社百五銀行 ¥732,430

349 株式会社美和製作所 愛知県あま市 株式会社十六銀行 ¥526,536
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350 株式会社エイト工業 愛知県愛知郡東郷町 株式会社大垣共立銀行 ¥116,505

351 株式会社ヒラマツ 三重県津市 株式会社三十三銀行 ¥799,002

352 株式会社板津商店 三重県四日市市 株式会社三十三銀行 ¥549,146

353 株式会社岡本機械 三重県四日市市 株式会社三十三銀行 ¥36,588

354 ヤマモリ株式会社 三重県松阪市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥899,222

355 株式会社ヨシザワ 三重県鈴鹿市 株式会社三十三銀行 ¥899,168

356 東海コンクリート工業株式会社 三重県いなべ市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥9,726,487

357 株式会社三輪鋳造 三重県いなべ市 株式会社三十三銀行 ¥382,210

358 株式会社エースコーポレーション 滋賀県草津市 株式会社商工組合中央金庫 ¥208,948

359 パイン株式会社 滋賀県草津市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥1,016,445

360 株式会社タカコ 滋賀県甲賀市 株式会社南都銀行 ¥127,724

361 共友リース株式会社 滋賀県野洲市 株式会社三井住友銀行 ¥4,195

362 京都薬品工業株式会社 京都府京都市中京区 株式会社三井住友銀行 ¥1,703,118

363 京都薬品工業株式会社 京都府京都市中京区 株式会社三菱UFJ銀行 ¥255,455

364 株式会社ウィル 京都府木津川市 株式会社南都銀行 ¥779,628

365 オーエス株式会社 大阪府大阪市北区 株式会社三菱UFJ銀行 ¥596,164

366 新栄運輸株式会社 大阪府大阪市住之江区 株式会社りそな銀行 ¥1,823,019

367 セイレイ興産株式会社 大阪府大阪市北区 株式会社りそな銀行 ¥893,273

368 邨田印刷紙器株式会社 大阪府寝屋川市 株式会社三井住友銀行 ¥1,791,883

369 サムテック株式会社 大阪府羽曳野市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥3,832,973

370 株式会社新生クラフト 大阪府門真市 株式会社商工組合中央金庫 ¥442,063

371 三島鐵工株式会社 大阪府摂津市 株式会社三井住友銀行 ¥359,647

372 株式会社青木松風庵 大阪府阪南市 株式会社三井住友銀行 ¥574,271

373 株式会社青木松風庵 大阪府阪南市 株式会社三井住友銀行 ¥246,287

374 社会福祉法人すみれ会 兵庫県神戸市長田区 株式会社みずほ銀行 ¥87,342

375 中西金属工業株式会社 兵庫県神戸市西区 株式会社三井住友銀行 ¥1,020,054

376 株式会社ナリコマフード 兵庫県神戸市西区 株式会社三井住友銀行 ¥5,491,523

377 株式会社ナリコマフード 兵庫県神戸市西区 株式会社三井住友銀行 ¥1,200,318

378 株式会社ナリコマフード 兵庫県神戸市西区 株式会社三菱UFJ銀行 ¥3,839,917

379 株式会社ナリコマフード 兵庫県神戸市西区 株式会社りそな銀行 ¥1,646,309

380 宮野医療器株式会社 兵庫県神戸市西区 株式会社みずほ銀行 ¥4,413,698
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381 金属技研株式会社 兵庫県姫路市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥3,530,958

382 山口精工株式会社 兵庫県姫路市 株式会社三井住友銀行 ¥1,811,779

383 エスピーケーリーシング合同会社代表社員カンティーノ一般社団法人 兵庫県加古川市 株式会社日本政策投資銀行 ¥150,115

384 株式会社澤田組 兵庫県加古川市 株式会社三井住友銀行 ¥517,736

385 神戸鈑金工業株式会社 兵庫県高砂市 株式会社三井住友銀行 ¥747,307

386 株式会社エティックテクノ大阪 兵庫県加東市 株式会社三井住友銀行 ¥914,126

387 株式会社マルヤナギ小倉屋 兵庫県加東市 株式会社三井住友銀行 ¥1,726,373

388 株式会社タイネクサス 兵庫県多可郡多可町 株式会社三井住友銀行 ¥1,538,897

389 株式会社紀和 和歌山県和歌山市 株式会社南都銀行 ¥141,175

390 小川工業株式会社 和歌山県橋本市 株式会社南都銀行 ¥256,396

391 津田工業株式会社 和歌山県紀の川市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥730,301

392 岐阜プラスチック工業株式会社 岡山県倉敷市 株式会社十六銀行 ¥2,322,075

393 岐阜プラスチック工業株式会社 岡山県倉敷市 株式会社十六銀行 ¥3,293,843

394 JFEホールディングス株式会社 岡山県倉敷市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥4,463,013

395 JFEホールディングス株式会社 岡山県倉敷市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥148,767

396 瀬戸内共同火力株式会社 岡山県倉敷市 株式会社日本政策投資銀行 ¥9,118,680

397 瀬戸内共同火力株式会社 岡山県倉敷市 株式会社日本政策投資銀行 ¥6,702,851

398 瀬戸内共同火力株式会社 岡山県倉敷市 株式会社日本政策投資銀行 ¥7,899,335

399 株式会社ニッペコ 岡山県浅口市 株式会社三井住友銀行 ¥267,528

400 株式会社ニッペコ 岡山県浅口市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥804,273

401 谷尾食糧工業株式会社 岡山県和気郡和気町 株式会社中国銀行 ¥346,769

402 有限会社大蔵プロセス 広島県広島市安佐北区 株式会社もみじ銀行 ¥112,315

403 株式会社久保田鐵工所 広島県広島市安芸区 株式会社中国銀行 ¥126,298

404 株式会社志和工業 広島県広島市安佐北区 株式会社広島銀行 ¥44,472

405 株式会社志和工業 広島県広島市安佐北区 株式会社広島銀行 ¥48,399

406 株式会社志和工業 広島県広島市安佐北区 株式会社広島銀行 ¥27,278

407 株式会社志和工業 広島県広島市安佐北区 株式会社広島銀行 ¥53,119

408 株式会社やまみ 広島県三原市 株式会社みずほ銀行 ¥198,903

409 株式会社やまみ 広島県三原市 株式会社みずほ銀行 ¥596,164

410 三協マーク株式会社 広島県福山市 株式会社商工組合中央金庫 ¥7,594

411 株式会社福山自動車検査場 広島県福山市 株式会社商工組合中央金庫 ¥39,547
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412 有限会社堀本精工 広島県福山市 株式会社中国銀行 ¥235,397

413 リョービ株式会社 広島県府中市 株式会社三井住友銀行 ¥1,455,907

414 リョービ株式会社 広島県府中市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥1,455,907

415 株式会社志和工業 広島県安芸高田市 株式会社広島銀行 ¥226,915

416 株式会社志和工業 広島県安芸高田市 株式会社広島銀行 ¥39,265

417 株式会社志和工業 広島県安芸高田市 株式会社もみじ銀行 ¥71,507

418 神戸鈑金工業株式会社 広島県山県郡北広島町 株式会社三井住友銀行 ¥556,023

419 株式会社カワトＴ．Ｐ．Ｃ． 山口県岩国市 株式会社山口銀行 ¥55,383

420 株式会社カワトＴ．Ｐ．Ｃ． 山口県岩国市 株式会社山口銀行 ¥79,119

421 八百新酒造株式会社 山口県岩国市 株式会社広島銀行 ¥28,626

422 大紀商事株式会社 香川県坂出市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥1,373,150

423 神島化学工業株式会社 香川県三豊市 株式会社みずほ銀行 ¥956,056

424 サヌキ畜産フーズ株式会社 香川県三豊市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥882,739

425 麗澤海運株式会社 愛媛県今治市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥1,561,517

426 麗澤海運株式会社 愛媛県今治市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥35,769

427 麗澤海運株式会社 愛媛県今治市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥337,725

428 株式会社大漁 愛媛県宇和島市 株式会社四国銀行 ¥54,967

429 一般財団法人積善会 愛媛県新居浜市 株式会社伊予銀行 ¥252,291

430 株式会社大亀製作所 愛媛県西条市 株式会社広島銀行 ¥230,945

431 四国液酸株式会社 愛媛県西条市 株式会社日本政策投資銀行 ¥2,870,740

432 四国液酸株式会社 愛媛県西条市 株式会社日本政策投資銀行 ¥44,630

433 四国液酸株式会社 愛媛県西条市 株式会社日本政策投資銀行 ¥736,397

434 セキ株式会社 愛媛県伊予市 株式会社伊予銀行 ¥478,150

435 セキ株式会社 愛媛県伊予市 株式会社愛媛銀行 ¥478,150

436 セキ株式会社 愛媛県伊予市 株式会社日本政策投資銀行 ¥446,273

437 セキ株式会社 愛媛県伊予市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥318,767

438 北九州液酸株式会社 福岡県北九州市若松区 株式会社福岡銀行 ¥3,361,095

439 新大倉工業株式会社 福岡県北九州市小倉北区 株式会社福岡銀行 ¥266,142

440 株式会社ナリコマフード 福岡県北九州市小倉南区 株式会社三井住友銀行 ¥1,052,049

441 株式会社ユニテクノ 福岡県田川市 株式会社百五銀行 ¥347,123

442 株式会社ユニテクノ 福岡県田川市 株式会社百五銀行 ¥207,668

15 



（都道府県順）

NO 事業者名 事業実施場所住所 指定金融機関名
利子補給金
交付決定額

443 株式会社ユニテクノ 福岡県田川市 株式会社福岡銀行 ¥907,437

444 株式会社サンワシステムサービス 福岡県行橋市 株式会社福岡銀行 ¥14,422

445 株式会社マツオ 福岡県行橋市 株式会社福岡銀行 ¥318,891

446 株式会社みやけ商会 福岡県行橋市 株式会社福岡銀行 ¥121,803

447 株式会社寺田工作所 福岡県中間市 株式会社福岡銀行 ¥84,056

448 太洋スクリーン工業株式会社 福岡県宗像市 株式会社福岡銀行 ¥103,417

449 有限会社桑野研磨工業所 福岡県朝倉市 株式会社福岡銀行 ¥277,708

450 有限会社桑野研磨工業所 福岡県朝倉市 株式会社福岡銀行 ¥69,131

451 株式会社吉川金属商事 佐賀県鳥栖市 株式会社十八親和銀行 ¥79,337

452 株式会社吉川金属商事 長崎県諫早市 株式会社肥後銀行 ¥62,601

453 ＫＴＸ株式会社 長崎県平戸市 株式会社三井住友銀行 ¥1,086,041

454 株式会社新田鉄工所 長崎県南島原市 株式会社十八親和銀行 ¥130,142

455 医療法人社団青空会 熊本県熊本市中央区 株式会社肥後銀行 ¥2,752

456 株式会社どんどんライス 熊本県熊本市南区 株式会社熊本銀行 ¥40,550

457 株式会社どんどんライス 熊本県熊本市南区 株式会社肥後銀行 ¥681,207

458 株式会社石崎商店 熊本県荒尾市 株式会社肥後銀行 ¥9,274,451

459 株式会社くまさんメディクス 熊本県菊池市 株式会社三菱UFJ銀行 ¥1,023,978

460 株式会社ユニックス 熊本県菊池市 株式会社肥後銀行 ¥4,459

461 株式会社ＡＲＣ 熊本県玉名郡長洲町 株式会社肥後銀行 ¥352,713
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